
水田湛水深を正確に計測できる組立式の磁歪式変位プローブ水位計の開発

＊横井 久善

：水田湛水深を正確に計測できる水位計の開発に取り組んだ。その概要は、以下のと摘要

おりである。

１．計測範囲は０～400mmであり、計測精度±１mm以下の高精度な計測が可能である。

２．土粒子、ゴミ、水草による計測誤差は生じにくく、また、温度変化による計測誤差も

ほとんどない。

３．計測部は磁歪式変位プローブを使用し、マグネットを組み込んだフロートの上下動に

より水田湛水深を計測する。

４．水位計本体は組立式でシンプルな構造であり、メンテナンスが容易である。

５．プレヒート回路とデータロガーを使用することにより、３か月間の連続自動計測が可

能である（計測間隔10分）。

：水位計、水田湛水深、磁歪式、高精度、組立式キーワード

The Development of Water Level Meter Used Magnetic Strain Probe for Precision
Measurement of Ponding Depth of Paddy Field

YOKOI Hisayoshi

A water level meter for precision measurement of ponding depth of paddy fieldAbstract:
was developed. The characteristics are as follows.
1 The measurement range is 0-400mm, and a highly precise measurement equal to or.

less than 1mm is possible.
2 The measurement error due to soil particle, garbage and waterweed are hard to occur..

In addition, there are few measurement errors due to temperature change, too.
3 The measurement department uses magnetic strain probe. It measures ponding depth.

of paddy field by up-and-down motion of the float that incorporated magnet.
4 It is sectional, simple structure, and maintenance is easy..

5 The automatic measurement which lasted three consecutive months is available by.

（ ）using pre-heat circuit and data logger 10 minutesSampling at every

Water level meter, Ponding depth of paddy field, Magnetic strain, HighlyKey Words:
precise measurement, Sectional
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緒 言

愛知県農業総合試験場は、1991年に市販品に先駆け

て自作の圧力式水位計を開発し、水田及び水路水位の

自動計測の歴史を築いてきた。その後、様々なタイプ

、 。 、の水位計を使用し 機器の改良も続けてきた 近年は

電子技術の進歩及びパソコン性能の向上を背景にデー

タストッカーを使用した計測技術を確立し、データ量

の充実及び解析業務の効率化を実現している 。1)

水田の水管理技術や農業用水の水需要動向に関する

、 、調査・研究では 水位計を使用した水田湛水深の変動

用水量並びに排水量の現地計測が必要不可欠である。

農林水産省が実施したほ場整備（水田）計画基礎諸元

調査においても、全国の複数地区による水田湛水深の

調査結果が報告されている 。２-４）

現在、愛知県の水田農業では、農地の高度利用技術

としてＶ溝不耕起直播栽培における深水無落水管理の

効果検証を行っており、減水深の正確な計測データが

求められている。また、行政での水利権の交渉場面に

おいても、近年は用水量についてより正確な実測値が

必要になっており、ここでも用水量算定の基礎となる

減水深の正確なデータが求められている。

しかし、水田内では温度変化、土砂、ゴミ、水草な

ど正確な水位計測を阻害する要因が多く、正確かつ安

定した計測技術の追求は、過去からの課題であった。

現在市販されている自動記録式の水位計の中で、水

田湛水深を計測出来る製品は、圧力式と静電容量式の

２種類である。しかし、圧力式は計測精度の面で問題

があり、１mm単位の計測精度が求められる水田湛水深

の計測には適さない。静電容量式では計測精度±0.5％

FS（カタログ値）の製品も存在するが、温度変化によ

る影響を受けやすく、メーカーによる定期的なメンテ

ナンスも必要である。

こうした背景を踏まえて、新たな水位計の開発に取

り組んだ。開発した磁歪式変位プローブ水位計は、水

田湛水深を正確に計測することが可能であり、従来の

機器よりも優れた性能を持つことがわかったのでここ

に報告する。

材料及び方法

1 製作

(1) 開発フロー

水位計の開発フローを示した（図１ 。）

新たな水位計を作るために、第１段階「開発コンセプ

」 「 」 。ト から第５段階 試験 に至る開発フローを定めた

、 （ ）、開発コンセプトでは 正確な計測値 精度±１mm以内

長期間計測可能、シンプル、組立式、容易なメンテナ

ンスの５つを条件とした。

計測範囲は、愛知県が普及推進するＶ溝不耕起直播

栽培（深水管理）の最大湛水深300 mmを確実かつ正確

に計測するため、フルスケール０～400 mmとした。

開発コンセプトに基づいて設計及び部品を調達し、

試験場内で試作機を組み立てた後、室内試験及び実用

化試験を行った。

(2) 設計

、 （ 、水位計を構成する部位は 計測部と記録部 変換部

電源部、回路部）に分けて設計した。

計測部で使用するセンサ及びフロートは、メーカー

カタログ及び聞き取りにより選定し、センサ長、フロ

ートの形状及び部品間のクリアランスを検討して、注

文により生産を依頼した。電源部はＤＣ12Ｖの乾電池

式とし、回路部は消費電力を抑制するためのプレヒー

ト回路を組み込んだ。

(3) 組立

設計図書、模式図及び電気回路図に基づいて、各部

位ごとに仮組及び本組を行った。

図１ 水位計の開発フロー

（項　　目） （内　　容） （必　要　条　件） （補　足　事　項）

第１段階 開発コンセプト （全体構想） 正確な計測値、長期間計測可能 精度±１ mm

シンプル、組立式、容易なメンテナンス

（計測範囲） ０～400 ｍｍ Ｖ溝不耕起直播栽培

深水管理（湛水深300 mm）　

第２段階 設　　計 （計測部） 精密かつ組合せが容易な部品 国内メーカー

（変換部） 欠測をしない製品 既製品（使用実績を重視）

（電源部） DC12V 乾電池を使用

（回路部） プレヒート 消費電流を抑制

第３段階 部品の調達 消耗品 　

第４段階 組　　立 （全体） ねじ込み、ビス止めによる組立 接着部なし

切断、穴あけ加工

（回路） ハンダ付け

第５段階 試　　験 （検定） 計測値と実測値の比較 　

（室内：耐性） 自動記録の持続性 　

水草、水温変化 　

　 （屋外：実証） 計測の正確性、水草等の適応性 　

横井：水田湛水深を正確に計測できる組立式の磁歪式変位プローブ水位計の開発
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２ 室内試験

(1) 計測値の検定

計測値を検定するため、透明管を使用した検定器具

（全長1180 mm、口径150 mm、計測可能長1000 mm、排

水バルブ付き）を自作した。検定の順序は、①検定器

具に真水を充填、②その中に試作機のセンサ部分を固

定、③水位を変化、④センサ部分からの出力値を読み

とることにより行った。水温は、常温（20～35 ℃：JIS

Z 8703）に設定した。

(2) 水温変化による影響

従来型の水位計は静電容量式水位計を使用してきた

、 。 、が 温度変化による計測値の誤差があった このため

実用場面での使用温度を想定した温度変化（30℃及び

45℃）が計測値に与える影響について、開発した磁歪

式変位プローブ水位計と従来型の静電容量式水位計の

両者を比較した。

(3) 自動記録の持続性

水田湛水深は主に現地水田で計測するため、その定

期調査は一月に１回を目安に行うことが多い。このた

め、１ヶ月以上の連続記録を目標とした連続稼働試験

を行い、自動記録の持続性を試験した。測定間隔は、

現在最も多く実施する10分間隔とし、プレヒート時間

（計測時に必要な時間だけセンサに電気信号を送る時

） 。 、間 は２秒とした 水位を感知するフロートの位置は

試験開始直後には現場での水位変動を想定して随時動

かした。35日目以降は、出力値を一定に保持（水位計

からの出力値の中間値である３Ｖに調整）するために

フロートを固定し、出力される電圧の変化をモニター

した。なお、別途製作した同一構造の水位計により、

測定間隔５分かつプレヒート時間２秒で同時稼働させ

て、乾電池の消耗程度を早い段階でモニターすること

により自動記録の持続性を検証した。

(4) 水草への適応性

水位計の保護管には水位検知のための小さなスリッ

ト状の穴があり、大きなゴミや水草の侵入は防止でき

、 。るが 小さなゴミや水草は侵入することが予想された

このため 検定器具の中でセンサとフロートに水草 ア、 （

オミドロ類、シャジクモ）を絡ませて、水位の上昇及

。び下降を繰り返した場合の計測値と実水位を比較した

３ 実用化試験

水位計の実用化を図るために、水稲栽培中の水田内

に水位計を設置して連続自動計測を行った（表１ 。）

連続自動計測は、2009年７月12日～同年９月10日ま

での59日間（７月22日16時～７月26日10時は水位計を

取り外したため、この期間を除く延べ日数）である。

(1) 計測の正確性

計測期間を通して、水位計の計測値と水田湛水深を

比較した。水田湛水深は、水田内に立てたスケールを

目視により直読みして計測した。

(2) 水草等への適応性

水位計の計測部にはゴミや水草が付着したが、その

ままの状態で試験を継続することにより、水草等が計

測に与える影響を観察した。

（土粒子、ゴミが計測に与える影響）

７月12日16時から７月22日16時までの11日間は、

実証水田Ａにおいて土粒子とゴミが計測に与える影

響について試験した。

（水草が計測に与える影響）

７月26日以降は、水草が多く繁茂する実証水田Ｂ

及びＣにおいて、水位計内への水草の侵入程度並び

に動作確認を行った。

結果及び考察

1 製作

(1) 開発した水位計

水位計（図２）及び模式図（図３）を示した。

図２ 開発した水位計

表１ 実用化試験一覧

（開　始） （終　了）

実証水田Ａ 移植栽培 2009.7.12　16:00 2009.7.22　16:00

実証水田Ｂ Ｖ溝不耕起直播（普通栽培） 2009.7.26　10:00 2009.8. 6　10:00

実証水田Ｃ Ｖ溝不耕起直播（深水管理栽培） 2009.8. 6　12:00 2009.9.10　13:00

計　測　期　間
場　所 栽　培　方　法

愛知県農業総合試験場研究報告第42号
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図３ 水位計の模式図

水田内での計測位置は枕地（稲株と畦畔の間の水辺

空間部）が最良である。このため、コンパクトにした

計測部のみを水田内に設置し、記録部（変換部、電源

部及び回路部）はまとめて計測箱に入れて畦畔上に設

置する構造とした。

(2) 設計（構造）

電気回路を示した（図４ 。）

図４ 水位計の電気回路

、 （ ）水位の検知部分には センサに一定電圧 １～５Ｖ

を印可し計測値の変位を電流値により出力させる変位

センサを使用した。

センサの仕組みは、①センサ本体に電流パルスを与

える、②円周方向に磁場が生じる、③そこにマグネッ

トが組み込まれたフロートを配置する、④マグネット

の部分で磁場が歪む、⑤歪みは一種の振動でありこの

歪みがセンサ上を伝播する、⑥マグネットの位置を情

報として出力するものである 。５）

センサからの出力は電流値（４～20mA）であり、電

圧による出力と比較して雑音（外界の電波）の影響を

受けにくい。データロガーは電圧用の製品が一般的で

あるため、出力される電流値は電圧値に変換して自動

記録させた。プレヒート型のデータロガーを使用する

ことにより、あらかじめ設定した計測間隔で自動記録

させると共に、消費電力を抑制した。

水位計の基本出力特性を示した（図５ 。）

ＤＣ１２Ｖ ＤＣ１５Ｖ
（入力側）

逆起電力保護用

ダイオード
（電源）

（プレヒート信号） ＤＣ１２Ｖ
＋ － GND GND GND

リレー アルカリ単３乾電池：８本
GND

－
－

抵抗

１～５Ｖ ４～20mA ４～20mA
＋ （出力側） +

プレヒートロガー コントローラ センサ

コ

イ

ル

（記録部） （計測部）

計測箱（発砲スチロール製）

保護管（塩ビ製パイプ）

磁歪式変位プローブ

データロガー 回路 コントローラ
乾電池

フロート

（田面水位）

水田湛水深

図５ 水位計の基本出力特性

計測された電圧値と水位との関係は、一次式Ｙ＝100

Ｘ－100で表される。実際の計測時には、センサ部の設

置高さは場所ごとに異なる。このため、一次式の切片

（－100）を現地にあわせた数値に置き換えることによ

り、水位又は水深データに換算することができる。

(3) 部品の選定

使用する部品の一覧を示した（表２ 。）

各部品は、性能、形状、材質、価格及び調達の容易さ

を総合的に検討して選定した。

（計測部）

水位の検知部分には、カタログで優れた性能を示す

Ｓ社の磁歪式変位プローブ（以下プローブ）及び磁石

を組み込んだフロートを使用した。プローブの要求電

圧はＤＣ12Ｖであり、精度はメーカーの技術資料によ

ると±0.01 ％FSである 。計測範囲０～400 mmに対す５）

るセンサとしての精度は±0.04 mmとなり、計測精度±

１ mm以内を十分に満足する。

プローブの水位検知部は棒状（φ８mm）であり、フ

ロートは球形（φ42.5 mm、比重0.55、重量19 g）で、

いずれもステンレス製の製品を選定した。フロートの

中心部にはφ11.6mmの穴が開いており、プローブの水

位検知部を上下動することにより、水位を出力させる

ことができる。プローブとフロートとの隙間は最大3.6

、 。mm確保できるため ゴミ及び水草の影響を受けにくい

センサを保護する部品として、軽量な塩ビ製パイプ

及び組立分解が容易な接続部品を選定した。

（記録部）

コントローラは、センサに必要な電圧を供給し、ま

た計測値を取り出す部品であり、Ｓ社の製品を使用し

た。データロガーは、従来から使用実績があり安定し

たデータ記録が出来るＨ社のデータミニを使用した。

電源は、コンパクトで設置場所の制約を受けない単三

アルカリ乾電池８本を使用し、電源のない水田での設

置に対応した。計測箱は、外気温変化及び湿気からの

機器保護並びにアリ等の侵入防止のため、外箱は発砲

スチロール製、内箱はポリエチレン製の２重構造とし

。 、た 2009年時点での購入価格は合計約93,000 円であり

いずれの部品も入手は容易である。
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(4) 組立

水位計は接着剤を使用しないで、はめ込み、ねじ込

み、ビス止めにより容易に組み立てることができる。

加工が必要な部品は、塩ビ製パイプ（切断、穴開け 、）

ＤＶ継手つまみ型掃除口 穴開け プレヒート回路 ハ（ ）、 （

ンダ付け）である。計測部を保護する塩ビ製パイプに

は、下部に水位検知用のスリット、上部に計測部内部

と外部との圧力差をなくすための穴（φ５ mm）を開け

た。

２ 室内試験

(1) 計測値の検定

（ ）。水位計による計測値と実水位の比較を示した 表３

表２ 水位計の部品一覧

表３ 水位計の検定

部　品　名 個数 価格（円）
＊ 仕　　様

磁歪式変位プローブ 1 29610 計測範囲０～400mm 全長608mm、軸部φ８mm Ｓ社：GYMT-400-N-G1.5

フロート 1 6300 球形φ42.5mm Ｓ社：SUS316

塩ビ製パイプ 1 100 VU50mm 全長520mm（変更可能） スリット（幅５mm、長さ50mm）

VU継手ソケット 1 180 口径50mm 片口：ねじ式

DV継手つまみ型掃除口 1 180 口径50mm ねじ式（穴開け加工：φ20mm）

コントローラ 1 29610 プローブへの入出力信号 出力４～20mA Ｓ社：GYMTC-11-B-400-12S-R

データロガー 1 25000 プレヒート型 出力１～５V Ｈ社：データミニ3645

プレヒート回路 1 1500 基盤および電池ＢＯＸ 電流→電圧に変換 リレー：G5V-1

アルカリ単３電池 8 400 供給電圧用 DC１２V電源

アルカリ単４電池 4 200 データロガー用 DC６V電源

計測箱（外箱） 1 100 発砲スチロール製 縦：230mm、横：175mm、高さ：180mm

計測箱（内箱） 1 100 ポリエチレン製 縦：165mm、横：125mm、高さ：105mm

（合  計） 93280

　＊価格（税込み）は、２００９年の実績である。

計
測
部

記
録
部

検定器具

出力値：② 換算値：③ 差：①－③ 出力値：④ 換算値：⑤ 差：①－⑤
(mm) （Ｖ） (mm) (mm) （Ｖ） (mm) (mm)

1000.0
990.0
980.0 4.978 966.1 13.9 - - -
970.0 4.943 962.6 7.4 4.940 962.3 7.7

計測の上限：960.0 4.914 959.7 0.3 4.915 959.8 0.2
950.0 4.815 949.8 0.2 4.814 949.7 0.3
940.0 4.715 939.8 0.2 4.715 939.8 0.2
930.0 4.618 930.1 -0.1 4.619 930.2 -0.2
920.0 4.515 919.8 0.2 4.516 919.9 0.1
910.0 4.419 910.2 -0.2 4.419 910.2 -0.2

（この区間の結果は、他の計測値とほぼ同じであり、省略）

810.0 3.415 809.8 0.2 3.417 810.0 0.0
800.0 3.316 799.9 0.1 3.314 799.7 0.3
790.0 3.217 790.0 0.0 3.215 789.8 0.2
780.0 3.120 780.3 -0.3 3.119 780.2 -0.2
770.0 3.018 770.1 -0.1 3.017 770.0 0.0

中間：760.0 2.917 760.0 0.0 2.918 760.1 0.1
750.0 2.816 749.9 0.1 2.817 750.0 0.0
740.0 2.718 740.1 -0.1 2.718 740.1 -0.1
730.0 2.619 730.2 -0.2 2.617 730.0 0.0
720.0 2.517 720.0 0.0 2.516 719.9 0.1
710.0 2.419 710.2 -0.2 2.416 709.9 0.1

（この区間の結果は、他の計測値とほぼ同じであり、省略）

610.0 1.423 610.6 -0.6 1.419 610.2 -0.2
600.0 1.321 600.4 -0.4 1.320 600.3 -0.3
590.0 1.223 590.6 -0.6 1.224 590.7 -0.7
580.0 1.123 580.6 -0.6 1.127 581.0 -1.0
570.0 1.026 570.9 -0.9 1.019 570.2 -0.2

計測の下限：560.0 0.924 560.7 -0.7 0.925 560.8 -0.8
550.0 0.852 553.5 -3.5 0.847 553.0 -3.0
540.0 0.820 550.3 -10.3 0.819 550.2 -10.2
530.0 0.808 549.1 -19.1 0.860 554.3 -24.3
520.0 （以下、計測不可能）
510.0
500.0
490.0
480.0 （センサの先端：483mm）

　＊２００９年実施 気温：27.3℃　　水温：26.2℃

磁歪式変位プローブ水位計 

水位上昇時の計測値 水位下降時の計測値
実水位（スケール）：①
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、 。検定時の水温は26.2 ℃であり 常温の範囲内である

実水位と水位計による計測値が一致する範囲は、560 mm

から960 mmであった。計測範囲の中間値である760 mm

を基準値（誤差０ mm）と定めると、すべての計測値に

おいて差（実水位－水位計の水位）は±1.0 mm以内で

あった。

(2) 水温変化による影響

水温変化による計測値の比較を示した（表４ 。）

磁歪式変位プローブ水位計は、水温30℃と同45℃におけ

る計測値の差はほとんど生じなかった。これに対して、

静電容量式水位計では、水温変化による計測値の差が生

じて最大2.5mmの誤差が生じた。

水田の水温は季節による変動があり、夏季における浅

い湛水での表面付近では一時的に40℃を超えることがあ

る。プローブの使用温度範囲は、メーカーカタログによ

ると－５～＋60 ℃であり、夏季の屋外使用においても問

題がないことがわかった。

(3) 自動記録の持続性

連続計測時における出力値の変化を示した（図６ 。）

測定間隔10分に設定した水位計では、記録開始後93日

目までは電圧低下が無く安定した出力値が得られた。

一方、測定間隔５分に設定した水位計では、47日目ま

で安定した出力が得られた。一般的に実施する現地調

査の計測条件（測定間隔10分）では、３ヶ月間の連続

自動計測が可能であることが確認できた。

図６ 連続計測時における出力値の変化

(4) 水草への適応性

水位上昇及び下降時における水草の影響について示

した（表５、図７ 。）

試験場内の計35筆の水田において、50×50 cmの単位

面積に繁茂する水草の種類と繁茂率を調査（2009.8.25

～2009.8.26）した結果、水位計測に影響を与える可能

性のある水草は、アオミドロ類とシャジクモであると

想定した。実水位と計測値の差は、アオミドロ類を絡

ませた場合で０～0.9 mm、シャジクモを絡ませた場合

では０～1.0 mmであった。
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△：計測間隔　５分

2009.10.29計測開
始

表４ 水温変化による計測値の比較

検定器具 検定器具

実水位（スケール）：①
　　　　　　　　　(mm)

出力値：②
　　　　(V)

換算値：③
　　　　(mm)

差：①-③
　　　(mm)

実水位（スケール）：①
　　　　　　　　　(mm)

出力値：②
　　　　(V)

換算値：③
　　　　(mm)

差：①-③
　　　(mm)

900 4.386 899.8 0.2 900 4.937 900.9 -0.9

850 3.889 850.1 -0.1 850 4.436 850.8 -0.8

800 3.386 799.8 0.2 800 3.936 800.8 -0.8

750 2.888 750.0 0.0 750 3.428 750.0 0.0

700 2.389 700.1 -0.1 700 2.930 700.2 -0.2

650 1.889 650.1 -0.1 650 2.420 649.2 0.8

600 1.385 599.7 0.3 600 1.912 598.4 1.6

水温（℃）： 開始時　29.9 水温（℃）： 開始時　29.9
終了時　29.9 終了時　29.9

検定器具 検定器具

実水位（スケール）：①
　　　　　　　　　(mm)

出力値：②
　　　　(V)

換算値：③
　　　　(mm)

差：①-③
　　　(mm)

実水位（スケール）：①
　　　　　　　　　(mm)

出力値：②
　　　　(V)

換算値：③
　　　　(mm)

差：①-③
　　　(mm)

900 4.388 900.1 -0.1 900 4.963 899.1 0.9

850 3.884 849.7 0.3 850 4.463 849.1 0.9

800 3.383 799.6 0.4 800 3.971 799.9 0.1

750 2.887 750.0 0.0 750 3.472 750.0 0.0

700 2.393 700.6 -0.6 700 2.972 700.0 0.0

650 1.892 650.5 -0.5 650 2.478 650.6 -0.6

600 1.394 600.7 -0.7 600 1.975 600.3 -0.3

水温（℃）： 開始時　45.1 水温（℃）： 開始時　45.0
終了時　43.4 終了時　43.8

　＊２０１０年実施

磁歪式変位プローブ水位計 静電容量式水位計

磁歪式変位プローブ水位計 静電容量式水位計
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表５ 水位上昇及び下降時における水草の影響

水草：アオミドロ類（多い）

検定器具

実水位（スケール）：①
　　　　　　　　　(mm)

出力値：②
　　　　(V)

換算値：③
　　　　(mm)

差：①-③
　　　(mm)

700 2.162 700.0 0.0
800 3.158 799.6 0.4
700 2.159 699.7 0.3
800 3.156 799.4 0.6
700 2.159 699.7 0.3
800 3.154 799.2 0.8
700 2.160 699.8 0.2
800 3.153 799.1 0.9
700 2.157 699.5 0.5
800 3.158 799.6 0.4
700 2.159 699.7 0.3

水草：シャジクモ（１本）

検定器具

実水位（スケール）：①
　　　　　　　　　(mm)

出力値：②
　　　　(V)

換算値：③
　　　　(mm)

差：①-③
　　　(mm)

700 2.154 700.0 0.0
800 3.149 799.5 0.5
700 2.152 699.8 0.2
800 3.147 799.3 0.7
700 2.157 700.3 -0.3
800 3.151 799.7 0.3
700 2.157 700.3 -0.3
800 3.146 799.2 0.8
700 2.158 700.4 -0.4
800 3.144 799.0 1.0
700 2.161 700.7 -0.7

　＊２００９年実施

磁歪式変位プローブ水位計

磁歪式変位プローブ水位計

図７ フロートに絡みつけた水草

３ 実用化試験

(1) 計測の正確性

現地実証における自動計測状況を示した（図８ 。）

水田での連続自動計測における実水位と計測値の差

は、最大0.9 mmであった。愛知農総試は過去に大区画

水田における水管理の自動化に取り組み、その中で水

位計精度の重要性を述べており 、計測誤差±１mm以６）

内を達成した意義は大きい。計測箱の内部の温度は、

42.4～17.8 ℃で推移した。

図８ 現地実証における自動計測状況
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実証水田Ｃ：不耕起Ｖ溝直播栽培（深水管理）

実証水田Ｂ：不耕起Ｖ溝直播栽培

実証水田Ａ：移植栽培 落水
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一般に、気温が上昇する夏季における計測機器の使

用時には、トラブルが多く発生しているが、開発した

水位計は計測期間を通して正常に稼働し、夏季の屋外

使用時での耐久性は問題ないことがわかった。

(2) 水草等への適応性

（土粒子、ゴミが計測に与える影響）

試験水田Ａは、移植後間もない水田で湛水中に土粒

子が浮遊して濁りが見られた。フロートの表面には、

代掻き後の濁り水に含まれる細かな土粒子が付着した

が、その量はごくわずかであった。水中にはワラの残

さやもみ殻が浮遊しており、もみ殻が保護管の中に進

入して一時的にフロートに付着した。その後、フロー

トに付着したもみ殻は、水中であるためフロートから

剥離する様子が観察できた。ワラの残さ等のゴミが計

測に与える影響は、ほとんどないと考えられる。

（水草が計測に与える影響）

水田内では、初夏から真夏にかけて水草が出現して

繁茂する。実証水田Ａでは、アオウキクサとアオミド

ロ類が出現した。アオウキクサは非常に小さな個体で

かつ個体数が少なく、またアオミドロ類もわずかであ

ったため、計測に与える影響はなかった。実証水田Ｂ

、 （ ）及びＣでは 水面及び水中一面に繁茂 繁茂率100 ％

。 、 、 、していた 水草の種類は アオミドロ類 シャジクモ

イボクサ及びアオウキクサであった。保護管内にはわ

、ずかのアオミドロ類が侵入してプローブに付着したが

（ ） 。フロートの動き 上下動 に異常は認められなかった

(3) 設置及びメンテナンス

（設置）

水位計の設置は、計測部と記録部に分けて行った。

、 。計測部は 水田の中で垂直に立てることが重要である

設置方法は、①水田に差し込んだピンポールに固定、

②水田に打ち込んだ木杭に固定の２通りが簡単であっ

た。記録部が入った発泡スチロール製の計測箱は畦畔

上に固定し、湿気対策並びにアリ等からの被害防止の

ため、計測箱をビニル袋で覆いブロックの上に置くの

が良い。

（メンテナンス）

メンテナンスの状況を示した（図９ 。）

センサ部はねじ込み式の構造であるため、計測途中

でも容易に取り外すことができた。プローブとフロー

トに異物が付着したときには、それぞれを簡単に清掃

することができた。この場合、保護管は固定されてい

るので、水位計自体の標高が変化することはない。設

定水位は変化しないので、計測を中断することなく再

開することができた。

室内及び水田での実証試験の結果から、本水位計は

既存の水位計と比較して次の点で優れる。

①計測精度は、±１mm以下である。

②連続自動記録は、３ヶ月（計測間隔10分）可能で

ある。

③構造が簡単で、自作可能である。

④組立式であるため、メンテナンス並び部品交換が

簡単である。

図９ メンテナンスの状況

磁歪式変位プローブ水位計による安定かつ正確な自

動計測は、今後の農業分野での水収支、水理解析及び

水利権更新・交渉に必要な用水計画の基礎調査など、

多方面で活用出来る技術と考えられる。
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