パル
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特 集
農水省が推進する“スマート農業”の一翼を担う
ほ場水管理システム「WATARAS」
にっぽん探訪

中世の山城と近代の産業遺産が豊かに
地域を彩る播但路（兵庫県・朝来市）
施工現場レポート

■ほ場水管理システムWATARAS
（新潟県・新潟市）

■圧力用高密度ポリエチレン管
（島根県・浜田市）

写真：福島県喜多方市

水道用ポリエチレン二層管
（3種二層管）

二 層管

JIS K 6762

PE100 & JIS規格
JIS規格で、
で、耐震性に優れた安心の給水管路を構築！
スーパータフポリ二層管
水道配水用ポリエチレン管
接合は信頼の EF（電気融着）接合

止水機構付EFサドル

EF継手

施工事例

❶ 材料は HPPE ／ PE100

❷ 信頼の JIS 規格品

材料は高性能・高密度ポリエチレン
HPPE/PE100 です。

日本工業規格 JIS K 6762（水道用ポリエチレン二層管）
に
規定される３種二層管です。
外層（耐候性）
内層（耐塩素水性）

寸法表

最高許容圧力・使用圧力

公称外径 長さ(m)
呼び径
(mｍ) 直管 巻物

25

25

32

30

40

40

50

4

、

20

5

30

単位：MPa

水道用ポリエチレン
二層管(３種二層管)
最高許容圧力

1.00

使用圧力

0.75

備考 温度20℃の場合の値です。

❸ EF 接合で一体構造管路を構築

❹ EF 接合の施工性を向上

オール EF 接合で、配水管から給水管まで
一体構造管路を実現します。

KC 独自のクランプ機能付 EF 継手、同時通電工法で施工時間の
短縮が可能です。
【同時通電工法】

図左
圧縮はく離試験の実施状況
(融着部のはく離なし)

【クランプ機能付 EF 継手】
【同時通電工法】

図右
融着部引張試験の実施状況
(融着部の抜けなし)

施工時間の
大幅短縮

※呼び径20、25の同EF継手二個
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農水省が推進する
“スマート農業”
の一翼を担うほ場管理システム
「WATARAS」
施工現場レポート 米作りの本場新潟で水管理を自動化するWATARAS
（新潟県・新潟市）
検証レポート フォアスによる地下水調整で蘇った強湿田地帯
（青森県・農事組合法人フラップあぐり北三沢）
施工現場レポート 主要漁港の海水取水に採用された圧力用高密度ポリエチレン管
（島根県・浜田市）
KCニュース 「下水道管更生技術施工展2019金沢」
にEX・ダンビー協会が出展
中国支店の移転のお知らせ
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各展示会出展のご報告
キャンペーンカーでの製品説明会2019のご報告
製品案内 圧力用高密度ポリエチレンパイプ
にっぽん探訪 兵庫県・朝来市
解決KCソルジャー 「Eロック接合作戦」
パルちゃんのLet's Try Cooking! 「魚焼きグリルで生かじきの香草フライ」
お便りコーナー／イラストありがとう
読者プレゼント付きクイズ／編集後記

特集

農水省が推進する“スマート農業”の一翼を担う
ほ場水管理システム「WATARAS」
自動 給 排 水
肥料散布

日本の農業従事者が減少し高齢化が進行す
る中、農業の生産性を向上させていくために
は、ロボット技術、ICT等の新しい技術の採用
が必要です。農林水産省は、これらの技術を
採用した新しい農業を「スマート農業」と呼び、
社会への実装に向けた実証プロジェクトにより、
機械メーカーやIT企業さらには農業生産者と
連携して推進しています。
クボタはこれらのプロジェクトに参 画し、
クボタケミックスは、ほ場の水管理を自動で行う
「WATARAS」の販売を通じて貢献しています。

（有）
アグリードなるせのほ場に設置された
ほ場水管理システム「WATARAS」

スマート農業とは

自走草刈

は133万戸まで減り、2025年にはさらに半減すると予想されてい

スマート農業とは、
ロボット技術やICT
（情報通信技術）
を活用し

ます。
その一方で農業政策により、担い手への農地の集積・集約

て、省力化・精密化や高品質生産等を可能にする新たな農業の

化が進み、農業経営体当たりの経営耕地面積は、2005年の

ことです。

1.9haから2015年には2.5haに増加しています。

スマート農業が必要とされる要因として、農業従事者の減少と

そこで、
スマート農業を活用することにより、農作業における省

高齢化が急速に進み、労働力不足が深刻となっていることがあ

力・軽労化による生産性の向上、
データに基づく農業による栽培

げられます。1995年に265万戸あった販売農家は、2015年に

技術力の継承や新規就農者の確保等が期待されています。

（千戸）
3,000

農業経営体当たりの経営耕地面積

販売農家数の推移
0

2,651

2005年

1,963

2,000

1,330

2010年

1,000
0

2015年
1995年

2005年

2015年

出典：農林水産省「2015年農林業センサス」
より

1
0.4

1.9

1.5

0.6

1.6

0.9

うち借入耕地面積

（ha）
3

2

2.2
1.6

2.5

出典：農林水産省「2015年農林業センサス」
より

リモコン式自走草刈機
重量物を持ち上げる
パワーアシストスーツ WIN-1 ARC-500
自動運転アシスト機能付
コンバイン WRH1200A

ドローンによる肥料散布
MG-1SAK

ほ場水管理システム
WATARAS

自動運転のトラクタ
SL60A

スマート農 業 の 実 例
（クボタスマート農業から）
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スマート農業加速化実証プロジェクト
「スマート農業」
の成果や課題を実証するため、
農水省は
「スマー
ト農業加速化実証プロジェクト」
を平成30年度から開始しました。

（１）
このシステムは、
「戦略的イノベーション創造プログラム」
（総称SIP）
の「次世代農林水産業創造技術」によって
農研機構が中心となって開発されました。

この事業は、
スマート農業の社会実装を加速するため、先端技

（２）
システムの中心的な役割を果たす電動アクチュエータ

術を実際の生産現場に導入して２年間にわたって技術実証する

は、
ソーラーパネルから得た電力で内部のモータを駆動

取り組みを支援するものです。
ここで得られたデータや活動記録

させ、既存の給水バルブを開閉したり、開水路の堰板を

等は、
（国研）
農業・食品産業技術総合研究機構
（以下、農研機

上下させることで給水します。

構）
が技術面・経営面から事例として整理し、別の農業者が新た

（３）操作はスマホで行い、
クラウドサーバを介して通信中継

に技術を導入する際の情報として提供するとともに、農業者から

機、給水側・排水側の電動アクチュエータに制御信号を

の相談・技術研鑽に役立てます。

送り、用水の給排水を行います。通信中継機は、100Vの

農研機構は、
「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」
(平成30年度補正予算)及び「スマート農業加速化実証プロジェ
クト」(平成31年度予算)において、提案数252から審査を行い、
69の委託予定先を決定しました。
北海道から九州・沖縄までの全国で、平地や中山間地域の水
田作、畑作、露地野菜、施設園芸、果樹、茶、畜産など様々な作
目で、
スマート農業の実証の取り組みが始まっています。

電源が必要で、標準40台
（最大80台）
の電動アクチュエ
ータが接続可能です。
（４）
WATARASには、❶水管理労力の低減、❷給水時間の
設定、❸用水の効率的な活用、❹ほ場状態のデータ化
などの特長があります。
（有）
アグリードなるせのほ場には、20台のWATARAS電動ア
クチュエータが設置されていて、説明の最後に研修会場とほ場を
中継で結び、会場からのスマホ操作によってほ場に設置した

スマート農業機械現地実演会
宮城県では、
スマート農業実証プロジェクトに
『輸出に対応でき

WATARASが給水する様子を見ていただきました。
研修後は、
ほ場でドローンによる散布作業やラジコン草刈機によ

る
「超低コスト米」生産体制の実証』
という提案が選ばれました。

る除草作業の実演が行われました。
ラジコン草刈機は40度の斜面

県農政部が実証代表となりコンソーシアム
（共同体）
を形成し、

でも作業ができるように設計されていて、
斜面に立つことなく安定し

実証に取り組むことになりました。
これには農業生産法人の
（有）
アグリードなるせの他、
（株）
クボタ、
（株）
ケーエスなどの機械メー
カー、
その他、
自治体や研究機関などが参加しています。
2019年８月22日、同コンソーシアムは大規模水田作のスマー
ト農業機械現地実演会を主催しました。会場となった東松島市
の びる

野蒜市民センターでは、
ドローンによる肥料・農薬散布、
ほ場水管
理システム
「WATARAS」
さらにラジコン草刈機による除草など、
管理作業に関する研修・実演が行われました。
研修は
（株）
ケーエスによるドローンの説明から始まりました。農
業用ドローンは、主に生育状況の分析、農薬や肥料の散布など

た場所から操作ができ、
また初心者でも簡単に操作ができます。
当日の研修・実演会には、生産者、
自治体の農業部門関係
者、農業協同組合など約150人が参加し、地元TV局
（NHK、宮
城TV、東北放送など）
も取材に訪れ、
スマート農業に対する期待
の高さが伺われました。
（参考）
・スマート農業の展開について
（農林水産省2019年7月）
・スマート農業実証プロジェクト
（農林水産省）

WATARASについてお聞きしました

の活用が期待されています。生育状況を分析する際、空中から葉

宮城県東松島市

色を撮影して稲の生育状態を確認するものです。生育の悪いと

有限会社
アグリードなるせ

ころには、肥量を増やしたり、土壌改良を行うなどの対策を施すこ
とが検討されています。
農薬散布に関しては、
まずドローンでほ場を計測してデータベ
ースに登録します。
そのデータに基づいて自動散布が可能になり
ます。課題は、
バッテリの使用時間が10～15分であることと、農
薬の搭載量が8～10Lで農薬の大規模ほ場の場合、農薬の補
充が必要なことです。
引き続き、クボタケミックスによるほ場 水 管 理システム
「 WATARAS 」の説明が行われ、以下のようなことが語られ
ました。

代表取締役社長

安部

俊郎さん

WATARASの特長といえば、
まず「無駄水の解消」があげら
れます。区画数が多くなると水の閉め忘れのため、用水を無
駄にしてしまうことがありますが、WATARASなら設定水位に
なると自動で給水が止るので用水の無駄がありません。
最大の特長は、
「水管理労力の軽減」だと思います。私ども
は、朝5時から全てのほ場を見回り、水を入れ始めます。午後
には水位を見ながら、昼過ぎに閉めたり、夜に閉めたり多く
の時間を費やしています。
この水管理の負担が大幅に軽減さ
れますので、
その分を園芸作業に振り向けたいと思います。
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農水省が推進する
“スマート農業”
の一翼を担う
農水省が推進する
“スマート農業”
の一翼を担う
特集
ほ場水管理システム
「WATARAS」
ほ場水管理システム「WATARAS」
WATARASの給水状況を中継

電動アクチュエータの説明

ほ場水管理システム「WATARAS」の研修のようす

地元テレビ局に対してWATARASを説明

「アグロ・イノベーション2019」でWATARASを展示
排水用電動アクチュエータ

ほ場をイメージした展示

給水用電動アクチュエータ

クボタケミックスブース

農業ビジネスの幅広い分野で生産性改革、流通改革を支
援する機会を創出するため、様々な先端技術や製品が展示

想定した具体的な質問が行われました。
また、
クボタケミックスブースに隣接したクボタブースでは、
無人

される
「アグロ・イノベーション2019」
が、11月20日～22日の

トラクタ
「アグリ

日程で、
東京ビッグサイトで行われました。

ロボ」、農業用

クボタケミックスは、
スマート農業の一翼を担うほ場管理システ

ドローン、
ラジコ

ム
「WATARAS」
を展示しました。
ブースでは、給水用と排水用

ン草刈機などを

の２台の電動アクチュエータをほ場に設置した様子を再現。
スマ

展示して「クボ

ホ操作による給水状況を実際に見ていただくようにしました。

タのスマート農

農業生産者を中心に多くの農業関係者がクボタケミックス
ブースに立ち寄り、価格の他、使用できるほ場の大きさ、
１台の
通信中継機で管理できる電動アクチュエータの数など導入を

業」
を印象付け
ました。

クボタのスマート農業ブース
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施 工 現 場 レ ポ ート

ほ場水管理システム

【新潟県・新潟市】

米作りの本場新潟で
水管理を自動化するWATARAS

通信中継機

木津みずほ生産組合のほ場に設置されたWATARASと中継機

給水用電動アクチュエータ

水位水温計

1986 年設立の木津みずほ生産組合
農業経営体が 2000 年から2017 年まででほぼ半減する中、
農業法人組織の数は、5,272 経営体から21,800 経営体へと

勝負をします」
と米作りへの意気込みを語る。
しかし、米作りのビジネスも決して簡単ではない。主食用米の
消費量は、人口減や食生活の変化などで毎年 10 万トン減り、需

急増している。そんな農業法人を新潟県旧横越村木津地内の８

要の縮小幅は拡大傾向にある。農業法人にとって生産量を増や

軒の米作り農家が集まり、31 年前に立ち上げたのが、木津みず

すことも重要だが、
販路の拡大は絶対条件である。

ほ生産組合である。当初、農業機械を効率的に活用し米作りをす
ること、国の補助事業などを受けやすくすること、
また品種を増
やし収穫時期を拡大することなどを目的とした。
「最初は８軒だから８台のトラクターがあったわけです」
と笑う

そこで木津みずほ生産組合が取り組んでいるのが、
米の輸出で
ある。2005 年に台湾の高級日本料
理店にコシヒカリを輸出し始め、現在
は米国、豪州、欧州へと販路を広げて

のは、発足当初のメンバーで残る代表理事の坪谷利之さん。
すぐ

いる。
「輸出米の銘柄は、
コシヒカリ、
こ

に農業機械の整理に着手し、それぞれが所有していた農業機械

しいぶき、
きぬひかりなど先方が欲し

（トラクター、田植機、
コンバイン）
を各３台に集約した。その後も、

いお米を作ります。
世界で日本のお米

大型機械を導入してさらに農作業の効率化に努めている。

と言えば新潟産ですから、
これからも

米を世界へ輸出し販路を拡大

る坪谷さん。

増やしていきます」
と自信をのぞかせ
木津みずほ生産組合は、一部ミニトマトなどの園芸作物も作る
が、米作りを中心にやってきた。その理由として坪谷さんは、
「今

木津みずほ生産組合 代表理事
坪谷 利之さん

補助事業で WATARASを導入

は、園芸を増やす農業法人が増えましたが、園芸をやるにはハウ

そんな坪谷さんが、
ほ場の水管理をスマホで行う
「WATARAS」
に

スの建設、維持管理に費用がかかり、人手も必要です。園芸をや

興味を持ったきっかけが農業新聞の記事。
「福井の有名な農業法

れば、売り上げは上がりますが、利益がどこまで出るかは未知数

人さんが補助事業で WATARASを入れたというのを読んで、
う

です。お米はやり方次第で規模拡大がやりやすいので、お米で

ちにも欲しいなと思ったんです。米作りで大変なのは、田植えや
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Field Report Now
稲刈りだと皆さん考えていると思いますが、本当に大変なのは、

「一年間、
WATARAS の効果を実感し、
新たに排水側に設置でき

水管理なんです」
。
というのも、木津みずほ生産組合が管理する

るので楽しみにしています。将来的には、移動に時間のかかる遠

ほ場は 250 面、50haに及び、
しかも広域に飛び飛びにあるの

方のほ場に全て、WATARASを設置して、そのエリアの水管理

で、
水管理の作業は半端ではない。

を完全自動化したい」
と抱負を語った。

そこで坪谷さんは、
WATARASが設置できる畦抜きの補助事

これからの米作り

業（2 年 間）に
応募し、
初年度

坪谷さんは、今後も米価が下がることを予測する。そのため、

とな る2019

大型農業機械の導入による農作業の効率化や WATARASによ

年春に電動ア

る水管理の自動化などに取り組んでいるが、
さらに重要というの

クチュエータ

が、
ほ場の集積・集約化である。
これまで農地中間管理機構を活

（給水用）
10台

用し、10 件以上の農家や農業法人とほ場の交換をやり、点在す

と通信中継機

るほ場を集約してきた。
「まだ、十分とは言えませんが、当初より

２台の設置に

集約が進んできました。
これを進めないと、将来、
自動でトラクタ

こぎつけた。

やコンバインを走らせても、
ほ場間の移動ばかりに時間を取られ

稲穂がたわわに実り、収穫を待つ

て作業時間が減りません」
。

WATARASの効果を実感

生産者の課題は多岐にわたり、それらの課題を少しずつ解決し

坪谷さんにWATARAS の使い勝手についてお聞きした。
「ス

ながら良 質 な お 米を日 本 の み ならず 世 界に提 供して いる。

マホの操作は主に、事務所でやります。水が少なくなると、
自動的

WATARAS も課題解決の一助として、
日本のお米作りを支えて

に給水が行われる“ 一定湛水 ”が便利です。
スマホで水位がわか

いく。

るので、
WATARASを設置している
ほ場に行く必要はありません。
また、
水を入れたはずなのに、水位が上が

■WATARAS（給水用電動アクチュエータ）の設置工事

①
●

②
●

③
●

っていない時には、排水路に問題が
起きているのではないかと、ほ場を
確認しに行くなど、
トラブルの発見に
なります」
。
さらに節水に関しては、
「沢山のほ
場を管理していますので、水を止め
たつもりが、
流れっぱなしというのは
あります。
元々、
信濃川や阿賀野川か
らの水が使える水の豊かな土地です
が、
ポンプアップした農業用水を掛け

取付台の設置

電動アクチュエータ本体の設置

④
●

⑤
●

水位水温計の取付け

設置完了

水位水温計の支柱の打込み

⑥
●

流しにするのは本当に環境にもよく
ないですね。
WATARAS ならきっち
りと設定した分だけ水が入るので、
農
業用水のムダがありません」
。
2020 年春には、電動アクチュエ
ータ（給水用）
６台、
（排水用）
９台を
新設し、
これで保有するほ場の１割程
が自動で水管理ができるようになる。

木津みずほ生産組合

通水テスト

ネット販売でコシヒカリ
（２kg/5kg）、こしいぶき
（10kg/25kg）、
生こがねもち
（冬季限定）が販売される。

新潟県新潟市江南区木津3-8-11
TEL:025-385-2988
http://kitsumizuho.gensenmai.com/

コシヒカリ

こしいぶき

生こがねもち
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青森県・農事組合法人フラップあぐり北三沢

フォアスによる地下水調整で蘇った強湿田地帯
かつて湿地と季節風によって農業は困難
であるといわれた土地で、ほ場の集約と地
下かんがいシステム「フォアス」を使った土
地改良で見事に農地として蘇らせた。どの
ようにフォアスが使用され、どんな作物が
作られたのか確認するため、青森県の北三
沢地区を取材した。
飼料米の収穫（北三沢地区）

「農業は無理」
と言われた土地
青森県三沢市は、県東部に位置
し、
東の太平洋と西の小川原湖に挟

高瀬川

まれた位置関係にある。その北部、
北三沢地区には、ラムサール条約

小川原湖

に登録された
「仏沼」
があり、
ヨシが
広がる草原湿地帯にはオオセッカ
やコジュリンといった珍しい鳥類の

338

太平洋

北三沢地区
仏沼の湿地帯

津軽海峡

生息地となっている。
一方、
この地域は湿地帯のため、
昭和初期からの土地改良にも
かかわらず、
畑作が困難で、
また夏季の冷涼な北東風
（やませ）
の
影響により稲作に向かず、
離農者の増加によって耕作率は、
１割に
まで落ち込んだ。
その結果、
耕作放棄地が点々として、
農地の集約

八幡地区

陸奥湾
青森市

青森県

三沢市

仏沼
ラムサール条約
登録地区

170

三沢市

八戸市

と更なる土地改良が必要とされていた。

北三沢地区経営体育成基盤整備事業
これに対して、
地元の北三沢土地改良区は平成 22 年より散在

農事組合法人の設立と飼料米の栽培
平成 23 年 4 月には、ほ場の集約で汗をかいた中核農家 14

したほ場を100ha 程度に集約し、用水路・排水路の整備並びに

戸が集まり、整備されたほ場で営農を行う農事組合法人「フラッ

地下暗きょで排水性を向上させる基盤整備事業に着手した。

プあぐり北三沢」
を立ち上げた。組合は、営農を行う対価としてほ

主な工事の以下の通りである。
❶区画整理
（平成 23 年～24 年）
・整地工：99.6ha
・用水路・排水路工：11.7km
・農道整備：8.9 km
❷暗きょ排水工
（平成 24 年～25 年）
・地下かんがいシステム
「フォアス」
による96ha
❸その他付帯工事
（平成 25 年～27 年）
99.6ha

場の水利費や工事償還金を返していかなければならないため、
何を栽培して利益を出していくかが問題であった。先行のほ場整
備 60ha が終了した平成 24 年から作物の検討が行われた。
その時の状況を、同法人の代表理事である千葉準一さんにお
話をお聞きした。
「最初に食用米の栽培を試験的にやりましたが、
十分な収量が得られず断念しました。
また、食用米をやるとして
も、刈り取り後の乾燥調整など出荷段階でコストや人手がかかる
ため、
できたばかりの法人には不向きであると判断しました」
。

工事の実施にあたり、土地改良区、農林漁業者、地域住民、自

そこで目をつけたのが、飼料米である。
イネ・ホールクロップ

然保護団体、
有識者などが参加し、
北三沢地区環境公共推進協議

サイレージ
（WCS）
、
イネ・ソフトグレインサイレージ
（SGS）な

会を設立し、
オオセッカなど野鳥の生育環境の保全と工事が与え

どの飼料米を乾田直播で栽培することになった。
「当時、飼料米

る影響が検討された。その結果、
オオセッカが繁殖する５月～９月

は畜産農家でもあまり知られておらず、米を牛に与えて大丈夫か

を避け、
10 月から３月までの２カ年で区画整理工事が行われた。

という不安もありました。農業試験場や畜産農家さんにも協力し

区画整理で大変だったのは、
ほ場の集約である。地区内の中核

ていただいて、飼料米を引き受けてもらえることになりました。
ま

農家が休眠中の農家などを説得して回り、173 戸から農地を借

た、乾田直播は、大規模ほ場に有利で、区画整理によって１haを

用し99.6ha のまとまった農地に変えた。
さらに畔抜きを行い、

超える区画にしたので、
農業機械を導入して少人数で栽培できる

平均で 10a 程度の区画を、1.1haまで 10 倍以上の大規模化

ようになりました」
と語る千葉さん。

に成功した。
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「フォアス」
による暗きょ排水

まあ、
少しずつ進めます」
と千葉さんは語る。

しかし、乾田直播をするには

地下水が高い湿地帯でも、
それをコントロールできるフォアスに

地下水を排水しないといけな

よって稲作だけでなく、
野菜の転作も可能になった。
次は、
この北

い。そこで力を発揮したのが地

三沢からどんな野菜が栽培されるのか本当に楽しみである。

下かんがいシステム
「フォアス」
だ。地下に布設したパイプライ
ンで地下水を排出し、乾田にす
ることができる。

農事組合法人
フラップあぐり北三沢
代表理事
千葉 準一さん

農事組合法人
フラップあぐり北三沢
農場長
石澤 雅志さん

フォアスのシステム概略図

フォアスの導入について、
同法人の農場長、
石澤雅志さんは
「北
三沢土地改良区が宮城県でのフォアス導入例を見学され、
初期コ
ストはかかるが、水稲栽培時の水管理が自動化できること、野菜
の転作も可能だという理由から導入を決定された」
と語った。
実際、
フォアスの効果は顕著であった。それまで、
トラクター
などがほ場に入っても機械が沈んで作業は不可能であったが、
こう うん

フォアスによって普通に機械が入り耕耘できるようになった。
また、
フォアスのメリットについては、
「一面のほ場でだいたい
３台の水位調整器が付いていて、
スライド管を上下させるだけで、
水の出し入れができるので水管理が楽です。給水時には、地下の
パイプラインより水がほ場全体に均等に入ってくるので大規模

フォアスの特長

区画ではメリットです」
と語る石澤さん。

転作野菜にもトライ
平成 25 年から飼料米を栽培し始めて 7 年が経過し、
フラップ
あぐり北三沢では様々な取り組みを行なっている。その一つが転
作野菜。
「地下水位を調整できるフォアスを導入しているので、
キ
ャベツなどの葉物やジャガイモ、
ニンジン、
ニンニクなどの根菜類
を試作しています。
でも、商品として出荷するには、ある程度の量
を栽培しないといけないので、作物に合わせた専用作業機が
必要だったり、人手が必要だったりするので簡単でありません。

水管理が容易
ランニングコストが不要
自動で水位管理ができる。また、 ポンプなどの動力を必要としな
水の有効利用、節水が可能。
いため、電気代等がかからない。
田畑輪換が容易
作物に応じた水管理ができるため、水
稲から麦、大豆、野菜への転作が容易。

FOEAS（フォアス）地下水位制御システムは、独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機構農村工学研究所（現農村工学研究部門）
と株式会社パディ研究所で開発した特許工法です。この特許工法を
使用する際は、実施許諾契約が必要となりますのでご注意ください。

イネ・ホールクロップサイレージ
（イネ WCS）
イネの子実が完熟する前に穂部
（籾の部分）
と茎葉部を同時に収穫し、
ラップサイレージなど
で乳酸発酵させた粗飼料。
フラップあぐり北三沢では、
昨年
「みなゆたか」
が栽培された。

コンバイン型の専用刈り取り機

乾田直播
乾田の状態で種子を直播きし、苗立ちした後に水
を入れて稲を育てていく稲作の一種。導入には、
まずは排水性の改良などで、
ほ場を乾田化するこ
とが重要である。また、ほ場区画が大きくなると、
苗立ち、生育、除草剤の効果に、ほ場の均平度が
影響するので、表面を均一にする必要がある。

ロールとなったイネWCS

イネ・ソフトグレインサイレージ
（イネ SGS）
収穫した黄熟期の籾を乾燥させずに破砕処理し、
中袋付きのフレコンバックに密封し、
乳酸
発酵させた粗飼料。
フラップあぐり北三沢では、
昨年
「えみゆたか」
が栽培された。

コンバインで通常の刈り取り

営農作業が容易
降雨後、排水性に優れるため、
作業適期を逃さない。

アンローダーを使ってフレコンバックに籾を収穫

ドリルシーダーによる播種

ロータリーシーダーによる播種
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【島根県・浜田市】

圧力用高密度ポリエチレン管

主要漁港の海水取水に採用された
圧力用高密度ポリエチレン管
７号荷さばき所

清浄海水処理施設

90°
ショートベンド

EFソケット

圧力用高密度
ポリエチレン管
（φ350）

内外面ポリエチレン粉体
ライニング鋼管

ストレーナー

取水部の配管図

紫外線殺菌海水
電解殺菌海水

清浄海水処理施設
貯水槽

圧力用高密度ポリエチレン管（φ350）

７号荷さばき所
ろ過機
海水取水および清浄海水処理施設概略

取水部から清浄海水処理設備へ伸びる圧力用高密度ポリエチレン管（φ350）

浜田漁港での高度衛生管理計画
水産庁は、
全国 13 か所にある特定第三種漁港
（水産物の流通
拠点）
に対して
「高度衛生管理基本計画」
を策定し、
これに基づい

防ぐ、
③清浄海水取水設備を整備し、紫外線殺菌処理海水と電解
殺菌海水を荷さばき所に供給するなどがあげられる。
取材を行なった令和元年 10 月末の時点で、
７号荷さばき所の

て主要漁港の施設整備を行っている。計画対象の一つである島

建屋が建設中であり、内部の機械・電気設備工事が行われてい

根県浜田市の浜田漁港は、大中型まき網漁業と中型まき網漁

た。
また、波止からの海水取水の導水管工事が行われ、清浄海水

業、沖合底曳網漁業などを中心に多くの水産物を水揚げしてお

供給設備の工事が始まったところであった。

り、
山陰地方の重要な流通拠点となっている。
浜田漁港における計画は、現在３か所に分かれた荷さばき所と

海水取水の導水管に圧力用高密度ポリエチレン管

トラックスケール販売所を２か所の屋内（７号・４号）荷さばき所

清浄海水供給設備の施工を担当するのは、水処理関係の事業

に集約して、
ハード面とソフト面の両面から衛生管理を向上させ

に豊富な実績を持つ共和化工株式会社。同社、工事部の阿部和

ようというものである。

人さんによると、
設備の概略は以下の通りである。

ハード面の主要な改善として、
①荷さばき所を閉鎖型として新

漁港中央に伸びる波止中央部から海水を取水し、
ストレーナー

設し、岸壁上に屋根を整備することで、雨水、直射日光、鳥害から

で海水の固体不純物を取り除く。
さらに２基のろ過機で濁りや異

の品質低下を防止する、
②内部への車両の進入を禁止し危害を

物を除去し、貯水槽に貯める。そして、
この貯水槽から２系統に
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Field Report Now
分け、
１系統は紫外線殺菌をして紫外線殺
菌海水として荷さばき所に供給する。紫外
線殺菌海水は、直接魚体に触れる容器に満
たす海水などに使用される。
もう１系統は、
海水を電解殺菌し電解殺菌海水として同じ
く荷さばき所に供給する。電解殺菌海水

浜田市役所
浜田市役所
株式会社電設サービス シンセイ技研株式会社
産業経済部水産振興課 産業経済部水産振興課 工務課
浜田営業所工務課
戸津川 美二さん 田中 寿さん
山田 修二さん
久谷 到さん

共和化工株式会社
工事部
阿部 和人さん

は、殺菌力に残留性があり、選別台や器具
の洗浄に使用される。

株式会社アースプラン
コーポレーション
工事部
本間 茂さん

です。
鋼管なら溶接ですから大変です。
また、
このような管路が長い

今回、取水した海水を清浄海水処理施設に送る導水管に使用

現場では、
最終的にどこかで調整のため、
切管が必要となります。

されたのが、
クボタケミックスの圧力用高密度ポリエチレン管。採

ポリエチレン管は切管が容易で現場施工に適しています。鋼管な

用の理由としては、露出配管ができ、錆びないので塗装の必要が

ら現場加工はまず不可能なので、倍以上の施工日数がかかった

ないこと。
また、鋼管より施工性が良いので工期が短縮できるこ

と思います」
と語った。

とも利点としてあげられた。

圧力用高密度ポリエチレン管による工期短縮

令和２年7月の供用開始を予定
新しい荷さばき所に対する地元浜田市の期待は大きい。
「浜田

使 用された圧 力 用 高 密 度ポリエチレン管は、呼び径 350

漁港の水揚げは、
マイワシの減少が主要原因でピーク時から大

（SDR17）の９ｍ品であり、取水地点から波止の付け根にある清

幅に減少しています。
しかし、浜田漁港の水産物を使用した水産

浄海水処理施設までの 180ｍ超をEF（電気融着）接合で配管し

加工工場が市内に約 50カ所あり、水産加工業が市の基幹産業

た。配管工事を担当した株式会社アースプランコーポレーショ

となっています。新しい市場施設として７号荷さばき所が、令和２

ン、工事部の本間茂さんは、
「波止の直線部の施工に費やしたの

年 7 月、引き続き４号荷さばき所が、令和４年度末の供用開始を

は５日程。EF 接合は水道等での経験があり、施工現場も幅２ｍほ

目指しています。
これらの施設が完成し、
より安全な水産物を提

どの波止なので障害物も

供することで、浜田の水産物の価値を高めていきたい」
と語るの

なくやりやすい現場です。

は、
浜田市役所、
産業経済部、
水産振興課の戸津川美二さん。

EFソケット
（φ350）
にステンレス製の
固定金具

ただ、管路が長いので管路

同じく、水産振興課の田中寿さんは、
「ソフト面でも水産ブラン

の勾配には神経を使いまし

ド
「どんちっち」
（アジ、
ノドグロ、
カレイ）の推進で魚価の向上、販

た」と感 想 を 語った。さら

売力強化を行なっています。
さらに、水揚拡大のために外来イカ

に、圧力用高密度ポリエチ

釣り漁船団体などの誘致で水揚拡大も狙っています」
と語った。

レン管のメリットについて、
「EF 接合が簡単で早いこと

水産物も国際競争力が求められ、
より安全な品質管理が求め
られる時代になっている。漁港の荷さばき所
などで使用される清浄海水は、水産物の衛生
管理を行う上で重要な役割を果たす。その意
味 で、圧 力 用 高 密 度
ポリエチレン管は、錆
びることなく、管内に
付着物も付きにくい
ので長期的に安定し
た清浄海水の供給が
期待できる。

左手末端の取水部から続く管路

「どんちっち」
ブランドのアジ、
ノドグロ、
カレイ
「どんちっち」は石見神楽のお囃子の音から由来。

■施工の様子

パイプのスクレープ

パイプの清掃

EF接合中

勾配の確認
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「下水道管更生技術施工展 2019 金沢」にEX・ダンビー協会が出展
下水道管の維持管理における管更生・修繕改築の
様々な技術を紹介する
「下水道管更生技術施工展」
が
2019 年 10月3日、
金沢市内の西部緑地公園で行われ
ました。
この展示会は、
管更生を実施する会社や協会が
一堂に会し、
それらの具体的な施工方法を紹介する展
示会として2001 年から毎年行われています。
管更生で長年実績があるEX・ダンビー協会は、
EX工

法
（小口径用）
とダンビー工法
（中・大口径用）
に関する

プレゼンテーション並びにデモ施工を行いました。
クボ
タケミックスは、
同協会の特別会員として更生部材を供

給しており、
この展示会でも積極的にサポートしました。
EX・ダンビー協会の展示スペースには、
新調された

プレゼンテーションでのEX工法の説明

キャラバンカーとEX 工法並びにダンビー工法の更生部材や施
工機材が用意されました。
プレゼンテーションでは、
まずキャラバンカーを利用して、
EX
工法とダンビー工法のそれぞれの特長と施工工程の説明が行
われました。説明に続いてデモ施工が行われ、EX 工法では
Φ250ヒューム管にEXパイプをセットし、
実際に蒸気圧をかけ
てパイプが拡径し、
ヒューム管の内面に密着する様子を見てい
ただきました。
EXパイプの冷却後には、
多くの見学者が管を触

ったり、
きれいに仕上がった内部の状態を確認されていました。
ダンビー工法のデモ施工では、
Φ1200の摸擬管路の一方から
ストリップ
（帯板状部材）
を投入し、
既設管にスパイラル状に巻き
立てて、
他方からはSFジョイナー
（かん合部材）
を入れてストリッ
プをかん合し、
製管機により製管する様子を見ていただきました。
これらプレゼンテーション以外でも、
多くの見学者が展示コ
ーナーに足を止め、
工法に関する技術的な質疑が行われるな
ど、
有意義な展示会となりました。

キャラバンカーの紹介

①
●

プレゼンテーションでのデモ施工の様子

②
●

③
●

EX工法側
①工法を解説するパネル
②EXパイプの形成イメージ
（模型）
③EXパイプ拡径デモ装置

既設管内部でEXパイプが拡径し
て内面に密着する様子を確認す
ることができます。

EX 工法 : 蒸気圧によるEX パイプの拡径状況

①
●
④
●

②
●

③
●
ダンビー工法側
①工法を解説するパネル
②ストリップやSFジョイナー等の主要部材
③施工工程を紹介するミニチュアモデル
④耐震性能を説明するモデル

ハンドル

左のハンドルを回すと既設管の継
手部が目開きし、その変位をSFジ
ョイナーが伸長することで吸収す
る様子を確認することができます。

ダンビー工法 : 製管機によるスパイラル
管の製管状況

隣り合うストリップ同士のすき間をSF
ジョイナーでかん合し、スパイラル状
に巻き立てます。

EX・ダンビー協会では、
全国各地をキャラバンカーで回り、
工法の普及活動を行っております。
工法説明などのご要望がありましたら、
同協会事務局までお問い合わせください。
事務局 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目2-2 ラポール茅場町三恵ビル303号
TEL.03-6806-7133 FAX.03-6806-7144 https://www.ex-danby.jp
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中国支店の移転のお知らせ

二

葉

グラノード広島

通

広島テレビ放送

り

2019年11月11日より、中国支店が広島駅前
（新幹

ホ
広島テルグ
ラン●
ビア

線口）
の
「グラノード広島」
の６階に移転しました。同じ

フロアには、株式会社クボタをはじめ、様々なクボタ
グループの企業が入っています。これまで以上にグ
ループ間の協力体制を強化して、
お客さまへのサービ

広島東郵便局
●

ス向上に努めてまいります。
■フロアを共用する会社

猿

猴

株式会社クボタ・株式会社クボタケミックス・

株式会社クボタ建設・クボタ環境サービス株式会社・

クボタ化水株式会社・株式会社管総研

I

w

今回の移転について
お聞きしました。
株式会社クボタ 中四国支社長

森田

たけし

毅矢様

■移転の至った経緯をお聞かせ
ください。

前のオフィスビルはクボタグル

ープの社員が２フロアに別れてい

て、
また多くの書類を抱えていたので、
もう少しスペースを有

効活用できないかと考えていました。それで、大きな転機にな

ったのが 2018 年の春頃です。
前のオフィスの運用が 2020 年

６月で停止することになり、移転先を本格的に探すことになり
ました。
複数の移転候補から、
長く使える物件とワンフロアにこ
だわってグラノード広島に決めました。

■ワンフロアにこだわられた理由とは？

ワンフロアになりますと、
自然に色んな情報が各グループ企

業・部門に入ってきますので、
クボタグループ全体で情報が共有

でき、一体感ができると考えたからです。パーテーション等も
可能な限り取り払いました。

クボタケミックスにおいてもメリットは大きいと思います。

例えば、隣はクボタ建設です。同じ管更生の協会員ですから、
関連する情報は東京経由より早いかもしれません。水道分野

広

島

南口

路面電車
広島駅

駅

●
ASSE

中国支店新住所
〒732-0057
広島市東区二葉の里三丁目５番７号
グラノード広島６階
TEL: 082-207-0596 FAX: 082-207-0598

クボタ機工株式会社・クボタ浄化槽システム株式会社・

ervie
nt

川

JR

新幹線口

■移転から１ヶ月弱が経過しましたが…

駅前なので、お客さまが出張の行き帰りで気軽に寄ってい

ただくことが以前より多くなったと感じます。
また、駐車場がビ
ル内にあるので、車で来られるお客さまにも便利になったと思
います。
ワンフロアですので、以前のように同じグループ会社

との打ち合わせのために階を移動していただくこともなくな

りました。

今後の抱負をお聞きしました。
株式会社クボタケミックス 中国支店長

青木 宏樹
現状の中国支店の売上ベースは、

水道や下水道のインフラ系が５割、

建築設備系が５割といった感じです。
今後、
インフラ系の仕事が減ってくる

と予想されますので、それを建築設備系でカバーできるよう
に対策を考えています。

その対策の一つが、
これから岡山や広島で始まる再開発事

業です。岡山ですと、岡山駅前に高層マンション、
ホテル、駐車

場が建設される再開発です。
イトーヨーカドー岡山店跡地で

も高層マンションやオフィス、店舗などが整備されます。その
他にも複数の計画があります。

広島では、広島駅の大規模な建替え工事が 2020 年春から

では、
クボタの鉄管、
ポンプ、バルブなどが揃っていますから

始まります。同じく駅前の広島東郵便局敷地では事務所、店

理システム
「WATARAS」
は農業用水の自動管理なので、
クボ

たオフィスビル群の建替え工事も始まります。

クしていくと思います。建築分野では、
クボタにはゼネコンに

チレンパイプ、
新製品の耐火 VP、
そして発売開始待ちのドレン

必要な情報が取りやすいと思います。農業分野では、
ほ場水管

タが進める農業機械と農業用水の ICT「KSASとKSIS」
にリン

ひんぱんに出入りしている部門もあるのでコンタクトが取り

やすいと思います。

これらのプロジェクトに、施工性に優れた建築設備用ポリエ

パイプ などの 高
機 能 管 材でアプ

クボタケミックス

ローチしていきま

一つ例にあげても、

す。
これらの管材

このようなメリット

が採用されれば、

が あり、全 て の グ

そ れに 付 随して

ループ企業・部門

塩ビ 管 の 出 荷も

でメリットを創造し

増えていくので、

ていきたいと思い

ます。

舗、駐車場を備えたビル建設です。中区紙屋町では老朽化し

支店一丸となって
顔が見渡せる仕切りのないオフィス

頑張ります。

クボタケミックス 中国支店のスタッフ
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「プラントメンテナンスショー」に出展
会期：2019 年 7 月 24 日～26 日
会場：東京ビッグサイト
プラントメンテナンスショーは、工場の設備管理・保全技術
に関する国内唯一の専門展示会です。クボタケミックスは、
こ
れまでプラント配管に使用されてきた金属管に代わるプラス
チック管材を数多く展示しました。
展示の中心となったのが、
「圧力用高密度ポリエチレン管」

です。圧力用高密度ポリエチレン管は、露出配管ができ、呼び

径が20から700までと豊富な品揃えで、工場排水管・空調配
管・海水取水管・エア配管など様々な用途に利用できます。
また、消火用埋設配管に使用できる
「消火用ポリエチレンパ

イプ」
は、呼び径250、300が新たに消防設備安全センターの

登録を取得しました。さらに外層付水道配水用ポリエチレン管

「サンプロテクト」
と下水道用ポリエチレン

クボタケミックスブース

密度ポリエチレン管のEF接合の実演をしたプレゼンテーショ
ン。各工程の手順と注意点を説明するとともに、管と継手が一
体化することをアピールしました。日頃、
ポリエチレンパイプに
馴染みのない多くの来場者が熱
心に見学されていました。

パイプを加えて、
スーパータフポリシリー

その他、二重構造の塩ビ管・継

ズとして紹介しました。

手で薬液の飛散を防止する
「二重

来場者の注目を集めたのが、圧力用高

管・継手」
、高温配管・薬液配管に
適したポリプロピレンパイプな
ど、
他社製品も交えて、
プラント配
管に役立つ製品を展示しました。

EF接合のプレゼンテーション

エア配管用圧力用高密度
ポリエチレン管

スーパータフポリシリーズ
ディスプレイでは、スーパータフポリの特長を紹介。
同様の映像は右のQRコードで視聴することが可能です。

ポリプロピレンパイプ
（ジョージフィッシャー株式会社製）

二重管・継手
（日本プラスチック工業株式会社製）

「第５回無電柱化推進展」に出展
会期：2019 年 7 月 24 日～26 日
会場：東京ビッグサイト
無電柱化推進展は、電線地中化に向けた新たな省コスト工
法や、
それを可能にするための新技術・製品・サービスが紹介さ
れる展示会です。
クボタケミックスは、
低コストタイプの電力ケ
ーブル保護管
「ECVP管」
とボディ管の接合を簡略化するSUS

バンド固定スライド管
「かんたんスライド管」
の紹介をしました。
電力管の性能基準が見直されたことにより、
クボタケミック

スは低コストタイプの電力ケーブル保護管ECVP管を発売し

クボタケミックスブース

ました。ECVP管は、従来のCCVP管と同等の偏平強度と導通

導通試験器

性を継承しており、曲管を使った模擬配管内に導通試験器を
自動で動かし、導通性の良さを確認していただ
きました。また、ECVP管を用いて電力通信管

SUSバンド固定スライド管
ECVP（曲管部）での導通性の良さを示す 「かんたんスライド管」

路をコンパクトにし、断面積と材料費を約50％
ダウンさせた配管を提案しました。来場者から

675

は、従来品のCCVP管とECVP管の性能の違い

して、
ボディ管の最終接続で簡単に接合できる
様子を紹介しました。
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ECVPのラインナップ
（φ100～150）

319.5

556.5

494.5

かんたんスライド管に関しては、内部の構造
が見えるサンプルを展示し、
またビデオを使用

352

570

など専門的な質疑が行われました。

ECVP管を使用した管路の
コンパクト化

KC NEWS

「下水道展
‘19横浜」に出展
会期：2019 年 8 月 6 日～9 日
会場：パシフィコ横浜
下水道に関する幅広い最新技術や機器を一堂に展示、紹介
する夏季恒例の
「下水道展」
が横浜で行われ、
クボタケミックス
は、
クボタグループ各社と共同出展しました。
クボタグループのテーマは、
「Kubota Smart Solution」
～
クボタのモノｘ
ＩoＴの技術で
「食料・水・環境」
の未来を拓く～。
グループ各社は、それぞれ下水道に関する課題を解決するソ
リューションを提案しました。
クボタケミックスの課題は
「災
害対策」
。災害発生時に被災者の
負担を軽減するソリューションと
して
「災害用トイレ配管システム」
をパネル展示しました。

クボタグループのブース

クボタケミックスの災害用トイレ配管システムは、
コンパク
トで狭い場所にも対応できる直結型、
レジンコンクリート製貯
留槽でし尿を貯めることができる貯留型、更に浅層埋設型と
バリエーションの多さが特長で
す。近年、
自然災害でトイレ不足
が度々問題になっていることか
ら多くの来場者が足を止めて
内容を確認されていました。
また、EX・ダンビー協会のブ
ースは、クボタケミックスが推
進する管路更生工法（EX工法、
ダンビー工法）
を紹介し、多くの

災害用トイレ配管システムの
バリエーション

来場者を集めていました。

EX・ダンビー協会の展示

クボタケミックスのパネル展示

「2019函館水道展」に出展
会期：2019 年 11 月 6 日～８日
会場：函館市函館アリーナ
全国の水道の資機材の製造を行う企業や団体が一堂に会
する恒例の
「水道展」
が、函館市で行われました。クボタケミッ
クスは、
クボタのグループ企業とともに共同出展しました。
クボタケミックスの展示は、水道用ポリエチレン二層管
（３種

二層管）
です。信頼のJIS規格品にプラスして、
材料には水道配水

用ポリエチレン管で使用される高密度ポリエチレン
（PE100）
を使用しているので、長期に渡って安定した性能が期待でき
ます。また、水道配水用ポリエチレン管と同じ相似形の給水管
なので、配水管
（呼び径40）
としても採用していただける点を
アピールしました。

クボタグループのブース

地元函館市や北海道内の水道事業体や
工事会社を中心に多くの方々にクボタケミ
ックスの展示コーナーを見学していただき
ました。来場者の質問の多くは、
３種二層管
の特長や従来の１種二層管との性能の違
いなどで、説明員がパネ
ルやカタログを使ってて
いねいに質問に答えまし
た。また、20㎝ほどにカ
ットしたサンプルを用意
して、来場者の皆さんに
実 物を確 認していただ
きました。

多くの来場者で賑わうクボタケミックスの
展示コーナー

クボタケミックスの展示コーナー
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「第５回全国小水力発電大会・展示会
inさいたま」に出展
会期：2019 年 12 月４日～５日
会場：埼玉県・大宮ソニックシティ

全国小水力発電大会は、小水力発電の関係者が一堂に会
し、小水力発電のさらなる普及を図るため産官学民の垣根を
越えて情報や課題を共有する場として開催されています。
会期中には、
基調講演、
パネルディスカッション、
企業プレゼ
ンテーションが行われ、
また、
展示場では小水力発電の関連技
術の展示が行われます。
クボタケミックスは今回、
導水管に使用
する圧力用高密度ポリエチレン管を展示しました。

来場者で賑わうクボタケミックスの展示コーナー

展示コーナーには、バット融着接合、EF（電気融
着）接合の２種類の接合方法を紹介するため、接合
部分をカットしたサンプルを用意しました。バット融
着では、管と管が一体化、EF 接合では管と継手が一
体化している状況を確認していただきました。
説明パネルでは、生曲げ配管で圧力損失を低減し
た例、
また、管長が９m で接合費を削減した例を写
真で紹介。その他、導水管のバリエーションとして
SGR-NA パイプ、水圧管路用にクボタのダクタイル

バット融着接合の
カットサンプル

EF接合の
カットサンプル

鉄管もあわせて紹介しました。

クボタケミックスの展示コーナーには、小水力発

EFコントローラ
（西尾レントオール）

電を扱う電力会社や建設会社、
設計コンサルなどの
多くの方が足を止め、
説明員の解説に耳を傾けてい
ました。

圧力用高密度ポリエチレン管の展示

キャンペーンカーでの製品見学会2019のご報告
2017年に完成したキャンペーンカーは、
2019年も給・排水管の新製品や主要製品を乗せて北から南まで全国
各地を回りました。各会場で見学くださいました皆さま、本当にありがとうございました。現在、新しい見学会に
向けて、
リニューアルを企画しております。

キャンペーンカー正面

耐火VPの認定・評定範囲の説明に耳を傾ける見学者
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キャンペーンカー後方ではディスプレイで商品説明

住宅用給水・給湯管を持ち込んで説明

注目度が高かった排水集合管や建築設備用ポリエチレンパイプ

圧力用高密度

製品案内
製品案内

金属管が使用されてきた様々なシーンに使用可能！

エア配管

空調配管

主な用途
工場・プラントの各種配管

工業用水
井戸水
河川水
海水・塩水
冷却水
各種薬液
圧縮空気
各種廃水
雨水・中水
汚水・汚泥

小水力発電設備配管
農業用水配管
圧送下水配管
融雪・消雪設備配管

海水取水

工業用水配管

小水力発電の導水管にも

大口径までの 幅広い品揃え
発電設備

生曲げ配管で圧力損失を低減。
小角ベンドの使用も削減。

呼び径

最高許容圧力※

150～300

2.0 MPa

20～450

1.6 MPa

250～450

1.25MPa

SDR17

75～700

1.0 MPa

SDR21

250～700

0.8 MPa

SDR9
SDR11

ヘッドタンク

SDR13.6

※20℃の値です。

金属管に勝る優れた特長
露出配管が可能

カーボンブラックを配 合して耐 候 性を向 上
させています。塗装の必要もありません。

優れた耐震性

段差沈下試験で管路に破断や漏水が発生
しないことを確認しています。

サビ・腐食・電食の
心配ない

鋼管のようにサビなどが発生しないので長期間
安心してご使用いただけます。
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にっぽん探訪

兵庫県・朝来市

中世の山城と近代の産業遺産が豊かに地域を彩る播但路
雲海に浮かぶ「天空の城」として全国的に知られるようになった兵庫県・竹田城。室町時代、但馬守護山名氏の
命によって築かれました。それから百年後、同じく山名氏が銀石を掘り出したのが開坑の起源といわれているのが
生野銀山です。兵庫県姫路市から朝来市へと北に伸びる播但連絡道路・JR播但線の沿線には中世から近代の
豊かな史跡・旧跡が残っており、
その歴史をたどることができます。

雲海に浮かぶ竹田城
▲古城山に鎮座する竹田城の夕景

朝来市観光マップ

「天空の城」竹田城の撮影にチャレンジ
平成19年頃、1人のアマチュア写真家によって「天空の城」
と
して新聞に紹介された竹田城。
それ以降テレビなどのメディアに
取り上げられ、訪れる人が増え、平成26年には58万人に達しまし
た。現在も秋から冬にかけての早朝、雲海に浮かぶ城郭を見よう

朝来市
姫路
●

神戸
●

483

和田山駅

と多くの人が訪れます。
竹田城の展望スポットは、竹田城の反対側、朝来山中腹にある

竹田城●

立雲峡です。専用駐車場に車を止めて、
第２展望台まで約20分、

9

竹田駅

北近畿豊岡
自動車道

●
立雲峡

第１展望台までは約40分、山道を登っていかないといけません。

JR山陰本線

しかも、
夜明け前から登るため懐中電灯を片手に持ってです。
訪れたのは雲海シーズン到来の10月末。平日ながら午前５時
429

やってきた観光客がどんどん暗闇の中、山を登って行きます。
ほと
播但連絡道路

んどの人は第１展望台まで登り、到着した時頃には、展望スペー
スは、
三脚を立てたカメラマンなどで満員の状態でした。
雲海が出る条件は一般的に、昼夜の寒暖差が大きく、無風で
晴れた早朝８時頃までといわれています。前日に雨が降り気温が

JR播但線

には駐車場はほぼ一杯です。個人客だけでなく、
マイクロバスで

429

●
生野銀山

生野駅

高いせいか濃い霧が立ち込め、
夜が明けても一向に晴れません。
結局、
３時間展望台で霧が晴れるのを待ちましたが、多くの人が
下山を始め、
天空の城の撮影を断念しました。雲海の城が現れる
確率は30％といわれていて、何度も現地を訪れる人がいるという
ことです。

日本最大級の石垣遺構
竹田城の築城は、1431年山名持豊が着手したといわれてい
ます。戦国末期の1577年に秀吉の丹波攻めにより羽柴秀長が
城代となりました。現在、残された石垣城郭はこの時代にできたも
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立雲峡の展望台へと続く山道

第一展望台で雲海を待つ観光客

のです。残念ながら豊臣方が関ヶ原で負けたことにより竹田城は
廃城となり、
天守閣は取り壊されました。
竹田城は、城が建つ古城山の全体が、虎が伏せているように
とら ふせじょう

見えることから、虎 臥城と呼ばれています。縄張りの規模は東西
に約100m、南北に約400mで、現存する石垣遺構としては国内
最大級です。観光客の増加とともに整備が進み、現在は「竹田
城跡」
として安全に見学できるようになりました。
竹田城跡へのアプローチの仕方は、JR竹田駅から登山道を
登るか、山城の郷駐車場に車を止めて舗装路を歩くか
（バス・タク

竹田の城下町と右の山が朝来山（立雲峡）
花屋敷

シーもあり）です。山城の郷駐車場からのコースは、歩く距離
（2.2km）
は長いものの、舗装されていてアップダウンが少ないため
南千畳

40分ほどで料金所に到着します。

南二の丸

本 丸

天守台

城内の案内表示にしたがって、
北千畳、
三の丸跡、
二の丸跡と

二の丸

進み、
中央の一番高い天守台へ。眼下に竹田の城下町や円山

三の丸

川が広がり、遠くには立雲峡のある朝来山など山々を望むことが

北千畳

できます。城内でのベスト写真スポットは、
ボランティアガイ
ドが推薦
してくれた南千畳の端から天守台を撮るショットです。

南千畳から城跡の全景を望む

日本の近代化を支えた生野銀山
生野銀山の開坑は、室町年間の1542年に但馬守護職・
すけとよ

山名祐豊によって銀石が掘り出されたことが起源といわれていま
す。
その後、信長・秀吉の時代を経て、徳川家康は、但馬金銀山
奉行を配置し、佐渡金山、石見銀山と並び天領として徳川幕府
の財政を支えました。
享保の時代には「生野代官所」が置かれて厳しく管理されまし
た。
そして第八代将軍・吉宗の頃に最盛期を迎え、
２万人もの鉱
夫によって月産約562kgの銀が採出されました。
明治に入ると日本初の官営鉱山となり、明治政府は近代化を
推し進めるため、技師ジャン・フランソワ・コアニエを含む24名のフラ
ンス人を招聘しました。
それまで手彫りによる作業は、火薬で鉱石
を破砕し機械によって運び出す方式に変わりました。
明治９年、鉱石の輸送のため生野～飾磨津（現姫路港）間に
「銀の馬車道」
といわれる産業道路が新たに整備されました。生
野銀山を含め関連の資産が、文化庁の「日本遺産」に登録され
ています。

観光坑道「金香瀬坑」の入口

近代遺産の学びの場となった生野銀山
銀山は閉山の翌年昭和49年に観光施設「史跡・生野銀山」
と
して再スタートしました。現在、鉱山資料館、吹屋資料館、観光坑
道の３つの施設で、
生野銀山の歴史を振り返ることができます。
かな が せ こう

中でも観光坑道の「金香瀬坑」は、江戸から近代の採掘現場
がそのまま残されている見学コースです。江戸時代の採掘現場で
たぬき ぼり

明治22年から７年間は皇室財産に移されましたが、明治29年
には三菱合資会社に払い下げられ、
以後、
三菱の経営で国内有
数の大鉱山として稼働しました。昭和48年に閉山するまで掘り進
んだ坑道の総延長は350km以上、
深さは880mの深部にまで達し
ており、
採掘した鉱石の種類は70種にも及びました。
■観光坑道内

説明用マネキンは
「銀山ボーイズ」
と
呼ばれる

は、狸掘と呼ばれる人がノミで鉱脈を掘り進んでいった穴が多数
見られます。
また、地下水を手動で地上に吸い上げる様子も再現
されています。
一方、
明治以降の近代採掘ゾーンでは、
ボーリングによる地質調
査、
ダイナマイ
トでの掘削、
ローダーによる鉱石の搬出など、
まさに生
産性を高める技術が紹介されています。
そして圧巻は、光栄立坑
（深さ880m）
で使用された巨大な巻揚機です。
この巻揚機によって
ロープケージを昇降させ、
坑内員を移動させたり鉱石を輸送しました。
鉱山資料館では、
アリの巣穴のような鉱山内部の様子をジオラ
マで精巧に再現されていて、必見です。
また、吹屋資料館では、
江戸時代、銀鉱石から銀を得る昔の製錬の様子を工程別に解
説しています。精錬所のことを吹屋と呼び、吹屋の技術向上が銀

「狸堀」
と呼ばれる坑夫がノミとハンマー
で掘り進んだ跡

光栄立坑の巻揚機（昭和４年製）

ダイナマイトによる破砕
（近代の採掘の効率化）

の産出量を左右していました。
■鉱山資料館内
江戸時代の鉱山内部で働く
様子を再現したジオラマ

■吹屋資料館内
吹子を使って銀を含んだ合金を
作る工程

ボーリングによる地質調査
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新製品のご案内

架橋

管・

管

管の取り回しをスムーズに、かつ現場での擦り傷から管を守ります。
架橋ポリエチレン管
呼び径：13、
16、20

特

長

①切管を引きずっても
保護材は破れにくい

③切断も簡単

保護材の厚さは0.2mm で、 樹脂カッターで容易に切断。
ポリエチレン樹脂製かつ花びら 曲げ抵抗は裸管並み。
形状で、耐摩耗性に優れる。

ポリエチレン製の
保護剤

ポリブテン管
呼び径：13、
16、20

花びら形状（断面）

貫通部に通しても破れにくい
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②管の取り回しがよい

パルちゃん のレッツトライクッキング！

油で揚げない、チーズが香る
香草パン粉焼きです。
冬が旬のかじきを使い、衣にはハーブと
チーズを入れて、
さっぱりとしたお味ながら
コクのある一品に仕上げます。魚焼きグリ
ルで簡単・手間要らずです。

３

揚げないフライ！

魚焼きグリルで生かじきの香草フライ

揚げる時と同じように、生かじきに小麦粉・
溶き卵をつけ、 のパン粉をつけます。

オリーブオイル

CHEESE

生かじきはキッチンペーパーで水分をふき、
塩・こしょうで味をつけます。

塩

オリーブオイル・パン粉・パルメザンチーズ・
乾燥バジル・ローズマリーを用意し、全て
混ぜます。☆オリーブオイルはパン粉の約半
分の量です。

生かじき3切れ
☆パン粉75ｃｃ ☆オリーブオイル40ｃｃ
☆パルメザンチーズ大さじ１
☆乾燥バジル小さじ１
☆ローズマリー小さじ１/2
塩少々 、こしょう少々 、小麦粉適宜
溶き卵適宜 、レモン適宜

魚焼きグリルでこんがり焼きます。
（中～高温）

最後にレモンをかけて出来上がり！
お好きな野菜を添えて。

焼きたてはハーブと
チーズのさわやかな
香りが広がり、食欲
をそそります。他に
もキスや鮭などお好
みの魚に変えてみて
ください。

お 知らせ

KC耐火

・KC耐火透明継手DVの認定・評定範囲拡大

床貫通（グラスウール
の国土交通大臣認定・
保 温 材 被 覆）
消防評定を新たに取得しました。
低層マンションやホテルなど
排水音が気になる建物に
ご活用していただけます。

グラスウール保温材

認定・評定番号

PS060FL-1066/KK2019-022/RK2019-005
国土交通省大臣認定

適 応 場 所

消防評定

令８区画

国土交通省大臣認定
貫通部配管

消防評定

ALC、または鉄筋コンクリート床。厚み100mm以上。

共住区画 ALC、または鉄筋コンクリート床。厚み100mm以上。
鉄筋コンクリート床。厚み 150mm 以上。
管または管＋継手

共住区画 管または管＋継手
令８区画

管または管＋継手

貫通部開口径 φ209mm 以下
耐火
ビニルパイプ

使用可能配管材 KC 耐火ビニルパイプ、KC 耐火透明継手 DV（呼び径 150 以下）
基
被

耐火透明
継手 DV

覆

材

材

表面材
鉄

グラスウール保温材（JIS A 9504）
厚さ25mm 以上、密度 24kg/m3 以上。
ポリ塩化ビニル樹脂シート
（あり又はなし）
厚さ1.8mm 以下、
面密度 5.8kg/m2 以下。

線 φ0.4mm 以上の鉄線又はきっ甲金網（JIS G 3554）

貫通部埋め戻し材 モルタル

※詳しくは、KC耐火ビニルパイプ・KC耐火透明継手DVのカタログをご確認ください。
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お 便 り コ ー ナ ー

お 便 り
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佐賀県・伊万里市管工事協同組合
井本 清一さま

ゴーヤの緑のカーテン

組合事務所では、毎年ゴーヤの緑のカーテン
を行っています。
プランターによる栽培であり、
毎年水やりの管理が難しく、苦慮しています。
今年は何かと忙しく植付けが遅くなりましたが、
実止まりが良く、何時になく収穫があって喜ば
れています。
しかし、本来日差しの厳しい時期
に雨が多く、緑のカーテンとしての効果が薄
れているのではないかと思いますが、収穫があ
るので良しと思っ

もユネスコの無形文化遺産になりましたし、

かならないものかとつくづく感じます。
そんな時

ぜひ見てみたいです。

に、
クボタケミックスさんの仮設トイレですとか

宮城県・大崎市管工事業協同組合総務課
門脇 由美子さま

これからますます気象状況は不安定になるで

四国の旅をもう一度

にっぽん探訪での徳島県・美馬市の隣、三
好市の
「大歩危・小歩危」
の渓谷とカズラ橋
の記事を見てとても懐かしく思いました。
今から
20 年程前に訪れ、
怖くて橋の一歩で戻ってき
た事。
平家落人の里など、
ガイドさんの話に夢
中になって、
耳を傾けました。
今は遠くてなかな
か行けませんが、
ぜひ行きたいですね。
四国お
遍路の旅も! 悟りの旅の年齢になりました。

色々な設備が役立っているのだと思いました。
しょう。
クボタケミックスさんの活躍を心から期
待しております。頑張ってください。
■2018 年の数々の災害から、災害特集をさ
せていただきましたが、2019 年も前年を超え
る災害が発生しました。今後は、
これまで以上
の想定をして備えないといけないと思います。
宮崎県・株式会社坂下組総務部
勝吉 美香さま

水中毒にご注意を

■同じ場所を訪れても、
歳を重ねますと見方が

今年の夏は、例年以上に暑く、熱中症対策

変わりますし、
新たな発見もあります。
ご指摘の

にはとにかく塩分・水分補給と言っていまし

通り平家の落人が隠れ住んだ史跡も残って

たが、
ミズエおばあちゃんの知恵袋で
「水中

います。

毒」
という言葉を初めて知りました。経口補水
液は、水分補給に最適なのですね。

新潟県土地改良事業団体連合会
高橋 孝明さま

■
「過ぎたるは及ばざるが
如し」
はよく知られた格言

ています。
これか

スマート農業に想う

らも毎 年 栽 培し

スマート農業が盛んに話題となり、各地でス

て行こうと思って

マート農業のデモンストレーションが行われて

います。

います。
「WATARAS」
も見てきて、効果につ

■立 派なゴーヤ

いては納得しました。
しかし、価格の面で普及

の写 真を送って

には少しハードルが高いように思いました。
ま

いただきました。

た、
改良が随時行われる場合、
いつ、
どの時点

ですが、何でも摂取のし
過ぎは良くないと思われま
す。
スポーツドリンクの飲
み過ぎも注意が必要です。
埼玉県・管央株式会社
稲澤 敏昭さま

お味の方はいか

での導入が良いか迷うのではないでしょうか。

金沢で石管を発見

がでしょうか？

■今回、
スマート農業を

北陸営業所の開設おめでとうございます。
KC

山形県・新庄市
匿名希望

特集させていただきまし

ニュースを見たら懐かしい元担当者の顔が…。

た。農業従事者の数や

2019 年のKC 会は金沢での開催でした。
KC

チャレコヤッサー
今年の夏は本当に暑かったですね。連日33
～35℃のジカジカ太陽で熱中症対策を毎日
のように呼びかけておりました。
そんな夏も8
月24日～26日の新庄祭りを境に朝晩めっき
り涼しく過ごしやすく感じている今日この頃で
す。今年は祭りが土、
日、
月と曜日の並びが良
かったせいか、沢山の方が参加し楽しんでくれ

年 齢を考えますと、農

会当日は、
少し早めに金沢入りして、
兼六園を

業の自動化、効率化は

ちゃっかり散策しました。
その道すがら
「石管」

避けては通れず、
クボタ

の跡を偶然にも発見しました。400 年も前に

ケミックスも努力を重ね

金沢城に全長 10km 余りの用水を敷設したと

ていきたいと思います。

のこと。我が国最初のサイフォンの原理を駆
使して作り上げた先人の知恵と用水の重要さ

愛媛県・今治市頓田川土地改良区
菅 誠二さま

は今日にも脈々と受け継がれています。
この地
にKCさんが拠点を構えるとは、何かの縁かも

未曾有の災害に備えて

ました。各町内で作る豪華けんらんな山車に

「50 年に一度の雨」
とか
「今までに経験した

「チャレンコ、
チャチャレコ、
チャレコヤッサー」

ことのない雨」
とか、
こういった言葉を近年よく

のお囃子をつけて戸沢神社より市内を練り

聞きます。実際、災害に見舞われた方の様子

歩きます。
ぜひ一度ご覧ください。

を見ますと気の毒でなりません。異常気象と

■いや～、楽しそうですね。新庄祭りの山車

いってしまえばそれまでなのでしょうが、
どうに

しれませんね。
加賀百万石の歴史を感じました。
■お祝いのお言葉、
ありがとうございます。
ご指
摘いただいたのは
「辰巳用水」
というものです
ね。
金沢は戦争の被災を免れ、
貴重な遺産や
文化がそのまま残る日本でも数少ない街です。

※PAL編集部にお寄せいただいたハガキの文面や
イラスト、写真などは、作者の同意なく、本誌およ
びクボタケミックスホームページに掲載させていただ
くことがあります。
また、
ハガキはお返し致しませんの
で、予めご了承願います。
ご注意：イラスト・写真は、マンガのキャラクターや自治体のマス
コットなど著作権を侵害する恐れのあるものは掲載できま
せんのでご了承ください。
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新潟県・株式会社拓越購買課
遠田 恵利子さまの作品

大阪府・エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
橋本 洋祐さまの作品

香川県・高松市役所都市整備局建築課
石川 公一さまの作品

読 者 プ レ ゼ ント 付 ク イ ズ

違いは
どこにある？
まちがい探し
クイズ

右の2枚のイラスト、
よ～く見れば少し
違う。
上段と下段のイラストを見くらべて、
5つの違いを発見してください。解答は、
添付の解答用ハガキのマス目にアルファ
ベットを記入してお送りください。
※1つの区切りに2つ以上の違いはなく、印刷の汚れ
も数えません。

D
A

B

C
E

F

G

H

I

兵 庫 県・朝 来 市 で 見 つ け た

プ レ ゼ ント

正解者の中から抽選で 30名様に
下記の記念品を進呈します。

解答のハガキのお名前は、楷書ではっきりとお書きください。
上道製菓

竹田城銘菓

「虎臥陣太鼓セット」
（バニラ4個・抹茶4個）

クリームをサンドした
クッキーのような
せんべい(バニラ・抹茶)
のセットです。

※消費期限は、
包装に記載されていますのでご確認ください。

第181号の正解
答：A,D,F,H,I
多数のご応募ありがとうございました。
正解者多数のため、
抽選により記念品をお届けしました。

おハガキ どんどん お待ちしております！
本誌同封のハガキにクイズの解答といっしょに
いろんなお便りをお待ちしております。

●編集後記●
島根県・浜田市のご当地グルメ
「赤てん」。スケ
ソウタラを原料に、唐辛子が練りこまれていて
少し辛い。
そんな辛さとパン粉でまぶしたサクサク
感が相まっておやつに、おかずに、おつまみに
万能の食材になります。浜田に来た時には是非
ご賞味をください。

イラスト

・クボタケミックスの製品について
・工事で困っていること・本誌の感想
・にっぽん探訪で行って欲しい所
・イラストや写真・皆さまの近況等々

書いて送ってネ！

パル

読者クイズ

182
正解者のなかから抽選
で40名様に記念品をプ
レゼント！

解 答 欄

（アルファベット記入）

本誌およびクボタケミックス製品に対するご意見、ご要望、イラス
ト、その他どんなことでも結構です。どしどしお寄せください。
（PALに掲載させていただいた方には、記念品を進呈いたします）

写真

個人情報保護について
お客さまよりお預かりした個人情報は、本誌の送付先管理や各種照会に対する回答、クイズ当選景品の発送等
の他、キャンペーンや新製品情報等を書面やメールマガジンにてお送りするのに利用させていただきます。また、
商品開発やサービス向上のため、個人を特定しない統計情報の形にして利用させていただきます。
なお、当該業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、個人情報をお客様の承諾なく第三者に提供
することはいたしません。
（法令等により開示を求められた場合を除く。）
また、個人データの安全管理が図られ
るよう、当社従業員、委託先等に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、印刷や送付等で個人データを第三
者との間で共同利用する場合は、当該第三者との間で契約や取決めを交わす等、法令上必要な措置を講じます。
※個人情報保護方針の詳細は、弊社ホームページ
（http://www.kubota-chemix.co.jp）
に掲載しております。

お願い

返信ハガキには、
お送りしました封筒の宛名に記載されている整理No.をお書きください。
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建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

国土交通大臣認定取得 消防性能評定取得

KC耐火透明継手DV

KC耐火

優れた特長を備えた耐火ビニルパイプ・継手で耐火排水管路を実現！
火災発生時に
中間層の樹脂が膨張し
延焼を防止します。

KC 耐火ビニルパイプ
硬質ポリ塩化ビニル樹脂（膨張黒鉛入り）

メリット

三層
構造

コ スト 縮 減

施 工 性

材料費、施工費のトータルで
コスト縮減が可能。

VP 管と同じく切管・接合がしやすい。

KC 耐火透明継手 DV

信 頼 性
継手が透明なため、
接着剤の塗布状況、
挿入量を確認できる。
接着剤の
塗り忘れや
挿入不足を防止

硬質ポリ塩化ビニル樹脂（難燃剤入り）

カラータフダインブルー
接着剤

配 管 事 例

認定・評定番号
国土交通大臣
認定番号

〠556-8601
〠103-0007
〠060-0003
〠980-0811
〠450-0002

大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
札幌市中央区北三条西三丁目1番44
仙台市青葉区一番町四丁目6番1号
名古屋市中村区名駅三丁目22番8号
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中国支店
四国支店
九 州 支 店
北陸営業所
沖縄営業所

（一財）日本消防設備安全センター
性能評定番号
共住区画

令 8 区画

床

PS060FL-0897
PS060FL-1066

KK 29-012
KK2019-022

RK 29-004
RK 30-001
RK2019-005

壁

PS060WL-0896

KK29-011

RK29-001

中空壁 PS060WL-0909

KK29-018

ー

ー

ー

片壁

本
社
東京本社
北海道支店
東北支店
中部支店

透明
継手

〠732-0057
〠760-0050
〠812-0011
〠920-0022
〠900-0016

PALお問い合わせ先 ／ 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
（東京本社内）
（03）5695-3274

PS060WL-0958

広島市東区二葉の里三丁目5番7号
高 松 市 亀 井 町 2 番 地 1
福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号
金 沢 市 北 安 江 一 丁 目 1 1 番 7 号
那 覇 市 前 島 三 丁 目 1 番 1 5 号
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)207-0596
)836-3908
)473-2453
)223-2520
)860-7115
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