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大学研究室紹介

水資源計画学研究室では、『持続可能な水資源管理および生態系と調和した生産環境づくり
への貢献』を大局的な目標とし、食料生産の基盤を支える学問である「農業農村工学」

の視点から、「農業」―「水」―「生物」の相互作用に関する理解を深めつつ、水環境と農業お
よび生態系の調和に向けた教育研究を実施しています。
　具体的には、農業水路や河川で現地調査を行い、物理環境のダイナミクスを環境水理モデル等
で再現し、物理環境と対象生物の空間分布について高精度にモデル化した結果から、対象種の保
全や生息環境修復、生態系に配慮した水路づくり等に役立つ定量的な情報を提供することを目標
にしています。また、バイオテレメトリーや画像解析による魚類の行動追跡、これらのデータを
用いた数理解析にも挑戦しています。その際、超音波多層流向流速計（ADCP）等の先進的な計
測手法によって高精度かつ高解像度なデータを収集するとともに、機械学習等に代表されるデー
タ駆動モデルを積極的に援用した高精度モデリングを行っています。その他、海外の大学等との
共同研究や国際会議で研究成果を発表するなど、国内外での情報発信に努めています。

研究室パーティ（2019年）

1978年：宮崎県に生まれる
2001年：九州大学農学部卒業
2006年： 九州大学大学院博士後期課程

修了
2006年：九州大学熱帯農学研究センター
2012年：九州大学農学部
2014年：東京農工大学農学部

福田　信二

研 究 室：http://shinjifukuda-medaka.com/
研究者情報：https://kenkyu-web.tuat.ac.jp/Profi les/50/0004981/profi le.html
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研究事例紹介

　私の実家は、小さいながらも水田を所有しており、幼少の頃から遊び場として接してきました。
昔から魚好きであったため、水田に水を張っている時期には魚を探したり、実家の目の前にあるた
め池で釣りに興じたりしていました。その一方で、水路の改修が進み、水質悪化とあいまって生き
物の姿が消えていき、外来種の移入によりため池の在来種が駆逐されてしまった様子も目の当たり
にしてきました。このような経験が、原体験として私の教育研究の基礎になっています。
　農業は、水や土、作物などの自然資源に依存する生産活動ですので、限られた資源を有効利用し
つつ、生産性向上と環境との調和を両立させる必要があります。そこで、私たちは、農業－水－生
態系の調和を目標に、農業水路や水利施設周辺の水域における魚類生息環境の高精度モデリングに
取り組んでいます。言い換えると、ある魚を保全しようとする際に、どのような環境を維持・創出
すればよいのかについて検討することが研究の中心です。そのために、生物の多様性だけでなく、
物理環境の多様性や時間的・空間的な変動を理解し、モデル化するために、数学的手法の応用にも
取り組んでいます。実は、昔から数学や物理は大の苦手だったのですが、水路や河川における魚の
生活や農業における水利用と施設の設計・維持管理について勉強する過程で、その重要性と面白さ
を感じるようになりました。この感覚は、様々な農業水利の現場を見学させて頂くなかでさらに強
くなってきています。
　さて、私の研究室では、生態水理学（Ecohydraulics）とエコインフォマティクス（Ecoinformatics）
を基軸として研究しています（図 1）。生態水理学とは、生き物について研究する生態学と水の流

生態水理学（Ecohydraulics）と
エコインフォマティクス（Ecoinformatics）

図 1　研究概要
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れを科学する水理学を融合した研究分野として捉えることができ、生物学者や生態学者、地形学者、
堆積学者、水文学者、水理学者に加えて、河川技術者と水資源管理者が共同することにより、自然
環境の保全と人間の水利用の調和に貢献する基礎的・応用的研究として位置付けることができます。
エコインフォマティクスとは、生態学に関する様々なデータを収集し、情報科学の諸技術を使って
解析する一連の研究です。最近流行のAI（人工知能）も中心的な研究手法の一つです。生態水理
学とエコインフォマティクスは相性が良いため、私たちの研究室では様々な技術を適材適所で研究
に適用しています。最近では、先進的な計測技術の進歩によって、高解像度かつ高精度の環境計測
が可能になってきていますので、その応用にも積極的に取り組んでいます。
　それでは、ここからは私の研究室の学生が主体的に取り組んでいる研究の一部について紹介させ
て頂きます。私たちにとっての身近な水辺である府中用水および矢川には、様々な淡水魚が生息し
ており、同じ調査地点でも季節や通水量の違い等によって生息している魚種が異なります。例えば、
府中用水は 5月から 9月の灌漑期のみが通水されていますが、湧水河川である矢川は通年通水であ
るため、府中用水との合流点より下流は水が枯れない水路も存在します。この水域に生息する淡水
魚が研究対象です。
　ここでの主役は、ホトケドジョウという絶滅危惧種です。この魚は、谷戸のような湧水環境に分
布していることが知られています。湧水環境という点では共通していますが、私たちの研究対象地
域では崖線沿いの流速が大きい環境も含まれており、既往の報告とは大きく異なる生息環境でした。
そこで詳細な生息環境条件について評価するために、矢川全域における網羅的な調査を実施し、毎
月の調査を 3年間継続しました。その結果について、成魚（全長 4 cm以上）と未成魚（全長 4 cm
未満）を区分して解析したところ、成長段階によって生息環境特性が異なることが明らかになりま
した。結果として、成魚と未成魚がともに高流速域に分布するという結果が得られたため、室内開
水路実験によりホトケドジョウの遊泳能力（臨界遊泳速度CSS）を評価しました。その結果、平均
CSSが17.2cm/s程度であることが分かり、高流速域に設置した粗石や植生周辺に形成された緩流域
によって長時間の定位が可能であることが確認されました。したがって、矢川においても同様のメ
カニズムによって高流速域でのホトケドジョウの生息が可能になったものと推察されます。
　ホトケドジョウは、府中用水に流れ込むママ下湧水群近辺にも生息することが分かっております
が、矢川と府中用水の間をどのように行き来しているのかが不明でした。そこで、月 1回 5日連続
で魚の遡上・降下を観測しました。 2年間の観測結果から、遡上よりも降下の方の個体数が大きい
こと、成魚・未成魚ともに水温上昇期に活発に遡上・降下していること、水温低下期には成魚も降
下することが明らかになりました。このような結果は、観測データからは不明瞭だったため、機械
学習を用いて解析することにより定量評価が可能になりました。
　このように、私たちは室内実験や現地調査を実施し、そのデータに対して機械学習をはじめとす
る各種のデータ駆動解析を適用することによって、新しい知見の集積を目指しています。そのため
には、生態学的な知識に加えて、工学・情報学的な知識も必要です。また、農業農村地域での研究
展開のためには、農業における水利用やそのための施設の設計や維持管理に加えて、地域の環境条
件や人々の生活等についても理解を深める必要があります。これからも全国各地の農業水利施設と
その運用を見学しながら、学生とともに教育研究を実践していきますので、今後ともよろしくお願
い申し上げます。
　最後に、当研究室を紹介する貴重な機会を頂きました土地改良建設協会の皆様に心より御礼申し
上げます。
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した。結果として、成魚と未成魚がともに高流速域に分布するという結果が得られたため、室内開
水路実験によりホトケドジョウの遊泳能力（臨界遊泳速度CSS）を評価しました。その結果、平均
CSSが17.2cm/s程度であることが分かり、高流速域に設置した粗石や植生周辺に形成された緩流域
によって長時間の定位が可能であることが確認されました。したがって、矢川においても同様のメ
カニズムによって高流速域でのホトケドジョウの生息が可能になったものと推察されます。
　ホトケドジョウは、府中用水に流れ込むママ下湧水群近辺にも生息することが分かっております
が、矢川と府中用水の間をどのように行き来しているのかが不明でした。そこで、月 1回 5日連続
で魚の遡上・降下を観測しました。 2年間の観測結果から、遡上よりも降下の方の個体数が大きい
こと、成魚・未成魚ともに水温上昇期に活発に遡上・降下していること、水温低下期には成魚も降
下することが明らかになりました。このような結果は、観測データからは不明瞭だったため、機械
学習を用いて解析することにより定量評価が可能になりました。
　このように、私たちは室内実験や現地調査を実施し、そのデータに対して機械学習をはじめとす
る各種のデータ駆動解析を適用することによって、新しい知見の集積を目指しています。そのため
には、生態学的な知識に加えて、工学・情報学的な知識も必要です。また、農業農村地域での研究
展開のためには、農業における水利用やそのための施設の設計や維持管理に加えて、地域の環境条
件や人々の生活等についても理解を深める必要があります。これからも全国各地の農業水利施設と
その運用を見学しながら、学生とともに教育研究を実践していきますので、今後ともよろしくお願
い申し上げます。
　最後に、当研究室を紹介する貴重な機会を頂きました土地改良建設協会の皆様に心より御礼申し
上げます。

土地改良建設協会では、「農業農村工学系の技術者育成、確保に向けた連携協定」に
基づき農業農村工学会とともに、学生に就職情報やイベント情報などを発信するため
のLINE公式アカウントを設けました。
農学部系の学生の皆さんにお知らせ下さい。 れを科学する水理学を融合した研究分野として捉えることができ、生物学者や生態学者、地形学者、

堆積学者、水文学者、水理学者に加えて、河川技術者と水資源管理者が共同することにより、自然
環境の保全と人間の水利用の調和に貢献する基礎的・応用的研究として位置付けることができます。
エコインフォマティクスとは、生態学に関する様々なデータを収集し、情報科学の諸技術を使って
解析する一連の研究です。最近流行のAI（人工知能）も中心的な研究手法の一つです。生態水理
学とエコインフォマティクスは相性が良いため、私たちの研究室では様々な技術を適材適所で研究
に適用しています。最近では、先進的な計測技術の進歩によって、高解像度かつ高精度の環境計測
が可能になってきていますので、その応用にも積極的に取り組んでいます。
　それでは、ここからは私の研究室の学生が主体的に取り組んでいる研究の一部について紹介させ
て頂きます。私たちにとっての身近な水辺である府中用水および矢川には、様々な淡水魚が生息し
ており、同じ調査地点でも季節や通水量の違い等によって生息している魚種が異なります。例えば、
府中用水は 5月から 9月の灌漑期のみが通水されていますが、湧水河川である矢川は通年通水であ
るため、府中用水との合流点より下流は水が枯れない水路も存在します。この水域に生息する淡水
魚が研究対象です。
　ここでの主役は、ホトケドジョウという絶滅危惧種です。この魚は、谷戸のような湧水環境に分
布していることが知られています。湧水環境という点では共通していますが、私たちの研究対象地
域では崖線沿いの流速が大きい環境も含まれており、既往の報告とは大きく異なる生息環境でした。
そこで詳細な生息環境条件について評価するために、矢川全域における網羅的な調査を実施し、毎
月の調査を 3年間継続しました。その結果について、成魚（全長 4 cm以上）と未成魚（全長 4 cm
未満）を区分して解析したところ、成長段階によって生息環境特性が異なることが明らかになりま
した。結果として、成魚と未成魚がともに高流速域に分布するという結果が得られたため、室内開
水路実験によりホトケドジョウの遊泳能力（臨界遊泳速度CSS）を評価しました。その結果、平均
CSSが17.2cm/s程度であることが分かり、高流速域に設置した粗石や植生周辺に形成された緩流域
によって長時間の定位が可能であることが確認されました。したがって、矢川においても同様のメ
カニズムによって高流速域でのホトケドジョウの生息が可能になったものと推察されます。
　ホトケドジョウは、府中用水に流れ込むママ下湧水群近辺にも生息することが分かっております
が、矢川と府中用水の間をどのように行き来しているのかが不明でした。そこで、月 1回 5日連続
で魚の遡上・降下を観測しました。 2年間の観測結果から、遡上よりも降下の方の個体数が大きい
こと、成魚・未成魚ともに水温上昇期に活発に遡上・降下していること、水温低下期には成魚も降
下することが明らかになりました。このような結果は、観測データからは不明瞭だったため、機械
学習を用いて解析することにより定量評価が可能になりました。
　このように、私たちは室内実験や現地調査を実施し、そのデータに対して機械学習をはじめとす
る各種のデータ駆動解析を適用することによって、新しい知見の集積を目指しています。そのため
には、生態学的な知識に加えて、工学・情報学的な知識も必要です。また、農業農村地域での研究
展開のためには、農業における水利用やそのための施設の設計や維持管理に加えて、地域の環境条
件や人々の生活等についても理解を深める必要があります。これからも全国各地の農業水利施設と
その運用を見学しながら、学生とともに教育研究を実践していきますので、今後ともよろしくお願
い申し上げます。
　最後に、当研究室を紹介する貴重な機会を頂きました土地改良建設協会の皆様に心より御礼申し
上げます。
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