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「持続可能な水利用を実現する
革新的な技術とシステム」 研究領域



　今日、異常気象、都市化、人口増加などの影響から、世界各地で水不足や水質汚染が懸念され、安全・安心な水の安定的供給が強く
求められています。清澄な水資源に制限のある地域においては、水の一過型利用から脱却し、水質に応じた水の使い分けや、カスケー
ド的な利用により水量を確保すること、また、最小のエネルギーで目的の水質の水を得て有効利用することが重要となります。この新
たな水循環システムを構築するためには、水の量的管理から質的管理への転換を図ることが重要です。
　そこで本研究課題では、「膜分離技術」と「バイオテクノロジー」を基盤技術として積極的に活用・融合を図り、革新的水処理技術の
創出および処理水（再生水）の迅速かつ正確な安全性評価手法の開発を目的として、研究を実施しました。具体的には、水循環システ
ム構築に必須である自律・分散型の先端的水処理技術により処理された下・廃水（再利用水）の安全性評価・管理手法の開発を行いまし
た。下・廃水の処理水（再利用水）中の微量汚染化学物質リスク評価のために、トキシコゲノミクス的アプローチを用いた新規多指標
型毒性評価法を、病原微生物（ウイルスおよび細菌）リスク評価のために、腸管系ウイルスの新規感染性評価法の確立を目指しました。
　提案する水循環システムが構築されれば、水需要の大部分を占める非飲用系の用水には、高度に処理した下・廃水（再利用水）を用い、
飲料用系の用水には河川上流部や地下水などの清澄な水源を用いるとともに、精密な浄水処理をして供給する新しい都市水循環システ
ムの構築が可能となります。
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研究領域の概要／研究代表者と課題概要

　本研究領域は、現在抱えている、あるいは気候変動などによって将来さらに深刻化すると予想される国内外の様々な水問題への適応
策となる、物理的・社会的な水利用システムの創出を目指します。革新的な水処理技術や水資源管理システムによって、 水供給、排出、
再利用、資源回収における、水の質と量の統合的な最適化を行い、エネルギー、コスト、環境負荷、健康・環境への安全性、 地域社会
の状況などの観点からもっとも合理的で持続可能な水資源の利用システムを提起する研究で、かつ、実社会への適用性を十分に配慮した 
研究を対象とします。
　具体的には、膜、オゾン、セラミックスなどによる高度処理に関する基盤要素技術開発とそれらの利用システム技術、 水質評価手法、
成熟度の高い技術と革新的技術との統合化による上水、下水、工業用水、農業用水、工場排水などの造水・処理・循環・資源回収シス
テム、 地下水の利用も含めた水圏の総合的水資源・水環境管理、水質管理システム、また、新しい原理による革新的な浄水・造水・水
利用技術の開発などに関する研究が含まれます。

研究領域の概要
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水循環の基盤となる革新的水処理システムの創出

※所属・役職は研究終了時点のものです。
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研究代表者と課題概要

CREST「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」領域では、17の研究チームが互いに連携を図
りながら、以下の研究代表者のもと、下のような様々なジャンルの研究課題に取り組み成果を挙げている。
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17研究課題の分野別配置図



　20 世紀、都市で使われた水は、下水道に取り込まれ、下水処理水のほとんどは水環境に捨てられてきました。20 世紀に
発達したこのような「一過型」の水利用システムは、水供給における莫

ばく

大
だい

なエネルギー消費、都市排水の集中、大量取水
による河川水量の減少等、様々な問題を抱えています。｢20 世紀型｣ の都市水利用システムの問題を解決し、かつ世界的に
21 世紀に予想される水資源の量的不足と質的悪化に対応するために、「21 世紀型」都市水循環利用システムを構築する必
要があります。都市の排水は、安定した水源であり、需要と供給が近いため、水資源の確保、水環境への負荷とエネルギー
利用の削減が期待されますが、同時に水の循環利用には、再生水のもつ危険性や利用の限界性を考慮する必要があります。
　そこで本研究課題では、産官学を含む 8 つのグループが有機的・効率的に連携して体系的に研究を進め、下水や下水処理
水を再利用するための「新たな水処理システム」の開発に取り組みました。具体的には、水処理への適用の需要が急速に高まっ
ている膜処理技術やオゾン・UV 等の酸化処理技術を組み合わせた水処理システムを開発し、微量化学物質や病原微生物な
どの処理性能、ファウリングなどの運転性能、生み出される再生水のヒトや水生生物へのリスク、使用されるエネルギーの
観点から、水処理システムを評価しました。また、水処理システムの国内外への適用性を検討しました。これらにより、最
適な都市水循環システムの構築に資する成果が得られました。

　世界は水危機に直面しており、地球上における水資源の持続可能性が懸念されています。しかし、その実態は未だ不明な
部分が多く、持続可能な水利用のための長期的ビジョンが描けていません。そこで、本研究チーム〔東京工業大学、神戸大
学、大阪府立大学、国立環境研究所、北海道大学、東京大学〕では、世界の水危機の現状と将来像を描いた上で、世界のど
こで持続可能でない水利用が行われているのか、それがどのようにして深刻化しそうかを知り、この危機を緩和もしくは回
避する方策、すなわち持続可能な水利用を可能とするための道標を示すことを目標として、研究を進めてきました。
　河川水や地下水を農地に導く灌

かん

漑
がい

農業は、天
てん

水
すい

農業と比較して格段に高い生産性を誇ります。一方で、灌漑農業こそが、
世界の水資源のほとんどを消費しているのです。このことに注目し、私たちは世界の灌漑農地が水資源逼

ひっ

迫
ぱく

や地下水の過剰
汲み上げに与えてきた影響について、数値シミュレーションを進めてきました。結果として、各地域での水利用の脆

ぜい

弱
じゃく

性や、
今後どの程度の非持続的な取水を増加せざるを得ないかが推計されました。このような全球評価の一部として、①農地の持
続的生産、②生態系に着目した水環境、③ストック型水資源（山岳氷河・雪氷および地下水涵養）の持続性という 3 つの
側面からもアプローチしてきました。水危機の回避のために、技術的な対応だけでなく、制度設計を中心とするソフトな対
応策の各地域への適用可能性についても提案しました。
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　間伐や枝打ちなどの手入れの不足した人工林では、何が起こっているのでしょうか？　過密に生い茂った人工林は、遠目には
緑で覆われていても、その林の中には日光が届かず、下草が育たないために土壌がむき出しになっています。そこでは、土壌
の浸透能が低下し、表面流や土砂侵食が増加していました。すなわち、森林の水源涵

かん

養
よう

機能が損なわれていたのです。我々は前
CREST 研究課題※1において、このような「緑の砂漠」となった荒廃人工林の実態を明らかにしてきました。一方、近年の気候変
動により、渇水や集中豪雨のリスクが増大していることから、人工林のもつ水源涵養機能の重要性はより一層高まっています。つ
まり、人工林の適切な管理は、水質向上と水供給の安定化を図る、持続可能な水資源管理法となる可能性があるのです。
　そこで、我々は荒廃人工林の管理方法として、ただの間伐ではなく、本数で 50 ～ 60％の強度間伐を提案しました。これは、
管理放棄された人工林でも速やかに下草が回復することが期待される間伐率で、間伐遅れを一気に解消することから、近年実施
されつつある方法です。しかし、強度間伐による風害や材質への影響調査はされているものの、水資源や水循環への影響を実証
した例はほとんどありません。本研究課題では、地質などの環境条件が異なる 5 つの地域（栃木、愛知、三重、高知、福岡）に
おいて強度間伐を実施し、その前後の水循環の長期観測を行うとともに、水利用効率を最大化する森林の維持管理方法も併せて
検討しました。
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荒廃人工林の管理による流量増加と河川環境の改善を図る革新的な技術の開発

世界の持続可能な水利用の長期ビジョン作成

鼎 信次郎

田中 宏明

21 世紀型都市水循環系の構築のための水再生技術の開発と評価

地域水資源利用システムを構築するためのIntegrated Intelligent Satellite System（IISS）の適用
　世界中で顕在化する水問題を解決するためには、地域規模で生活排水を適切に処理し、かつ処理水を有効活用（①水不足対策の
ために生活用水として活用、②河川流量維持水や親水利用として活用）することが必要です。我々は、複数の膜技術を統合した水
処理システム〔膜分離活性汚泥法（MBR）＋逆浸透膜法（RO）〕を開発して地域内に分散配置し、使用用途に応じ適切な水質の処
理水を提供できる環境をつくることが重要であると考えています。さらに、成熟度の高い自然エネルギー活用技術や、分散配置する個々
の膜処理施設を有機的につなぐ情報管理技術を融合することで、強固なシステムとすることができます。我々は、この独創的な地域
水資源利用システムを「Integrated Intelligent Satellite System（IISS）」と呼び、IISS の構築を目指して研究開発を行ってきました。 
　IISS の中核は、膜を用いた水処理技術であり、安定的な運用のためにはファウリング（膜汚れ）を抑制する技術の開発が必要です。
我々は、ファウリング抑制膜の設計開発手法の確立、さらには新しいファウリング抑制 MBR の開発を行ってきました。また、ファ
ウリングによるろ過圧上昇の長期予測が可能なケモインフォマティックモデルの開発に成功しました。さらにオゾンマイクロバ
ブルを用いて、再生水の水質を制御する手法を確立しました。これらの成果のもと、中国で IISS のサテライト施設を設置し実証
試験を行いました。実証試験で得られた再生水を用いてヒト正常細胞による長期継代培養試験を行ったところ、有害性は検出さ
れず、安全なシステムであることが示されました。 
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気候変動を考慮した農業地域の面的水管理・カスケード型資源循環システムの構築

気候変動に適応した調和型都市圏水利用システムの開発

古米 弘明

池田 宰

ナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合による革新的な水処理微生物制御技術の開発

都市地下帯水層を利用した高度リスク管理型水再利用システムの構築

　農業地域は、再生可能なエネルギー・資源としての水やバイオマスを豊富に有する一方で、施肥、家畜排
はい

泄
せつ

物、農業系廃
棄物等に起因する水質汚染に対しては、汚濁物質の排出源が面的に分散していることから対策が困難な現状にあります。本
研究課題では、分散した汚濁物質の排出源に対応した「面的な水再生技術の開発」ならびに多様な質をもつバイオマス資源
に対応した「カスケード型資源循環システムの開発」という全体コンセプトを提案し、農業地域の水質汚染抑制と付加価値
創出を同時に実現することを目指した研究を行いました。
　農耕地での施肥に由来する地下水汚染の問題に対しては、クリーニングクロップと呼ばれる浄化用作物を活用することに
より、商品作物を栽培した後の硝酸性窒素の地下への流出を 80％以上削減するとともに、収穫したクリーニングクロップ
から乳酸カルシウムを生成する技術の開発を行いました。畜産糞

ふん

尿
にょう

に由来する水質汚染の問題に対しては、尿から遅効性肥
料を合成する技術やリンを回収する技術を開発するとともに、尿中の医薬品有効成分を除去する技術を開発しました。また、
牛糞の焼却灰を水洗して脱塩精製することにより、リン肥料としての各種基準を満たすとともに95％以上のリン回収率を得
ることができました。農業系廃棄物に由来する水質汚染の問題に対しては、廃棄ユズ果皮やソウダガツオ煮汁を養殖魚飼料
に添加することで廃棄物・廃水の削減と同時に養殖魚の価値を向上できることを明らかにしました。

　人口が集中するアジア大都市圏では、安全な都市用水を安定的に供給することが求められています。しかし、現在依存し
ている水資源は脆弱であり、気候変動の影響を受けてさらに水資源の局在化が進行すると、水資源の安定的確保がますます
困難になることが懸念されます。水資源の局在化に対応し、安全で安定な都市用水を確保するためには、河川水やダム水な
どの「表流水」に加えて、都市に存在する貴重な水資源である「雨水」、「地下水」、下水処理水を高度処理した「再生水」
の利用可能性を議論することが必要です。ところが、都市の自己水源ともいえるこれらの “ ユビキタス型水資源 ” については、
水量・水質の情報が不足しています。また、気候変動によって流域の水資源がどのような影響を受けるのか、そして、その
水資源と都市の自己水源とをどのように調和させて活用すべきなのか、などが課題となってきます。
　そこで本研究では、従来の都市水利用システムを見直し、気候変動に適応可能な新たな「都市圏水利用システム」を提示
するための研究を行いました。この新しいシステムでは、多様な水資源の量・質と都市内における利用用途とのベストマッ
チを図ることで、需要と供給の調和がとれた水資源の適正配置を達成します。日本の荒川流域とベトナムのホン川流域とい
う、モンスーンアジア圏にあって経済や人口の成長段階が異なる二つの都市圏流域を対象フィールドとして選定し、それぞ
れに適した水利用戦略を検討しました。

　下水、廃水などの浄化処理の主流技術である活性汚泥法は、微生物の機能を利用した水処理技術です。これまで、様々な技術開発によ
り最適化が進み、完成度の高い技術となっています。しかし、利用している微生物の種々の活性そのものを制御する技術開発はそれほど
行われてきていません。したがって、水処理微生物制御技術の開発は革新的な水処理技術の開発に資すると考えられます。一方、膜分離
活性汚泥法（Membrane Bioreactor：MBR）や種々の水処理に膜を用いる技術開発が進んでいますが、処理の現場では膜上に付着する
微生物がその膜上に形成するバイオフィルムにより発生する目詰まりであるバイオファウリングへの対策が重要な課題となっています。
　一番単純な生物群である細菌も、実にいろいろな機構を駆使して多様な環境中における生存戦略をとっています。これまで高
等生物のみの機能と考えられてきた個体間での情報伝達であるコミュニケーション機能が、細菌にも存在していることが分かっ
てきました。このコミュニケーション機能はクォーラムセンシング（Quorum Sensing：QS）と呼ばれ、細菌の物質分解能や物質
生産能、バイオフィルム形成能、病原性の発現など、様々な機能を QSの制御下で行っていることが明らかとなってきています。
　そこで本研究課題では、細菌のコミュニケーション機能をナノテクノロジーとバイオテクノロジーを駆使して制御することに
より、水処理微生物の活性を制御する技術開発やバイオフィルム形成制御、バイオファウリング対策を可能にする技術開発を目
的として研究を行いました。

　気候変動により降雨量の時間的変動の増大やそれに伴う水質変動が予想され、良質な水道原水の確保が困難になると予想
されます。この問題を解決する方法として、雨水や地下水の効率的利用、さらには下水処理水の再生利用が考えられますが、
雨水および地下水については緩和策としての一定の効果は期待できるものの、これら自体が気候変動によって大きな影響を
受ける水源であり、過大な期待はできません。また、安定した水量確保の点では下水処理水の再利用は有効ですが、極端な
乾燥・水資源枯渇地域で実施されている再利用方法は高コストおよび高エネルギー消費、リスク管理手法の未整備という大
きな問題を抱えています。
　本研究課題では、安定した水量確保の観点から下水処理水の再利用を軸として、さらにできる限り自然の力に委ねた土壌浸透処
理を組み込んだ都市内水循環システムの構築を目指しました。まず、土壌浸透処理の処理条件、処理すべき化学物質の選定とその
処理性能、ならびに化学物質・微生物リスクの評価に関する課題について、パイロットスケールの実験に基づいて検討を行いました。
そして、化学物質の除去効果が非常に高いことや、病原ウイルスの除去効果は低かったため浄水処理による不活化が重要であるこ
となど、様々な化学物質、微生物に関する定量的な解答を得ることができました。これら土壌浸透処理の成立要件を整理した上で、
ヒトへの健康リスク、エネルギー消費量の両観点から実効性の高い実装シナリオをモデル計算により提案しました。

研究代表者と課題概要

※1 「水の循環系モデリングと利用システム」領域／平成15 年度採択研究課題「森林荒廃が洪水・河川環境に及ぼす影響の解明とモデル化」
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研究代表者と課題概要

埼玉大学
大学院理工学研究科
教授

研究期間：
平成22年10月〜
平成28年3月

小松 登志子

東京大学
大学院工学系研究科
教授

研究期間：
平成22年10月〜
平成28年3月

三宅 亮

東京農工大学 
大学院農学研究院 
教授

研究期間：
平成22年10月〜
平成27年3月

熊本大学
大学院自然科学研究科
教授

研究期間：
平成22年10月〜
平成28年3月

地圏熱エネルギー利用を考慮した地下水管理手法の開発

超節水精密農業技術の開発

澁澤 栄

嶋田 純

地域水循環機構を踏まえた地下水持続利用システムの構築

モデルベースによる水循環系スマート水質モニタリング網構築技術の開発

東北大学
未来科学技術共同研究センター
教授

研究期間：
平成23年10月〜
平成29年3月

大村 達夫

広島大学
大学院工学研究院
教授

研究期間：
平成23年10月〜
平成29年3月

都留 稔了 

東京大学
生産技術研究所
人間・社会系部門
教授

研究期間：
平成23年10月〜
平成29年3月

京都大学
大学院農学研究科
教授

研究期間：
平成23年10月〜
平成29年3月

迅速・高精度・網羅的な病原微生物検出による水監視システムの開発

安全で持続可能な水利用のための放射性物質移流拡散シミュレータの開発

沖 大幹  

小杉 賢一朗

良質で安全な水の持続的な供給を実現するための山体地下水資源開発技術の構築

多様な水源に対応できるロバストRO/NF膜の開発

　地中熱利用ヒートポンプなどの地圏熱エネルギー利用システムの実用化が急速に進んでいます。それに伴って地中の熱的環境が変化する
と、地下水水質や地下生態系が影響を受ける恐れがありますが、その影響については明らかにされていません。本研究課題では、地下の温
度変化が地下水水質や微生物叢

そう

に及ぼす影響を明らかにし、その影響を抑制するための地下水利用・管理手法の開発を目的としました。本
研究は、埼玉県南部（埼玉大学）、東京西南部（日本大学、東京農工大学）の 3 サイトを対象に行いました。
　我々は世界で初めて、地下への熱負荷・放冷を繰り返す熱負荷試験を行い、地下水水質と微生物叢変化を長期観測しました。この貴重なデー
タを基に、地下水の温度変化に影響される成分（特にホウ素・ヒ素）および特定微生物群を見いだしました。 
　埼玉県南部と東京西南部の地層について、3 次元地質構造モデルを作成しました。また、その地層に存在する元素および微生物の分布を国内で
初めてインベントリ（データベース）にまとめました。これらから、浅部地下における物質の空間分布を推定することができるようになりました。  
　長期間にわたる地中熱利用が、地下水の温度・水質に与える影響を予測・評価できるシミュレーション技術（アセスメントツール）を構
築しました。
　上述の「3 次元地質構造モデル」、「インベントリ」、「アセスメントツール」を利用することで、より高度な地下水利用・管理手法の決定
が可能となりました。

　世界の淡水利用の 7 割を占める農業用水の利用効率改善は、水不足と食料不足が危
き

惧
ぐ

されている今日、地球規模の緊急な社
会的課題となっています。水資源の偏在や環境保全への配慮、および乾燥地などにおける有効な水利用を考えますと、ダム建
設や灌漑施設のような供給力の強化のみでなく、作物に必要な水を適切に供給する需要対応型の節水農業が期待されます。
　そこで本研究課題では、乾燥地で利用可能な高効率水利用の節水農業技術の開発を試みました。開発した基礎技術は、作
物の吸水に対応して微少な毛管給水ができる節水地中灌漑システム、植物工場稼働のための省エネルギー水利用システム、
そして高効率な水管理システムによる節水栽培技術です。
　応用場面を想定すると、次のような姿になります。少量の水を毛管給水して湿った土壌領域をつくります。周囲は乾燥し
ています。そこに作物を育てます。根域のみを湿らすように作物の吸い取った水量に応じて、給水を続けます。音波振動を
使って土中の湿った領域を観測し、給水に無駄のないように管理します。また、音波振動を使って茎葉部の水ストレスを検
知し、給水の程度を管理します。温室は、作物生育に効率のよい温度・湿度の管理がなされ、バイオ資源を利用した使用水
や汚染水の浄化と水循環が実現されます。このような温室が複数無駄なく管理され、水の供給が困難な地域でも食料生産が
行われます。

　湿潤温帯に属する日本では水循環は極めて活発なため、地下水の帯水層構造と循環様式を把握して適切に管理すれば、地下水の水
量についての持続的利用は可能です。また、近年世界的に大きな話題になっている地下水中の硝酸性窒素による水質汚染に対しても、
それらの起源は、施肥や畜産廃棄物・下水道といった地表面における人間による生産活動や農業活動に起因していることが分かって
いるので、的確な水質モニタリング網を構築してこれらの発生機構・変動プロセスを把握するとともに、それらを踏まえてそれぞれ
の地域の帯水層特性に応じた水質改善策を構築することで、地下水質についての持続的地下水利用システムの構築が可能です。
　本研究課題では、わが国の中でも特に地下水利用が盛んな熊本地域・都

みやこのじょう

城 地域・筑後川扇状地など（いずれも九州内）を選び、
まず、それまでそれぞれの地域で蓄積されてきた地下水流動の観測情報を用いて、精緻な 3 次元地下水流動モデルを構築しまし
た。さらに、地下水とともに流動する保存性のよい環境トレーサー物質の動きの再現性によってこのモデルの妥当性を検証し、
より現実に対応できる 3 次元地下水流動モデルを構築しました。また、構築された地下水流動モデルに各地域における地表か
らの窒素負荷を与えて、地下水帯水層中での希釈や脱窒効果を含む硝酸イオン濃度の変遷を再現しました。
　それらの結果を踏まえて、これまで各地域で個別に実施されていた地下水量評価・水質負荷軽減の開発研究を統合できるよ
うな、量・質両面からの持続的な地下水利用システム構築の提案を試みました。

　ノロウイルスやロタウイルスなどの病原ウイルスが原因の感染性胃腸炎の流行は毎年繰り返し起こり、年間1000万人以上
の患者数と1000億円以上の医療費が社会的費用として費やされています。さらに、感染性胃腸炎は患者に一定期間の苦痛を
強いるとともに労働力を消失させ、医療費以外に社会的・経済的損失も非常に大きいと判断されます。その上、感染性胃腸
炎の流行リスクは高齢化、国際化、温暖化という社会的かつ地球的課題により増大する方向に向かうことが予想されます。
　感染性胃腸炎のリスクを低減し健康な社会を創造していくには、本研究プロジェクトで開発する迅速・高精度・網羅的な
病原ウイルスの検出・定量技術を流入下水中の病原ウイルス濃度のモニタリングに適用し、感染性胃腸炎流行の危険を事前
に社会へ周知する水監視システムを社会へ実装することが最も確実であると考えています。また、この水監視システムは社会
における多様な病原ウイルスによる感染症の動向や新たな病原ウイルス出現の把握などについても貢献できるシステムです。
　水監視システムを実装した地域社会は、感染性胃腸炎の流行に抵抗力があり、高齢化や人口減少が顕著な地域社会を衰退
から繁栄へと方向転換できると考えています。また、地域社会の基盤は様々な産業（商業、工業、農業、水産業、観光業な
ど）であり、これらの産業が健康な地域づくりによって活性化され、地域に安心で安全な農水産物、魅力的な観光、新たな
商工業の移入の実現にも貢献できると思います。

　2011 年 3 月の東北地方太平洋沖地震による津波で東京電力福島第一原子力発電所事故が生じ、放出された放射性物質によっ
て水道水が広範囲で汚染された事象への、より的確な対応を目指して実施したのが本研究です。
　存在量はわずかながら半減期の長い同位体であるヨウ素129（129I）の採取分析から、事故当初の主要な被ばく要因であった
にもかかわらず半減期が短く観測が限られていたヨウ素131（131I）の分布が推計され、また、現地観測によって首都圏におけ
る水と土砂の移動に伴う放射性物質の流域全体における動態も明らかとなりました。そうした知見に基づいて構築した放射性
物質の移流拡散シミュレータでは、算定沈着量の空間分布が航空機観測による推計値と概ね対応するだけでなく、各都道府県
で観測された時系列変化を的確に再現でき、さらには東京都市圏の金
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浄水場における放射性物質濃度の時間変
化も精度よく推計できるようになりました。
　また、福島市、東京、大阪の市民を対象に、公表された飲食物中放射性物質濃度と出荷データを用いて、飲食物由来の放射性ヨウ
素と放射性セシウムの曝露量（被ばく量）を推計する手法を開発し、実際の家庭での食事をサンプリング調査した結果などと比較し
たところ妥当な結果が得られ、迅速な対応がもたらす曝露量軽減への寄与も明らかとなりました。さらに、これらの成果を統合して、
仮想的な原発事故状況下における飲食物由来の被ばく量の推定手法や、規制による削減効果の評価方法を確立することができました。

　森林が生育した山地斜面では、地表を覆う厚さ 1m ほどの森林土壌に雨水が貯留され、ゆっくりと河川に流出すると説明されてきまし
た。しかし、最新の研究では、実際はかなりの量の雨水が基岩に浸透し、山体地下水として貯留されていることが明らかになりつつあり
ます。本研究課題では、良質で安全な水の持続的な供給を実現するために、山体地下水を水資源として評価し、探査・開発する技術を構
築することを目的としました。
　その成果として、急峻な地形を呈する中山間地が、豊富な山体地下水に恵まれた地域であることが分かりました。また、詳細な地質・水文調
査によって、山体地下水の存在状況や水質を解明しました。さらに、山体地下水資源をより簡便に調査するための手法を提示しました。山体地
下水は斜面崩壊の誘因ともなることから、地下水開発による斜面安定化の評価や、土砂災害に対する警戒・避難をサポートするシステムの開発
も行いました。最後に、実際に集水ボーリング孔により集められた水の量と質を継続的に調査した結果に基づき、本成果の有効性を検証しました。
　山体地下水は、個々の規模は大きくはありませんが、日本の国土の約 73％が山地によって占められていることから、水循環や雨水の貯留
に大きな役割を果たしていると考えられます。本研究課題の技術が全国的に展開されれば、大型貯水施設による大規模水資源開発への依
存度が低下し、環境・生態系への負荷の軽減、水資源の多様性の確保・汚染リスクの分散、浄化コストや給水コストの削減、エネルギー消
費量の削減、中山間地の安全で豊かな生活の実現、といったインパクトをもたらす可能性が考えられます。

　安心・安全な水や、おいしい水など、水に対するニーズは地域・国によって様々です。そのニーズに応え、無駄のない水
利用環境を実現するためには、地域ごとの水圏、上下水など水循環系全般にわたり、水質をきめ細かく管理するための地域
固有のモニタリング網の構築が望まれます。要となるのは、地域ニーズに即した水質情報を継続的に捉えるためのオーダー
メードの水質計です。ただし現状では、地域ごとにオーダーメードの水質計を開発・提供することはコストの面で容易では
ありません。
　そこで我々の研究グループでは、モデルベースによる設計開発手法を水質計の設計・開発環境に適用しました。まず水質
計の仮想モデルを作成し、試作する前にコンピュータ上で、ある程度の性能検証を行います。次に検証の終わった仮想モデ
ルの設計情報を基に、積層造形技術（3D プリンタ）等を用いて、水質計試作機を一気に製作します。本開発環境を利用し
て実際に残留塩素、硝酸態窒素、クロラミン、細菌数、リン酸等を対象とした多種類の水質計を試作し、従来、月単位で必
要であった設計から試作までの期間を数日程度まで大幅に短縮可能であることを実証しました。
　また、複数台の超小型水質計を相互に離れた場所に設置して、有線ネットワークと無線を組み合わせた遠隔監視システム
を構築、遠隔での水質情報の取得を試み、無人・無線で計測する上での諸課題の摘出と解決策の提案・検証を実施しました。

　人口増加や経済発展、気候変動などの理由から、水資源を巡る問題は年々厳しさを増しています。こうした中で、これま
で利用されてこなかった汚濁の進んだ水を再生・再利用することの重要性が一層高まっています。膜分離技術、中でも逆浸
透（RO）膜やナノろ過（NF）膜による高度処理プロセスは、多様な水源を用いた健全かつ持続可能な水利用を実現する上
で必要不可欠な技術です。しかし、RO/NF 膜を用いた水処理システムでは、原水に含まれる微生物や有機物、懸濁粒子な
どによるファウリング（目詰まり）の発生とその対策が大きな課題となっています。
　そこで我々は、高濃度の塩素や高温水で膜を強力に洗浄することで、ファウリングを抑制する「ロバスト RO/NF 膜」を
提案しました。膜の直接洗浄を可能にすることで、これまでファウリング対策として行われてきた原水の煩雑な前処理を、
大幅に簡素化することが可能となり、膜利用水処理システムの安定運転や造水コストの削減につながることが期待できます。
しかし、既存の RO/NF 膜は高濃度の塩素や高温水に対する耐性が低く、直接洗浄によるファウリング制御を実証した例は
ほとんどありません。本研究課題では、有機無機ハイブリッドシリカや耐塩素性を向上させたポリアミドを膜材料とするロ
バスト膜の開発を行うとともに、多様な水を対象にファウリング制御に有効な洗浄条件の検討を行いました。また、ロバス
ト膜を組み込んだパイロットプラントを構築し、下水二次処理水をはじめとした多様な水源で実証試験を実施しました。
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