
CRESTCRESTCRESTCREST「持続可能な水利用を実現する「持続可能な水利用を実現する「持続可能な水利用を実現する「持続可能な水利用を実現する
革新的な技術とシステム」研究領域革新的な技術とシステム」研究領域革新的な技術とシステム」研究領域革新的な技術とシステム」研究領域

研究総括研究総括研究総括研究総括
国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所 理事長理事長理事長理事長

大垣大垣大垣大垣 眞一郎眞一郎眞一郎眞一郎



水資源の特徴

・生活と生産にとって必須の資源
・代替物資はない
・選択不能
・自然環境の必須の構成要素
・循環資源
・人の健康と衛生のため必需品

農水産物、工業製品とはまったく異なる消耗品
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(Dr. Ohta, Center for Sustainable Urban Regeneration, The Univ. of Tokyo)

アジア地域に集中する大都市群アジア地域に集中する大都市群アジア地域に集中する大都市群アジア地域に集中する大都市群

１０００万人



(source: Disaster Prevention-White Paper 2008, Japanese Government) 

世界の自然災害世界の自然災害世界の自然災害世界の自然災害 1977-2006  の３０年間の３０年間の３０年間の３０年間

No. of Occurrence Victims (million)

死者数死者数死者数死者数 (千人千人千人千人) Damages (100million $)

8900 5500 million

2300
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安全な飲み水の供給を受けられない人口安全な飲み水の供給を受けられない人口安全な飲み水の供給を受けられない人口安全な飲み水の供給を受けられない人口

（（（（ 2006：：：：約９億人約９億人約９億人約９億人））））

Sub-Saharan Africa and Asian regions have huge needs for drinking 

water improvement in the population base.

Note: Unimproved drinking 

water sources include

unprotected dug wells, 

unprotected springs, 

cart with small tank/drum,

bottled water, tanker truck, and 

surface water 

(river, dam, lake, pond, stream, 

canal and irrigation channels).

(Millions)

Progress on Drinking-water and Sanitation: special focus on sanitation. 2008. 

WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation
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ASIA

半分がアジア
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極端な少雨が多発極端な少雨が多発極端な少雨が多発極端な少雨が多発

※気象庁資料に基づき国土交通省
水資源部で試算

気候変動； わが国においては、近年、極端な少雨が多発し、
少雨と多雨の変動の拡大、積雪の減少等の傾向が顕在化

日本の年降水量の経年変化（1900年～2004年）



・水循環は脆弱
・都市の水利用・排水システムは高密度
・人口分散地域でのリスク管理の困難さ

災害（地震、渇水、洪水、津波、噴火、・・）
地球規模気候変動が予測されている
自然環境・生態系保全が必要
省エネルギー・ＣＯ２排出抑制が必要
汚染事故
未知の健康リスク因子

・いかなるときも、どこでも、人々の安全を確保し、衛生環
境を維持できる水システムの構築が求められる（需要需要需要需要）。
・快適な水環境が求められる（需要需要需要需要）。
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（産業競争力懇談会（ＣＯＣＮ）報告書
水処理と水資源の有効活用技術、２００８年３月１８日）

世界水ビジネスのカテゴリー区分

大都市域大都市域大都市域大都市域
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CRESTの仕組みの仕組みの仕組みの仕組み

戦略目標戦略目標戦略目標戦略目標
（文部科学省が設定）（文部科学省が設定）（文部科学省が設定）（文部科学省が設定）

研究代表者、研究代表者、研究代表者、研究代表者、
研究者研究者研究者研究者

研究チーム研究チーム研究チーム研究チーム

研究領域研究領域研究領域研究領域

JST

研究チーム研究チーム研究チーム研究チーム

研究代表者、研究代表者、研究代表者、研究代表者、
研究者研究者研究者研究者

CREST 
(Core Research for Evolutionary Science & Technology)

= JST（科学技術振興機構）が推進する戦略的（科学技術振興機構）が推進する戦略的（科学技術振興機構）が推進する戦略的（科学技術振興機構）が推進する戦略的
創造研究推進事業の一つ創造研究推進事業の一つ創造研究推進事業の一つ創造研究推進事業の一つ

インパクトの大きなイノベーションシーズを創出
するためのチーム型研究チーム型研究チーム型研究チーム型研究であり、 研究総括が研究総括が研究総括が研究総括が
リーダーシップを発揮し、研究領域（バーチャル・
ネットワーク型研究所）の長として研究のマネジ研究のマネジ研究のマネジ研究のマネジ
メントを行うのが特徴。メントを行うのが特徴。メントを行うのが特徴。メントを行うのが特徴。

・文部科学省が設定した戦略目標に基づき、JSTが
研究領域を設定

・研究チームは研究総括が公募により選定

・研究期間：5年以内

・予算: 1チームあたり総額1.5～5億円

研究総括研究総括研究総括研究総括
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・発足：・発足：・発足：・発足：

平成平成平成平成21212121年度（年度（年度（年度（2009200920092009年）、現在年）、現在年）、現在年）、現在4444年度目年度目年度目年度目

・戦略目標：・戦略目標：・戦略目標：・戦略目標：

気候変動等により深刻化する水問題を緩和し持続可能な水利用を実現気候変動等により深刻化する水問題を緩和し持続可能な水利用を実現気候変動等により深刻化する水問題を緩和し持続可能な水利用を実現気候変動等により深刻化する水問題を緩和し持続可能な水利用を実現
する革新的技術の創出する革新的技術の創出する革新的技術の創出する革新的技術の創出

・領域概要：・領域概要：・領域概要：・領域概要：

-国内外の様々な水の課題の解決へ。国内外の様々な水の課題の解決へ。国内外の様々な水の課題の解決へ。国内外の様々な水の課題の解決へ。

-革新的な水処理技術や水資源管理システムの構築へ。革新的な水処理技術や水資源管理システムの構築へ。革新的な水処理技術や水資源管理システムの構築へ。革新的な水処理技術や水資源管理システムの構築へ。

-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

適化へ。適化へ。適化へ。適化へ。

-エネルギー・コスト・環境負荷・健康や環境への安全性・地域社会の特性エネルギー・コスト・環境負荷・健康や環境への安全性・地域社会の特性エネルギー・コスト・環境負荷・健康や環境への安全性・地域社会の特性エネルギー・コスト・環境負荷・健康や環境への安全性・地域社会の特性
などの観点から、最も合理的で持続可能な水利用システムの提言へ。などの観点から、最も合理的で持続可能な水利用システムの提言へ。などの観点から、最も合理的で持続可能な水利用システムの提言へ。などの観点から、最も合理的で持続可能な水利用システムの提言へ。

革新的統合（異なる学術分野、異なる空間・時間スケール、要革新的統合（異なる学術分野、異なる空間・時間スケール、要革新的統合（異なる学術分野、異なる空間・時間スケール、要革新的統合（異なる学術分野、異なる空間・時間スケール、要
素技術とＩＣＴ、産官学民、行政分掌など）による水利用の持続素技術とＩＣＴ、産官学民、行政分掌など）による水利用の持続素技術とＩＣＴ、産官学民、行政分掌など）による水利用の持続素技術とＩＣＴ、産官学民、行政分掌など）による水利用の持続
可能性へ。可能性へ。可能性へ。可能性へ。

本研究領域の概要本研究領域の概要本研究領域の概要本研究領域の概要
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科学・技術・イノベーション
（Science, Technology and Innovation)

科学的知見 新技術 新製品 社会の革新
発見・発明 新サービス

社会的課題 新技術システム 社会の革新
新サービス

科学的知見
発見・発明
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大垣 眞一郎
(独)国立環境研究所

理事長

依田 幹雄
(株)日立製作所
インフラシステム社

技術主管

浅野 孝
カリフォルニア大学デービス校 土木環境工学科 名誉教授

国包 章一
静岡県立大学 環境科学研究所 教授

清水 慧
(株)日水コン 相談役

砂田 憲吾
山梨大学 特命教授

津野 洋
大阪産業大学 人間環境学部 教授

宮 晶子
水ing (株) 人事・法務・内部統制統括 法務・審査室 室長

宮崎 毅
一般財団法人 日本水土総合研究所 理事長

渡邉 正孝
慶応義塾大学 大学院政策・メディア研究科 特別研究教授

渡辺 義公
北海道大学 環境ナノ・バイオ工学研究センター 特任教授

研究総括・研究総括・研究総括・研究総括・
領域アドバイザー領域アドバイザー領域アドバイザー領域アドバイザー

研究総括

副研究総括

研究代表者：17名
共同研究者：71名
研究者総数：655名

研究者数研究者数研究者数研究者数



都市

画像計測データ演算画像計測データ演算画像計測データ演算画像計測データ演算

工業団地

下水処理場

海域

都市

浄水場

下水処理場

河川

浄水場

湖沼

ダム

ゴルフ場

田畑

森林

地下水

農業
降雨（水源）

浄水場

下水処理場

降雨（洪水）

海水
工業廃水

上水道下水道

上水道下水道

流域

気候変動

CO2削減25％
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研究課題分野別配置図研究課題分野別配置図研究課題分野別配置図研究課題分野別配置図
(17チーム)

農業農業農業農業

地下水地下水地下水地下水

森林森林森林森林

膜技術膜技術膜技術膜技術下水処理下水処理下水処理下水処理

水管理システム水管理システム水管理システム水管理システム

水質評価・水質評価・水質評価・水質評価・
モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質

地球地球地球地球

都市水利用都市水利用都市水利用都市水利用
鼎チーム鼎チーム鼎チーム鼎チーム

古米チーム古米チーム古米チーム古米チーム

沖チーム沖チーム沖チーム沖チーム

藤原チーム、澁澤チーム藤原チーム、澁澤チーム藤原チーム、澁澤チーム藤原チーム、澁澤チーム

恩田チーム恩田チーム恩田チーム恩田チーム

三宅チーム三宅チーム三宅チーム三宅チーム、、、、大村チーム大村チーム大村チーム大村チーム

池田チーム池田チーム池田チーム池田チーム 岡部チーム、田中チーム岡部チーム、田中チーム岡部チーム、田中チーム岡部チーム、田中チーム
中尾チーム、都留チーム中尾チーム、都留チーム中尾チーム、都留チーム中尾チーム、都留チーム

伊藤チーム伊藤チーム伊藤チーム伊藤チーム

小松チーム小松チーム小松チーム小松チーム
嶋田チーム嶋田チーム嶋田チーム嶋田チーム
小杉チーム小杉チーム小杉チーム小杉チーム



革新的科学技術，実社会の課題解決、産業 への貢献
（仮想的研究所として）

革新的科学技術革新的科学技術革新的科学技術革新的科学技術
への貢献への貢献への貢献への貢献 17の研究チームの研究チームの研究チームの研究チーム

鼎（世界・長期分析）鼎（世界・長期分析）鼎（世界・長期分析）鼎（世界・長期分析）

沖（放射性物質）沖（放射性物質）沖（放射性物質）沖（放射性物質）

恩田（人工林）恩田（人工林）恩田（人工林）恩田（人工林）

小杉（山体地下水）小杉（山体地下水）小杉（山体地下水）小杉（山体地下水）

藤原（農業地域）藤原（農業地域）藤原（農業地域）藤原（農業地域）

渋澤（超節水農業）渋澤（超節水農業）渋澤（超節水農業）渋澤（超節水農業）

小松（地圏熱環境）小松（地圏熱環境）小松（地圏熱環境）小松（地圏熱環境）

嶋田（地下水）嶋田（地下水）嶋田（地下水）嶋田（地下水）

伊藤（都市地下水）伊藤（都市地下水）伊藤（都市地下水）伊藤（都市地下水）

古米（都市圏調和）古米（都市圏調和）古米（都市圏調和）古米（都市圏調和）

田中（新水再生）田中（新水再生）田中（新水再生）田中（新水再生）

中尾（自立分散技術）中尾（自立分散技術）中尾（自立分散技術）中尾（自立分散技術）

岡部（水処理）岡部（水処理）岡部（水処理）岡部（水処理）

都留（ロバスト膜）都留（ロバスト膜）都留（ロバスト膜）都留（ロバスト膜）

池田（微生物コミュニケーション）池田（微生物コミュニケーション）池田（微生物コミュニケーション）池田（微生物コミュニケーション）

大村（病原微生物挙動）大村（病原微生物挙動）大村（病原微生物挙動）大村（病原微生物挙動）

三宅（スマート水質モニタリング）三宅（スマート水質モニタリング）三宅（スマート水質モニタリング）三宅（スマート水質モニタリング）

環境流量マクロモデル

放射性物質移流拡散解析

林地水流出機構

山体地下水構造と山地水流出機構の解明

微量化学物質新規除去技術

土壌保水能力可視化

地圏熱攪乱機構

マルチ同位体法

水質リスク評価手法

ウイルス利用糞便汚染指標開発

有機・無機膜・酸化水処理技術

水中有機物質解明

MBR新技術

新微生物検出法

ロバストRO/NF開発

シグナル物質トラップ法

ウイルス新検出法

マイクロ化学分析

システムモデル開発

世界灌漑用水マクロ解析

災害復興支援情報

人工林管理と水保全

山体地下水利用と水源地保全

農地面源汚染対策・畜産汚染対策・
高付加価値資源循環システム構築

超節水型農業

地下水熱管理

地下水持続利用

再生水・地下水循環利用

都市調和型最適水利用

水・エネルギー・情報サテライトシステム

自律分散型水循環

新膜処理法

新下水処理法

水関連感染症警報システム

分散型水質モニタリングシステム

マルチスケール水モデルマルチスケール水モデルマルチスケール水モデルマルチスケール水モデル

地下の水構造地下の水構造地下の水構造地下の水構造

都市地域水代謝機構都市地域水代謝機構都市地域水代謝機構都市地域水代謝機構

革新的水処理膜開発革新的水処理膜開発革新的水処理膜開発革新的水処理膜開発

微生物コミュニケーション機構微生物コミュニケーション機構微生物コミュニケーション機構微生物コミュニケーション機構

新微生物検出法新微生物検出法新微生物検出法新微生物検出法

水利用地球スケール把握水利用地球スケール把握水利用地球スケール把握水利用地球スケール把握

異常時健康リスク把握異常時健康リスク把握異常時健康リスク把握異常時健康リスク把握

山林水環境影響評価手法山林水環境影響評価手法山林水環境影響評価手法山林水環境影響評価手法

持続可能農業の高度水技術持続可能農業の高度水技術持続可能農業の高度水技術持続可能農業の高度水技術

地下水環境影響評価手法地下水環境影響評価手法地下水環境影響評価手法地下水環境影響評価手法

都市圏水利用未来システム都市圏水利用未来システム都市圏水利用未来システム都市圏水利用未来システム

革新的浄水排水処理制御革新的浄水排水処理制御革新的浄水排水処理制御革新的浄水排水処理制御

地域水質警戒システム地域水質警戒システム地域水質警戒システム地域水質警戒システム

実社会の課題実社会の課題実社会の課題実社会の課題
解決への貢献解決への貢献解決への貢献解決への貢献

水・エネルギー・Sewer Miningシステム

産業への貢献産業への貢献産業への貢献産業への貢献

○○○○膜素材・モジュール産業

○○○○膜処理プラント産業

◎◎◎◎水事業運営サービス産業

◎◎◎◎スマートシティ産業

○○○○地下水利用ヒートポンプ産業

◎◎◎◎超節水精密農業

○○○○水質モニタリング産業

○○○○地下水利用関連産業

◎◎◎◎感染症検知・発信関連産業

○○○○山体地下水
取水・浄水プラント産業

◎◎◎◎地下帯層
再生水処理プラント産業

海外・国内水ビジネス海外・国内水ビジネス海外・国内水ビジネス海外・国内水ビジネス
◎新産業創出◎新産業創出◎新産業創出◎新産業創出
○産業拡大○産業拡大○産業拡大○産業拡大

◎◎◎◎水・資源循環関連産業

◎◎◎◎スマートシティ産業
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21世紀型都市
水循環
田中チーム
（京大・東レ）

農業地域水管理・資源循環システム
藤原チーム（岡山大）

分散型水質モニタリングシステム
三宅チーム（広島大）
ロバストRO/NF膜
都留チーム（広島大）

農業地域水管理・資源循環システム
藤原チーム（高知大）

超節水精密農業技術
渋澤チーム（農工大）
人工林管理と水保全
恩田チーム（農工大）
地下水熱管理

小松チーム（農工大）

地下水熱管理
小松チーム（日大）

地域水資源利用システム
中尾チーム（工学院大・日立PT ）

放射性物質移流拡散解析
沖チーム（利根川流域）

放射性物質移流拡散解析
沖チーム（阿武隈川流域）

革新的水処理膜
岡部チーム

（大阪市水道局）

人工林管理と水保全
恩田チーム（愛知・三重・高知・栃木・福岡）

地下水持続利用
嶋田チーム（熊本大）

21世紀型都市水循環
田中チーム（那覇市）

超節水精密農業技術
渋澤チーム（桐蔭横浜大）

水監視システム
大村チーム（東北大）
地域水資源利用システム

中尾チーム（東北大）

21世紀型都市水循環
田中チーム（大津市）

山体地下水
小杉チーム（大津市葛川流域・不動
寺流域・甲賀市信楽流域）

地下水熱管理
小松チーム（埼玉大）

革新的水処理膜
岡部チーム（阪神水道企業団）

人工林管理と水保全

恩田チーム（九州大）

人工林管理と水保全
恩田チーム（名古屋大）

人工林管理と水保全
恩田チーム（京大）

農業地域水管理・資源循環システム
藤原チーム（京大(桂)）

高度リスク管理型水再利用システム
伊藤チーム（京大）
21世紀型都市水循環

田中チーム（京大(桂、吉田)）
山体地下水

小杉チーム（京大（吉田・宇治））

人工林管理と水保全
恩田チーム（鳥取大）

農業地域水管理・資源循環
システム

藤原チーム（鳥取大）
調和型都市圏水利用システム
古米チーム（鳥取大）

人工林管理と水保全

恩田チーム（三重県林業
研究所）

21世紀型都市水循環
田中チーム（メタウォータ

ー）

21世紀型都市水循環
田中チーム（国土技術政策総合研究所）

調和型都市圏水利用システム

古米チーム（国土技術政策総合研究所）

地域水資源利用システム
中尾チーム（日立製作所）

農業地域水管理・資源循環システム
藤原チーム（国立環境研究所）
水利用地球スケール把握
鼎チーム（国立環境研究所）

農業地域水管理・資源循環システム
藤原チーム（埼玉県環境科学国際センター）

農業地域水管理・資源循環システム
藤原チーム（愛媛大）

調和型都市圏
水利用システム
古米チーム
（山梨大）

調和型都市圏水利用システム
古米チーム（金沢大）

調和型都市圏水利用システム
古米チーム（秋田大）

調和型都市圏水利用システム
古米チーム（東洋大・お茶大・雨水貯留

浸透協会）

高度リスク管理型水再利用システム
伊藤チーム（国立保険医療科学院）

分散型水質モニタリングシステム
三宅チーム（日立PT）

水監視システム
大村チーム（山形大）

山体地下水
小杉チーム（土木研究所）
21世紀型都市水循環
田中チーム（土木研究所）

ロバストRO/NF膜
都留チーム（日東電工）

放射性物質移流拡散解析
沖チーム（東大）

調和型都市圏水利用システム
古米チーム（東大）
超節水精密農業技術
渋澤チーム（東大）
人工林管理と水保全
恩田チーム（東大）

水利用地球スケール把握
鼎チーム（東大）

地域水資源利用システム
中尾チーム（東大）

水利用地球スケール把握
鼎チーム（東工大）

水利用地球スケール把握
鼎チーム（神戸大）

山体地下水
小杉チーム

（神戸市西滝ヶ谷流域）

革新的水処理膜
岡部チーム

（メタウォーター）

人工林管理と水保全
恩田チーム（筑波大）
微生物コミュニケーション
池田チーム（筑波大）
水利用地球スケール把握
鼎チーム（筑波大）

放射性物質移流拡散解析
沖チーム（筑波大）

赤字：研究代表者
研究者総数：655名

微生物コミュニケーション
池田チーム（宇都宮大）

革新的水処理膜
岡部チーム（北大）

水利用地球スケール把握
鼎チーム（北大）

農業地域水管理・資源循
環システム

藤原チーム（北大）
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21世紀型都市水循環
田中チーム（中国南部地域）

21世紀型都市水循環
田中チーム（ベトナム：ダナン等）

調和型都市圏水利用システム
古米チーム（ベトナム：ハノイ）

地域水資源利用システム
中尾チーム（中国：四川）

CREST: 水利用領域水利用領域水利用領域水利用領域 世界課題分世界課題分世界課題分世界課題分

布図布図布図布図



ご静聴ありがとうございました
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