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　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。
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地下水汚染を防ぎ価値を産み出す
植物浄化技術を開発

　商品作物を栽培した後に残る窒素肥料が地下水汚染の原因となることが
知られており、対策技術の開発が求められています。本研究では地下水汚染の
抑制と資源回収を同時に実現する植物浄化技術の開発研究を行いました。

　農耕地での施肥由来の地下水汚染は、商品

作物を栽培した後に残る窒素肥料が原因とな

るため、これまで対策が困難でした。本研究

では、飼料用トウモロコシをクリーニングク

ロップ（浄化用作物）として活用することに

より、農耕地での施肥由来の地下水汚染を防

ぐとともに、その収穫物から高付加価値な乳

酸カルシウムやリンを回収する技術の開発を

目指しました。

　湛
たん

水
すい

除塩※1に伴う地下水汚染と温室効果

ガス（亜酸化窒素：N2O）の放出が問題となっ

ている施設園芸ハウスを対象として、浄化用

作物の効果を評価するとともに栽培条件の検

討および浄化機構の解明を行いました。その

結果、浄化用作物を50日間栽培した後に湛

水除塩を行うことにより、農耕地から地下に

流出する硝酸性窒素の量を80％削減できる

ことを、高知大学農学部の施設園芸ハウスで

のライシメーター試験※2により明らかにす

ることができました。また、岡山県のナス栽

培ハウスにおいても、休閑期に浄化用作物を

栽培することにより地下に流出する硝酸性窒

図2　地下水汚染を防ぎ価値を産み出す植物浄化システム

素の量を大幅に低減できました。浄化用作物

による土壌中の余剰窒素の浄化効果には、根

の表面に向かう土壌中のイオンの流れが極め

て密接に影響し、植物による土壌中水分の吸

収と大気への蒸散とが浄化の主要機構である

ことが分かりました。さらに、浄化には栽培

期間中の適正な給水管理が必要であることも

明らかにしました。これらの成果に加えて、

湛水後の土壌乾燥期間の短縮による農家への

適用性向上を目指し、浄化用作物を収穫する

前（栽培 40日後）に湛水除塩を行う「立毛

湛水」技術の開発を行いました。立毛湛水の

結果、飼料用トウモロコシの高い蒸散速度に

より土壌乾燥が促進されるとともに、浄化用

作物栽培後に湛水を行う条件と同等の浄化効

果を有することを明らかにしました。

　浄化用作物収穫物からの資源回収技術の開

発では、飼料用トウモロコシ収穫物を水に浸

漬するだけで 80 ～ 90％のリン、約 100％

のカリウムを直ちに水中に溶出でき、抽出さ

れた液にカルシウムを添加することで、抽出

液中リンの約 90％を固形物として回収でき
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研究成果

表紙：左写真：クリーニングクロップ（飼料用トウモロコシ）を栽培中のビニールハウス。右写真：肉用牛（褐毛和種高知系）。

図1　研究の全体像

ました。抽出と回収とを合わせた全体操作で

は目標とするリン回収率 80％を達成できま

した。

　浄化用作物収穫物からの乳酸カルシウム生

成技術の開発では、Bacillus coagulans をL -
乳酸生成菌に用い、同菌の特徴を生かした発

酵の効率化を検討しました。飼料用トウモロ

コシ収穫物を水に浸漬した際に得る抽出液を

発酵の栄養源とする L- 乳酸生成を行い、抽

出液が栄養源として代替できること、糖化酵

素活性を阻害しないこと、糖源としても機能す

ること、を示しました。原料のロスを低減する

ため滅菌を要さない発酵を行った結果、前処

理前バイオマス乾燥重量に対して0.33 g/g

の高収率で L- 乳酸を生成することができま

した。一連の作業から得られた L- 乳酸を L-

乳酸カルシウムとして回収しました。

　本研究の成果により、これまで対策が

困難であった農耕地での施肥由来の地下

水汚染を抑制できるようになるととも

に、浄化と高付加価値な乳酸カルシウム

の回収を一体化したシステム（図2）とす
ることで、農業地域で自立的に成り立つ

地下水汚染対策の仕組みになることが期

待されます。
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＃ その他の研究分担者：安武 大輔、山根 信三、近藤 圭介、藤原 拓

※1 湛水除塩…施設園芸ハウスでは蒸発等による水の
上方移動に伴い塩類が土壌表層に集積しやすく、
作物の成長阻害が懸念されている。この対策とし
て、商品作物の栽培終了後に一定時間ハウス内に
水を貯めることにより塩類を地下へ流出させる湛
水除塩が行われている。

※2 ライシメーター試験…現地の畑に近い状態で植物
の栄養生理や土壌－植物系における養水分動態な
どの物質収支を明らかにすることを目的として、
コンクリートや金属製の有底槽に土壌を充填した
ものをライシメーターという。本研究では硝酸性
窒素の浸透量を正確に評価するためにこれを用い
たクリーニングクロップの栽培試験を行った。

（その他の研究分担者については、
  下部＃を参照）
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尿からの医薬品有効成分の除去と
遅効性肥料合成・リン回収を実現

　畜産糞尿による水質汚染の問題に対して、尿に含まれる医薬品有効成分を
除去する技術、尿から遅効性窒素肥料の合成やリンの回収を行う技術を開発
することにより、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。

　ヒトや動物が使用した医薬品中の有効成分

は、完全には代謝されずに体外へ排出されて

おり、これが環境中に排出されることで水生

生物への影響や薬剤耐性菌の出現が懸念され

ています。また、畜産糞尿には肥料成分とし

て重要な窒素・リン等が多量に含まれている

ことから、これらを水質汚濁物質として環境

中に排出せず、貴重な資源として回収するこ

とが重要です。そこで、本研究では尿中の医

薬品有効成分を高度に除去する技術を開発す

るとともに、粉砕ホタテ貝殻を用いたリン酸

＋カルシウムの結晶回収、ホルムアルデヒド

添加による遅効性窒素肥料（ウレアホルム）

の合成を目指した研究を行いました。

　疎水性の高シリカ型ゼオライト※3HSZ-385

（SiO2/Al2O3=100）を用いて、ヒト・家畜用

の代表的な合成抗菌剤であるサルファ剤の吸

着除去を行いました。サルファ剤の吸着挙動

の解明およびモデル化を行うとともに、ブタ

尿中のサルファ剤の吸着除去に対する共存イ

オンや有機物の影響を明らかにしました。次

に、高シリカ型ゼオライトと酸化チタンを複

図3　酸化チタン－ゼオライト複合材料による抗菌剤（スルファメタジン）の吸着・光触媒分解モ
デル（左図）と検証結果（水中（□）、複合材料中（◇）、系内（△）（右図）

合化した材料を合成し、動物用医薬品有効成

分の除去に適用したところ、各々を単純に混

合した場合に比べて効率的に医薬品有効成

分を除去できることが分かりました（図3）。
また、この複合材料を用いたサルファ剤スル

ファメタジンの除去に関してモデル化を行

い、両機能性材料が協奏的に機能しているこ

とを明らかにしました。さらに、抄
しょう

紙
し

（紙

すき）技術を用いて酸化チタンと高シリカ型

ゼオライトをシート状に成型し、これを円板

に搭載した「回転円板型促進酸化装置」を提

案し、サルファ剤の除去に適用しました。酸

化チタンとゼオライトをシート中で複合するこ

とで、シートに吸着されたサルファ剤がシート

内で分解されることを確認できました。また、

円板上に機能性材料を固定化することで、反

応後の固液分離の必要性がなくなるととも

に、円板の気相部にのみ紫外線を照射してい

るため、透過光減衰による反応効率低下の問

題も解決できることが分かりました。

　尿中リンの回収に関する検討では、人工尿

を希釈したものを対象に実験を行った結果、
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牛糞焼却灰からリン肥料を
回収する技術を開発

　各種畜産糞尿の物性や化学組成に関する基礎的データを得るとともに、
効率的な脱水技術で牛糞を燃料化し、焼却した後の灰から肥料となるリン
を回収する方法を研究しました。また、牛糞の焼却過程での温室効果ガス
の排出特性についても評価しました。

　畜産系廃棄物の質を踏まえたカスケード型

資源循環システムの構築を目指し、各種畜産

糞尿の物性や化学組成に関する調査を行いま

した。また、牛糞を対象として、堆肥化処理

や液化ジメチルエーテル脱水処理によって含

水率を低下させて燃料として使用した上で、

焼却後の残
ざん

渣
さ

からリンを回収する技術の開発

を目指した研究を行いました。牛糞の焼却過

程における温室効果ガス（メタン：CH4、亜

酸化窒素：N2O）の排出抑制手法についても

検討しました。

　10 種の家畜糞尿について、その組成や性

状を調査した結果、これらは、窒素、リンお

よびカリウムを豊富に含む一方で、リンと強

固な化合物を形成し肥効を低減させる鉄、ア

ルミニウム、および有害な重金属は下水汚泥

と比較すると少ないことが分かりました。ま

た、発熱量としては、乾燥ベースでは鶏糞を

除き、下水汚泥と同等か少し低い程度であり、

脱水・乾燥を行えば、補助燃料の投入なしで

焼却が可能であると考えられました。

は現行の設定値と齟
そ

齬
ご

がないものの、N2O 排

出係数 : 3.1％（g-N2O-N/g-N）は、過大設

定の可能性があることが分かりました。最後

に、肉牛糞の燃焼実験（図4）をベンチスケー
ルのロータリーキルン炉※4、および大規模パ

イロット流動炉※4にて実施し、通常燃焼時

における牛糞からの N2O 排出係数は、いず

れも6.0％（牛糞）程度で概
おおむ

ね整合した上、

国内の排出係数の設定値である 0.1％（牛糞）

は、確実に見直されるべきであることを指摘

できました。さらに、多層燃焼技術※5により、

燃料使用量を抑えつつ、排出係数を1/3 以

下に抑制可能であることを実証できました。

　肉牛糞焼却灰の組成分析を行った結果、リ

ン濃度はリン鉱石に匹敵するレベルであり、

重金属濃度も低いことが分かりました。しか

し、塩素が 5～ 10％のオーダーで含まれ、

そのまま肥料利用するには制限があると考え

られました。そこで、水洗による脱塩精製を

検討した結果、精製物はリン肥料としての各

種基準を満たし、最適条件下で 80％以上の

灰中塩素の除去、95％以上のリン回収率を

確保することができました。

　これまでのデータを総合して、牛糞のカス

ケード型資源循環システムのライフサイクル

CO2（LCCO2）、およびライフサイクルコス

ト（LCC）評価を実施し、温室効果ガス排出

量の観点からは 15 t/日程度の規模では堆肥

化が有利ですが、100 t/日規模以上であれば、

焼却が有利、かつ廃熱発電による間接削減も

可能となることが明らかとなりました。一方

LCC 評価に関しては、処理費用を徴収せず、

補助もない場合、回収したリン肥料の価格が

現状の10倍以上にならなければ、本システ

ムの経済的な自立は困難であることが明らか

となりました。従って適正な処理費用の徴収

や、より大規模でのシステムの評価が重要と

考えられます。
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図4　牛糞焼却実験結果
左：牛糞焼却時のN2O排出係数の温度変化、右上：大規模パイロット流動炉、右下：牛糞焼却灰。

貝殻表面への結晶成長を観察できました。焼

成ホタテ貝殻粉末を用いてリン酸カルシウム

塩の析出実験を行ったところ、カルシウム /

リン酸濃度比が低い場合はリン酸マグネシウ

ム塩が析出し、その後時間をかけてヒドロキ

シアパタイトへと変化することが分かりまし

た。カルシウム /リン酸濃度比が高い場合は

リン酸マグネシウム塩の析出は見られず、ヒ

ドロキシアパタイトが析出しました。カルシ

ウム /リン酸濃度比が高い場合には一度液中

リン酸濃度が下がった後に再び上がる傾向が

見られ、これはリン酸マグネシウム塩が析出

した後にリン酸カルシウム塩へと相変化した

ためと考えられました。

　ホルムアルデヒドを用いた尿中尿素からの

遅効性肥料の合成については、ホルムアルデ

ヒドの初期濃度が反応生成物に与える影響に

ついて検討しました。初期ホルムアルデヒド

濃度が初期尿素濃度より高い場合、固形分と

して回収される窒素分の割合が減少し、溶液

中に残ることが明らかとなりました。このホル

ムアルデヒド添加による尿素からの遅効性窒

素肥料の合成過程において、畜産系で用い

られている主要な4種類の医薬品を対象に

挙動を検討しました。スルファメトキサゾー

ルはホルムアルデヒド、尿中の成分とは反応

せず、ウレアホルムにも吸着しませんが、ウ

レアホルムの生成時にその液中濃度が低く

なることから窒素肥料への混入が疑われる

ことが明らかとなりました。そこで、回転

円板型促進酸化装置による医薬品有効成分

除去を遅効性肥料合成工程の前段に組み込

むことで、肥料合成と医薬品有効成分除去

を両立できる可能性が示されました。
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　牛糞の脱水処理に関し

て、液化ジメチルエーテ

ルによるバッチ式抽出操

作を検討した結果、含水

率の高い乳牛糞を省エ

ネルギーに脱水し、液

固比は38mL/g で含水

率 5.7％（70分）まで

脱水することができ、熱

乾燥よりも高速で省エネ

ルギーな脱水が可能と

なりました。次に、肉

牛糞の熱乾燥時におけ

る CH4、N2Oの排出特性

を実験的に把握したとこ

ろ、N2O、CH4 はほとん

ど発生しないことが示さ

れました。CH4 排出係数

※3 高シリカ型ゼオライト…ゼオライトは規則的な結晶
構造を有するアルミノケイ酸塩の総称であり、吸着
材、イオン交換材、触媒等として使用されている。
構成成分であるケイ素、アルミニウムの比によって
ゼオライトの特性は大きく異なる。アルミニウムに
対するケイ素原子の比が高いゼオライトを高シリカ
型ゼオライトと呼び、一般的に、ケイ素原子の比が
高くなるに従って疎水性を示す。

＃ その他の研究分担者：伊藤 竜生、牛島 健、藤原 拓 ＃ その他の研究分担者：大下 和徹、松川 和嗣、藤原 拓 

※4 ロータリーキルン炉・流動炉…ロータリーキルン炉とは、
円筒状の炉を水平よりやや傾斜させて、回転させながら
廃棄物等の処理対象物を燃焼させる炉。流動炉とは、ケ
イ砂などの不活性粒子を炉の下部から空気を分散供給さ
せることにより流動させ、その中で処理対象物を燃焼さ
せる炉。

※5 多層燃焼技術…特に下水汚泥を対象とした流動炉におい
て、炉の下部から空気を供給するだけでなく、炉の中部、
上部からも空気を供給し、最適な燃焼領域を形成し、下
水汚泥を完全燃焼させた上で、亜酸化窒素の生成も抑制
する技術。
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面的水管理・カスケード型資源循環
システムの評価モデルを開発

　本研究で開発する「農業地域の面的水管理・カスケード型資源循環シス
テム」の水環境保全効果、気候変動緩和策への貢献、収益性から見た導入
可能性を評価できるモデルを開発し、高知県への適用性を検討しました。

　高知県下を対象にバイオマスの地理的分布

およびフローに関するデータベースを作成

し、本研究で開発した植物浄化－乳酸カルシ

ウム生成システム、畜産糞尿からの資源回収

技術・システム、ならびにユズ果皮養殖飼料

化について、環境負荷低減と収益性から見た

地域（高知県）への導入可能性を評価しまし

た。ここでは紙面の都合から、主に植物浄化

－乳酸カルシウム生成システムの評価につい

て説明します。

　農地においてクリーニングクロップ（浄化

用作物）により除去された窒素負荷の大部分

は、乳酸カルシウム製造工程の廃水として排

出されることになります。乳酸発酵段階にお

いて栄養源を添加することにより、いずれの

技術シナリオにおいても農地から地下水へ浸

透する窒素負荷の減少量以上の量が製造工程

からの廃水として排出されますが、廃水に対

して高度処理と同程度の処理を行うことでシ

ステム全体から水環境への窒素排出量を削減

できることが分かりました。このシステムに

より、制御困難な面的汚染が制御可能な点源

汚染に変換されることとなり、高度処理を介

することで水環境への負荷量を削減できるこ

とが分かりました。

　浄化用作物を高知県内の施設園芸ハウスに

適用することを想定し、その潜在的な収穫量

を地理情報システムを用いたシミュレーショ

ンによって推算しました。その結果、高知県

全体では約68,000 t（乾重量で 6,400t）の浄

化用作物が収穫可能と見積もられました。加

えて、ハウスが県の中央部に集中しているこ

とから、収穫量全体の 70％が 73 カ所中 15

カ所の集荷施設で収集できることが示されま

した（図6左）。算定が困難であった輸送費、
建設・修繕費を除いて、3つの技術オプショ

ンの収益性を評価した結果、浄化用作物収穫

物からのリン・カリウム回収工程において栄

養塩を抽出し、乳酸発酵工程で利用するシナ

リオが比較的有利と分かりました。輸送費、

建設・修繕費などの費用を入れたとしても、

栽培と処理の規模を大きくとれば、収益をも

たらす可能性のあるシステムであることが示

され、損益分岐点は乾重量で年間105 t以上

の処理規模、浄化用作物の栽培面積に換算す

ると年間 18ha 以上の栽培規模にあることが

分かりました。さらに、最も有利な技術シナ

リオに地下水の硝酸性窒素除去による社会的

便益を加え、輸送費、建設・修繕費を除いた

処理規模別の収益を計算した結果、社会的便

国立環境研究所 
資源循環・廃棄物研究センター 
室長

山田 正人
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研究成果

図6　高知県におけるクリーニングクロップ利用可能量の推定（左図）と植物浄化－乳酸カルシウム生成システムの損益グラフ（右図）

益分を補助金等で収入にすることができれば

収益は大幅に改善し、損益分岐規模がより小

規模なところにシフトすることが分かりまし

た（図6右）。年間 100ha の栽培面積であれ
ば、社会的便益を含まない場合の収支差は年

7千万円程であり、この規模の場合、1/2 補

助、減価償却 10年、初期投資 5～ 6億円程

度の設備投資の範囲であれば利益が見込ま

れ、自立的に事業が成立する可能性があるこ

とが示されました。

　本研究で開発した各種の技術・システムを

対象地域（高知県）に導入した結果として、

既存の資源化および処理処分技術を用いる場

合と比較してバイオマスのマテリアルフロー

がどのように変化するかを解析することは重

要です。そこで、高知県におけるバイオマス

の物量データおよび化学組成データに加え

て、各技術からの温室効果ガスの排出、エネ

ルギー消費等を解析するための物質収支デー

タを整備し、これらのフローをバイオマス物

量投入産出表にまとめました。これにより、

本研究で開発した新規の技術・システムを対

象地域に導入した場合の、水環境保全、温室

効果ガス排出量ならびに最終処分量等の変化

を定量的に表現できるようになりました。

廃棄ユズ果皮を養魚飼料に添加した
「土佐ゆずぶり」を開発

　廃棄ユズ果皮をブリ養殖の飼料に添加することで、切り身の鮮度を維持
できることを明らかにするとともに、ユズの香りの成分を養殖魚に付加す
る条件を明らかにしました。また、生産されたブリが「土佐ゆずぶり」と
して販売されました。

　高知県はユズの生産量が日本一であり、主

に果汁が加工食品として利用されています。

その際、搾汁後の果皮の多くが廃棄物とな

り、堆肥化もしくは焼却により処分されてい

ます。しかし、この果皮にはビタミン Cや

ユズの香気成分が残留しており、ビタミン C

等の抗酸化物質は食品の鮮度を保つために貢

献し、香気成分は食品にユズのさわやかな香

りを付加することができます。本研究では、

廃棄されているユズ果皮を養殖魚の飼料とし

て有効利用することにより、廃棄物削減と生

産される養殖魚の価値向上を同時に実現する

ことを目指して、研究を行いました。

　養殖飼料への添加には、搾汁後のユズ残渣

から、さのう、種を取り除いた果皮のみから

作られたペーストを利用しました（図5a）。
変温動物である魚類は季節（水温）によって

消化が大きく影響を受けることから、水温上

昇期と水温下降期にブリ飼料へユズ果皮ペー

ストを段階的に添加（0～ 100g）し、成長

への影響を飼育試験によって確認しました。

また飼育試験終了時に、ブリの切り身を作成

し、肉色の変化（褐変）を測定し、鮮度の

維持（抗酸化効果）を評価しました（図5b）。
これら双方の観点から、ブリ飼料への適切な

ユズ果皮ペーストの添加量を決定するととも

に、この添加量で抗酸化効果を得るために必

要な給
きゅう

餌
じ

期間を決定しました。

　その結果、水温上昇期でも水温下降期でも

湿重量1,450 gの飼料に50 gのユズ果皮ペー

ストを添加することにより、成長を損なうこ

となく、褐変抑制効果（抗酸化効果）が得ら

れました（図5には水温上昇期の結果を示
す）。一方、湿重量1,450 gの飼料に100g の

ユズ果皮ペーストを添加した場合には成長

の低下が見られ、糞の排出量も増加しまし

研究成果

高知大学 
教育研究部自然科学系農学部門 
准教授

深田 陽久

図5　ユズの成長への影響と血合筋の褐変抑制効果
a：ユズ果皮ペーストと基本飼料。b：切り身にしてから保存12時間後の肉色の変化（水温上昇期）。a*/b* は色彩色差計での測定値によ
る褐変の進行度を示す。c：平均体重の変化（水温上昇期）。d：過酸化脂質の変化。過酸化脂質の指標としてマロンジアルデヒド量を用いた。
e：褐変の進行。図中のアスタリスクは対照区に対して有意差があることを示す（P＜0.05）。

埼玉県環境科学国際センター
資源循環・廃棄物担当
専門研究員

長谷 隆仁

た。以上のことから至適添加含量は、湿重

量 1,450g の飼料に 50g と決定しました（図
5b，c）。この至適濃度の添加で、抗酸化効
果として、褐変抑制効果と過酸化脂質量を測

定し、これらの効果を得るために必要な給餌

期間を検討しました。対照区に比べてユズ果

皮添加区では、給餌 3週後で褐変抑制効果

が確認でき、脂質の過酸化も抑制されました

（図5d,e）。さらにその効果は餌抜き後、少
なくとも 2日間は維持されることを確認で

きました。この結果を踏まえ、実際の海面

生け簀
す

（10 m3 生け簀）に収容された平均体

重 3.5kg のブリ 6,000 匹へユズ果皮ペース

トを添加した飼料を給餌し、抗酸化効果と香

りの付加を獲得するために必要な給餌回数を

検討しました。その結果、市販飼料に十分な

抗酸化物質が含まれているため、抗酸化の面

ではユズ果皮ペースト添加による効果が確認

できませんでしたが、ユ

ズの香りの付加は確認

できました。香気成分

は、給餌回数に伴って増

加し、20 回以上の給餌

が好ましいことが分かり

ました。そして、生産さ

れたブリが「土佐ゆずぶ

り」として大手回転すし

チェーンから販売される

という成果を得ました。

　廃棄バイオマスの質を

考慮し、バイオマス循環

をカスケード的に行うこ

とで、農業地域の水質汚

染抑制と価値創出の両立

が可能であることが、本

研究の成果により実証さ

れたと考えています。

＃ その他の研究分担者：松岡 真如、増田 貴則、藤原 拓＃ その他の研究分担者：森岡 克司
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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

「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」は、科学技術振興機構（JST）が推進する戦略
的創造研究推進事業のうち「CREST（クレスト）」で2009年に発足した研究領域です。17の研究チーム
が、互いに連携を図りながら、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て
います。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推進しています。

副研究総括
　依田 幹雄 （（株）日立製作所 技術主管）

研究領域の概要

研究総括・領域アドバイザー

領域アドバイザー
　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 （元・静岡県立大学 環境科学研究所 教授）
　清水 慧 （（株）日水コン 名誉顧問）
　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） 技術・開発本部 技術開発統括 執行役員）
　宮崎 毅 （東京大学 名誉教授）
　渡邉 正孝 （中央大学 教授）
　渡辺 義公 （中央大学 研究開発機構 機構教授）

このパンフレットで紹介したのは、★マークの研究チームの主な研究成果です。17の研究課題

研究総括
　大垣 眞一郎（公益財団法人 水道技術研究センター 理事長）
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