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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
平成２８年４月１日 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  九州大学・大学院工学研究院               

（ふりがな）               いまさか とうたろう 

職・氏 名  教授・今坂 藤太郎                

1. 事 業 名 相手国（   ベトナム   ）との共同研究 振興会対応機関（    VAST    ） 

2. 研 究 課 題 名  フェムト秒レーザーを用いる環境中の残留性有機汚染物質(POPs)の分析         

3. 全 採 用 期 間 

平成  26 年  4 月  1 日 ～ 平成  28 年  3 月  31 日 （ 2 年  0 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  4,750,000 円 

初年度経費  2,500,000 円、 ２年度経費  2,250,000 円、 ３年度経費    0 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額     0 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

楊 希翔 
唐 圓圓 
濱地 彬文 
中野 雄太 
今坂 智子 
塚谷 裕子 
新垣 隆 
伊藤 佑太郎 
豊田 大貴 
森 兆史 
小嶋 健太郎 
渋田 新平 
福間 勇太 
宇津巻 諒太 

九州大学・博士課程 3 年生 
九州大学・博士課程 3 年生 
九州大学・修士課程 2 年生 
九州大学・修士課程 2 年生 
九州大学・教務職員 
福岡県保健環境研究所・主任技師 
九州大学・修士課程 2 年生 
九州大学・修士課程 2 年生 
九州大学・修士課程 2 年生 
九州大学・修士課程 1 年生 
九州大学・修士課程 1 年生 
九州大学・修士課程 1 年生 
九州大学・修士課程 1 年生 
九州大学・修士課程 1 年生 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  ベトナム科学技術アカデミー・准教授・Do Quang Hoa  

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Pham Long 
Nguyen Dinh Hoang 
Dao Duy Thang 
Vu Duong 
Nghiem Thi Ha Lien 
Vu Thi Thuy Duong 
Nguyen Trong Nghia 
Do Quoc Khanh 

Vietnamese Academy of Science and Technology・Researcher 
Vietnamese Academy of Science and Technology・Researcher 
Vietnamese Academy of Science and Technology・Researcher 
Vietnamese Academy of Science and Technology・Researcher 
Vietnamese Academy of Science and Technology・Researcher 
Vietnamese Academy of Science and Technology・Researcher 
Vietnamese Academy of Science and Technology・Researcher 
Vietnamese Academy of Science and Technology・Researcher 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

[研究の目的]  

日本をはじめとする外国企業のベトナム向けの投資は、近年増加の一途を辿っている。このような外国企

業進出の急速な増加は、ベトナムの工業化に貢献する反面、廃棄物の増大による環境汚染をもたらしている。

このため環境汚染の防止はベトナムにとって最重要課題の一つである。そこで、本研究では残留性有機汚染

物質(POPs)を微量分析するための新技術を開発する。すなわち、日本とベトナムの研究者が共同して、多塩

素化ビフェニル(PCB)等の新しい分析法を研究する。日本の代表研究機関である九州大学ではガスクロマトグ

ラフ／レーザー多光子イオン化／飛行時間型質量分析計（GC/LIMPI/TOFMS）を開発する。一方、ベトナムの

代表研究機関であるベトナム科学技術アカデミー(VAST)ではレーザー多光子イオン化分析計(LIMPI/S)を開

発する。これらによりベトナムの環境汚染を防止し、地域住民の健康的な生活を確保することを目的とする。 

 

[研究計画の実施状況・成果]  

 平成 26年度は、ベトナム側の代表者である Hoa准教授を福岡に招聘し、キックオフミーティングを 4月に

開催した。この会議においてアクションプランや派遣者を決定した。9月には Vu Duong 博士（男性）を招聘

し、深紫外(200 nm)フェムト秒光パルス発生の研究に従事して頂いた。また、Nghiem Thi Ha Lien 博士を招

聘し、ベトナムから持参したトランス油から多塩素化ビフェニル(PCB)を抽出・前処理し、GC/LIMPI/TOFMS

により分析する方法について検討した。一方、8 月頃には LIMPI/S により溶液試料を分析する技術を提供す

ると共に、大学院生の濵地、新垣をベトナムに派遣して研究を推進した。11 月には研究代表者の今坂(工)が

ベトナムを訪問し、Hoa准教授及び VAST/物理学研究所(IOP)の Nguyen Dai Hung教授（ベトナム物理学会長）

と、今後の方針について打ち合わせた。また、同時に訪問した今坂（芸工）が IOP の研究者約 40 名に対して、

Gaussian09プログラムを用いて分子パラメーターを量子化学計算する方法を説明、実演した。 

 平成 27年度は、ベトナムから Duong博士（男性）、Vu Thi Thuy Duong 博士（女性）を、九州大学の大学・

部局間国際交流協定等推進事業により、九州大学の准教授として招聘した。また、Nguyen Trong Nghia博士

と Do Quoc Khanhを本事業により招聘した。Duong博士（男性）と Nghia博士は 200 nmの深紫外フェムト秒

レーザーの高効率発生、185 nm の真空紫外超短パルス光発生の研究に従事した。また、Khanh 博士は、紫外

域(267 nm)において超短パルス光を発生する研究に従事した。これらの研究成果の一部は、Duong 博士（男

性）が応用物理学会において講演した。一方、Duong博士（女性）は、昨年度に Lien博士が行った PCB の分

析を継続した。とくに 267と 200 nm のフェムト秒レーザーをイオン化に用いる方式について検討した。その

結果、ベトナムのフリーマーケット（蚤の市）で再販されている、また工場で使用されている古いトランス

油中に PCB が存在することを明らかにした。また、今坂（工）はベトナムを訪問してフリーマーケットを現

地調査した。さらに Hoa 准教授と研究成果の取りまとめについて協議した。その結果、Duong 博士（女性）

を第一著者として論文を公表することを決定した。後日、Duong 博士（女性）が取りまとめた原稿を今坂（芸

工）が査読してデータ及び理論計算の誤りを訂正した。さらに、今坂（工）が原稿の構成や表現を修正して

学術論文誌に投稿した。その結果は、すでに Talanta誌に公表されている。当初、Pacifichem 2015（米国・

ホノルル）で今坂（工）が主催した「レーザーイオン化質量分析」のセッションにおいて、その研究成果を

Lien 博士が講演する予定であったが、ベトナム側から旅費等の支援が得られなかったので講演を取りやめ、

今坂（工）が招待講演の中でその一部を紹介した。一方、日本から大学院生の豊田、森、伊藤をベトナムに

派遣し、固体ラマン結晶を用いるレーザー波長変換、オートコリレーターによるパルス幅計測、LIMPI/S に

よる有機化合物の分析を行った。その研究成果は、Open Journal of Applied Sciences に公表されている。
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

平成 26年度 

濵地 彬文 

新垣 隆 

今坂 藤太郎 

今坂 智子 

 

平成 27年度 

今坂 藤太郎 

今坂 藤太郎 

豊田 大貴 

森 兆史 

伊藤 佑太郎 

今坂 藤太郎 

今坂 藤太郎（別予算） 

 

 

H26/9/2～H26/9/9      

H26/11/5～H26/11/11   

H26/11/15～H26/11/21  

H26/11/15～H26/11/21  

 

 

H27/4/21～H27/4/24    

H27/8/5～H27/8/7      

H27/10/13～H27/10/20  

H27/10/20～H27/10/27  

H27/10/27～H27/11/3   

H27/12/17～H27/12/20   

H28/3/14～H28/3/15     

 

ベトナム科学技術アカデミー 

ベトナム科学技術アカデミー 

ベトナム科学技術アカデミー 

ベトナム科学技術アカデミー 

 

 

ベトナム科学技術アカデミー 

ベトナム科学技術アカデミー 

ベトナム科学技術アカデミー 

ベトナム科学技術アカデミー 

ベトナム科学技術アカデミー 

ホノルル（米国） 

ハノイ大学・ベトナム科学技術ア

カデミー 

計  11名（延べ人数） 計  66日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

平成 26年度 

＊Do Quang Hoa 

＊Nghiem Thi Ha Lien 

＊Vu Duong 

 

平成 27年度 

＊Do Quoc Khanh 

Vu Thi Thuy Duong 

Vu Duong 

＊Nguyen Trong Nghia 

＊Do Quang Hoa 

 

 

H26/4/23～H26/4/27   

H26/9/11～H26/10/23   

H26/9/11～H26/12/7    

 

 

H27/5/1～H27/6/16    

H27/5/1～H27/7/31  

H27/5/1～H27/10/31  

H27/6/3～H27/8/5     

H27/9/30～H27/10/4  

 

九州大学（福岡市） 

九州大学（福岡市） 

九州大学（福岡市） 

 

 

九州大学（福岡市） 

九州大学（福岡市） 

九州大学（福岡市） 

九州大学（福岡市） 

九州大学（福岡市） 

計  8名（延べ人数） 計 528日 




