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要 約 


 


 本事業は、経済発展のフェイズや国情の大きく異なる日本、ベトナム両国の環境科学・工学


に関わる研究者が連携し、必要な産業活動のレベルを維持しつつも、健全で豊かな自然・都市


環境を保全・創造していくための「環境総合技術」についての共同研究を実施し、アジアを中


心とした地球・地域環境の保全に貢献することを総括的な目標として実施した。上記目的を達


成するために、特に重要な研究分野として、環境計測分野、環境創造・保全分野、環境総合技


術開発分野の 3 分野を設定し、より具体的な目標を定め、共同研究を行った。 


 日本側においては、大阪大学を拠点大学として協力大学には北海道大学、東京大学、大阪府


立大学、愛媛大学、熊本大学が参画した。一方、ベトナム側においては、ベトナム国立大学ハ


ノイ校を拠点大学とし、協力大学・研究機関にベトナム国立大学ホーチミン校（VNU-HCMC）、


ベトナム科学技術アカデミー（VAST）、フエ大学、ハノイ土木大学（UCE）、ダナン大学が参


加して、国土全体をカバーするネットワークを形成した。 


 上記 3 研究分野において事業期間を通じ、毎年 10 課題前後の共同研究プロジェクトが実施


され、成果を踏まえての課題の改廃、類似課題の統合や派生課題の独立分離といった変遷を経


ながら、常に課題の遂行状況を反映した計画の見直しが行われた。共同研究の下では、事業期


間を通じて、520 名を超える研究者の交流が行われた。事業期間を通じて、共同研究のメリッ


トとして、ベトナム側においては、日本からの最新技術の移転により高精度で効率的な研究の


遂行ができたこと、一方、日本側においては、日本では例のない環境問題に関しての研究課題


の発見や技術移転のノウハウを蓄積できたことが挙げられる。主な成果として、環境計測分野


では、環境汚染物質分析法の開発、ベトナムにおける有害化学物質汚染の現状把握と挙動解明、


健康影響の解明が挙げられる。環境創造・保全分野では、ベトナムにおける都市環境の保全と


創造のための土地利用現況の把握とハノイ市の都市計画に対する提言書の作成、マングローブ


林を含めた沿岸環境の諸現象の解明、地下水汚染の現況把握が行われた。また、環境総合技術


開発分野では、主に地下水の窒素汚染を対象とした水処理技術の開発や、有機性廃棄物のコン


ポスト化、廃棄物処分場浸出水の高度処理技術の開発、水生植物利用による経済的水質浄化技


術開発のための基礎研究、また環境保全に有用な微生物の検索と特徴付けなどで成果をあげる


ことができた。 


 本事業における研究者の情報交換と研究成果の発表の場として、一同が会するジェネラルセ


ミナーを原則 1 年おきに開催し、最終的に実施回数は 8 回を数えた。また各共同研究内におい


ても進捗状況を披露し、議論を深める目的でワークショップも積極的に開かれた。さらに、事


業計画の議論や共同研究の立ち上げ、あるいは技術習得・資料収集などを目的とした個人レベ


ルでの研究者交流も活発に行われ、この目的の下、40 名程度が両国間を往来した。特に若手


研究者の往来を推奨し、長期滞在によって得られた研究の成果には見るべきものが尐なくない。


派生効果として、日本での学位取得を目指してベトナムから多くの学生が留学し、本事業に関


連して約 20 人が学位取得したことが挙げられる。 


 今後は、本交流事業で作り上げられたネットワークを生かし、より焦点を絞ったテーマごと


に両国の環境科学・技術の具体化・実用化に重点を置いた交流の継続を模索していく。 








researchers traveled between the countries for extra-exchange to find counterparts for establishing new 


researches, collecting new data, and training new skills. Especially, young researchers were encouraged 


to contribute the researches through their long-stay studies. The project stimulated many Vietnamese 


students to study in Japan. As a result, about 20 Vietnamese students took Ph.D. related to the 


researches in this project. 


 Based on the network brought up in this project, we will continue exchange between Japan 


and Vietnam for practice and application of environmental science and technology to conservation of 


global and local environment in Asia. 


 








 


Executive Summary 


 


 


The purpose of this project was conservation of global and local environment in Asia through the 


cooperative researches conducted by the environmental scientists and engineers in Japan and Vietnam. 


The two countries have different situations in economy, history, and culture each other. The 


environmental researchers in such two countries dedicated to “Total Environmental Technologies” for 


sustainable urban and natural environments. 


To realize our purpose, 3 main topics, “Environmental Monitoring and Assessment”, 


“Environmental Creation and Conservation”, and “Development of Total Environmental Technology”, 


were focused in this project. 


From Japan, Osaka University as the Core University, and Hokkaido University, the University 


of Tokyo, Osaka Prefecture University, Ehime University and Kumamoto University as cooperative 


universities joined the project. From Vietnam, Vietnam National University, Hanoi as the Core 


University, and Vietnam National University-HCMC (VNU-HCMC), Vietnam Academy for Science 


and Technology (VAST), Hue University, Hanoi University of Civil Engineering (UCE) and Danang 


University joined the project. Those universities and academic organizations brought up a large 


network in both countries. 


Approximately 10 researches in the 3 topics conducted simultaneously all the time. By the 


annual review, some researches were terminated or revised, some were united, and some were newly 


derived from the existing researches. In total, over 520 researchers were exchanged in this project. The 


project brought many benefits to both countries. In Vietnam, accuracy and efficiency of researches 


were improved by new technologies transferred from Japan. For Japanese scientists, it was valuable 


experiences to find unique environmental problems in Vietnam and to transfer own technologies 


overseas. 


In the topic of “Environmental Monitoring and Assessment”, development of analytical methods 


for environmental pollutants, evaluation of the current situation, fate, and health impacts of toxic 


substances in Vietnam were major achievements. In the topic of “Environmental Creation and 


Conservation”, the landuse maps for conservation and creation of the urban environment, proposals for 


city planning in Hanoi, evaluation of current situation of coastal zones including mangrove forests, 


evaluation of the current situation of groundwater pollution in Vietnam were major achievements. In 


the topic of “Development of Total Environmental Technology”, treatment technology for 


nitrogen-polluted groundwater, composting technology for organic waste, advanced treatment 


technology for landfill leachate, economical wastewater treatment technology using aquatic plants, and 


screening of microorganisms useful for environmental conservation were major achievements. 


The general seminars were held 8 times for exchanging information and presenting all the 


researches. Many workshops were intensively held for advancing each research. Approximately 40 








 


 


 


日本学術振興会 (JSPS) 東南アジア諸国学術交流事業 


拠点大学交流における事後評価報告書（平成 11年度～20年度） 


 


 


共同研究課題『地球環境創造と保全のための環境総合技術の開拓』 


 


 


 


（相手国） ベトナム社会主義共和国 


（対応機関） Vietnam Academy of Sciences and Technology (VAST) 


（交流分野） 地球環境総合学 


（実施期間） 平成 11 年度～平成 20 年度 


 


（拠 点 大 学） 大阪大学大学院工学研究科 


（実施組織代表者） 馬場章夫（大阪大学・工学研究科長） 


（コーディネーター）池 道彦（大阪大学・大学院工学研究科・教授） 


 


（相手国拠点大学） ベトナム国立大学ハノイ校（VNU-Hanoi） 


（相手国実施組織代表者） Mai Trong Nhuan （VNU-Hanoi・総長） 


（相手国コーディネーター）Pham Hung Viet（VNU-Hanoi・教授） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





