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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。 



 

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 



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. 

 



１．事業の目標 

 

 人類が常に生活の豊かさを追求し、産業活動・ライフスタイルの多様化、高度化が急激に進

む中で、自然環境や生態系の破壊・务化、都市・居住環境の悪化などに代表される各種の環境

問題が生じてきた。我が国を含めた先進国においては、かつての経済発展を遂げる過程で各種

の深刻な公害問題が引き起こされてきたが、環境保全のために莫大な投資をすることによって

一旦の解決を見た。しかし、近年では、内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）による身近な環

境の汚染や、地球規模での気象変動など、かつては予想し得なかった、より高度かつ広域な問

題が顕在化するようになり、これらに対応するための新たな環境総合技術・システムの開発が

求められている。一方、ベトナムに代表される経済発展が著しい開発途上国においては、かつ

て先進国が体験したような、あるいはそれらとは異なる独特の環境問題が露見してきているが、

これに対応するための技術開発や人材の育成が遅れている結果、問題の深刻化に歯止めがかけ

られておらず、早急な対策が必要となっている。特に、地球上の全ての人が健全で豊かに暮ら

していける社会を実現すべきであるという視点や、温暖化や海洋汚染のように環境問題が地球

規模で認識されているという視点から見れば、開発途上国の問題は、先進諸国を含めた全世界

が協力して解決に当たるべき問題である。 

 

 このような背景の理解のもとに、本事業では、経済発展のフェイズや国情の大きく異なる日

本とベトナムの環境科学・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概括的な目標

とした。また、この過程を通じて、両国の環境分野における科学技術の開発能力の向上と、研

究者、技術者の人材育成に寄与することも重要な目標として掲げた。本交流事業によって、ベ

トナム側は、日本がこれまでに開発してきた環境技術の基本を学びとり、より自国に適用しや

すい技術として発展させる方法を身につけることによって、まずは国内環境問題の対応を進め

られるようにすることを目指した。一方、日本側は、地球環境保全の立場から極めて重要なア

ジアにおける環境データの把握や技術移転のノウハウ、あるいはアジアの地勢･気象あるいは

社会情勢に合った技術開発のヒントを得ることを目指し、最終的に日越双方に大きなメリット

が得られることをねらいとした。 

 

 本事業では、上記の概括的目標を達成するために特に重要な研究分野として、（１）環境計

測分野、（２）環境創造・保全分野、および（３）環境総合技術開発分野の３つのトッピック

スを設定し、それぞれの分野においてより具体的な目標を定めた。この目標は、前半の５年を、

実情調査に基づいて研究課題の絞込みと修正を行いつつ基礎的研究を進める第 1 期、後半の５

年を、絞り込まれた課題をより実用的な環境技術へとつなげるために発展的研究を行う第２期

に分け、以下のように設定した。 

 

 



（１） 環境計測分野 (Environmental Monitoring and Assessment)：Topic 1 

第１期 ｢環境汚染の測定・評価手法の開発と汚染の現状に関する情報収集｣  

ベトナムにおける気圏・水圏・土壌圏の主な環境汚染物質についての情報収集を行い、特

に重要と考えられる物質を対象に実地の汚染調査を実施することによって、現状把握を行

う。ここで、必要に応じて、目的にかなった実用的な汚染物質分析手法を開発・確立する。

また、汚染による健康影響、生態影響を評価するための体系・ツールを構築する。 

第２期 ｢汚染物質のモニタリングとデータベースの構築」 

第１期で確立した手法と基礎データに基づき、観測物質（重要な汚染物質）の定点モニタ

リングを実施し、データベースを構築する。また、モニタリングデータから、人や野生生

物への蓄積を含めた観測物質の消長について考察し、影響をできる限り尐なくする汚染物

質の適性管理戦略について提案する。 

 

（２） 環境創造・保全分野 (Environmental Creation and Conservation)：Topic 2 

第１期 ｢都市環境と自然環境の破壊の現状調査とその特性の解析｣  

現地調査（資料調査、実地観察・測定、ヒアリング、アンケート調査など）によって、ベ

トナムにおける自然環境、および都市環境の破壊、务化の現況把握を行い、データの解析

によりその特性を明らかにする。ここで調査の対象は、自然環境としてはマングローブ林、

レッドリバー、メコン川など、都市環境としてはハノイ、HCMC など大都市とその近郊、

およびフエなど歴史的価値を有する古都を取り上げ、湾岸、森林、河川流域の生態系や地

勢、都市の快適さや景観にそれぞれ着目して調査と解析を行う。 

第２期 ｢都市開発制御と自然環境保全のための対策の提示｣ 

第１期で得られたデータと解析結果（モデル解析等）に基づき、マングローブや河川流域

の環境、生産（農業、漁業等）の場としての管理の戦略を提案する。また、持続的経済発

展と環境共生を支えうる都市・社会インフラと都市開発のマスタープランを提示する。 

 

（３） 環境総合技術開発分野 (Development of Total Environmental Technology)：Topic 3 

第１期 ｢地域性を重視した環境総合技術の開発｣  

ベトナムにおける排水、排気ガス、および廃棄物発生と処理･処分の現状を調査し、この

解析から伺われる地域性を考慮した、廃水、排ガス、廃棄物の処理技術の開発を行う。こ

こでは、特に経済性が高く、温暖な地方に適していると考えられるバイオ技術の適用を中

心に、主にラボスケールでの検討を行うこととする。 

第２期 ｢開発した環境総合技術の実用化の検証｣ 

第１期で開発した廃水、排ガス、廃棄物の処理技術について、ベトナム各地でパイロット

スケールでの実証試験を実施し、リアルな条件でプロセス・装置デザインや運転操作の条

件を最適化することによって、実用化の指針を作成する。同時に、各地域の環境問題に対

して適正技術を選択し、その活用を支援するための開発技術データベースを作成する。 

 

 



２．事業の実施状況 

 

２－１．事業の全体的な体制 

 

 本事業では、JSPS と VAST の協力の下、拠点大学として日本側は大阪大学（大学院・工学

研究科あるいは工学部）、ベトナム側はベトナム国立大学ハノイ校（VNU-Hanoi）（科学大学）

が国際学術交流を実施した。両国における事業の体制はそれぞれ以下のように構成された。 

 

（１） 日本側 

 事務組織を含めた拠点大学（大阪大学）における事業実施の組織と、協力大学を含めた枠組

みをそれぞれ、図２－１および図２－２に示す（人名等は事業終了時のもの）。 

 実施組織代表者は大阪大学工学研究科長が務めることとなっており、事業期間中 5 名が歴任

した（城野政弘、村井眞二、馬越佑吉、豊田政男、馬場章夫 各研究科長）。実質的に共同研

究・交流の事業をマネージするコーディネーターは、事業開始時から 2005 年 3 月までは環境

工学専攻（当時）の藤田正憲教授が担当し、藤田教授の定年退職後は、環境・エネルギー工学

専攻の池道彦教授が担当した。研究室（生物圏環境工学領域）のスタッフが、学術交流関連の

書類作成や関連手続き、相手国研究機関や研究者との対応などに当たった。また、事務処理、

経理関連の仕事は事務局国際交流課ならびに工学研究科事務部において総務課、経理課の職員

が実務をサポートした。 

一方、拠点大学としての共同研究や研究者交流の方針や仕組みなど主に学術的側面に関する

議論は、学内の関連分野研究者の代表で組織される｢拠点大学地球環境総合学連絡会議｣で行う

こととし、メンバーは工学研究科内の環境工学系（環境・エネルギー工学専攻、地球総合工学

専攻土木工学科目、船舶海洋工学科目、建築工学科目）の所属研究者で構成された。協力大学

は、北海道大学、東京大学、大阪府立大学、愛媛大学、および熊本大学の 6 大学であり、各機

関の代表者（機関によっては複数名）が、｢地球環境創造と保全のための環境総合技術の開拓

に関する共同研究連絡会議（大学間共同研究連絡会議）｣に参画し、共同研究の全体的な方向

性や枠組みについて議論するしくみとした（これに共同研究プロジェクトの代表者を加えたメ

ンバーで構成し、特に研究課題の内容に焦点を当てて行われる会議はステアリングメンバー会

議と称した）。共同研究は 3 つの学術分野（Topics 1～3）に分かれて実施したため、機関横断

的な大学間共同研究連絡会議とは別に、必要に応じて分野毎の連携会議｢研究グループ会議｣

を開催することとし、各 Topic の会議のとりまとめを行う代表者（Topic リーダー3 名）が拠点

大学から選出された。また、各 Topic 間の整合性をとり、統一感のある共同研究とするために

コーディネーターと Topic リーダーによる｢研究課題代表者会議｣を設置した。 

  

（２） ベトナム側 

 ベトナムにおける拠点大学と協力大学・研究機関の事業実施の枠組みを、日本側の場合と同

様に図２－３および図２－４に示す（人名等は事業終了時のもの）。両国の事前協議により、

ベトナム側の枠組みも原則的に日本側と類似のものとした。 



 実施組織代表者は事業開始時から 2008年 3月まではVNU-Hanoi総長（事業開始当時副総長）

の Dao Trong Thi 教授が担当し、その後新たに総長に就任した Mai Trong Nhuan 教授が担当し

た。コーディネーターは VNU-Hanoi 科学大学 CETASD（Research Center for Environmental 

Technology and Sustainable Development：環境技術持続開発研究センター）所長 Pham Hung Viet

教授が一貫して務めた。決まった事務組織はなく、CETAST のスタッフがベトナム側の窓口と

して、学術交流関連の書類作成や関連手続き、相手国研究機関や研究者との対応などに当たっ

たところが日本側組織と異なる。特に、コーディネーターの研究室のアシスタントと秘書が主

な窓口となった。共同研究の方針や仕組みなど主に学術的側面に関する議論や決定は、日本側

と同様の体制で行われたが、｢大学間共同研究連絡会議｣は General Steering Committee と称され

た。協力大学・研究機関は、VAST、ハノイ土木大学、フエ大学、VNU ホーチミン校（VNU-HCMC）

であり、ベトナム全土の主だった研究機関を網羅した。必ずしも正式な組織とはなっていない

が、拠点である VNU-Hanoi 内の｢拠点大学地球環境総合学連絡会議｣以外に類似の主旨で、各

大学・機関においても同様の機能を果たす組織（例えば、VNU-HCMC 連絡会議、VAST 連絡

会議など）も随時設けられた。 

 

協力大学及び協力研究者の選定にあたっての考え方・基準と具体的方法について 

 考え方・基準 具体的方法 

日本側協力大学 

 

 

 

 

サブ課題を含めた共同研究課題の代

表者が在籍しており、共同研究への参

画研究者（学生以外）が複数部局（学

部・学科など）に所属している機関を

協力大学とした。 

プログラム立上げ当初は、環

境分野で活発に研究を行っ

ている大学（学部・学科）に

網羅的に問い合わせ、ベトナ

ムとの交流や共同研究に既

に実績がある、あるいは高い

興味を持たれている研究者

が複数名在籍している大学

を選定した。その後は、日本

側・ベトナム側研究者からの

リクエストに基いて検討し

た。 

日本側協力研究者 

 

 

 

 

共同研究課題に参加する研究者、新た

な共同研究を模索するための情報収

集や協議のため交流を行う研究者、お

よび共同研究に関連して技術指導、知

識の供与、議論等をお願いする研究者

のうち特に積極的な研究者を協力研

究者とした。原則的には博士学位を取

得している研究者、博士課程在学中

（若手交流促進のため推奨している）

共同研究課題の日本・ベトナ

ム両国代表者から推薦され

た研究者について検討した。

また、両国参加研究者から、

特に参加のリクエストのあ

る研究分野の専門家は、日本

側事務局でも WEB などで検

索し、交渉・参画を依頼した。

参加研究者からの口コミで、



の研究者、およびそれに準ずるとコー

ディネーターもしくは共同研究者が

認めた研究者であることを基準とし

たが、環境分野は広範な知識を必要と

していることから、専門性は必ずしも

問わないこととした。 

自薦・他薦で参加を希望する

研究者も多かったことから、

事務局とステアリングメン

バー会議で検討の上、登録し

た。学報や一部の学術雑誌に

は、本交流プログラムの紹介

記事を書き、ラフな形で（特

に若手の）参加の呼びかけも

行った。 

相手国協力大学 

 

 

 

 

ベトナム側コーディネーターからの

要望で決定した。当初ベトナムの環境

分野の研究者は比較的手薄であった

ことから、主な研究者の所属するベト

ナム全土の機関を網羅する形で協力

大学とした。その後、コーディネータ

ー間の話し合いの中で、日本側の選定

基準に準じることで合意された。 

日本側とほぼ同様の方法で

選定した。 

相手国協力研究者 

 

 

 

 

年度毎にコーディネーター間の協議

を行い、日本側と同じ考え方・基準で

選んだ。ただし、特に若手については、

日本語もしくは英語の能力について、

ベトナム側コーディネーターもしく

は共同研究代表者が評価し、共同研究

や交流に支障がないことを見極めて

から、参加を認めた。 

日本側とほぼ同様の方法で

あったと考えている。セミナ

ーなどのイベントについて

は新聞等にも記事を投稿す

るなど、研究者の注意を喚起

する手段としてマスコミの

利用もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実施組織等（日本側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施組織メンバー（日本側）（事業終了時） 

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 

CUP 事務局 惣田 訓 大阪大学大学院工学研究科准教授 

〃 清 和成 大阪大学大学院工学研究科助教 

〃 山岡ゆり子 大阪大学技術専門職員 

〃 増本 紗里 大阪大学事務補佐員 

拠点大学地球環境総合学連絡会議メンバー 

委員長 池 道彦 大阪大学大学院工学研究科教授 

委員 加賀昭和 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 澤木昌典 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 中辻啓二 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 出口一郎 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 八木厚志 大阪大学大学院工学研究科教授 

図２－１ 拠点大学（大阪大学）における事業実施の組織（日本側） 

教授 1、准教授 1、助教 1、技術専門職員 1、

事務補佐員 1（下表） 

委員長：池道彦、委員：5 名（下表） 

評価・広報係長 

経理係長 

環境・エネルギー工学専攻池研究室 

拠点大学地球環境総合学連絡会議 

事務局 国際交流課 

経理課 課長 課長補佐 

事務部長 

工学研究科 

総務課 課長 課長補佐 

国際交流推進係 



協力大学を含めた実施組織等（日本側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*はステアリングメンバー会議のみのメンバー 

 

図２－２ 共同研究を中心とした枠組（日本側） 

拠点大学地球環境総合学連絡会議メンバー 

委員長（委員兼任） 池道彦 大阪大学大学院工学研究科教授 

委員 加賀昭和 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 澤木昌典 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 中辻啓二 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 出口一郎 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 八木厚志 大阪大学大学院工学研究科教授 

大学間共同研究連絡会議メンバーおよびステアリングメンバー 

委員長 池道彦 大阪大学大学院工学研究科教授 

委員 大井俊彦 北海道大学大学院工学研究科准教授 

〃 滝沢智 東京大学大学院工学系研究科教授 

〃 竹中規訓 大阪府立大学工学部准教授 

〃 田辺信介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授 

〃 古川憲治 熊本大学工学部教授 

ステアリングメンバー 藤田正憲 高知工業高等専門学校校長 

〃 加賀昭和 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 澤木昌典 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 中辻啓二 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 八木厚志 大阪大学大学院工学研究科教授 

〃 岩堀恵祐 静岡県立大学環境科学研究所教授 

研究課題代表者連絡会議メンバー 

委員長（委員兼任） 池道彦 大阪大学大学院工学研究科教授 

委員 加賀昭和 大阪大学大学院工学研究科教授 

委員 澤木昌典 大阪大学大学院工学研究科教授 

 

代表者：加賀昭和 

委員長：池道彦 

委員：6 名（下表） 

研究課題代表者 

連絡会議 

拠点大学地球環境 

総合学連絡会議 

地球環境創造と保全のための環境総合技術の 

開拓に関する共同研究連絡会議 

（大学間共同研究連絡会議） 

委員長：池道彦、委員：5 名（下表） 

委員長：池道彦 

委 員：3 名（下表） 

Topic 1 研究グループ 

代表者：澤木昌典 

Topic 2 研究グループ 

代表者：池道彦 

Topic 3 研究グループ 

ステアリング 

メンバー会議 

委員長：池道彦 

委員：12 名（下表） 



実施組織等（ベトナム側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施組織メンバー（ベトナム側）（事業終了時） 

代表者 Mai Trong Nhuan VNU-Hanoi 総長 

コーディネーター Pham Hung Viet VNU-Hanoi 教授 

CUP 事務局 Le Van Chieu VNU-Hanoi 講師 

〃 Truong Thu Thi Huong 秘書 

拠点大学地球環境総合学連絡会議メンバー 

委員長 Nguyen Van Mau VNU-Hanoi 教授 

委員 Mai Trong Nhuan VNU-Hanoi 総長 

〃 Pham Hung Viet  VNU-Hanoi 教授 

〃 Nguyen Cao Huan VNU-Hanoi 教授 

〃 Cao The Ha VNU-Hanoi 教授 

〃 Phan Duy Nga VNU-Hanoi 国際交流部長 

図２－３ 拠点大学（VNU ハノイ校）における事業実施の組織（ベトナム側） 

 

CUP Office 
Hanoi University of 

Science, VNU-Hanoi 

Research Center for 

Environmental Technology 

and Sustainable Development 

(CETASD) 

Department of International Relations 

Intra – VNU Hanoi Liaison 

Committee for the CUP 

Chair：Nguyen Van Mau 

Member：5 persons 

Professor 1 

Scientific Researcher 1 

Secretary 1 



協力大学を含めた実施組織等（ベトナム側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４ 共同研究を中心とした枠組（ベトナム側） 

 

拠点大学地球環境総合学連絡会議メンバー 

委員長 Nguyen Van Mau VNU-Hanoi 教授 

委員 Mai Trong Nhuan VNU-Hanoi 総長 

〃 Nguyen Cao Huan VNU-Hanoi 教授 

〃 Pham Hung Viet VNU-Hanoi 教授 

〃 Cao The Ha VNU-Hanoi 准教授 

〃 Phan Duy Nga VNU-Hanoi 国際交流部長 

大学間共同研究連絡会議メンバーおよびステアリングメンバー 

委員長 Mai Trong Nhuan VNU-Hanoi 総長 

委員 Pham Hung Viet VNU-Hanoi 教授 

〃 Tu Vong Nghi VNU-Hanoi 教授 

〃 Nguyen Thi Phuong Thao VAST-IET 環境毒性部門長 

〃 Nguyen Van Hop フエ大学准教授 

〃 Bui Van Ga ダナン大学学長 

〃 Nguyen Cao Huan VNU-Hanoi 教授 

〃 Nguyen Van Phuoc VNU-HCMC 環境資源研究所所長 

〃 Tran Dinh Man VAST-IBT 副所長 

〃 Tran Hieu Nhue UCE 教授 

〃 Bui Cach Tuyen ベトナム天然資源環境省環境保護局副長官 

研究課題代表者連絡会議メンバー 

委員長（委員兼任） Pham Hung Viet VNU-Hanoi 教授 

委員 Mai Trong Nhuan VNU-Hanoi 総長 

〃 Cao The Ha VNU-Hanoi 准教授 

 

Leader：Pham Hung Viet 

Chair：Nguyen Van Mau 

Member：5 persons 

Liaison Committee for the 

Research Group Leader 

Intra – VNU Hanoi Liaison 

Committee for the CUP 

Inter – Universities Liaison Council for Joint Research on 

Environmental Science and Technology for the Earth 

(Steering Member Committee) 

Chair：Mai Trong Nhuan, Member：10 persons 

Chair：Pham Hung Viet 

Member：3 persons 

Topic 1  Research Group 

Leader：Mai Trong Nhuan 

Topic 2  Research Group 

Leader：Cao The Ha 

Topic 3  Research Group 



２－２．共同研究の体制 

 

本事業では重点分野として、（１）環境計測：Topic 1、（２）環境創造・保全：Topic 2、およ

び（３）環境総合技術開発：Topic 3 の 3 分野を設定しており、共同研究課題（プロジェクト）

は原則的には各Topicの枠組みの中で実施されることとした。各年度の採用プロジェクト数（類

似課題はそれぞれをサブプロジェクトとし、1 つのプロジェクトにまとめている）は継続プロ

ジェクトを含めて各 Topic 当たり 3～4 課題、合計で 10 課題程度までに制限した。コーディネ

ーターは研究者（カウンターパートを定めたチーム）からのプロジェクト提案を受けた後、各

拠点の｢研究課題代表者会議｣から意見聴取しながら、両国における提案プロジェクトの優先順

位をつけ、協議により両国間の意見のすりあわせを行って、採択プロジェクトを決定した。プ

ロジェクトは通常 2～3 年の継続を認めたが、研究の進行状況や成果によっては、期間半ばで

内容（課題名）の修正を加えたり、新たな側面から派生プロジェクトを分離する（サブプロジ

ェクト）、あるいは他の共通性のある（サブ）プロジェクトと統合し大プロジェクトとするな

ど、常に見直しを行った。この改変は、時代の変化や現場における新たな問題の発見に機動的

に対応し、真に実のある共同研究を実施するための方策として事業期間を通じて必要に応じて

実施した。 

本事業開始の平成 11 年度は共同研究課題を絞り込む情報収集・交換の期間としたため、共

同研究は実施しなかったが、平成 12 年度には 10 課題の共同研究プロジェクトが立ち上がり、

事業終了時までに、図２－５に示す変遷を遂げてきた（両国研究代表者とともに記載）。本報

告書の中では混乱を防ぐために、細分化や統廃合などを考慮して、10 年間のプロジェクトを

表２－１に示すようにまとめ、内容や成果を示す。なお、表２－１には、事業開始時から終了

時までの共同研究プロジェクト（サブプロジェクト）をリストアップしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２－５ 共同研究プロジェクトの変遷 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５ 共同研究プロジェクトの変遷（続き） 



表２－１ 事業期間中に実施された共同研究プロジェクト一覧 

 

Topic 1：環境計測分野 

 

 

 

 

 

プロジ

ェクト 
タイトル 日本側代表者 ベトナム側代表者 

１ ベトナムにおける水質モニタリング 

１－１ ベトナムにおける水質モニタリング 
田中稔（大阪大学）（-H18.3） 

芝田育也（大阪大学）（H18.4-） 
Tu Vong Nghi（VNU-Hanoi） 

１－２ 
ベトナムフエ市における水環境保全に関する調査研究

（H17.4-） 

橘治国（北海道大学）（-H19.3） 

渡辺靖憲（北海道大学）（H19.4-） 
Nguyen Van Hop（Hue Univ.） 

２ 
有害物質によるベトナムの環境汚染と生態影響に関する環境

化学的研究 
田辺信介（愛媛大学） Pham Hung Viet（VNU-Hanoi） 

３ ベトナムにおける大気汚染とその影響評価 

３－１ 道路近傍の大気汚染による健康被害の推定（H14.4-） 加賀昭和（大阪大学） Nguyen Thi Phuong Thao（VAST） 

３－２ 

廃植物油からのバイオジーゼル燃料の生産とその利用によ

るベトナムの大気汚染の浄化（-H19.3） 

ベトナムにおける大気中有害有機汚染物質の測定と削減の

検討（H19.4-） 

前田泰昭（大阪府立大学） 

（-H17.3） 

竹中規訓（大阪府立大学） 

（H17.4-） 

Pham Hung Viet（VNU-Hanoi） 

４ 
環境モニタリングのための化学センサーおよびバイオセンサ

ーの開発（H16.4-）（H16 は、１－２として実施） 
久保井亮一（大阪大学） Pham Hung Viet（VNU-Hanoi） 



表２－１ 事業期間中に実施された共同研究プロジェクト一覧（続き） 

 

Topic 2：環境創造・保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジ

ェクト 
タイトル 日本側代表者 ベトナム側代表者 

５ 環境創造・保全 

５－１ 環境創造・保全 
鳴海邦碩（大阪大学）（-H20.3） 

澤木昌典（大阪大学）（H20.4-） 
Nguyen Cao Huan（VNU-Hanoi） 

５－２ ハノイでの道路交通騒音に関する社会調査 矢野隆（熊本大学）（H16.4-） Pham Ngoc Dang（UCE） 

６ ベトナムにおける沿岸域の開発に関する環境影響評価 

６－１ 

都市化がベトナム沿岸域に及ぼす環境影響評価（-H19.3） 

汚染および開発によるベトナム沿岸域の環境影響と脆弱性

の評価（H19.4-） 

中辻啓二（大阪大学） 

小池克明（熊本大学）（H19.4-） 
Mai Trong Nhuan（VNU-Hanoi） 

６－２ ベトナムにおけるマングローブ生態系の修復方法の開発 北宅善昭（大阪府立大学） Phang Nguen Hong（VNU-Hanoi） 

７ 大都市における持続可能な水供給システム（-H18.3） 滝沢智（東京大学） Mai Trong Nhuan（VNU-Hanoi） 



表２－１ 事業期間中に実施された共同研究プロジェクト一覧（続き） 

 

Topic 3：環境総合技術開発 

 

 

プロジ

ェクト 
タイトル 日本側代表者 ベトナム側代表者 

８ 
効率的な上・下水処理技術の開発（-H17.3） 

窒素化合物で汚染された地下水の効率的な浄化方法の開発に関する研究（H17.4-） 

８－１ 

効率的な上・下水処理技術の開発（-H17.3） 

窒素化合物で汚染された地下水の効率的な浄化方法の開発

に関する研究（H17.4-） 

古川憲治（熊本大学） Tran Hieu Nhue（UCE） 

８－２ 
嫌気性アンモニア酸化（Anammox）を活用するゴミ埋立地

浸出水の窒素除去に関する研究（H18.4-） 
古川憲治（熊本大学） Cao The Ha（VNU-Hanoi） 

９ 
高濃度廃水・有機物に対する生物・物理化学処理法の開発（-H16.3） 

有害化学物質を含有する廃水および廃棄物の適正管理技術の開発（H16.4-） 

９－１ 

高濃度廃水・有機物に対する生物・物理化学処理法の開発

（-16.3） 

ベトナムにおける廃棄物埋立処分場の汚染防止および安定

化促進技術の開発（H16.4-） 

藤田正憲（大阪大学）（-H17.3） 

池道彦（大阪大学）（H17.4-） 
Cao The Ha（VNU-Hanoi） 

９－２ 環境ホルモン物質の汚染制御と対策技術（H16.4-） 
松井三郎（京都大学）（-H20.3） 

藤井滋穂（京都大学）（H20.4-） 
Nguyen The Dong（VAST） 

９－３ 
水環境からの残留性有機汚染物質の低コスト処理技術の開

発（H18.3-H20.3） 
岩堀恵祐（静岡県立大学） Le Van Cat（VAST） 

１０ 

ベトナムにおける有用微生物の多様性と利用に関する研究

（-H16.3） 

有用微生物を利用した環境保全・修復技術の開発（H16.4-） 

藤田正憲（大阪大学）（-H17.3） 

池道彦（大阪大学）（H17.4-） 
Lai Thuy Hien（VAST） 

１１ 環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究（H15.4-H20.3） 八木厚志（大阪大学） Nguyen Van Mau（VNU-Hanoi） 



（１）環境計測：Topic 1  

テーマ１：ベトナムにおける水質モニタリング 

 ベトナム各地の有機物や重金属による水質汚濁の実態を把握することを目的として、特にハ

ノイおよびフエ近郊の河川、湖沼、地下水等を対象に、基本的水質項目、栄養塩類、ヒ素や鉛

などの継続的な分析調査を行ってきた。また、現地での継続的水質モニタリングを可能とする

測定法や精度の高い測定法を開発し、それらの使用法についてベトナム研究者のトレーニング

を実施した。 

テーマ２：有害物質によるベトナムの環境汚染と生態影響に関する環境化学的研究 

 有害物質による環境汚染が顕在化しているベトナムにおいて、特に化学物質汚染とその影響

を明らかにし、環境改善と生態系保全に資することを目的として、試料収集、モニタリング調

査、情報収集、関連の研究者交流（特に技術支援・研究者育成）を実施した。中でも主として、

重金属や有機塩素化合物（農薬類）、ダイオキシン、ヒ素等に焦点を当てて、土壌試料や地域

住民の毛髪、尿、血液、飲料用の井戸水などの試料を分析し、汚染物質の残留性や生物への蓄

積性、毒性影響評価などに関する研究を実施した。 

テーマ３：ベトナムにおける大気汚染とその影響評価 

 ベトナムでの主たる移動手段となっているモーターバイク（2 サイクルエンジン）の使用に

よって生じる排ガス成分（BTEX、PAH、窒素酸化物など）や微小粒子状物質による大気汚染

の実態を把握することを目的として、その分析・測定方法の開発、生態系への影響を検討した。

さらに、食用油からのバイオジーゼル燃料の生産とその使用による大気汚染の改善、重要な大

気汚染成分のうち、ベンゼンあるいは PAH に着目し、その発ガンリスク推定モデルの構築に

向けた、大気の定点モニタリング、シミュレーションパラメータとしての自動車台数、気象デ

ータなどの収集を実施した。 

テーマ４：環境モニタリングのための化学センサーおよびバイオセンサーの開発 

 有害ガス成分検出用化学センサーの高感度化、小型化に関する検討、生理活性物質であるド

ーパミンの検出用センサー、タンパク質の構造異常検出や分子内水素結合安定性評価のための

リポソーム固定化センサーの開発等を実施した。 

 

（２）環境創造・保全：Topic 2 

テーマ５：環境創造・保全 

将来のベトナムにおける都市デザインのガイドラインを作成する際の参考データ収集のた

めの調査研究を目的として、現在のベトナム、とりわけハノイ市における土地利用、都市空間

構成やランドスケープに関する分類学的・形態学的研究、市街地発展過程の調査研究を行うと

ともに、周辺地域や郊外の湖を有する農村地域を対象に、自然（とりわけ水環境）と共生する

市街地形態・市街地建築形態に関する調査、考察を実施した。その成果をとりまとめ、ハノイ

市の将来都市計画への提言として、書籍を刊行した。また、ベトナムハノイ市とホーチミン市

における道路騒音、航空機騒音等に関する社会調査を実施し、道路騒音に関する住民の反応の

違いを考察した。 

 



テーマ６：ベトナムにおける沿岸域の開発に関する環境影響評価 

沿岸・内陸域の急激な都市化、工業化、農地（養殖地）化が進められているベトナムにおい

て、持続可能な開発の可能性を検討することを目的として、大都市周辺の河口・沿岸域が受け

る影響について、海岸環境および防災力の観点からの評価手法（数値モデル）の開発とそれに

基づく影響低減方法の提案を実施した。その他、Red River 河口域のエビ養殖池の浸食による

崩壊過程のモデル解析、漂砂動態の解明と海岸浸食の数値予測モデルの構築、Soai Rap River

河口域の流体運動、側岸侵食特性など、河口、沿岸域における陸地侵食を表現するモデルの開

発を行った。また、沿岸・内湾域において特に重要と考えられるマングローブ林に焦点を絞っ

て、養殖池、工業地開発や観光の活発化に伴う荒廃の実態調査と生態工学的および社会経済学

的なアプローチによる修復、保全計画および手法の開発に関する研究も実施した。 

テーマ７：大都市における持続可能な水供給システム 

水道水源を地下水のみに頼っているハノイ市の地下水汚染の現状把握、汚染源及び汚染機構

の解明、処理技術の確立、代替水源を含めた水道水の安定供給方法の提言を目的とし、地下水

水質調査や水道水質調査を実施した。当初は、ハノイ市の水道局が所有する 8 つの水源井戸、

個人が所有する浅井戸、紅河などから試料を採取し、ヒ素、アンモニア性窒素、鉄、マンガン、

有機物濃度、その他の微量金属濃度などを測定し、データ解析を実施した。その後、ホーチミ

ン市にフィールド移して、同様の共同研究を実施し、実測の地質、地下水データに基づいて地

下水の 3 次元流動モデルを開発した。 

 

（３）環境総合技術開発：Topic 3 

テーマ８：効率的な上・下水処理技術の開発 

     窒素化合物で汚染された地下水の効率的な浄化方法の開発に関する研究 

 ベトナム都市域において良好な水源を確保するために、当地にあった安価で効率的な処理技

術を開発し、実用化することを目的として、特に窒素除去技術開発に焦点を当てた検討を実施

した。当初は、ハノイ市の地下水汚染の問題として重要なアンモニア性窒素の低減技術として、

不織布を微生物付着担体とした連続硝化処理装置、および上向流汚泥床法（USB 法）による

脱窒処理の適用性を検討した。その後、地下水以外にもその適用範囲を広げた検討にステップ

アップし、現地でパイロット規模の装置を用いた処理実験を実施し、維持管理の容易な地下水

浄化技術開発を目指した。また、部分硝化―Anammox 反応プロセスや卖一処理槽による

Anammox 反応を達成する SNAP（Single stage nitrogen removal using Anammox and partial 

nitritation）法の適用による埋立処分場浸出水処理の可能性を検討した。 

テーマ９：高濃度廃水・廃棄物に対する生物・物理化学的処理法の開発 

     有害化学物質を含有する廃水および廃棄物の適正管理技術の開発 

ベトナムで生じる有機物を高濃度で含む各種の廃水・廃棄物を効率的に処理することのでき

る技術の開発を目的として、高濃度廃水・廃棄物の発生状況と特性についての調査を行うとと

もに、多様な生物学的処理法および物理化学的処理法プロセスの適用性を検討した。当初は、

廃棄物埋立処分場浸出水、および汚泥や農産系の有機性廃棄物の両者に焦点を絞り、二つのプ

ロジェクトとして立ち上げたが、他にも食品加工排水など処理の対象とすべき多くの高濃度廃



水・廃棄物が存在していることが明らかとなったこと、また、処理技術の原理が類似している

ことから、両者を統合した共同研究を実施した。埋立処分場の安定化促進技術の開発では、浸

出水循環や通気の効果を検証し、廃棄物処分場の運転管理のための生物指標の検討、埋立処分

場浸出水処理のための限外ろ過膜を備えたバイオリアクター（MBR）の適用可能性を評価し

た。また、水生植物と根圏微生物の共生系利用による、各種芳香族化合物の分解実験によって、

ベトナムで稼働し始めた石油精製工場廃水の処理等に資する、現地での適用が可能な植生浄化

法の基礎検討を行った。さらに、ベトナムにおける環境ホルモン類、新規の難分解性化学物質

による汚染実態調査等も実施した。 

テーマ１０：ベトナムにおける有用微生物の多様性と利用に関する研究 

      有用微生物を利用した環境保全・修復技術の開発 

熱帯地方に生息している極めて多様な微生物の能力を最大限に利用し、より高度な廃水処理

や環境浄化（レメディエーション）技術を開発していくことを目的として、環境保全において

有用と考えられる微生物を分離し、生理学的・遺伝学的に特徴付けて生物資源として確保する

とともに、有効利用を行うための基礎的検討を実施した。当初は繊維工業から排出される染色

廃液の処理に適用するための脱色微生物（色素分解菌）のみに焦点を当てたが、より広範な環

境浄化微生物に対象とした課題を加え、主に汚染土壌のレメディエーションを意識した石油分

解菌のスクリーニングを実施した。また、両者を統合する形で一つのプロジェクトとし、より

多様な微生物機能に着目した共同研究へと発展させた。脱色微生物関連では、アゾ色素の分解

菌 Bacillus sp. B29 株由来のアゾ色素脱色酵素の特徴づけを実施した。さらに、テーマ９と連

動する形で、水生植物ウキクサと根圏微生物の共生メカニズムの解明を試みるとともに、ウキ

クサ根圏から有用な微生物の分離と特徴づけを試みた。 

 

（４）Topics 1～3 を横断する研究 

テーマ１１：環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究 

 本テーマは平成 15 年度より、Topics 1～3 を横断する形の新たなプロジェクトとして立ち上

げられ、平成 19 年度まで実施した（運営の便宜上 Topic 2 のグループに位置付けた）。規模の

大きな環境システムを理論的に理解し、各種測定・分析を通して得られた環境データの解析結

果を基にして、適切な環境保全施策の策定を支援するための数理モデルを構築することを目的

として、マングローブ林における生態系の変動を表すモデル、競争生物種の共存に関わる確率

モデル、住民の移動と土地利用の相互作用による都市システムの成長を表す数理モデルの作成

を試み、その解析手法に関する議論を行った。 

 

２－３．セミナーの実施状況 

 

 事業開始の平成 11 年度には、事業に参画する拠点および協力大学（研究機関）の主だった

研究者（ステアリングメンバー）が相手国を訪れ、共同研究プロジェクト立ち上げに向けた相

互理解のためのセミナーを、ベトナムおよび日本で各々1 回、計 2 回実施した（共同研究準備

会議）。以降は平成 12 年度の共同研究スタートから原則 2 年毎に、主だった参画研究者が一同



に会し、Topics の枠を超えて共同研究の成果を報告・議論する、いわゆるジェネラルセミナー

を平成 13、15、16、18、19、20 年度に開催し、準備会議を合わせて、開催回数は 8 回を数え

た。また、複数のグループの参加の下、本事業主催のセミナーとして位置づけられたワークシ

ョップが 1 回開催された。その他、各課題の参加研究者グループが開催した小規模のセミナ

ー・ワークショップ・講演会は 14 回を数えた。 

 本事業により主催した全 9 回のセミナーの実施状況を以下に示した。また、関連した 14 回

の小規模集会を列挙した。なお、セミナーの詳細と成果は３－３に記述した。 

 

（１） 第 1 回拠点大学学術交流における研究課題に関する情報交換会議 

 （第 1 回ジェネラルセミナー：第 1 回共同研究準備会議として） 

 日時：平成 11 年 8 月 1 日～8 月 7 日 

 場所：ベトナム ホーチミン市（平成 11 年 8 月 2 日） 

  ハノイ市（平成 11 年 8 月 6 日） 

 目的：日本とベトナムの両国において、各研究課題の主要な研究者による研究紹介と

研究者個人レベルでのディスカッションを通じて、カウンターパートを選定する上で

の相互理解を図ることを目的として、ステアリングメンバークラスの日本側参加研究

者がベトナムを訪問して実施した。 

（２） 第 2 回拠点大学学術交流における研究課題に関する情報交換会議 

 （第 2 回ジェネラルセミナー：第 2 回共同研究準備会議として） 

 日時：平成 11 年 11 月 26 日 

 場所：大阪 

 目的：日本とベトナムの両国において、各研究課題の主要な研究者による研究紹介と

研究者個人レベルでのディスカッションを通じて、カウンターパートを選定する上で

の相互理解を図ることを目的として、ステアリングメンバークラスのベトナム側参加

研究者が日本を訪問して実施した。 

（３） 『2001 年地下水汚染に係る日越ワークショップ』 

 日時： 平成 13 年 6 月 5 日 

 場所：ベトナム ホーチミン市 

  目的：地下水汚染の調査や浄化法の開発に関わっている両国の研究者が、それぞれの

国で問題となっている地下水汚染問題を中心に情報交換し、両国の地下水汚染問題の

本質を明確化するとともに、共同研究として実施可能なテーマを模索することを目的

として、日本側参加研究者がベトナムを訪問して実施した。 

（４） 第 3 回ジェネラルセミナー『都市と沿岸部の開発に関する環境科学技術』 

 日時：平成 13 年 11 月 7 日 

 場所：大阪 

 目的：日本、ベトナム両国の研究者（主にプロジェクトリーダー）が一同に会し、約

2 年間の共同研究の成果について報告と議論を行うとともに、共同研究体制の見直し

を含めた今後の事業の方向性についての共通認識を持つことを目的として、ベトナム



側参加研究者が日本を訪問して実施した。 

（５） 第 4 回ジェネラルセミナー『持続可能な発展に向けた環境科学技術』 

 日時：平成 15 年 7 月 14 日～7 月 15 日 

 場所：大阪 

目的：日本、ベトナム両国の研究者が一同に会し、第 3 回ジェネラルセミナー以降の

共同研究の成果を報告し、議論をするとともに、全参加研究者に事業の全体像を把握

してもらうことを目的として、ベトナム側参加研究者が日本を訪問して実施した。ま

た、本ジェネラルセミナーでは日越ステアリングメンバー会議（合同研究課題代表者

会議）をサテライト会議として開催し、共同研究の評価と将来計画について議論する

こととした。 

（６） 第 5 回ジェネラルセミナー『都市と海岸域の開発に関連する環境科学・技術問題に関

するセミナー』 

 日時：平成 16 年 9 月 27 日～9 月 29 日 

  場所：ベトナム ハロン市 

 目的：日本、ベトナム両国の研究者が一同に会し、5 年目の中間評価の結果を受けて、

前半 5 年間の総括と後半 5 年間に向けての事業の方向性の検討、第 4 回ジェネラルセ

ミナー以降の共同研究の成果を報告、議論することを目的として、日本側参加研究者

がベトナムを訪問して実施した。 

（７） 第 6 回ジェネラルセミナー『アジアの持続可能な発展のための環境科学技術』 

 日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

 場所：熊本 

 目的：日本、ベトナム両国の研究者が一同に会し、本事業の後半 5 年間での達成目標

を再確認するとともに、第 5 回ジェネラルセミナー以降の共同研究の成果を報告し、

残り 3 年での総まとめに向けた方向性を議論することを目的として、ベトナム側参加

研究者が日本を訪問して実施した。 

（８）第 7 回ジェネラルセミナー『アジアの持続的発展のための環境科学技術』 

 日時：平成 19 年 9 月 27 日～9 月 29 日 

 場所：ベトナム ダナン市 

 目的：日本、ベトナム両国の研究者が一同に会し、これまでの交流、共同研究の成果

の発表、討論を通してゴールの姿を模索しつつ、本事業終了後も共同研究を継続して

いくための体制作りの礎とすることを目的として、日本側参加研究者がベトナムを訪

問して実施した。 

（９）第 8 回ジェネラルセミナー『地球環境保全のための環境科学技術』 

 日時：平成 20 年 11 月 26 日～11 月 28 日 

 場所：大阪 

 目的：本事業のレビューならびにこれまでの研究成果のまとめの報告を通じ、本事業

の最終目標の達成状況を確認し、事業全体で得られた成果の総まとめを行うこと、ま

た、本事業後の共同研究体制づくりを目的として、ベトナム側参加研究者が日本を訪



問して実施した。 

 

 その他、本事業主催ではない小規模集会（共同研究の合間を縫って行われたり、共同研究メ

ンバーを中心として、独自で開催されたもの）を以下に列挙した。 

（１） 題目：「Joint Seminar on Technologies for Nitrogen Removal from Ground Water」 

 日時：平成 13 年 6 月 8 日 

 場所：UCE 

 開催グループ：「効率的な上・下水処理技術の開発」 

（２） 題目：「Inquiry into Urban Form in Symbiosis with Water Environment」（ワークショップ） 

 日時：平成 15 年 10 月 4 日 

 場所：VNU-Hanoi 

 開催グループ：「環境創造・保全」 

（３） 題目：「環境問題への新しい数理的手法の応用についての研究会」 

 日時：平成 16 年 8 月 

 場所：大阪大学 

 開催グループ：「環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究」 

（４） 題目：「自己組織化現象の数理」（講演会） 

 日時：平成 16 年 9 月 

 場所：VNU-Hanoi、ハノイ工科大学 

 演者：八木厚志 

 開催グループ：「環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究」 

（５） 題目：「ハノイ市の現状と都市問題に関する意見交換会および交流会」 

 日時：平成 16 年 9 月 30 日 

 場所：Vietnam Urban Planning and Development Association（ハノイ市） 

 開催グループ：「環境創造・保全」 

 ＊ベトナム建設副大臣やハノイ市人民委員会都市計画・建築局職員も参加した。 

（６） 題目：「ベトナムにおける POPs 汚染の実態調査に関するミニセミナー」 

 日時：平成 17 年 7 月 

 場所：VAST、UCE、VNU-Hanoi 

 開催グループ：「環境ホルモン物質の汚染制御と対策技術」 

（７） 題目：「Future Vision of Hanoi City」（ワークショップ） 

 日時：平成 17 年 10 月 24 日 

 場所：VNU-Hanoi 

 開催グループ：「環境創造・保全」 

（８） 題目：「ベトナムにおける公衆衛生と廃棄物マネジメントを巡る問題への持続可能な解

決に関する国際ワークショップ」 

 日時：平成 17 年 12 月 23 日 

 場所：ハノイ市 



 開催グループ：「環境ホルモン物質の汚染制御と対策技術」 

（９） 題目：「6
th
 General Seminar of Core University Program, Satellite Seminar -Mathmatics in 

Environmental Studies」 

 日時：平成 18 年 9 月 26 日～9 月 27 日 

 場所：大阪大学 

 開催グループ：「環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究」 

（１０）題目：「6
th
 General Seminar of Core University Program, Satellite Seminar -Mathmatics in 

Environmental Studies」 

 日時：平成 18 年 12 月 28 日～12 月 29 日 

 場所：VNU-Hanoi 

 開催グループ：「環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究」 

（１１）題目：「Groundwater Pollution in Vietnam」（講演会） 

 日時：平成 18 年 12 月 6 日 

 場所：熊本大学 

 演者：Leu Tho Bach（UCE） 

 開催グループ：「窒素化合物で汚染された地下水の効率的な浄化方法の開発に関する研

究」 

（１２）題目：「Vietnam-Japan Joint Symposium -Redevelopment of City」（シンポジウム） 

 日時：平成 19 年 3 月 30 日 

 場所：VNU-Hanoi 

 開催グループ：「環境創造・保全」 

（１３）題目：「Anammox に関するセミナー」 

 日時：平成 20 年 12 月 11 日 

 場所：UCE 

 演者：古川憲治（熊本大学）、藤井隆夫（崇城大学） 

 開催グループ：「窒素化合物で汚染された地下水の効率的な浄化方法の開発に関する研

究」 

（１４）題目：「持続可能都市と環境技術に関するミニセミナー」 

 日時：平成 21 年 3 月 12 日 

 場所：VNU-Hanoi 

 開催グループ：「環境創造・保全」 

 

２－４．研究者交流など、その他の交流の状況 

 

 本事業における研究者交流、その他交流の実績（派遣・受入人数など）を表２－２にまとめ

た。10 年間の事業の研究者交流として、日本からベトナムへ計 36 人（254 人日）を派遣し、

ベトナムから日本へ 45 人（474 人日）を受け入れた。また、その他の交流として、平成 11 年

度には長期招聘研究者 1 名を 8 ヶ月受け入れた。 



 事業期間を通じての研究者交流の主な目的は、（１）事業全般（特に学術・研究面中心）に

係るコーディネーター／Topic リーダー級での情報交換、協議、（２）事業開始当初、もしくは

期間途中での新規共同研究立プロジェクト上げのための情報交換、協議（カウンターパート探

しを含める）、（３）その他共同研究プロジェクトとしてカバーできていない課題の研究、情報

収集、方法論取得のためのトレーニングなど、（４）事業終了後の後継事業（プロジェクト）

獲得に向けた情報交換など、である。ただし、1 件の交流で複数の目的を兼ねたる場合もある。

（１）の目的での派遣・受入はコンスタントに行われたが、特に事業の立ち上げ時期に多かっ

た。（２）の目的での派遣・受入も同様、事業立ち上げ時期に多く、その後は尐なくなったが、

各共同研究プロジェクトで、ある程度の成果が得られ、テーマのリニューアルや新規テーマの

模索が行われるようになった事業中盤で再び研究者交流の主な目的となった。（３）はベトナ

ム側から各年度 1～2 件のコンスタントな受け入れがあった。（４）は最後の 2 年間で研究者交

流の主要な目的となった。 



表２－２ 研究者交流、その他交流の実績 

 

*内数 

 

 

 

年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 計 

派遣計 
13 人 6 人 2 人 1 人 5 人 9 人 0 人 0 人 0 人 0 人 36 人 

99 人日 46 人日 8 人日 5 人日 38 人日 58 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 254 人日 

拠点大学 
11 人 5 人 2 人 1 人 2 6 人 0 人 0 人 0 人 0 人 27 人 

79 人日 38 人日 8 人日 5 人日 14 人日 33 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 177 人日 

協力大学等 
2 人 1 人 0 人 0 人 3 人 3 人 0 人 0 人 0 人 0 人 9 人 

20 人日 8 人日 0 人日 0 人日 14 人日 25 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 67 人日 

受入計 
0 人 6 人 3 人 9 人 6 人 6 人 7 人 2 人 3 人 3 人 45 人 

0 人日 67 人日 19 人日 103 人日 103 人日 46 人日 58 人日 21 人日 32 人日 25 人日 474 人日 

拠点大学 
0 人 4 人 3 人 5 人 3 人 6 人 7 人 2 人 3 人 2 人 35 人 

0 人日 37 人日 19 人日 42 人日 63 人日 46 人日 58 人日 21 人日 32 人日 19 人日 337 人日 

協力大学等 
0 人 2 人 0 人 4 人 3 人 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 10 人 

0 人日 30 人日 0 人日 61 人日 40 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 6 人日 137 人日 

長期招聘 
1 人 － － － 2 人* － － 1 人* 1 人* － 5 人 

228 人日 － － － 68 人日* － － 71 人日* 30 人日* － 397 人日 



表２－２（続き） 目的別の研究者交流の実績 

 

 

 

 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 計 

派遣計 13 人 6 人 2 人 1 人 3 人 2 人 0 人 0 人 1 人 0 人 28 人 

コーディネーター・Topics リー

ダー級会議 
5 人 3 人 0 人 0 人 0 人 2 人 0 人 0 人 1 人 0 人 11 人 

カウンターパートの選定 6 人 1 人 2 人 1 人 3 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 13 人 

共同研究枠以外の学術研究・情

報収集 
2 人 2 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 4 人 

受入計 0 人 6 人 3 人 9 人 4 人 1 人 1 人 1 人 1 人 0 人 26 人 

コーディネーター・Topics リー

ダー級会議 
0 人 2 人 2 人 3 人 0 人 1 人 1 人 1 人 1 人 0 人 11 人 

カウンターパートの選定 0 人 2 人 0 人 5 人 3 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 10 人 

共同研究枠以外の学術研究・情

報収集 
0 人 2 人 1 人 1 人 1 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 5 人 

合計 13 人 12 人 5 人 10 人 7 人 3 人 1 人 1 人 2 人 0 人 54 人 

コーディネーター・Topics リー

ダー級会議 
5 人 5 人 2 人 3 人 0 人 3 人 1 人 1 人 2 人 0 人 22 人 

カウンターパートの選定 6 人 3 人 2 人 6 人 6 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 23 人 

共同研究枠以外の学術研究・情

報収集 
2 人 4 人 1 人 1 人 1 人 0 人 0 人 0 人 2 人 0 人 11 人 



表２－２（続き） 共同研究枠交流の実績 

  1999 2000 2001 2002 2003 

Topic 1 

派遣 0 人/ 人日 5 人/ 40 人日 8 人/ 69 人日 11 人/ 88 人日 12 人/ 85 人日 

受入 0 人/ 人日 4 人/ 145 人日 5 人/ 55 人日 8 人/ 202 人日 10 人/ 152 人日 

計 0 人/ 人日 9 人/ 85 人日 13 人/ 124 人日 19 人/ 290 人日 22 人/ 237 人日 

Topic 2 

派遣 0 人/ 人日 10 人/ 90 人日 12 人/ 95 人日 11 人/ 102 人日 11 人/ 88 人日 

受入 0 人/ 人日 3 人/ 73 人日 3 人/ 69 人日 5 人/ 83 人日 4 人/ 45 人日 

計 0 人/ 人日 13 人/ 163 人日 15 人/ 164 人日 16 人/ 185 人日 15 人/ 133 人日 

Topic 3 

派遣 0 人/ 人日 4 人/ 95 人日 7 人/ 95 人日 11 人/ 71 人日 7 人/ 50 人日 

受入 0 人/ 人日 3 人/ 45 人日 5 人/ 69 人日 5 人/ 54 人日 7 人/ 66 人日 

計 0 人/ 人日 7 人/ 140 人日 12 人/ 164 人日 16 人/ 125 人日 14 人/ 116 人日 

Topic 1-3 

横断型 

派遣 － － － － 1 人/ 5 人日 

受入 － － － － 2 人/ 22 人日 

計 － － － － 3 人/ 27 人日 

合計 

派遣 0 人/ 人日 19 人/ 225 人日 27 人/ 259 人日 33 人/ 261 人日 31 人/ 228 人日 

受入 0 人/ 人日 10 人/ 263 人日 13 人/ 193 人日 18 人/ 339 人日 23 人/ 285 人日 

計 0 人/ 人日 29 人/ 488 人日 40 人/ 452 人日 51 人/ 600 人日 54 人/ 513 人日 

 

 

 



  2004 2005 2006 2007 2008 計 

Topic 1 

派遣 8 人/ 63 人日 14 人/ 119 人日 6 人/ 51 人日 8 人/ 38 人日 6 人/ 44 人日 78 人/ 558 人日 

受入 9 人/ 232 人日 11 人/ 142 人日 9 人/ 154 人日 15 人/ 221 人日 13 人/ 166 人日 79 人/ 1398 人日 

計 17 人/ 295 人日 25 人/ 261 人日 15 人/ 205 人日 23 人/ 259 人日 19 人/ 210 人日 157 人/ 1977 人日 

Topic 2 

派遣 12 人/ 85 人日 7 人/ 52 人日 9 人/ 73 人日 7 人/ 43 人日 9 人/ 62 人日 91 人/ 695 人日 

受入 7 人/ 67 人日 8 人/ 65 人日 4 人/ 29 人日 10 人/ 131 人日 4 人/ 49 人日 47 人/ 598 人日 

計 19 人/ 152 人日 15 人/ 117 人日 13 人/ 102 人日 17 人/ 174 人日 13 人/ 111 人日 138 人/ 1293 人日 

Topic 3 

派遣 6 人/ 49 人日 9 人/ 64 人日 12 人/ 104 人日 6 人/ 28 人日 8 人/ 47 人日 70 人/ 603 人日 

受入 7 人/ 85 人日 10 人/ 115 人日 6 人/ 65 人日 11 人/ 120 人日 5 人/ 63 人日 56 人/ 652 人日 

計 13 人/ 134 人日 19 人/ 179 人日 18 人/ 169 人日 17 人/ 148 人日 13 人/ 110 人日 126 人/ 1255 人日 

Topic 1-3 

横断型 

派遣 3 人/ 20 人日 2 人/ 22 人日 1 人/ 7 人日 0 人/ 0 人日 0 人/ 人日 8 人/ 61 人日 

受入 2 人/ 22 人日 3 人/ 21 人日 3 人/ 35 人日 2 人/ 16 人日 0 人/ 人日 12 人/ 116 人日 

計 5 人/ 44 人日 5 人/ 43 人日 4 人/ 42 人日 2 人/ 16 人日 0 人/ 人日 20 人/ 177 人日 

合計 

派遣 29 人/ 217 人日 32 人/ 257 人日 28 人/ 235 人日 21 人/ 109 人日 23 人/ 753 人日 247 人/ 1947 人日 

受入 25 人/ 406 人日 32 人/ 343 人日 22 人/ 283 人日 38 人/ 488 人日 22 人/ 278 人日 194 人/ 2755 人日 

計 54 人/ 623 人日 64 人/ 600 人日 50 人/ 518 人日 59 人/ 597 人日 45 人/ 431 人日 441 人/ 4702 人日 

 



 

表２－２（続き） 研究者交流および共同研究枠交流の全体に占める若手研究者の割合 

  1999 2000 2001 2002 2003 

研究者交流お

よび共同研究

枠交流の全体 

派遣 
13 人 25 人 29 人 34 人 36 人 

99 人日 271 人日 279 人日 266 人日 266 人日 

受入 
0 人 16 人 16 人 27 人 29 人 

0 人日 330 人日 212 人日 442 人日 388 人日 

計 
13 人 41 人 45 人 61 人 65 人 

99 人日 601 人日 491 人日 708 人日 654 人日 

若手 

派遣（割合） 
0 人（0％） 6 人（24％） 7 人（24％） 10 人（29％） 6 人（17％） 

0 人日（0％） 105 人日（39％） 111 人日（40％） 84 人日（32％） 71 人日（27％） 

受入（割合） 
（1 人）#

 5 人（31％） 2 人（13％） 9 人（33％） 5 人（17％） 

（228 人日）#
 178 人日（24％） 43 人日（20％） 175 人日（40％） 117 人日（30％） 

計（割合） 
（1 人）#

 11 人（27％） 9 人（20％） 19 人（31％） 11 人（17％） 

（228 人日）#
 283 人日（47％） 154 人日（31％） 259 人日（37％） 188 人日（29％） 

 

*長期招へい研究者 

 

 

 

 



  2004 2005 2006 2007 2008 計 

研究者交流

および共同

研究枠交流

の全体 

派遣 
38 名 32 名 28 名 21 名 23 名 142 名 

275 人日 257 人日 235 人日 109 人日 153 人日 102 人日 

受入 
35 名 39 名 24 名 41 名 25 名 164 名 

425 人日 401 人日 304 人日 520 人日 303 人日 198 人日 

計 
73 名 71 名 52 名 62 名 48 名 306 名 

727 人日 658 人日 539 人日 629 人日 456 人日 300 人日 

若手 

派遣（割合） 
8 名（21％） 10 名（31％） 8 名（29％） 6 名（29％） 3 名（13％） 35 名（25％） 

57 人日（21％） 86 人日（33％） 90 人日（38％） 44 人日（40％） 23 人日（15％） 300 人日（29％） 

受入（割合） 
11 名（31%） 8 名（21％） 8 名（33％） 12 名（29％） 7 名（28%） 46 名（28％） 

194 人日（43%） 114 人日（28％） 88 人日（29％） 194 人日（37％） 89 人日（29％） 679 人日（34％） 

計（割合） 
19 名（26%） 18 名（25％） 16 名（31％） 18 名（29％） 10 名（21％） 81 名（26％） 

251 人日（35%） 200 人日（30％） 178 人日（33％） 238 人日（38％） 112 人日（25％） 979 人日（33％） 

 

 

 



２－５．事業に対する相手国拠点大学、対応機関との協力の状況 

 

 本事業の実施に当たって、対応機関である VAST、拠点大学である VNU-Hanoi は、共同研

究、学術交流のマネージ、アレンジを中心に全面的な協力をしてくれた。特に、ベトナム側コ

ーディネーターの所属機関である VNU-Hanoi、CETASD に置かれているベトナム側 CUP（Core 

University Program）事務局は、事業に関連する事務的書類の作成・処理、各種情報の全ベトナ

ム研究者への伝達、あるいは情報の収集とデータベース化、共同研究に関する打ち合わせ会議

の運営など全てのタスクを一手に担い、日本側 CUP 事務局（コーディネーター）は各協力大

学･研究機関や個人の研究者にコンタクトせずとも、必要な情報の入手や協議を容易に行う事

ができるなど、非常に効率的に事業を進めることができた。これらのタスクの実行スタッフは、

コーディネーターが独自に雇用した専属のスタッフであり、経済的には小さくない負担をして

でも本事業を成功させるという非常な貢献の表れであったといえる。また、共同研究の遂行に

おいては、コーディネーターの努力によってベトナム全土の環境研究者が網羅されたネットワ

ークが形成され、拠点大学、協力大学のみならず、本事業に直接関与していない研究者までが、

現地調査（試料採取、測定、ガイドなど）、現場実験装置・設備の供与、意見交換などに積極

的に協力してくれる体制ができあがった。日本側研究者の訪問に合わせる形で、ベトナム側研

究者がワークショップやミニセミナー、講演会などを開催し、学術面での意見交換を効率的に

行うための場を準備するという協力も、拠点大学、各協力大学・研究機関の自発的な貢献とし

て行われた（ワークショップ等開催経費を各機関の国際交流部門などで負担した）。 

 

 以上のように、ベトナムにおける協力体制は、本事業実施の比較的早い段階から十分に構築

され、ベトナム側 CUP 事務局による統制の取れた協力に加えて、VAST、VNU、協力大学、

個人の研究者がそれぞれのレベルで自主的・献身的に協力を行ってくれた点が特徴的である。

日本側においても、これに準じた形で、日本側 CUP 事務局を中心としたネットワークで協力

体制を築いており、両者の協力体制は非常に良好な状況であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．これまでの交流を通じての成果 

 

３－１．交流による学術的な影響 

 

（１）環境計測：Topic 1  

テーマ１：ベトナムにおける水質モニタリング 

 本研究課題では、ベトナム各地の、有機物や重金属による水質汚濁の実態を把握する継続的

な測定・調査を行っており、汚染の進むベトナム地下水の代替水源としての河川水など表層水

の水質評価を行うための基礎データが整備されつつある。ベトナム表層水の水質を総括的にモ

ニタリングしたデータはこれまで極めて尐なく、極めて有用な情報といえる。 

 また、この過程で、ヒ素をオン・サイトにて簡便に濃縮するための新規固相吸着剤キレート

樹脂を開発し、さらにサブppbレベルでの定量が可能な水素化物発生-原子吸光分析法、鉛やカ

ドミウムの選択的高感度検出、定量法としてビスマスフィルムコーティンググラッシーカーボ

ン電極を利用した定量法を確立してきたことは環境分析技術分野でも特筆すべき成果である。

これらの方法は各種重金属類の簡易で、高感度な分析技術として、今後の環境モニタリングに

大いに貢献するものと考えられる。 

 また、フエ市Huong川流域の富栄養化対策、洪水対策のために蓄積した各種水質分析データ、

河床の地形調査等からは、Huong川への流入汚濁が自浄作用を超えてしまっていること、主と

して水上生活者からの汚濁排出が原因となっていること、Huong川下流域に狭窄部があり、こ

の部分に放水路を設けることで洪水時の水位低下が期待できることなどを明らかにした。最終

的にこれらの成果をフエ市の都市環境改善対策のための提言としてまとめることができた。 

テーマ２：有害物質によるベトナムの環境汚染と生態影響に関する環境化学的研究 

 本研究課題では、ベトナムにおける化学物質汚染とその影響を明らかにするための試料収集、

モニタリング調査、情報収集、研究者交流（特に技術支援）を通じて、内分泌攪乱化学物質や

重金属や有機塩素化合物（農薬類）、ダイオキシン等によるベトナムの環境汚染と生態系への

蓄積およびその影響に関する膨大な知見が集積された。これらの成果に対して、学術的重要性

が高い多数の学術論文が出版され、国の内外で高く評価された。その他、ヒ素や鉛、マンガン、

バリウム、有機臭素系難燃剤などによる汚染が顕在化していることを明らかにし、特にヒ素に

ついては、ヒ素汚染地域住民の毛髪、血液、尿、母乳等の生体試料を得て、曝露の度合いと健

康影響の関連性についての考察を行った。中でもヒ素代謝遺伝子の多型性が住民の尿中ヒ素濃

度、化合物組成と明確に関連することを見出した。これらの成果は、ベトナムと周辺アジア諸

国における有害化学物質汚染の実態把握と、汚染経路や生物蓄積のメカニズムの解明に大きく

貢献するものであり、今後は更にアジア圏における有害化学物質管理戦略の提案につながるも

のと期待される。 

テーマ３：ベトナムにおける大気汚染とその影響評価 

 本研究課題では、ベトナムにおける大気汚染の特徴として、微小粒子状物質が極めて多いこ

と、その中には多環芳香族化合物やベンズピレン等の発ガン性物質が多く含まれていることを

明らかにし、その主発生源がジーゼル排ガスであることを推定した。これらの成果を受け、平



成 14 年度からは、食用油からのバイオジーゼル燃料の生産を念頭においた超音波装置の開発

や触媒に関する知見を得て、硫黄と PAH を含まないバイオジーゼル燃料製造技術を確立した。

これにより特に排ガス中の粒子状物質、CO、PAH の濃度を大幅に低下できることを示した。

ただし、自動車燃料としての実用には製造コスト等の問題があることも判明した。 

 また、日本の交通量の極めて多い道路近傍におけるベンゼン濃度を測定し、これを基に沿道

における発ガンリスク推定モデルを構築し、ベトナムでの実測データを基にシミュレーション

を行い、ベトナムでも適用可能であることを示した。また、排ガスの排出減となる自動車、自

動二輪車に直接取り付け可能な排ガスサンプリング装置を開発し、ハノイとホーチミンで実測

した。その結果、ベトナムの自動二輪車からの排ガスの主要成分がベンゼン、トルエン、エチ

ルベンゼン、o-、m-、p-キシレンであることを明らかにした。これらの成果は、ベトナムにお

ける大気汚染の実態を初めて明らかにした貴重なデータであり、また、今後のアジア型大気汚

染の防止策を提案する先駆的試みであると評価されている。最終的には特に排ガスの発生地点

となる交差点における大気中のこれらの物質の濃度を推定する 3 次元モデルを構築できた。 

テーマ４：環境モニタリングのための化学センサーおよびバイオセンサーの開発 

 本研究課題では、高度な設備を必要とせず、現場で環境汚染物質のモニタリングを高感度で

行うことのできる小型の化学センサーおよびバイオセンサーを開発した。導電性高分子膜の利

用による有害ガス成分検出装置として、アンモニアガスを従来の 1,000 倍の高感度で検出でき

るセンサーの開発、生理活性物質であるドーパミンを検出可能なセンサーの開発、タンパク質

の構造異常や分子内水素結合安定性を検出、評価可能なリポソーム固定化センサー等の開発に

成功した。 

 

（２）環境創造・保全：Topic 2 

テーマ５：環境創造・保全 

 本研究課題では、将来のベトナムにおける都市デザインのガイドラインを作成する際の参考

となる市街地発展過程の解析を行い、ハノイ市の 1983 年と 1996 年時点の土地利用図を作成し

た。これは、将来のベトナムにおける都市デザインのガイドラインを作成する際の有力な参考

データになるものと考えられる。また、周辺地域や郊外の湖を有する農村地域を対象に、自然

（とりわけ水環境）と共生する市街地形態・市街地建築形態に関する調査、考察を通して、土

地利用コントロールの必要性への理解が得られた。ここで得られたデータは、従来詳細に調べ

られていなかったベトナムにおける市街地（都市）形成の歴史的経緯を明らかにしたものであ

り、学術的にも高い価値を持っている。さらに、これらの調査研究の成果を基に、ドイモイ政

策以降に生じた都市環境混乱の背景となった社会システムについて考察するとともに、ベトナ

ム建設副大臣、ハノイ市人民委員会都市計画・建築局職員等、ハノイ市マスタープラン改訂業

務従事者等を交えた討論を実施し、最終的に、ハノイ市の将来都市計画への提言としてまとめ

ることができた。 

 その他、ハノイ市、ホーチミン市での道路騒音、航空機騒音に係る社会調査も実施し、道路

騒音がバイクの定常通行音、ホーン音で特徴づけられること、住民の反応には慣れ親しんだ音

環境が強く影響すること、年齢との相関がみられること、地域特性があることなどが明らかと



なった。また、道路騒音と航空機騒音の複合騒音の曝露―反応モデルとして、Total annoyance

が卓越音源の annoyance に支配されるとする卓越音源モデルで表現できることが見出された。 

テーマ６：都市化がベトナム沿岸域に及ぼす環境影響評価 

 本研究課題では、Saigon River河口及びその北部のCan Gio周辺、Red River河口右岸からLong 

Chau、Balat River 右岸の 4 ヶ所について、開発が行われた地域周辺で、大規模な海岸地形の変

化（侵食）やマングローブ林の消失が認められること、海岸堤防の建設やマングローブの植林

がこれらの問題に悪影響を与えていることを明らかにした。また、河口から海浜沿岸地域にお

ける土砂流出特性の変化や海浜における侵食のメカニズム解析のために、数値モデルを作成し

た。マングローブ植林が精力的に行われている場所でも、植林する位置が非常に重要であり、

場所によっては逆に海岸浸食を誘発する可能性もあることが示され、今後のマングローブ林再

生、植林に際しての有用な情報を提供するものとなった。その他、ベトナム各地で広く行われ

ているエビ養殖地の浸食による崩壊過程の予測とこれに起因する水質汚染を表現するモデル

も構築し、ベトナムにおける河岸、海岸浸食等のメカニズム解明と対策立案のための重要な情

報を提供できるツールが開発できた。 

 また、マングローブ生態系の修復方法を開発するための植生情報、立地環境の情報、植林が

土壌堆積物に及ぼす影響に関するデータを蓄積できた。このようにベトナム湾岸自然環境の詳

細なデータを体系的に収集した研究は極めて稀である。さらに、植林したマングローブの定着

化を図るためにマングローブ林侵食メカニズムを解明するとともに、樹種によって定着率に違

いがあることを示した。また、植林に際して、ロックウール培地を用いることによって、定着

率を向上できることを明らかにした。その他、幼植物体の胚軸がマングローブの生育に与える

影響を明らかにすることができた。これらの成果により、より効果的なマングローブ植林を行

うための科学的知見を得ることができた。 

テーマ７：大都市における持続可能な水供給システム 

 本研究課題では、ハノイ市の水道局が所有する 8 つの水源井戸、個人が所有する浅井戸、紅

河などについて、ヒ素、アンモニア性窒素、鉄、マンガン、有機物濃度、その他の微量金属濃

度などを測定し、特に单部においてこれらの物質による汚染が顕著であること、地下水の水質

が紅河沿いの地下水涵養地帯、北西部の清浄な地下水地帯、单部の汚染地帯の 3 つに分類でき

ること、单部の汚染地帯はさらに、高濃度アンモニア地下水地帯、单西部の高濃度ヒ素検出地

帯に分類できることを明らかにした。ホーチミン市でも同様の調査を実施し、北部では農地拡

大に伴う硝酸性窒素汚染、单部では工業化に伴う大規模揚水の影響による塩水の浸入が認めら

れた。ホーチミン市の地質、地下水データを基に、地下水の 3 次元流動モデルを作成でき、ホ

ーチミン市での地下水利用に伴う地下水位の低下や塩水の浸入などの問題を解析可能となっ

た。アジアにおける地下水の汚染は、水供給という視点から極めて重要な問題となっており、

その実態解明と対策の提案という意味で、本研究の成果の貢献は大きい。 

 

（３）環境総合技術開発：Topic 3 

テーマ８：効率的な上、下水処理技術の開発 

     窒素化合物で汚染された地下水の効率的な浄化方法の開発に関する研究 



 本研究課題では、ベトナムの地下水に含まれる高濃度のアンモニア性窒素除去のために、不

織布を微生物の付着担体とした連続硝化処理装置、上向流汚泥床法（USB 法）による脱窒処

理が適用可能であることを示した。これらの処理装置については、実際のベトナムの地下水を

模した合成地下水による処理試験を実施しており、現地での適用可能性についても確認ができ

た。さらに、ベンチスケールでの実地下水浄化実験により、維持管理の容易な連続硝化・脱窒

プロセスとなることを実証できた。開発途上国での実用が可能な窒素除去プロセスの開発は、

水処理技術開発分野における重要な課題であり、本研究の成果は非常に意義深いものといえる。 

 また、Anammox 反応の適用によって、埋立処分場浸出水からの窒素除去を行うための各種

検討を行い、卖一反応槽による窒素除去を行う SNAP（Single stage nitrogen removal using 

anammox and partial nitritation）法、部分亜硝酸化と anammox 反応の組み合わせによる高濃度

窒素除去法が、ベトナムの埋立処分場浸出水中の窒素除去に適用可能であることを示した。 

テーマ９：高濃度廃水に対する生物的・物理化学的処理方法の開発 

     有害化学物質を含有する廃水および廃棄物の適正管理技術の開発 

 本研究課題では、凝集沈殿や促進酸化、生物処理プロセスの最適化を図ることによって、ベ

トナムの埋立処分場浸出水中に高濃度に含まれている重金属、COD、色度等の、通常の生物

処理では除去が困難なものや外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）を比較的効率的に除

去可能であることを示した。ここで行ったベトナムの廃棄物処分場における汚染物質の調査結

果は、これまで明らかにされてこなかったベトナムの廃棄物処分の現状の一端を解明したとい

う点で、学術的にも重要な成果である。さらに汚泥のコンポスト化については、病原性微生物

の生残性という衛生学的見地から、安全なコンポストの生産のための運転管理方法についての

データを得ることができた。また、カビを用いた食品加工排水（デンプン廃液）処理手法の可

能性を示すことができた。その他、埋立処分場の安定化促進手法として、浸出水循環と通気を

組み合わせた手法によって、浸出水発生量、メタン発生量、廃棄物容量、有機物量を低減でき

ること、その運転管理指標として、アンモニア酸化細菌の有する amoA 遺伝子、白色腐朽菌の

有する 18S rDNA が有用であること、埋立処分場浸出水のために限外ろ過膜を備えたバイオリ

アクター（MBR）が有効であることを明らかにできた。また、水生植物と根圏微生物の共生

系利用によって、各種芳香族化合物の分解が促進されることを見出し、ベトナムで稼働し始め

た石油精製工場廃水の処理等に資する、現地での適用が可能な植生浄化法の基礎検討を行った。

さらに、ベトナムにおける環境ホルモン類、新規の難分解性化学物質による汚染実態調査等も

実施した。 

テーマ１０：ベトナムにおける有用微生物の多様性と利用に関する研究 

      有用微生物を利用した環境保全・修復技術の開発 

 本研究課題では、アゾ色素（オレンジ 16）を強力に脱色できる微生物の増殖、脱色特性を

明らかにすることができ、石油分解菌については、オリーブオイルに対して高いリパーゼによ

る分解活性を有する微生物の洗剤工業への利用可能性を示すことができた。脱色微生物関連で

は、アゾ色素の分解菌 Bacillus sp. B29 株由来のアゾ色素脱色酵素の特徴づけを実施し、2 種類

の azoreductase 遺伝子を同定することに成功した。これらはいずれもフラボプロテインであり、

NADH を電子供与体として要求すること、メチルレッドの脱色にも高い活性を有することな



どを明らかにした。さらに、テーマ９と連動する形で、水生植物ウキクサと根圏微生物の共生

メカニズムの一端を明らかにするとともに、ウキクサ根圏から、これまでに報告例の尐ない

4-n-ブチルフェノール分解菌の分離に成功し、その生理特性や分解特性を明らかにすることが

できた。本課題の成果は現状では基礎的なレベルにあるが、有用微生物を用いた新たな廃水処

理、バイオレメディエーション技術への展開が期待されている。 

 

（４）Topics 1～3 を横断する研究 

テーマ１１：環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究 

 本研究課題は規模の大きな環境システムを理論的に理解し、各種測定・分析を通して得られ

た環境データの解析結果を基にして、適切な環境保全施策の策定を支援するための数理モデル

を構築することを目的として実施され、他の複数のテーマと連動する形で、これまでの基礎解

析、数値シミュレーション等に関する研究成果に基づいて、マングローブ林における生態系の

変動を表すモデル、競争生物種の共存に関わる確率モデル、住民の移動と土地利用の相互作用

による都市システムの成長を表す数理モデルの作成に成功し、その解析手法に関して様々な視

点からの意見交換を実施することができた。 

 

３－２．共同研究を通じて発表された研究業績・研究者としての発展 

 

 10 年間の上記共同研究を通じて発表された論文等の業績は、総数 347 編におよび、極めて

活発かつ学術的にも意義のある共同研究が継続的に実施されたことを示しているものと考え

ている。研究テーマごとの主要な研究業績の概要を以下に示した。 

 

（１）環境計測：Topic 1  

テーマ1：ベトナムにおける水質モニタリング 

 主として有機物や重金属による水質汚濁の実態調査、ヒ素の新規濃縮・分析法などの成果に

ついて、論文発表を行った。また、平成13年度と平成14年度には、ハノイ大学およびフエ大学

で4件の講演も行った。 

テーマ２：有害物質によるベトナムの環境汚染と生態影響に関する環境化学的研究 

 主として内分泌攪乱化学物質や重金属や有機塩素化合物（農薬類）、ダイオキシン等による

ベトナムの環境汚染と生態系への蓄積および影響に関する研究の成果について、多数の論文発

表を行った。また、平成 15 年度には、21 世紀 COE 特別セミナーにおいて、Pham Hung Viet

氏を招聘して講演会を実施した。平成 19 年度、20 年度には、グローバル COE の国際シンポ

ジウムを開催した。 

テーマ３：ベトナムにおける大気汚染とその影響評価 

 主としてベトナムの大気汚染の実態把握とその浄化、健康影響評価のためのモデル構築に関

する研究の成果について、論文発表を行った。 

テーマ４：環境モニタリングのための化学センサーおよびバイオセンサーの開発 

 導電性高分子膜の利用によるアンモニアガスの高感度検出センサーの開発、ドーパミン検出



センサーの開発、タンパク質の構造異常や分子内水素結合安定性の検出用リポソーム固定化セ

ンサー等の開発に関する研究の成果について、論文発表を行った。 

（２）環境創造・保全：Topic 2 

テーマ５：環境創造・保全分野 

 主としてハノイ市における市街地発展過程の調査と周辺地域も含めた土地利用形態、建築形

態に関する調査、考察の成果について、論文発表を行った。また、平成 15、17、18 年度には

ハノイ市の都市計画と将来像に関するミニセミナーを独自で開催した。最終的には、10 年間

の共同研究の成果を著書にまとめ、ハノイ市の将来計画に対する提言とした。 

テーマ６：ベトナムにおける沿岸域の開発に係る環境影響評価 

 主として海岸環境やマングローブ林の侵食・荒廃のメカニズムの分析と影響低減・修復方法

に関する研究の成果について、論文発表した。また、平成 21～24 年度には、JICA 草の根パー

トナーシップ型事業「ハロン湾における住民参加型資源循環システム構築支援事業」において、

本事業における共同研究成果を基に、ベトナムハロン湾でのマングローブ植林支援への展開を

行うこととなった。 

テーマ７：大都市における持続可能な水供給システム 

 主としてハノイ市における地下水汚染の現状、汚染源、汚染機構の解明に関する井戸水、河

川水の分析調査の成果について、論文発表した。 

 

（３）環境総合技術開発：Topic 3 

テーマ８：効率的な上･下水処理技術の開発 

     窒素化合物で汚染された地下水の効率的な浄化方法の開発に関する研究 

 主としてベトナムにおいて適用可能な、地下水や埋立処分場浸出水からの窒素除去技術開発

に関する成果について、多数の論文発表を行った。また平成 13 年度には、地下水からの窒素

除去技術に関するセミナー「 Joint Seminar on Technologies for Nitrogen Removal from 

Groundwater」を本事業のセミナー経費によって開催し、平成 14 年度には「熊本大学工学部と

熊本大学大学院自然科学研究科の研究・教育内容を紹介するワークショップ」をハノイ土木大

学にて独自開催した。平成 20 年度には、イブニングセミナー・水俣環境塾において、本テー

マのベトナム側代表者の Tran Hieu Nhue 教授（UCE）が「Effect of Orange Agent/Dioxin on the 

Citizen of Vietnam」と題した講演（通訳：古川憲治（熊本大学：本テーマ日本側代表者））を

行ったほか、日本水環境学会九州支部大会で、Pham Hung Viet 教授（VNU-Hanoi）が「Classical 

and Emerging Environmental Pollutants in South Eastern Asia: The case study in Vietnam」と題した特

別公演を行った。 

テーマ９：高濃度廃水・廃棄物に対する生物・物理化学的処理法の開発 

     有害化学物質を含有する廃水および廃棄物の適正管理技術の開発 

 主として廃棄物埋立処分場浸出水や食品加工排水の処理技術、有機性廃棄物のコンポスト化

に関する成果について、多数の論文を発表した。また、平成 14 年度には、VNU-Hanoi, German 

Academic Exchange Service, Dresden University of Technology の共催で、「International Workshop 

on Technology of Municipal Solid Waste Treatment – Experiences and Challenges」をハノイにて開催



した。 

テーマ１０：ベトナムにおける有用微生物の多様性と利用に関する研究 

      有用微生物を利用した環境保全・修復技術の開発 

 主として染色廃液の処理に適用するための脱色微生物（色素分解菌）の生理学的特性に関す

る成果、石油精製工場からの排水の処理に資する植生浄化法などについて論文発表した。また、

平成 14 年度には、「Environmental Technology & Management Seminar」で、招待講演も行った。 

 

（４）Topics 1～3 を横断する研究 

テーマ１０：環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究 

 マングローブ林における生態系の変動を表すモデル作成に関する成果について、論文発表し

た。 

 具体の研究業績については、別添の論文リストに列挙した。 

 

 本事業に関連したベトナム側研究者は、政府機関や大学の要職へ就いたものが尐なくない。

ベトナム側の実施代表者であった前VNU-Hanoi総長Dao Trong Thi教授はベトナム国会（下院）

の文化・教育・青尐年児童委員会委員長となり、前ノンラム大学長 Bui Cach Tuyen 准教授はベ

トナム天然資源環境省（Ministry of Natural Resources and Environment：MONRE）環境保護局

（Vietnam Environmental Protection Agency：VEPA）の副長官（Vice Director General）となった。

また、ステアリングメンバーの一人でもある Nguyen The Dong 博士は、VAST の新機関として

JICA のベトナム支援により設立された Institute of Environmental Technology（IET）の初代

Director を務め、その後 MONRE-VEPA の副次官補（Vice Director）となって、それぞれ本事業

による交流で得られた成果等をベトナムの国政や環境行政へ反映させようとしている。 

 また、事業終了時までに 19 名のベトナムからの若手研究者が日本で学位を取得しており、

学位取得後はベトナムに帰国し、大学などでポジションを得ている研究者も多く、学生から指

導者へと立場をかえて、後進の指導にあたるとともに、積極的に本事業に参画してくれた。ま

た、日本側の博士課程の学生も相手国の若手研究者とともに共同研究に参加し、論文、国際会

議、学会発表やセミナーを通じて共同研究の成果を多数発表し、国際共同研究の経験を積むこ

とができた。 

 さらに、本事業による学術的、実務的交流、共同研究を通じての研究業績には、非常に高い

評価を受けるものも尐なくなく、平成 12 年 10 月には、田辺信介（愛媛大学）が ISI 引用最高

栄誉賞（環境化学分野）を受賞した。さらに、平成 15 年 12 月には、藤田正憲（大阪大学）と

田辺信介（愛媛大学）が Vietnamese Government Friendship Medal を授章した。平成 17 年 11 月

には、田辺信介（愛媛大学）が The 2005 SETAC Founders Award を受賞し、平成 18 年 11 月に

は古川憲治（熊本大学）が Vietnamese Water Suppy and Drainage Medal と Vietnamese Education 

Medal を授章しており、これらは、本事業による研究プロジェクトの学術的影響の大きさを示

すものであると同時に、本事業が卖なる研究者レベルでの交流にとどまらず、国をあげてその

成果に注目していることを表しており、政府レベルでの評価を受けたものといえる。 

 



３－３．セミナーの成果 

 

 本事業により主催した 9 回のセミナーの成果は以下のようである。 

 

（１） 第 1 回拠点大学学術交流における研究課題に関する情報交換会議 

 （第 1 回ジェネラルセミナー：第 1 回共同研究準備会議として） 

 日時：平成 11 年 8 月 1 日～7 日 

 場所：ベトナム ホーチミン市（平成 11 年 8 月 2 日) 

  ハノイ市（平成 11 年 8 月 6 日） 

 成果：ステアリングメンバークラスの日本側研究者 14 名がハノイ、ホーチミン両市を

訪問し、それぞれの研究分野・課題について紹介することによって、共同研究プロジ

ェクトの課題を決定し、カウンターパートを探す準備会議を行った。また、研究グル

ープあるいは研究者個人レベルでのサテライトミーティングも多数持たれた。ハノイ、

ホーチミンでの参加者はそれぞれ、120 名以上および 80 名以上に及んだ。日本とベト

ナムの両国において、各研究課題の主要な研究者による研究紹介と研究者個人レベル

でのディスカッションを通じて、カウンターパートを選定する上での相互理解を図る

ことができ、共同研究の立ち上げのための詳細について意見交換できた。 

（２） 第 2 回拠点大学学術交流における研究課題に関する情報交換会議 

 （第 2 回ジェネラルセミナー：第 2 回共同研究準備会議として） 

 日時：平成 11 年 11 月 26 日 

 場所：大阪 

 成果：ステアリングメンバークラスのベトナム側研究者 22 名が大阪を訪問し、それぞ

れの研究分野・課題について紹介した。日本側研究者は、協力大学からの主要研究者

や協力研究者のみならず、大阪大学の他学部からも多数参加し、共同研究の立ち上げ

のための詳細について意見交換を行った。参加者は 80 名以上を数えた。ここまでの 2

回のセミナーを通じて、いくつかの共同研究が立ち上がり始めた。 

（３） 『2001 年地下水汚染に係る日越ワークショップ』 

 日時： 平成 13 年 6 月 5 日 

 場所：ベトナム ホーチミン市 

  成果：地下水汚染の調査や浄化法の開発に関わっている日本側研究者 8 名がホーチミ

ン市を訪問し、ハノイ市、フエ市からの研究者を含めて、ベトナム側研究者 38 名と議

論した。日本とベトナムの両国で問題となっている地下水汚染問題を中心に情報交換

した。11 件の発表を通じ、両国の地下水汚染問題の本質を明確化するとともに、今後

の問題への対応のあり方についても提案がなされ、共同研究の新たな発展の方向性を

模索する上での有意義な学術交流となった。特に、ベトナムにおける地下水のヒ素、

窒素汚染の現状については、非常に貴重なデータが報告され、今後の対策技術の開発

の重要性が浮き彫りにされた。 

 



（４） 第 3 回ジェネラルセミナー『都市と沿岸部の開発に関する環境科学技術』 

 日時：平成 13 年 11 月 7 日 

 場所：大阪 

 成果：ベトナム側からは 21 名が招聘され、日本側研究者も合わせると総数 50 名以上

の研究者が参加した。共同研究が本格的にスタートしてから最初のジェネラルセミナ

ーとして、25 本の論文が発表された。トピックスごとの共同研究の進捗状況について

議論をするとともに、これらの途中経過や成果を受けて、いくつかの共同研究の統合・

細分化や新規の研究課題の提案がなされた。これによって、それぞれの研究を見直し、

将来の方向性を決定することができた。 

（５） 第 4 回ジェネラルセミナー『持続可能な発展に向けた環境科学技術』 

 日時：平成 15 年 7 月 14 日～7 月 15 日 

 場所：大阪 

 成果：ベトナム側研究者 25 名が大阪を訪問し、日本側研究者も合わせて総数 80 名以

上の研究者が参加した。共同研究が軌道にのってきた 5 年目に行われたジェネラルセ

ミナーとして、約 40 本の論文が発表された。初日のジェネラルセッションで、コーデ

ィネーターによる本事業第 1 期 5 年間の総括と日越 Topics リーダーの研究報告が全員

参加の下に行われ（ジェネラルセッション）、これまでの本事業のレビューを行うこと

で、事業の全体像が把握できた。また、それぞれの研究者が自らの研究者において

Topics 内または Topics を超えた有機的連携を改めて認識することができた。また、2

日目の分科会では、Topic 毎に研究報告を行う分科会（ワークショップ）を 3 会場に分

かれて実施した。それぞれの Topics 内での議論を深めることができ、非常に有意義な

ものとなった。また、日越ステアリングメンバー会議（合同研究課題代表者会議）が

サテライト会議として開催され、共同研究の評価と将来計画について議論が行われた。

この時点で実施されている共同研究はいずれも活発な交流のもと実施されており、継

続していく方向で合意され、将来的に新規課題を 1～2 題程度採択することとなった。 

（６） 第 5 回ジェネラルセミナー『都市と海岸域の開発に関連する環境科学・技術問題に関

するセミナー』 

 日時：平成 16 年 9 月 27 日～9 月 29 日 

 場所：ベトナム ハロン市 

 成果：日本側研究者 32 名がハロン市を訪問し、ベトナム側研究者も合わせて総数 90

名程度の研究者が参加した。第 4 回ジェネラルセミナー以降の共同研究の成果を報告

するとともに、前半 5 年間の総括が行われ、同時に 5 年目の中間評価で非常に高い評

価を受けたことが報告された。これを受けて、後半 5 年間に向けた事業の方向性は、

これまでの共同研究の発展的継続（課題の統合化等も含め）を基本路線とする議論が

行われた。 

（７） 第 6 回ジェネラルセミナー『アジアの持続可能な発展のための環境科学技術』 

 日時：平成 18 年 10 月 3 日～10 月 4 日 

 場所：熊本 



 成果：ベトナム側研究者 28 名が熊本を訪問し、日本側研究者も合わせて総数 75 名以

上の研究者が参加した。本事業の後半 5 年間での達成目標を再確認するとともに、第

5 回ジェネラルセミナー以降の共同研究の成果を報告し、残り 3 年での総まとめに向

けた方向性を議論した。各共同研究は引き続き活発に行われていたことから、それぞ

れの課題で残り 3 年間で達成可能な目標を定め、これに向けて共同研究を進めていく

こととした。なお、本セミナーには、これまで本事業に直接参画してこなかった関連

分野の日本人研究者の参加も多く、本事業のこれまでの成果を国内の関連研究者に広

くアピールすることもできた。セミナー後には、国立水俣病総合研究センターと北九

州エコタウンへのテクニカルツアーを行い、日本の公害問題の原点と環境配慮・資源

循環型社会構築に向けた事業をそれぞれ紹介した。 

（８）第 7 回ジェネラルセミナー『アジアの持続的発展のための環境科学技術』 

 日時：平成 19 年 9 月 27 日～9 月 29 日 

 場所：ベトナム ダナン市 

 成果：日本側研究者 26 名を含め、日本側から 41 名がベトナムダナン市を訪問し、ベ

トナム側参加者を合わせ、総勢 140 名程度が参加した。本セミナーでは、「環境科学・

技術の諸問題に関する数理的研究」を「数学セッション」として独立のセッションで

実施し、また、開催地のダナン市が船舶海洋工学に力を入れていることから、「船舶海

洋工学セッション」を設けた。さらに、日越の環境関連分野における産学連携へ向け

た動きを期待する意味で、日本企業 3 社による環境事業への取り組みの紹介を行う「企

業セッション」も実施した。参加研究者が一堂に会して、本事業の残り 1 年で行うべ

き課題について各共同研究チームで合意形成が達成され、本事業後の共同研究体制の

構築、新たに設定すべき研究課題の模索が行われた。また、最新の研究成果の報告に

より、「地球環境総合学」のまとめの方向性が議論された。事業終了後の実プロジェク

トベースでの環境関連分野の研究、事業の具体化に向けて、参加企業からも有意義な

提言がなされた。セミナー終了後は、世界遺産に登録されているホイアンを訪問し、

16～18 世紀のベトナムにおける都市計画、景観デザイン等について、ベトナム側の都

市計画を専門とする参加研究者から解説を受けることで、日越両国における都市計画

の類似点、相違点を考察でき、両国間の文化交流を深めた。 

（９）第 8 回ジェネラルセミナー『地球環境保全のための環境科学技術』 

 日時：平成 20 年 11 月 26 日～11 月 28 日 

 場所：大阪 

 成果：ベトナム側研究者 32 名が大阪を訪問し、日本側参加者と合わせ総勢 90 名程度

が参加した。本事業のレビューならびにこれまでの研究成果のまとめの報告がなされ

た。「数学セッション」、「船舶海洋工学セッション」も実施され、本事業の最終目標の

達成状況を確認し、事業全体で得られた成果の総まとめを行うことができた。また、

本事業後の共同研究体制について、よりテーマを絞った形で各 Topic がそれぞれに共

同研究を継続していけるような各種予算の申請を行っていくことで合意した。従来テ

ーマの中では「アジア地域における水問題」、新規課題としては地球温暖化と新エネル



ギー創出の両問題を指向した「エネルギー問題」が、日越両国で今後重点的に取り組

むべき課題であるとの認識で一致した。セミナー後は、島津製作所三条工場を訪問し、

同社の環境への取り組みに関する説明を受けるとともに、環境分析・計測機器類の製

造ラインを見学し、その仕組みや製品管理体制に関する説明を受けたほか、最新機器

の展示、説明を受けた。ベトナム側参加研究者の所属する大学や研究所は、ベトナム

国内における、環境質のモニタリング拠点として重要な役割を担っており、参加者か

らは日本における環境質基準項目、基準値や分析・計測機器、技術開発の動向につい

て熱心な質問が相次いだ。 

 

３－４．若手研究者の交流に関する成果 

 

 本事業には、日本とベトナム両国の博士後期課程の学生や 35 歳以下の若手研究者が多数参

加しており、互いに相手国を訪問・滞在し、共同研究で大きな成果をもたらしている（表２－

２参照）。平成 11 年度には、長期招聘研究者 1 名を 8 ヶ月間（228 人日）受け入れたことをは

じめとして、平成 12 年度は研究者交流と共同研究で 6 名（105 人日）の派遣（全体の派遣は、

25 名（271 人日））と 5 名（178 人日）の受入（同、16 名（330 人日））、平成 13 年度は 7 名（111

人日）の派遣（同、29 名（279 人日）と 2 名（43 人日）の受入（同、16 名（212 人日））、平

成 14 年度は 10 名（84 人日）の派遣（同、34 名（266 人日））と 9 名（175 人日）の受入（同、

27 名（442 人日））、平成 15 年度は 6 名（71 人日）の派遣（同、36 名（266 人日））と 5 名（117

人日）の受入（同、29 名（388 人日））、平成 16 年度は 8 名（57 人日）の派遣（同、38 名（275

人日））と 11 名（194 人日）の受入（同、35 名（425 人日））、平成 17 年度は 10 名（86 人日）

の派遣（同、32 名（257 人日））と 8 名（114 人日）の受入（同、39 名（401 人日））、平成 18

年度は 8 名（90 人日）の派遣（同、28 名（235 人日））と 8 名（88 人日）の受入（同、24 名

（304 人日））、平成 19 年度は 6 名（44 人日）の派遣（同、21 名（109 人日））と 12 名（194

人日）の受入（同、41 名（520 人日））、平成 20 年度は 3 名（23 人日）の派遣（同、23 名（153

人日））と 7 名（89 人日）の受入（同、25 名（303 人日））があった。事業期間中の交流総数

のうち、コンスタントに 25～35%が若手であったことから、全体の交流実績に占める若手の

交流実績は決して低くなく、本事業における若手研究者の交流が極めて重要な位置づけとなっ

ていることが分かる。特にこれらの交流を通じて、事業終了時までに 19 名のベトナムからの

若手研究者が日本で学位を取得しており、また 5 名が学位取得のために日本に留学中である

（うち 2 名は平成 21 年 9 月末学位取得予定）。また、学位取得後はベトナムに帰国し、大学な

どでポジションを得ている研究者も多く、学生から指導者へと立場をかえて本事業に参画して

くれた。また、日本側の博士課程の学生も相手国の若手研究者とともに共同研究に参加し、論

文、国際会議、学会発表やセミナーを通じて共同研究の成果を多数発表した。 

これらことは、本事業の重要な目的の一つである、日越の環境科学技術者の人材育成という

面で非常に大きな効果を挙げたものと確信している。 

 

 



３－５．交流を通じての相手国からの貢献 

 

 ベトナムの社会体制を考慮すると、日本側研究者のみでベトナム国土に関わるデータ、情報

などを入手することは極めて困難であるが、本事業を通じることによって、拠点大学、協力大

学のみならず、本事業に直接関与していない研究者までが、試料、データ、情報の収集に多大

な貢献をしてくれた。重金属、有機塩素化合物（農薬等）、ダイオキシン等の有害化学物質や

アンモニア性窒素等に汚染された土壌、地下水（井戸水）試料の採取・分析や地域住民の毛髪、

尿、血液などの生体試料の入手に際しては、現場実験装置・設備の供与や住民との仲介役を務

めてくれる等、支援が不可欠な部分で積極的に協力をしてくれた。その他、基本的な地図の入

手も困難な状況の中で、ハノイ市の 1983 年と 1996 年時点の土地利用図の作成に係るデータの

収集や、河口、沿岸海浜部における地形調査など、ベトナム側研究者による懇切なガイドのお

かげで、効率的にすすめることができた。 

また、日本側研究者の共同研究や研究者交流でのベトナム訪問に合わせる形で、ワークショ

ップやミニセミナー、講演会などを開催し、学術面での情報・意見交換を効率的に行うための

場を準備するという協力も、拠点大学、各協力大学・研究機関の自発的な貢献として行われた。

このような形でのワークショップ等の開催は 13 回を数えた。２－３に示した本事業参加研究

者が運営主体となったもの以外にも下記のものが開催され、研究者交流や共同研究をより密度

の濃いものにする貢献をしてくれた。このうちの 1 回は、VNU-Hanoi とドレスデン工科大学

の共催であり、ベトナムを介した第 3 国との連携もあった（下記（２））。特筆すべきは、ワー

クショップ等開催経費を各機関の国際交流部門などで負担している点であり、これは本事業を

真に実のあるものにしようとするベトナム側の意思の現れであったといえる。 

 

（１）Vietnam-Japan Symposium 2002 on Recent Trends in Science and Engineering（科学と工学の

最近の動向に関するベトナム-日本シンポジウム 2002）：平成 14 年 12 月 16 日～17 日、

VNU-Hanoi 国際会議場 

 

（２）International Workshop Technology of Municipal Solid Waste Treatment : Experiences and 

Challenges（国際ワークショップ 下水固形廃棄物の処理技術 経験と挑戦）：平成 15 年 3 月

11 日～12 日、VNU-Hanoi 国際会議場 

 

３－６．交流を通じての相手国への貢献 

 

 本事業を通じては、多数の研究者が派遣・受入をされているが、これらの交流によって知り

合った研究者や学生が、日本の拠点大学や協力大学、協力研究者の下で学位を取得したり、日

本に滞在し、知識や技術を身につけており、人材育成の面で特に大きな後見をしているものと

いえる。中でも特筆すべきは、Dr. Tu Binh Minh と Dr. Le Van Chieu で、Dr. Minh は平成 12 年

10 月、田辺信介教授（愛媛大学）の下で日本学術振興会外国人特別研究員として採用され、2

年間関連研究を継続した後、平成 15 年 4 月に愛媛大学農学部助教授として採用され、平成 19



年 3 月まで愛媛大学における教育・研究のみならず、本プロジェクトの重要なメンバーとして

活躍した。その後、VNU-Hanoi で講師として活躍している。また、Dr. Chieu は平成 10～12 年

に日本国内のファンドを受けて研究補助員として奈良先端科学技術大学院大学および大阪大

学で研究を行った後帰国し、その後も藤田正憲教授（大阪大学：当時）の指導を受けながら研

究をまとめ、ベトナムにおいて学位を取得した。本プロジェクトのベトナム側 CUP（Core 

University Program）事務局において事業に関連する事務的書類の作成・処理、各種情報の全ベ

トナム研究者への伝達、あるいは情報の収集とデータベース化、共同研究に関する打ち合わせ

会議の運営など全てのタスクを一手に担い、本プロジェクトになくてはならない存在となった。 

 以下に本事業を通じて日本での学位取得者および学位取得予定者を示した。 

 

日本での学位取得者 

 氏名 学位取得年月 学位取得機関・指導教員 備考 

1 Tu Binh Minh 平成 12 年 3 月 愛媛大学・田辺信介 文部科学省留学生 

2 Nguyen Hung Minh 平成 12 年 3 月 愛媛大学・田辺信介 文部科学省留学生 

3 Le Thi Hai Le 平成 12 年 9 月 愛媛大学・田辺信介 文部科学省留学生 

4 Nguyen Thi Hoang Ha 平成 13 年 3 月 大阪府立大学・前田泰昭 
大阪府国際交流財団 

留学生 

5 Nguyen Viet Hung 平成 14 年 3 月 大阪大学・藤田正憲 
文部科学省留学生 

拠点大学特別枠 

6 Tran Thi Viet Nga 平成 14 年 9 月 東京大学・滝沢智 文部科学省留学生 

7 Le Duc Trung 平成 16 年 3 月 大阪大学・藤田正憲 私費 

8 Tran Lan Thi Ngoc 平成 16 年 3 月 大阪府立大学・前田泰昭 
日本学術振興会 

論博事業 

9 Truong Quy Tung 平成 17 年 3 月 静岡県立大学・岩堀恵祐 
文部科学省留学生拠

点大学特別枠 

10 Pham Manh Hoai 平成 18 年 3 月 大阪大学・藤田正憲 
文部科学省留学生 

拠点大学特別枠 

11 Pham Khac Lieu 平成 18 年 3 月 熊本大学・古川憲治 
ベトナム政府派遣 

留学生 

12 Doan Thu Ha 平成 18 年 3 月 熊本大学・古川憲治 
ベトナム政府派遣 

留学生 

13 Vu Duc Nam 平成 18 年 3 月 東京工業大学・秋鹿研一 文部科学省留学生 

14 Le Huy Chuan 平成 19 年 3 月 大阪大学・八木厚志 
文部科学省留学生 

拠点大学特別枠 

16 Tran Thi Hien Hoa 平成 19 年 3 月 熊本大学・古川憲治 文部科学省留学生 

17 To Thi Hien 平成 19 年 3 月 大阪府立大学・前田泰昭 文部科学省留学生 

18 Hoang Duc Hanh 平成 19 年 9 月 大阪府立大学・前田泰昭 文部科学省留学生 

19 Nguyen Nhu Sang 平成 20 年 3 月 大阪大学・池道彦 
ベトナム政府派遣 

留学生 

 

日本での学位取得予定者 

 氏名 受入機関・指導教官 備考 

1 Hoang Hai 大阪大学・池道彦 文部科学省留学生拠点大学特別枠 

2 Bui Trong Vinh 大阪大学・出口一郎 文部科学省留学生拠点大学特別枠 

3 Dinh Nho Thai 大阪大学・清水浩 文部科学省留学生 



4 Huynh Cong Liem 大阪大学・戸田保幸 文部科学省留学生 

5 Nguyen Ai Le 大阪大学・池道彦 文部科学省留学生 

 

 また、ベトナムからの熊本大学への留学生を勧誘する目的で、交流協定校のハノイ土木大学

で熊本大学工学部と熊本大学大学院自然科学研究科の研究・教育内容を紹介するワークショッ

プを開催した。このワークショップをきっかけに、ベトナム政府派遣の博士後期課程への留学

生が 3 名入学し、古川憲治教授（熊本大学）の指導の下、学位を取得した。 

 さらに、各々の共同研究において、日本の優れた調査、分析、処理技術をベトナム側に伝承

するとともに、NH4-N に汚染されたハノイの地下水浄化試験用のベンチスケール試験装置一

式（構築材料としての支援）など、多くの測定、分析、処理装置の物的支援も行った。このよ

うな支援の一部は、本事業の枠のみならず、日本側研究者が独自に獲得したファンドによって

も行われた。 

 「環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究」では、平成 16～18 年度にかけて VNU-Hanoi

において、共同研究の合間を縫って、八木厚志教授と笠井秀明教授（ともに大阪大学）が大学

院生や若手研究者向けに連続講義（平成 16 年度「自己組織化現象の数理（八木）」、「計算物理

学の方法（笠井）」、平成 17 年度「非線形拡散方程式とその実現象への応用（八木）」、平成 18

年度「関数解析学とその環境問題への応用（八木）」）を実施した。特に平成 18 年度の講義は、

VNU-Hanoi における修士課程学生の正規卖位認定科目として扱われ、ベトナムの学生教育、

若手研究者育成に大きく貢献した。 

 

３－７．成果の社会への還元 

 

 本事業を通じて、ベトナム側はこれまで日本が経験してきた経済発展に伴う環境汚染問題に

関する知識とその解決のための技術を得ることによって、日本の苦い公害克服の轍を踏むこと

なく、持続可能な発展に資することができると考えられる。実際にベトナムでは本事業の成果

を踏まえ、ベトナム国内の研究機関の研究者や技術者に対して、実地的な教育・訓練を行って

いる。一部の大学ではトレーニングプログラムを教育コースとして提供している。また、重金

属汚染の実態調査で得られた結果は、ベトナム科学技術省（Ministry of Science and Technology：

MOST）へのコメントや提言として還元されている。また、JICA のベトナム支援により、ベ

トナムの環境改善に貢献することを目的として新設されたVAST-IETの立上げや運営において

は、本交流事業のステアリングメンバーとして経験を積んできた多くの研究者が参画するよう

要請され、中核的な役割を担っている。ベトナム側の実施代表者であった Dao Trong Thi 総長

はベトナム国会（下院）の文化・教育・青尐年児童委員会委員長となり、ノンラム大学長であ

った Bui Cach Tuyen 准教授はベトナム天然資源環境省環境保護局（MONRE-VEPA）の副長官

（Vice Director General）となった。また、ステアリングメンバーの一人である Nguyen The Dong

博士は、VAST-IET の初代 Director を務め、その後 MONRE-VEPA の副次官補（Vice Director）

となって、それぞれ本事業による交流で得られた成果等をベトナムの国政や環境行政へ反映さ

せようとしている。 



 一方、日本側は、これまでベトナムが経験してきた化学物質汚染（枯葉剤など）の現状とそ

の長期に亘る影響を現地調査等によって得ることができ、これらの情報を今後の化学物質の生

産、使用、廃棄等に係る施策へと反映させることができる。さらに、これらの成果を JICA 等

のプロジェクト等と連携して、より具体的かつ総合的に社会へと還元させるような取り組みも

可能であると考えられる。実際、JICA の依頼を受けての講演、UNEP の委員としての報告書

作成など、ベトナムを含めたアジア環境保全プログラムへの参画、ベトナムハノイ市等の行政

機関との意見交換会などを通じた都市・環境コンサルティングなどが行われた。その他、事業

開始当初、「ベトナムにおける大気汚染とその影響評価」の日本側代表者であった前田泰昭教

授（大阪府立大学：当時）が平成 16 年度半ばから平成 20 年度半ばまで JICA 専門家としてハ

ノイに常駐し、主として技術的側面からベトナムの持続可能な発展のために尽力し、その貢献

は極めて大きなものであった。平成 21～24 年度には、「ベトナムにおける沿岸域の開発に係る

環境影響評価」の北宅善昭教授（大阪府立大学）が、マングローブ林再生に係る研究成果に基

づいて、JICA 草の根パートナーシップ型事業「ハロン湾における住民参加型資源循環システ

ム構築支援事業」において、ベトナムハロン湾でのマングローブ植林支援を実施することとな

っている。 

 

３－８．予期しなかった成果 

 

 本事業の研究プロジェクトを通じて、以下に示すような関連研究プロジェクトや予算を獲得

した。これは、本事業によって進行している研究プロジェクトが、極めて重要かつ補助・助成

に値するものであることを示すものであるといえる。 

 

1. 廃棄物処理等科学研究費補助金「非制御燃焼過程におけるダイオキシン類等の残留性有機

汚染物質の生成と挙動」、代表者：酒井伸一（国立環境研究所）、分担者：田辺信介（愛媛

大学）、期間：平成 12～14 年度、予算規模：125,294 千円 

2. 住友財団研究助成「途上国の都市ゴミ集積場における重金属類の汚染と人体影響に関する

環境化学的研究」、代表者：田辺信介（愛媛大学）、期間：平成 14～15 年度、予算規模：

1,600 千円 

3. 文部科学省 21 世紀 COE プログラム「沿岸環境科学研究拠点」、代表者：田辺信介（愛媛

大学）、期間：平成 14～18 年度、予算規模：1,086,130 千円 

4. 文部科学省 21 世紀 COE プログラム「生物・生態環境リスクマネジメント」、代表者：浦

野紘平（横浜国立大学）、分担者：鈴木邦雄（横浜国立大学）「熱帯アジア（ベトナムも含

む）の生物・生態環境リスクマネジメント手法の研究」、期間：平成 14～19 年度、予算規

模：772,755 千円 

5. 環境省地球環境研究特別推進費「東アジアにおける酸性大気汚染による材料腐食」、代表

者：前田泰昭（大阪府立大学）、期間：平成 11～14 年度、予算規模：5,200 千円 

6. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「ハノイ市におけるアンモニアによる地下水汚

染の機構解明と水供給への影響評価」、代表者：滝沢智（東京大学）、期間：平成 12～14



年度、予算規模：14,800 千円 

7. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「微生物によるアゾ色素の分解」、代表者：木

下晋一（北海道大学）、期間：平成13～15年度、予算規模：14,400千円 

8. 経済産業省地球環境国際研究推進事業「高効率反応器を利用したバイオジーゼル燃料の新

規製造法の開発および製品評価」、分担者：前田泰昭（大阪府立大学）、期間：平成 14～

16 年度、予算規模：335,700 千円 

9. 文部科学省 21 世紀 COE プログラム「水を反応場とする有機資源循環科学・工学」、分担

者：前田泰昭（大阪府立大学）、期間：平成 14～18 年度、予算規模：591,580 千円 

10. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C)「高塩分濃度・嫌気土壌に適応したマングロー

ブ体内におけるガス拡散･輸送機構の解明」、代表者：北宅善昭（大阪府立大学）、期間：

平成 14～16 年度、予算規模：3,500 千円 

11. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C)「非線形拡散方程式系のアトラクターに対する

数値解析」、代表者：八木厚志、期間：平成 14～15 年度、予算規模：3,600 千円 

12. 環境省廃棄物処理等科学研究費補助金「バイオ指標導入による最終処分場の安定化促進技

術の評価」、代表者：井上雄三、分担課題代表者：藤田正憲、期間：平成 14～17 年度、予

算規模：46,392 千円 

13. 環境省地球環境研究特別推進費「バイオジーゼル燃料の製造と地球温暖化対策」、代表者：

前田泰昭（大阪府立大学）、期間：平成 15 年、予算規模：1,000 千円 

14. 鉄鋼財団基金「バイオジーゼル燃料の製造と大気汚染の改善」、代表者：前田泰昭（大阪

府立大学）、期間：平成 15～16 年度、予算規模：3,000 千円 

15. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「微生物還元・蓄積作用を利用したレアメタル

汚染の浄化および資源回収技術の開発」、代表者：池道彦、期間：平成 15～17 年度、予算

規模：11,600 千円 

16. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(A)「臭素系難燃剤 PBDE による広域汚染・生物濃

縮の実態解明と生体影響評価に関する研究」、代表者：田辺信介、期間：平成 16～19 年度、

予算規模：48,520 千円 

17. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「樹木と土壌の相互作用による動的シンリンシ

ステムの数学的構造」、代表者：八木厚志、期間：平成 16～19 年度、予算規模：7,800 千

円 

18. クリタ水・環境科学振興財団「水生植物―根圏微生物共生系を利用した新規水質浄化シス

テムの開発」、代表者：清和成、期間：平成 16～17 年度、予算規模：800 千円 

19. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)「マングローブ実生胚軸のガス交換機能から見

た耐塩性機構の解明および植林技術への展開」、代表者：北宅善昭、期間：平成 17～19

年度、予算規模：12,600 千円 

20. 文部科学省科学研究費補助金研究成果公開促進費「Bioindicators of POPs: Monitoring in 

Developing Countries」、代表者：田辺信介、期間：平成 17 年度、予算規模：2,900 千円 

21. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C)「ハノイの道路交通騒音に関する社会調査と心

理音響実験」、代表者：矢野隆、期間：平成 17～19 年度、予算規模：3,080 千円 



22. 環境省環境技術開発等推進費「微生物機能を利用したセレン・ヒ素汚染土壌の浄化技術の

開発」、代表者：惣田訓、期間：平成 17 年度、予算規模：6,180 千円 

23. 地域申請コンソーシアム研究開発事業「リサイクル濾材と植物を利用した高度排水処理シ

ステムの開発」、代表者：吉田和哉、分担課題代表者：池道彦、期間：平成 17～18 年度、

予算規模：10,283 千円 

24. 地域申請コンソーシアム東部ナノテクプロジェクト（代表者：安達稔）分担課題「綿部連

ストレスバイオセンサの開発」、分担代表者：久保井亮一、期間：平成 18～19 年度、予算

規模：600 千円 

25. グローバル COE プログラム「化学物質の環境科学教育研究拠点」、代表者：田辺信介、期

間：平成 19～23 年度、予算規模：908,700 千円（平成 19～20 年度額） 

26. 文部科学省科学研究費補助金萌芽研究「バイオメンブレン・クロマトグラフィーの創成」、

代表者：久保井亮一、期間：平成 19～21 年度、予算規模：3,200 千円 

27. 鹿島学術振興財団 2006 年度研究助成「ホーチミン市での道路交通騒音に関する社会調査」、

代表者：矢野隆、期間：平成 19 年度、予算規模：2,100 千円 

28. 住友財団環境研究助成「ベトナム特定集落における健康被害実態とその影響要因調査」、

代表者：藤井滋穂、期間：平成 19～20 年度、予算規模：1,600 千円 

29. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(S)「アジア途上地域における POPs 候補物質の汚染

実態解明と生態影響評価」、代表者：田辺信介、期間：平成 20～24 年度、予算規模：162,630

千円 

30. 環境省廃棄物処理等科学研究費補助金「バイオガスプラント排水中の高濃度アンモニアの

MAP-ANAMMOX ハイブリッド処理技術の開発」、代表者：古川憲治、期間：平成 20 年

度～、予算規模：35,000 千円 

31. 文部科学省科学研究費補助金萌芽研究「独立栄養亜ヒ酸酸化細菌を用いた水相からのヒ素

の除去技術の開発」、代表者：池道彦、期間：平成 20～23 年度、予算規模：2,900 千円 

32. 日本生命財団環境問題研究助成「アジア地域の持続的発展のためのバイオリアクター型廃

棄物埋立処分場の運転・管理方法に関する研究」、代表者：惣田訓、期間：平成 20～21

年度、予算規模：1,600 千円 

33. 科学技術振興調整費（戦略的環境リーダー育成拠点形成）「環境マネジメント人材育成国

際拠点」、代表者：尾池和夫、リーダー：藤井滋穂、期間：平成 20～25 年度、予算規模：

486,000 千円 

 

 さらに、拠点校方式による活発な研究者交流を踏まえて、大阪大学では表３－７に示す多く

の学術交流協定を締結するに至っている。これにより、環境分野のみならず、ナノ、情報、バ

イオなどの他分野でも、ベトナムの若手研究者の留学や滞在が促進される副次的効果が生み出

されている。また、UCE と熊本大学工学部、熊本大学大学院自然科学研究科との間で、更な

る交流を深めるために同様な学術交流協定が締結されている。このような貢献にも支えられ、

本事業を通じて交流を深めた多くのベトナムの学生や若手研究者が、別のファンドを獲得して

正規の留学生として日本で学位を取得していること（詳細は３－４に記載）も当初の予想以上



の成果である。 

 

３－９．課題・反省点 

 

 日本とベトナムの間での研究設備、分析技術、手法のギャップから、日本側の最新の研究成

果をベトナム側に移転するのが困難な場面があった。また、ベトナムの基本的な地図や航空写

真の入手が極めて困難であり、入手できてもそれを日本に持ち帰ることが難しいなど、相手校

の権限だけでは解決できない政治的な解決を要する課題もあった。共同研究の幾つかは JICA

等が行っている支援事業とも密接な関連があり、連携によって研究成果の社会への還元が加速

できるものと考えられたが、事務局のコーディネート機能が充実しておらず、実現することが

できなかった。また研究者交流や共同研究では、本務との兼ね合いから日本側の研究者が長期

に亘ってベトナムに滞在することが難しい面もあり、受入の割合が高くなる傾向があり、数値

的には両国で同等の交流が行われたといえない部分があるのは反省点である。また、事業開始

から数年間は予算執行が 5 月以降にずれこむことによって、交流の時季が限定されてしまうこ

とが問題となったが、その後、4 月当初から予算執行できる仕組みができ、事業後半にはこの

問題は解決された。 

 事業実施体制では、ステアリングメンバー等の増員、入れ替え等を検討し続けたが、メンバ

ーの異動や昇任等が相次ぎ、時期を逸したことが反省点として挙げられる。ただし、事業自体

は最後まで非常に活発かつ効果的に実施できたことから、最終的にこれは事業実施に重大な支

障をきたすものではなかった。 

 

３－１０．交流事業終了後の展望 

 

 事業開始当初から、関連研究者のネットワークが整備されていた日本に対し、ベトナムにお

いては、同国内、あるいは同機関内であっても研究者同士が連携する機会が乏しかったが、10

年間の事業実施を通じて全国を網羅した研究者のネットワークを構築することにつながった。

また、密度の濃い研究者交流、共同研究、セミナーの実施によって、日越両国間の環境関連研

究者の強固な信頼関係、協力体制が築かれたものと考えている。当初、国際的な学術雑誌への

投稿に必ずしも積極的でなかったベトナム側研究者も、10 年間の共同研究の実施により、国

際誌への論文投稿の重要性を認識し、投稿数も徐々に上がってくるなど、学術的なレベルも向

上してきている。また、ベトナムは急速な工業化の最中にあり、各種環境問題が顕在化してい

る中で、本事業に関連した研究者が、JICA 等による事業に参画したり、政府の都市計画マス

タープランへ提言を行うなど、実務レベルで本交流事業の成果を社会還元する動きもある。 

 今後は、本交流事業を通じて築き上げられた日越両国間の非常に幅広く両国全土を網羅する

『地球環境総合学』のネットワークを維持、発展させていくことが望まれる。 

 共同研究ベースの交流では、よりテーマを絞った形で、本事業の各 Topic へ参画した研究者

がそれぞれに連携研究を継続していけるよう各種研究・交流予算の申請を行っていくことが合

意されている。特に、今後重点的に取り組むべき課題として、「アジア地域における持続的水



利用システムの構築」、および「環境適合型エネルギー・資源生産・利用システムの構築」が

挙げられている。すでにいくつかの研究者のグループでは、各種研究・交流予算への申請も行

われており、これらの採択によって交流の継続が可能となるものと考えている。 

 実務レベルでは、本交流事業に深くかかわったベトナム側研究者が、相次いで政府機関や大

学、研究所等の要職に登用されていることから、これらの研究者との連携を保ちながら、ベト

ナム側からの要望に応じて、専門家の派遣等を通じた社会貢献が引き続き行われていくことを

期待している。前田泰昭教授（大阪府立大学）が JICA 専門家として大気汚染問題を中心に、

4 年間にわたって現地研究者、企業技術者を指導した実績は、ベトナム国内で高く評価された。

また、ハノイ市マスタープラン策定に関わる行政官、専門官との意見交換や都市計画への提言

が行われ、平成 21 年度からは JICA の事業の一環としてマングローブ林の植林・再生支援事

業もスタートする。これら以外にも、窒素化合物やヒ素に汚染された地下水浄化なども試行さ

れており、本交流事業の共同研究などを通じて得られた貴重な成果が実務レベルで社会に還元

されつつある。今後も、本事業で得られた共同研究の成果が、ベトナムの環境保全に現実的な

貢献をすることが期待される。 

 また、次世代の若手研究者、技術者の養成についても、本交流事業を通じて力点を置いた目

標の 1 つであったが、その結果として 20 名近いベトナム人若手研究者が日本側の拠点大学で

ある大阪大学を中心として学位を取得し、帰国後は母国で後進の指導にあたっている。また、

日本で機器分析や環境汚染物質処理技術等を集中的に学んだ若手研究者がベトナムで技術移

転の指導にあたるなど、本事業で育成された人材がベトナム国内での環境研究者・技術者育成

に好影響を与えていくことを期待している。一方、日本側の参加研究者としてベトナムに派遣

され、国際交流、国際共同研究の経験を積むことができた若手研究者、大学院博士後期課程学

生は、今後ベトナムを含めたアジア・アフリカ地域の開発途上国との環境分野での交流に大い

に貢献するものと確信している。本交流事業で得られた若手人材育成経験を生かし、日越両国

の次世代を担う若手研究者・技術者の体系的な教育システム構築に寄与することも想定してい

る。 

 

 



表３－７ 大阪大学における部局間学術交流および大学間交流協定（平成 21 年 8 月 1 日現在） 

 
部局間学術交流 

 

1998.4.8   ベトナム国立大学ハノイ校化学部（Faculty of Chemistry, Vietnam National University, Hanoi）   

2003.4.7 終了（2002 年より大学間交流が始まったため） 

 

2000.8.9   ベトナム国立大学ハノイ校ハノイ科学大学（Hanoi University of Science, Vietnam National University, Hanoi）      

2005.8.8 終了（2002 年より大学間交流が始まったため） 

 

2000.8.10  フエ大学科学大学 （University of Sciences, Hue University） 

 継続中 

 

2000.8.14  ベトナム国立大学ホーチミン校農業林業大学（University of Agriculture and Forestry, Vietnam National University, HCMC） 

 継続中（2002 年にノンラム大学（Nong Lam University）へと校名変更） 

 

2000.8.14  ベトナム国立大学ホーチミン校工科大学（University of Technology, Vietnam National University HCMC） 

 継続中 

 

2003.1.6  ハノイ土木大学 （Hanoi University of Civil Engineering） 

 継続中（2007 年に University of Civil Engineering へと現地語ならびに英語校名変更） 

 

2003.1.21  
ベトナム国立自然科学技術センター生物工学センター（Institute of Biotechnology, Vietnam National Center for Natural 

Science and Technology） 

 継続中（2004 年にベトナム科学技術アカデミー（Vietnamese Academy of Science and Technology）へと組織名変更 

 

大学間交流 

 

2002.12.16       ベトナム国立大学ハノイ校 （Vietnam National University, Hanoi） 

 継続中 



４．参考資料 

 

 本報告書に添付する参考資料リストは以下の通りである。 

 

（１） 拠点大学交流研究者リスト 

 日本側、ベトナム側から本事業への参加を希望している登録研究者のリストを示し

ている。日本側では、拠点大学 52 名、協力大学 66 名、それ以外の機関 97 名の合計

215 名が（計 66 大学・研究機関、96 部門（学部、研究科、センターなど）、ベトナム

側では、拠点大学 145 名、協力大学 134 名、それ以外の機関 16 名の合計 295 名が（計

11 大学・研究機関、35 部門（学部、研究科、センターなど）参加している。 

 

（２） 論文リスト 

  10 年間の共同研究等の成果として発表された論文等の業績リスト 

 

（３） 年次報告書（Annual Reports）  

(i) Annual Report of FY1999, The Core University Program between JSPS and NCST（中間評

価時提出済み） 

(ii) Annual Report of FY2000, The Core University Program between JSPS and NCST （中間

評価時提出済み） 

(iii) Annual Report of FY2001, The Core University Program between JSPS and NCST （中間

評価時提出済み） 

(iv) Annual Report of FY2002, The Core University Program between JSPS and NCST 

(v) Annual Report of FY2003, The Core University Program between JSPS and NCST 

(vi) Annual Report of FY2004, The Core University Program between JSPS and VAST 

(vii) Annual Report of FY2005, The Core University Program between JSPS and VAST 

(viii) Annual Report of FY2006, The Core University Program between JSPS and VAST 

(ix) Annual Report of FY2007, The Core University Protram between JSPS and VAST 

 CUP 事務局では、本事業の成果を実施の翌年度にとりまとめ、Annual Report の形で

出版してきた（セミナー開催のあった年度では、その proceeding を中心の収録となる）。

特に、ベトナム側研究者の間では、本 Annual Report への研究成果の掲載が高い業績と

評価されるようになってきており、掲載希望の投稿が多くなってきていることから、

FY2002 からは、コーディネーターが Topic リーダーと協議して、セミナーproceedings

再掲以外の掲載論文の選定も一部実施した。現在、Annual Report of FY2008 を編集中

であり、2009 年度中に刊行予定である。 

 

（４） セミナー／ワークショップ等会議録（Seminar/Workshop Proceedings） 

 本事業においては、本事業期間中、9 回のセミナー／ワークショップを主催してき

た（２－３．参照）。また、本事業以外でも参加研究者が自発的に関連のセミナー／ワ



ークショップを開催して、情報収集・意見交換の効率化によって交流をサポートする

ことも行われた（３－５．参照）。ここでは、これらのセミナー／ワークショップ会議

録のうち、残部があるもの、あるいは入手可能であったものについて添付する。 

(i) The First Joint Seminar on Environmental Science and Technology in the Core University 

Program between Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and National Center 

for Natural Sciences and Technology (NCST) （本事業主催）（中間評価時提出済み） 

(ii) The Second Joint Seminar on Environmental Science and Technology in the Core 

University Program between Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and 

National Center for Natural Sciences and Technology (NCST) （本事業主催）（中間評価

時提出済み） 

(iii) Core University Program: General Seminar on Environmental Science and Technology 

Issues Related to Urban and Coastal Zone Development（本事業主催）（中間評価時提出

済み） 

(iv) The 4
th

 General Seminar of the Core University Program: Environmental Science and 

Technology for Sustainable Development（本事業主催）（中間評価時提出済み） 

(v) Proceedings of The Vietnam-Japan Workshop on Groundwater Contamination 2001（本事

業主催）（中間評価時提出済み） 

(vi) Joint Seminar on Technologies for Nitrogen Removal from Ground Water（中間評価時提

出済み） 

(vii) Vietnam-Japan Joint Seminar: Inquiry into the Urban Form in Symbiosis with Water 

Environment – Hanoi and Research Methods –（中間評価時提出済み） 

(viii) The 5
th
 General Seminar of the Core University Program: The 2

nd
 Seminar of 

Engvironmental Science and Technology issures Related to Urban and Coastal Zones 

Development（本事業主催） 

(ix) The 6
th
 General Seminar of the Core University Program: Environmental Science & 

Technology for Sustainability of Asia（本事業主催） 

(x) The 7
th
 General Seminar of the Core University Program: The 4

th
 Seminar on 
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