
様式７ 

拠点大学交流事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 大 阪 大 学 

（ベトナム側）拠点大学： ベトナム国立大学ハノイ校 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： 地球環境創造と保全のための環境総合技術の開拓              
                   （交流分野：  地球環境総合学     ）  
（英文）： Environmental Science and Technology for the Earth             
         （交流分野：Environmental Science and Technology for the Earth） 
 研究交流課題に係るホームページ： 

http://www.see.eng.osaka-u.ac.jp/wb/home/activity_4.htm 
 
 
３．開始年度 
   平成１１年度（ １０ 年目） 
 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
     拠点大学： 大阪大学 
  実施組織代表者： 大学院工学研究科・工学研究科長・馬場章夫 
 コーディネーター： 大学院工学研究科・教授・池 道彦 
     協力大学： 北海道大学大学院工学研究科 
 東京大学大学院工学系研究科 
 大阪府立大学大学院工学研究科 
 愛媛大学沿岸環境科学研究センター 
 熊本大学工学部 
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     事務組織： 

協力大学を含めた実施組織等（日本側）

  代表者：加賀昭和 

委員長：池 道彦 

委 員：６名 

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） 

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 

委員長：池 道彦、委 員：５名

委員長：池 道彦 
委 員：３名 

Topic１ 研究グループ 

代表者：澤木昌典 

Topic２ 研究グループ 

代表者：池 道彦 

Topic３ 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 

共同研究を中心とした枠組（日本側）

拠点大学（大阪大学）における事業実施の組織（日本側） 

実施組織等（日本側） 

教授１、准教授１、助教１、

技術職員１、事務補佐員１ 

委員長：池 道彦、委員：５名 

国際交流推進係 事務局 

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 

国際交流課

工学研究科 

事務部長 

経理課 課長 課長補佐

総務課 課長補佐課長
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相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 

     拠点大学：（英文） Vietnam National University, Hanoi (VNU-Hanoi) 

          （和文） ベトナム国立大学ハノイ校 

  実施組織代表者：（英文） VNU-Hanoi, President, Mai Trong Nhuan 

 コーディネーター：（英文） Center for Environmental Technology and Sustainable 

Development, VNU-Hanoi (CETASD, VNU-Hanoi), Professor, 

Pham Hung Viet 

     協力大学：（英文） Vietnam National University, HoChiMinh City (VNU-HCMC) 

 Hanoi University of Civil Engineering (HUCE) 

 Hue University (HU) 

 Institute of Biotechnology, Vietnamese Academy of Science and 

Technology (VAST) 

 Institute of Tropical Biology, VAST-HoChiMinh City 

(VAST-HCMC) 

 Nong Lam University (NLU) 

          （和文） ベトナム国立大学ホーチミン校 

 ハノイ土木大学 

 フエ大学 

 ベトナム科学技術アカデミー生物工学研究所 

 ベトナム科学技術アカデミーホーチミンセンター熱帯生物

研究所 

 ノンラム大学 
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事務組織： 
 実施組織等（ベトナム側）

 
 Department of International Relations 
 
 
 Research Center for 

Environmental Technology

and Sustainable Development 

(CETASD) 

 
 
 

Hanoi University of 
Science, VNU-Hanoi CUP Office 

 
 
 Intra – VNU-Hanoi Liaison

Committee for the CUP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chair：Nguyen Van Mau
Member：5 persons 

Professor 1 
Scientific Researcher 1 
Secretary 1 

拠点大学（VNU-Hanoi）における事業実施の組織（ベトナム側） 

協力大学を含めた実施組織等（ベトナム側）

Leader：Pham Hung Viet

Chair：Nguyen Van Mau 
Member：5 persons 

Inter – Universities Liaison Council for Joint Research on 

Environmental Science and Technology for the Earth 

(Steering Member Committee) 

Intra – VNU-Hanoi Liaison 

Committee for the CUP 

Liaison Committee for the 

Research Group Leader 

Chair：Dao Trong Thi, 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 

 
 

共同研究を中心とした枠組（ベトナム側） 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
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とともに、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

とを包括的な目標している。本事業によって、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ものと考えられる。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

を得ることができ、日越双方に大きなメリットがもたらされるものと考えられる。 

このような当初目標を掲げた交流事業の遂行の結果として、ベトナム国内においても日本

と同様、環境をキーワードとした極めて多様な分野の研究者間の交流が行われるようにな

り、同国の科学技術、特に複合・新領域分野の発展に好影響を与えていることが見えてき

ている。このことから、本事業の付加的な目標として日越研究者の異分野交流をより活性

化し、環境研究者のネットワークをさらに拡大していくことを掲げる。 
 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
 主要な事業である、共同研究、セミナー、研究者交流の何れについても、昨年度までの

ところ良好な成果があがっているものと判断しており、また、今年度が本事業の最終年度

であることから、これまでの流れを継承することを基本的な姿勢としている。平成 20 年度

においては、本事業においてここまで活発に行われてきた交流のまとめのための共同研究

事業を重視するとともに、この目的の下、大阪において、成果総括のためのジェネラルセ

ミナーを開催する予定にしている。 

 共同研究については、引き続き各研究課題の成果が具体的な形となってきており、関連

の成果が学術論文発表という形で結実してくるものと考えられる。今年度のトピックごと

の目標を以下に示した。 

（Topic 1）環境計測分野： 

・ ボルタンメトリー法による微量鉛分析法の確立およびストリッピングボルタンメトリー

法による有害金属分析法の検討 

・ フエ市における河川・湖沼の富栄養化、有機物汚濁に係る問題点の解明と管理対策の提

案 

・ ベトナム北部を対象とした電子廃棄物処分場・リサイクル工場周辺における住民・環境

の有害化学物質汚染実態の調査と有害性の評価 
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・ 有害大気汚染物質の直接サンプリングによる VOC 排出空間データの作成と VOC 濃度の

空間分布予測に基づいたハノイ市およびホーチミン市における VOC エミッションイン

ベントリの整備 

・ ハノイ市およびホーチミン市を対象とした大気汚染物質の成分分析、測定と大気汚染軽

減施策の提言 

・ 環境モニタリングのための化学／バイオセンサー技術の開発 

（Topic 2）環境保全・創造分野： 

・ ハノイ市における都市環境調査結果と都市計画への提言の書籍化 

・ ホーチミン市における航空機騒音と道路交通騒音の複合騒音の影響に関する社会調査 

・ 沿岸域開発による脆弱性の抽出とその影響を明確化するための数理モデルの構築 

・ 沿岸域の侵食防止のためのマングローブ植林技術と自然再生促進のための管理技術の開

発 

（Topic 3）環境総合技術開発分野： 

・ アンモニア性窒素に汚染された地下水の浄化技術開発に向けたパイロットスケール処理

装置の試作と実証実験の実施 

・ アンモニア性窒素含有埋立処分場浸出水の Anammox 反応を利用したベンチスケール 

 処理試験の実施 

・ ホーチミン市における廃棄物フローの解明と現地適用型好適処分場管理技術の提案 

・ ベトナムにおける POPs（残留性有機汚染物質）汚染状況の解明と測定・処理技術移転の

ための情報交換 

・ 航空機燃料タンクから単離されたジェット燃料分解菌の特性の解明、アゾ色素分解菌の

酵素、遺伝子学的特性解析、各種環境ホルモン、有害化学物質分解菌のスクリーニング 

 

 平成 20 年度には、これらの成果を中心とした学術論文の発表件数として、50～60 本を見

込みたい。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 ベトナム側対応機関である VAST、拠点大学である VNU-Hanoi、各協力大学・研究機関に

おいても、共同研究、学術交流のマネージ、アレンジに対して、全面的な協力をしてくれ

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ている。また、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てい

る。特に、ベトナムの環境行政の鍵を握る政府関係者とのコネクションを有する研究者が

多く、そのコネクションを利用することによって、ベトナム政府が今後、どのように環境

行政の舵取りをしようとしているかなどの通常得ることの困難な情報を得ることができた。

その他、平成 20 年度は、水生植物の植生浄化実証に向けたフィールド選定に際して、農村

地域の土地所有者との連携、調整などまでセッティングしてくれるなど、現地研究者の多

大な貢献を得た。 

 以上のように、平成 20 年度においても、組織から個人までのさまざまなレベルで良好な

協力体制が維持、構築されていたといえる。また、この協力体制は、本事業終了後も引き

続き継続して連絡を取り合い、後継プロジェクト、予算獲得に向けて努力していくことで、

両国の参加研究者の総意として合意している。 

 

７－２ 学術面の成果 

 共同研究を中心とした平成 20 年度の交流で得られた学術価値の高い成果は以下のように

まとめることができる。また、これらの成果は参画研究者によって、国内外の著書、学術

雑誌、国際会議会議録として多数が出版され、公表されている（発表論文等リスト参照）。 

 

（Topic 1）環境計測分野： 

・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用いたアノーディックスト

リッピングボルタンメトリーによる環境水中の重金属の分析法を検討し、Pb および Cd の同

時定量法を確立した。実際にフエ市郊外のラグーンで採取した水試料の測定を行い、ppb レ

ベルの鉛およびカドミニウムの定量ができた。 

・フエ市を流れる Huong River と河口域の富栄養化、有機汚染調査、河川工学的調査の結果

を取りまとめ、水上生活者由来の排水と夏季の Huong River 下流でのダム閉鎖が Huong River

の汚染や洪水に大きな影響を与えていることを指摘し、排水管理方法、ダム管理方法につ

いての提案を取りまとめた。 

・ベトナム北部のヒ素汚染地域と電子機器リサイクル施設でヒト試料を解析し、ヒ素汚染

地域住民の尿中ヒ素濃度・化合物組成と、GSTO や AS3MT のヒ素代謝遺伝子多型の間に有
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意な関係があること、電子機器リサイクル施設付近の住民の毛髪や母乳から、高濃度の鉛、

有機臭素系難燃剤（PBDEs、HBCDs）が検出され、これらの化学物質への暴露による健康

被害が懸念されることを示した。 

・18 年度に開発した二輪車からの排ガス中 VOC を直接サンプリングできる装置を使用し、

ホーチミン市で二輪車排ガス中のベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、o-キシレン、m-

キシレン、p-キシレン濃度を実測し、それらの排出係数を決定した。この成果と、大阪大学

で開発した、排出係数、交通量および交差点近傍の建物形状データから交差点におけるこ

れら物質の大気濃度を推定する回帰式に基づいて、大気中汚染物質濃度を推定することが

できた。 

・大気中の多環芳香族炭化水素類、アルデヒド類、硝酸、亜硝酸、アンモニアガス濃度を

測定し、日本の大気中におけるこれらのガス成分との組成の違いを確認した。 

・リポソームを水晶振動子に固定化し、安定に動作する条件を検討し、タンパク質との相

互作用の評価が可能な測定条件を確立し、タンパク質の分子内水素結合安定性の評価シス

テムを構築した。さらに、バイオ・化学センサーへの展開のため、対象分子の検出感度の

向上を狙って、リポソーム上に反応部位を導入した機能性リポソームの開発も行った。 

 

（Topic 2）環境創造・保全分野： 

・ベトナムにおける健全で豊かな都市像の提案を行うために、これまで実施してきた土地

利用、都市空間構成や景観に関する種々の調査結果と個別に実施した 3 回のセミナー（2003

年度 “Inquiry into Urban Form in Symbiosis with Water Environment”、2005 年度 “Future Vision 

of Hanoi City”、2006 年度 “Redevelopment of City”）の成果を踏まえて、最終成果報告書(243p.)

を作成した。 

・ホーチミン市で航空機騒音ならびに航空機騒音と道路交通騒音の複合騒音の影響に関す

る社会調査を実施し、航空機騒音の暴露反応関係は EU の結果とほぼ一致したが、道路交通

騒音の暴露反応関係は昨年度の結果と同様に EU の曲線よりも低かったことから、複合騒音

のモデルとして、Total annoyance が卓越音源の annoyance で決まるという卓越音源モデルが

最も適当であることを明らかにした。 

・ベトナムの沿岸、内陸域における持続可能な開発の可能性を検討するため、Soai Rap 川河

口周辺における流体運動及び側岸侵食特性の実測調査を継続して実施した。また、粘性土

で構成される河岸、河口周辺の侵食量を数値的に予測するプログラムを開発し、別途行っ

た平面実験結果によりその再現性が確認できた。 

・ベトナム国カンザ地区のマングローブ林を対象に、枯葉剤による徹底した破壊と、その

後 35 年間に及ぶ植林と自然林発達による環境修復に関する総括的な調査研究を実施した。

また、マングローブ幼植物の初期成長における胚軸の機能解明に取り組み、胚軸が嫌気的

な泥土中の根に対して呼吸に必要な酸素を供給する重要器官であり、その機能の維持が不

十分であると植林後の幼樹の生存率は低下することを植林現場において確認できた。 
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（Topic 3）環境総合技術開発分野： 

・ハノイ市の地下水中窒素除去システムの開発のために、目詰まりの心配の少ない四方に

突起した構造をもつ揺動床による硝化処理に及ぼす温度の影響をベンチスケールの実験装

置で検討した。担体に生育速度の小さな硝化汚泥が大量に保持されることから、リアクタ

の硝化活性は 15ºC までは温度の影響を余り受けないが、15ºC 以下ではリアクタの硝化活性

が大きく低下することが明らかとなった。 

・埋立地浸出水への部分亜硝酸化＋Anammox 処理への適用に関して VEPA、URENCO、JICA

ハノイ事務所へ情報提供するとともに、ハノイ市の廃棄物埋立処分場を見学し、浸出水処

理の問題点を抽出した。熊本大学では、廃棄物埋立地浸出水の部分亜硝酸化処理施設、

Anammox 処理施設のスケールアップに必要な基礎データの蓄積のために都市下水処理場の

嫌気性消化脱離液を対象としたベンチスケール試験を実施し、有機物、SS の存在によらず、

部分亜硝酸化処理リアクタ、Anammox リアクタを 3.0kg-N/m3/d の負荷で安定して運転でき

ることが確認できた。 

・浸出水循環や通気の有無のバリエーションを与えた廃棄物処分場ラボスケールリアクタ

ーでの微生物モニタリングを実施し、浸出水循環が嫌気条件下でメタン発生を促進するこ

と、通気により、浸出水発生量、メタン発生量、廃棄物容積、有機物量を低減できること

を明らかにし、また、アンモニア酸化細菌の amoA 遺伝子、真核微生物（特に白色腐朽菌）

の 18S rDNA が、廃棄物処分場の運転管理に際して有用な指標となることを明らかにした。 

・ベトナムにあった水質浄化技術である植生浄化法に焦点を当て、特にその根圏に生息す

る微生物（根圏微生物）との共生作用による各種芳香族化合物の分解促進に関する研究を

実施し、ウキクサと根圏微生物の共生作用によるフェノール分解促進メカニズムの一端を

解明できた。また、4-n-ブチルフェノール分解菌の単離、生理特性、分解特性の調査等を実

施した。 

 
７－３ 若手研究者養成 

 ベトナム若手研究者や学生の日本でのワークショップや国際会議への招聘に加え、数週

間～1 ヶ月単位での研究、実験技術教授を目的とした招聘が、本事業の経費以外でも日本側

共同研究カウンターパートらによって引き続き行われた。平成 20 年度は、このような目的

の下、ベトナム側から 7 人（89 人日）の若手研究者が招へいされ、それぞれの研究を発展

させるための知識や技術を習得した。また、参画研究者の指導下でのベトナム人若手研究

者・学生の学位取得については、平成 20 年度には 5 人の留学生が拠点大学や協力大学等の

博士後期課程学生として在籍し、学位取得を目指して研究に励んでいる。 
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７－４ 社会貢献 

 ベトナムの国レベルあるいは市レベルの担当者との意見交換等を通じて、環境保全プロ

グラムへの参画や都市・環境コンサルティングなどが継続して行われた。また、4 年前まで

R-3 の日本側研究代表者であった前田（前・大阪府立大学）は JICA 専門家としてのハノイ

常駐の任務を 2008 年 9 月をもって終了したが、その間の大気汚染問題や水問題の解決に向

けた、主として技術的な側面からベトナムの持続可能な発展のための貢献は極めて大きい

ものであり、特に政府関係者や本事業に参画した研究者から多大な信頼を得るに至った。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本事業の終了を受け、本事業後の継続的な共同研究等、協力体制の維持、強化、再構成

について協議した。本事業を通じて、特に以下のような問題が深刻であり、その対策技術

の開発が必要であることを見出した。 

・メコンデルタ地帯の富栄養化、重金属、POPs による汚染 

・地下水のヒ素・アンモニア態窒素汚染 

・埋立処分場における埋立地浸出水による周辺環境汚染 

・沿岸海域の汚染と海岸侵食・マングローブ林の破壊 

・開発に伴う湖沼の減少、景観劣化 

 事実、現地研究者からは水関連研究やトレーニングの要請が非常に多く、また、日本側

研究者もより重要な問題であると再認識した。 

 技術面そのものについては、JICA等による事業で成果が挙げられつつあるものの、主と

してそれらの事業で整備されるハード類を真に理解し、適切に継続的に活用していける人

材の育成は必ずしも十分でなく、日欧米などの先進諸国の技術の粋を集めた最新機器類が、

ベトナムの経済的な理由のみならず、理解して使いこなせる人材の不足といった理由から

活用されていない現状が指摘された。これを解決していくために、熱帯アジア地域におけ

る持続可能な水利用のための基礎知見（水理水文）、将来にわたる発展を考慮した水環境

への人為活動影響評価と対策技術、総合水利用計画が有機的に結びついた学問としての「ア

ジア圏水環境科学技術」学の体系化、また、その教育を受けた次世代を担う若手研究者、

技術者や学生を継続的に増やしていくことが重要であると考えられる。熱帯アジアにおけ

る持続可能な水利用のための教育、研究、技術を受け継ぎ、社会へ還元していくことによ

り、より実効的な形で熱帯アジア地域に定着させ、まだまだ解決に時間が必要な水問題の

解決が図られることが期待される。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数 ４６ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ３０ 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの １５ 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 共同研究においては、（Topic 1）環境計測分野では、各種環境汚染化学物質の検出、分

析手法を開発し、化学物質等によるベトナムの環境汚染の現状をラフにマッピングできる

程度のデータとして整備・解析すること、（Topic 2）環境創造・保全分野では、都市及び

自然環境の健全性について評価を行い、劣化防止の方策について基本的な提言を行うこと、

（Topic 3）環境総合技術開発分野では、これまで開発してきた環境浄化・修復技術を実用

化するための基礎を確立すること、という目的を達成し、本事業の終了に向けた総まとめ

を行った。 
 平成 20 年度に実施した共同研究課題を以下に示した。 

Topic 1：環境計測 

１．ベトナムにおける水質モニタリング 

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 

３．ベトナムにおける大気汚染とその影響の評価 

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 

Topic 2：環境創造・保全 

５．環境創造・保全 

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 

Topic 3：環境総合技術開発 

７．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 

８．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 

９．有用微生物を利用した環境保全・修復技術の開発 

上記 9 課題（サブテーマを含めると 15 課題）について、各々の研究課題で活発な共同研究

活動を実施し、ベトナム側研究者 22 人（278 人日）を招聘、日本側研究者 23 人（153 人日）

を派遣した。また、これらの研究成果を受けて、学術論文として 46 編が発表された。 

 

８－２ セミナー 

 本事業の最終年度であり、これまでの活発な交流、共同研究の成果の総まとめと、本事

業終了後の共同研究の継続体制の確認を目的としたジェネラルセミナー（The 8th General 

Seminar of the Core University Program -Environmental Science and Technology for the Earth）を、

2008 年 11 月 26 日～28 日の 3 日間の日程で、大阪府茨木市の JICA 大阪国際センターにお

いて開催した。日本側 58 名（うち、本事業のセミナー経費による参加者 14 人（44 人日）、

研究者交流経費による参加者 1 人（4 人日））およびベトナム側 32 名（うち、本事業のセミ

ナー経費による参加者 15 人（92 人日）、共同研究経費による参加者 12 人（146 人日）、研

究者交流経費による参加者 3 人（25 人日）の計 90 名の参加者を集めて、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行われた。なお、共同研究としては昨年度
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までで終了となった「環境科学・技術の諸問題に関する数理的研究」グループ（数学セッ

ション）、昨年度セミナーで特設した「船舶海洋工学セッション」関連グループからも最新

の研究成果の報告があった。その他、紙上発表を含めて、発表論文数は 75 編（うち、数学

セッション 2 編、船舶海洋工学セッション 2 編、紙上発表 22 編）であった。 

 本セミナーを通じて、本事業の最終目標の達成状況を参加研究者が一同に会して再確認

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。従来からのテーマの中では、質と量の

両面で逼迫する世界の水需要に係る問題の鍵を握るアジア地域における水問題を掲げ、そ

れを解決するための水環境科学技術に関する課題が重要であるという認識で一致した。ま

た、新たに設定するべき研究課題としては、エネルギー問題が挙げられ、地球温暖化ガス

排出削減と併せて、アジア地域における持続可能なバイオマスエネルギーなどの生産技術

に係る課題を提案していくことで合意した。本セミナーにおける、最新の研究成果と 10 年

間の活動のまとめの報告により、「地球環境総合学」に関する日本とベトナムを含むアジア

の発展の方向性についての共通認識を得ることができた。 
 セミナー後には、島津製作所三条工場（京都市）を訪問し（参加者数：日本側 9 名、ベ

トナム側 28 名）、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・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、非常

に熱心な質問が相次ぎ、極めて有意義な意見交換を行うことができた。 

 なお、R-7 では平成 20 年 12 月 11 日に、ハノイ土木大学で古川憲治教授と藤井隆夫教授

が、anammox に関するミニセミナーを、R-5 では平成 21 年 3 月 12 日に、ベトナム国立大学

ハノイ校ハノイ科学大学で澤木昌典教授、鳴海邦碩名誉教授、金澤成保教授が「持続可能

都市と環境技術」と題したミニセミナーを、それぞれ共同研究の合間を縫って実施した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 第 2 フェイズにおける研究者交流は、5 年目（平成 16 年）の中間評価時に事業全般（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、協議を目

的としたものを継続的に実施していく一方、平成 17 年度以降は、新規プロジェクトのため

の情報交換等を目的とした実施を原則廃止し、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、情報収集などを目的とした交流は、特にベトナムから日本への受け入

れを中心に最後まで継続することとしていた。本年度は、昨年度までで終了となった共同

研究課題「環境科学・技術の諸問題に関する数理的研究」のベトナム側リーダー1 人（13

人日）を招へいし、同課題の本事業期間中に得られた成果の総まとめを行った。また、今
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後の連携をにらんで、VNU-Hanoi の Hanoi University of Science 新学長となった Bui Duy Cam

教授（6 人日）、ベトナム科学技術省（Ministry of Science and Technology：MOST）の Nghiem 

Thi Minh Hoa 氏（6 人日）をセミナー開催時に合わせて招へいし、今後の継続課題や連携の

方策についての議論等を主題とした交流を実施した。 

 

 

９．平成２０年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS）

ベトナム

（VAST）
   合計 

日本 

（JSPS） 

実施計画 
 

25/175    25/175 

実績 23/153    23/153 

ベトナム  

（VAST） 

実施計画 41/327     41/327 

実績 40/395    40/395 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 41/327 25/175    66/502 

実績 40/395 23/153    63/548 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

40 ／ 160 （人／人日） 16／60（人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R-1 研究開始年度 平成１２年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 （和文） ベトナムにおける水質モニタリング 

（英文） Water quality monitoring in Vietnam 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 芝田育也・大阪大学環境安全研究管理センター・教授 

（英文） Ikuya Shibata, Research Center for Environmental Preservation, 

Osaka University , Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

 Tu Vong Nghi, Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi, Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 

ベトナム

(VAST) 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画  3/21  3/21 
実績 2/14  2/14 

ベトナム 

（VAST） 
実施計画 3/13   3/13 
実績 2/20  2/20 

 
 

実施計画     

実績    

合計 
実施計画 3/13 3/21   

実績 2/20 2/14  
②国内での交流   0 ／ 0   人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

（１）ベトナムにおける水質モニタリング 
“Water quality monitoring in Vietnam” 
担当リーダー：芝田育也（大阪大学）／Tu Vong Nghi (VNU-Hanoi) 
 本課題では、ベトナム各地の有機物や栄養塩類、重金属等による水質

汚濁の実態を把握することを目的として、主に河川、湖沼、地下水を対

象に、各種水質項目についての継続的な分析調査を行い、データを蓄積

するとともに、環境中の重金属類の高精度機器分析法について検討して

いる。本年度も、アンモニアや亜硝酸に関して引き続き簡易比色計によ

る定点測定を続行し、溶存酸素、電気伝導率、pH、塩濃度、濁度、温度

についても 2 台の水質チェッカーを用いてデータの蓄積を継続した。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用いるアノー

ディックストリッピングボルタンメトリーによる環境水中の重金属の分

析法を検討し、Pb および Cd の同時定量法を確立した。実際にフエ市郊

外のラグーンで採取した水試料の測定を行い、ppb レベルの鉛およびカド

ミニウムの定量ができた。 
（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 
“Water quality and pollution of rivers and lagoon in Hue City” 
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担当リーダー：渡部靖憲（北海道大学）／Nguyen Van Hop（Hue University）
 20 年度は、前年度の成果に基づき、世界遺産フエ市 Huong 川流域の水

環境保全の中心となる調査と環境保全対策案を、フエ大学環境化学科 Hop
教授と共同して行い、フエ市の都市環境改善対策を提案した。具体的な

実施項目は以下の通りである。 
１． Huong 川及び河口ラグーンの汚染（富栄養化・有機汚濁）調査（9 月

７－11 日）：Huong 川は水上生活者や排水による汚染の他、下流域で

夏期のダム閉鎖による著しい富栄養化が観察された。現地情勢を詳

細に調べ、また現状のし尿処理等について意見を収集し、排水管理

方法とダム管理方法について提案を行った。 
２． Huong 川の洪水対策：19 年度の調査結果に基づき、さらに洪水の実

態を現地洪水後調査から解析し、地元状況を考慮した洪水対策を提

案した。 
日本側参加者数  

20 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

44 名 （１５－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-2 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 （和文） 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 

（英文） Studies on the environmental chemistry of contamination and 
ecotoxicological impacts by persistent hazardous chemicals in Vietnam 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 田辺信介・愛媛大学沿岸環境科学研究センター・教授 

（英文） Shinsuke Tanabe, Center for Marine Environmental Studies, Ehime 
University, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

 Pham Hung Viet, Research CETASD, VNU-Hanoi, Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 
(JSPS) 

ベ ト ナ ム

（VAST）  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画  2/14  2/14 
実績 0/0  0/0 

ベトナム 

（VAST） 
実施計画 5/35   5/35 
実績 6/88  6/88 

 
 

実施計画     

実績    

合計 
実施計画 5/35 2/14   

実績 6/88 0/0  

②国内での交流   0 ／ 0   人／人日 
２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 本研究の目的は、試料採取、モニタリング調査、情報収集、研究者交流

（特に分析技術支援）を実施し、有害物質による環境汚染の実態と影響を

解明するとともに、環境改善と生態系保全に資する研究成果を現地研究者

と協力して達成することにある。 
 平成 20 年度は、ベトナム北部のヒ素汚染地域と電子機器リサイクル施設

を調査した。その結果、ヒ素汚染地域住民の尿中ヒ化合物組成と GSTO や

AS3MT の遺伝子多型の間に有意な関係があること、地域住民にヒ素曝露に

よる酸化ストレスの影響が懸念されることが明らかになった。電子機器リ

サイクル施設の住民の毛髪や母乳からは、高濃度の鉛や有機臭素系難燃剤

（PBDEs、HBCDs）が検出されたことから、住民はリサイクルの過程でこ

れら化学物質に曝露していることが示唆された。これら地域のダストをバ

イオアッセイに供試したところ、通常より高い活性を示したことから、ダ

スト中に相当量のダイオキシン様化学物質が含まれていると推察された。

以上の成果は、国内・国際学会で発表し、学術雑誌に投稿・受理された。

また 2-3 月には、VNU から学生や研究者が当研究室を訪問し、POPs やバ

イオアッセイの実験法を見学・実習する等学術交流を行った。 

日本側参加者数  

28 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

34 名 （１５－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成１４年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 （和文） ベトナムにおける大気汚染とその影響の評価 

（英文） Atmospheric pollution and related environmental impacts in Vietnam 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 加賀昭和・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Akikazu Kaga, Graduate School of Engineering, Osaka University, 

Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

 Pham Hung Viet, CETASD, VNU-Hanoi, Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 
ベトナム  計 

(人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画  3/21  3/21 
実績 4/30  4/30 

ベトナム 

（VAST） 
実施計画 2/11   2/11 
実績 2/19  2/19 

 
 

実施計画     

実績    

合計 
 

実施計画 2/11 3/21   

実績 2/19 4/30  
②国内での交流   0 ／ 0   人／人日 

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

（１）道路近傍の大気汚染による健康被害の推定 
“Evaluation of health damage by atmospheric pollution near road” 
担当リーダー：加賀昭和（大阪大学）／Nguyen Thi Phuong Thao（VAST）
 ベトナム大気汚染の主要原因である二輪車排気ガス中の Benzene、
Toluene、Ethyl benzene、o-Xylene、m-Xylene、p-Xylene の排出量を、開発

した直接サンプリング装置を用いてホーチミンで測定し、各成分の排出

係数を算定した。 
また、主要交差点 5 箇所で交通量および上記成分の大気濃度を測定した。

交差点の大気濃度を推定する回帰式を大阪大学で開発した。排出係数、

交通量および交差点近傍の建物形状データを回帰式に入力し、大気濃度

を推定し、測定値と比較を実施した。 
（２）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 
“Measurement of Harmful Organic Pollutants in the Air in Vietnam and Study on 
Its Reduction” 
担当リーダー：竹中規訓（大阪府立大学）／Pham Hung Viet（VNU-Hanoi）
 今年度は、ハノイ市において 2 箇所、3 日間、ホーチミン市において 2
箇所 3 日間、大気中の多環芳香族炭化水素類、新規サンプラーによるア

ルデヒド類、デニューダー法による硝酸ガス、亜硝酸ガス、アンモニア

ガス濃度の測定をVNU-HanoiおよびVNU-Ho Chi Minhの研究者とともに
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行った。停電等の影響を受け、多環芳香族炭化水素類、アルデヒド類の

うち、4 日分のデータは解析できなかったが、他のデータによりハノイ市、

およびホーチミン市の値を得ることが出来た。日本との違いが多く見ら

れ、その原因を今後検討する必要があることがわかった。また、これま

でに得られた測定データと築き上げた人材交流から、今後も継続して交

流を保ち共同研究を続けていくことを確認した。 

日本側参加者数  

15 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

24 名 （１５－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-4 研究開始年度 平成１７年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 （和文） 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 

（英文） Development of chemical- and bio-sensors for environmental 
monitoring 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 久保井亮一・大阪大学大学院基礎工学研究科・教授 

（英文） Ryoichi Kuboi, Graduate School of Engineering Science, Osaka 
University, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Pham Hung Viet, CETASD, VNU-Hanoi, Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本
(JSPS) 

ベトナム
(VAST)  計 

(人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画  2/14  2/14 
実績 0/0  0/0 

ベトナム

（VAST） 

実施計画 1/4   1/4 
実績 3/39  3/39 

 
 

実施計画     

実績    

合計 
実施計画 1/4 2/14   

実績 3/39 0/0  
②国内での交流    1 ／ 12    人／人日 

２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 リポソームを水晶振動子に固定化し、安定に動作する条件を検討し、タ

ンパク質との相互作用の評価が可能な測定条件を確立し、タンパク質の分

子内水素結合安定性の評価システムを構築した。さらに、バイオ・化学セ

ンサーへの展開のため、対象分子の検出感度の向上を狙って、リポソーム

上に反応部位を導入した機能性リポソームの開発も推進した。関連技術で

あるメンブレンチップの技術的向上を図るため、ETH-Zurich(スイス連邦

工科大)などから著名な研究者を招聘し、国際会議(9 月 1~3 日)を主催する

とともに、意見交換を行った。また、プロジェクト参加研究者を日越セミ

ナー(11 月 9~16 日)に招聘し、招待講演を行った。 

日本側参加者数  

13 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

12 名 （１５－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-5 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 （和文） 環境創造・保全 

（英文） Environmental Creation and Conservation 
日本側代表者 

氏名・所属・職 
（和文） 澤木昌典・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Masanori Sawaki, Graduate School of Engineering, Osaka University, 

Professor 
相手側代表者 

氏名・所属・職 
Nguyen Cao Huan, Hanoi University of Science, VNU-Hanoi, Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 
派遣元 

日本
(JSPS) 

ベトナム
(VAST)  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画  3/21  3/21 
実績 5/30  5/30 

ベトナム

（VAST） 
実施計画 3/21   3/21 
実績 1/12  1/12 

 
 

実施計画     
実績    

合計 
実施計画 3/21 3/21   
実績 1/12 5/30  

②国内での交流   0 ／ 0   人／人日 
２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

（１）環境創造・保全 
“Environmental creation and conservation” 
担当リーダー：澤木昌典（大阪大学）／Nguyen Cao Huan（VNU-Hanoi）
 本課題では、ベトナムにおける健全で豊かな都市像の提案を行うため

に、土地利用、都市空間構成や景観に関する種々の調査を実施してきた。

 平成 20 年度は、これまで実施した 3 回のセミナー（2003 年度 “Inquiry 
into Urban Form in Symbiosis with Water Environment”、2005 年度 “Future 
Vision of Hanoi City”、2006 年度 “Redevelopment of City”）の成果を踏まえ

て、最終成果報告書（243 ページ）を作成した。この間、相手側担当リー

ダーNguyen Cao Huan 教授が 2008 年 11 月 general seminar に参加するため

来阪した折にとりまとめ方について協議した。さらに、3 月 11 日～14 日

の 4 日間ハノイを訪問し VNU-Hanoi において、これまでの交流成果の検

証、今後の交流の方策についての協議をするとともに、VNU 学生への小

講義を実施した。 
（２）ハノイでの道路交通騒音に関する社会調査 
“Social survey on community response to road traffic noise in Hanoi” 
担当リーダー：矢野隆（熊本大学）／Pham Ngoc Dang（HUCE） 
 平成 17 年度から実施したハノイでの道路交通騒音に関する社会調査を

発展させ、平成 20 年度にはホーチミン市で航空機騒音ならびに航空機騒

音と道路交通騒音の複合騒音の影響に関する社会調査を実施した。その結

果、航空機騒音の暴露反応関係はＥＵの結果とほぼ一致したが、道路交通

騒音の暴露反応関係は昨年度の結果と同様に EU の曲線よりも低かった。

複合騒音のモデルとして、Total annoyance が卓越音源の annoyance で決ま
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るという卓越音源モデルが最も適当であることが判明した。 

日本側参加者数  

18 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

31 名 （１５－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成１２年度 研究終了年度 平成２０年度 

研究課題名 （和文） ベトナムにおける沿岸域の開発に関する環境影響評価 

（英文） Environmental impact assessment in the coastal zone in Vietnam 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 中辻啓二・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Keiji Nakatsuji, Graduate School of Engineering, Osaka University, 
Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Mai Trong Nhuan, VNU-Hanoi, Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 
(JSPS) 

ベ ト ナ ム

（VAST）  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画  3/21  3/21 
実績 4/32  4/32 

ベトナム

（VAST） 
実施計画 3/20   3/20 
実績 3/37  3/37 

 
 

実施計画     
実績    

合計 
実施計画 3/20 3/21   
実績 3/37 4/32  

②国内での交流   0 ／ 0   人／人日 
２０年度の研

究交流活動及

び成果 

 

（１）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 
 “Environmental impact and vulnerability assessment of Vietnam coastal zone 
from pollution, hazards and development” 
担当リーダー：中辻啓二（大阪大学）・小池克明（熊本大学）／Mai Trong 
Nhuan（VNU-Hanoi） 
 本課題では、ベトナムの沿岸・内陸域における持続可能な開発の可能性

を検討するため、Soai Rap 川河口周辺における流体運動及び側岸侵食特性

（侵食限界せん断力、侵食速度など）の実測調査を継続して実施した。ま

た、粘性土で構成される河岸、河口周辺の侵食量を数値的に予測するプロ

グラムを開発し、別途行った平面実験結果によりその再現性を確認した。

現在このプログラムにより、Soai Rap 川河口周辺の侵食量予測を行ってい

るところである。 
（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 
 “Development of method for restoration of mangrove ecosystems in Vietnam” 
担当リーダー：北宅善昭（大阪府立大学）／Phan Nguyen Hong（VNU-Hanoi）
 本課題では、ベトナムの沿岸・内陸域の持続可能な開発のために、特に

重要と考えられるマングローブ林について荒廃および再生の実態調査を

行い、マングローブ林の修復・保全の手法を提案することを目的としてい

る。平成 20 年度は下記１および２の課題に取り組み、さらに３の今後の

展開について検討した。 
１． ベトナム国カンザ地区のマングローブ林を対象に、枯葉剤による徹底

した破壊と、その後 35 年間に及ぶ植林と自然林発達による環境修復

に関する総括的な調査研究を実施した。本研究は今年度をもって詳細

 23



な調査を完了することができた。結果は、日本マングローブ学会、東

北地理学会などで講演し、その一部を、現在、熱帯生態学会誌

TROPICS に投稿中であり、もう一部を執筆中である。 
２． マングローブ幼植物の初期成長における胚軸の機能を解明した。胚軸

は、嫌気的な泥土中の根に対して、呼吸に必要な酸素を供給する重要

器官であり、その機能の維持が不十分であると、植林後の幼樹の生存

率は低下することを、植林現場において確認した。 
３． ベトナム、ハロン湾における環境修復のためのマングローブ植林につ

いて検討した。現場において、マングローブ林の現状および植林候補

場所の選定を行い、今後の実際の植林への当該研究の展開について検

討した。 
日本側参加者数  

14 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 
57 名 （１５－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-７ 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 （和文） 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 

（英文） Studies on the development of effective biological purification process 
for polluted groundwater with nitrogenous compounds 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 古川憲治・熊本大学大学院自然科学研究科・教授 

（英文） Kenji Furukawa, Graduate School of Science and Technology, 
Kumamoto University, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Tran Hieu Nhue, University of Civil Engineering, Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 
ベトナム 
(VAST)  計 

（人／人日）（人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画  3/21  3/21 
実績 2/14  2/14 

ベトナム

（VAST） 
実施計画 3/19   3/19 
実績 1/11  1/11 

 
 

実施計画     

実績    

合計 
実施計画 3/19 3/21   

実績 1/11 2/14  
②国内での交流   0 ／ 0   人／人日 

20 年度の研究

交流活動及び

成果 

 

（１）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 
“Studies on the development of effective biological purification process for 
polluted groundwater with nitrogenous compounds” 
担当リーダー：古川憲治（熊本大学）／Tran Hieu Nhue（HUCE) 
これまで両国で実施してきた「ハノイ市地下水の窒素除去に関する国際

共同研究」の成果を基に JICA に提案したプロジェクトは採択には至らな

かった。 
目詰まりの心配の少ない四方に突起した構造をもつ揺動床による硝化

処理に及ぼす温度の影響をベンチスケールの実験装置で検討した。担体に

生育速度の小さな硝化汚泥が大量に保持されることから、リアクタの硝化

活性は 15ºC までは温度の影響を余り受けないが、15ºC 以下ではリアクタ

の硝化活性が大きく低下することを認めた。 
（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 
“Studies on the nitrogen removal of landfill leachate using anaerobic ammonium 
oxidation (Anammox)” 
担当リーダー：古川憲治（熊本大学）／Cao The Ha（VNU-Hanoi） 
 平成 18 年度から、嫌気性アンモニア酸化（Anammox）を活用するゴミ
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埋立地進出水の窒素除去に関する共同研究を開始している。 
本年度は、日本側から、古川、藤井の２人がベトナムのハノイ市を訪問

した。ハノイ建設大学で古川と藤井が（部分亜硝酸化＋Anammox）処理

に関する講演会を開催した。また VNU-Hanoi、VEPA、URENCO、JICA
ハノイ事務所を訪問して埋立地浸出水への（部分亜硝酸化＋Anammox）
処理への適用に関し情報提供してきた。また、ハノイ市の廃棄物リサイク

ル業者である SERAPHIN 社の案内でハノイ市の廃棄物埋立処分場を見学

し、浸出水処理の問題点を抽出してきた。 
 熊本大学では、廃棄物埋立地浸出水の部分亜硝酸化処理施設、Anammox
処理施設のスケールアップに必要な基礎データの蓄積をめざし、都市下水

処理場の嫌気性消化脱離液を対象としたベンチスケール試験を実施し、有

機物、SS の存在によらず、部分亜硝酸化処理リアクタ、Anammox リアク

タを 3.0kg-N/m3/d の負荷で安定して運転できることを確認している。 
日本側参加者数  

11 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

22 名 （１５－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-8 研究開始年度 平成１６年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 （和文） 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 

（英文） Pollution control of hazardous waste and wastewater 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 池道彦・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Michihiko Ike, Graduate School of Engineering, Osaka University, 
Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Cao The Ha, Faculty of Chemistry, Vietnam National University-Hanoi, 
Associate Professor 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 
ベトナム 
(VAST)  計 

（人／人日）（人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画  3/21  3/21 
実績 2/16  2/16 

ベトナム

（VAST) 
実施計画 4/36   4/36 
実績 2/28  2/28 

 
 

実施計画     

実績    

合計 
実施計画 4/36 3/21   

実績 2/28 2/16  
②国内での交流   0 ／ 0   人／人日 

20 年度の研究

交流活動及び

成果 

 

（１）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 
“Pollution control and accelerated stabilization of waste disposal landfill in 
Vietnam” 
担当リーダー：池道彦（大阪大学）／Cao The Ha（VNU-Hanoi） 
 浸出水、排ガス等の排出によって、周辺環境へ有害な影響を及ぼして

いることが明らかとなっているベトナム大都市近郊の廃棄物処分場の適

正管理に関わる技術開発を行い、汚染防止対策技術を確立することを目

的として共同研究を行っている。 
平成 20 年度は、廃棄物処分場安定化促進の鍵を握る、処分場内の微生

物挙動を把握することを目的として、浸出水循環や通気の有無のバリエ

ーションを与えたラボスケールリアクターでの微生物モニタリングを実

施した。浸出水循環が嫌気条件下でメタン発生を促進すること、通気に

より、浸出水発生量、メタン発生量、廃棄物容積、有機物量を低減でき

ることを明らかにし、また、アンモニア酸化細菌の amoA 遺伝子、真核微

生物（特に白色腐朽菌）の 18S rDNA が、廃棄物処分場の運転管理に際し

て有用な指標となることを見出し、学術雑誌へ投稿した。その他、廃棄

物処分場の微好気化を狙った間欠曝気方式の最適化についても、学術雑

誌への投稿準備中である。 
（２）環境ホルモン物質の汚染制御と対策技術 
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 “Pollution control of environmental endocrine disruptors and their abatement 
technology” 
担当リーダー：藤井滋穂（京都大学）／Nguyen The Dong（VAST） 
平成 20 年度は、田中周平准教授が、平成 20 年 9 月 2日～9月 12 日の間、

ベトナムを訪問し、難分解有機物の汚染制御と対策技術についての研究
情報交換、技術発表、現地視察を実施した。訪問先は、ハノイ市（9 月 2
日～5 日）、フエ市（6 日～8 日）、ダナン市（9 日～10 日）であり、それ
ぞれ、ハノイ工科大学、フエ大学、ダナン工科大学を中心に活動した。 
なおハノイ工科大学では INEST（Institute for Environmental Science and 

Technology）創立 10 周年ワークショップへの参加と研究発表、ダナン工
科大学では、第３回 AWI /CMAS 会議に参加している。 
第 8 回 JSPS-VAST 総括会議（吹田）では、班員の藤井滋穂・松井三郎・

原田英典らが参加するとともに、４名のマレーシア研究者にも参加をさ

せ、日本・ベトナム・マレーシアそれぞれの環境問題について議論を深

め、今後の研究展開・協力について討議した。その会議の中で “Water 
environment contamination of perfluorinated compounds (PFCs) in 
Vietnam and other Asian countries”の発表があり、近年問題となりつ

つあるペルフルオロ化合物(PFCs)のベトナムでの動態が報告され、その

問題の重要性が論議された。 
日本側参加者数  

46 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

45 名 （１５－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-9 研究開始年度 平成１３年度 研究終了年度 平成２０年度

研究課題名 （和文） 有用微生物を利用した環境保全・修復技術の開発 

（英文） Development of environmental conservation and remediation 
technologies using useful microorganisms 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文） 池道彦・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Michihiko Ike, Graduate School of Engineering, Osaka University, 
Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Lai Thuy Hien, Institute of Biotechnology, VAST, Head of the Department of 
Microbiology 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 

(JSPS) 
ベトナム 
(VAST)  計 

（人／人日）（人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 
(JSPS) 

実施計画  3/21  3/31 
実績 4/17  4/17 

ベトナム

（VAST） 
実施計画 3/22   3/22 
実績 2/24  2/24 

 
 

実施計画     

実績    

合計 
実施計画 3/22 3/21   

実績 2/24 4/17  
②国内での交流   0 ／ 0   人／人日 

20 年度の研究

交流活動及び

成果 

 

 本共同研究においては、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て、より高度な廃水・廃棄物処理技術や環境修復・

浄化（バイオレメディエーション）技術、さらには環境適合型資源循環技

術（グリーンバイオプロダクション）を開発することを目標に掲げている。

 平成 20 年度の計画では、平成 19 年度の成果として得られた、航空機の

燃料タンクから単離されたジェット燃料分解菌の特徴づけ、クローニング

に成功したアゾ色素分解菌の分解関与遺伝子を基にアゾ色素分解関与酵

素の基本的特性を明らかにするための研究を実施する予定であったが、実

験条件の制約等から成果を得るには至らなかった。一方で、各種工業排水

の生物処理に資する微生物のライブラリ化を図る研究の一環として、ベト

ナムにあった水質浄化技術である植生浄化法に焦点を当て、特にその根圏

に生息する微生物（根圏微生物）との共生作用による各種芳香族化合物の

分解促進に関する研究を実施した。その成果として得られた、ウキクサと

根圏微生物の共生作用によるフェノール分解促進メカニズムの解明に関

して学術雑誌へ投稿した。また、4-n-ブチルフェノール分解菌の単離、生

理特性、分解特性の調査等を実施した。この成果は、学術論文への投稿を

準備中である。 
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日本側参加者数  

26 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

相手国側参加者数 

21 名 （１５－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 

セミナー名 

（和文） 第 8 回日本学術振興会拠点大学交流事業ジェネラルセミ

ナー ～地球環境保全のための環境科学技術～ 

（英文） The 8th General Seminar of the Core University Program 

–Environmental Science and Technology for the Earth- 

開催時期 平成２０年１１月２６日 ～ 平成２０年１１月２８日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、大阪府茨木市、JICA 大阪国際センター 

（英文）JICA Osaka International Center, Ibaraki, Osaka, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）池 道彦・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Michihiko Ike, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

参加者数 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者   15 / 48 （ 1/  4）人/人日 45/311 

（16/175）

 人/人日

相手国側参加者     30  / 263（15/ 171）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者        43     人 

45

人

相手国側参加者         2     人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数      90  人 

 31



セミナー開催の目的

 本事業も最終年度を迎え、これまでの活発な交流、共同研究の成

果をまとめるとともに、本事業終了後も共同研究を継続していくた

めの体制の確認の意味も含めて実施するもので、ここまで成果を得

てきた研究テーマをできる限り網羅して開催することとした。本セ

ミナーでは、本事業の前半 5 年および後半 5 年と合わせた計 10 年

で達成された事項を確認して本事業の総まとめとし、本事業終了後

の共同研究実施に向けて、本事業では達成され得なかった残された

課題と実施するべき調査・研究等、その体制等についても議論する

場とした。セミナー終了後は、島津製作所三条工場の見学会を予定

しており、日本の環境計測・分析技術等の紹介、今後の国際的産官

学連携を見据えた意見交換を実施した。 

セミナーの成果 

 初日に大阪大学工学研究科 馬場章夫研究科長、VNU-Hanoi

Mai Trong Nhuan 総長、日本学術振興会拠点交流係 吉澤菜穂美係

長、ベトナム科学技術省社会自然科学局 Nghiem Xuan Minh 局長、

日本側コーディネーターの大阪大学 池道彦教授、ベトナム側コー

ディネーターの VNU-Hanoi Pham Hung Viet 教授から挨拶があっ

た後、大阪府立大学 前田泰昭名誉教授、高知工業高等専門学校

藤田正憲校長のキーノートレクチャーを行った。その後、2 日目ま

での 1 日半に亘って、トピックごとにセミナー参加者による最新の

研究成果と 10 年間の共同研究活動のまとめに関する報告を実施し

た。発表論文は紙上発表 22 編を含み、75 編であった。また、3 日

目に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、徹底的に合理化された分析・計測機器

の製造ラインの視察、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の意見交換を行った。 

 本事業の最終目標の達成状況を参加研究者が一同に会して再確

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。最新の研究成果と 10 年間の活動

のまとめの報告により、「地球環境総合学」に関する日本とベトナ

ムを含むアジアの発展の方向性についての共通認識を得ることが

できた。 
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セミナーの運営組織

＜第８回ジェネラルセミナー組織委員会＞ 

委員長：池道彦（大阪大学）、Pham Hung Viet（CETASD, VNU-Hanoi）

事務局：惣田訓、清和成、増本紗里（大阪大学）、Le Van Chieu

（ CETASD, VNU-Hanoi ）、 Truong Thu Thi Huong （ CETASD, 

VNU-Hanoi） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容：会場代、昼食代、プロシーディング印刷費、会場装飾代、

バンケット代、他         金額    1,606,116 円

相手国側 負担なし 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本   計 

日本 

（JSPS） 

実施計画  0/0  0/0 

実績 0/0  0/0 

ベトナム  

（VAST） 

実施計画 2/6   2/6 

実績 3/25  3/25 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/6 0/0  2/6 

実績 3/25 0/0  3/25 

② 国内での交流      1 人／4 人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,267,320  

外国旅費 17,273,687  

謝金 181,440  

備品・消耗品購入費 746,509  

その他経費 4,003,192  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

307,852  

計 23,780,000  

委託手数料 2,378,000  

合  計 26,158,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 2,165,729 0/0 

第２四半期 2,096,598 11/94 

第３四半期 13,989,357 32/277 

第４四半期 7,906,316 20/177 

計 26,158,000 63/548 

 

 
 
 
 


