
    

 - 1 - 

（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２６年４月１日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  大阪大学生物工学国際交流センター     

（ふりがな）       ふじやま かずひと 

職・氏 名  教授・藤山和仁             
 

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

2. 研 究 課 題 名    ベトナム沿岸地域における海洋生物資源開発と環境浄化技術の開発に 

    向けた調査研究                                

3. 全 採 用 期 間 

平成  23 年 8  月 1  日 ～ 平成 26 年 3  月  31 日 （ 2  年 8 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  6,000,000 円 

初年度経費 2,000,000 円、 ２年度経費 2,000,000 円、 ３年度経費 2,000,000 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額  1,000,000  円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

小林資正・教授 

平田收正・教授 

池道彦・教授 

民谷栄一・教授 

三宅淳・教授 

宮本和久・特任教授 

住村欣範・准教授 

吉田敏臣・特任教授 

西田修三・教授 

荒井雅吉・准教授 

河内崇志・大学院学生 

大阪大学大学院薬学研究科 教授・研究科長 

大阪大学大学院薬学研究科・GLOCOL（兼） 教授 

大阪大学大学院工学研究科・GLOCOL（兼） 教授 

大阪大学大学院工学研究科 教授 

大阪大学大学院基礎工学研究科･GLOCOL(兼) 教授 

大阪大学 GLOCOL 特任教授 

大阪大学 GLOCOL 准教授 

大阪大学 GLOCOL 特任教授 

大阪大学大学院工学研究科 教授 

大阪大学大学院薬学研究科 准教授 

大阪大学大学院薬学研究科 大学院学生 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  Hoang Le Tuan Anh, Vice head of Department of Structural Research 

                    Institute of Marine Bio-chemistory 

  HOANG LE TUAN ANH                              
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（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Pham Van Kiem 

Nguyen Hoai Nam 

Nguyen Xuan Cuong 

Vu Huong Giang 

Duong Thi Dung 

Do Cong Thung 

Nguyen Thi Cuc 

Trang Tran Thu 

海洋生物化学院・構造研究部門長 

海洋生物化学院・副院長 

海洋生物化学院・医療材料部門副部門長 

海洋生物化学院・研究員 

海洋生物化学院・研究員 

海洋環境資源院・上級研究員 

海洋生物化学院・研究員 

海洋生物化学院・研究員 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

ベトナム沿岸地域における海洋生物資源開発と環境浄化技術の開発に向けた調査研究を行った。2011 年に

は、日本側参加者が対応機関である VAST の研究所を訪問し、相互交流を行った。また、現地研究機関につい

て研究インフラなどを調査した。VAST 側研究代表者が大阪大で滞在し、研究手法について研修を受けた。 

2012年には共同研究参加者が、ベトナムの IMBC および Institute of Oceanography を訪問し、Khanh Hoa

沖および Ninh Thuan 沖でスキューバダイビングによる海洋生物資源の採集と生育・分布状況等の調査を行

った。また、研究インフラ、人材、ローカルナレッジについても調べた。採取した海洋生物から共生微生物

も分離した。2012-2013 年にかけてその海洋生物および共生微生物から、医薬シーズ探索研究、特に抗菌活

性の探索、を実施した。調査した微生物が、結核菌に有効な抗菌活性を見出し、精製した有効成分を精製し、

構造等を解析した。また、沿岸地域より内陸側の植物資源、微生物資源の文献調査（下記１・２）し、さら

に実地調査を一部実施した。そのうちベトナム側より植物資源調査で得られた成果を論文発表した（下記）。 

環境浄化技術の開発に向けた調査および研究では、特に水環境に着目した。2012-2013 年において、メコ

ン川流域のハオ・ザン省で、農家新生活運動の VACB 活動（ベトナムの家庭ごみリサイクルによるエネルギ

ー利用）を視察し、農村地域ならびに VACB 活動がもたらす水環境およびバイオマスへの影響について調査

した。また、ハノイでは、淡水漁養殖場工場を視察し、水質汚染を含む水環境を調査した。さらに、「水環境

用語集」を作成した。をファイト／バイオレメディエーションを活用した技術開発を検討した。 

以上のように調査した結果から、当該プロジェクトの問題点を考察し、一部に事案について参加メンバー

がそれぞれの専門性を活かして、それぞれ「ベトナム沿岸地域における海洋生物資源開発と環境浄化技術の

開発」に関する新しい研究プロジェクトを立案し、応募した。 

 

年度    結果 

2012  SATREPS 「メコンデルタにおける環境・

気候変動対応のためのバイオ複

合技術による水環境改良・維持

モデルの構築」 

代表者；三宅淳 大阪大学大

学院基礎工学研究科 教授 

 

不採択 

2013 JSPS 二国間交流

事業･共同研究 

（ベトナム） 

「ベトナム薬用植物資源の持続

的利用に向けた研究」 

代表者；關 光 大阪大学大

学院工学研究科 准教授 

不採択 

 科研基盤 B 海外学

術調査 

「ベトナムの二大河川最下流域

における毒性化学物質による食

品汚染に関する調査研究」 

平田收正 大阪大学大学院薬

学研究科・GLOCOL（兼） 

 教授 

採択 

 JSPS 二国間交流

事業･共同研究 

（ベトナム） 

「海洋無脊椎生物を中心とする

ベトナム海洋資源からの新規抗

結核物質の探索」 

荒井雅吉 大阪大学大学院薬

学研究科 准教授 

不採択 

2014 大阪大学学内プロ

ジェクト・未来研

究イニシアティ

「メコン川流域ベトナム南部に

おける地域適合型の包括的な環

境再生ソリューションモデルの

三宅淳 大阪大学大学院基礎

工学研究科 教授 

採択 
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ブ・グループ支援

事業 

形成（発展途上国の環境問題を

総合的に支援するための技術統

合グループの形成を目指して）」

 SATREPS 「メコンデルタにおける水環境

変動予測モデルの構築と適応技

術システムの開発」 

西田修三 大阪大学大学院工

学研究科 教授 

最終選

考 

 

発表論文 

Vietnam journal of chemistry, ISSN 0866-7144 

Megastigmanes from fruits of Annona glabra  

Hoang Le Tuan Anh*, Pham Hai Yen, Duong Thi Hai Yen, Duong Thi Dung, Tran Hong Quang, Bui Huu 

Tai, Vu Manh Ha, Dan Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Cuc, Nguyen Xuan Nhiem. 

 

関連出版物 

日越・越日対訳 水環境用語集  

監修住村欣範 編集 チャンテイヒエン 

 

調査参考文献 

１． Taxonomic and ecological studies of microorganisms in Vietnam and the utilization. (2010) 

Eds. by Duong Van Hop (VNUH-IMBT) and Katsuhiko Ando (NITE-DOB) 

２． Plant resources of Vietnam  Bioactive plants Vol. II (2009) 

Eds. by La Dinh Moi (VAST) 

 

 

 

 

 

 


