
拠点大学交流事業 
平成１９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  
（英文）： Environmental Science and Technology for the Earth  
 
 交流分野・研究テーマ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（ ９ 年目） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月 ２日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
 
５．実施組織 
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・豊田政男 
 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 
 
 

 1



     事務組織： 

協力大学を含めた実施組織等（日本側）

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） 

  代表者：加賀昭和 

委員長：池 道彦 

委 員：６名 

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：鳴海邦碩 

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、講師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 

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 国際交流推進係 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, Dao Trong Thi 

 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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６．拠点大学交流としての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

とを包括的な目標としている。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。
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 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、という目的を達成するために、第 2 フェイズ当初に絞

り込んだテーマでの研究を継続し、新たな成果の積み上げを行った。 
 平成 19 年度に実施した共同研究課題を以下に示した。なお、それぞれの詳細は１０．共

同研究の研究課題別の実施状況に記載した。 

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．水環境中からの窒素除去技術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 

その他（Topics 1～3 を横断する課題） 

１０．環境科学・技術に関する諸問題の数理的研究 

 

上記 10 課題（サブテーマを含めると 17 課題）について、各々の共同研究課題で活発な活

動が継続されており、これらの共同研究に関連してベトナム側研究者 41 人（523 人日）を

招聘、日本側研究者 21 人（109 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 70 編が発表された。 
 
７－２ セミナー 

 本事業も第 2 フェイズの終盤を迎え、これまでの活発な交流、共同研究の成果としての

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づくりの礎

とすることを目的としたジェネラルセミナー（The 7th General Seminar of the Core University 

Program Environmental Science and Technology for Sustainability of Asia）を、2007 年 9 月 27 日
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～29 日の 3 日間の日程で、ベトナム・ダナン市のダナン大学において開催した。日本側 41

名（うち、本事業経費負担による参加者 26 名）およびベトナム側 99 名の計 140 名の参加

者を集めて、本事業のレビューならびに最新の研究成果報告が行われた。今回のセミナー

では、従来の Topic1～3 のセッションに加え、これまで Topic2 内で発表されてきた「環境

科学・技術の諸問題に関する数理的研究」について、活発な共同研究の成果として多数の

成果が上がってきていたことから、新たに別セッション（「数学セッション」）として設定

した。また、開催地となったダナン市が特に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」を特別に設定した。さらに、本事業の成果を踏まえた日越の環境

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」も設定した。発表論文数は 78 編（うち、数

学セッション 16 編、船舶海洋工学セッション 3 編）であった。 

 本セミナーを通じて、本事業の達成目標を参加研究者が一同に会して再確認し、事業全

体での総まとめに向けて残された 1 年間で行うべき課題について、各共同研究チームで合

意形成が達成されるとともに、本事業後の共同研究体制の構築、新たに設定するべき研究

課題の模索等がなされた。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

めの方向性に関し、広範な科学技術の分野から有益な提言が得られ、日本とベトナムを含

むアジアの発展の方向性が議論された。また、本事業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、今回参加した日本企業からも、有意義な提言が

なされた。さらに、セミナー後には、「ホイアンの古い町並み」として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ることができた。 

 

７－３ 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、新規共同研究立プロジェ

クト上げのための情報交換、協議を目的とした実施を原則廃止することとしたが、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、

本交流事業終了後の新規プログラム、事業についての情報収集を兼ねた、日本学術振興会

への表敬訪問と、主だった日本側研究者との話し合いのためにベトナム側研究者 3 人（32

人日）を招へいした。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（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ください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 これまでと変わらず、ベトナム側対応機関である VAST、拠点大学である VNU-Hanoi は

もとより、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ている。 

 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おり、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。平

成 19 年度においても、河川水質調査や各種環境・生体試料の採取、大気試料のサンプリン

グ・モニタリングポイントの設置、アンケート調査の際の補助、現地研究者を通じること

でしか得ない廃水、廃棄物管理状況に関する情報の提供等、現地研究者の多大な貢献を得

た。また、双方の研究者の訪問に合わせる形で、共通の研究フィールドを有する複数機関

の研究者が一堂に集う場が設定されるなど、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引き続き得られている。 

 以上のように、平成 19 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。 

 

８－２ 学術面の成果 

 共同研究を中心とした平成 19 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： 

・鉛の選択的高感度ボルタンメトリー法として、ビスマスフィルムコーティンググラッシ

ーカーボン電極の適用を検討し、その実用性が確認できた。 

・フエ市を流れる Huong River の富栄養化、有機汚染調査、河川工学的調査を行い、汚染の

特徴、河川形状の特徴を明らかにした。特に中心街における特定事業所による汚染が問題

であることが指摘できた。また、海老養殖に係る開発による河口域ラグーンの破壊と汚染

は深刻であり、Huong River 流域の衛生管理、富栄養化対策、洪水対策の重要性が提示でき

た。 

・Red River 流域におけるヒ素汚染地域のヒト試料を解析し、ベトナム人の尿中ヒ素濃度・

化合物組成は、GSTO や AS3MT といったヒ素代謝遺伝子の多型ごとに異なったパターンを

示すことを明らかにした。 

・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、

ベトナムにおける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、
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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。 

・リポソーム固定化センサーを用いたタンパク質構造異常の検出に関する研究を論文公表

した。 

（Topic 2）環境創造・保全分野： 

・ハノイ市内における旧市街地区の現況、住棟周辺の土地利用変容などに関する空間調査

結果をとりまとめ、ベトナムにおける大学院教育で使用可能な、ベトナムの今後の都市・

空間計画のありかたについて提言するための本の執筆を開始した。 

・ホーチミンにおける道路交通騒音のうるささ評価実験を行った。18 年度に実施したハノ

イでの結果とホーチミンで得られたデータから暴露－反応曲線を求め、両者がほぼ一致す

ることを示したが、ホーチミンでのうるささはハノイよりやや小さく、地域差があること

を明らかにした。 

・ベトナム中部の Dung Quat 海岸で、漂砂動態の解明に向けた現地視察を行い、海岸侵食の

数値予測モデル構築に向けた情報を収集した。 

・マングローブ幼植物の初期成長に及ぼす水没および遮光の影響、および植林後の幼植

物の生存率を高め、成長を促進する方法について検討し、根圏培地内に気相を確保し、

根の呼吸を促進することにより、苗の成長を促進するとともに、ロックウール培地を利用し

た植林方法により、従来法で育成した苗に比べて、植林地での生存率を 1.5 倍に向上さ

せることができた。 
・カンザ地区を対象に、森林破壊の実態と年次別の森林修復過程を解明し、環境変動の実

態が把握でき、森林の裸地化による激しい土壌浸食と沈殿による立地形成・森林再生メカ

ニズムが理解できた。また、森林の再生に関わる種子の散布様式には、種によって、母樹

からの落下による性質が強いものと、潮汐水による移動拡散による性質のものとがあるこ

とが推測された。 

（Topic 3）環境総合技術開発分野： 

・ダナン市の水道水に関して情報収集を行うとともに、ベトナムの地下水に関し、特にヒ

素汚染の現状に関する情報収集を行った。 

・フエ市の廃棄物埋立処分場、廃棄物リサイクル工場を視察し、フエ市での廃棄物処理に

関する問題点の抽出を行った。また、部分亜硝酸化処理＋Anammox 処理を組み合わせた高

濃度アンモニア含有排水の処理に関して、嫌気性消化脱離液、バイオガスプラント脱離液、

畜産排水のメタン醗酵脱離液を処理対象にして、ベンチスケールの処理試験を継続してい

る。部分亜硝酸化処理に及ぼす遊離アンモニア濃度、遊離 HNO2濃度を検討し、処理対象水

のアンモニア濃度が高いと、pH、温度を制御しなくても部分亜硝酸化処理の達成できるこ

とが明らかとなり、この技術を埋立地浸出水処理に応用することを検討している。 

・固定床を活用する Anammox 処理で問題となる、処理対象排水の SS 濃度について、グラ

ニュール化した Anammox 汚泥や、包括固定化したペレットを使うことで SS 濃度の影響を

受けることなく Anammox 処理が行えることを明らかにし、この技術を部分亜硝酸化処理し
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た埋立地浸出水の処理に適用するための検討を継続している。 

・Bioventing による廃棄物埋立処分場の安定化促進技術をベトナムへ導入するため、曝気お

よび浸出水循環を組み合わせたラボスケールでの最適化実験を実施し、浸出水循環により

固形物中の有機物含有率を早期に低下可能であること、これに曝気を組み合わせることで

窒素除去の促進が可能であること等を明らかにした。また、省エネルギー型運転を念頭に

おいて間欠曝気の効果についても検証し、窒素除去は連続曝気と同等の促進効果、廃棄物

の重量・容積減少、および有機物除去については連続曝気より促進されることを見出した。 

・ジェット燃料分解微生物の単離と生理学的特徴づけ、航空機燃料タンク中の微生物群集

の解析を行い、異なる属に帰属する 7 菌株を同定、その特徴を明らかにした。また、水生

植物－根圏微生物共生系による芳香族化合物分解促進機能により、窒素、リンのみならず

有機化学物質汚染に対する水域の有効な浄化技術へと発展させることができることを示し

た。さらに、Bacillus sp. B29 株由来のアゾ色素の脱色酵素の特徴づけを実施し、同株由来の

2 種類の azoreductase 遺伝子（azr8 および azr18）が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高い活性を有することを明らか

にするとともに、その活性の pH、温度特性を明らかにした。 

（Miscellaneous Topic） 

・マングローブ林動態モデルや都市化モデルの開発について、そのとりまとめのための種々

の議論を整理した。 
 
８－３ 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 19 年度は、このような目的

の下、ベトナム側から 12 人（149 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 19 年度には 7 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。一方、日本側

からは、博士後期課程在学中の学生 2 人（17 人日）をベトナムへ派遣し、共同研究を行っ

た。 

 

８－４ 社会貢献 

 JICA の依頼を受けての講演や 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継続して行われた。また、3 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）は引き続き JICA 専門家としてハノイに

常駐しており、大気汚染問題の解決に向けた技術指導等、主として技術的な側面からベト
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ナムの持続可能な発展のために尽力しており、その貢献は極めて大きい。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 本事業も 9 年目を終え、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

成に向けての動きが本格化した。平成 19 年度末のコーディネーター会議と日本学術振興会

へのベトナム側代表者と日本側代表者による訪問においては、本事業終了後も本事業を通

じて形成された環境関連の研究者ネットワークをフルに活かしつつ、より焦点を絞った課

題について、アジア研究教育拠点事業への申請に向けての実務的な話し合いと情報収集を

実施することができた。申請課題の詳細を決定することが今後の課題であるといえる。ま

た、各共同研究や研究者交流が個人、小グループレベルで実施した独自のワークショップ

や講演会の開催などの活動を確実に把握するための情報収集、論文発表の際の謝辞への協

力依頼については最終年度にも機会あるごとに訴えていく。 

 「研究課題代表者会議」および「大学間共同研究連絡会議（ステアリングメンバー会議）」

のメンバー増員と若返りについては、特にベトナム側の主要メンバーの相次ぐ人事異動（主

として昇任、昇格）があり、今年度も実施を見送ったが、次の事業のための主要メンバー

の確定に代える形で協議する予定である。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  ７０ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ２５ 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 ２０ 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



 12

９．平成１９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 
 

32/200    32/200 

実績 33/231    33/231 

ベトナム  

（VAST） 

実施計画 40/400     40/400 

実績 41/520    41/520 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 40/400 32/200    72/600 

実績 41/520 33/231    74/751 

 

※ 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 

0 ／ 0  （人／人日）  5 ／ 8  （人／人日）

 

 
 
 
 
 
 


