
 

拠点大学交流事業  

平成２０年度 実施計画書  
 
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年度目） 
 
 
４．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（所属部局・職・氏名）：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（所属部局・職・氏名）：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 

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

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 

委 

 
 

道彦 
員：１２名 

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、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 

共同研究を中心とした枠組（日本側）

実施組織等（日本側） 

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 国際交流推進係 

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



 

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（所属部局・職・氏名）：（英文）VNU-Hanoi, President, Mai Trong Nhuan 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） Research Center for Environmental 

Technology and Sustainable 

Development, VNU-Hanoi (CETASD, 

VNU-Hanoi, Professor, Pham Hung 

Viet 
     協力大学：（英・和文）  
 Vietnam National University, HoChiMinh City (VNU-HCMC)・ベトナム

国立大学ホーチミン校 
 University of Civil Engineering (UCE)・ハノイ土木大学 
 Hue University (HU)・フエ大学 
 Institute of Biotechnology, Vietnamese Academy of Science and 

Technology (VAST)・ベトナム科学技術アカデミー生物工学研究所 
 Institute of Tropical Biology, VAST-HoChiMinh City (VAST-HCMC)・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 
 Nong Lam Univeristy (NLU)・ノンラム大学 
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事務組織： 
 実施組織等（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 

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）

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 

Leader：Pham Hung Viet

Chair：Nguyen Van Mau 
Member：5 persons 

Liaison Committee for the 

Research Group Leader 

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 

共同研究を中心とした枠組（ベトナム側） 
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５．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。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 具体的な研究分野として、Topic 1: 環境計測分野、Topic 2: 環境創造・保全分野、Topic 3: 

環境総合技術開発分野の 3 分野を設定し、これら 3 分野において常時 10 課題前後の共同研

究プロジェクトを実施し、共同研究の下で事業開始の平成 11 年度以降延べ 445 名の研究者

の交流が行われた。これまでに実施されてきた共同研究のテーマをその内容により大まか

にまとめると、環境計測分野については、（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、環境創造・保全分野については、（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、環境総合技術開発分野については、（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、お

よび前述の 3 分野を横断する課題として、（10）環境科学・技術に関する諸問題の数理的研

究となる。主な成果として、環境計測分野では、現場で容易に利用できる手法を含めた環

境汚染物質分析法の開発・確立、ベトナムにおける POPs、環境ホルモン、重金属類等有害

化学物質による汚染の現状把握と挙動解明、ベトナムにおける大気汚染の主要原因である

二輪車排気ガスの VOC 排出係数の算定などを通し、貴重な環境汚染データベースの構築と

対策技術提案に結びつきつつある。環境創造・保全分野では、ベトナムにおける都市環境
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の保全と創造のための都市再開発計画や騒音問題の地域間差の把握、マングローブ林を含

めた沿岸環境の環境劣化現象の解明と再生、修復手法の模索が行われ、都市や湾岸域の健

全な環境を維持するための計画手法や方策が具体的に提案されつつある。また、環境総合

技術開発分野では、地下水や廃棄物処分場浸出水中の窒素を対象とした水処理技術の開発

や、廃棄物処分場安定化促進技術の開発、環境ホルモンによるリスクの低減技術の提案、

環境保全・修復に有用な微生物の検索と特徴付けなどで成果をあげており、ベンチスケー

ルの実地試験による評価を継続している課題もある。さらに、これらの分野を横断する形

で、数学モデルによる環境技術支援という研究課題を設定して各環境技術の合理的運用を

行うためのサポートとなるモデルの作成を試みており、マングローブ林を中心とした植

生・生態モデル等が提案されている。 

 特に平成 19 年度の成果として、環境計測分野では以下に示したような成果が得られてい

る。 

・ 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、

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。 

 また、環境創造・保全分野でも、以下のような成果が得られた。 

・ 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
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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。 

 さらに、環境総合技術開発分野では、以下のような成果が得られている。 

・ 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
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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。 

 また、上記 3 分野を横断する課題では、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することができた。 
 また、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 1 年おきに開催するとともに、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催している。平成 19 年度は、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

的として、ジェネラルセミナーをベトナム・ダナン大学にて開催した。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、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引き続き活発に行われており、平成 11 年度以降、77

名が両国間を往来した。特に若手研究者の往来が多く、長期滞在による研究の成果には見

るべきものが少なくない。日本での学位取得を目指したベトナムからの学生の留学も活発

であり、拠点大学である大阪大学の工学研究科では、本事業開始時には皆無であったベト

ナムからの留学生の割合が、現在では工学研究科内で 4 番目に多いまでになった。これら

の交流を通じて、これまでの研究課題に関連したテーマの発掘が相次ぐようになってきて

おり、本事業はベトナムにおける環境研究の広がりに大いに貢献しているといえる。 

 以上のように、ベトナムを足がかりとして、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、技術者の人材育成は着実に達成されつつあるといえる。本事業によって、

ベトナム国内環境問題への対応の進め方に関してのスキームが確立されつつあり、日本が

これまでに開発してきた環境技術の基本を基に、ベトナムに適用しやすい技術として発展

させる技術開発が進められてきている。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つかみつつある。 



 

 9

 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。また、当初本事業に参画していなかった研究者からの各種協力や新規テーマの

提案などを通じ、日越研究者の異分野交流がより活性化され、環境研究者のネットワーク

も年々拡大しており、これまでの研究交流活動による当初目標は達成されつつある。 
 
７．平成２０年度の研究交流目標 
 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 

・ 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 
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（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。 
 
 



 

 11

８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
平成 20 年度は、以下の 9 課題を選定し、日越共同研究を実施する。本事業も最終年度を

迎え、これまでの共同研究成果の総まとめとなることから、各共同研究は平成 19 年度の実

施課題を変更することなく継続するものとした。平成 19 年度までで研究課題８サブテーマ

（３）および研究課題１０が終了となったことから、今年度は計 9 の研究課題、サブテー

マを考慮すると 15 のテーマに関して共同研究を実施することとなる。 

 

（平成 20 年度実施予定の共同研究課題） 

Topic 1：環境計測 

１．ベトナムにおける水質モニタリング 

 （１） ベトナムにおける水質モニタリング 

 （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 

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 

 （１） 道路近傍の大気汚染による健康被害の推定 

 （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 

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 

 （１） 環境創造・保全 

 （２） ハノイでの道路交通騒音に関する社会調査 

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 

 （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 

 （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 

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 

 （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 

 （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 

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 

 （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 

 （２） 環境ホルモン物質の汚染制御と対策技術 

９．有用微生物を利用した環境保全・修復技術の開発 

共同研究１、３、５、６、７、８の（１）、（２）は各共同研究課題内で連携しつつ、あ

る程度独立したサブテーマとして実施予定。 
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８－２ セミナー 
 （１）第 8 回ジェネラルセミナー（仮称） 

 本事業の総まとめのためのジェネラルセミナーを2008年10～11月頃に大阪にて開催する。

参加者数は日本側 50 名程度、ベトナム側 25 名程度を見込んでいる。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たものとする予定である。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する。 
 （２）その他のセミナー 
 昨年度までと同様、本事業の中で予算を確保していないが、各共同研究における研究者

の交流時にミニ・セミナー、ワークショップ、講演会等を開催することとしている。現時

点では、今年度具体的な実施予定はないが、各課題の共同研究時に計画されるようであれ

ば、積極的に実施していくこととする。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 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、協議を目的とした交流については、平成 20 年度はベトナム側 2 人（6 人日）の招へ

いを予定する。これは、平成 19 年度までで終了した共同研究「環境科学・技術に関する諸

問題の数理学的研究」のフォローアップを念頭に置いたものとする。また、ベトナムから

日本への受け入れを中心として、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、ベトナム側からの若手研究者の技術習得、トレー

ニングを目的とした交流についても、現段階ではプロポーザルされていないが、昨年度ま

でと同様、その必要性が生じた場合には、できるだけ考慮することとする。 



 

 13

９．平成２０年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

ベトナム

（VAST）
   合計 

日本（JSPS）  25/175    25/175 

ベトナム（VAST） 41/327     41/327 

       

       

       

合計 41/327 25/175    66/502 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

40 ／ 160（人／人日） 

 


