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（様式６） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２１年３月３日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  筑波大学・北アフリカ研究センター       

（ふりがな） 

職・氏 名  教授    宮崎
みやざき

 均
ひとし

            
 
 
 

1． 事 業 名    相手国名 チュニジアとのセミナー（振興会対応機関：高等教育科学技術省）  

 

 

2． セミナー名   (和文)エル・カンタウィ・フォーラム：チュニジア-日本 文化・科学・技術学術会議            

         （英文）El Kantaoui Forum: Tunisia-Japan Symposium on Science, Society and Technology         

 

3. 期   間    平成 20 年 11 月 9 日 ～ 平成 20 年 11 月 14 日 ( 6 日間 )                  

 

 

 

3． 開 催 地 

（都市名と会場名）  Hotel El Mouradi Palace , Sousse, Tunisia                        

 

4． 参加者数   日本側               77   名 
（代表者を含む） 

相手国側       200   名    計  280  名 
 

その他の国            3   名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

*宮崎均 

*荻原保成 

*萩原啓実 

後藤忠 

若林由季 

森尾貴広 

幸村基世 

韓 畯奎 

El Omri Abdelfatteh 

松山恭子  

飯島理恵子  

内田理絵  

礒田博子 

藤村達人 

中嶋光敏 

糟谷大河 

星野保 

*永尾 雅哉 

松井徹 

*坂本和一 

*安中正実 

Nahla Zeghonda 

川田清和 

入江光輝 

尾崎益雄 

安部征雄 

山田パリーダ 

Fahmi BenFredj 

高橋 悟 

豊田裕道 

鈴木伸治 

筑波大学北アフリカ研究センター・教授 

横浜市立大学木原生物学研究所・教授 

横浜桐蔭大学医用工学部・教授 

横浜桐蔭大学・医用工学部 学部 4 年 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・修士課程学生 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・講師 

広島大学大学院生物圏科学研究科・博士課程学生 

筑波大学北アフリカ研究センター・助教 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・博士課程学生 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・修士課程学生 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・修士課程学生 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・修士課程学生 

筑波大学北アフリカ研究センター・教授 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・教授 

筑波大学北アフリカ研究センター・センター長・教授 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・修士課程学生 

産業技術総合研究所ゲノムファクトリー・研究員 

京都大学生命科学研究科・教授 

琉球大学遺伝子実験センター・准教授 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・准教授 

国際農林水産業研究センター JIRCAS・企画調整部長 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・博士課程学生 

筑波大学北アフリカ研究センター・研究員 

筑波大学北アフリカ研究センター・助教 

前橋工科大学・教授 

筑波大学・特任教授 

筑波大学北アフリカ研究センター・研究員 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・博士課程学生 

東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科・教授 

東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科・教授 

東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科・講師 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 



     

- 3 - 

Anissa GARA 

寶田浩太郎 

Lalita  

SIRIWATTANANON 

真木太一 

中村徹 

加藤誠 

張 継寧 

Baby Pallavi 

東照雄 

Ali Sdiri 

宮崎毅 

西村拓 

IBRAHIMI Khaled 

西川航平 

El Bassi Leila 

原敏夫 

*Caroline Benton 

*宮崎久美子 

Remy Magnier- 

Watanabe 

Nazrul ISLAM 

 

小島紀徳 

佐藤敬子 

豊嶋剛司 

鍋谷浩志 

北脇信彦 

杉本重雄 

安永守利 

吉原郁夫 

曽和将容 

*亀山啓輔 

湯澤泰生 

安藤竜太 

東京農業大学・博士課程学生 

東京農業大学・博士課程学生 

東京農業大学・博士課程学生 
       

琉球大学農学部生産環境学科・教授 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・教授 

東京農工大学・教授 

東京農工大学・博士課程学生 

東京農工大学・博士課程学生 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・教授 

筑波大学大学院生命環境科学研究科・博士課程学生 

東京大学・教授 

東京大学・准教授 

東京大学・留学生 

東京大学・博士課程学生 

琉球大学・留学生 

九州大学・准教授 

筑波大学ビジネス科学研究科・教授 

東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科・ 
教授 

筑波大学ビジネス科学研究科・准教授 

 
Cardiff University Innovative Manufacturing Research 
Centre (CUIMRC), Cardiff Business School,  
Cardiff University, UK・教授 

成蹊大学理工学部物質生命理工学科・教授 

成蹊大学 / 東京農工大学・教授 

富山工業高等専門学校環境材料工学科・助教 

食品総合研究所食品工学研究領域・反応分離工学ユニット長

筑波大学大学院システム情報工学研究科・教授 

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科・教授 

筑波大学大学院システム情報工学研究科・教授 

宮崎大学工学部・教授 

電気通信大学大学院・教授 

筑波大学大学院システム情報工学研究科・准教授 

筑波大学北アフリカセンター・研究員 

筑波大学大学院システム情報工学研究科・修士課程学生 

水環境 

水環境 

水環境 

 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

水環境 

イノベーションマネージメント

イノベーションマネージメント

イノベーションマネージメント

イノベーションマネージメント

エネルギー・素材 

エネルギー・素材 

エネルギー・素材 

エネルギー・素材 

情報コミュニケーション技術 

情報コミュニケーション技術 

情報コミュニケーション技術 

情報コミュニケーション技術 

情報コミュニケーション技術 

情報コミュニケーション技術 

情報コミュニケーション技術 

情報コミュニケーション技術 
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古田陽介 

*三河正彦 

青島千佳 

柏木健一 

*箕輪真理 

谷川多佳子 

小松祐子 

*小野正樹 

岩崎真紀 

*鷲見朗子 

小野安昭 

角田延之 

木村武史 

長谷川博之 

筑波大学大学院システム情報工学研究科・博士課程学生 

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科・准教授 

筑波大学大学院システム情報工学研究科・修士課程学生 

筑波大学北アフリカ研究センター・助教 

筑波大学大学院人文社会科学研究科・准教授 

筑波大学大学院人文社会科学研究科・教授 

筑波大学大学院人文社会科学研究科・准教授 

筑波大学（留学生センター）・講師 

筑波大学北アフリカ研究センター・研究員 

京都ノートルダム女子大学人間文化学部・准教授 

前在チュニジア日本大使 

筑波大学大学院人文社会科学研究科・博士課程学生 

筑波大学大学院人文社会科学研究科・准教授 

（独）日本学術振興会国際事業部地域交流課 
プロジェクトマネージャー 

情報コミュニケーション技術 

情報コミュニケーション技術 

情報コミュニケーション技術 

人文社会科学 

人文社会科学 

人文社会科学 

人文社会科学 

人文社会科学 

人文社会科学 

人文社会科学 

人文社会科学 

人文社会科学 

人文社会科学 

人文社会科学 
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 (2) 相手国側セミナー代表者 

 所属・職名・氏名 Borj-Cedria Science and Technology Park, General Director,  Dr. Salah HANNACHI       

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に＊

印を付けてください。） 

    相手国側は参加者多数のため一部のみを示す。専門は本会議のセッション名を記入。 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

○Salah HANNACHI 

Ahmed N. HELAL 

Jemaiel BEN BRAHIM 

Moez TORKI 

Tarek CHEHIDI 

Chokri ALLANI 

Moncef HARRABI 

Tijani MEHOUACHI 

Saber MASMOUDI 

Brahim BESSAIES 

Neji YOUSSEF 

Kirmene MARZOUKI 

Mounir BELLOUMI 

Lotfi BELKACEM 

Mourad BEDIR 

Hamadi BOUSSETTA 

Ecopark Bolj-Cedria, CEO 

University of Sousse, President 

University of November 7th at Cartage, President 

TAJ, IRESA and University of Nobember 7th at Carthage 

TAJ, and Ministry of Education and Training 

Tunisie Telecom 

INAT, University of November 7th at Carthage 

Higher Agronomic Institute of Chott-Mariem, Director 

Biotochnology Centre of Sfax 

CRTEN, Ecopark Bolj-Cedria 

SupCom, El Ghazala Technopark 

University of Sousse 

IHEC, University of Sousse, Director 

University of Sousse 

CERTR, Ecopark Bolj-Cedria 

University of Sousse 

人文社会科学 

バイオテクノロジー 

人文社会科学 

バイオテクノロジー 

人文社会科学 

イノベーションマネジメント

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

バイオテクノロジー 

エネルギー・素材 

情報コミュニケーション技術

情報コミュニケーション技術

イノベーションマネジメント

イノベーションマネジメント

水環境 

水環境 
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(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

Nagwa ELNWISHY 

Ronan STEPHAN 

Alain DE ROUVRAY 

Biotechnolohy Research Center Suez Canal University(Egypt)

Universite de Technologie de Compiegne(France) 

ESI Group(USA) 

水環境 

イノベーションマネジメント

イノベーションマネジメント
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

  北アフリカに位置するチュニジア共和国は、地理的な遠さに加え、アラブ・イスラム圏という

こともあり、日本との政治・経済・文化的交流はこれまで非常に少なかった。しかし、北アフリ

カは、ヨーロッパ、アラブ・イスラム、アフリカ文化が重なる文化・文明の「交差点」であり、

人文科学や社会科学など学術的に非常に興味深い地域と言える。また、大半がサハラ砂漠を含む

乾燥地であり、生物資源に関してもユニークさが期待でき、生命科学や環境科学などの自然科学

分野にとっても重要な研究対象となり得る。このような背景の下、本セミナーは、日本とチュニ

ジアの研究者・学生の学術交流を通し、これまで疎遠であった両国の多面的な相互理解を目的と

するだけでなく、相互理解を基に両国の発展へと繋げる基盤構築を目的とするものである。 
  本セミナーは２０００年に始まり、今回で９回目を迎えた。１１月９〜１１日にチュニジアの

スースで行われ、１１月１２〜１４日は視察を行った。専門分野をバイオテクノロジー、水・環

境、イノベーション・マネージメント、人文社会科学、エネルギー、インフォメーション・コミ

ュニケーション・テクノロジー（ICT）分野の６つに分け、発表はそれぞれの分野ごとに幾つか

のサブセッションに分けて順次行なった。また、バイオテクノロジー分野、水・環境分野、ICT

分野に関しては、口頭発表と学生を対象とするポスター発表に分けて行なった。さらに、今回か

ら全体会議の中で、バイオテクノロジー、水・環境、イノベーション・マネージメント、人文社

会科学の４つの分野からそれぞれ１名を選び、異分野間の理解を目的とした講演会を開催した。

チュニジア視察に関しては、乾燥地および半乾燥地からなるチュニジアの自然と農作物、および

世界遺産を含む遺跡の視察を行ない、生物資源の実体の理解、チュニジアの歴史・文化に関する

理解を深めた。 

  本セミナーの発表の成果として、各専門分野で両国が重視している研究対象が明らかになり、

それらを通して今後の具体的な共同研究の可能性が示唆された。さらに、本セミナーにより、両

国の間で異分野の研究者や学生が知り合う機会が提供され、お互いに専門分野だけでない幅広い

知識・視点を持つ若手人材の育成の一助となったと考えている。特に、専門分野を問わず、参加

した日本人学生には、疎遠であるアラブ・イスラム圏のチュニジアでの滞在は、大きなインパク

トを与えた。 

 

 

8．セミナーの成果 

下記の項目について、それぞれ平易な表現で記述してください。  

(1) 学術的価値（本セミナーにより得られた新たな知見や概念の展開等、学術的成果） 

 人文社会科学分野では、イスラム社会に対して、日本側の考え、チュニジア側の自らの研究、

さらにチュニジア側からの日本におけるイスラム教に関する研究、など、異なった視点での発表

が相次いだ。このような発表・討論こそが本セミナーの目指す目的の一つであり、今後、チュニ

ジアや他の北アフリカ諸国と日本との相互理解にとっての基盤になると考えられる。バイオテク

ノロジーや水・環境分野では、既に筑波大学北アフリカ研究センターが中心となり、チュニジア

との共同研究が開始されている。今回のシンポジウムでも、チュニジア側の植物や微生物の生態

系に関して、日本との共同研究により北アフリカ生物資源のデータベース構築に重要な新知見が

得られた。これらの知見は、今後の生物資源由来の有用成分の食品産業や医薬品産業への応用に

関する共同研究の基盤となるものである。さらにイノベーション・マネージメント、ICT、エネ

ルギー分野に関しては、かなり幅広い専門領域での発表がなされたが、これら分野におけるそれ

ぞれの発展レベルや考え方の類似点や相違点が明確化された。 

 




