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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 25 年 12 月 18 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）           なかじま みつとし 

職・氏 名  教授   中嶋 光敏       
 
 
 

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： MHESRST  ） 

 

 

2． セミナー名  チュニジア－日本 文化・科学・技術学術会議               

 

 

3． 期   間  平成 25 年 11 月 15 日 ～ 平成 25 年 11 月 19 日（ 5 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） チュニジア共和国ハマメット El Mouradi Hotel, Yasmin Hammamet, Tunisia              

 

5． 参加者数   日本側      84  名（うち、滞在費等本会負担 13   名） 
（代表者を含む） 

相手国側    197  名（うち、滞在費等本会負担 0   名） 
 

その他の国  7  名 
 

参加者  計 288  名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

柏木 健一＊ 

秋本 克洋＊ 

岩崎 真紀＊ 

河内  敦＊ 

Neves Marcos＊ 

上山 一＊ 

森尾 貴広＊ 

鍋谷 浩志＊ 

鈴木  義和＊ 

藤村 達人＊ 

王 政＊ 

鷲見 朗子＊ 

吉川 晃 

礒田 博子 

辻村 真貴 

韓 畯奎 

入江 光輝 

山中 勤 

Shehzad Tariq 

佐々木 正洋 

守友 浩 

梁 松 

Islam Muhammad 

青柳 悦子 

我妻 ゆき子 

村田 聡一郎 

亀山 啓輔 

COLE James Bradford 

松原 康介 

山口 佳樹 

VILLAREAL Myra 

筑波大学人文社会科学系・助教 

筑波大学数理物質系・教授 

筑波大学人文社会系・助教 

筑波大学生命環境系・助教 

筑波大学生命環境系・助教 

筑波大学ビジネスサイエンス系・助教 

筑波大学国際部・准教授 

（独）農研機構 食品総合研究所・業務推進室長 

筑波大学数理物質系・准教授 

筑波大学生命環境系・教授 

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・教授 

筑波大学・副学長（財務担当）・理事 

筑波大学生命環境系・教授 

筑波大学生命環境系・教授 

筑波大学生命環境系・准教授 

筑波大学生命環境系・准教授 

筑波大学生命環境系・准教授 

筑波大学生命環境系・助教 

筑波大学数理物質系・教授 

筑波大学数理物質系・教授 

筑波大学数理物質系・准教授 

筑波大学数理物質系・助教 

筑波大学人文社会系・教授 

筑波大学医学医療系・教授 

筑波大学医学医療系・准教授 

筑波大学システム情報系・准教授 

筑波大学システム情報系・准教授 

筑波大学システム情報系・助教 

筑波大学システム情報系・講師 

筑波大学北アフリカ研究センター・研究員 
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森川佐倉  満吏野 

喜田川 たまき 

鯉沼 秀臣 

谷川 多佳子 

河原 敏男 

山口 作太郎 

尾畑 伸明 

正宗 淳 

瀬川 悦生 

宮田 洋行 

永尾 雅哉 

宮前 友策 

本橋 哲也 

塩尻 和子 

宮川 純子 

宮治 美江子 

矢ヶ崎 一三 

池田 美佐子 

大政 健史 

岩崎 えり奈 

廣島 文生 

高橋 正和 

松井 徹 

外山 健二 

杉山 純一 

蔦 瑞樹 

高貝 慶隆 

間中 淳 

Fekih Ep Laribi Rym 

Bahrini Insaf 

横山 文郎 

豊原  大樹 

清水 政義 

谷川 雅子 

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・研究員 

筑波大学・客員教授 

筑波大学・名誉教授 

中部大学超伝導・持続可能エネルギー研究センター・教授 

中部大学超伝導・持続可能エネルギー研究センター・教授 

東北大学情報科学研究科・教授 

東北大学情報科学研究科・准教授 

東北大学情報科学研究科・助教 

東北大学情報科学研究科・助教 

京都大学 大学院生命科学研究科・教授 

京都大学大学院生命科学研究科・助教 

東京経済大学コミュニケーション学部・教授 

東京国際大学国際交流研究所・特命教授 

東京国際大学国際交流研究所・職員 

東京国際大学・名誉教授 

東京農工大学・名誉教授 

名古屋商科大学コミュニケーション学部・教授 

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部・教授 

上智大学 外国語学部・教授 

九州大学 数理学研究院・教授 

福井県立大学生物資源学部・准教授 

琉球大学 熱帯生物圏研究センター・准教授 

常盤大学コミュニティ振興学部・准教授 

（独）農研機構 食品総合研究所・ユニット長 

（独）農研機構 食品総合研究所・主任研究員 

福島大学共生システム理工学類・准教授 

富山高等専門学校専攻科・助教 

（公財）岩手生物工学研究センター・JSPS 外国人特別研究員 

大阪大学免疫学フロンティア研究センター・特任研究員 

城西大学理学部化学科・非常勤講師 

（一社）膜分離技術振興協会技術・戦略委員会・委員長 

（株）清水電設工業・CEO 

東京大学フランス語フランス文学研究室・大学院生 
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松枝 誠 

松尾 晴児 

有岡 優希 

大寺 杏奈 

Wang Mingyang 

小林 裕貴 

近藤 真司 

松川 隼也 

Dammak Ilyes 

前田 真衣 

Maezono Sakura Eri 

加藤 大地 

小屋 一平 

河村 好恵 

石渡 洋子 

藤田 和子 

八幡 暁彦 

Harrabi Moncef 

家村 裕子 

 

福島大学 共生システム理工学類・学生 

福島大学 共生システム理工学類・学生 

富山高等専門学校専攻科・学生 

京都大学 生命科学研究科・大学院生 

東京工業大学総合理工学研究科・大学院生 

東京工業大学総合理工学研究科・大学院生 

筑波大学 生命環境科学研究科・大学院生 

筑波大学 生命環境科学研究科・大学院生 

筑波大学 生命環境科学研究科・大学院生 

筑波大学 生命環境学群・学生 

筑波大学 生命環境学群・学生 

筑波大学国際総合学類・学生 

筑波大学北アフリカ研究センター・職員 

筑波大学北アフリカ研究センター・職員 

筑波大学北アフリカ研究センター・職員 

筑波大学国際部・職員 

筑波大学国際部・職員 

筑波大学国際部・職員 

JST-JICA 地球規模課題事業・業務調整員 

 



     

- 5 - 

  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Center of Biotechnology of Borj Cedria, General Director, Chedly Abdelly     

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Ridha Mhamdi 

Riadh Ksouri 

Sami Sayadi 

Mohamed Ksibi 

Ahmed Ghrabi 

Adel Mnif 

AmenAllah Guizani 

AmenAllah Guizani 

Lassaad Mezghani 

Mabrouk Mannai 

Néji Besbes 

Mohamed Kefi 

Centre of Biotechnology of Borj Cedria (CBBC), Professor 

Centre of Biotechnology of Borj Cedria (CBBC), Professor 

Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS), Professor 

Ecole Nationale d’Ingenieurs de Sfax (ENIS), Professor 

Centre de Recherche et des Technologies des Eaux (CERTE), Professor

Centre National de Recherche en Sciences des Matériaux (CNRSM), Professor 

Centre de Recherches et des Technologies de l’Energie (CRTEn) ,  Professor 

Faculte des Sciences de Tunis (FST) El Mannar Tunis, Professor 

Institut des Hautes Etudes Commerciales (IHEC), Professor 

Faculte des Letters et des Humanites de la Manouba (FLM), Professor

Centre National de Recherche en Sciences des Matériaux (CNRSM) , Professor 

Centre de Recherche et des Technologies des Eaux (CERTE), Researcher

 

(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） 

Aicha Derdour  

Amine B. Stambouli 

Abdullah I. Khalaf Husein 

Abu-Zreig Majed M. 

Ahmed Tawfik  

El-Qady M. Gad 

Mohamed A. K. AL-KILANI  

 

University of Science and Technology of Oran, President 

University of Science and Technology of Oran, Professor 

Jordan University of Science and Technology, President 

Jordan University of Science and Technology, Professor 

Egypt-Japan University of Science and Technology, Professor 

Egypt-Japan University of Science and Technology, Professor 

Sebha University, President 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・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は、ヨーロッパ、アラブ・イスラム、アフリカの文化の交差点としての

顔を持ち、人文社会科学など学術的に興味深い地域である。しかしながら、日本からの地理的距離や異なる

文化圏であるという理由から、両国の政治・経済・文化的な交流は他の地域に比べて少なかった。本セミナ

ーは、両国の研究者・学生の学術交流を通して、これまで疎遠であった両国の相互理解を目指すことに加え、

相互理解をもとに両国の更なる発展に貢献することを目的としている。平成１２年度に第一回セミナーが実

施され、今回の会議は二国間セミナーとしては１４回目を迎えることになった。なお、平成２１年度に開催

された際、TJASSST とよばれる、すべての分野にまたがる会議は隔年とすることにしたため、TJASSST とし

ては、１２回目となる。本セミナーでは、自然科学から人文社会科学まで多分野にわたる７のセッションに

て、日本側・チュニジア側の研究者が日頃の個々の研究や国際共同研究の成果を報告し、また新たな共同研

究のシーズを開拓することにより、日・北アフリカの学術交流・共同研究を推進するものである。今セミナ

ーではとりわけ、水、生物、エネルギー資源など北アフリカの産業化シーズの基礎研究を基に、北アフリカ

発の産業化イノベーション創出を図るものと位置づけている。 

 本セミナーでは、１１月１５日に開会式、１６日と１７日に研究発表と討論、１８日と１９日にチュニジ

ア視察が行われた。開会式では、Ben Salem チュニジア高等教育大臣、髙原寿一在チュニジア日本大使、吉

川晃筑波大学副学長が挨拶を行った。開会式のあと、吉川副学長より、「日本の科学技術イノベーション政策

―その世界的展望と新たな展開」と題して日本の科学技術イノベーションについて基調講演がなされた。同

講演では、我が国の成長戦略に即した頭脳還流の促進や安倍政権下での科学技術イノベーション政策の具体

的取り組みについて、また、国際的な科学技術の振興に向けた我が国の具体的な方針についての紹介がなさ

れた。  

 翌日からの研究発表では、「生命科学・農業・食品科学工学」、「環境科学」、「エネルギー・材料科学工学」、

「数学・情報コミュニケーション科学」、「経営工学・技術マネージメント」、「人文・社会科学」、「JST-JICA 

地球規模課題」の７つの分野が設けられ、口頭発表は各セッション毎に幾つかのサブセッションに分けて順

次行われ、活発な質疑応答がなされた。ポスターセッションでは多くの発表がなされ、その中から６件の優

秀ポスター賞が選出された。また「JST-JICA 地球規模課題」セッションは、JST-JICA 地球規模課題対応国

際科学技術協力事業（「乾燥地生物資源の機能解析と有効利用」研究代表者：筑波大学北アフリカ研究センタ

ー・礒田教授）の成果に係るもので、関連する口頭発表とポスター発表が行われた。 

 また今回は、「イノベーション」に力を入れ、産業界からの招聘も行い、産学連携についても情報交換を行

った。スタディツアーでは、ボルジュセドリア・テクノパークを訪問し、５つの機関について、それぞれ所

長から研究概要の紹介を受け、実験室の見学を行った。その後カイロアンやエルジェムなどの世界遺産を含

む歴史的遺跡の視察を行い、チュニジアの自然・歴史・文化についても理解を深めることができた。 

 本セミナーへの参加者数は年々増加傾向にあり、今回は８４名が日本側から参加し、総勢２８８名の研究

者が参加した。本セミナーの実施は、それぞれの専門分野にとどまらず、接触の機会の少ない両国の異分野

の研究者や学生が知り合い、個々の専門領域を超えた見識を広める貴重な機会になっている。また、チュニ

ジアとの二国間セミナーの継続的実施により、これまでにも相手国との共同研究が多数生まれ、チュニジア

の科学技術の発展に大きく貢献している。本セミナーに継続的に参加している多くの日本人研究者からも、

ここ十数年でのチュニジア研究者の明らかな学術水準の向上に言及した意見が寄せられた。また今回、両国

参加者からは新たな共同研究を望む声が多く聞かれ、本セミナーに期待された研究交流の場としての役割は

とても重要であるといえる。また、本セミナーには企業の関係者も参加するなど産業界においてもインパク

トを与え始めており、セミナーを通して将来的には学術的成果の社会実装、新たな産業創出など、両国の経

済発展に繋がる基盤を構築する上でも、良い機会を提供することとなった。 


