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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 27 年 1 月 30 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・数理物質系             

（ふりがな）       あきもと かつひろ 

職・氏 名  教授・秋本 克洋               
 
 

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： MHESR     ） 

 

 

2． セ ミ ナ ー 名 チュニジア－日本 シンポジウム：持続的社会構築のためのエネルギー・材料研究開発      

 

 

3． 期   間  平成  26 年  11 月  28 日 ～ 平成  26 年  12 月  1 日（  4 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） チュニジア（チュニス）ホテル・エルムラディ・ガマルタ                   

 

5． 参加者数   日本側       26 名（うち、滞在費等本会負担   13 名） 
（代表者を含む） 

相手国側     81 名（うち、滞在費等本会負担   0  名） 
 

その他の国   3  名 
 

参加者  計  110 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 

鈴木 義和＊ 

角谷 正友＊ 

藤 正督＊ 

袋布 昌幹＊ 

豊嶋 剛司＊ 

増田 茂＊ 

間中 淳 

有岡 優希 

横山 文郎 

菊池 正紀 

中嶋 光敏 

末益 崇＊ 

佐々木 正洋＊ 

Islam, Muhammad M.＊ 

入江 光輝 

喜多 英治＊ 

小林 光 

伊高 健治＊ 

鯉沼 秀臣 

萩原 昌司＊ 

三明 康郎 

礒田 博子 

喜田川 たまき 

八幡 暁彦 

家村 優子 

 

筑波大学 数理物質系・准教授 

(独）物質・材料研究機構・主幹研究員 

名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター・教授 

（独）国立高等専門学校機構 富山高等専門学校・教授 

（独）国立高等専門学校機構 富山高等専門学校・准教授 

東京大学 大学院総合文化研究科・教授 

（独）国立高等専門学校機構 富山高等専門学校・准教授 

（独）国立高等専門学校機構 富山高等専門学校・学生 

筑波大学 北アフリカ研究センター・客員共同研究員 

（独）物質・材料研究機構・グループリーダー 

筑波大学 北アフリカ研究センター・教授 

筑波大学 数理物質系・教授 

筑波大学 物理工学系・教授 

筑波大学 北アフリカ研究センター・助教 

筑波大学 北アフリカ研究センター・准教授 

筑波大学 数理物質系・教授 

大阪大学 産業科学研究所・教授 

弘前大学 北日本新エネルギー研究所・准教授 

筑波大学 北アフリカ研究センター・客員教授 

農研機構 食品総合研究所 食品工学研究領域・ユニット長 

筑波大学・副学長 

筑波大学 北アフリカ研究センター・教授 

筑波大学 北アフリカ研究センター・研究員 

筑波大学 チュニスオフィス・コーディネーター 

筑波大学 JST-JICA SATREPS 事業・業務調整員 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Borj Cedria Research and Technology Centre of Energy (CRTEn) 

General Director・Brahim Bessais               

 

(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 

Refaat CHAABOUNI 

Kamel HALOUANI 

B. DRIDI REZGUI 

Hafedh KOCHKAR 

Mongi BOUAÏCHA 

Béchir REZGUI 

Imen BEKRI 

Halim HAMMI 

Lamia TRABELSI 

Aida BENHASSEN TRABLESI 

Mohamed Mehdi BASSEM 

Mohamed TRIKI 

University of Tunis El Mannar・Professor Emeritus  

University of Sfax・Professor 

Research and Technology Centre of Energy (CRTEn)・Research Associate 

National Research Center for Material Sciences (CNRSM)・Professor 

Research and Technology Centre of Energy (CRTEn)・Professor 

Research and Technology Centre of Energy (CRTEn)・Research Associate 

Higher Institute of Biotechnology Sidi Thabet (ISBST)・Lecturer 

National Research Center for Material Sciences (CNRSM)・Lecturer 

National Institute of Marine Science and Technology Monastir・Assistant Professor 

Research and Technology Centre of Energy (CRTEn)・Assistant Professor 

Research and Technology Centre of Energy (CRTEn)・Assistant Professor 

National Research Center for Material Sciences (CNRSM)・Lecturer 

他 

 

(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） 

Ali Madouri 

Djamel TOUALBIA 

YAFA ZARGOUNI 

Centre National de la Recherche Scientifique・Researcher（France） 

Univ. S. Ahras・Senior Lecturer（Algeria） 

KAUST・Researcher（Kingdum of Saudi Arabia） 
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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。また、地下資源、生物資源を中心

とした科学と技術に関しても特殊性があり興味深い地域である。国土の大半はサハラ砂漠が占めてい

るものの、ＧＤＰの約２５％は鉱工業であり、これら生産品の輸出に力を入れ、世界経済フォーラム

ではアフリカにおいて最も経済競争力がある国とされている。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１５回目を迎えること

になった。  

本セミナーでは、「持続的社会構築のためのエネルギー・材料研究開発」と題し、エネルギー、水、

環境、新材料等に関する多岐にわたる分野の１０のセッションで、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。本セミナーはとりわけ、エネルギ

ー・環境に関する材料、デバイスに着目し、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。 

本セミナーは、１１月２８日に開会式、２９日と３０日に研究発表と討論、１２月１日にボルジュ

セドリア・テクノパークの視察が行われた。開会式では、Refaat Chaabouni チュニジア元・高等教育

科学技術大臣、髙原寿一在チュニジア日本大使、三明康郎筑波大学副学長が挨拶を行った。開会式の

あと、三明康郎副学長より、「研究大学としての筑波大学」と題して筑波大学の特色ある研究の紹介

があり、さらなる研究の展開にチュニジアとの共同研究に期待を表明した。Refaat Chaabouni 元・高

等教育大臣からは「世界の高等教育」と題してチュニジアの高等教育の現状と目指していることを世

界の高等教育の視点から紹介された。さらに、Brahim BESSAÏS 教授からは「ボルジュセドリア・エネ

ルギー研究センターにおける太陽エネルギー研究の歴史」と題し、太陽光発電、太陽熱利用技術の研

究開発の経緯と今後の方向性について紹介が行われた。  
 翌日からの研究発表では、「シリコン太陽電池」、「太陽エネルギー利用システム」、「太陽電池新

概念」、「バイオマス、バイオ燃料」、「創エネルギー先進技術」、「先進材料」、「新材料開発」、「天然物

利用技術」、「環境・複合材料開発」の発表分野が設けられ、二会場の並列セッション構成で発表、議

論が行われた。キーノート講演 7件、口頭発表 47 件、ポスター発表 52 件でそれぞれ活発な議論がな

された。ポスターセッションでは十分な時間をかけて議論が行われ、２件の優秀ポスター賞が選出さ

れた。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、エネルギー研究所、材料研

究所の所長から研究概要の紹介を受け、実験室の見学を行った。 

 本セミナーへの参加者数は２６名が日本側から参加し、総勢１１０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。 

 

 

 

 


