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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２３年３月１０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  センター長 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：Ministry of Higher 

Education and Scientific Research） 

 

 

2． セミナー名         地域開発と水資源：持続可能な社会のビジョン             

 

 

3． 期   間  平成 22 年 11 月 28 日 ～ 平成 22 年  12 月 2 日（ 5 日間） 

 

 

4． 開 催 地     

（都市名と会場名）      Tunis Tunisia                                     

 

5． 参加者数   日本側                20 名 
（代表者を含む） 

相手国側      94 名    計  114  名 
 

その他の国            0 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 

*牛島 健 

*土居 良一 

*宮崎 毅 

上田 隆 

石川 忠晴 

*黒川 清登 

*岩崎 えり奈 

*菅沼 秀樹 

袋布 昌幹 

間中 淳 

*鍋谷 浩志 

*川崎 睦男 

*中嶋 光敏 

*礒田 博子 

入江 光輝 

柏木 健一 

河内 敦 

*我妻 ゆき子 

*松原 康介 

大石 悠二 

北海道大学大学院 工学研究院 特任助教 

東京大学大学院 農学生命科学研究科 助教 

東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 

東京大学大学院 農学生命科学研究科 学生 

東京工業大学大学院 総合理工学研究科 教授 

横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授 

共立女子大学 文芸学部 准教授 

成蹊大学 理工学部 助教 

富山高等専門学校 准教授 

富山高等専門学校 助教 

(独)農業･食品産業技術総合研究機構  食品総合研究所 業務推進室長 

一般財団法人 造水促進センター 技術ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

筑波大学 北アフリカ研究センター センター長 

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 准教授 

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 研究員 

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授 

筑波大学大学院 システム情報工学研究科 助教 

日本学術振興会 カイロ研究連絡センター 所長     

衛生工学 

土壌物理学 

土壌物理学 

水文学 

環境水理学 

開発経済学 

開発経済学 

乾燥地工学 

環境材料工学 

分析化学 

水処理工学 

水処理工学 

水処理工学 

分子生物学 

環境水理学 

開発経済学 

環境水理学 

環境疫学 

都市保全計画学 

中東現代史 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名   Centre of Researches and Technologies of Water (CERTE), Borj Cedria 

Technopark,   General Director ,   Mourad Bedir                        

(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。 

氏   名 所 属・職 名 専  門 

○Mourad Bedir 

Ahmed Ghrabi 

Mohamed Hédi Louati 

Latifa Bousselmi 

Hanane Akrout 

Faten Horriche 

sami Sayadi 

Mouna Lamine 

Sihem Benabdallah 

Borhane Mahjoub 

 

Zouhair Hlaoui 

Mouna Jarou 

Amal Zayan 

Ben Younes Sonia 

Bouthaiena Gargouri 

Jannène Nouha 

Ammar Mlayah 

Samia Khadhar 

samira Abidi 

A. Atyaou 

Fethi Lachaal 

Hamadi Kallali 

Jamila Tarhouni 

Chargui Lachaal Sameh 

Mohamed ksibi 

Olfa Hentati 

Kais Elghniji. 

Centre of Researches and Technologies of Water  所長 

Centre of Researches and Technologies of Water  教授 

General Direction of Dams and Large Hydraulic Works 局長 

Centre of Researches and Technologies of Water  准教授 

Centre of Researches and Technologies of Water  研究員 

Centre of Researches and Technologies of Water  研究員 

Centre of Biotechnology at Sfax  センター長 

Centre of Researches and Technologies of Water  研究員 

Centre of Researches and Technologies of Water  研究員 

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de 

Sousse  助教 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis  助教 

Center of Biotechnology at Sfax  研究員 

Center of Biotechnology at Sfax  研究員 

Center of Biotechnology at Sfax  学生 

Center of Biotechnology at Sfax  研究員 

Centre of Researches and Technologies of Water  研究員 

Centre of Researches and Technologies of Water  助教 

Centre of Researches and Technologies of Water  学生 

Centre of Researches and Technologies of Water  学生 

Centre of Researches and Technologies of Water  研究員 

Centre of Researches and Technologies of Water  研究員 

Centre of Researches and Technologies of Water  学生 

The National Agronomic Institute of Tunisia  教授 

The National Agronomic Institute of Tunisia  准教授 

Institut Superieur de Biotechnoglogie de Sfax  教授 

Institut Superieur de Biotechnoglogie de Sfax  助教 

Institut Superieur de Biotechnoglogie de Sfax  学生 

地下水文学 

水処理工学 

水資源工学 

水処理工学 

水処理工学 

水文学 

水処理工学 

水処理工学 

水文学 

水処理工学 

 

地理学 

水処理工学 

水環境工学 

水環境工学 

水環境工学 

水処理工学 

水環境工学 

水環境工学 

衛生工学 

水処理工学 

地理学 

水資源工学 

水文学 

地理学 

環境工学 

土壌微生物学

土壌微生物学
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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

 

な し 

  

 

 

Ayman Mahfoudh 

Lobna Mansouri 

Hermassi Taouifik 

 

Hédi zouari 

Hakim Gabtni 

Houcem Mzali 

Rihab Guallala 

Rachida Talbi 

Monem Kallal 

Dalel BELHAJ 

Fatma ALOULOU 

Leila CHAARI 

Institut Superieur de Biotechnoglogie de Sfax  学生 

Centre of Researches and Technologies of Water  学生 

Institut National de Recherche en Génie Rural, Eau et Forêt 

研究員 

Centre of Researches and Technologies of Water  研究員 

Centre of Researches and Technologies of Water  研究員 

Centre of Researches and Technologies of Water  学生 

Centre of Researches and Technologies of Water  学生 

Centre of Researches and Technologies of Water  学生 

Institut Superieur de Biotechnoglogie de Sfax  教授 

Institut Superieur de Biotechnoglogie de Sfax  研究員 

Institut Superieur de Biotechnoglogie de Sfax  研究員 

Institut Superieur de Biotechnoglogie de Sfax  研究員 

土壌微生物学

水処理工学 

水環境工学 

 

地下水文学 

地下水文学 

地質学 

地下水文学 

水環境工学 

水環境工学 

水環境工学 

水環境工学 

水環境工学 
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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。） 

同国は計画済みの水資源設備を含めるとすでに利用可能な水源の 97％が開発済みであるとさ

れており、新規の水源開発の余地が極めて少ない。他方、同国内における経済的な地域格差は依

然として拡大する傾向を見せている。地域開発の制限因子のひとつとして水資源も挙げられてお

り、乾燥地および半乾燥地が国土の大部分を占める同国では二つの問題の関係性は非常に高い。

水資源の新規開発余地が限られ、今後は既存施設の持続利用のための維持管理技術の確立が課題

であるという点や、地域間の経済格差是正のための開発が必要であるという点、水に限らず量的

に限られた資源の高度利用が期待されているという点において日本とチュニジアは共通する課題

を有しているが、その社会的背景や実状の詳細については気候条件や地理的条件等に応じた差異

も同時に存在する。また、一村一品運動などの日本の地域開発の成功事例は、周辺条件次第でチ

ュニジアに適用可能と考えられる。これらの状況を鑑み、本セミナーは地域開発と水資源に関わ

る議論や現地視察を通じて、両国の研究者がそれらの状況について共有・理解すると共に、今後

の両国の地域開発に繋がる土台を築くことを目的とした。 

 本セミナーは 11 月 29 日に開会式、11 月 30 日、12 月 1 日に発表、12 月 2 日に現地視察が行

われた。発表は(1)持続可能な地域開発、(2)地域内資源循環型社会、(3)水資源管理、(4)公衆衛生

と排水処理のセッションを設けたが、一会場で異分野の研究者も同席する中で行われた。また、

上述したように、水資源が地域開発の制限因子の一つとなっていることから、まず、両国におけ

る基本的な地域開発と水資源事情に関して両国の専門家が講演する基調講演を設けた。今回、一

会場で進行していった結果、参加者の多くが異分野の研究者の発表を聞き、自分の専門の研究手

法以外からのアプローチに関する情報を得たことも大きい。こうした会議は日本国内の会議でも

少なく、非常に興味深いものであるという声を日本側参加者からも頂いた。 

地理的・文化的背景の相違から、両国の研究者間での研究交流の成立は非常に難しく、これま

で宗教など極限られた研究分野のみの交流であった。しかし、基調講演や一般発表を通して水資

源と地域開発に関して両国の研究者が共有できる課題が多く、かつ単一の専門知識だけではなく、

多面的なアプローチを試みることによってより具体的な方策を講じられることが明らかとなった。

また、現地視察ではチュニジア側の研究発表において取り上げられたサイトが多々含まれており、

日本側の研究者にとっては現地が抱える問題を実地に見聞できる良い機会となった。 




