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リ－ディングプログラムの採択を受けて
資源学への想いと今後の期待
申すまでもなく，本プログラムは世界最高水準の資源学教育拠点の

構築を目指しながら，
２１世紀の複雑な資源開発に挑む俯瞰力を持っ

た資源ニューフロンティアリーダーを養成し，資源開発の世界的な課
秋田大学長

吉村

昇

題に対応するものであります。

その具体化としては，
工学資源研究科５年一貫博士課程として，
リー

ダー養成特別教育コースを新設し，資源から素材分野に至る総合的

リーディングプログラム
「ニュースレター」の発刊に当たり，御挨拶並

な専門知識・応用力を有し，国際的な視野と独創性豊かな考察力・

先般，我国の戦略的資源確保を担うとともに，資源を学ぶ世界中

今，資源に関しましては，レアメタル・レアアースをはじめ，資源問題の

びに御礼を申し上げます。

実践力を兼ね備えた人材を育成してまいります。

の若き技術者・研究者が秋田に集うことを目指す，本学のリーディン

グローバル化と資源ナショナリズムが進展し，また，不安定な資源供給

で申請していたものであり，これも，偏に工学資源学部，さらには，特

す。そのため，専門性だけでなく，経済など多様な知識・価値観を有し，

グプログラムが採択されました。本プログラムは，オールジャパン体制

体制などから，国家戦略としての資源確保が大きな課題となっておりま

に一体的な協力をいただきました，東京大学生産研究所・東北大学

21世紀の資源開発を担う人材育成が急務となっており，資源学の100

省庁・企業，資源保有国・欧米諸国の大学など，関係各位の熱意

きる，本学に対する期待はまことに大きいものがあります。

多元物質科学研究所・早稲田大学をはじめとする連携大学，関係

に溢れたご尽力の賜物であり，深く感謝申し上げます。

ご承知のように，本プログラムは，昨年度申請し惜しくも不採択と

年の伝統と実績を有し，日本で唯一資源学を体系的に教育・研究で
平成２６年４月には，資源学分野で世界最高水準のアジアのハブ大

学を目指し，国際資源学部の新設も予定しております。本リーディングプ

なったものですが，本年度は，一段と強化・充実したプログラムで臨

ログラムの充実を図りながら，更なる高みを目指してまいりますので，こ

この上ない至上の喜びとするところであります。

だきながら，なお一層の御支援・御鞭撻を賜るようお願いいたします。

んだ，いわば２年越しの背水の陣の挑戦であり，このたびの採択は，

れからも，年数回定期的に発行予定の
「ニュースレター」
もご愛読いた

リーディングプログラム採択から実行へ
源開発人材の実践的育成～ ”で、7年間予算が組まれています。一昨

年もチャレンジし、ヒアリングまで行きましたが、落選してしまいました。

しかし、これをバネして、吉村学長、プログラム責任者の柴山教授は
工学資源学研究科長(工学資源学部長)

小川

信明

じめ関係する先生方及び事務のご努力により、地方大学としては、数

少ない採択の一校となりました。このプログラムは、世界的に資源開

発ができる高度な技術者・研究者を輩出しようというものです。この

一昨年、学部創立100周年の記念式典が挙行され、その中で、“皆

分野で伝統あるわが研究科が、世界・日本の資源系の大学の先生

研究科を創造していく決意”を表明しましたが、まさに、このことが実現

なることになりました。すでに、このプログラムは、動き始めております

様とともに、次の100年に向けた新しいそしてさらに発展した学部・

方や資源開発の団体・企業とも協力して、世界の人材輩出の拠点と

しようとしているということであります。

が、実行の結果が厳しく問われるプログラムですので、関係の先生方、

このリーディング大学院プログラムに採択されたことです。公式のプロ

よろしく、お願いします。

その後の研究科としての最も大きな出来事が、文科省が公募した

事務方には、これからも大いにご助力・ご協力願うことになりますが、

グラム名は、｢オンリーワン型｣ 博士課程教育リーディングプログラム
“レアメタル等資源ニューフロンティアリーダー養成プログラム～国際資
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資源確保を担う資源ニューフロンティアリーダーの育成と
資源学教育の新たな展開
解決に導き、俯瞰力をもって資源開発に挑める人材、すなわち
「資源

ニューフロンティアリーダー」
の育成が我が国のみならず世界的にも急
務になっているのです。

秋田大学大学院工学資源学研究科

柴山

敦（プログラムコーディネーター）

近年、資源の獲得競争は激化し、資源開発に携わる人材には専

門性のみならず、国際性や交渉力など多様な知識、能力が求められ

ています。最近では、鉱石品位の低下や生産環境の悪化、経済格差

や資源ナショナリズムの台頭などが浮き彫りになり、資源問題として

クローズアップされ、数年前に勃発したレアメタル・レアアース問題な

どは典型的な資源クライシスとして知られています。こうした諸問題を

資源分野の国際教育研究拠点

～国内外フィールドを使った実践教育で応用力を育成～

5年間の博士課程教育プログラムでは、資源開発の現場である国

内外フィールドを多用した実践教育を重視し、専門分野に限らずフィー

ルドワーク／インターンシップを必ず経験します。大学内で得た知識や
専門性を発揮し、新たな知識修得につなげるチャンスといえます。海

今回、秋田大学大学院工学資源学研究科に
「資源ニューフロンティ

ア特別教育コース」
を新設し、資源の専門性と実践教育を重視した
大学院特別教育プログラムを開始することになりました。この特別教

育コースでは、従来の資源学に留まらずリサイクル
（都市鉱山開発）
や

資源経済、資源循環、さらに環境保全や資源リテラシー、レアアース
等の生体影響のほか、異文化理解、国際関係などを含めた知識、能

力を博士課程５年一貫教育の中で養成します。これにより21世紀の
資源開発に立ち向かうグローバルリーダーを育成します。

「専門性を育む特別教育コース」

～最新の講義と先進の研究により優れた専門性を修得～

100年の伝統を持つ鉱山・資源学の伝統を生かし、秋田大学リー

ディングプログラムでは
「資源ニューフロンティア特別教育コース」
に２つ

の専門コース
「地球資源学コース」
「資源開発素材コース」
を設置しま

す。工学資源学研究科の関係専攻に所属する学生がコース生の対象

外の資源地質調査から生産現場、環境対策、資源リサイクルの事例

となりますが、教育学研究科、医学系研究科、国際資源学教育研究

に付くはずです。

結集し、資源に関する専門科目、社会系やMOT系科目、資源リテラ

を研究対象・実践舞台として活用することで、応用力と実践力が身

産学間連携とアウトカムズ

～幅広い知識によりキャリアパスを開拓～

センターという全学体制に加え、国内5大学、海外7大学から教員を

シー学などに分類された専用コースワークを履修します。さらに専門性

に応じた実験機材などの研究環境を整備し、コースの枠を越えたラボ

ローテーションや海外フィールドワーク、インターンシップなど、幅広い

持続的な資源供給は世界的な課題です。グローバルな課題を認識

最新の研究活動を通じて専門性を修得します。また、奨励金など学修

ためのキャリアパスをどう描くかが重要になります。5年間の博士課程

トになるための、5年一貫教育を支える学修環境が整っているのが本

リアパス事例を紹介・助言します。また、留学生を含むコース生同士

平成２５年度より、秋田大学博士課程教育リーディングプログラム

し、資源開発の最前線に立つ人材になるには、自らの力を発揮する
教育で思考が偏りすぎないよう、産学官からの協力を受け様々なキャ

のグループワークや討議を通じ、学生自らがキャリアアップすると同時

に、その能力を発揮するための支援を行います。本プログラムの修了
生が資源開発の最前線を担い、我が国のみならず資源の安定供給

支援を行うサポート体制を整備するほか、資源開発人材のエキスパー

プログラムの特徴です。

「資源ニューフロンティア特別教育コース」
が本格的にスタートします。
国内外を問わず、若く優秀な人材が資源開発のリーダーになるべく秋
田に集うことを期待しています。

を支えるグローバルリーダーとして活躍することを確信しています。
[設立目的]

[学位]
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採択記念特別
シンポジウムを開催
平成24年度博士課程教育リーディングプログラムの採択を記念

し、去る2月19日に秋田キャッスルホテルで特別シンポジウムを開催
しました。

同シンポジウムでは、吉村 昇学長、小川信明工学資源学研究科

長の挨拶に始まり、文科省大学振興課の松坂浩史大学改革推進室

長、経産省資源エネルギー庁の萩原崇弘資源・燃料部政策課企画
官の来賓挨拶が行われました。

続いて特別講演が行われ、
「グローバルな資源開発とリーディング

教育」
をテーマに、上田英之独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構理事、後根則文住友金属鉱山株式会社執行役員、浜島博
章三菱商事株式会社金属グループ非鉄金属本部付地域戦略担当

部長代理といった業界を代表する３人の専門家による講演が行われ

ました。

さらに、関連・連携大学からのメッセージとして、中村 崇東北大

[シンポジウムの様子]

学多元物質科学研究

所 教 授、加 藤 泰 浩 東
京大学大学院工学系

研 究 科 エネルギー・
資源フロンティアセン

ター教授より本学リーディングプログラムへの期待や新たな連携につ
いての講演が行われ、若手技術者に求められるマインド、世界を牽
引する人材像、リーダーを育てるためのリーディング教育について議
論しました。

会場には、昨年12月にプログラムコース生となった学生のほか、

コース生を希望する学生も詰めかけ、熱心に聴講していました。同シ

ンポジウムには、学生のほか学内外の関係者など約100名の参加が
あり、本学リーディングプログラムの第一歩を踏み出す、大変有意義
なシンポジウムとなりました。

[来賓挨拶]
文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室長

松坂

浩史 氏

[特別講演１]
「金属資源の探査から開発まで－JOGMECの役割」
講師：	独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
金属資源開発本部長 理事

[特別講演２]
「海外での資源確保の取り組み」
講師：住友金属鉱山株式会社執行役員
資源事業本部副本部長

[関連・連携大学からの挨拶とメッセージ１]
「素材プロセッシングから見た秋田大学大学院
教育リーディングプログラムへの期待」
講師：東北大学多元物質科学研究所 教授

[関連・連携大学からの挨拶とメッセージ2]
「秋田大学大学院教育リーディングプログラムとの新たな
連携を目指す」
講師：東京大学大学院工学系研究科エネルギー・
資源フロンティアセンター 教授

上田

中村

英之 氏

崇氏

後根

加藤

則文 氏

[来賓挨拶]
経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部政策課企画官

萩原

崇弘 氏

[特別講演３]
「商社の資源に対する取組変遷」
講師：三菱商事株式会社 金属グループ
非鉄金属本部付地域戦略担当部長代理

浜島

博章 氏

[交流会の様子]

泰浩 氏
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Impression report
Montana Tech

Hsin-Hsiung Huang
My name is Professor Hsin-Hsiung Huang from the Department

of Metallurgical and Materials Engineering at Montana Tech.

This winter from 18th to 22nd of February I was very fortunate

and honored to be invited for giving lectures under the graduate
school program “New Frontier Leader Program for Rare-metals
and Resources” of Akita University. I gave four lectures on how
to run the computer program that I created entitled Stabcal
(Stability Calculation for Aqueous and Non-Aqueous Systems).

Akita University has the site license of the program. Professor

Takasaki thought it would be appropriate for giving such lectures.
The participants of the lectures included not only from Akita

University but also from Waseda University as well as from
Kosaka Refining and Smelting. The lecture went very smoothly, I

was impressed by the knowledge of the participants in advanced

water and pyro chemistry and running the computer program.

The lecture rooms

were very nice and
well prepared which
had all the video

aids that I needed. I am in debt to Professor Takasaki for his
preparation, making copies for the handouts, helping some
participants and giving me an office to use.

I have been long for visiting Japan since I was growing up in

Taiwan. I consider myself very familiar to the Japanese culture,
this trip really reinforced me about the harmony, the politeness

and the pride of the country. Akita has the breath taking scenery

from the coast to the mountain. Akita University is one of the
leading research institutes in metal and material processing.

Montana Tech has close tie with the Akita University. I hope we
will continue exchanging ideas and scholars.

Sincerely submitted by Hsin-Hsiung Huang from Montana Tech

Vol.01

世界のフィールドが待っています！
工学資源学研究科教授（国際交流センター副センター長、国際交流担当学長補佐）

今井

亮

東南アジア、中央アジア、北欧、カナダ、オーストラリアなど世界各地の資源企業と世
界の資源分野を先導する大学などの連携を進め、先端産業を支える新たな鉱物資源
とエネルギー資源の開発、環境に負荷をかけない資源の効率的な利用とリサイクルな
どの課題を解決する、高度な知識と技術、マネージメント能力や資源国の社会との強
調など総合的な人間力をもった、世界をリードする資源技術者を育成するためのフィー
ルドを用意しています。
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国際的な資源開発を牽引するリーダーに
火山地質学は、火山の諸現象を解明するのみならず、火山活動に
由来するレアメタルなどを含む鉱床の探鉱や、その形成メカニズムを
理解するためにも重要な学問です。希少資源確保の重要性が叫ばれ
る現在、従来以上に火山に関係する鉱床の重要性は高まってくると
博士前期課程1年地球資源学専攻
地球資源学コース

南

裕介

考えられます。私は専門の火山地質学に加え、探鉱や精錬を加えた
“資源学”を通して、新たな資源開発を牽引するリーダーになりたいと
考えています。

I find good opportunity to expand my research in
mineral resources I find this New program much useful and knowledgeable than I had

expected before. The combination of the economic geology and the mineral
processing give me a more comprehensive view about mineral resources
research and development. Through this program, I would like to acquire

博士前期課程1年地球資源学専攻
地球資源学コース

Pham Ngoc Can

a lot of experiences that I would like to use in my country. My
experiences here will help me to manage government projects and
contribute meaningfully in improving metal recovery in mineral deposits
of my country after I successfully complete my education through this
program.

地球規模となった資源問題の解決へ
21世紀には、鉱石品位の低下や生産環境の悪化、開発競争の激
化などの課題になっています。今回のリーディングプログラムをきっか
けとして、資源分野の地質探査や採鉱、選鉱などの全体像をよく理解
し、関係するリサイクルや環境対策技術など広範囲な専門知識を学
博士前期課程1年環境応用化学専攻
資源開発素材コース

韓

百歳

びたいです。また、海外インターンシップやフィールドワーク、ラボロー
テーションを通して、英語力や異文化理解力、コミュニケーション能
力を高めながら国際的な視野を持ちたいです。その上、地球規模と
なった資源問題を解決に導くため、国際的に活躍できるようになりた
いと考えています。
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活 動 報 告
ラボローテーションの講義風景
ラボローテーション
（資源学サーキット演習）
で

は、研究に対する基礎力と適応力を身に付けるた

め、自身の研究室に加え、同じコースに所属する
他研究室、他

コースの研 究
室の３研究室

で のゼミナー
ル・研究活動

に参加します。

クリエイティブスピーキングの様子
「資源ニューフロンティア特別教育コース」
では、原則英語

で講義が実施されます。コース学生には高い英語力が求め

られますが、将来資源の国際舞台をリードする優秀なグロー
バルリーダーとして必要なスピーキングスキルを上達させるた

めの講義です。

事 務 局 紹 介

事務系補佐員
（左から）
福島研、佐藤純子、清水延枝

今年１月に博士教育課程リーディングプロ

グラム事務局が開設されました。

資源の国際舞台をリードする優秀なグローバ

ルリーダーの育成という目的達成のため、事

務局の役割を着実に果たして参りたいと思い

ます。
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