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国際ワークショップ「海外に見る資源開発技術の動向と最近の研究トピック」の開催
柴山 敦（プログラムコーディネーター）

秋田大学大学院工学資源学研究科・資源学専攻・環境応用化学専攻・教授
（ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長）

平成25年9月25日～ 9月27日にかけて、
リーディングプログラム主催の

国際ワークショップを開催しました。このワークショップは、資源学の教
育研究を担う海外の先進大学および資源保有国から専門研究者を招

き、テクニカルな話題に焦点を当てた技術発表、学生討論の場として
設けたものです。モンゴル科学技術大学、ルレオ工科大学
（スウェーデ

ン）
、アラスカ・フェアバンクス大学、カーティン大学
（オーストラリア）
から

教授等を招いたほか、学生9名を招待し、秋田大学生との交流やポス

ター発表、学生による討論会を開催しました。初日は研究討論会を行
い、各大学を代表する教授等による8件の研究発表が行われ70名以上

が参加しました。二日目以降はフィールドワークを行いました。二日目は
青森県八戸市の
（株）
八戸製錬、三日目は岩手県松尾八幡平市の旧

松尾鉱山新中和処理施設を訪問し、鉛・亜鉛の乾式製錬や鉱山廃水

の処理施設を見学しました。参加者から大好評を博すなど、最新の資
源開発技術に触れる国際ワークショップが開催できたと考えています。

International Workshop
“Trends and Research Topics of Resource Development Technologies Overseas”
Atsushi Shibayama（Program Coordinator of Leading Program）

Akita University Graduate School of Engineering and Resource Science/ Head of Venture Business Laboratory

The Leading Program hosted an international workshop from

presentation and a student discussion session. Over 70 people

the 25th to 27th of September 2013. This workshop was attended

participated in the research workshop held on the first day where

by researchers with expertise in resource studies education

eight presentations were given by professors from each university.

research from advanced foreign universities and resource-rich

The rest of the workshop was field trips. They went on a field trip

countries and provided an opportunity to hear presentations on

to Hachinohe Smelting Company in Hachinohe, Aomori on the

technologies with a focus on technical topics and shared opinions

second day, and then to a new neutralizing processing facility of

among students. Guests included professors and nine students

former Matsuo mine in Hachimantai, Iwate on the third day to

from the Mongolian University of Science and Technology,

observe the dry lead/zinc smelting and mine drainage processing

Lulea University of Technology (Sweden), University of Alaska

facilities. The international workshop provided an opportunity to

Fairbanks, Curtin University (Australia) and they met with

introduce the latest resource development technologies and was

students from Akita University in an exchange event, a poster

well received by the participants.

モンゴル科学技術大学
（モンゴル国）／オチール・ゲレル教授

ルレオ工科大学
（スウェーデン）／ジャン・ローゼンクランツ教授

Mongolian University of Science and Technology（Mongolia）/
Professor Ochir GEREL

アラスカ・フェアバンクス大学
（USA）／ラジヴ・ガングリ教授
（左）

University of Alaska Fairbanks（USA）/ Professor Rajive Ganguli
（left）

Lulea University of Technology（Sweden）/ Professor Jan
Rosenkranz

学生のポスターセッションにて
At students poster session

秋田大学国際資源学教育研究センター長 安達 毅
Head of ICREMER / Professor Tsuyoshi Adachi
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サマーキャンプ in モンゴルの開催報告
柴山 敦（プログラムコーディネーター）

秋田大学大学院工学資源学研究科・資源学専攻・環境応用化学専攻・教授
（ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長）

平成25年8月19日～ 8月26日の間、モンゴルでサマーキャンプを開

催しました。リーディングプログラム学生6名のほか、工学資源学部と
教育文化学部の学部生5名が同行し、モンゴル科学技術大学キャン

パス内での2日間の研究討論のほか、銅・モリブデン鉱山の見学と地
質調査演習を含む合計5日間の合宿勉強会でした。

研究発表・討論会では、秋田大学からの参加者18名を含む合計40
名以上が参加し、両大学から、2日間で教員7名、学生14名の発表が

行われました。最新の研究成果発表や活発な質疑応答に加え、両大
学の概要紹介による学術交流を行いました。続く鉱山見学と地質調査

では、モンゴル科学技術大学のエルデネット分校を訪ね、最近の資源

学教育研究と分校の活動状況について説明を受けたほか、図書館、
機械工学系実験室、選鉱学実験室を見学し、学生教育の現状に触れ

ました。またモンゴル最大の銅－モリブデン鉱山であるエルデネット鉱
山を見学し、鉱山概要のほか露天掘りの採掘状況、選鉱プラント、選

鉱研究所
（ラボ）
の見学を行いました。さらにゴルヒ・テルジ地区での

地質調査
（サマーキャンプ・フィールド調査）
では、旧中国系の開発に

よって1960年代まで行われていた石英鉱山および同地質鉱床帯を巡

検し、地質構造の現地視察と旧採掘現場等の見学を行いました。これ

らを通じ、地質調査を含む資源開発の現場実習を行ったほか、鉱山
技術に触れる実践教育や現地技術者との意見交換を行いました。

Report on the Summer Camp in Mongolia
Atsushi Shibayama（Program Coordinator of Leading Program）

Akita University Graduate School of Engineering and Resource Science/ Head of Venture Business Laboratory

We had a summer camp in Mongolia from the 19th to 26th of

and various activities at the Erdenet Campus. They also visited

August 2013. Six students from the Leading Program were joined

the university library, mechanical engineering laboratories,

by five undergraduate students from the Faculty of Engineering

and mineral processing laboratories to observe the current

and Resource Science and the Faculty of Education and Human

educational state of the university. The students then visited the

Studies to participate in research workshops at the Mongolian

Erdenet Mine, which is the largest copper-molybdenum mining

University of Science and Technology for two days as well as

in Mongolia where they were given explanations of the mine and

field trip to a copper-molybdenum mine and geological survey

observed their surface mining operations, mineral processing

exercise in the five-day study camp.

plants and laboratories. During the geological survey at the

Over 40 people, including 18 from Akita University, participated

Gorkhi-Terelj area (summer camp field survey), the students

in the research workshop and symposium. Seven teachers and

took a tour of a quartz mine and surrounded deposits that were

14 students gave presentations during the two-day program to

developed by a former Chinese project that lasted until the

update on the latest study results and were engaged in active

1960s and observed the geological structure and the former

Q&A sessions and academic exchanges by introducing their

mining site there. Through this, the students also participated in

universities to each other. The students went on to visit the

a field exercise on resource development including a geological

Erdenet Campus of the Mongolian University of Science and

survey and a practical training to learn about mining technology

Technology during the mine fieldtrip and geological survey and

and engaged in a session to exchange opinions with local

learned about recent developments in resource studies education

engineers.

研究発表会の様子、モンゴル科学技術大学にて

モンゴル科学技術大学にて集合写真

モンゴル科学技術大学エルデネット分校での研究室視察

研究発表会の様子、モンゴル科学技術大学にて

鉱山施設見学

ゴルヒ地区での地質調査

Research presentation at Mongolian University of Science and
Technology

Research presentation at Mongolian University of Science and
Technology

Group photo at Mongolian University of Science and Technology

Field trip excursion at Erdenet mining industry

Visiting a laboratory in MUST Erdenet campus in Erdenet

Geological survey around Gorhi area
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Leading Program workshop at University and study trip

秋田大学でのリーディングプログラムのワークショップと研究旅行
この9月に、私たち、生産冶金学准教授のカイサ･サムエルソンと

選鉱学教授のジャン･ローゼンクランツは、日本の秋田にある新たな

パートナーとなる大学へと赴きました。きっかけは、秋田大学の柴山
敦工学資源学部教授（資源処理・リサイクル工学の研究チームの代
表者）
から、国際ワークショップ「資源開発技術の最新動向と次世代
型鉱山開発への挑戦」
と、その後に続く東北地方への2日間の研究
旅行への参加の招待を受けたことでした。

世界の様々な地域から大学関係者を集め経験を交換することは、

特に大学院生や博士課程の学生にとって非常に有益です。私たちは

様々な産業施設を訪れただけでなく、秋田県、青森県の美しい山岳

風景も見ることができ、主催者やスタッフの方々からの温かいおもて

なしも受けました。また、かつての侍の町、角館などいくつかの素晴ら

しい場所も訪れ、おいしい日本食もいただきました。改めて心から感
謝申し上げます。

ワークショップの初日は非常に国際的なもので、地質学から採鉱

秋田大学とルレオ工科大学の学術協力協定は、つい最近の今年

く興味深い討論などが様々ありました。ワークショップには教授も学

して、私たちは近い将来この協力関係をますます発展させていくこと

技術、資源処理に至るまで、ユニークな発表やポスター、その後に続
生も参加し、研究面においても教育面においてもとても良い洞察を
与えていました。研究旅行はよく計画されており、私たちはまず八戸

5月に結ばれています。ルレオ工科大学の鉱物･金属研究所の代表と

をとても楽しみにしております。

市にある亜鉛製錬所を訪れました。そこで用いられていた溶鉱炉技

2013年10月、ルレオにて

引き続き、かつて日本で最大の硫黄鉱山であった松尾鉱山に行き、

カイサ･サムエルソン

術はヨーロッパでは見られないもので、興味深かったです。それから
酸性鉱山廃水を中和処理する施設を見学しました。

生産冶金学准教授

ジャン･ローゼンクランツ
選鉱学教授
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Akita University Leading Program International Workshop 2013 in Akita

秋田大学リーディングプログラム国際ワークショップ2013
2013年9月30日
柴山教授

私自身と私が担当する2人の大学院生、Purevbaatar Narantsetseg

氏とVaibhav Raj氏を代表して、先週秋田大学を訪問する機会をい

ただいたことに心から感謝申し上げます。資源開発を全体論的視点

から見て、その社会的側面を工学的･経済学的側面に結び付けると

いう、教授の新たな大学院課程の構想には非常に感銘を受けており

ます。また、2013年9月25日のシンポジウムには、非常に多くの異なる
国々や大陸を代表して参加者が集まっていたことにも驚きました。八

戸の製錬所や旧松尾鉱山の中和処理施設を訪れたフィールド･トリッ

造業経済のために金属を必要としています。この製錬所で起きたこと

に立証されているように、日本が津波で受けた惨害からどのように立

ち直ってきているかも喜びに値します。中和処理施設の視察は非常

に興味をそそるものでした。ここでは驚くべき処理がされており、閉鎖

された鉱山の跡地から発生する酸を中和していました。鉱業に携わ

る人は皆このような場所を訪れるべきだと思います。そうすることで私
たちは環境や社会に対する責任を常に意識できるでしょう。

シンポジウムもフィールド･トリップも非常によく計画されていました。

特にイシイヤスシ氏と教授の他のスタッフの方々の、準備やきめ細や

かな配慮に感謝します。柴山教授と今後も共に働くことを楽しみにし

ております。

プもとても勉強になりました。

製錬所の視察により、日本には鉱山は多くないものの、日本は国

際的な資源開発と密接に関係していることが浮き彫りになりました。
世界は日本の製錬技術を必要としており、一方で日本は活気ある製

ラジヴ・ガングリ博士・技術士

鉱物産業研究所 所長
アラスカ大学フェアバンクス校 鉱山・地質学科長
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学生VOICE
Student VOICE

THE RIGHT PLACE WITH THE LEADING PROGRAM
INTO THE INTERGRATED RESOURCE SCIENCE SECTOR
Dineo Florence Sefemo / Resource development and Processing Course

If you you are interested in the resource science sector, this is the right place to grow you into the
global world of mineral industry from exploration -mining-engineering and economics of resource
development to value added benefits in the business of energy and metals The leading program entail
detailed learnings in different lectures from the technical part to the economics of the mineral and
mining sector. As a geology graduate into this programme as a mineral economics major, I feel very
privileged. I have the opportunity to learn in detail associated disciplines of mining (material processing,
mineral resource development, energy geopolitics, petroleum geology) which I did not have an experience of before. We are offered
special lectures continually to gain an understanding of international issues within the metal mining and energy sector and the
associated politics in this industry. This broadens my scope of interest in the industry at large as this enables us to fit in most areas.
The world is full of opportunities and I am to embrace that with this programme. As a mine geologist at the moment I am interested
in mine project evaluation and this programme will enable me to easily evaluate all mining projects (e.g., geology, metallurgy etc.)
with detailed understanding .Thanks to professors and the leading programme team for have given me this opportunity.

総合的な資源科学の分野を学ぶのにふさわしい場所であるリーディングプログラム
ディネオ・フローレンス・セフェモ / 資源開発素材コース

資源科学の分野に興味があるのなら、
このプログラムは鉱山開発工学、
資源開発経済学からエネルギー業界や金属業界における付加価値利益に至るまで、
グローバルな鉱物産業の世界で成長するのにふさわしい場所です。リーディングプログラムでは、技術的な面から鉱物や採掘の分野の経済学に至るまで、様々
な講義で詳細に学ぶことができます。地質学で学士号を取得した者として、鉱物経済学を専攻してこのプログラムを受講することができ、私はとても恵まれてい
ると感じます。私は今までに学んだ経験のない鉱業の関連分野
（材料加工、鉱物資源開発、エネルギー地政学、石油地質学）
について詳細に学ぶ機会を得ま
した。私たちは金属鉱業、エネルギー分野、そしてこの産業に関連した政治問題における国際的な事柄の理解を得るため、継続的に特別講義を受けることが
できます。これにより私たちはほとんどの領域に触れることができるので、この産業一般に対する私の興味の範囲が広がります。世界はチャンスで満ち溢れてい
て、私はこのプログラムでそのチャンスを掴み取ろうとしています。現在、鉱山地質学者として私は鉱山プロジェクト評価に関心を持っているのですが、このプロ
グラムを通して全ての鉱業プロジェクト
（地質学、金属学など）
を詳細に理解して容易に評価できるようになるでしょう。このチャンスを与えてくださった先生方、
リーディングプログラムのチームの方々に感謝します。

Vol.03

The Program
Member’s VO
ICE

伝統に支えられたグローバルかつ学際的な資源学教育プログラム
大場

司

工学資源学研究科

准教授

秋田鉱山専門学校を礎として100年におよぶ資源学教育の伝統に支えられ
た本プログラムでは、資源に関係する多岐に渡る分野－応用化学、資源開発、
地球科学、国際文化、経済学など－の教育を実施しています。連携大学・企業

やフィールドは世界各地に広がります。ある時は教室で、又ある時は海外フィール
ドで、多様な専門性と国籍をもつ学生がともに幅広い分野について学びます。
総合的な知識と技術を持って世界を舞台に活躍する人材を育成します。

Global and interdisciplinary resource studies
education program supported by tradition
Tsukasa Oba

Associate Professor at the Graduate School of Engineering and Resource Science
This program, which is supported by a 100 year tradition of
resource studies education based in the Akita Mining College,
provides courses on various resource related fields including
applied chemistry, resource development, geoscience, international
culture and economics. Partner universities and businesses

and fields are now expanding worldwide. Students from various
academic and national backgrounds learn together on broad range
of fields sometimes in classrooms and overseas at other times. It
is a venue that fosters the talent of those who would succeed on
the global stage with comprehensive knowledge and technologies.

AKITA UNIVERSITY Graduate School of Engineering & Resource Science New Frontier Leader Program for Rare-metals and Resources Leading Program News

6 秋田大学 大学院工学資源学研究科リーディングプログラムニュース Vol.3

活 動 報 告

Activity Report

第2回秋田大学大学院博士課程教育リーディングプログラムシンポジウム
「秋田そして日本発！地下に眠るエネルギー開発の最前線」
~Second Symposium on the Program for Leading Graduate Schools at Akita University~
First Akita, then Japan! The Forefront of Untapped Energy Development
日 時：平成25年8月30日
13：00～17：10

会 場：秋田キャッスルホテル 4階
放光の間

主 催：秋田大学

■開催の趣旨、目的及び実施の概略
日本のエネルギー開発の未来はどうなるのか。本シンポジウムは，第一線で活躍される講師陣によ

る秋田に眠るエネルギー資源と海外への展開について、最新の情勢と将来の展望を交えた講演によ

り、日本発のエネルギー開発について一緒に考えていこうと開催しました。はじめに小川信明工学資源

学研究科長の挨拶がありました。そして4名の専門家による講演と本リーディングプログラムコーディネー

参加者：70名

ターによる博士課程教育リーディングプログラムと平成26年度新設予定の国際資源学部についての説

W h e n: 30 August 2013,

Overview of Intent, Purpose and Execution of Symposium

1:00 to 5:10 pm
Where: Hokonoma, 4F
Akita Castle Hotel

明と紹介がありました。

What does the future hold for energy development in Japan? This symposium was held to
consider the state of energy development in Japan through lectures on both the latest information
and future prospects regarding untapped energy resources in Akita, as well as expansion overseas,

H o s t: Akita University

by professors who are active at the forefront. The symposium began with introductory remarks

Participants:70

by Nobuaki Ogawa, Dean of the Faculty of Engineering and Resource Science. Four specialists
then gave talks, and the coordinator of the Program for Leading Graduate Schools presented an
explanation of the program, as well as a description of the Department of International Resource
Science scheduled for construction in 2014.

挨拶／秋田大学工学資源学研究科長
小川 信明

講演１／
「女川層タイトオイルプロジェクト ～
国内におけるシェール資源の開発へ向けて」
講師：石油資源開発株式会社国内事業本部
副本部長 横井 悟 氏

講演４／「最近の資源探査目的の地震探査技術」 講演５／「秋田大学からの発信
講師：株式会社地球科学総合研究所取締役
～大学院リーディングプログラムと国際資源学部
河合 展夫 氏
（仮称）～」
講師：秋田大学工学資源学研究科教授
柴山 敦

講演２／
「地熱発電と地中熱利用の現状」
講師：秋田大学工学資源学研究科教授
藤井 光

講演３／
「アラブ首長国連邦アブダビ国における
石油開発事情」
講師：国際石油開発帝石株式会社
ユーラシア・中東事業本部本部長補佐
ジャパン石油開発株式会社取締役
川口 健一 氏

懇親会／北光会会長、菊地芳朗氏の挨拶と乾杯

懇親会／参加者による意見交換と親睦
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