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国際資源学部から国際資源学研究科へ／
From the Faculty of International Resource Sciences to the Graduate School of International Resource Sciences
佐藤 時幸／Tokiyuki Sato

国際資源学部長／ Dean, Faculty of International Resource Sciences

資源技術者不足の問題解決のため発足した国際資
源学部は、今年で二年目を迎えます。
しかし、目標とする
資源技術者養成には大学院教育が重要であるため、
このたび大学院国際資源学研究科の新設を二年早めて
文部科学省に申請、来年4月の発足が受理されました。
この新設によって、新研究科は秋田大学国際資源学教
育研究センター（ICREMER）とリーディングプログラムを
取りまとめ、新研究科を中心とした資源学分野の強化を
進める事になります。すでに国際資源学部はプルタミナ（インドネシア国営石油）、
およびトリサクテイ大学との共同実験室をジャカルタに設置し、大学院生を派遣
しています。
国際資源学研究科は、このようなプロジェクトを推進し、国際的な資源ネット
ワークが作られる事を目指します。

The Faculty of International Resource Sciences, which was inaugurated
to address the problem of insufficient numbers of resource engineers in
the workforce, is now welcoming its second year. Because graduate-level
education is necessary for the cultivation of resource engineers, we applied
two years early to MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science
and Technology in Japan) to establish the Graduate School of International
Resource Sciences. It received approval and is to be launched in April of next
year. The new graduate program will become the center of resource science
study at Akita University, strengthening the entire field, with the Leading
Program and ICREMER (The International Center for Research and Education
on Mineral and Energy Resource) under its wing. The Faculty of International
Resource Sciences has already established a collaborative laboratory in Jakarta
with the cooperation of Trisakti University and PERTAMINA, and our students
are already there studying.
The Graduate School of International Resource Sciences will further these
types of projects and aim to build a collaborative international resources
network.

5月28日・29日開催の日アフリカ鉱業・資源ビジネスセミナー 2015（J-SUMIT2）に学生と参加して／
Japan-Africa Mining & Resources Business Seminar 2015 (J-SUMIT2) on 28th & 29th May
北 良行／ Yoshiyuki Kita

LP特任准教授／Associate Professor, LP

2013年の第5回アフリカ開発会議（TICAD-V）開催に先駆けて、アフリカ
51ヶ国の鉱業関係大臣等が東京に集合したのが、J-SUMITセミナーのはじま
りです。この第2回目のセミナーは、経済産業省と独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構（JOGMEC）の主催です。
セミナーは、アフリカ各国鉱業大臣や専門家による講演と資源・鉱業分野関
連団体の展示から構成されており、アフリカに関する幅広い知識を得ることがで
きます。
秋田大学は、安達毅教授を講演者として派遣、
さらに国際資源学部・リーディ
ングプログラム（LP）・国際交流センター・国際資源学教育研究センター共同
のブース展示並びに一般聴講の形で参加しました。アフリカ各国の大使やその
館員、そして主催者JOGMEC理事長の視察もあ
り、秋田大学のブースは絶え間ない訪問者で活
況を呈しました。LPの学生は9名が参加し、皆そ
れぞれが見識を深めることができたと信じておりま
す。学生たちが得た知見はレポートにまとめられ、
各自がポートフォリオとして保管しています。これら
報告の一部を、学生たちの議論の場であるSAM
（Students Activities Meeting) で の 参 加 報 告
会、並びに本ニュースレターへの寄稿として反映さ
せましたので、以下に紹介いたします。
秋田大学からの参加者

The J-SUMIT Seminar was held by ministers of 51 African countries prior to
the Fifth Tokyo International Conference on African Development (TICAD-V) in
May, 2013. Main organizers of this 2nd Seminar were the Ministry of Economy,
Trade and Industry (METI), and Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
(JOGMEC).
The Seminar consisted of lectures by dozen African minsters and specialists
from various fields, and exhibitions by large numbers of organizations related to
mineral resources and mining. I was convinced that the participants could get
significant information related to Africa.
Akita University sent Professor Tsuyoshi Adachi as a seminar lecturer, and
displayed a joint exhibition booth of Faculty of International Resources, Leading
Program (LP), International Exchange Center, and International Center for
Research and Education on Mineral and Resources. During
this event, our booth was very busy with incessant visitors
such as some ambassadors and his members of African
countries, and the JOGMEC president. Nine LP students
participated in this Seminar and I believed that all students
acquired indispensable knowledge for their researches.
Each student summarized these obtained information as
a report and kept in own portfolio. They also made some
presentations in Students Activities Meeting (SAM) and
contributed manuscripts would be shown below in this
newsletter.

The participants from Akita University
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Ⅰ．Introduction／はじめに

Kegomoditswe Koitsiwe：D1／ケホモディ・コイツウェ：地球資源学コース 博士後期課程1年

Many delegates from Africa and around the world gathered at The Prince Park
Tower Hotel at Tokyo on 28-29 May 2015 to attend J-SUMIT2. Japan Sustainable
Mining, Investment and Technology Business is a forum aimed to share the latest
development of mining resource sector by pin-pointing the opportunities, potential
of resource-related business in overseas countries and challenges of mining
industry in Africa, experienced by countries and investing companies. Participants
from 32 countries attended the Sumit with ministers and other delegates from 15
African countries. A total of around 2,000 people attended the meeting indicating
the importance of mineral resource issues. The meeting included speeches from
countries and companies representatives and 42 displays by companies and 30 booths
by other participants. This meeting offered an opportunity to learn about mining or
mineral resource industry and appreciate the challenges and opportunities that the
industry experience and offer. It was a privilege to attend and learn from experienced
and high profile people.

アフリカ、そして世界の国々から多くの代表が、2015年5月28、29日東京のプリン
スパークタワーホテルに集まり、J-SUMIT2に参加しました。日アフリカ鉱業・資源
ビジネスセミナー2015は、機会、海外の国々の資源関連ビジネスの可能性、各
国や投資している企業が経験したアフリカにおける鉱業の課題に焦点を定めた、
鉱物資源部門の最新の発展を分かち合うことを目的としたフォーラムです。アフリ
カの15か国からの大臣や他の参加者を含む、32か国の参加者がSUMITに出
席しました。合計約2,000人が参加しましたが、このことが鉱業資源の問題の重
要性を示しています。会議には、国や企業の代表によるスピーチ、企業による42
の展示、そしてその他の参加者による30のブースがありました。この会議は、鉱
業や鉱物資源業界について学び、業界が経験し提供する課題や機会を正しく
理解するために学ぶ機会を提供しました。私は、この会議に参加して経験豊富
で著名な人々から学ぶことができて光栄でした。

Ⅱ．Why I attended J-SUMIT seminar／私がJ-SUMITセミナーに参加した理由

Refilwe Sandra Magwaneng：M2／レフィルウェ・サンドラ・マグワネン：資源開発素材コース 博士前期課程2年

Through the Leading Program and my supervisors, I learnt about J-Sumit and
that it offers some talks on issues related to many mining resource issues.
The interest was also prompted by the fact that a lot of Africans will attend and
even from my country. It would allow me a chance to network and get to date with
current issues and relation to Japan. The J-SUMIT2
proved to be a pleasant event to attend because of
the talks presented by ministers and professionals
from industry. Sustainable development and how new
technologies are being used in the mining industry
were interesting talks to listen to. I was particularly
happy to listen attend a meeting between Botswana
delegates and Akita University professors.

リーディングプログラムと私の指導教員を通じて、J-SUMIT2は鉱物資源の多
くの問題に関する講義を、いくつか開催することと知りました。私の国の出身者を
はじめ多くのアフリカ人が参加することからも、興味を引かれました。この会議で
は、私はネットワークを作るチャンスを得て、日本に関することや最新の問題を知
ることができました。大臣や業界の専門家による講演があったので、
J-SUMIT2は参加してよかったと思えるイベントでした。持続可能な開
発や鉱業に、新しい技術がどう使用されているのかに関する講演は、
聞いていて興味深かったです。特に、ボツワナ代表者と秋田大学教
授との会議に参加して、話を聞けたことがよかったと思います。
ボツワナ代表団との会合

The meeting with the delegation from Botswana.

Ⅲ．Speeches by Ministers／各国の大臣による講演
Dineo Florence Sefemo：M2／ディネオ・フローレンス・セフェモ：資源開発素材コース 博士前期課程2年
Speeches were given by ministers of mineral resources, mining sector, energy
南アフリカ、アンゴラ、ボツワナ、モザンビーク、コンゴの鉱物資源、鉱業部門、
and water resources that included from African countries South Africa, Angola,
エネルギーおよび水資源の大臣各位、およびガボン共和国の鉱業・観光大臣を
Botswana, Mozambique, Democratic Republic of Congo and minister of Gabonese
含むアフリカ諸国の大臣による講演が行われました。
Republic from the mines industry and tourism sector.
ほとんどすべての講演が、各国の鉱物探査、鉱業法令、鉱業潜在力と生産、
Almost all speeches were directed on the countries mineral exploration,
鉱物資源の分配、
鉱物資源部門の開発が直面する投資の機会や課題に関す
mining law and legislations, mining potential and production, distribution of
るものでした。この講演の目的は、生の情報を提供し、アフリカの鉱物と鉱業資
mineral resources in their respective countries, investment opportunities and
challenges faced on the development of the mining resource sector. This was
源部門への投資促進における日本政府とJ-SUMIT2の参加者の関係構築に寄
aimed to deliver first-hand information and contribute in the relations
与することでした。他の問題としては政治や安全
with the Japanese government and other attendees of the J-SUMIT2 in
の状況、経済の現状、インフラ開発の現状があり、
promotion of investment in the minerals and mining resource sector in
アクセシビリティや鉱物輸出の能力、知られている
Africa. Other issues including the political and security situations, current
未開発の自然資源とそれらの外国投資の可能性
state of the economy, state of infrastructural development that speaks of
が、主に議論された重要問題でした。実例として
the accessibility and ability for mineral exports, the known undeveloped
natural resources and their potential for foreign investment were some of
は、ボツワナやモザンビークの石炭開発部門、コ
the key issues discussed. Examples include the coal development sector
ンゴ共和国の銅、コバルト、亜鉛、錫鉱床などが
in Botswana and Mozambique, the copper, cobalt, zinc and tin deposits in
取り上げられました。
講演後、秋田大学ブースを訪れた大使
the Democratic Republic of Congo.
The ambassador visits to our booth after the speeches.

Ⅳ．Speeches by Experts ／専門家による講演

Ariuntuya Battsenge：D1／アリウントゥヤ・バトセンゲル：資源開発素材コース 博士後期課程1年

Totally 28 speeches and presentations were given by experts from various
countries such as Japan, Canada, United Kingdom, Australia, Sweden, South
Africa, Tanzania and Zimbabwe. The presenters are belonged in international
organizations, resource related enterprises, financial and research institutes, mining
companies, manufacturing companies and universities. Their speeches mainly
aimed to share the latest projects, investment proposals for the African countries
and new research programs of the resource sciences. One of the interesting
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合計28の講演やプレゼンテーションが、日本、カナダ、英国、オーストラリア、ス
ウェーデン、南アフリカ、タンザニア、ジンバブウェなどの様々な国の専門家によっ
て行われました。プレゼンターは、国際機構、資源関連企業、金融および研究機
関、採掘企業、製造企業、大学などに所属していました。彼らのスピーチの目的
は、主として、最新のプロジェクト、アフリカ諸国への投資の提案、資源科学の新
しい研究プログラムを参加者に伝えることでした。興味深かったスピーチの1つが、
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speeches was given by Mr. Takashi Ooka who is a general manager of JOGMEC
Botswana office. He explained about the Japanese governmental support for
exploration and development activities in mining sector of the Southern African
Countries by Japanese companies. These activities foster to secure the stable
supply of resources and contribute the domestic development of mining industry
in Africa. One of most important matter is an improvement of investment climate
by building and strengthening relationships between resource-rich countries and
Japan.

JOGMECボツワナセンター長の大岡隆氏によるものでした。大岡氏は、日本企業
による南部アフリカ諸国における探査と開発活動への日本政府の支援について
説明されました。それらの活動は、資源の安定供給の保証とアフリカにおける鉱
業の国内開発への貢献を促進します。最も重要なことの1つとしては、資源が豊
かな国と日本の間の関係の設立・強化による投資環境の改善があります。

Ⅴ．Exhibition and Conclusion ／展示会およびまとめ

M. Zain Tuakia：D1／M.ザイン・トゥアキア：地球資源学コース 博士後期課程1年

Total 30 booths were participated in exhibition including JOGMEC, Japan
International Cooperation Agency (JICA), Fukushima prefecture, mining companies
and consultants, equipment supplier, engineering consultants, infrastructure and
plant constructors and universities.
We had one booth in the area and many people came in the booth and asked
about University program of resource and mining course. Particularly African
people interested in an international student program. We introduced our
program related to resource and mining course as well as the new “Faculty of
International Resource Sciences”. Through the seminar, Japan and African
countries could promote their investment for infrastructure and resources
development and strengthen basis of resources industry, human resource
development and sustainable resources development. The seminar was a good
learning platform both of African and other area students. As well as an updating
opportunity for mining companies which are interested to investing in African
mineral sector. There was also a blend of new ideas for research students
especially for the students related to resource field and a good knowing how of
the latest technology for the advancement of mining sector.
These activities should be continued not
only for African countries but also for other
resource rich countries. Alongside mining
there should also be investment in the
processing plants for the ores, as processed
metal will add more to the economy of the
country as compared to raw mineral. For next
seminar, Akita University should participate
both in seminar and exhibition and students
from Africa and developing countries are
advised to attend the seminar.

JOGMEC、独立行政法人国際協力機構
（JICA）、福島県、採掘企業および
コンサルタント、設備・備品サプライヤー、技術コンサルタント、インフラおよびプラ
ント建設企業、大学を含む合計30のブースが参加しました。
私たちは展示エリアに1つブースを出しましたが、多くの人々がブースを訪れ
て、資源と鉱業コースの大学のプログラムについて質問しました。特に、アフリ
カの人々は国際学生プログラムに興味を持っているようでした。私たちは、資源
と鉱業のコースについて、また同様に新しい
「国際資源学部」
についても紹介
しました。セミナーを通じて、日本とアフリカ諸国は、インフラや資源開発に関する
投資を促進し、資源業界、人材開発、持続可能な資源開発の基盤を強化するこ
とができました。セミナーは、アフリカと他の地域の学生にとってよい学びのプラット
フォームとなりました。同様に、アフリカの鉱物部門への投資に興味がある採掘企

業にとっては、情報更新の機会になりました。研究生、特に資源分野に関連する
生徒にとっては、新しい考えを混ぜることができ、鉱物部門の発展のための最新
の技術がどうなっているのか知ることができたのがよかったです。
それらの活動を、アフリカ諸国だけではなく、他の資源大国のためにも継続する
べきです。原材料と比べると、加工された金属の方が国の
経済にプラスになることから、鉱業と並行して、鉱石の加工
工場への投資も行うべきでしょう。次回のセミナーに向けて
ですが、秋田大学は、セミナーと展示の両方に参加して、
アフリカ諸国と途上国の学生にはセミナーに参加すること
を勧めた方がよいでしょう。
左から3人目がJ-SUMIT2主催JOGMEC河野理事長

The organizer of J-SUMIT2 2015, Hirohumi Kawano
（third left）

研 究 紹 介 Research Introduction
阿部

一徳 博士（工学）
／Kazunori Abe, PhD

秋田大学大学院工学資源学研究科 博士研究員／ Postdoctoral researcher, Graduate School of Engineering and Resource Sciences, Akita University

2014年4月からリーディングプログラムの博士研究員として
石油・天然ガス資源の開発に関する研究に取り組んでいま
す。
また、
リーディングプログラムでの取り組み（シンポジウム、
講義、学会など）を研究員の立場から支援しています。私の
所属研究室では地中熱ヒートポンプ、石油増進回収、シェー
ルガス開発、二酸化炭素貯留技術などの室内実験及びシ
ミュレーションが行われています。現在、シェールガスの研究については生産時
におけるガスの流動挙動を解明するために、秋田県内における女川層頁岩を対
象として、細孔構造の推定や有機物量の測定、含有鉱物の測定を行っておりま
す。シェールガスは頁岩中の有機質表面の微小孔隙に吸着すると考えられてお
り、その孔隙径はミクロ領域に及びます。この微小孔隙中でのガス流動は明らか
にされておらず、
より単純な流動モデルを構築するためには、様々なアプローチか
ら室内実験を進める必要があります。実験方法としては頁岩を利用した低圧・高
圧ガス吸着試験や電子顕微鏡観察、X線回折測定、有機物量解析、浸透率測
定を中心に実地しており、各パラメータの関連性を検討しています。
リーディング
プログラムを通じ、研究と教育について考える機会を与えて頂き、深く感謝してお
ります。

As a postdoctoral fellow, I have tackled some studies on the petroleum
and natural gas developments. And Iʼve also supported works of the leading
program such as symposiums, lectures, and conferences. Our laboratory has
conducted laboratory experiments and simulations about geothermal heat
pumps, enhanced oil recovery, the shale gas developments, and CCS (Carbon
dioxide Capture and Storage) techniques. Targeting shale samples of the
Onnagawa formation in the Akita prefecture, now we are measuring their
organic carbon contents and mineral composition and trying to determine pore
structure. Some studies imply that much of shale gas exits as adsorbed state
especially on the surface of organic matters and gas flow mechanics in these
small pores. To make a simpler flow model of shale gas, we should advance
our studies with various approaches. We are trying to find out relations
between each parameter through the conducted laboratory tests such as the
low and high pressure gas adsorption experiments, the electron microscopic
observation, the X-ray diffraction measurements, and the TOC (Total Organic
Content) analysis on the shale. I got great opportunities to think over our
researches and education from the leading program. I really appreciate it.
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授 業 紹 介 Course Introduction
ラボサーキット演習／Laboratory Circuit Training
山﨑 誠／Makoto Yamasaki
国際資源学部

准教授／Associate Professor, Faculty of International Resource Science

1. 概要
資源探査に欠かせない試掘井等での古生物学的手法を用いた地質年代
や堆積環境の検討手法についての基礎知識の習得を目標とする。特に、微
化石を用いた手法を紹介し、実際の石油坑井の資料を用いて地質年代決定
の詳細とその原理を学ぶ。また、様々な古環境解析手法について解説する。
演習は、大きく2つに分けられる。まず、実際の石油坑井試料より得られた微
化石の分析結果に基づいて坑井の地質年代を検討する。その上で、汎世界
的な環境変動などを踏まえ、試料採取地域の地史を復元する。次に、日本海
側地域の標準層序として知られる、男鹿半島に分布する最上部新生界の地
層を観察する。その際、野外での地層観察から堆積環境を推定するとともに、
微化石試料を採取する。実験室では、これらの試料から微化石を抽出し、古
環境指標を用いた海洋環境の復元を実習する。

1. Outline of laboratory circuit training
The purpose of the class is to learn micropaleontological dating technique
and reconstruction of the paleoenvironmental change, also used as one of the
standard tools for hydrocarbon exploration. The exercise is divided into two
parts. First, students assign geologic ages based on the stratigraphic records of
microfossils from oil wells, and reconstruct the paleoenvironmental history around
the wells from a global climatological point of view. Second, students join a field
trip to the Oga Peninsula where the uppermost Cenozoic standard geologic section
is distributed. In the field trip, students discuss the sedimentological environment
from the observation of the outcrops in the Oga Peninsula, and take some rock
samples for a micropaleontological analysis. Microfossils are chemically extracted
from the samples in the laboratory, and subsequently observed under stereoscope
and/or SEM (scanning electron microscope). Based on the sedimentary and
microfossil analyses, paleoenvironmental condition is discussed.

2. 期待される効果・結果等
本ラボサーキット演習により以下の成果が期待される。
（1）資源探査で掘削された坑井について微化石を用いた地質年代決定手法
を理解できる。
（2）微化石を用いた古環境復元方法を理解できる。
（3）岩石から微化石を抽出する方法を理解できる。
（4）
各種顕微鏡を用いて微化石のおおまかな分類を理解し、調査対象層準
の堆積環境を、含有する化石から推測することができるようになる。

2. Expected outcome
(1) Students will explain the outline of micropaleontological dating technique
for hydrocarbon exploration.
(2) Students will explain the methods of paleoenvironmental reconstruction.
(3) Students will explain extraction methods of microfossils from sedimentary
rocks.
(4) Students will explain outline of micorofossil taxonomy and reconstruct the
paleoenvironment at the specific horizon from which microfossil samples
are obtained.

このラボサーキット演習は私の研究内容と密接に関連しており、石油探査につ
いての標準的な技術のスキルアップに役立ちます。私はこの演習を昨年度受講し
ました。演習は座学と研究室での実験からなり、初学者（他の専門分野を専攻
する学生）にとって、微古生物学の基礎と、炭化水素鉱床探査への応用方法を
理解するのが容易な構成です。
石油探鉱では、一般的に地質年代を検討するために生層序区分が用いられ
ます。
この演習では微古生物学に関連した2つの実習をおこないます。
1）
地
 質年代決定に関する実習では、あらかじめ示された微化石の産出一覧表
に基づいて年代―深度モデルを作成します。実習では、微化石層序により見
出された堆積間隙と汎世界的環境イベントとの対応について考察します。
2）
古
 環境復元のための環境指標に関しては、まず地質巡検で男鹿半島を訪れ
鮪川層より微化石試料を採取します。そして薬品を利用して岩石を構成粒子
にまで分解し、双眼実体顕微鏡下で浮遊性有孔虫と底生有孔虫の比率（P/
T比）を調べます。
この分析結果と、事前に採取された東シナ海の大陸棚から
大陸斜面にかけての測線で得られたP/T比との比較から調査層準での外洋
水の影響度を推測するとともに、鮪川層の試料採取層準の岩相より推測され
る堆積環境を合わせて鮪川層堆積当時の古環境を復元します。
この演習でおこなわれる座学と実際に野外で採取した試料の分析の組み合
わせは新しく学ぶ演習としても、また微
化石に興味のある学生にとっても理解
がたやすいです。受講学生はゼロから
応用的な部分、科学的な面だけでなく
鉱業的な重要性についても短期間で
学ぶことができます。

This laboratory circuit training class is a relevant with my study and very useful to
refresh and upgrade the standard skill for hydrocarbon exploration. I took this class
the last year. The curriculum is organized to make the newly-coming students with
different backgrounds obtain basic knowledge of the micropaleontological dating
which is essential tool in hydrocarbon exploration, matching between lectures and
practical workouts in the laboratory.
Petroleum exploration routinely employs biostratigraphic zones in dating
rock units. In this practicum we do exercise two kinds of the application of
micropaleontology:
1. Age determination technique: determine the geological age of an oil well from
age-depth plots using biostratigraphic data; calculate of sedimentation rate from
the well; and clear the relationship between hiatus and/or global tectonic events.
2. Proxy for paleoenvironmental reconstruction: discuss the sedimentological
environment from the observation of the outcrops in the field trip of
the Oga Peninsula; take rock samples (the Shibikawa Formation) for a
micropaleontological analysis; extract the microfossils chemically from the
samples in the laboratory, and subsequently observe under stereoscope; identify
and calculate planktic and benthic foraminifers ratio; introduce the general
paleoenvironmental condition based on P/T ratio calculation; reconstruct
paleoenvironmetal condition of the Shibakawa Formation based on litho-facies
and P/T ratio calculation; finally combine with depositional condition from the
other area.
The flow of this course in which the lectures
and laboratory experiments are combined,
is very good to understand for the students
generally having interests in microfossils.
Also, students will understand the scientific
and industrial importance of the applied
biostratigraphy for short time.

ラボサーキット演習の学生の様子
Laboratory practice
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プログラム協力者VOICE
The Program Member’s VOICE

A personal message to the students of the Leading Programme at Akita University／秋田大学
リーディングプログラムの学生への個人的なメッセージ
Frederick Cawood／フレデリック・ケーウッド

Professor, School of Mining Engineering: University of the Witwatersrand（South Africa）; and Visiting Professor, ICREMER: Akita University（Japan）／ウィッ
トウォータースランド大学（南アフリカ）鉱山学科教授 および 秋田大学 ICREMER 客員教授
I had the opportunity to build my network of international colleagues and
friends during April and May this year when I presented a course at Akita
University. As guest of Professor Tsuyoshi Adachi (Director of the Centre for
Research and Education on Mineral and Energy Resources, better known as
ICREMER) I was lecturing Resource Science Literacy II. The course dealt with
the policy issues for effective resource governance for national benefit so that
students could develop a fundamental understanding of how the micro- and
macro-economy interact in the minerals sector. I have many fond memories
of the five talented postgraduates whom I worked with, namely Anya, Dineo,
Li, Refilwe and Saing (alphabetical order). Apart from Professor Adachi and
his staff at ICREMER, I also developed a deep friendship with the members of
a small lunch club that we formed during my time at Akita. I had many good
times with Mr Kurashina from International Office, Profs. Mizuta and Kita from
the Leading Programme. Finally, I had the great honour to share my thoughts
on the future of African Mining at J-SUMIT2 in Tokyo.
When the invitation from Akita University came, I accepted it with both
excitement and anxiety. Japan is a country that I visited once before and
knew very little about at the time. For me this was something to do during
a sabbatical leave, an opportunity to work with international students, make
more friends and to cement the relationship between the two universities. It
was also an opportunity to travel, see Japan and to learn more about Japan and
its people. Akita is one of those cities in the world that one will never forget.
I have made many friends, had food that I never thought I will eat and it was
… gochisõ-sama! Akita is a city filled with beauty, where people are kind and
proper … and … where the University President eats in the canteen – just to
make sure that the food quality is good.
It is a great pleasure for me to give a message to the Leading Programme
students, who are mostly international and who may find the lonely moments
in Akita too much at times. My first message is to enjoy Japan. Make friends
and maintain contact afterwards. There is already an informal International
Student Club at Akita, who could arrange regular academic, professional
development and social (sightseeing) events. My second message is to
develop – both professionally and as a citizen. For this it is necessary to
identify a good mentor – a person who cares about your development and
who does not see mentoring as a job. My third message is to be strategic and
steadfast with your development and your career. If you find the environment
(both University and employment) unsuitable, donʼt just leave. Look at ways
to make a difference and always remember that degree certificates only make
up half of your qualification. It is the other half that will make you successful,
which is made up by experience (sometimes at far-away places in difficult
conditions), your positive attitude and balancing conflicting demands on you
and your time. Few people are borne as leaders. A leader develops to the
point where she or he believes in him or herself. A leader has a plan to meet
personal goals, is willing to make mistakes and most of all, who never stops
reading, learning and thinking. My final message is to start preparing for
going into the ‘world-of-workʼ. The
international mining sector is not in
a good space presently and finding
good employment will be difficult.
Ways to improve the chances of
employment is to distinguish yourself
from other students by obtaining
good grades, ensure that your
research is relevant and of top quality
and breeding a positive attitude. I
hope that this message will contribute
to your future success.

私は2015年4〜5月に秋田大学に滞在し、国際的な同僚や友人のネット
ワークを築く機会がありました。国際資源学教育研究センター（ICREMER）
の安達毅教授のゲストとして、資源学リテラシー IIの講義を行いました。その
コースでは、国益にそった効果的資源管理のための政策課題を取り上げ、
鉱物部門においてマクロ経済とミクロの経済とがどのように影響しあっている
のかについて、学生が基礎的な理解を形成することができるよう、資源ガバ
ナンスに関する政策問題を取り上げました。私には、共に取り組んだ5名の
有能な大学院生（アルファベット順：アーニャ、ディネオ、
リー、レフィルウェ、ザ
イン）との、よい思い出がたくさんできました。ICREMERの安達教授と彼の
スタッフは勿論、私の秋田滞在中に結成された小さなランチクラブのメンバー
とも、深い友情を育むことができました。国際課の倉科氏、
リーディングプロ
グラムの水田、
北両先生と多くの楽しいときを過ごしました。滞在の最後には、
東京のJ-SUMIT2で、アフリカの鉱業の将来に関する私の見解を発表すると
いう名誉に預かりました。
秋田大学からの招待状が届いた際には、興奮と不安の両方の気持ちを
持って受諾しました。これまで一度の訪日経験しかなく、私のサバティカルは、
世界の学生と学ぶ機会でもあり、より多くの友人を作り、2つの大学間の関係
を堅固なものにすることでもありました。また、日本各地を訪れ、日本と日本人
についてさらに学ぶ機会でもありました。秋田は世界の中でも特に忘れがた
い都市のひとつです。私は多くの友人を作り、食べるとは想像もしていなかっ
た多様な食事もありました。まさに“ご馳走様！”です。秋田は美しさに満ち溢
れ、人々は親切で丁寧、そして…食事の質を自ら確かめるため、学長が学食
で食事を取ることもあるのです。
リーディングプログラムの学生は、ほとんどが海外出身で、時折秋田で孤
独な思いをしているかもしれませんが、その彼らにメッセージを送るのは、私
にとっては非常に喜ばしいことです。私からの最初のメッセージは“日本を楽
しんでください”です。友人を作り、今後も連絡を取り続けましょう。秋田には
すでに、定期的な学術的、専門的能力開発、社交的
（観光）
イベントなどをア
レンジしている非公式国際学生クラブがあります。第二のメッセージは、専門
家として、そして市民として成長する、ということです。皆さんの成長を気にか
けてくれるよいメンターと、仕事としてのメンターを分かっていない人物とを識
別する必要があるからです。第三のメッセージは、自分の成長とキャリアには
戦略的かつ忠実であれ、ということです。もし、大学であれ雇用先であれ環
境が自分に合っていないとわかっても、ただそのまま去るのはいけません。改
善する方法を探し、学位証書はあなたの能力の半分しか作れないということ
を常に覚えていてください。成功に導く残り半分は、ときには遠く離れた場所
で難しい環境における経験、前向きな態度、皆さん自身に対する相対立す
る要求のバランスを取ることによって作られるものです。生まれながらのリー
ダーは、ほんのわずかです。
リーダーとは、その人物が自分を信じた時点か
らつくられるものです。
リーダーとは、自分の個人的ゴールに
見合った計画を持ち、進んで間違いを恐れず行動し、そし
て何より、読書し、学び、考えることをやめない人のことです。
私の最後のメッセージは、
「仕事の世界」
に入っていく準備を
開始しなさい、ということです。国際的鉱業部門は現在、必
ずしも良好ではなく、条件のよい雇用先は難しいでしょう。雇
用機会を改善するには、高成績を収め、自分の研究が適切
でトップの質であることにつとめ、前向きな態度を養うことによ
り、自分と他の学生との違いを際立たせることです。このメッ
セージが皆さんの将来の成功に寄与することを願います。

授業の様子／Discussion with the Leading Program students
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活 動 報 告 Activity Report
Field excursion in Kyushu／九州野外巡検
Pham Minh Quyen ／ファム・ミン・クエン

Earth Resource Science and Technology Course, D1／地球資源学コース 博士後期課程1年
From 9th to 16th May, 2015, I had a chance to join a field trip to
epithermal ore deposits in Kyushu, Japan. Under the guidance of
Professors D. Ishiyama and T. Mizuta, 4 LP students participated
in the excursion sponsored by the Leading Program of Akita
University. A group of 8 students and 3 professors from
Université Laval (INRS-ETE SEG Student Chapter), Canada, also
joined this excursion.
The wonderful and educative trip provided us the opportunity to observe
the processes involved in the formation of very young epithermal gold deposits
(<1Ma) and the processes of recent geothermal activities in almost the same district.
I visited both epithermal ore deposits as high- and low-sulfidation epithermal (SE)
gold mineralization at different locations. They are world-famous ore deposits as
the type localities for ore genesis models. The orebodies of the Kasuga and Akeshi
hight-SE Au deposits are associated with a central zone of residual silica belong to the
Nansatsu Group, and vein-orebodies of the Hishikari low-SE Au-Ag deposit mainly
occur in the Quaternary sub-aerial deposited alternating andesitic dacitic lavas and
pyroclastics. Furthermore, we studied the physico-chemical conditions and processes
of geothermal power generation system.
Besides the epithermal deposits observation, we could also see and learn a
lot of things. For example, I visited several outcrops of pyroclastics and scoria
cone in Aso caldera, Kumamoto. We moved
to Kagoshima, and visited the Yamakawa
geothermal plant, distinguished Ikeda surge
deposits in Fushime Beach, and Tsumaya flow
deposits of Aira caldera event. We specifically
witnessed 3 times volcanic eruption of Mt.
Sakurajima during a half-day trip.
Kyushu field trip was not only a study trip but
making friendship and strengthening cooperation.
We shared knowledge in academic study and
general experiences of life. This activity should
be continued in future.

2015年5月9日〜16日の期間、私は九州、日本の浅鉱床への野外巡検に参加
する機会がありました。
この巡検は、秋田大学のリーディングプログラムが主催しま
した。石山・水田教授の指導のもと、
4名のLP院生が参加しました。
さらに、
カナダ・
ラヴァル大学等から3教授と8名の大学院生（鉱床学会の同大学学生支部に所
属）も巡検に加わりました。
素晴らしい教育的巡検に参加し、ほぼ同一の地区で、百万年未満の非常に
若い浅熱水性金鉱床の形成プロセスとこれらの同じ現世の地熱プロセスの双方
を観察する機会を得ました。別々の場所で高硫化型および低硫化硫化金鉱化の
熱水性金鉱床を見学しました。これらは鉱床モデルの模式地として世界的に有
名な鉱床です。南薩層群に産する春日鉱山と赤石鉱山は高硫化型金鉱床で、
そ
の鉱体は残留シリカの中央ゾーンに伴われ、
また、菱刈硫化型金銀鉱床の脈状
鉱体は、第四紀陸生の安山岩〜デイサイト質溶岩と火砕物を互層中に主に産し
ます。さらに、地熱発電システムに関する物理化学的条件やプロセスについても
学びました。
浅熱水性金鉱床の見学に加え、さらに多くのことを学ぶことができました。例え
ば、私は熊本県の阿蘇カルデラにおいて、火砕流堆積物やスコリア丘のいくつか
の露頭を訪問しました。その後、鹿児島県に移動し、山川地熱発電所、伏目海岸
においては池田サージ堆積物、および姶良カルデ
ラ妻屋火砕流堆積物を見学しました。桜島の半日
巡検中、なんと3回もの火山噴火を目の当たりにし
ました。
九州フィールドトリップは、単なる研修巡検にとど
まらず、国際的友情と連携強化も出来ました。私
たちは、学術的知識を得るとともに、生涯における
貴重な経験を共有できました。この活動は今後も
継続されることを望みます。
Group photo in front of the erupting Sakurajima
volcano, Kagoshima, Kyushu, Japan

九州鹿児島の桜島火山噴煙を背景にグループ写真

学生VOICE
Student VOICE

Ariuntuya Battsengel／アリウントゥヤ・バトセンゲル
Resource Development and Processing Course, D1／資源開発素材コース 博士後期課程1年
Hi, I'm Ariuntuya from Mongolia. Between May 2005 and
March 2015, I worked in geo-analytical laboratories. I got
my master degree in Mongolia in 2014 and was admitted
at Akita University as a doctoral student in April 2015.
Since joining the Leading Program, I have been gaining
more knowledge related to resource science from various
aspects such as mineral processing, geology, resource
policy and management, real practices etc. My research aim is to find a
viable method for the recovery of rare earth elements from ores by efficient
processes. One of the impressive things about campus life is the opportunity
to study with and learn from intelligent and delightful students from other
countries. I am grateful to Akita University, the Professors and staff of the
Leading Program for the opportunity to study. Living in Japan is like “starting
a new life”for me.
“The things that could be learnt are INFINITE”
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こんにちは。私はモンゴルから来たアリウントゥヤです。2005年から2015
年まで、地化学分析の研究所に勤務し、実務経験を少し積みました。2014
年にモンゴルで修士を取得し、2015年4月に秋田大学の博士課程に進みま
した。リーディングプログラムに参加してから、資源学について、選鉱、地質
学、資源政策および管理など様々な面からさらに多くの知識を得つつありま
す。私の研究課題は、効率的な工程より、鉱石からいかにレア・アース元素
を回収可能なプロセスを見い出すことです。最も感銘を受けたことのうちの
1つは、それぞれの国のリーダである知的で楽しい学生諸氏とともに研究で
きることであり、また、多くのことを彼らから学んでいることです。私は、勉強
する機会を与えて下さった秋田大学、先生方、およびリーディングプログラム
に感謝しています。日本での生活、それは私にとっては
「新たな人生の出発
点」
そのものです。
“学べることは無限にある”
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Kachemwe Moses／カチェムウェ・モーゼス
Earth Resource Science and Technology Course, M1／地球資源学コース 博士前期課程1年
I am Moses Kachemwe from Malawi. From April 2013 till
today, I work for Geological Survey Department of Malawi.
Between 2009 and 2013, I worked for Paladin (Africa) Ltd,
a subsidiary company for Paladin (energy) Ltd.
I belong to the Earth Resource Science course of Leading
Program (LP) and my research is about groundwater
geochemistry. This study aims at establishing baseline for
groundwater quality in Malawi and making comparisons between groundwater
quality and the geology of respective sampling areas.
The first semester of my master course at Akita University was very
encouraging. Already, I have acquired a lot of information which will be
helpful to my country. I am expecting to acquire a lot of valuable skills and
information in the LP.
With the warmth of Akita University professors and members of staff,
I expect to enjoy my studies.

私はマラウイから来ましたモーゼス・カチュムウェです。2013年4月から、
マラウイ国地質調査局に勤務し、現在に至っています。2009年〜2013年の
間、私はパラディン・エネルギー社に関連する株式会社パラディン（アフリカ）
で働いておりました。
私は地球資源学コースに属し、私の研究は、地下水の地球化学につい
てです。マラウイにおける地下水の水質の基準を確立し、地下水の水質及
び各サンプリング地域の地質との比較を行うことを、本研究は目指してい
ます。
秋田大学での私のマスターコースの最初の学期はとても励みになりまし
た。すでに、私の国に参考になる多くの情報を取得しています。これからも
貴重なスキルや多くの情報を、LPで取得することを期待しています。
秋田大学の教授陣やスタッフの方々の暖かさで、楽しい研究生活を送る
ことを期待しています。

Rendy／レンディ
Earth Resource Science and Technology Course, M1 ／地球資源学コース 博士前期課程1年
Since a long time I was very interested in two things,
earth science and Japan. Then, Prof. Tokiyuki Sato visited
to Indonesia and offered me the opportunity to continue my
research in applied micropaleontology at Akita University,
I thought I was the luckiest person in the world.
When I wrote this article, I have been studying at Akita
University over four months. However, I think my decision
to pursue masterʼs program here is not wrong, especially by joining with
Leading Program. It provides very unique curriculum, where earth resources
are learned from various aspects: science, technology and socio-culture. I am
also very impressed, how Japanese manage their limited resource very well.
I believe it will be a valuable experience to escalate my skill and knowledge
in resource science, and can be benefit for the resource development in my
country.

長い間、私は2つのことにとても興味を持っていました。地球科学と日本
です。そうしたら、佐藤時幸教授がインドネシアを訪れ、秋田大学に出願し
て古微生物学の研究を続ける機会を提供して下さいました。私は自分が世
界一幸運な人間だと思いました。
この文章を書いている時点で、秋田大学での研究は4か月を過ぎました。

しかし、私は、
ここでの修士のプログラムを継続しようという私の決定、特にリー
ディングプログラムへの参加については間違っていなかったと思っています。
このプログラムは大変ユニークなカリキュラムを提供しており、地球資源を科
学、技術、社会文化など様々な側面から学びます。
また、日本人が限りある資
源をどのようにうまく活用しているかということについても、大変感銘を受けて
います。これは資源科学における自分の技術や知識を向上させる貴重な機
会であり、自国の資源開発のためにも私は有益であると信じています。

Reza Firmansyah Hasibuan／レザ・フィルナンシャ・ハシブアン
Earth Resource Science and Technology Course, M1／地球資源学コース 博士前期課程1年
Hello, my name is Reza Firmansyah Hasibuan from
Indonesia. I was an undergraduate student in Geological
Department, Institute Technology of Bandung. Currently,
I am a master student of Earth Resource Science and my
supervisor is Prof. Tsukasa Ohba. My research is on how to
determine and characterize a heat source within a volcano
for geothermal exploration using petrological analysis. I am
truly grateful to the Leading program, which supports my research by granting
funds for field studies and participation at scientific conferences related to my
research. Now, I'm learning Japanese (Nihongo). I think that's very important
nowadays. Nice to see you and “yoroshiku”!

井村

こんにちは。インドネシアから来たレザ・フィナンシャ・ハシブアンです。
バンドン工科大学地質学科を卒業し、今は地球資源学専攻の大学院生と
して、大場先生のもとで学んでいます。研究テーマは、岩石学的手法を用
いて火山直下の地熱ポテンシャルを評価する方法であり、地熱探査に応
用できる研究です。
リーディングプログラムから支援を受けており、野外調
査に限らず、学会の参加についても援助があります。たいへん素晴らしい
機会に感謝しています。今は日本語を勉強中です。今のところ、この勉強
がとても大切だと思っています。皆様、どうぞ“yoroshiku”
!

匠／Takumi Imura

地球資源学コース 博士前期課程1年／Earth Resource Science and Technology Course, M1
私は現在火山学、特に火山体直下の熱水系について
研究しています。熱水系は金属資源の形成と火山災害
の発生に関係していることが近年明らかになってきてい
ます。リーディングプログラムでは、今までの専門だった
火山学に加えて、他国の言葉、文化、資源について学ぶ
過程で、自分の研究をより多面的に捉える機会が多くなり
ました。特に言語の面で、躓くこともありますが、それも自分の糧にできるよ
う頑張りたいと思います。

My major is volcanology and I am studying about subvolcanic hydrothermal
system. Recent studies clarified that subvolcanic hydrothermal system
probably relates to mineral resource formation and volcanic eruption.
The leading program is a great opportunity to review my previous study
multilaterally, because I am learning about mineral resources and also feel
foreign culture through the communication with foreign country students.
Sometimes I have difficulty with language expressions, but it is a good chance
to learn English and/or other languages.
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活 動 記 録 Activity Record
日付 [ Dates ]

活動内容 [ Activities ]

4/3（Ｆｒｉ）

リーディングプログラムガイダンス・説明会開催

Leading program guidance & Orientation meeting for new students

4/5（Ｓｕｎ）

平成27年度秋田大学入学式

Akita University entrance ceremony of FY2015

4/7（Ｔｕｅ）

平成27年度リーディングプログラム前期講義開始

Start first semester of FY2015 Leading Program

九州および秋田県内の野外巡検
5/9（Ｓａｔ）〜
20（Ｗｅｄ）（秋田大学｜カナダLaval大学との合同巡検）

に
5/24（Ｓｕｎ）〜 日本地球惑星科学連合2015年大会（JpGU2015 Meeting）
28（Ｔｈｕ） おける成果発表

Field Excursions in Kyushu and northern Akita Pref. (Joint trips of Akita Univ.
and Université Laval, Canada)
Presentation at Japan Geoscience Union Meeting 2015

5/26（Ｔｕｅ）〜 リスク研究学会国際会議（ICRA 6／RISK 2015）における成果
29（Ｆｒｉ） 発表

Presentation at International conference on Risk Analysis (ICRA 6 / RISK 2015)

5/28（Ｔｈｕ）・
29（Ｆｒｉ）

日アフリカ鉱業・資源ビジネスセミナー2015（J-SUMIT2）にて出席
／ブース出展

Running a booth at J-SUMIT2 (Japan-Africa Mining & Resources Business
Seminar 2015)

6/24（Ｗｅｄ）

第65回資源地質学会における成果発表

Presentation at 65th Annual meeting of The Society of Resource Geology

6/24（Ｗｅｄ）〜
第26回国際測地学・地球物理学連合学術総会における成果発表
7/2（Ｔｈｕ）

Presentation at The 26th General Assembly of the International Union of
Geodesy and Geophysics (IUGG)

8/31（Ｍｏｎ）

中間審査実施（筆記試験）

Qualifying Examination (Paper test)

9/ 2（Ｗｅｄ）

中間審査実施（面接試験）

Qualifying Examination (Oral test)

9/14（Ｍｏｎ）・
15（Ｔｕｅ）

第3回WFURS（持続可能な資源学系大学の世界フォーラム）に
おける成果発表

Poster presentation at the 3rd World Forum of Universities of Resources on
Sustainability (WFURS)

9/25（Ｆｒｉ）

平成27年度10月履修生募集締切日

Application deadline for ｓecond admission, autumn of FY2015

9/28（Ｍｏｎ）

後期開始

Start 2nd semester of FY2015 Leading Program

事 務 局 紹 介 Office Introduction
6月からリーディング事務局に勤務しております、宇野冬華と申します。
まだまだ
慣れないことばかりですが、
これからのリーディングプログラムの学生の皆さんが
国際的なリーダーになるためのサポートを事務局の一員として全力を尽くしていき
たいと思います。

編 集 後 記 Editorial Note
LPでは、
この春に5名の新入生を迎え在籍者数が19名となりました。出身国は
ボツワナ、マラウイ、パキスタン、インドネシア、ベトナム、フィリピン、中国、モンゴル
に日本を含め9か国に及びます。秋田大学概要27年度版によると、2015年5月時
点で、学部生147名、大学院63名総勢210名が留学生は24か国から来ておりま
す。照らし合わせると、大学院留学生の3割がLPで学んでいることになり、その大
きな役割が伺えます。
LPでは学生の専門的指導は指導教員により行われておりますが、実社会で必
要となる共通的な教養・知識は一般講義の他に、各シンポジウムやフォーラム、サ
マーキャンプなどへの参加や報告、さらに年10回程度開催されるSAM（Student
Activities Meeting）の場を主なプラットフォームとして学習させております。また、
このニュースレターは年間2回発行予定ですが、
これら活動の一部を皆様に報告
する場として位置付けております。
今回はJ-SUMIT2参加報告、カナダLaval大学との合同巡検、ラボ紹介などを
中心に掲載いたしましたが、我々の活動状況が皆様にほんの少しだけでもおつ
たえできれば幸いです。

宇野 冬華／Fuyuka Uno

リーディング事務局員／ Program member of the secretariat
I am Fuyuka Uno, started working for Leading Program
Office in June 2015. As one of the clerical staffs, I will try
my best to support for the students in the Leading Program
who will become the “new frontier leaders.”

北 良行／ Yoshiyuki Kita

プログラム特任准教授／Associate Professor with Special Appointment to the Program
Five new students joined the LP this April increasing the total number of LP
students to nineteen. In an all our students are from nine countries including
Japan, Botswana, Malawi, Pakistan, Indonesia, Vietnam, Philippine, China and
Mongolia. According to the Akita University brochure, 210 foreign students（147
undergraduates, 63 graduates）study in Akita University as of May 2015. So we
can pride ourselves on the importance of the LP because 30% of the graduate
school foreign students currently studying at Akita University are under the LP.
While specialized education for the students is carried out by their respective
professors, the common culture and knowledge in the industry that become
necessary after graduation are studied through attending in and reporting of
symposia or forums, summer camps and also the Student Activities Meeting（SAM）
.
SAM is organized ten times per year as the main platform for the studentsʼ
discussions.
We mainly report participation in J-SUMIT2, joint excursion with Canada Laval
University and introduction of Lab class in this issue. I believe that a part of our
activities communicates to you.
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