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工 学 資 源 学 研 究 科から国 際 資 源 学 研 究 科へ ／From the Graduate School of Engineering & Resource
Science to the Graduate School of International Resource Sciences
大場 司／Tsukasa Ohba

資源地球科学専攻長 大学院国際資源学研究科教授／Head, Department of Earth Resource Science; Professor, Graduate School of International Resource Sciences
秋田大学リーディングプログラムが平成24年度に採択
され、プログラムがスタートしてから4年が経ちました。そ
の間に、秋田大学には平成26年に国際資源学部が設立
し、平成28年度4月には国際資源学研究科が設置されま
した。これまで工学資源学研究科のプログラムだったリー
ディングプログラムは、国際資源学研究科に継承されまし
た。この春より、工学資源学研究科所属のリーディングプ
ログラム生に加え、新たに国際資源学研究科所属のプログラム生が共に学び
始めました。国際資源学部・国際資源学研究科は資源分野で国際的に活躍で
きる人材の育成を行っており、一方、先行してスタートした秋田大学リーディング
プログラムは資源分野の国際的リーダーを育成するプログラムです。資源学教
育を行う枠組みの中で、本プログラムは最高レベルの教育を提供すると共に、
秋田大学における資源教育の牽引役を担いつつ、これからも優秀な人材育成
を推進いたします。

Four years has passed since the approval and kickoff of the Leading Program
of Akita University in 2012. Subsequently, the Faculty of International Resource
Sciences in 2014 and the Graduate School of International Resource Sciences
in 2016 April were newly established. As a result, the Leading Program is
taken over from Graduate School of Engineering and Resource Science to the
new graduate school. In this April, some students in the new Graduate School
joined the program and start studying together with the students who belong
to Graduate School of Engineering and Resource Science. The new faculty and
graduate school aim to foster human resources capable of working in resource
area internationally, and the precedent Leading Program develops world-class
leadership in resource area. Within the framework of education of resource
science, Leading Program provides the highest level of education and plays
a leading role in Akita University. We make efforts to cultivate world-class
leadership in resource area.

南アフリカ サマーキャンプ
（H28年2月27日〜3月6日）
／
SUMMER CAMP：REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (Feb. 27-Mar. 6, 2016)
Ⅰ. はじめに／Introduction
特任教授 水田 敏夫、特任准教授 北

良行／Specially-appointed Professors Toshio Mizuta and Yoshiyuki Kita

今年度のサマーキャンプとして、6名のリーディングプログラム
（LP）院生と2
名の教員が参加し、南アフリカ
（南ア）巡検を実施した。通常は8〜9月の実施
されるが、今回は南ア鉱業界の事情や、協力して頂いたヴィッツウォーターズ
ランド大学（Witz大）
の F. ケーウッド教授のご都合により、南アの夏に実施す
ることとなった。目的は、世界最大の鉱業国で現地実習と、38億年もの地史
を誇る資源地域の地質を学ぶことにある。主な研修地は、世界的規模かつ
高深度で採掘しているクルーフ金鉱山、最大規模のカリナン・ダイヤモンド鉱
山、世界有数の白金族鉱山であるティッケナム鉱山、姉妹校 Witz大における
討論会などである。
以下に、巡検担当したLP院生による巡検の実際を述べる。

Summer camp in South Africa (SA) was carried out by 6 graduate students
and two faculty members of Leading Program (LP). Because of the reasons of
labor-circumstances of mining industry in SA, and of the convenient period for
Professor F. Cawood of Witwatersrand University (Wits) who collaborated a lot,
the camp 2016 was carried out in the SA’s summer. The purposes are to learn
mining sciences and on-site training in the world's largest mining country with
the geological history of even 3.8 billion years.
The main schedule was visits to world's largest Kloof gold mine that is now
mining in the deepest layers of 4000ｍ from the surface, one of the largest
Cullinan diamond mine, the world-famous platinum group elements (PGS)
Twickenham mine, and meeting with researchers of sister university, Wits.
In latter sections, camp details are discussed by LP students in charge.

Ⅱ. Crown gold mine and Kloof gold mine／クラウンおよびクルーフ金鉱山
Can Pham Ngoc and Zain Tuakia Muhammad／カン ファム ノック、ザイン トゥアキア ムハンマド
Earth Resource Science Course, D3／地球資源学コース 博士後期課程3年

Day 1: The Crown gold mine is one of the earliest gold mines in Johannesburg.
The first shaft No.1 was set up during 1916-1918. Until its closure in 1977,
the mine reached a depth of 3,777 m from the surface. The gold occurs in the

第一日目：クラウン金鉱山は、ヨハネスブルグの基礎となった金鉱山で140トン
の金を産出した。本鉱山のNo.1立坑は、1916から1977年まで利用され、深
度は地下3,777mに達していた。金は上・下盤を玄武岩質岩石とする厚さ約
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conglomerate layer of approximately 50 cm thick in basaltic rocks. According to
the long mining history, the gold mines in Johannesburg transported huge amount
of tailings from underground to surface. Around Johannesburg, there are many
fine-grained, unconsolidated and highly acidic mine dumps, which cause pollution
of ground water and air. Despite the environmental issues, the mine tailings
have a concentration of about 1 g/t. This is higher than the average cut-off gold
grade of 0.7 g/t for South Africa’s gold mines. This suggests that those tailings
could be considerable urban mines in the near future. Therefore, the challenge of
treatment of mine tailings will have to consider both environmental issues and the
process to also retrieve the rare and precious minerals contained in the tailing.
Day 2: We had a chance to visit Kloof gold mine which is currently operated by
Sibanye Gold. Kloof mine is approximately 60 km southwest from Johannesburg.
After arriving at the mine office, we had a presentation on the geology of Kloof
gold mine and the recent condition of mining operations. The mine consists of 5
shafts, but heading underground was through the Ikamva shaft. Approximately 3.4
km from the surface, we used a lift and continued by minecrafts to the meeting
point and then, walked to the pit location. The gold is hosted in quartz pebble
conglomerate of Ventersdorp Contact Reef (VCR) with thickness of about 30-50
cm and dipping at about 30-35°northwest. The average gold grade is 9.2 g/t. Due
to the geothermal gradient, increase in temperature in the underground workings
could be felt easily. This experience has led us to understand the challenges
working underground. It was an unforgettable experience to have visited one of
the deepest (~3800m) underground mine in the world.

ヨハネスブルグ近郊に多数存在する廃滓の丘

Photograph of the mining dump around Johannesburg

50cmの礫岩層に産する。長期採掘で、鉱山地下から多量の廃滓が地表にも
たらされた。同市周辺には細粒未固結で酸性を示す廃滓の丘が多数分布す
る。南アの主な金鉱山の可採下限品位は約0.7g/tである。これらの廃滓の金
濃度は1g/tであり、近い将来都市鉱山の対象になりうる可能性がある。鉱山
廃滓処理の目的が環境問題の解決だけでなく、廃滓からのレアメタルと貴金
属の回収も期待される。
第二日目：南アシバネゴールド社によって操業されているクルーフ金鉱山を見
学した。ヨハネスブルグ南西60kmの鉱山地区にあり、同鉱山の地質と操業
近況説明後、坑道へ向かった。鉱山は5個の立坑を有し、そのうち地表から
3.4kmに位置するイカンバ立坑までリフトとトロッコ電車で向かった。金は30〜
50cmの層厚で北西傾斜30〜35度のベンダースドープ・コンタクト・リーフ礫岩
層中に金平均品位9.2g/tで胚胎している。地温勾配のための温度上昇を明
瞭に体感できた。実際今回が地下坑道への入坑は初めてではないが、世界
鉱山の中でも最も深い坑道の1つである本鉱山への入坑（深度3800m）
は忘
れがたい体験となった。

廃滓ダンプ斜面のクローズアップ写真
Close-up of the mine dump slope.

Ⅲ. Cullinan diamond mine and Landau coal mine／カリナンダイヤモンド鉱山およびランダウ石炭鉱山
Reza Firmansyah Hasibuan and Rendy／レザ フィルマンシャ ハシブアン、レンディ
Earth Resource Science Course, M2／地球資源学コース 博士前期課程2年

Day 3: We visited the Cullinan
diamond mine. The tour is designed
by old mine name “Premier” Diamond
Tours for visitors. We went down to
the 4th production level about 500 m
deep through an operating shaft. In
the underground, we were not able to
see any ore bodies of the kimberlite
pipe. But we saw ores were being
transported on the conveyor belt from
the stope to the surface. We learned
that they only recover 4.5 carats (0.9
g) of diamond per ton of raw ore and
that the annual production of diamond
is 730,000 ct. It is impressive to know
that based on the mine evaluation,
there are about 20 Mct proven
reserves yet to be mined.

カリナン鉱山オープン・ピット近くでの集合写真

Group photo in front of open-pit of the Cullinan mine
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第三日目：ダイヤモンドを採掘しているカリナン
鉱山：プレトリアの東約40kmに位置し、ブルー
ダイヤの世界有数の産地である。本鉱山の都
合で、残念ながら観光客向けの坑内見学ツ
アーに参加した。操業立坑を通って地表下約
500m地点
（4 つの採掘レベル分けされている
うちの四段目の深さ）
を見学した。キンバーラ
イトパイプ中のダイヤモンドを含む鉱体部を見
ることはできず、採掘した鉱石がベルトコンベ
ヤーに乗って地表へと運ばれる工程などのが
確認できた。ここで学んだ点は、採掘した鉱石
1トンあたり4.5カラット
（0.9グラム）
しかダイヤモ
ンドが含まれないということ、2015年のダイヤ
モンド生産量が約73万カラットであることである
（2015）
。また、まだ採掘されていないダイヤモ
ンドが2千万カラットあると聞き、非常に驚いた。
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第四日目：ウィットバンクのランダウ石炭鉱山を訪
れた。この鉱山の鉱業活動について説明を受け
た後、操業中の採掘箇所に向かった。採掘場所
を見学した後は、リハビリテーションプロセス
（植
生の回復作業）
の様子を見学した。従業員数は
950名、石炭生産量は3.8メガトン、石炭種は瀝
青炭です。20mの土壌層が石炭層を被覆してい
ます。周辺には多数のシンクホールが分布し、大
変危険とのことである。

Day 4: We visited the Landau coal mine
in Witbank. They gave us a brief guidance
about their mining activity, and then we
moved to the mining site where the drag line
was operating. After leaving the drag line
site, we observed the rehabilitation process.
We learned that there are 950 employees,
annual coal production is 3.8 Mt, coal rank is
classified as bituminous, soil layer (overlying
layer) is 20 m thick, and there are many
sinkholes that are very trappy.

ランダウ石炭鉱山の採掘現場

Mining operation in the Landau coal mine

Ⅳ. ティッケナム白金鉱山／Twickenham PGM mine
井村 匠／Takumi Imura

地球資源学コース 博士前期課程2年／Earth Resource Science Course, M2

第五日目：リンポポ州スティールプルト北西部のティッケナム鉱山を訪問した。
ティッケナム鉱山はブッシュフェルト複合岩体の北東縁に位置し、白金属系貴
金属（PGM）
を産出している。鉱山操業は米国企業アングロ・アメリカ社により
行われている。本鉱山のPGM濃集層準は、メレンスキー・リーフとアッパー・
グループ2クロム鉄鉱層（UG2層）が広く知られている。ティッケナム鉱山の坑
内に入り、UG2層とその上下の母岩層を直接観察した。下位より、ノーライトか
らなる層、UG2層、かんらん岩からなる層がみられた。UG2層は層厚30-50cm
の黒色を呈し、主に1mm大の多角形を示すクロム鉄鉱から構成されている。こ
のクロム鉄鉱中にクロムやプラチナ、その他のPGMが含有されると考えられる。
UG2層のような濃集層はどのように形成されるのか、またその当時のマグマは
どのような状態であったかという点が非常に興味深く感じた。そのことについ
て、他のLP院生とも議論でき、有意義な時間を過ごすことができた。

Day 5: We got a chance to visit to the platinum group metals (PGM) mine, which
is named Twickenham mine, located on the north eastern limb of the Bushveld
Complex, north west of Steelpoort in the Limpopo Province. The operating company
is Anglo America from USA. The two famous layers that have been investigated as
host rocks to the PGM mineralization are the Merensky Reef (MR) and the Upper
Group 2 chromitite (UG2). At an underground mine stope, an exposure of the UG2
layer was observed. Rocks above and below the exposed UG2 layer are composed
of peridotite and norite, respectively. These rocks constituted mine waste rocks. The
UG2 layer is a black colored layer that contained dominantly polyhedral chromite
minerals with an average size of 1mm. The thickness of the UG2 layer is about 30
to 50 cm. We could infer that platinum, chrome and other PGM are abundantly
contained in the chromite. The nature of occurrence and mineralization of the UG2
layer raised interesting questions and discussions among the LP students on its
formation environment and the condition of magma at the time of its formation.

UG2層のクロミタイト

ティッケナム鉱山坑内での集合写真

Chromitite in the UG2 layer

Group photo in the Twickenham Mine

Ⅴ. University of the Witwatersrand (Exchange meeting) ／ヴィッツウォータズランド大学交流討論会
Wenhua Li／李 文華
Resource Development and Processing Course, D2／資源開発素材コース 博士後期課程2年

Day 6: We listened to presentations from participants from University of the
Witwatersrand and Akita University. Professor R. Minnitt gave us an overview of
SA’s resources sector. After these presentations, we visited the geology museum
and observed a lot of the rock specimens from SA. Then, we visited Prof.
Cawood’s digital mining project site, where his research team are trying to build an
imitated underground system and to report real time condition of the mine in order
to achieve on-time communication and control between the control room above
ground and miners underground. They are also planning to marry the system to
Japanese robot technology to achieve a labor less-no harm mining industry.

第六日目： Witz大学での講義および討論会と共同研究の立ち上げを目的とし
た。Witz大学側と秋田大学側からの発表があり、Minnitt教授から南アフリ
カの鉱業セクターの概要についての講演があった。その後、南アの岩石が数
多く集められた地質博物館、資源工学科内につくられた坑内採掘システムの
実物大模型を見学した。坑内では、採掘のリアルタイムでの情報収集や、地
上のコントロール室と地下の採掘者との間での同時コミュニケーションや制御
に関する実習を可能としている。また、労働者を使わず事故のない鉱業を目
指すために日本のロボット技術を導入を検討している。

秋田大学 大学院国際資源学研究科リーディングプログラムニュース Vol.09 3

AKITA UNIVERSITY Graduate School of International Resource Sciences, New Frontier Leaders for Rare-metals and Resources, Leading Program News

The trip was an impressive mix of general literacy and professional knowledge.
And it helped me establish the concept of condition of mining industry and
miners working as well as have a look at the mineral commodity trends. I really
appreciate the financial support and technical help from staff of the Leading
Program.

この訪問は広いリテラシーと専門の知識を合わせたとても有意義なもので
あった。そして、鉱業や鉱山労働、鉱産物の傾向についてのコンセプトを確
立することに役立った。ここにリーディングプログラムからの援助と南アの大学
および企業からの支援に心から感謝申し上げます。

Wits資源工学ビル内の実習坑道

資源工学ビル前にて

Training drift in the basement of the Mining Engineering Building, Wits.

Ⅵ. 結語／Summary
特任教授 水田 敏夫、特任准教授 北

Group photo in front of the Mining Engineering Building

良行／Specially-appointed Professors Toshio Mizuta and Yoshiyuki Kita

本サマーキャンプは、世界最大の鉱物資源国 南アフリカで実施された。鉱
山知識の少ない院生にとって、一度は訪れたい巡検として、資源国の現状に
触れ、大きな経験と知識を得る場になった。ただ、鉱石の処理工程等では院
生が期待するほど十分観察できたとは言えない。これは、鉱山見学は操業の
合間を縫って制限を受けるためである。さらに、ほとんどの鉱山での鉱石試
料採取は勿論、鉱山施設内・坑内における写真撮影も禁止されているところ
が多い。今後は共同研究の提案や実施に向けての努力も不可欠である。

Most of graduate students with minor mining knowledge touched the
current state of SA and got a great experience and knowledge of the resourcerich countries. However, observation of detailed geology and ore treatment
processes was not enough, because this tour was restricted by mining
operation. Ore sampling, and photo shooting are prohibited in drifts and
other facilities in the most of SA mines. In the future, we have to start some
essential efforts towards the proposals and implementation of joint researches
with SA mining industries.

第1回YRM（Young Researchers Meeting）報告／ Report of the 1st Young Researchers Meeting (YRM)
芳賀

一寿／ Kazutoshi HAGA

大学院理工学研究科 助教／ Assistant Professor, Graduate School of Engineering Science
2016年5月31日に行われた第1回Young Researchers Meeting (YRM)で
は、セルビア共和国のボール鉱山冶金研究所で研究員として勤務しているラ
ドミラ・マルコビッチ博士を特別講師としてお迎えし、リーディング所属学生の
ほか、若手教職員や他コースに所属する学生を交えた情報交換を行った。マ
ルコビッチ博士からは、ボール銅鉱山の概要や自身が博士号を取得した際の
モチベーションをご紹介いただくとともに、これから博士号を取得するであろう
学生への激励のメッセージを頂いた。その他、リーディング所属学生および博
士後期課程学生による研究紹介が行われ、教職員－学生間での活発な議論
が行われた。

韓 百歳
資源開発素材コース 博士後期課程3年

Buisui Han, Resource Development and
Processing Course, D3

The 1st Young Researchers Meeting (YRM) was held on May 31, 2016. We
invited Dr. Radmila Markovic, a Research Associate of Mining and Metallurgy
Institute Bor in Republic of Serbia, and two PhD students of Akita University, who
are Mr. Stefan Djodievski (D1) and Mr. Han Baisui (D3) to give presentations at
the meeting. Other researchers from the Mining and Metallurgy Institute Bor in
Republic of Serbia and students of the leading graduate program also joined in
the YRM.

ステファン・ジョルジョフスキー
秋田大学 博士後期課程1年

Stefan Djodievski, Akita University, D1
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第1回YRMの参加者／Participants of the 1st YRM
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プログラム協力者VOICE

Program Supporter's VOICE

An impression of Young Researchers Meeting and message to Graduate students
Young Researchers Meetingの感想と学生へのメッセージ
Dr. Radmila Markovic ／ラドミラ・マルコビッチ博士

Mining and Metallurgy Institute Bor, Serbia ／ボール鉱山治金研究所
2016年5月31日
（火曜日）、秋田大学でYoung Researchers Meetingが
開催されました。本企画では、地質学を専攻するStefan Djodievski（D1）
と選鉱学を専攻する韓百歳（D3）の2名の博士課程の学生が、自らの研
究の概要を紹介してくれました。
私の発表内容は大きく分けて以下の2点でした。

A joint colloquium known as Young Researchers
Meeting, which was organized by Akita University,
took place on Tuesday of May 31, 2016. Different
research topics related to geology and mineral
processing were presented at this event. Stefan
Djodievski（D1）and Han Baisui（D3）, who are PhD
students at Akita University, spoke briefly about their
PhD programs and presented their current research
results.
My presentation consisted of two different thematic
topics as follows：
1. Introduction of the Mining and Metallurgy Institute Bor, Serbia and research
activity in the Institute
2. Motivation for the PhD study

1）セルビア鉱山冶金研究所の概要と研究事例紹介
2）PhDを取得するためのモチベーション
YRMの参加者は、セルビア鉱山冶金研究所の研究者と博士課程に在
籍し様々な研究室に所属している学生やポスドク、若手教員でした。異な
る分野の情報を収集できる本企画は、大変有意義な企画であると感じま
した。また、様々な国からの留学生や日本人学生、教職員が参加できる点
も非常に魅力的です。本企画では、発表者が自身の研究結果を報告し、
その内容に対する感想を得ることができるほか、参加者から発表に対して
質問することができます。本企画は、発表者－参加者双方にとって大変
有用な知見が得られる会ではないかと感じました。様々なトピックに対して
議論できるこのような場は、学生にとって重要な機会だと思います。このよ
うな機 会こそが、若 手
研究者間のネットワーク
を深め、新技術を開発
し、既存の技術的課題
を解決するための一助
になるのではないかと
思いました。

Participants in the colloquium included visiting researchers from Mining
and Metallurgy Institute Bor, graduate students, postdoctoral fellows and
professors in the different laboratories at Akita University. Most graduate
students and postdoctoral fellows came from different countries and the
colloquium allowed the participants to know about the activities in Mining
and Metallurgical Institute Bor and ongoing research activities between
the Institute and Akita University. I really appreciate that this colloquium
enables students to introduce their present results after joining the graduate
program and to hear other participants' voices about their works. Presenters
and participants engaged in lively debates about their research works and
obtained results.
In my opinion, this type of the colloquium is very useful for students to
discuss about their works with participants and it can improve their further
research works. Also, participants who joined in this colloquium can obtain
knowledge about various scientific fields.

YRMの講義の様子／Giving a presentation to participants at the YRM

活 動 報 告 Activity Report
Implementation of scientific skill in Leading Program to be a Future Leader: My Experience in
International Scientific Party IODP359 ／将来のリーダーになるためのリーディングプログラムで培った科学的技
能の実用 国際的なIODP 359プロジェクトでの経験
Santi Dwi Pratiwi ／サンティデウィプラティウィ

Earth Resource Science Course, D3 ／地球資源学コース 博士後期課程3年
Last year, I had an
opportunity to be part of
the International Ocean
Discovery Program
(IODP) Expedition 359:
Maldives Sea Level,
Currents, and Monsoon
Evolution. The sites
of the expedition was
conducted in the Indian
Ocean using JOIDES
Resolution ship owned
by the United States.
IODP Exp. 359に参加した研究者

昨 年、私 は 国 際 深 海 科 学 掘 削 計 画
（International Ocean Discovery
Program: IODP）Expedition 359（Maldives Sea Level, Currents, and
Monsoon Evolution）
に参加する機会を得ました。
このExpeditionは米国のジョ
イデスレゾリューション号によってインド洋で実施されました。私は、15カ国から
参加した30名の研究者のうち、石灰質ナンノ化石担当の古生物学者として参
加しました。乗船研究者の専門分野としては、私のような古生物学のほか、堆
積学、有機・無機化学、物理特性探査、古地磁気学、孔内計測、層序対比な
ど多岐にわたります。日本からは私以外に3名の研究者が乗船しました。この
Expeditionに参加するためにIODPテキサス事務局による3ヶ月にわたる選考過
程を通過する必要がありました。船上では、英国と中国からの2名の石灰質ナ
ンノ化石研究者とともに、ナイトシフト
（深夜0時から正午までの12時間）
を担当

IODP Exp. 359 Scientists
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I joined as a nannofossil micropaleontologist among thirty other scientists from
15 different countries including paleontologist, sedimentologist, inorganic and
anorganic geochemist, physical properties specialist, paleomagnetic specialist,
downhole measurement, and stratigraphic correlator. Three other scientists from
Japan also joined in the expedition. In order to be part of this expedition, I had to
pass the selection process in IODP Texas, which took about 3 months to complete.
During the expedition, I worked night shift (00.00 to 12.00 am) with two other
nannofossil paleontologist from the UK and China. We were assigned to determine
the age and biostratigraphic events from the late Oligocene to Quaternary (i.e. 25
myrs to Recent). From eight site, we recovered 3097 m of cores that contains
the history of the Indian monsoon and the ocean current system. We analyzed
sediment and core samples for a full day and reported the result on board. The
expedition lasted two months- beginning at Fort Hill Wharf, Darwin, Australia on
30 September 2015, and ended at Colombo, Sri Lanka on 30 November 2015.
The schedule was tight. However, we had lots of free lectures given by the senior
scientists from different disciplines. We were taught how to create and make
scientific reports of international standard and what methods of analyses to be used
during the expedition. Interesting collaboration between senior scientists and junior
scientists also served as an another source of learning, upgrading of knowledge and
building of international relationship among scientists with different expertise. The
preliminary report of IODP Exp.359 has been published in March 2016, and the first
research article from this expedition was published in Nature on 20 July 2016. I
acknowledge the full support by Japan Drilling Earth Science Consortium (J-DESC)/
IODP for travel and accommodation expenses during this expedition. Upon joining
the expedition, I realized the
important value of the training
I had acquired during my study
under the Akita University Leading
Program (LP). LP offered courses
that equipped me both technically
and professionally; in preparing me
to participate in research at the
international level. Also, the grants
and software support has been of
great help during my study. I am
so grateful for the support from
my supervisor Prof. Tokiyuki Sato,
who contributed immensely during
my study in Akita University.

しました。私たちは掘削された柱状堆積物試
料の地質年代を決定するために、漸新世末か
ら第四紀
（およそ2500万年前から現在まで）
ま
での化石層序の基準面を同定しました。最終
的に、インドモンスーンと海流システムの歴史
を含む、8本の柱状堆積物試料
（全長3097m）
を採集しました。採集された試料は船上で分
析が進められ、報告書としてまとめられました。
Expeditionは2015年9月30日にオーストラリア
のダーウィンを出発し同年11月30日にスリラ
ンカのコロンボに到着するまでの2ヶ月間にわ
たって実施されました。乗船中のスケジュール IODP Exp. で航海中に採取した
ナンノ化石層序の調査のための
は多忙を極めるなか、異なる専門分野の研究 コアサンプル
者から多くの指導を受けることができました。 S e l e c t e d s a m p l e s f r o m c o r e
samples for nannofossil
研究者は、IODPでの標準的な報告書の作 biostratigraphic examined during
成方法や船上でおこなわれる実験手法を学び IODP Expedition.359 cruise
ました。上級研究者と若手研究者間の協力体
制もまた、専門分野の異なる研究者間での国際的な協力関係の構築や知識
の向上にとって非常に興味深いものでした。Preliminary Report（船上で作
成される予察的な報告書）
は2016年3月に出版され、本研究航海初の研究論
文は英国科学紙ネイチャー2016年7月20日号に公表さ
れました。私は航海のための旅費と滞在費に関するサ
ポートをくださった日本地球掘削科学コンソーシアムに
感謝いたします。調査航海に参加するにあたり、私は
秋田大学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
（リーディングプログラム）
での学習の重
要性に気づくことができました。リーディングプログラム
は私に技術的かつ専門的知識を身につけさせてくれ
ました。そしてそれは、国際的水準の研究に参加する
準備をさせてくれました。リーディングプログラムの若手
チャレンジ＆イノベーション研究経費も、私の乗船研究
の支えとなりました。また、私の研究を指導してくださっ
た指導教員の佐藤時幸教授に深く感謝いたします。

サンプリングに参加したIODP Exp. 359の研究者グループ、テキサス州カレッジ
ステーションガルフコーストレポジトリIODP
IODP Exp. 359 Scientists Group Sampling Party at Gulf Coast Repository, IODP
College Station of Texas.

Field Excursion in Kamioka Mine, Gifu, Japan ／岐阜県・神岡鉱山のフィールド巡検報告
Tahir Muhammad, Kristine Taguibao and Patchawee Nualkhao ／タヒル ムハンマド、クリスティーン タギバオ、パッチャウィー ヌアルカオ
Earth Resource Science Course, D2 ／地球資源学コース 博士後期課程2年
Young Union (Wakatekai) of
the Society of Resource Geology
arranged three-day field excursion
in Kamioka city, Gifu prefecture,
from May 29th to 31st, 2016
and joined by twenty participants
including students, mining
engineers and researchers from
different universities, companies
and research institutes of Japan.
This field excursion covered
three locations in Kamioka city,
1) Kamioka mine, 2) Super
Kamiokande and 3) KAGRA.
Kamioka mine is the largest ZnPb-Ag mine in Japan and has a
production history of about 1,100
years. The ore reserves are about
100 million tons, including mined

光電子増倍管／Photomultiplier tube

6 秋田大学 大学院国際資源学研究科リーディングプログラムニュース Vol.09

2016年5月29日〜31日に資源地質学会・若手会
により岐阜県・神岡鉱山へのフィールド巡検が企画さ
れ、国内の大学等研究機関および民間企業などか
ら学生、研究者、鉱山技術者ら計20名が参加しまし
た。巡検の内容は、神岡市内の神岡鉱山、スーパー
カミオカンデ、KAGRAの見学を含みます。
神岡鉱山は、日本最大の亜鉛-鉛-銀の鉱山で、
約1100年にわたる採掘の歴史があります。神岡鉱
山の総鉱量は約1億トンであり、このうち6,500万トン
が採掘され、鉱石の品位は鉛0.82%、亜鉛5.2%、銀
33g/tです。これは、おそらく世界最大のZn-Pb-Agス
カルン鉱床であり、現在は三井金属鉱業株式会社
によって、管理・操業されています。神岡鉱床は、飛
騨片麻岩中の石灰岩レンズを交代する単斜輝石に
富むスカルンによって特徴づけられます。鉱山地域
には、古生代の塩基性変成岩、前期ジュラ紀の船
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津花崗岩、後期白亜紀の斑岩岩脈と岩株の火成岩が存在することが知られ
ています。
スーパーカミオカンデは、2002年にノーベル賞を受賞した小柴昌俊教授の
業績で知られており、ニュートリノを検出するための観測装置です。実験施
設は、世界中の多くの研究所によって利用されています。私達は、ニュートリ
ノを検出するための光電子増倍管を見学しました。新型の観測施設である
KAGRAは、大型低温重力波望遠鏡であり、最先端のテクノロジーを備えてい
ます。KAGRAという名前は、神岡（Kamioka）
のKA、重力（Gravity）
のGRA
の組合せです。2010年以来、KAGRAは遠く離れた銀河から来る時空構造
の歪みの重力波を検出するために用いられてきました。科学者は観測データ
を超新星宇宙の特性と起源を理解するために用いてきました。
感想・コメント：
MT：私は新しい友人を作り情報と知識を共有しました。私達は、洗練された
テクノロジーによる機械化された鉛亜鉛銀の鉱山開発に感銘を受けまし
た。KAGRAとスーパーカミオカンデ観測施設の見学は、私にエクストラ
な情報と現実に対する想像力を与えました。
KT：私は、神岡鉱山のスカルン型鉱化作用の観察と理解を通して、私が良く
知っている浅熱水型鉱床との違いを明確にすることが出来ました。
PN：K
 AGRAプロジェクトのスケールと目的はとても魅力的でした。それは、宇
宙の構造と進化の理解するための観測施設であり、多くの情報とデータ
を得ることが出来ます。
謝辞：私達は、本巡検を企画した資源地質学会・若手会、神岡鉱山、
スーパー
カミオカンデ、KAGRAの見学をアレンジし、地質技術者を派遣して頂いた三
井金属鉱業株式会社に感謝いたします。また、私達は、経費のサポータをし
て頂いた秋田大学リーディングプログラムに感謝いたします。

KAGRA施設／KAGRA facility
ores of 65 million tons that have an average grade of 0.82% Pb, 5.2% Zn and
33g/t Ag. This may be the largest skarn-type Zn-Pb-Ag deposits in the world,
currently in operation by Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. The deposits are
characterized by clinopyroxene-rich skarns replacing limestone lenses in Hida
gneissose rocks. The Paleozoic metabasite, the Early Jurassic Funatsu granitic
rocks and the Late Cretaceous porphyritic dikes and stocks, are the known
igneous rocks in the mining area.
Like its predecessor that earned Prof. Masatoshi Koshiba the Nobel Prize in
2002, the Super Kamiokande Observatory is an academic research facility used
for detection of neutrinos. The facility is utilized by many institutes from all
over the world. We observed the photomultiplier tube (PMT) used to detecting
the neutrinos. A new feature at the observatory is the KAGRA; a large-scale
cryogenic gravitational-wave detector that is equipped with the latest advanced
technologies. The name KAGRA is a combination of KA from Kamioka and
GRA from gravitational wave. Since 2010, KAGRA has been used to detect
gravitational waves in space-time ripples from far away galaxies. Scientists have
been using the data to understand the nature and origins of the supernova
cosmos.
Impressions:
MT: I made new friends and we shared information and knowledge together. We all
came away with great appreciation of the level of technical sophistication that lies
behind a successful mechanized underground Pb-Zn-Ag mining operation. Both
KAGRA and Super Kamiokande Observatory gave me a lot of extra information and
brought my imaginations to reality.
KT: Observation and recognition of the characteristics of skarn-type mineralization
at the Kamioka mine enabled me to distinguish skarn-type deposits from epithermaltype deposits that I am more familiar with.
PN: The scale and scope of the KAGRA project was very fascinating. It was
informative to know that the data acquired from the Observatory has been helpful in
understanding and explaining the structure and evolution of the cosmos.
Acknowledgements:
We acknowledge Society of Resource Geology for arranging this field
excursion, Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. for providing their geologists and
arrangements to visit Kamioka mine, Super Kamiokande and KAGRA. We also
acknowledge Leading Program of Akita University for financial support.

神岡鉱山野外巡検の若手会参加者

Participants of the Young Union (Wakatekai) field excursion to Kamioka mine

Goldschmidt 2016 Conference ／ゴールドシュミット2016会議
Moses Kachemwe ／モーゼス カチェムウェ

Earth Resource Science Course, M2 ／地球資源学コース 博士前期課程2年
Goldschmidt conferences were started in 1988 by the international
Geochemical Society (GS) with an aim of providing a forum for its members
to discuss their latest research works. The 26th Goldschmidt conference was
held at Pacifico Yokohama, in Yokohama City, Japan from 26th June to 1st
July, 2016. There were 140 sessions which covered all geochemical interests.
Besides, there were also early career scientist supports such as mentoring
program by well-experienced scientists, short courses given by some of the
world’s leading geochemists, workshops and travel grant program. LP student,
Reza Firmansyah Habisuan who also attended the conference, joined the
workshop and mentoring program.

ゴールドシュミット会議は、1988年、国際地球化学学会（GS）
が学会員に対
して最先端の研究を議論するフォーラムを提供する目的で始まりました。第26
回ゴールドシュミット会議は、2016年6月26日から7月１日にかけ、日本の横浜
市パシフィコ横浜において開催されました。全ての地球化学関連を網羅した
140ものセッションがありました。そして、若手科学者のサポートとして、経験
豊富な科学者によるメンタリングプログラム、世界トップレベルの地球化学者
によるショートコース、ワークショップ、そして旅費の補助プログラムがありまし
た。同じく会議に参加していたLP学生のレザ・フィルマンシャ・ハシブアンは、
ワークショップやメンタリングプログラムにも参加しました。

秋田大学 大学院国際資源学研究科リーディングプログラムニュース Vol.09 7

AKITA UNIVERSITY Graduate School of International Resource Sciences, New Frontier Leaders for Rare-metals and Resources, Leading Program News

During the conference, I presented a poster of my research which is entitled
‘Geochemical characteristics of groundwater in southern Malawi’ in the session
of ‘Reactive transport Processes in groundwater systems and their interfaces’.
It was good opportunity to have discussions with many other researchers.
Besides, I attended a lot of presentations in my areas of interest such as
mineral resources, energy resources, and environmental sciences. These were
useful to me since they improved my knowledge in geochemistry. Finally, I had
a good chance of widening my network with scientists with whom I can share
ideas thereby enhancing my scientific career development.

この学会の間、私はセッション‘Reactive transport Processes in groundwater
systems and their interfaces’において、‘Geochemical characteristics of groundwater
in southern Malawi’というタイトルで私の研究のポスター講演を行いました。講
演は多くの他の研究者と議論をするよい機会となりました。さらに、私は鉱物資
源、エネルギー資源、そして環境科学といった興味のある多くの講演を聴くこと
ができました。これらの講演は、私にとって地球化学に関する知識を深めるの
に有意義でした。最後になりますが、私にとって、同じ話ができる科学者達と
のネットワークを広げるよい機会となり、私のサイエンスキャリア成長を高めるこ
とができたと思います。

Goldschmidt 2016に参加したリーディングプログラム学生

学会参加者に研究成果を発表している様子

Leading program students who participated in Goldschmidt 2016.

Presenting my research work to some of the participants in the conference

研 究 紹 介 Research Introduction
My Mission at Akita University ／秋田大学での私のミッション
Antonio Arribas ／アントニオ アリバス

Professor, Graduate School of International Resource Sciences ／大学院国際資源学研究科 教授
I joined the Faculty of International Resource
Sciences at Akita University earlier this year. When I
landed at Narita Airport in April, it was only the second
time I was in Japan since leaving the country twenty years
earlier after four wonderful and very productive years as a
post-doctoral researcher at the Geological Survey of Japan
in Tsukuba City. It was during those years at the GSJ that
I developed a passion for the study of active and extinct
volcanic-hydrothermal systems and their associated
ore deposits, such as porphyry coppers and epithermal Au-Ag deposits. The
foundation of that passion was geology education in Spain (BA and MSc degrees
from the University of Salamanca) and the USA (PhD from the University of
Michigan).
The research on Cu-Au-Ag deposits in Japan, the Philippines and Papua
New Guinea conducted at the GSJ, and the interaction with exploration
and mine geologists from all over the world at conferences and during field
visits, opened my eyes to the world of mineral exploration. This was a field
where the methods and findings of our scientific studies could be applied
to the discovery of base- and precious-metal deposits, potentially unlocking
huge economic value. In 1996 I started a career in exploration working in a
variety of positions with increasingly global reach and responsibilities, including
ten years with Placer Dome as a member of the Long-Term Generative Group
and Exploration Manager, six years with Newmont Inc., as Chief Geologist and
Sr. Manager, Geosciences, and finally in Singapore with BHP-Billiton as VicePresident, Geosciences. Working with industry was exciting (incredibly fun at
times) and very rewarding. Perhaps the best way to summarize the experience
is one of being constantly exposed to learning opportunities, with both positive
and not-so-positive aspects. Among the latter, it’s easy to highlight the extreme
cyclical nature, with ups and downs in budgets, activity, employment numbers,
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私は今年度秋田大学国際資源学部に着任しました。4月に成田空港に到着
し、私にとっては2度目の日本滞在となります。私は、つくば市の日本地質調査
所
（GSJ：現産総研地質調査総合センター）
のポスドク研究員として非常に素
晴らしい生産的４年間を過ごしました。その間、斑岩銅鉱床や浅熱水性金銀
鉱床のなどの現在〜過去に活動した火山性熱水系およびそれらに関連する
鉱床の研究への情熱をGSJで育むことができました。その情熱の基盤となった
のは、スペイン・サラマンカ大学
（学士号と修士号）
、アメリカ合衆国・ミシガン
大学
（博士号）
における地質学教育でした。
GSJで行った日本、フィリピン、パプアニューギニアにおけるCu-金-銀鉱床
の研究や、多くの国際会議やフィールド調査訪問中に、世界各地の探査技術
者や鉱山地質学者との相互交流は、鉱物探査の世界へと私の目を開いてくれ
ました。私たちの科学的研究の手法と調査成果は、非鉄金属や貴金属鉱床
の発見に寄与する分野であり、莫大な経済的価値をもたらす可能性を秘めて
います。1996年に資源探査技術者としての経歴をスタートし、グローバル展開
その責任の増加に伴い、様々なポストに就任してきました。長期戦略グループ
の一員や探査マネージャーとしてプレーサー・ドーム社で10年、ニューモント社
では主席地質技術者や地球科学担当シニアマネージャーとして6年間、そして
最終的にはBHP-ビリトン・シンガポール社の地球科学担当副社長として働い
てきました。企業における仕事はエキサイティングで、信じられないほど楽しく、
非常にやり甲斐がありました。これまでの私の経験を総括する最良の方法は、
ポジティブな面も、そうでない面の両方からも、学習機会に常に接し続けられ
たことです。経歴の後半期では、予算、活動、雇用数、企業全体の実績など
の浮き沈みを伴う強い、周期的な性質が見て取れました。これは、この産業界
を理解するために積極的に研究されなければならないキーポイントです
（この
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and overall industry performance; key components which must be actively
サイクルの主な要因は、石油、銅、金などの資源品目の価格、および人間同様、
studied in order to understand this industry. (The main drivers for the cycles
企業の生存をかけた取り組みであり、しかしまた、企業が短期心理に根ざし、
are the price of commodities, such as oil, Cu or Au, and the tendency for
短いスパンのメモリ、思考、行動にも強く依存しています）
。
companies, like people, to fight for survival; however, also like people, companies
秋田大学リーディングプログラムについて具体的に考えてみますに、マグマ・
can have short memory and think and act with just the short-term in mind.)
In addition to continuing research on magmatic-hydrothermal ore systems,
熱水鉱システムの研究を継続に加えて、私の関心は、知的・技術的なツール
my mission at Akita University is to apply the experience gained in dealing with
を、産業界、学界、政府に関わってきて得られた経験を、とくに、21世紀にお
industry, academia, and government to transfer to our students the intellectual
いて、資源が豊富な発展途上国に必要とされる資源管理への、情報に基づく
and technical tools they need to become the informed, rational, and effective
合理的かつ効果的な奉仕者になる必要性を、コース院生に伝えることです。
stewards of resource management that are needed in the 21st century,
コース授業、野外巡検、学生たちの対話を通して、彼らが抱えなければならな
particularly in resource-rich, developing countries. Through coursework, field
trips and interaction with the students I am looking forward to helping them
い次の2つのキー分野の強みと限界を理解への手助けを楽しみにしています。
understand the strengths and limitations of two key fields they must embrace:
a）鉱床科学：
（天然の鉱床形成プロセスの膨大な多様性と複雑さを理解する
a) ore deposit science, including economic geology, geochemistry, geophysics,
ための鉱床学、地球化学、地球物理学など）
そしてb）鉱山地質学とジオ･メタ
etc., in order to understand the enormous variability and complexity of natural
ロジェニー：
（地下からの鉱石の最適な経済的回収
ore forming processes, and b) mine geology
のための資源･埋蔵量の推定とそのキャラクタリゼー
and geometallurgy, particularly as it relates to
resource/reserve estimation and characterization,
ション）
。さらには、その他の主要なパラメータを習得
in order to achieve optimal economic recovery of
させることに努めたいと考えます。 c) 冶金学、資源
the ore in the ground. In addition, I will strive to
工学とその技術
（鉱石価値とこの価値を解くための秘
help them appreciate other key parameters, such
められた手法を理解するため）
、d）経済原則とその
as: c) metallurgy, engineering and technology,
実践
（金融における時間の重要性、投資、投資家、
in order to understand the value of ore and the
potential ways to unlock this value, d) economic
および利益の必要性の理解のため）
、およびe）
環境、
principles and practice, to understand the time value
E）社会、f）規制、およびg）地政学、の諸問題などを
of money and the need for investment, investors, and
取り上げます。
profits, and e) environmental, e) social, f) regulatory,
おわりに：目標は、意欲的、建設的、知識豊富、か
and g) geopolitical issues, among others. Ultimately,
つ協調的である専門家の育成であり、あわせて、確固
the goal is to nurture professionals that are positive,
constructive, knowledgeable, and collaborative, as
とした、
目的志向の、
決定力を有する人材の育成です。
well as, firm, goal-oriented and decisive. Achieving
これらの目標を達成するため、私たちすべて
（日本政
these goals, even partially, will deliver the results that
府、文部科学省、秋田大学、学生、関連する国々やそ
we all (Japan, MEXT, Akita University, the students,
が力を合わせて目標を設定し、部分的にでも
and their respective countries and institutions) set LP博士課程モチャマッド アジズのインドネシア北スラウェ の機関）
シ調査に同行
良い結果をお届けしたいと考えています。
up to achieve.
In the field in northern Sulawesi, Indonesia, with Leading
Program PhD student Mochammad Aziz

授 業 紹 介 Course Introduction
ラボサーキット演習／ Laboratory Circuit Training
高橋

亮平／Ryohei Takahashi

大学院国際資源学研究科 助教 ／ Assistant Professor, Graduate School of International Resource Sciences
資源地質学研究室のラボローテーションでは、青森県
および秋田県における地質巡検を通して、各種の熱水
鉱床の地質セッティングと形成プロセスおよび鉱山開発
技術の基礎を学び、また、金属鉱床の成因研究のひと
つの手法である硫黄同位体分析の原理と分析技術を学
習するための室内実験を行います。具体的な実施内容
は以下の通りです。

1）
地質巡検
全4日間の日程で青森県、秋田県において地質巡検を行います。青森県で
訪問する恐山は、一般には霊場として有名ですが、地質学的には
「生きている
金鉱床」
と称されています。巡検では、現在まで続く恐山地域の火山活動と熱
水活動が生じた金を含む各種元素の高濃集を生じている温泉沈殿物を観察
し、熱水活動と鉱床形成プロセスを学びます。
秋田県では、花岡鉱山地域において、黒鉱鉱床の形成に関わる地質セッ
ティングの知識を共有し、バイモーダル火山活動を代表する岩石、熱水と岩
石の反応によって生じた熱水変質岩を観察します。鉱床開発地域における
地質セッティングを理解し、各種の粘土鉱物の同定により熱水変質作用のタ
イプ区分を行うことは、熱水鉱床を対象とする資源探査において欠かせない
要素となります。巡検ではさらに鹿角市の尾去沢鉱山を訪問し、博物館およ

Laboratory Rotation in Economic Geology Lab provides opportunities of 1)
geological excursion in Aomori and Akita prefectures to learn geological setting
of various hydrothermal deposits, their formation process and exploitation
technology, and 2) learning of the principles and procedure of sulfur isotopic
analysis, which can be applied for the study of the genesis of ore deposits.
1) Geological excursion
We will conduct a geological excursion for four days in Aomori and Akita
prefectures. Osorezan in Aomori is generally known as a hallowed place,
but geologically it is referred as “a living gold deposit”. We will observe hot
spring precipitates with high concentrations of various elements including
gold, which were
formed by recent to
the present volcanism
and hydrothermal
a c t i v i t y, a n d l e a r n
about hydrothermal
activity and ore forming
process.
In Hanaoka mining
area, Akita, we will
share the knowledge
of geological setting
that concerned to
地質巡検／Geological excursion
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び坑内における露頭観察を通し
て、鉱脈型鉱床の形成メカニズ
ムと坑内掘りの採掘法を学びま
す。このほか、北鹿地域におけ
るその 他 の 金 属 鉱 床（大 葛 金
鉱 床 ）、鉱 床 探 査ボーリングの
後 に 湧 出した 温 泉（奥 八 九 郎
温泉）および温泉水から沈殿し
ているトラバーチン（石 灰 質 化
学沈殿物）
を観察し、熱水鉱床
の形成プロセスの理解を深めま
す。
２）
硫黄同位体分析
全4日間の日程で室内実験を行
います。内容として、硫黄同位体
分析の目的と概要の説明、鉱物 硫黄同位体分析／Sulfur isotope analysis
の酸分解、イオン交換とBaSO4沈
殿、ろ過と乾燥、同位体の分析原
理の説明、分析試料の秤量とパッ
キング、硫黄同位体分析および
データ処理の流れで行います。こ
のほか安全に化学実験を行うた
めの注意点、化学廃液の処理の
仕方、各種器具の扱い方を指導
します。本実験を通して、学生は、
硫黄同位体分析の前処理法の基
礎、化学実験器具の扱い方、安
定同位体分析の原理、また、デー
タの解釈として、硫黄元素の起
源、同位体分別と平衡温度の求
め方、熱水鉱床の成因研究への
応用について学びます。

学生VOICE

the formation of Kuroko deposits, and observe
rocks related to the bimodal volcanisms
and hydrothermally altered rocks as a result
of reaction between hydrothermal fluids
and rocks. Understanding of the geological
setting in a mining area and the knowledge of
hydrothermal alteration process and types based
on determination of various clay minerals are
essential components in the mineral exploration
for hydrothermal deposits. Furthermore, we will
visit Osarizawa mine in Kazuno city, and learn
characteristics of vein-type copper mineralization
and underground excavation methods. We will
visit another vein-type gold deposit (Okuzo), and
observe a hot spring field (Okuhachikuro), of
which activity was started by drilling of mineral
exploration, and travertine precipitated from the
hot spring water to improve the understanding of
formation process of hydrothermal deposits.
2) Sulfur isotope analysis
We will conduct a laboratory experiment for
four days. Instruction in the experiment comprises
topics and works such as purpose of sulfur
isotope analysis and the overview of experiment,
acid digestion of minerals, ion exchange and
BaSO4 precipitation, filtration and drying up,
explanation of isotopic analytical principles,
weight measurement and packing of samples,
sulfur isotope analysis and data processing. The
experiment includes instruction of safety tips in
chemical experiment, and treatment of chemical
waste liquid and chemical apparatus. Students can
learn the basis of sample preparation for sulfur
isotope analysis, treatment of chemical apparatus,
principles of stable isotope analysis, and ways
of data processing to deal with origin of sulfur,
isotopic fractionation and equilibrium temperature
and genesis of hydrothermal deposits.

Student VOICE

Mochammad Aziz ／モチャマッド アジズ

Earth Resource Science Course, D1 ／ 地球資源学コース 博士後期課程１年
Hello, everyone! I’m Mochammad Aziz from Indonesia.
I graduated with a Master of Engineering degree from the
Department of Geology at the Institute of Technology
Bandung (ITB), Indonesia. Currently, I work as a lecturer
at the Department of Geology, Faculty of Engineering
at University of Jenderal Sudirman, Purwokerto, Central
Java, Indonesia. Based on my interest in the metallogeny
of my country, I prepared research topics on porphyry-related mineralization in
North Arm Sulawesi, Indonesia. After fruitful discussions with my supervisor on
the research topic and plan of study, I was accepted into the Leading Program
(LP) for Doctoral Course in Akita University. My focus is on the porphyry Cu-Au
mineralization at Tombulilato area in Gorontalo. I have three years to complete
the Doctoral Course. Therefore, I need to spend my precious time carefully with
full capability, seriousness and discipline. The diversity of the LP curriculum that
allows crossover subjects among resource-related fields, global leadership skills
development and overseas fieldwork; combined with lectures from Japanese and
international experts, will equip me with the necessary skills to face the challenges
of resource sustainability in the 21st Century. The LP has also provided me with
the opportunity to interact and share knowledge with international students from
other countries. I am thankful to Akita University for the LP. I will do my best.
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皆さん、こんにちは！私はインドネシア出身のモチャマッド アジズです。
バンドン工科大学では地質学にて修士号（工学）
を取得しました。近年
は、中部ジャワ州プルウォケルトのジェンデラルスディルマン大学で講師を
務めています。私は母国であるインドネシアのメタロジェニーに関心があ
り、現在はスラウェシ島北部の斑岩鉱化作用とメタロジェニーに関する研
究を進めております。研究題目及び計画については、私の指導教員と十
分に議論を重ね、リーディングプログラムに受け入れて頂きました。研究
では特に、ゴロンタロ州Tombulilato地域におけるCu-Auの斑岩鉱化作
用に焦点をあてています。博士後期課程が修了するまで3年間ありますの
で、この貴重な時間を計画的に過ごす必要があります。LPカリキュラム
は多様性に富んでおり、例えば、資源関連のフィールド、国際的なリーダー
シップスキル、海外フィールドワーク等、包括的に学ぶことができます。こ
れらの活動に加え、国際的な専門家等による講義を交えることで、21世
紀における資源持続可能性という課題に挑戦するために必要となるスキ
ルを身につけることができると信じています。また、様々な国の留学生と
知識を共有する機会を与えて頂き、秋田大学とLPに深く感謝しておりま
す。最善を尽くします。

AKITA UNIVERSITY Graduate School of International Resource Sciences, New Frontier Leaders for Rare-metals and Resources, Leading Program News

学生VOICE

Student VOICE

Moses Siame ／モーゼス シアメ

Resource Development and Processing Course, M1 ／ 資源開発素材コース 博士前期課程１年
My name is Moses Charles Siame from Zambia.
I’m doing my master’s degree in Mineral Processing
under the Leading Program (LP) of Akita University. I
graduated from the Copperbelt University with Bachelors
of Engineering in Chemical Engineering. I majored in
extractive metallurgy. My undergraduate research was on
selective removal of impurities such as manganese and
magnesium by selective precipitation of cobalt solution
at the overflow train in the cobalt purification circuit: the case of Chambishi
Metals plc. In the early stages of my career, I worked as a Graduate Engineer
for cobalt processing at Chambishi Metals and I did a number of research
works to improve plant efficiency. I later joined the steel processing industry
as a Quality Process Engineer at Kafue Steel plant. While at Kafue Steel, I
had the opportunity to come to Japan for my master’s course. My master’s
research is on the application of mineral processing technologies to remove
impurities associated with the extraction of iron from the Sanje iron oxide
ores of Zambia. It is a privilege to join the LP because it answers both needs
of improving my technical skills and establishing the network with friends
and colleagues from all of the world. The courses are also a combination
of both the academics and industrial exposure, which gives me a better
opportunity in my endeavors.

Juntao Wang ／王

私はシアム モーゼス チャールズです。ザンビア共和国から来ました。秋
田大学リーディングプログラムに所属し、鉱物処理に関する研究に取り組
んでいます。私はカッパーベルト大学で学士
（化学工学）
を取得しており、
専門分野は湿式製錬になります。卒業研究では、Chambishi Metals plc.
のコバルト精製工程から発生するコバルト水溶液を対象に、沈殿法を用い
た不純物
（マンガン、マグネシウム）
の選択的除去に関する研究を行いまし
た。私の卒業後すぐにChambishi Metals社に勤務し、コバルトの処理に関
する仕事に従事しました。また、プラントの効率化を図るため多くの研究を
実施してきました。その後就職したKafue鉄鋼プラントでは、品質管理/プロ
セスエンジニアとして鉄鋼処理にも従事してきました。そしてKafue鉄鋼プ
ラント勤務時、私は日本の大学の博士課程学生として留学する機会を頂き
ました。現在、修士論文の研究では、ザンビア共和国のSanje地域に分布
する酸化鉄鉱石を対象に、選鉱学的手法を用いて鉄鋼製錬工程で不純物
となる元素を除去する方法を検討しています。LPに加わることは私にとっ
て大変有益な経験となります。なぜなら、技術的スキルの向上、国際的な
人的ネットワークの構築といった両方のニーズを満たしてくれるからです。ま
た、LPカリキュラムには教育と産業の両方が組み合わされており、私の努
力次第でより良い機会を与えてくれると考えています。

俊涛

Resource Development and Processing Course, M1 ／資源開発素材コース 博士前期課程１年

I’m Wang Juntao from China. I graduated with a B.Eng.
degree in Mechanical Engineering and Automation from
Northeastern University, China. I’m very honored to be one
of Leading Program (LP) students in Akita University. The LP
offers a comprehensive and creative learning platform for me. I
have the opportunity to discuss with researchers from various
disciplines and also, access information on the latest research
trends. What’s more, this learning opportunity gives me a chance to deeply learn
Japanese language and culture, as well as making friends from all over the world. In
terms of my research topic, I want to focus on resource- efficient use and design of
products, as well as environmentally benign treatment of end-of-life products. My
research is mainly focusing on EEE (Electrical and Electronic Equipment). I hope my
research will be helpful for the establishment of a sustainable world.

中国から来た王俊涛と言います。リーディングプログラムの一員となるこ
とができたことを栄誉に思っています。プログラムは私にとって非常に包
括的で先進的な学習の機会を与えてくれています。その仕組みのなかで、
私は様々な専門分野の研究者と議論することができ、最新の研究動向を
知ることができます。さらに、プログラムは世界中の様々な国からの留学生
と友情を育む機会でもあり、日本語や日本文化を深く学ぶ機会でもありま
す。私の研究テーマに関しては、中国の東北大学機械工学自動科学科を
卒業したこともあり、ここ秋田大学では資源の効率的な利用、資源効率の
良い製品設計に焦点をあてたいと考えています。現在は主にEEE（電気
電子機器）
に着目しています。将来的には私の研究がサステイナブルな世
界の確立に役立つことを願っています。

Sambuudorj Erdenebat ／サンブ―ドルジ エルデネバット

Resource Development and Processing Course, M1 ／資源開発素材コース 博士前期課程1年
Hi! I’m Sambuudorj from Mongolia. I studied Mining
Management at Mongolian University of Science and
Technology. I worked as a Research Officer for Mongolian
University of Science and Technology for two years. I have
been trying to be a good teacher who can prepare welltrained, skillful staff. For this reason, I understand that I have
to be well-educated. I was greatly interested in pursuing
and improving my knowledge overseas. Therefore, I applied to join the Leading
Program (LP) of Akita University and I was accepted. I hope that joining the LP
will take me a step closer to my dream. My resent research generally focuses on
various ways to analyze REE’s significance, tendency, and technology. The main
part of the research is to make data evaluation by applying mineral economic
methods. Since I started studying in Akita University, I have been learning
many new skills such as the values of teamwork, how to work hard, how to
concentrate and focus on goals, and how to balance my time and priorities. I
am really enjoying life in Akita. Akita’s environmental condition such as weather,
temperature and evenness, are very comfortable for me to study in Akita
University. I really appreciate Akita University for giving me this great opportunity.

こんにちは、モンゴル出身のサンブードルジです。モンゴル科学技術大
学で鉱業管理を学んでいました。そしてモンゴル科学技術大学の研究員
として２年間働き、技能の持った熟練スタッフを訓練できる良い見本にな
るよう努力してきました。また、海外で私の知識を追求し、深めることにと
ても興味ありました。そこで、リーディングプログラムに出願し、幸運にも受
け入れてもらうことができました。プログラムに参加することで，夢にまた一
歩近づいたと考えています。最近の私の研究では、希土類元素の重要性、
傾向、技術を分析する手法に焦点をあてており、主に経済的手法を通し
て評価をすることを行っています。秋田大学で学び始めてから、チームワー
クの価値、仕事の取り組み方、目標を達成する方法、時間と優先事項の
バランスの取り方、
といった多くの新しいスキルを学んできました。私にとっ
て秋田の環境はとても快適で、暮らしを楽しむことができています。秋田
大学がこのような機会を下さったことにとても感謝しています。
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活 動 記 録 Activity Record
日付 [ Dates ] 活動内容 [ Activities ]
4/6（Wed）

平成28年度秋田大学入学式／
リーディングプログラムへ修士6名博士1名が入学

Akita University Entrance Ceremony of FY 2016/ 6 Master Students and 1 Doctor
Student Enrolled in Leading Program

リーディングプログラムガイダンス・説明会

Leading Program Guidance & Orientation Meeting for New Students

4/11（Mon）

平成28年度リーディングプログラム前期講義開始日

1st Day of Leading Program Lecture for the 1st Semester FY 2016

5/13（Fri）

第22回NMCC共同利用研究成果発表会（盛岡）／1名参加

Presentation at the 22nd NMCC (Morioka)/ 1 Participant

5/22（Sun）
〜26（Fri）

日本地球惑星科学連合2016年大会（幕張）／2名参加

Japan Geoscience Union Meeting 2016 (Makuhari)/ 2 Participants

5/29（Sun）
〜31（Tue）

資源地質学会若手研究委員会（神岡）／3名参加

Geological Society of Young Research Committee (Kamioka)/ 3 Participants

5/31（Tue）

Young Researchers Meeting セルビア研究者との共同発表会

Young Researchers Meeting Joint - Colloquium with Serbian Researchers

6/22（Sat）
〜24（Fri）

資源地質学会年会（東京）／5名参加

Resource Geology Conference Annual Meeting (Tokyo) / 5 Participants

6/26（Sun）
〜7/1（Fri）

Goldschmidt 2016
（横浜）／2名参加

Goldschmidt Conference 2016 (Yokohama)/ 2 Participants

7/5（Tue）

キャリアパス講演会

Career Support Special Seminar

7/6（Wed）

公聴会（博士1名）

Public Hearing (1 Doctor Student)

7/8（Fri）
〜10（Sun）

第4回リーディングプログラム学生会議（幕張）／6名参加

The 4th Student Meeting of Leading Graduate Schools (Makuhari) / 6 Participants

8/2（Fri）

中間審査実施（筆記・面接試験）／対象者1名

Qualifying Examination (Paper ＆Oral test)/ 1Candidate

8/8（Mon）
〜12（Fri）

平成28年度10月履修生募集期間

Application Period for FY 2016 October Admission

8/27（Sat）
第35回IGC（ケープタウン、南アフリカ）／1名参加
〜9/4（Sun）

35th International Geological Congress (Cape town, South Africa)/ 1 Participant

9/13（Tue）
IMPC 2016（ケベック、カナダ）／ 1名参加
〜15（Mon）

28th International Mineral Processing Congress 2016（Quebec, Canada）/ 1 Participant

9/13（Tue）
平成28年度資源・素材関係学協会合同秋季大会
（盛岡）
／
〜15（Mon） １名参加
9/25（Sun）
SEG Conference 2016 （チェシュメ、トルコ）／1名参加
〜30（Fri）
9/27（Tue）

秋季修了式（10月入学生）／
リーディングコース生から修士1名博士1名修了

編 集 後 記 Editorial Note
2016年度から国際資源学研究科に移行し、初めての
Newsletter投稿になります。10月からは5名の新入生を
迎え、本プログラム生は29名となりました。サマーキャン
プやラボサーキットトレーニング等の既存の活動も益々
の活発化をみせております。今年度は新たな取り組みと
してYoung Researchers Meetingを実施しており、第1
回は、セルビア共和国の研究者をお迎えし、リーディン
グ学生とそれぞれの研究について議論しました。秋田大学のリーディングプロ
グラムは研究者にとって充実した教育課程となっており、資源分野を舞台とし
たグローバルなリーダーシップ力や、高い専門知識および俯瞰的な思考を身
につけることができます。修了生は本プログラムから学んだ知識と経験を活用
し、社会貢献に努めることが望まれます。

The Mining and Material Institute of Japan 2016（Morioka）/ 1 Participant
SEG Conference 2016（Cesme,Turkey）/ 1 Participant
Graduation Ceremony for Students Enrolled in October/ 1 Master Student and 1
Doctor Student Graduated from Leading Program

阿部 一徳／Abe Kazunori

大学院国際資源学研究科 リーディングプログラム特任助教
Specially-appointed Assistant Professor to the Leading Program,
Graduate School of International Resource Sciences
This is the first Newsletter in 2016 after the management of the Leading
Program (LP) at Akita University was transferred to the Graduate School of
International Resource Sciences. From this October, the total number of LP
students are twenty-nine including five new students. Some of the activities
that are carried out by the LP include the Summer Camp and laboratory
circuit training. From this academic year, a new activity known as the Young
Researchers Meeting (YRM) has also been set up as a platform for discussion
on various research topics between young researchers of the LP and
professional researchers. For the 1st YRM, researchers from Republic of Serbia
and LP-students had discussions on current studies being carried out between
Serbian institutions and Akita University. One of the advantages of the LP is
that it provides opportunity for students to acquire global leadership skills and
wide knowledge related to resource fields. We hope that Ph.D. students will
apply the knowledge and experience gained from the Program to be useful to
the Global community.
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