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リーディングプログラムの第一期卒業生／The First Graduates from Leading Program
安達 毅／Tsuyoshi Adachi

大学院国際資源学研究科教授／ Professor, Graduate School of International Resource Sciences
今年で5年目を迎える秋田大学リーディングプログラムで
は、2016年度中に4名の修了生を送り出す予定である。修
士と博士の5年間一貫教育のため、修士1年生からプログ
ラム生になった学生はいわば第一期生に相当する。プログ
ラムの立ち上げから思い起こすと、大学・教員が試行錯誤
し、システムが徐々に改善されるなかで、学生に負担をか
けた部分もあった。本プログラムが日本で唯一の資源学に
特化したプログラムであることは、同時に新しいフロンティアを切り開いてきたこと
に他ならない。学生と一緒に作り上げてきたこのプログラムが一つの形になりつつ
あること誇りに思い、その先頭に立ってくれた卒業生に感謝したい。無事に学位を
取得し卒業される皆さんを祝福し、秋田大学で学んだことを糧に、国際社会の資
源分野で大いに活躍してくれることを願っている。

In the Leading Program of Akita University, which is in its 5th year, four
candidates will graduate at doctoral course in this fiscal year. Because this
program imposes a learning duration of five years, from master through doctoral
course, the students will be the first graduates from this program. Recalling from
the launch of the program, as the system gradually improved, part of burden
fell on the students. Because this program is the only program specialized in
resource science and technology in Japan, it is nothing other than opening new
frontier. I am proud that this program has been created with our students together
and I would like to appreciate the graduates who have been in the lead. We
congratulate everyone who will successfully acquire their degree and graduate.
With lessons learned in Akita University, I really hope for their great success in
the resource sector in the world.

The 4th Student Meeting of Leading Graduate Schools／
第4回全国博士課程教育リーディングプログラム学生会議
Ⅰ. Introduction: Overview and Purpose／概要
Kristine Joy Taguibao／クリスティーン ジョイ タギバオ

Earth Resource Science Course, D2 ／地球資源学コース 博士後期課程2年

The Student Meeting of Leading Graduate Schools is conducted every year for
全国博士課程教育リーディングプログラム学生会議は、リーディングプログラ
graduate students of master’s and doctorate studies at Japanese universities that
ムに所属する学生のために毎年実施されている。第4回学生会議は
「祭」
という
offer the Leading Program. The fourth (4th) of
テーマのもと、
2016年7月8日から10日にかけて
such meetings was held on 8-10 July 2016 at the
千葉県の幕張メッセ国際会議場で開催された。
Makuhari Messe International Conference Hall in
Chiba. The theme was “Matsuri”, meaning festival.
本会議では、イノベーションとリーダーシップに
The meeting, which focused on innovation and
焦点があてられており、対話型ワークショップや
leadership, constituted of a series of lectures, an
幕張議定書
（MAKUHARI Protocol）に関する
interactive workshop and the introduction of the
講演が行われた。活動を通じて、参加した学生
“Makuhari Protocol”. Through these activities, LP
students were encouraged to equip themselves
は、グローバルリーダーが備えている地球規模
with the qualities that effective leaders possess to
の問題に取り組むための資質を身に付けること
tackle global issues. The Organizing Committee
の重要性を学んだ。本会議の実行委員会は
「免
comprised LP students from the Nurture of
疫システム調節治療学推進リーダー養成プログ
Creative Research Leaders in Immune System
Regulation and Innovative Therapeutics program
ラム
（千葉大学）
」
、
「ヒューマンバイオロジー学位
of Chiba University and the Ph.D. programs in
プログラム
（筑波大学）
」
、
「エンパワーメント情報
Human Biology and Empowerment Informatics
学プログラム
（筑波大学）
」
に所属する学生で構
写真1
秋田大学からの参加者
右からク
リ
ステ
ィ
ーン、
王、
アディ
、
シ
of University of Tsukuba. Various sponsors
and supportive institutions helped to make the アメ、パッチャウィ、ニュートン
成され、また、様々なスポンサーと支援機関によ
Photo1: Participants from Akita University, from right, Kristine Taguibao,
meeting a great success.
Juntao Wang, Adi Sulaksono, Moses Siame, Patchewee Nualkhao and り成功に導かれた。
Newton Malala.
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Ⅱ. Leadership Lectures／リーダーシップについての講演
Newton Malala／ニュートン マララ

Earth Resource Science Course, M1 ／地球資源学コース 博士前期課程1年

The great speakers and their messages to the participants are summarized below:
1. Mr. Yoshihiko Hatanaka, President and CEO of Astellas Pharmaceuticals Inc.
gave a motivating lecture on “Our responsibility to the next generation.” To
lead effectively, he said, we need not ‘chase change but stand firm in invariant
excellence.' He urged the participants to trust their decisions, to continue
improving where necessary and to embrace the changes that arise. To create
new value in the society, we must keep ourselves open to new ideas, and be
sensitive to change. Strong social networks and deep knowledge in areas of
interest are important attributes. Whatever we would like to achieve in a given
period must be clearly understood. The overall lesson was that personal drive,
perspective, and actions would drive us forward.
2. Mr. Jun Suzuki, President and CEO of Teijin Limited gave an inspiring lecture
on “Company outline and how companies create or increase value in the
society.” He stated that a company succeeds if: (a) It foresees the future,
and (b) It understands its strength or competitiveness and reinforces the
competitiveness. Participants were urged to be persistent since ‘only those
who go the extra mile succeed.' Dr. Suzuki noted that no experience is
meaningless. If an individual or company learns from experience, it eventually
contributes to his/her/the company’s success.
3. Mr. Akira Kadokura, Leader of the 57th Japanese Antarctic Research Expedition,
passionately lectured on the activities of the Antarctic research. Conveyed
lessons included the importance of teamwork. He insisted that leaders must
be dynamic as they are occasionally required to make instant decisions.
4. In the workshop, the Editor-in-Chief of Forbes JAPAN also gave a stimulating
lecture on “Common traits of
great innovators: their behavior
and
thought
patterns,
and
attitudes.” By illustrating his
speech with examples, we could
appreciate the fact that there is
no significant difference in human
knowledge and therefore, anyone
could become a great innovator
by applying these common traits.

著名な講演者から参加者へ送られたメッセージを下記にまとめる。
1. 畑 中好彦氏
（アステラス製薬株式会社 代表取締役社長 CEO）は
「Our
responsibility to the next generation
（次世代への責任）
」
というテーマで講演
された。講演では次世代に責任や思いを効果的に伝えるためには、変革を
追及するのではなく、不変的な卓越性を固持することこそが必要であると示
唆された。社会に新しい価値を創造するためには、私たち自身が新しいアイ
ディアを持ちつづけ、変化に敏感でなければならない。社会ネットワークの強
い繋がりと関心のある分野の深い知識はその重要な役割を担っている。そし
て、限られた期間内で何か達成したいことがあれば、そのことを明確に理解
しなければならない。講演全体を通じて、個々の原動力・展望・行動が私たち
自身を前進させる活力となることを教訓として学んだ。
2. 鈴木純氏
（帝人株式会社 代表取締役社長執行役員）
は
「Company outline
and how companies create or increase value in the society
（どのように新し
い事業を創ってきたか？）
」
というテーマで講演された。その中で会社が成功
する条件として
（a）
未来を見据えること、
（b）
その強みや競争力を理解し強化
すること、の2点が挙げられた。参加した学生は
「一層の努力をする者だけが
成功する」
という言葉を受け、何事にも持続性をもつことの重要性を学んだ。
最後に鈴木博士から、
経験したことは無価値ではないというご提言を戴いた。
個人または会社が経験から学んだことは、結局のところ会社に貢献し、会社
を成功へと導くことになることが示唆された。

写真2 Forbes JAPAN編集長による講演

Photo2: Editor-in-Chief of Forbes JAPAN
delivering a lecture on the Innovator’s
thought during the workshop

3. 門倉昭氏
（第57次南極地域観測隊 隊長、国立極地研究
所 教授）
は南極を舞台にした研究活動について講演され
た。講演ではチームワークの重要性が述べられた。門倉
博士の経験から、リーダーは時折即座の判断を要求され、
力強い存在でいなければならないことが主張された。
4. ワークショップではForbes JAPAN編集長が
「偉大な革新
者に共通した特徴」
について講演した。いくつかの事例が
挙げられご説明頂いたことで、我々と革新者の間には知識
に有意差はなく、革新者等がもつありふれた特徴を意識す
ることで誰もが偉大な革新者になりえることを理解した。

Ⅲ. ‘Funnovation’ Workshop: “Operation: Pumpkin King ~Hijack Forbes Japan! ~”／「Funnovation」
ワークショップ
Adi Sulaksono／アディ スラクソノ
Earth Resource Science Course, M1 ／地球資源学コース 博士前期課程1年

The workshop was fun and entertaining, just like “Matsuri”. Forbes JAPAN
このワークショップはまさに
「祭」
のようで、楽しみながら参加することができた。
introduced the participants to “Funnovation”, an acronym for Fun/Funny and
Forbes JAPANは、Fun/FunnyとInnovationの頭字語である
「Funnovation」
を
Innovation (photo 3-1). Through humor, “Funnovation” seeks to create new and
紹介した
（図3-1）
。Funnovationは
「それは面白いですか
？」
というシンプルな質
extraordinary ideas by asking the simple question ‘is it funny?’. Groups were
問をすることで、新しく、そして特別なアイディアを創り出すことが目的です。参加
formed and challenged to create their own original “funnovation” by combining,
in sixty (60) seconds, words that
者でグループをつくり、単語パズルから無
were randomly selected from a
作為に選ばれたワードを60秒間で組み合
word-puzzle. Using those random
わせ、
自分達の独自のFunnovationを創る
words, each group was to think of
ことに挑戦した。各グループにおいて、社
something funny and extraordinary
that could be related to a social
会ニーズにマッチさせた様々な面白い言葉
need. Then, these ideas were
が考えられ、これらのアイディアは社会ニー
combined
into
products
that
ズをもたらす製品に統合された。最後には、
provided the social need(s). Finally,
まるでForbes JAPAN誌にインタビューを受
as if being interviewed by Forbes
JAPAN magazine, each group wrote
けているかのように、各グループが自分達
an article about their product. A
の製品について記事を書いた。合計32の
total of thirty-two (32) funnovation
写真3-1 アディが作成したFunnovationのイメージ像
Funnovation製品が創出され、その一部を
products were created, some of Photo3-1: Diagram illustrating the meaning of ‘Funnovation’. Created by Adi
which are shown below:
写真3-2から写真3-7で紹介する。
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写真3-2 アディのグループ。
ランダムワード：コミュニケーション、重力。
スマートフォンに続く次世代の携帯電話
「Air
Phone」
は反重力技術を搭載しており、地面に
落ちることのない革新的な製品です。ハンズフ
リーデバイスなので、ポケットや鞄に入れて運ぶ
必要もありません。また、どこへ行くにしてもAir
Phoneは私たちについてきてくれます。例えば、
病院の患者はベッドに横たわりながら、手を使わ
ずにAirPhoneを操作することも可能です。
Photo3-2: Adi’s Group.
Random words: Communication, Gravity.
“AirPhone”, the next generation’s phone after smartphone, is a funnovative product that
operates on anti-gravity technology and therefore does not fall down. There is no need to
carry it in pockets or bags, because it is a hands-free device. It just follows us wherever we
go. Without using their hands, patients at the hospitals can operate AirPhones while lying on
their beds.

写真3-5 ニュートンのグループ。
ランダムワード：マラソン、眼鏡。
「Running without feet」
は、革新的でユニーク
な製品です。この製品は、忙しい人や労働者や
今すぐに気分を改善したい人々のためのもので
す。例えば、オフィスに座っている中で、世界の
どこかの公園を走っていることを想像してみてく
ださい。この製品ではバーチャルを有効利用す
ることで、現実であれば困難となる問題を乗り越
え、時間の制約も取り除くことが可能です。バー
チャルランニングは使用者の気分を高めることができます。
Photo3-5: Newton’s Group.
Random words: Marathon, Glasses.
“Running without feet” is a funnovative product that is meant for busy people, office workers or
people with disability who want to instantly improve their mood. Imagine sitting in your office
but running through a park of your choice anywhere in the world. The product breaks down
boundaries and removes time constraints. It can be used as a mood booster by virtual running.

写真3-3 王のグループ。

写真3-6 シアメのグループ。

ランダムワード：バブル、珊瑚、蜘蛛。
「Magic Bubble」
はクモの糸で作られた球状の
部屋を意味します。一つのバブル
（部屋）
がある
ことで、個人のプライバシーと安全が保障されま
す。Magic Bubbleの機能としては他にも、汚染
された空気の浄化や、外部の騒音を遮断するた
めの防音室としての役割も果たします。また、全
てのバブルは簡単に移動させることができ、サイ
ズも容易に変更することが可能です。さらに、所
望に応じて2つ以上のバブルを結合させることも
でき、結合後はバブル間でのコミュニケーションも可能となります。

ランダムワード：ムード、カメレオン、
トレーナー。
サイコサービスシステム
「Mood Trainer」
は、
人々
のストレス緩和をサポートする製品であり、電子
機器を使用して患者のストレスや心拍数を計測
する健康カウンセリングの考えに基づいていま
す。カウンセリング室には面白い写真が飾られて
おり、患者がリラックスできる雰囲気づくりが心が
けられています。また、患者は一定時間手首に
電子器具を着用し、その間のストレスと心拍数を
計測します。データはカウンセラーにより解釈さ
れ、ストレスをコントロールする方法について患者はアドバイスを受けることができます。

Photo3-3: Wang’s Group.
Random words: Bubble, Coral, Spider.
The “Magic Bubble”, a spherical chamber made from spider threads, guarantees personal
privacy and safe space for individual users. Additional functions of the Bubble include
purification of polluted air as well as serving as a sound-proof chamber to keep out external
noise. All bubbles can be moved easily and also, their sizes can be changed easily. Moreover,
two or more bubbles can be connected as desired. These connections are feasible for interbubble communication.

Photo3-6: Siame’s Group.
Random words: Mood, Chameleon, Trainer.
The “Mood Trainer”, a funnovative psycho-service system that helps people to overcome
stress, was based on a health counselling concept that uses electronic devices to monitor
stress and heart rate of patients. Counselling rooms are decorated with funny pictures
to make the patients feel relaxed before stating their problems. Then, the patients wear
electronic gadgets on their wrists for a given period, during which the stress and heart rate
are monitored, and recorded as electronic data. The data is interpreted by the counsellors,
who then give advice to patients on how to control the stress.

写真3-4 クリスティーンのグループ。

写真3-7 パッチャウィのグループ。

ランダムワード：カメレオン、雨、バブル、雲。
「Chameleon-ation：The Bubble Rain」は、変
色能力を有するカメレオンの適応能力または生
存メカニズムの概念に基づいています。ある意
味Bubble Rainは、人間による極端な気候条件
への順応にも関係しています。地球工学から、
豪雨地帯の雨雲は気泡が
「運搬者」
としての役
割を果たし、乾燥地帯へ雨雲を
「輸送」
する働き
があります。
Photo3-4: Kristine’s Group.
Random words: Chameleon, Rain, Bubble,
Cloud.
“Chameleon-ation: The Bubble Rain” funnovation
project revolves around the notion of the
adaptation capabilities or survival mechanism
of chameleons through color change. In a way,
the Bubble Rain is related to human adaptation
to extreme global climate conditions. Through
climate engineering, the rain clouds from an area
of heavy rain can be “transported” to an area of
dry climate using the bubble as a “carrier” of the
rain clouds.

Ⅳ. The Makuhari Protocol／幕張議定書
Patchewee Nualkhao／パッチャウィ ヌアルカオ

ランダムワード：カメレオン、
ムード、
色、
ダンス、
髪。
「Chameleon Mood」
はカメレオンの変色能力を
参考に作成しました。人々が負の感情
（例：ストレ
ス）
にさらされているときはいつでも、この製品が
人々を前向きな気持ち
（例：幸福）
へと変えてくれ
ます。前向きな気持ちは仕事の高効率化にも繋
がるので、競争の激しい作業環境では特に生産
性の向上が期待されます。ユーザーはポッド内
に座って、景色、音、匂い、温度などを設定する
ことでリラックス効果が望めます。より大きなバー
ジョンのBoxを利用するには、2つ以上のポッド
を繋げることで作製することが可能です。コミュ
ニケーションの手段として、個人同士がお互い
の経験を共有することができます。
Photo3-7: Patchewee’s Group.
Random words: Chameleon, Mood, Color,
Dance, Hair.
“Chameleon Mood”, is adapted from the ability
of a chameleon to change its colors. Anytime
people are in a negative mood (e.g., stressed),
this funnovative product can help change that mood to positive (e.g., happy). It has a strong
potential for increasing productivity in a competitive work environment, as positive moods
can result in better work efficiency. Users sit inside the Pod and set scenery, sounds, smells,
and temperatures, etc., that helps them to relax. The larger version, the Box, can be created
by joining two or more individual pods together. By way of communication, individuals can
share experiences with each other.are feasible for inter-bubble communication.

Earth Resource Science Course, D2 ／地球資源学コース 博士後期課程2年

In accordance with the original
objectives of the Leading
Program, the proposition of the
Makuhari Protocol was guided
by the activities of the past four
Student Meetings. The Makuhari
Protocol was unanimously agreed
to by participants of the 4th
Student Meeting. Henceforth, it
has become the set guidelines
by which LP students will engage
and challenge themselves in their
写真4-1 森本侑樹委員長による幕張議定書の提案

過去4回の学生会議を通じて、博士教育課程リーディングプログラム
の本来の目的に基づいた議論が行われ、幕張議定書
（MAKUHARI
Protocol）が 提 案された。幕 張 議
定書は第4回学生会議において参
加者の全会一致で合意され、今後
リーディングプログラム生が様々な
活動に参加し、挑戦していくため
のガイドラインとなっている。幕張
議定書には、成功したグローバル
リーダーの3つの本質が示されて

Photo4-1: Mr. Yuki Morimoto, President of the Organizing Committee, proposing the “Makuhari Protocol”
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various activities. The Makuhari Protocol states that there are three essential
qualities of successful global leaders, simply designated as the 3F’s: flexibility,
frontier spirit, and feasibility. All LP students should equip themselves with the
3F’s to tackle global issues through interdisciplinary communication, to begin and
continue pursuing their goals, and to take the initiative toeducate, inspire, and
empower the next generation of leaders from Japan.

おり
「3つのF」
と呼ばれている。これらは、柔軟性
（Flexibility）
、フロンティア精神
（Frontier spirit）
、実現可能性
（Feasibility）
である。全リーディングプログラム生
は、学際的なコミュニケーションを通じて地球規模の問題に取り組み、これらの
問題解決に着手し、継続し、日本の次世代リーダーを教育し、鼓舞し、自信を与
えるためのイニシアティブをもつために3Fを身につけるべきであると示唆された。

Ⅴ. IMPRESSIONS & SUMMARY／要約と感想
Moses Siame and Juntao Wang／モーゼス シアメ、王 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

The 4th Student Meeting for Leading Graduate schools was informative and
very inspiring. The lectures and workshop broadened our perceptions about basic
understanding of innovation and how to develop or improve our innovative and
leadership skills. The emphasis on the ability to be innovative and adding value
to society was linked to improving our skills of identifying relevant opportunities,
being proactive, exerting confidence, exercising flexibility in decision-making
and remaining sensitive to the ever-changing world. The profound content
of the meeting and depth of thought demonstrated by the organizers and the
speakers have motivated us towards making significant progress in our individual
endeavors. The meeting also provided other platforms like the banquet and afterparty were students had the opportunity to interact, share ideas and experiences
among each other; thereby expanding their networks for the future. These
events served as venues to expand our horizons as we met a wide range of
remarkable people in a variety of fields of specializations, each with their own
interests and objectives.

第4回学生会議は参加者にとって大変有益な場であり、とても刺激的であっ
た。講演とワークショップを通じて、イノベーションの基礎的な理解と、どのように
して革新的なリーダーシップスキルを開発し改善するかについての認識を深め
ることができた。また、社会への付加価値と革新を与える能力を重視することは
刻々と変化する世界の中において、適切な機会を見極めること、未来を見据え
ること、自信を持たせること、意思決定を柔軟に行うこと、等のスキルを改善する
ことに繋がる。主催者や講演者によって紹介された内容や発想は深いものばか
りで、個人が大きな進歩を遂げていくためのモチベーションが得られた。学生会
議では、懇親会やアフターパーティーのような他のプラットフォームも用意されて
いた。学生等は相互交流の機会を得ることで、お互いのアイディアや経験を共
有し、将来に向けて人的ネットワークを広げることができた。これらのイベントで
は、参加者それぞれが独自の関心と目的をもち、多様な専門分野で幅広く注目
を集める人物と交流することで、さらに俯瞰性を高めることができた。

Leading Forum 2016／博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2016
Baisui Han／韓 百歳

Resource Development and Processing Course, D3 ／資源開発素材コース 博士後期課程3年
I attended The Program for Leading Graduate Schools Forum 2016 (Leading
2016年11月11日から12日にかけてヒルトン東京お台場で開催された博士課
Forum 2016) on November 11-12, at Hilton Tokyo Odaiba. Leading Forum 2016
程教育リーディングフォーラム2016に参加した。本フォーラムでは、リーディング
focused on career paths of students who will graduate in the coming year and
プログラム修了生のキャリアパスに焦点があてられており、産業界、アカデミア、
provided the opportunity to communicate with a broad range of participants from
行政機関、国際機関等の関係者と学生のコミュニケーションが図られた。
industry and academia, and other institutions such as government bodies and
international organizations.
1日目
（11月11日）
：
First day (November 11):
午前の部では産業界から、朝田照男氏
（丸紅株式会社 会
For the morning section, two invited talks were addressed
長）
と橘フ
クシマ咲江氏
（G&S
Global
Advisors
Inc. 代表取締
by Mr. Teruo Asada (Chairman of the Board, Marubeni
役社長）
による講演が行われた。午後には、将来のキャリアを考
Corporation) and Ms. Sakie Tachibana-Fukushima (CEO,
G&S Global Advisors Inc.). In the afternoon, speakers
えたときのリーディングプログラムの発展と修了生の在り方に目
from both industry and academia carried out a roundtable
が向けられ、学生の潜在的役割と産学連携に関して、産・学か
discussion on Industry-Academia Collaboration and
らの参加者を交えたラ
ウンドテーブルが実施された。また、学生
the potential roles of students in the development and
ラウンドテーブルでは、各々のプログラムにおける5年間の経験
completion of the Leading Program for their future careers.
Then, the students performed roundtable discussions
を通じて、研究及び教育から得られたことについて多様な意見
about their achievements in research and education
が述べられた。初日最後のセクションでは、2018年春に就職を
throughout the five (5) years of their studies. Finally,
希望する学生と各業界の関係者が集まり、学生によるポスター
students who wish to find employment in the industry from
spring 2018, showcased their potentials and prospects 写真1 ポスター発表会場の様子。意見交換 での自己アピールが実施された。私もポスター発表を行い、参
会の参加学生。韓百歳
（右）
、李文華
（中央）
、
through poster presentations. Warm discussions and コイツウェ ケホモディ（左）
加者との有意義な議論を通じて、専門性、社会的な責任、忍
。
meaningful conversations with participants inspired me Photo1: A view of the poster presentation
耐力、創造力といったキャリアパスの成功に必要な要素を身に
section.
Akita
University
LP
students,
from
to make more efforts in demonstrating professionalism, right, Baisui Han (D3), Li Wenhua (D2) and
着けるために、より一層の努力をする意欲がかきたてられた。
societal responsibility, tenacity and creativity in my work Koitsiwe Kegomoditswe (D2)
ethics; invaluable ingredients for a successful career path.
2日目
（11月12日）
：
Second day (November 12):
午前の部では、各リーディングプログラム間の連携の現状
For the morning section, students talked about the current
と、コミュニケーションツールの運用について、実際にツール
status of communication among the leading programs and
製作及び運営を進めている学生が中心となり紹介された。そ
their experiences of using tools including social networking
service. To enhance communication among the programs,
の中では、各プログラム間における交流の良質化に向けた効
an establishment of a platform “Connecting Across
果的なプラットホームの製作について議論された。また、就職
the Programs” was discussed. After the discussions,
活動を控えた学生に対して、産業界の出席者から自身の経験
students who have found employment talked about their
を基にアドバイスが送られた。リーディングプログラム学生間で
experiences to students seeking jobs in the future. Good
communication among Leading Program students is an
良質な交流を築くことは、
知識の向上と効果的なソーシャルネッ
important way to improve knowledge and establish an
トワークを形成するうえで、重要な方法であると考えた。今回
effective social network. In conclusion, the Leading Forum
2016 provided me with insight and understanding on the 写真2 韓百歳によるポスター発表の様子。 リーディングフォーラム2016を通じて、私のキャリアパスを成功
Photo2: Baisui Han explaining a point to a
に導くために必要な見識と理解を深めることができた。
path to take for my future career success.
participant
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プログラム協力者VOICE

Program Supporter's VOICE

Assessing Environmental Resources at the Local to Global Scale
Dr. Ralf Schiebel／ラルフ シーベル博士

Group leader, Max Planck Institute for Chemistry ／マックスプランク化学研究所 グループリーダー
A special lecture on environmental resources was delivered by Ralf Schiebel
from the Max Planck Institute for Chemistry (MPIC) to the graduate students
of the Akita University Graduate School of International Resource Sciences,
on Friday, December 9, 2016. The lecture included scientific topics, and
information on funding possibilities and research carried out at the Department
of Climate Geoscience, at MPIC, in Mainz, Germany. Our common concern
of growing world population poses challenges in energy and food production,
and resulting environmental issues including the production of greenhouse
gases and climate warming. Possibilities of reducing new CO₂ emissions,
and mitigation of CO₂ concentrations in the atmosphere and ocean were
discussed. Because surface Earth systems are historical and complex, there
is possibly no easy way to reduce CO₂ and other greenhouse gases at no
expense, neither direct costs for individuals and countries, nor any effects on
different components of the environment. We have discussed geological and
ecological topics, which are important in addition to political and economic
issues arising from the availability of resources as, for example, hydrocarbon
exploration and energy production.
The topics presented in the formal lectures have stimulated some
discussion with the highly motivated group of selected international students
from Japan, Indonesia, China, Vietnam, the Philippines, Mongolia, Malawi,
Afghanistan, and Botswana. There are many possible ways of reducing the
production of greenhouse gases, ranging from coastal to open marine nutrient
injection to foster plankton production. Details of ocean fertilization by
increasing micronutrient (in particular iron) concentration for the reduction of
atmospheric CO₂ concentration were discussed as well as more philosophical
questions. What are the advantage and disadvantages of alternative energy
production like wind power and photovoltaic energy over nuclear power,
and hydrocarbon combustion? In addition, other measures like forestation
deforestation, as well as carbon capture and storage were discussed. In the
end, we need to develop in a sustainable way to preserve a habitable Planet
Earth today and for the future generations.
It has been inspiring for me to learn that the students from different countries
have very diversified and clear ideas of their special fields of research,
which span a wide variety of topics. I have been impressed by the general
performance of the graduate students. Over the first three years since it was
created, the special education course “New frontier leaders on resources”
has well developed into an active and lively institute, including researchers
and students, and a very efficient and supportive administration. I am sure
that the first cohort of students graduating from the faculty will be well
placed on the job market, and will pursue successful careers in science and
industries. Having visited Akita for the third time, working with the students
and advancing scientific projects with my colleagues was great success, and
I am looking forward to my next visit.

写真1
2016年9月に 北 大 西 洋 で 実 施
され た 調 査 航 海
（独 国 調 査 船
MERIAN）
でプランクトンネットによ
る浮遊性有孔虫採集をおこなって
いる講師
（ラルフ・シーベル博士；
写真の黄色いヘルメット）
。有孔虫
は過去の海洋環境の復元や気候
研究に用いられる。
Photo1:
Ralf Schiebel（yellow safety
helmet） sampling planktic
foraminifers with a multi
plankton net from the North
Atlantic in September 2016 with
the German research vessel
MERIAN. Foraminifers are used
for the reconstruction of past
ocean environments and climate
research.

2016年12月9日
（金）
に、国際資源学研究科に所属する大学院生に対して
講義をおこなった。講義では、地球科学の最新の研究成果や、独国マック
プランク化学研究所
（the Max Planck Institute for Chemistry; MPIC）
の気
候地球化学部門でおこなわれている研究の紹介、予算獲得に関する情報な
どについて話題提供をおこなった。現在もなお進行する全球的な人口増加
傾向は人類共通の懸念となっているが、これはエネルギーや食料生産のほ
か、経済活動の結果として生じる温室効果ガスの排出や地球温暖化などの
環境問題に対する新たな挑戦を呼び起こすものである。講義では、新たに
放出される二酸化炭素の抑制や、大気・海洋中の二酸化炭素量の緩和に
ついて意見の交換をおこなった。地球表層のシステムは人類史と密接に関
わるとともに複雑そのものであるために、個人や国家の直接的な経済的負
担だけでなく、環境のどの異なる側面からの影響も無しに、二酸化炭素やそ
れ以外の温室効果ガスを削減する簡単な方法などない。講義ではさらに石
油・天然ガスなどの炭化水素鉱床やエネルギー生産を例として、資源の利
用に起因する政治的・経済的問題にとって重要となる地質学的・経済学的
な話題についても展開した。
講義内でのこれらの話題は、日本をはじめとしてインドネシア、中国、ベト
ナム、フィリピン、モンゴル、マラウイ、アフガニスタン、ボツワナからの留学生
を含む国際色豊かな学生たちともに活発な議論を促進させた。温室効果ガ
スを削減する方法は多数あるが、その中で、海洋プランクトンの増加をうな
がすために、沿岸から外洋域にかけて栄養塩類を海洋に注入する方法があ
る
（生物ポンプによる炭素の移動を利用した手法のこと）
。大気中の二酸化
炭素濃度を減らすために微量栄養元素
（特に鉄）
を人為的に増加させる海
洋肥沃化
（ocean fertilization）
実験が知られているが、講義では、その純粋
科学的な問題点の指摘とともに議論がなされた。風力発電や太陽光発電の
ような代替エネルギーの生産と、従来の炭化水素の燃焼の長所・短所は何
だろうか。さらに、植林や森林伐採、二酸化炭素の地下貯蔵などのその他
の手法についても議論した。まとめとして、私たちは、これからもそして将来
の子供達の世代にわたっても居住可能な地球を保全するような持続可能な
（エネルギー資源を活用した）
方法で発展していくことが必要であろう。
今回、様々な国から学びの場に集う学生が、多岐にわたる彼らの専門に
応じて多様で明解な考えを持っているということを知り、私にとって良い刺激
となった。また、大学院生の基本的能力の高さが印象的であった。資源フロ
ンティア特別教育コースは、組織されてから3年が経つが、研究者や学生、
有能で協力的な支援スタッフとともに、活発で精力的な研究組織として発展
している。私は、このコースを卒業する最初のメンバー達が産業界で重要な
職に就き、科学または産業界において着実にキャリアを積むことを確信して
いる。私にとって3回目の秋田訪問であったが、今回は、共同研究者との研
究プロジェクトの進展と、学生とともに学ぶ貴重な機会を得ることができた。
秋田を再び訪れる機会を楽しみにしています。
写真2
2016年12月9日に 秋 田 大
にて環境資源の講義をおこ
なっている講師の様子。
Photo2:
Ralf Schiebel delivering a
lecture on environmental
resources to graduate
students at Akita University
on December 9, 2016.
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活 動 報 告 Activity Report
GeoSEA XIV convention：Krakatau Fieldtrip／GeoSEA XIV

学会：クラカタウ巡検

Reza Firmansyah Hasibuan／レザ フィルマンシャ ハシブアン
Earth Resource Science Course, M2 ／地球資源学コース 博士前期課程2年
Krakatau fieldtrip, which is a pre-event to the GeoSEA XIV Annual Convention
in Indonesia, was conducted on 7th -9th October 2016. My supervisor
（Professor Tsukasa Ohba）and I joined this fieldtrip. Krakatau islands became
famous, especially among volcanologists because of its cataclysmic eruption in
1883, which unleashed notorious tsunamis that killed more than 35,000 people.
The explosion itself generated incredibly loud sound that could be heard up to
4,800km away. The Krakatau volcanic complex comprises four islands; Rakata,
Sertung, Panjang, and Anak Krakatau islands. Historically, the first three islands
are remnants of the caldera collapse of the supposedly ancient Krakatau. Inside
the remnants, Anak Krakatau, which means “child of Krakatau”, breached the
ocean surface in 1927 as a new volcanic cone. Anak Krakatau is a very active
volcano that had erupted at least 80 times since 1927 until 1999. Currently, the
height of the volcano is 813m above sea level. Due to the tectonic setting in
this region, in which rotation of
Sumatra and Java has resulted in
extensional thinning and having
Krakatau with explosive behaviour
in the front arc while Sukadana
basalt plateau with effusive
behaviour in relatively back arc,
I collected some samples from
the Krakatau islands to analyse as
part of my study on petrological
lateral variation to investigate the
characteristics of arc magmatism
in the Sunda Strait region.

写真1 クラカタウ島周辺地図。図中
には1883年噴火により消失した古ク
ラカタウ島も示す。アナク・クラカタウ
島は現在、ラカタ島、セルトゥン島、パ
ンジャン島の3島に囲まれる
（USGS、
1999を一部改編）
。
Photo1: Map of Krakatau islands
showing the old Krakatau island that
was obliterated by the 1883 eruption.
Now Anak Krakatau is surrounded by
three big islands, Rakata, Sertung, and
Panjang（Modified from USGS, 1999）
.

2016年10月7日 〜9日
の 三日間、指 導 教 員
の 大 場 教 授と私 は、
the GeoSEA XIV
Annual Convention in
Indonesiaが主催するク
ラカタウ火山地質巡検
に参加した。クラカタウ
火山は、1883年に巨大
噴火が生じたことで、と
りわ け 火 山
学 者の間で 写真2 アナク・クラカタウ島南麓、2012年玄武岩質安山岩
溶岩の試料採取の様子。図中の人物は大場教授
（右）
及び
は 有 名であ 著者（中央）。
る。噴火の際 Photo2: Prof. Ohba and I collecting samples of 2012 basaltic
andesite lava flow, at the southern flank of Anak Krakatau
には 津 波が island.
発生し、犠牲者は35,000人に上った。また、噴火時の爆発音
（空振）
は、4,800km離れた場所でも聞こえるほど大きなものであった。クラカ
タウはラカタ、ルトゥン、パンジャン、アナク・クラカタウの4つの火山島
の総称である。これらのうち最初の3つは、かつて一つの火山島で
あった古クラカタウカルデラの一部である。1927年、このカルデラの
内部にアナク・クラカタウ
（クラカタウの子供の意）
が出現した。この火
山の活動は活発であり、1927年から1999年にかけて少なくとも80回
噴火している。アナク・クラカタウは出現時より成長を続け、現在は海
抜813mである。この地域では、スマトラ島とジャワ島の回転運動によ
り大陸プレートの薄化が進行しており、前弧側と背弧側でそれぞれ異
なる火山活動が生じている。前弧側ではクラカタウのような爆発的な
活動が生じ、背弧側の活動はスカンダナ洪水玄武岩のように非爆発
的である。私はスンダ地域の島弧横断方向の岩石学的変化につい
て研究を現在行っている。本巡検では、研究サンプルの一つとして、
クラカタウの火山岩を採取することができた。

Attendance of “Cities on Volcanoes 9” in 2016／学会Cities on Volcanoes9に参加して
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
11月20日〜11月25日の5日間、大場教授引率の下、LP院生の南と私はCOV9
（Cities on Volcanoes 9, 開催地： チリ・プエルトバラス）
に参加した。COVは

写真1 Calbuco火山2015年噴火時に生じたラハールにより破壊された建造物。建物内に
も土砂が入り込んでいる。
Photo1: The building was destroyed by the lahar generated at the 2015 eruption. We can see
a pile of the lahar deposit, even inside of the destroyed building.
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From 20th to 25th November 2016, Prof. Ohba (my supervisor), Mr. Minami
(LP student, D3) and I attended the “Cities on Volcanoes 9 (COV9)” conference
in Puerto Varas, Chile. Cities on Volcanoes (COV), which is mainly hosted by
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior
(IAVCEI), is one of the greatest international conferences in the field of
volcanology. COV9 was the 9th conference. There were 652 presentations, and
many of them focused on volcano disaster mitigation. I also did a presentation
based on the results from my master’s research.
On the 23rd, we joined a field trip organized by COV9. The objective for our
participation in this field trip was to observe the areas destroyed by lahar that was
generated during the 2015 eruption of Calbuco volcano, which is close to Puerto
Varas. At the southern foot of the volcano, we visited the area where the lahar
flowed. We saw a collapsed factory partially filled with debris of the lahar (Fig. 1) and a
damaged bridge that has been exposed at its base (Fig. 2). These viewpoints directly
informed us on the devastating disaster caused by the lahar. The 2015 eruption was
a big-scale, subplinian-style magmatic eruption. However, the seismic receivers did
not record any precursor that would have been reflected in the magmatic behavior
relating to the 2015 eruption. For this reason, the presentations at the conference
and the explanation during the fieldtrip pointed out the defectiveness of volcano
monitoring system in this area, in which the seismic receivers to detect volcanic
earthquakes are settled at a distant site (ca. 8km) from the summit. Although
evacuation of the residents in this area prior to the eruption had been done well,
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火山学の国際学会である。主催はIAVCEI
（国際火山学及び地球内部化学協
会）
である。本学会での研究発表は総数652件に上り、その大多数は火山防災
に関する研究であった。私も研究発表を行った。
11月23日には、本学会主催の野外巡検に参加した。この巡検では、プエルト
バラス近傍のCalbuco火山山麓にて、同火山2015年の噴火で生じたラハールに
より被害を受けた地域を見学した。復旧の進んだ現在でも、土砂に埋まった工
場や橋の基礎がむき出しになっている様子がみられ、それらは火山噴火災害の
危険性を如実に物語っていた。Calbuco火山2015年噴火は準プリニ―式噴火
であったとされる。しかしながら、このような大規模マグマ噴火であったにもかか
わらず、噴火直前にマグマの挙動を示す前兆現象
（火山性地震の活発化など）
は確認されていなかった。このことについて、本学会の講演や巡検案内では火
山観測網の不備を指摘する意見が多くみられた。実際、火山地震観測のため
の地震波受信器は山体から離れた場所
（約8km地点）
に設置されている。この
ため、より山体に近い場所への地震波受信器の設置が必要であると考えられ
る。幸い、地域住民の避難は迅速に行われたものの、一刻も早く、よりよい火山
観測体制の整備が望まれる。

I concluded that the monitoring system should be improved by the installation of
many advanced seismic receivers in proximal areas of the volcano.

写真2 2015年Calbuco火山噴火時に生じたラハールにより破壊された橋。現在は建て
直されている。
Photo2: The fixed bridge had been previously destroyed by the lahar generated by the 2015
eruption.

International Mineral Processing Congress – 28TH IMPC 2016／第28回国際選鉱会議
Ariuntuya Battsengel／アリウントゥヤ バトセンゲル

Resource Development and Processing Course, D2 ／資源開発素材コース 博士後期課程2年
From 11th to 15th of September 2016, three members from Akita University
including Professor Atsushi Shibayama, Assistant Professor Kazutoshi Haga and
I attended the International Mineral Processing Congress, which was held at
the Convention Center located in the “Old Quebec historical neighborhood” in
Québec City, Canada. About 1,487 participants from 54 countries gathered to
share the best practices of mineral processing from mining to production in 16
technical streams of the congress.
I had the opportunity to present
the results of our research in the
session of Rare Earth Elements
(REE). My presentation discussed
the process of making partial
improvement method for leaching
of REEs by using diluted sulfuric
acid solution from apatite ore of
Mongolia. My presentation was
well-received because I got a very
important advice on the formation
of gypsum (CaSO₄・2H₂O) during
leaching process, which gave me
an idea to make a systematic
research on the residue.
It was a superb chance to see
some of the outstanding research
conducted on REE around the
写真1 湿式製錬分野の権威､ ラバール大学の
ファティ・ハバシ教授
（写真左）
との記念撮影
（コン world. I am grateful to Leading
Program for providing us a great
ベンションセンターにて）
Photo1: Standing in front of the convention center opportunity to form networks with
with a well-known extractive metallurgist, Prof.
Fathi Habashi (left) of Laval University, Quebec, young international researchers
Canada.
and world-famous Professors.

2016年9月11日から15日に か
けて第28回国際選鉱会議が開催
され、秋田大学からは柴山敦教
授・芳賀一寿助教・アリウントゥヤ
（D2）の3名が参加しました。開
催場所はカナダ・ケベック州の
「ケ
ベック旧市街の歴史地区」
に位置
するコンベンションセンターで行
われました。本会議は16のテクニ
カルセクションが設けられており、
採鉱から製錬にわたる世界最先
端の技術を共有するために、54ヶ
国から1,487名もの参加者が集
まりました。今回私は希土類元素
（REE）セッションで研究成果を
写真2 Activation Laboratories Ltd (Actlabs)の
発表する機会を頂き、モンゴルの ブース前にて
Photo2: At the booth of Activation Laboratories Ltd
アパタイト鉱石を対象として、希 (Actlabs)
硫酸溶液を用いたREE浸出プロ
セスの改善について発表しました。発表後の質疑応答では、浸出プロセスで残
渣中に生成する石膏
（CaSO4・2H₂O）
の形成メカニズムに関する貴重な意見や
助言を頂きました。
世界中のREEに取り組んでいる優れた研究を拝聴することができる素晴らし
い機会でした。国際的な若手研究者や著名な教授等との人的ネットワークを築く
機会を与えてくれた秋田大学リーディング・プログラムに心より感謝しております。

World Mining Congress, Brazil, 2016／世界鉱業会議2016（ブラジル）
Refilwe Sandra Magwaneng／リフィルウェ サンドラ マグワネン

Resource Development and Processing Course, D1 ／資源開発素材コース 博士後期課程1年
The 24th World Mining Congress (WMC) was held on 18-21 October, 2016
in Rio De Janeiro, Brazil, under the theme "Mining in a World of Innovation".
The mining and metallurgical companies showcased the new innovations, latest
technologies and techniques in mining and mineral processing at the conference.
The speakers, while showcasing their breakthroughs and providing linkages to
the socio-economic and environmental aspects related to the mineral industry,

2016年10月18日から21日にかけて第24回 世 界 鉱 業 会 議
（World Mining
Congress）
が実施された。
本会議では
「Mining in a World of Innovation」
がテー
マとして掲げられ、ブラジルのリオデジャネイロで開催された。鉱山・製錬関係の
会社による講演では、採鉱と選鉱に関する最新技術・技法についての新たな試
みが紹介された。講演者は研究のブレイクスルーを提示し、鉱業に関わる社会
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presented compelling results from their research works that were based on a
common key factor of understanding human behavior and interaction with the
environment in order to direct mining and sustainability. A company showed
its innovative technical machinery that would transport ores from forest areas
without cutting down trees. In Brazil, the Brazilian Mining Association will spear
head a new frontier of mineral exploration in the isolated areas of the Amazon
using new technologies while also considering the preservation of indigenous
population.
When I presented my research work on the recovery of copper and nickel
from mine tailing by multistage-flotation, I received positive feedback that
encompassed critical issue on my research methodology. On the next phase of
improving recovery of the minerals, I will implement the suggestion given.

経済学と環境面との繋がりを示したうえで、鉱業とその持続性を導いていくため
に、環境への相互作用と人間の行動を理解し、これらの主要な共通因子に基
づく研究から説得力のある成果を発表した。また、他の講演では木の伐採をせ
ずに森林地帯から鉱石を運搬することのできる革新的技術が示された。そして
ブラジルでは、ブラジル鉱業協会が牽引し、アマゾン先住民の保護を考慮した
新技術を用いて、アマゾンの孤立地域を対象とした鉱物資源探査のニューフロ
ンティアに取り組んでいる。
私も多段浮選による鉱山尾鉱からの銅・ニッケル回収に関する研究を発表し、
聴講者から研究手法の重大な問題点について有益なフィードバックを頂いた。
これ
らの意見を踏まえ、鉱物の回収技術を改善する次のステップを検討しようと思う。

写真1 パネルディスカッションの来賓講演者

写真2 リフィルウェ サンドラ マグワネンによる発表の様子

Photo1: Guest Speakers in the panel discussion

Photo2: Refilwe Magwaneng, Leading Program PhD student of Akita University, presenting
on multistage flotation of mine tailing for recovery of copper and nickel

研 究 紹 介 Research Introduction
新たな採鉱工学への挑戦／New Challenge for Mining Technologies
川村 洋平／Yohei (Youhei) Kawamura

大学院国際資源学研究科 教授／ Professor, Graduate School of International Resource Sciences
2016年4月に筑波大学から本学大学院国際資源学研
究科に赴任いたしました。研究科と兼任で国際資源学
教育研究センター（通称ICREMER）
にも副センター長
として籍を置いております。現在、来年度より正式開講
される研究室
（採鉱工学研究室／Mining Technology
Laboratory）
の立ち上げ作業に追われております。
本研究室は“鉱山防災情報学”を専門とすると謳ってお
ります。具体的には、“防災”を通信・機械・センシング・コンピュータ分野など
にわたる学際的な方法でアプローチする新たな学問分野を切り拓いていきます。
まだ萌芽的な学問分野である災害情報学において、防災という観点から
「地震
防災」
「斜面防災」
「地盤防災」
および
「資源開発防災」
を中心として体系化して
いくことも重要なミッションです。当方の研究キャリアは防災工学から始まってお
り、その後筑波大学にて防災工学に最新計測技術を適用したジオセンシング
分野を確立いたしました
（2003〜2012）
。更に豪州Curtin大学に赴任したことに
より
（2012〜2015）地理情報学
（主に地理情報システム
（GIS）
）
をジオセンシン
グ分野に適用するに至り、その研究分野はジオコンピューティング分野
（災害情
報学分野）
へと大きく展開しております。現在は筑波大学ソフトコンピューティン
グ学域にも所属し、システム設計にソフトコンピューティングや画像情報処理技
術を積極的に取り入れております。
更新性資源の積極的利用が望まれる現代ではありますが、非更新性資源へ
の需要は依然高いものです。
このような限りある鉱物資源を安全・効率的に採掘
（開発）
する技術の開発が世界的に求められています。採鉱学は地質学、岩盤
力学
（工学）
、土木工学、防災工学、機械工学の融合領域にある学問および技
術体系であり、独自の発展を遂げてきました。
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I joined the Graduate School of International Resource Sciences at Akita
University from University of Tsukuba in April 2016. Also, I belong to the
International Center for Research and Education on Mineral and Energy Resources
（ICREMER）
. Now, I’m busy working on the Mining Technology Laboratory,
which is my own laboratory, to be officially launched in the next academic year.
My area of expertise is mining engineering and disaster control informatics.
I am in the exploratory phase of developing a new discipline which will take a
multidisciplinary approach to mining and disaster control. The approach will
include communication, geo-sensing and computing. Another important mission
of mine is to systematize this new discipline with a central focus on disaster

写真1 スーパーピットにて
（カルグーリ、オーストラリア）
Photo1: At Super Pit (Kalgoorlie, Australia)
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一方で我が国ではICT、ソフトコンピューティングおよびロボティクスが目覚ま
しい発展を見せています。これらの技術は汎用性および他技術との親和性が
非常に高く、様々な分野がその応用に注目をしています。
我々は、日本の強みであるこれらの技術を採鉱学に適用し、世界で通用する
（求められる）学際的アプローチによる新たな資源開発技術を創出していくこと
を目的としております。また、提案する技術の経済効果評価やリスクアセスメントを
含めた包括的なレビューを行うことで、実際に役立つ技術を社会還元いたします。

control for earthquakes, slope and mining. In other words, all potential disasters
which will be caused by earthquakes, slope and mining must be controlled with the
aid of informatics to mitigate their destructive or hazardous effects. My career as
a researcher began as a Lecturer of mining engineering at University of Tsukuba.
During my tenure（2003-2012）
, I established the Geo-Sensing discipline. The
Geo-Sensing discipline was then expanded to Geo-Computing discipline; after
which I moved to Curtin University in Australia to do collaborations with the
GIS department and Mining department. At Curtin University, I belonged to the
Soft-Computing Research Unit and actively conducted research on integrated
soft-computing and image processing technologies.
Although the proactive use of renewable resources is desired today, the demand
for non-renewable resources is still growing. Therefore, the development of
new mining technology that will improve safety and increase efficiency is a high
priority around the world. In this quest, the field of mining engineering needs to
work together with associated disciplines such as geology, metallurgy and mineral
processing, surveying, and geotechnical engineering.
Recently, remarkable progress has been made in Japan on research on relevant
technology fields such as information and communication technology（ICT）
,
soft-computing and robotics. Because of their versatility and process affinities,
these technologies have great potential for practical applications to mining.
Our mission is to apply, through an interdisciplinary approach, Japan's strength
in such fields of relevant technology to create new mining technologies of proven
value, as defined by comprehensive economic and risk assessment reviews.
写真2 地下鉱山での通信実験の様子（西オーストラリア）

Photo2: Conducting wireless communication test in an underground mine in Western Australia

授 業 紹 介 Course Introduction (Lab Circuit)
ラボサーキット演習報告（鉱物資源・テクトニクスグループ：渡辺研究室）／
Report on Laboratory Circuit Training (Mineral Resource & Tectonics Group of Prof. Watanabe)
越後 拓也／Takuya Echigo

大学院国際資源学研究科 准教授／ Associate Professor, Graduate School of International Resource Science
鉱物資源・テクトニクス研究室のラボローテーションで
は、熱水性金属鉱床の研究や探査に重要な熱水変質作
用に関する知識や実験技術を習得するため、⑴ 講義に
よる基礎知識の学習、⑵ 野外における観察と試料採集、
⑶ 実験室での試料処理と分析、⑷ 分析結果のまとめと
プレゼンテーション、を行いました。具体的な実施内容は
以下の通りです。

Laboratory Rotation by Mineral Resource & Tectonics Group provides the
following opportunities: (1) lecture on basic knowledge about hydrothermal
alteration minerals, (2) field observation and sampling, (3) sample preparation for
mineral identification and (4) interpretation of analytical results and presentation.
Through these steps, students taking this class can learn basic knowledge and
skills on hydrothermal alteration processes that are important for investigation
and exploration of hydrothermal metal deposits.

(1) Introductory lecture on hydrothermal metal deposits, alteration zoning and
mineral identification:
We gave a lecture on basic knowledge and skills that are necessary for this
⑴ 熱水性金属鉱床と熱水変質作用、および熱水変質鉱物同定法に関する講義
Laboratory Rotation. Some students taking this class have not studied mineralogy,
鉱業博物館において、ラボローテーションの概要と実習に必要な基礎知識を学
petrology and economic geology, and they need to learn the method for mineral
習します。受講生の中には鉱床学や鉱物学を専門としない大学院生も含まれてい
identification as well as the mechanism of metal concentration and hydrothermal
ますので、マグマ〜熱水系における金属元素の濃集機構やその周辺に発達する
alteration in magma – hydrothermal system. This lecture was conducted in
Mining Museum of Akita University to show many types of actual samples of
熱水変質帯に産する鉱物の特徴および同定法の概論を学びます。鉱業博物館に
metal ores and hydrothermal alteration minerals. Students could learn important
は実際の鉱石や熱水変質鉱物の標本が展示されていますので、様々なバッググ
topics using these specimens and thus, Mining Museum is very nice place to
ラウンドを持った受講生に対してこのような講義を行うには最適の場所です。
conduct such practical lectures.
(2) Fieldworks in Arakawa mine, Doroyu hot spring and Kawarage-jigoku (hell):
⑵ 荒川鉱山跡〜泥湯温泉・川原毛地獄における野外実習
We visited Arakawa mine (Daisen city, Akita prefecture) in which large-scale
かつて大規模に銅を採掘していた荒川鉱山跡
（秋田県大仙市）
と現在も活発
copper mining was carried out before and Yuzawa
に温泉や火山ガスが湧き出している泥湯温泉・川原
geothermal area (Yuzawa city, Akita prefecture)
毛地獄
（秋田県湯沢市）
を実際に訪れ、野外での岩
involving Doroyu hot spring and Kawarage-jigoku
(hell) in which we can see active hot spring and
石・鉱物および露頭の観察を行います。地質学や鉱
volcanic gas discharging. In these areas, we observed
床学の性質上、野外で実際に岩石や鉱物を観察し
natural minerals, rocks and outcrops and discussed
てその生成機構を考察したり、様々な変質鉱物が地
their formation processes. For geology students, it
熱帯にどのように分布しているかを記載したりするこ
is necessary to observe minerals and rocks in field
and describe the distribution of alteration minerals
とは必要不可欠です。今回の野外実習を行った荒
around geothermal area. In Arakawa mine, we could
川鉱山跡では、地下深部でマグマから分離した流体
observe much evidence that magmatic fluids carried
相によって銅や鉄などの金属元素が濃集した痕跡を
and concentrated metals such as copper and iron and
観察することができます。一方、泥湯温泉・川原毛地
produced ore minerals enriched in the metals like
chalcopyrite (CuFeS₂) and pyrite (FeS₂). In Doroyu
獄では、噴出した火山ガスから硫黄の結晶が析出し
hot spring and Kawarage-jigoku (hell), we could
写真1 湯沢市泥湯温泉での野外巡検

たり、強酸性の温泉水によって岩石が現在進行形で

Photo1: Field excursion in Doroyu hot spring in Yuzawa city
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observe many native sulfur crystals precipitated from H2S-rich volcanic gas
変質していく様子を観察することができます。直線距離にして約70km離れた2
and ongoing rock alteration processes by highly acidic water discharged from
つの地域で観察されるこれらの現象は、いずれもマグマ〜熱水系における金属
hot spring. Through the fieldworks in these two areas, which are separated by a
鉱床の形成と深く関連しており、受講生は野外観察を通した実体験として熱水
distance of 70 km, we could learn many important concepts about the formation
性金属鉱床の形成過程を学ぶことができます。
processes of hydrothermal metal deposits.
(3) Sample preparation and powder X-ray diffraction analysis:
⑶ 実験室での試料処理と粉末X線回折法による分析
We took some rock samples during the above-mentioned fieldworks and
野外実習で採集されたいくつかの岩石試料を大学に持ち帰り、粉末X線回折
analyzed them to identify
法によって変質鉱物の正確な同定を行います。採集された岩石試料をそのまま分
alteration minerals by
析することは出来ません
powder X-ray diffraction
(PXRD)
method
in
ので、試料の乾燥や粉
Akita University. Before
末化を行った後、微細鉱
PXRD
analysis,
we
物の分離
（水ひ）
を行い、
need to dry and crush
分析対象となる変質鉱物
the rock samples to
grind them into powder.
（粘土鉱物）
を岩石試料
Then alteration minerals
から抽出します。こうして
(clay minerals) were
抽出された変質鉱物にX
separated by elutriation
and analyzed by PXRD
線を照射し、結晶格子に
method. We can identify
よって回折されたX線を
mineral species using 写真3 粉末X線回折分析の試料調製
測定することによって鉱
PXRD patterns of the Photo3: Sample preparation for powder X-ray diffraction analysis
写真2 岩石試料から変質鉱物を分離する様子
物種の正確な同定を行う
alteration minerals.
Photo2: Separation of alteration minerals from rock samples
(4) Interpretation of analytical data and presentation:
ことができます。
We need to check the basic information such as color, texture and occurrences
⑷ 分析結果のまとめとプレゼンテーション
of natural samples for precise identification of minerals,
粉末X線回折法によって得られたデータのみで鉱
although it is possible to presume mineral species only
物種を同定することも原理的には可能ですが、試料
by PXRD patterns. Each student has to interpret all
the data taken by him or her and summarize them as
の色や組織といった肉眼観察で得られる基礎的な
presentation for all the other students and faculties
データや、野外で観察された産状などの情報を組み
in this class. All students could improve his or her
合わせることで、より正確な同定と考察が可能になり
data interpretation and presentation skills through
ます。また、各受講生がそれぞれのデータをプレゼン
the following processes: preparation of presentation,
give a presentation in the front of such audience and
テーションとしてまとめ、他の受講生および教員の前
having discussions with other participants. After the
で発表することで、データの分かりやすい見せ方やよ
series of lecture, laboratory works and presentations,
り良いディスカッションの方法も学ぶことができます。
students taking this class could attain basic knowledge
こうした一連の講義、野外実習、実験、結果の解釈、
and skills on hydrothermal alteration processes that
are important for investigation and exploration of
プレゼンテーションとディスカッションを経験すること
hydrothermal metal deposits.
写真4
粉末X線回折分析について解説する様子
で、受講生は熱水変質作用に関する知識や実験技
Photo4: Lecture on powder X-ray diffraction analysis
術を習得することができます。

学生VOICE

Student VOICE

Pearlyn C. Manalo／パーリン マナロ
Earth Resource Science Course, D1 ／地球資源学コース 博士後期課程1年
I am Pearlyn Manalo, a Filipino PhD student. I studied
chemistry for my bachelor’s degree at the University
of the Philippines-Diliman （UPD） and worked on the
synthesis of organic compounds that have potential to
be intercalated with clay minerals. Then, I took up M.Sc.
Geology in UPD and studied tectonics; employing gravity
and magnetic methods for my thesis. While taking my
master’s degree, I worked as a research associate and
learned variety of other geochemical and geophysical methods. Now, I am
trying to integrate geology, chemistry, and physics as I study mineralization
in the Philippines for my PhD degree. My studies are being conducted under
the supervision of Professor Akira Imai with support from MEXT scholarship
and the Leading Program（LP）
. In preparation towards different aspects of
resource development and management, the LP activities help me to get
acquainted with different research fields. I hope to be one of the leaders in
resource science who can recognize and help overcome resource challenges.
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私は博士後期課程のパーリン・マナロです。フィリピン大学ディリマン校で
化学を学び、粘土鉱物に含まれる有機化合物の合成に関する研究で学士
号を取得しました。その後、フィリピン大学での修士論文では重力及び磁気
探査を用いてテクトニクスを研究しました。修士論文の作成に取り組んでい
る間、私はリサーチアシスタントとして働きながら、化学及び物理学を幅広く
学んできました。現在は博士論文作成のために、地質学・化学・物理学の
統合して、フィリピンにおける鉱化作用に関する研究を試みています。文部
科学省奨学金とリーディング・プログラムからサポートを頂き、今井亮教授の
ご指導のもと研究に取り組んでいます。資源開発及び管理に必要となる多
角的な考え方を身につけるために、リーディング・プログラムの活動は資源
分野を幅広く学ぶ機会を与えてくれます。私は資源に関する問題を認識し、
解決することのできる資源開発のリーダーになることを目指します。
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学生VOICE

Student VOICE

Newton Malala／ニュートン マララ
Resource Development and Processing Course, M1 ／資源開発素材コース 博士前期課程1年
Hello！ I am Newton Malala from Kenya. I joined the
Leading Program（LP）from April, 2016 as a master’s
（MA）student. I hold a bachelor’s degree in economics
and statistics from Kenyatta University, Kenya.
My major is in Mineral Economics. Under the supervision
of Professor Tsuyoshi Adachi, I am conducting research
on electricity generation technology mix optimization
that will promote energy security while stimulating
investments into renewable energy. LP is proving to be a worthy choice
because I am exposed to different experiences and knowledge about mineral
and energy resources. I am being trained to be a leader in this sector. I look
forward to broadening and deepening my knowledge in matters related to
mineral and energy resources during my study under the LP. I am also utilizing
this opportunity to study Japanese. After graduating with a PhD degree, I
hope to join the United Nations and contribute to a sustainable world. Douzo
yoroshiku onegaiitashimasu.

こんにちは！ 私はケニアから来ましたニュートン・マララです。2016年4月か
ら博士前期課程の学生としてリーディング・プログラムに参加しています。ケ
ニアのケニヤッタ大学で経済・統計学の学士号を取得しました。
私はMineral Economics
（資源経済学）
を専攻し、安達毅教授のご指導の
もと、再生可能エネルギーへの投資を活発にしかつ、エネルギーの安全保
障を促進するための、
発電技術ミックスの最適化の研究を行っています。
リー
ディング・プログラムでは、資源に関するさまざまな経験と知識に触れ、資源
分野のリーダーになるための訓練を受けることができ、このプログラムを選ん
で本当に良かったと思います。私が卒業するまでには、資源に関連する幅
広く深い知識を持ち、
ドクター取得後は国連に入ることを希望しています。私
はこの機会を活かして日本語も勉強しています。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

Adi Sulaksono／アディ スラクソノ
Earth Resource Science Course, M1 ／地球資源学コース 博士前期課程1年
I am from Yogyakarta, Indonesia. I obtained my B.E.
in geology from the Dept. of Geological Engineering,
University of Pembangunan Nasional Yogyakarta. For
my bachelor’s research project, I did research on steamheated alteration and its relation to an ancient volcanic
system. After completing my bachelor’s degree program,
I continued to work as both lecturer assistant and project
research assistant for more than two years at the same
university. Much of my previous works involved studies on magmatism,
volcanism and ore deposits. Those works have led me to focus on the link
between oxidized magma and porphyry Cu mineralization for my master’s
research under Leading Program（LP）
. I am very excited to be able to do
my master’s research project at Grasberg, Indonesia; one of the largest and
highest grade Cu-Au deposits in the world. I thank Akita University and my
supervisor, Prof. Yasushi Watanabe, for accepting me into the LP.

私はインドネシアのジョグジャカルタから来ました。ペンバングアン大学
ジョグジャカルタ校のGeological Engineering
（地質工学）学科で、地質学
の学士号を取得しました。学士論文では熱水変質に関する研究、及び火山
システムとの関係についての研究に取り組みました。大学卒業後は、同大
学にて2年以上の間、講師及びプロジェクト研究助手として、それぞれの業
務を継続しておりました。私の研究略歴の大部分は、火成活動と火山活動、
鉱床に関連する内容となります。これらの経験に基づきリーディング・プログ
ラムの博士前期課程では、酸化的なマグマと斑岩銅鉱床の関係に焦点をあ
てた研究に取り組んでいます。インドネシアのグラスベルグ地域
（世界的にも
大規模・高品質であるCu-Au鉱床）
における研究プロジェクトに取り組むこと
ができ、とても高揚しています。リーディング・プログラムに受け入れて頂き、
秋田大学と指導教員である渡辺寧教授には特に感謝しています。

Rivdhal Saputra ／リフダル サプトラ
Earth Resource Science Course, M1 ／地球資源学コース 博士前期課程1年
Hello！ My name is Rivdhal Saputra from Indonesia. I
graduated with a bachelor’s degree from Universitas
Gadjah Mada, majoring in geological engineering. Now,
I am a master’s student of Earth Resource Science in
Akita University and under the supervision of Professor
Tokiyuki Sato. My research is about chronostratigraphy
and paleoceanography of paleogene equatorial area
in Java, Indonesia, based on calcareous nannofossils
assemblages and its significance to petroleum basin study. I am really thankful
to be accepted as one of Leading Program（LP）grantees. LP offers support
for my research and studies, and also provides opportunities to take part
in scientific conferences that are related to my research. The integrated
curriculum of the LP, which encompasses all aspects of earth science,
including natural resources and geology, economy and social studies, will
help me to greatly improve my knowledge and skills during my stay in Akita.
Yoroshiku onegaiitashimasu.

こんにちは！リフダル・サプトラです。私はインドネシアのガジャ・マダ大学
出身で，地質工学を専攻していました。現在は、秋田大学大学院資源地球
科学専攻に所属し、佐藤時幸教授の指導のもとに研究に励んでいます。研
究では，石油地質学上重要なインドネシアのジャワ島に分布する古第三系
を対象に、石灰質ナンノ化石群集に基づく古第三紀高精度年代層序と古
海洋、および石油堆積盆地構造発達史の解明について取り組んでいます。
秋田大学リーディング・プログラムに受け入れて頂いたことに心より感謝して
おります。リーディング・プログラムでは研究と勉学がサポートされ、関連学会
に参加する機会も頂いております。またカリキュラムでは、地球科学に関連す
る幅広い分野
（天然資源、地質学、環境学、経済学）
が網羅されており、私
の知識及び技術を大幅に改善する機会を与えてくれています。“よろしくお
願い致します”。
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活 動 記 録 Activity Record
日付 [ Dates ]

活動内容 [ Activities ]

10/3
（Mon）

平成28年度秋季入学式
リーディングプログラムへ 修士2名 博士3名

Entrance Ceremony for October 2016 Admission
2 Master Students and 3 Doctor Students enrolled in Leading Program

10/3
（Mon）

平成28年度リーディングプログラム後期講義開始日

1st Day of Leading Program Lecture in the 2nd Semester FY 2016

10/8
（Sat）
〜15
（Sat）

GIC 2016
（バンドン、インドネシア）
/2名参加

GeoSEA XIV and 45th IAGI Annual Convention 2016 (Bandung, Indonesia)/
2 Participants

10/18(Tue)〜21(Fri)

24th 世界鉱業会議
（リオデジャネイロ、ブラジル）
/3名参加 24th World Mining Congress（Rio de Janeiro, Brazil）/ 3 Participants

10/19(Wed)〜22(Sat)

International Mineral Processing Conference Mongolia International Mineral Processing Conference Mongolia 2016
（Ulan Bator, Mongolia）
/ 1 Participant
2016
（ウランバートル、モンゴル）
/1名参加

11/1 (Tue)

秋田大学合同フォーラム

11/8(Tue)〜10(Thu)

5th International Doctoral Symposium Sustainable
Management of Resources and Environment in the 5th International Doctoral Symposium Sustainable Management of Resources
and Environment in the 21st Century（Hokkaido）
/ 2 Participants
21st Century
（北海道）
/2名参加

11/11 (Fri)〜12(Sat)

リーディングフォーラム2016
（東京）
/5名参加

（神戸）
/ 1名参加
11/13(Sun)〜16(Wed) Copper 2016

Akita University Joint Forum（Akita）
/ 3 Participants

Leading Forum 2016 (Tokyo)/ 5 Participants
Copper 2016（Kobe）
/ 1 Participant

11/18(Fri)〜28(Mon)

第9回火山都市国際会議
（プエルトバラス、チリ）
/2名参加 Cities on Volcanoes 9 2016（Puerto Varas, Chile）/ 2 Participants

12/8(Thu)〜10(Sat)

エコプロ2016の見学

2016年アメリカ地球物理学連合秋季大会
12/12(Mon)〜16(Fri)
（サンフランシスコ、アメリカ）
/2名参加

Visit to Eco Product 2016（Tokyo Big Sight）
/ 1 Participant
AGU 2016 Fall meeting (San Francisco, USA)/ 2 Participants

平成29年度4月履修生募集期間

Application Period for FY 2017 April Admission

2/2 (Thu)

中間審査実施
（筆記・面接試験）
/対象者4名

Qualifying Examination (Paper ＆Oral test)/ 4 Candidates

2/8 (Wed)

キャリアパス講演会

Special Career Path Lecture

2/9 (Thu)

公聴会/博士候補生3名

Public Hearing/ 3 PhD Candidates

2/14 (Tue)

秋田大学国際資源学教育研究センター
第11回国際シンポジウム
（秋田）
/ 25名ポスター発表

International Center for Research and Education on Mineral and Energy Resources
the 11th International Symposium (Akita)/ 25 poster participants

2/16 (Thu)

秋田大学国際資源学教育研究センター
第11回国際シンポジウム
（東京）

International Center for Research and Education on Mineral and Energy Resources
the 11th International Symposium (Tokyo)

3/22 (Wed)

修了式
リーディングコース生から修士4名博士3名修了予定

Graduation Ceremony
4 Master Students and 3 Doctor Students in Leading Program expected to graduate

1/6(Fri)〜12(Thu)

編 集 後 記 Editorial Note
Congratulations to our Leading Program (LP) graduates,
who have successfully completed their studies and will
be assuming positions of responsibility and accountability
at various institutions in their respective countries. One
theme that runs through this volume is the importance
of applying innovative skills to research work. Creative
thinking, asking the necessary questions and diligence
are the core of innovations. As the LP has endeavored to
produce world-class resource scientists and engineers, it
is my firm belief that with the acquired skills, they would be effective and efficient
team leaders in their demonstrative ability to identify and solve challenges related
to earth resources development and sustainability.

Kofi Adomako-Ansah／コフィ アドマコ アンサ

Specially-appointed Assistant Professor to the Leading Program,
Graduate School of International Resources Sciences ／
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
リーディングプログラム修了生の皆様、卒業おめでとうございます。無事に教
育課程を終えられ、今後は其々の国において様々な機関で、自身の行動と結果
に責任をもつべき立場に就くことになると思います。今回Newsletter Vol.10の一
つのテーマとして、革新的技術を研究活動に適用することの重要性を掲げてい
ます。創造的な思考、的確な質問、勤勉性は偉大な技術革新のコアとなります。
リーディングプログラムが世界に通用する資源科学者とエンジニアの育成に努
め、その中で培われた能力を修了生が如何なく発揮することで、地球資源開発
と持続性に関わる課題点を特定し、解決するための実証能力を備えた効果的
で効率的なチームリーダーとなることを固く信じています。
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