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Leading Program Activities in ICMR 2017／ICMR 2017でのリーディングプログラムの活動
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
On October 25-27, 2017, the 8th International Conference on Materials
Engineering for Resources (ICMR 2017) was held at the Akita View Hotel, Akita.
It was organized by the Society for Materials Engineering for Resources (SMER)
and the Leading Program (LP) was one of the co-sponsors. The ICMR is held
roughly every four years and covers eight topics, which included the following:
(1) Strategy of environment, resource, and energy for sustainable development
(2) Development of new recycling system for rare metals and rare earth metals
(3) Construction materials for sustainable development (4) Advanced materials
for sensors and information storage (5) Computer engineering and materials
engineering for Resources (6) Strategy of life science for sustainable development
(7) Processing and characterization of functional materials (8) Earth science and
resource development technology (Special Session of Akita University Leading
Program “New Frontier Leader Program for Rare metals and Resources”).
The international scope of ICMR 2017 was indicated by the 115 presentations
from various researchers across the globe: 44 invited speakers from 14 countries
(see photo 1) led Plenary Lectures (6 speakers) and delivered Keynote Lectures
(38 speakers). In addition, a Poster Session, consisting of 71 papers that were
selected via a peer reviewing process, showcased current research topics
conducted by some of the participants.
Before ICMR 2017 officially opened on October 25, evidence for resource
sustainable activities in Japan was seen during a two-day (October 23-24, 2017)
fieldtrip to the Dowa-Holdings-Group-owned companies- the Kosaka Smelter and
Refinery Co. Ltd. and the ECO-Recycle Co. Ltd- , which gave visiting participants
(including four LP students) an insightful experience to the eco-friendly metals’
recovery and recycling efforts carried out by these companies (Photo 2).
In addition, a tour of the Osarizawa Mine Land highlighted the environmental
management of one of the oldest mine heritage of Japan. The mine opened
in 708 AD and was once the site of the nation’s largest ore processing facility
(100,000 tons of copper ores per month at its peak).

平成29年10月25〜27日、秋田ビューホテルで第8回素材物性学会国際会議
が開催されました。当学会は、日本素材物性学会主催で開催された会議であ
り、リーディングプログラムは共催という形で参画しました。学会では、以下に
示す8テーマを掲げ、招待講演、企画講演およびポスター発表が行われました。
⑴ 持続可能な社会の実現を目指した環境・資源・エネルギー戦略
⑵ レアメタルおよびレアアースを対象とした新リサイクルシステムの開発
⑶ 持続可能な社会に資する材料創成
⑷ センサーおよび情報蓄積のための先端材料
⑸ コンピュータ工学および材料工学
⑹ 持続可能な社会の実現を目指したライフサイエンス戦略
⑺ 機能性材料の処理と特性
⑻ 地球科学および資源開発技術
（秋田大学リーディングプログラム特別セッション）
学会参加者個々の観点から、持続可能な社会を実現するために必要な新
しい概念と様々な技術について、関連した分野間で実りある議論を行いまし
た。当該学会は世界中の様々な国から研究者が集い、計115件のプレゼン
テーションが報告されました。内訳として、6件の招待講演、38件の企画講演
（計44件）、査読審査を突破した71件のポスター発表が行われました。
ICMR2017開催前には、招待講演者の一部と4名のリーディングプログラム
生が、DOWAホールディングス株式会社の系列会社である小坂製錬株式会
社と株式会社エコリサイクルで国内の製錬・金属リサイクルの施設などを見学し
ました
（写真2）
。また、708年に開山し、最盛期で約100,000 t/monthの銅を生
産した尾去沢鉱山を見学し、鉱山の歴史や環境保全活動について学びました。

写真1：バラエティに富んだ海外講演者、若手研究者、学生によって、 写真2：フィールドトリップ：招聘参加者がDOWAエコリサイクルにて、家電
ICMR2017の視野が示されました。
製品や電気電子廃棄物のリサイクル現場を見学する様子。

写真3：ICMR2017受賞者Mishra Brajendra教授による秋田大学合同
セミナーでのリーディングコース生を含む参加者に向けた講演の様子。

Photo1: The scope of ICMR 2017 depicted by a wide variety of
international speakers, young researchers, and students

Photo3: Joint Seminar at Akita University: Prof. Mishra
Brajendra (ICMR 2017 Distinguished Service Awardee) giving a
lecture to participants, including LP students

Photo2: Fieldtrip: Visiting participants observe the recycling
of home appliances and waste electronic and electrical
equipment (WEEE) at the Dowa ECO-Recycle Co. Ltd
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On October 25, 2017, a joint seminar by the LP, ICREMER and SMER was held at
the Akita University LP lecture hall, under the theme “Current Research Activities
on Resource Science and Material Engineering”, in order to foster a close
interactive environment between some of the ICMR 2017 conference speakers
and the LP students (Photo 3 and 4). It allowed the speakers to appreciate the
nature and aim of the Leading Program to train young researchers with global and
interdisciplinary perspectives on resource sciences and engineering. Through the
‘windows’ of their respective researches and personal experiences, the speakers
gave their support by encouraging the LP students.

10月25日には、秋田大学リーディングプログラム特別講義棟で、ICMR2017
の招待講演者を講師として迎え、リーディングプログラム生対象の特別セミナー
「資源分野の最新研究紹介」
を開催しました
（写真3と4）
。講師の先生方は、
リーディングプログラムの趣旨を理解し、資源科学、資源開発を学ぶ学生に対
して様々な知見を与えてくださいました。講師の先生方の優れた研究と経験を
知るこの機会は、リーディングプログラム生のモチベーションを高める良いきっか
けとなりました。

On October 26, 2017, the Special Session on the Leading Program (topic 8 of
ICMR 2017) was held at the Akita View Hotel, and sub-divided into four parts
(I-IV), as outlined herein below (Photo 5).
Morning Session (5 speakers from Indonesia, Spain and Australia):
(I) Subtopics related to Mineral Exploration and Energy Resources, chaired by
Prof. Tokiyuki Sato (Dean of the Faculty of International Resource Sciences, Akita
University)
(II) Subtopics related to Mining Technology and Engineering, chaired by Prof.
Yohei Kawamura (Director of ICREMER, Akita University)
Afternoon Session (8 speakers from USA, Indonesia and Japan):
(III) Subtopics related to Recovery and Recycling, chaired by Prof. Ryo Inoue
(Akita University)
(IV) Subtopics related to Extractive metallurgy and Mineral processing, chaired by
Prof. Atsushi Shibayama (LP coordinator, Akita University, and Chairman, SMER)

10月26日には、秋田ビューホテルで、リーディングプログラム特別セッション
が開催され、以下の4テーマに関する招待講演が行われました
（写真5）。
午前の部
（インドネシア、
スペイン、
アメリカ、
オーストラリアからの5名の招待講演）
(I) 資源開発およびエネルギー資源（企画者：佐藤時幸教授（秋田大学国際
資源学部 学部長））
(II) 資源開発工学（企画者：川村洋平教授（秋田大学国際資源学部））
午後の部（アメリカ、インドネシア、スウェーデン、日本から8名の講演者）
(III) 資源回収・リサイクリング（企画者：井上亮教授（秋田大学国際資源学
部））
(IV) 資源処理・製錬工学（企画者：柴山敦教授 (秋田大学国際資源学部、
リーディングプログラムコーディネーター、日本素材物性学会会長））

写真4：合同セミナーで、参加者が講義を聴講している様子。

写真5：リーディングプログラム特別セッションの様子。

写真6：学生と若手研究者による3分間発表と意見交換

Photo4: Joint Seminar at Akita University. Participants listening
to lectures.

Photo5: Special Session of the Leading Program

Photo6: Three-minute poster presentations and poster
site discussions by students and young researchers

On October 27, 2017, poster presenters (including 7 LP students) were allowed
3 minutes each to give their presentations and, after that, have site discussions
on their research results with participants. Six awards were given to young
researchers and students for outstanding presentations (Photo 6).
Over 260 participants were in attendance at ICMR 2017 and benefited
from discussions that brought together great minds and individual ideas from
various engineering and related fields to forge new concepts that would provide
sustainable development for humanity.

10月27日には、リーディングコース生を含むポスター発表者に3分間の発表
の機会が与えられ、その後ポスター発表の場で、研究結果について参加者と
議論を交わしました。若手研究者と学生の発表者のうち、優れた発表をした6
名に賞が与えられました
（写真6）。
ICMR2017では260名を超える参加者が集まり、各々の分野からの得られ
た新しい知見を基に、持続可能な社会の実現に向けて充実した議論を行うこ
とができました。

Poster Session List of LP students（Student name in bold letters/ 太字がリーディングコース生）
＃

タイトル [ Title ]

著者 [ Authors ]

AP-6.

Investigation of Copper and Iron Recovery from Copper Ore by Refilwe Sandra Magwaneng, Kazutoshi Haga, Altansukh Batnasan, Atsushi Shibayama,
High Pressure Leaching
Masato Kosugi, Ryo Kawarabuki, Kohei Mitsuhashi and Masanobu Kawata

AP-7.

Magnetic Separation and Leaching Study of Rare Earth elements Ariuntuya Battsengel, Altansukh Batnasan, Kazutoshi Haga, Yasushi Watanabe and
from Apatite-Iron Ore
Atsushi Shibayama

AP-13.

Carbonate Hosted Talc Deposits in Spinghar Fault Block,
Muhammad Tahir, Akira Imai, Ryohei Takahashi and Shujiro Yano
Nangarhar Province, Afghanistan

AP-14.

Geological Features of Quartz-Pyrite-Gold Veins in Lepanto Pearlyn Manalo, Akira Imai, Leo Subang, Mervin De Los Santos, Kyoka Yanagi and
Mine, Mankayan District, Northern Luzon, Philippines
Ryohei Takahashi

AP-17.

Petrography and Geochemistry of Plutonic Rocks along Loei Fold
Patchawee Nualkhao, Ryohei Takahashi, Akira Imai and Punya Charusiri
Belt, Northeastern Thailand,

AP-19.

Preliminary Results on the Study of the Mineralization of the Kay
Sofia Marah Frias, Akira Imai and Ryohei Takahashi
Tanda Epithermal Gold Deposit, Batangas, Philippines

AP-22.

Epithermal Gold Mineralization in the Bodi Area, North Arm
Mochammad Aziz
Sulawesi, Indonesia,
9:30-12:00 (3-Minutes Lecture) 12:00-15:00 (Poster Site Discussion)
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活 動 報 告 Activity Report
Field Survey in the Kay Tanda Epithermal Gold Deposit, Philippines／
フィリピンKay Tanda浅熱水金鉱床における野外調査
Sofia Marah Pascual Frias／ソフィア マラー パスカル フリアス
Earth Resource Science Course, D2 ／地球資源学コース 博士後期課程2年
The Kay Tanda epithermal gold deposit is situated on the southern flank of
Mt. Lobo, a volcanic center in the town of Lobo in Southern Batangas, Luzon,
Philippines. The deposit is mainly hosted in dacitic and andesitic sequences of
the Talahib Volcanic Sequence. Gold and base metal mineralization is hosted
in colloform veins and stockworks at shallow levels associated with advanced
argillic to argillic alteration and hydrothermal breccias at deeper levels. My
doctoral research aims to characterize the formation environment of the gold
and base metal mineralization of the deposit, and document the evolution of the
ore-forming fluids based on detailed macroscopic and microscopic, geochemical
and isotopic studies. One of the intended outcome of the study is to establish
the genetic model for the gold and base metal mineralization.
On January 1-15, 2017, I conducted my first field survey in the area. Due to
sudden changes in the mining and exploration policies in the Philippines, MRL Gold
Philippines, Inc. stopped its operations on the deposit a few months before my
arrival. Therefore, it was not possible to observe outcrops and conduct sampling
in the deposit. However, in the core house at the company’s headquarters, I
gained access to several diamond drill holes that intersected mineralized zones
at various subsurface levels of the deposit. Based on the distribution and extent
of the intersected subsurface lithologies, alteration zones and mineralization
stages, we chose six diamond drill holes for detailed study and sampling. I core
logged these holes and consulted the company’s geologists whenever there
were deviations from the company’s logging data. In order to collect enough
representative samples to complete the stratigraphy and mineralization stages
in the deposit, I combined my observations and descriptions with the company’s
log and assay data for gold, silver, lead, zinc and copper concentrations. I
am currently carrying out laboratory works on the selected samples at Akita
University. In May and June 2017, I made oral presentations on the initial results
of my research at two separate geological conferences in Tokyo, Japan and one
mining conference in the
Philippines.
I would like to thank my
adviser, Prof. Akira Imai,
for accompanying me in
the fieldwork, the Leading
Program for their generous
financial support for my
study, and MRL Gold
Philippines, Inc. and their
staff for providing technical
assistance.
写真1 コア観察
Photo1: Core logging activity

Kay Tanda浅熱水金鉱床は、フィリピン、ルソン島のバタンガス州南部のロボ
町の、ロボ火山体の南麓に位置しています。この鉱床は主として、Talahib
Volcanic Sequence のデイサイトおよび安山岩の層準に胚胎します。金および
ベースメタルの鉱化作用は、浅部では高度粘土化変質作用および粘土化変質
作用を伴うコロフォルム構造を呈する脈や網状脈に、深部では熱水角礫に産し
ます。私の博士での研究は、詳細な肉眼観察と顕微鏡観察、地球化学および
同位体の研究により、金およびベースメタル鉱化作用が生じた環境と鉱化流体
の進化を明らかにすることを目的としています。そして、金およびベールメタル鉱
化作用の成因モデルを構築することを目指しています。
2017年1月1日〜15日にこの地域の第1回目の野外調査を行いました。フィリ
ピンの鉱業政策の突然の変化のために、MRL Gold Philippines社は、私の
現地入りの数ヶ月前にこの地域における操業を停止しました。このため、この鉱
床での調査と試料採取を行うことができなくなりました。しかし、会社の事務所
に保管されている、鉱床の地下のさまざまな深度で鉱化帯を捕捉しているボー
リングコアを調べることができました。地表下で捕捉された岩石の分布、変質帯
の分布と広がり、鉱化作用のステージに基づいて、詳細な観察と試料採取の
対象として6本のボーリングを選びました。これらのボーリングコアを観察し、会
社の記載と異なる見解が得られた場合には、会社の地質技術者と意見交換し
ました。この鉱床における地質の層序と鉱化作用ステージを把握するための代
表的な試料を採取するために、自分自身のコアの観察だけではなく、会社によ
るコアの記載と金、銀、鉛、亜鉛、銅の品位分析データを活用しました。私は今、
秋田大学において、これらの試料について化学分析を進めています。2017年
の5月から6月にかけて、東京で開催された2つの学会、フィリピンで開催された
1つの学会で、本研究で得られた知見について、口頭発表を行いました。
野外調査に同行してくださった、指導教員である今井亮教授、研究遂行の
ための研究費の支援をして
くださっているリーディングプ
ログラム、現地での調査の
サポートをしてくださった
MRL Gold Philippines社お
よび関係の皆さんに対して、
謝意を表します。
写真2 高Au, Ag, Pb, Zn, Cu含有熱水角礫岩試料
Photo2: A hydrothermal breccia sample containing
elevated amounts of gold, silver, lead, zinc and copper.

Updates on the mineralization of Mankayan Mineral District, northern Luzon, Philippines: A Field Survey
Report／フィリピン、ルソン島北部マンカヤン鉱山地区における鉱化作用に関する最新の知見：野外調査報告
Pearlyn Cabarubias Manalo／パーリン カバルビアス マナロ
Earth Resource Science Course, D2／地球資源学コース 博士後期課程２年
Mankayan district is well-known for hosting the world-class Far Southeast
porphyry copper deposit and the Lepanto high-sulfidation epithermal Au deposit.
It is the type locality of Luzonite, and previous studies have established the
contemporaneous formation of this linked porphyry-epithermal system. To the
south, intermediate sulfidation mineralization occur as the Teresa and Victoria
veins. The occurrences of different types of mineralization in one area makes
Mankayan district a very interesting area to study. Recent exploration work
by Lepanto Consolidated Mining Co. Ltd. (LCMC) newly documented several
other occurrences of porphyry centers and epithermal gold deposit. Initial
investigations suggest that these mineralization events occurred at different time
intervals. The aim of my research is to understand the formation conditions of
each mineralization episode and identify variations in the ore-forming conditions
with respect to space and time.

マンカヤン地区は、世界的な鉱床であるファーサウスイースト斑岩銅鉱床および
レパント高硫化系浅熱水金鉱床を胚胎することで、よく知られています。ここはル
ソン銅鉱の模式地でもあり、これまでの研究により、成因的に関係がある斑岩銅
鉱床および浅熱水鉱床が同時期に生成したというモデルが示されています。南部
には中間硫化系のテレサおよびヴィクトリア鉱脈群があります。一つの地域内に異
なるタイプの鉱化作用が複数生じていることから、マンカヤン地区は大変興味深
い研究対象であると言えます。レパント社による最近の探鉱により、さらにいくつか
の斑岩銅鉱化作用と浅熱水金鉱化作用が見出されました。予察的な調査から
は、これらの鉱化作用は異なる時期に生じたことが示唆されています。本研究は
これらのそれぞれの鉱化作用の生成条件を理解することと、その生成条件が時
間的空間的にどのように変化したのかを明らかにすることを目的としています。
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I carried out my field survey of Mankayan district on March 2-29, 2017.
My academic supervisor, Prof. Akira Imai accompanied and introduced me to
the exploration team. Together, we observed and collected samples from the
surface and underground exposures of the epithermal veins and porphyry-type
prospects. I described mineralized occurrences of different types and ages.
Furthermore, to have a clear understanding of the geology and tectonics, I went
to areas where different lithologies outcrop and systematically documented
my observations. Also, I logged and took samples from 12 drill holes that
intercepted the different mineralized areas to understand the variation of their
characteristics with depth.
Although analytical techniques are necessary to obtain absolute ages, field
evidence shows the relative timing of the mineralization events. Laboratory
analyses are underway to test our hypothesis that there are spatial and temporal
variations in these mineral occurrences. In June 2017, preliminary results of my
research were presented at
the 67th Resource Geology
Conference in Tokyo and the
3rd Hunt for Ore Deposits
International
Symposium
in Baguio City, Philippines.
This project would not
have been possible without
the financial and logistical
support of Akita University’s
Leading Program, as well
as the collaboration with
LCMC.
写真1 マンカヤン地区、レパント高硫化系浅熱水金鉱床の地
質についての新しい観察結果。
Photo1: New geologic observations in Lepanto high
sulfidation epithermal gold deposit, Mankayan District.

2017年3月2日ー29日の間、マンカヤン地区において野外調査を実施しまし
た。指導教員の今井亮教授が同行し、探査チームに紹介してくれました。我々
は一緒に、地表および坑内で露出している浅熱水鉱脈および斑岩型鉱徴を観
察し、試料を採取しました。異なるタイプおよび異なる生成年代の鉱化作用の
産状を記載しました。さらに、この地域の地質と構造発達史を理解するために、
この地域に分布している様々な岩石の露頭を観察し、系統的な記載を行ないま
した。また、鉱化作用の様々な深度における特徴を理解するために、様々な鉱
化作用を捕捉した12本のボーリングコアの観察し、試料を採取しました。
年代値を決定するには年代測定が必要ですが、野外調査での観察から、各
鉱化作用の相対的な前後関係がわかります。これらの鉱化作用の時間的空間
的な変化に関する我々の仮説を検証するための実験室での化学分析を現在進
め ています。2017年6月に
は、私の研究の予察的な結
果を、東京で開催された第
67回資源地質学会年会学
術講演会、フィリピンのバギ
オ市 で 開 催され た 第3回
Hunt for Ore Deposits国際
シンポジウムにおいて発表
しました。本研究は、秋田大
学のリーデイングプログラム
による支援とレパント社から
の支援によって遂行するこ
とができました。

プログラム協力者VOICE

写真2 マンカヤン地区、レパント鉱山の地下坑道に露出してい
るテレサ鉱脈群。
Photo2: Exposures of the Teresa vein system along the
underground tunnels in Lepanto Mine, Mankayan District.

Program Supporter's VOICE

リーディングプログラムの持続可能性／Sustainability for Leading Program
藤田 豊久 教授／Professor Toyohisa Fujita

東京大学大学院工学系研究科／ Graduate School of Engineering, The University of Tokyo
最近は
「持続可能な開発目標」
SDGsに関するJST
（科学技術振興機構）関係の会合に出ることが多い。
リーディングでは環境、資源、エネルギーなど広い分
野を勉強しており、これに関連する項目もある。皆様も
ご存知と思うがSDGsとは
（Sustainable Development
Goals）
の略[1]で、2030年までに、地球環境の悪化を食い止め、貧困や格
差の問題などを解決する17分野の目標と、169のターゲットを掲げ、国連が
主導している。リーディングはもちろん教育を目標としているが、リーディン
グに直接関係するテーマのいくつかは次のようである。目標4は
「質の高い
教育を皆に」
、目標6は
「安全な水とトイレを世界に」
、目標7は
「誰もが使える
クリーンなエネルギーの普及」
、目標9は
「産業と技術革新の基盤をつくる」
、
目標11は
「持続可能な町づくり」
、目標12はリサイクルにも関係する
「つくる
責任と使う責任」
、目標13は
「気候変動に具体的な政策を」
、目標14は
「海
洋資源の保全」
、目標15は
「陸の豊かさを守ろう」
である。最も優先する課
題は年によって変化し、今年の最優先課題1位は目標13の気候変動、2位
は目標7のエネルギーである。
日本での取り組みは、秋田大学でも行っているがSATREPSによるいく
つかの成果、日本の各省庁関係団体の貢献、ビジネスにも含む日本の各
種関連項目がBook of Japan’s Practiced for SDGsとして2017年の春に
JSTから冊子[2]が発行された。2017年5月に国連本部で開催されたSTI
（Science, Technology and Innovation 科学技術イノベーション）
フォー
ラムでは世界から約700名が参加し、日本はSDGsへの貢献が低いとみら
れていたが、この冊子がアピールになり日本は貢献していると言われてい

4 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.12

Recently, I have attended the meeting for Sustainable Development Goals
(SDGs) in Japan Science and Technology (JST)[1]. The environment,
resources and energy related topics that are studied in the New Frontier
Leader Program for Rare-Metals and Resources at Akita University are
consistent with efforts in SDGs which consist of 17 targets and 169 items
aiming to the protection of environment, the reduction of poverty and
difference of human beings by 2030.
Of course the main purpose of the leading program is the education,
however, several subjects and occasions of the leading program which relate
to SDGs are: “quality education” (Target No.4); “clean water and sanitation”
(Target No.6); “affordable and clean energy” (Target No.7); “industry,
innovation and infrastructure” (Target No.9); “sustainable cities and
communities” (Target No.11); “responsible consumption and production”
(Target No.12); “climate action” (Target No.13); “life below water” (Target
No.14); and “life of land” (Target No.15). The most important target changes
in the year is No.13, followed by No.7.
The Japanese contributions to the solution of the global environmental
issues are engaged with the Science and Technology Research Partnership
for Sustainable Development (SATREPS) that is an ongoing projects of
SATREPS in Akita University now. Some results and success of SATREPS
in business are collected and compiled in a brochure known as “Book of
Japan’s Practiced for SDGs” by JST [2]. The STI (Science, Technology and
Innovation) forum was held in the United Nations in May 2017, and about
700 people attended. “The Book of Japan’s Practices for SDGs” showed
the Japanese contributions for SDGs to the world in the forum. To establish
the SDGs targets, the finance and the organizing ability by government are
necessary, except for science and technology. The organization considering
business chance using SDGs (SHIP, SDGs Holistic Innovation Platform), the
establishment of World Bank and the cultivation of human resources are
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る。SDGs達成のためには、科学技術の他に、資金、行政の組織力が必
要である。このSDGsをビジネスチャンスと捉えて進める方式
（SHIP, SDGs
Holistic Innovation Platform）
、資金を集めるための世界銀行、人材育成
も必要で、各種の課題を分野横断的に解決する必要ある。そのために、い
つまでにどこまで進捗すべきかのロードマップの必要性も提案され、課題
解決に向けて継続的に話し合う会議が開催されている。この7月には海洋
SDGsシンポジウム、日本工学アカデミーからは第1回オープンフォーラムが
開催され、国連ではHLPF
（High level political Forum）が開催される。今
年から3年間、STIおよびHLPFで開催されるトピックは1から17の目標があ
るが、その中の5あるいは6テーマに分けて議論される予定である。予算が
十分でない組織において、民間企業のインセンティブは重要であろう。こ
れから12年後に向けて各種の取り組みが期待される。

also needed as well as a multidisciplinary solution is important. In the forum
the roadmap creation is proposed and the forum will continue next year.
The ocean SDGs and 1st open forums are planned by EAJ (the Engineering
Academy of Japan), whereas the HLPF (High level political forum) will be
held in the United Nations
this July. Each year, STI and
HLP forums will discuss
five or six targets out of
17 targets. The incentive
in companies are very
important because the lack
of finance of organizations
for SDGs. The efforts in all
over the world is expected
for 12 years toward 2030.

参考ＨＰ／Reference
[1] http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
[2] https://www.jst.go.jp/EN/about/sdgs/doc/book_of_practices_for_SDGs_letter.pdf

学生VOICE

2017年9月4日及び5日に秋田大学にて
『資源分離プロセ
ス特論』
の講義をおこなっている講師の様子。
Prof. Fujita delivering a lecture on "Resource
Separation Process Engineering for Sustinability" to
students at Akita University on September 4 & 5,
2017.

Student VOICE

Avriel Venis L. Cirineo／アブリエル ベニス シリネオ
Earth Resource Science Course, D1 ／地球資源学コース 博士後期課程1年
Hajimemashite! I am Avriel Venis L. Cirineo from the
Philippines. While in Japan, I would like to be called
“Ebi” to be remembered easily. I obtained my bachelor’s
degree in geology from the University of the Philippines –
Diliman in 2010, and master’s degree in resource science
from Akita University, March 2017. I joined the Leading
Program (LP) in April 2017 for my doctoral research. My
major is economic geology and my supervisor is Professor Akira Imai.
I worked for Philex Mining Corporation (PMC) as a geologist in various
capacities: exploration, resource estimation, quality assurance and quality
control. My experience focused on porphyry copper projects; hence,
the endeavor to continue studies on the above-mentioned deposit type.
Through the support from MEXT scholarships and LP, I am conducting a
doctoral research on the district-scale mineralization controls in a number of
porphyry copper and epithermal gold prospects in areas covered by PMC’s
mining permits. I am grateful because through LP’s interdisciplinary courses,
I will develop competence to deal with current and future challenges in the
mineral and energy sectors. Yoroshiku!

はじめまして！私は、アブリエル ベニス シリネオです。フィリピンから来ま
した。日本では、覚えやすいので“エビ”と呼ばれています。私は、2010年に
フィリピン大学のデリマン校で学士、2017年3月に秋田大学から修士
（資源
学）
の学位を授与され、4月からリーディングプログラムの博士後期課程に
参加しています。私の専門は鉱床学であり、指導教員は今井 亮先生です。
私は、Philex Mining Corporation
（PMC）の地質技師として、探査、
資源量評価、品質管理などの立場で働いて来ました。私の経験は斑岩銅
プロジェクトに集中していますので、引き続き、このタイプの鉱床を研究し
ます。文部科学省の奨学金とリーディングプログラムのサポートを受けて、
私はPMC社の採掘権によってカバーされる多くの斑岩銅鉱床、浅熱水金
鉱床の地域スケールの鉱化作用コントロールについての博士論文研究を
実施しています。私はリーディングプログラムの学際的な教育プログラムに
謝意を表し、鉱物およびエネルギー分野における現在と将来の挑戦のた
め、能力の向上を目指します。よろしく！

Larona Sethunya Teseletso／ラロナ セトゥニァ テセレソ
Resource Development and Processing Course, M1 ／資源開発素材コース 博士前期課程1年
I graduated with a bachelor’s degree in geology from
University of Botswana. After a few years of working
for consulting firms as an exploration geologist for gold
and copper, I decided it was time to go back to school.
Akita University became my destination and I joined
the Leading program (LP) in April 2017. The LP, and
university as a whole, acts as a ‘forum’ where all young
leaders from across the globe come together for knowledge exchange
in order to tackle issues related to mineral and energy resources. As an
aspiring mineral resource economist under the supervision of Professor
Tsuyoshi Adachi, I hope to provide my contributions towards the investment
dynamics of Botswana’s coal resources through the application of financial
evaluation methods to develop and sustain its electricity supply. It is also
worthy to mention the benevolent environment of the Akita community that
makes our stay and learning pleasant. Coming here has been a privilege and
a success story in the making. Yoroshiku onegaishimasu!

私はボツワナ大学で地質学の学部を卒業しました。その後、数年間、
金と銅の地質探査の専門家としてコンサルティング会社で働いたのち、
大学へ戻る時期が来たと判断しました。そこで私は秋田大学大学院への
入学を決め、2017年4月からリーディングプログラムに参加することにしま
した。リーディングプログラムは、大学全体として、鉱物・エネルギー資源
に関する問題に取り組み、知識を交換するために、世界中から集う若き
リーダーのフォーラムの役割を担っています。私は安達毅教授のもとで資
源経済学者を目指しており、経済的な評価手法の応用を通じて、電力供
給の開発と維持のためボツワナにおける石炭資源への投資ダイナミクス
についての研究に貢献できることを願っています。また、私たちが生活し、
楽しく学べる親切な環境を与えてくれる秋田の人々についても触れること
が重要だと思います。ここに来ることは特別なことであり、何かを行うのに
成功への道となってきています。よろしくお願いします！
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Student VOICE

Zedrick Paul Tungol／ゼドリック ポール トゥンゴル
Resource Development and Processing, M1 ／資源開発素材コース 博士前期課程1年
Greetings! I’m Zed from the Philippines. I joined Akita
University's Leading Program (LP) in April 2017. I hold a
BS degree in mining engineering from the University of
the Philippines. I am now a master’s student in Professor
Youhei Kawamura’s Mining Technology Laboratory.
My research principle is to develop and integrate new
and novel technology for use in mining operations.
I am currently working with a colleague on the implementation of Wi-Fi
Ad Hoc communication system in an underground mine environment, as
well as taking the initial steps for my own master research, which aims to
construct a wireless, automatic air quality monitoring system for use in an
underground gold mine in the Philippines. Since joining the LP, I’ve had
hands-on training in practical aspects of resource science and advanced
metallurgy and material processing (e.g., mineralogical analyses and
Japanese recycling processes). I hope to expand my skillset in other fields
such as geotechnical engineering, resource economics and governance.
Joining this program is a big step towards my dream, lofty it might be, of
helping lay the foundations of space mining.

こんにちは。私はフィリピンから来たゼドリックです。2017年4月から秋
田大学のLeading Program
（LP）
に参加しています。私はフィリピン大学
で採鉱工学の学士号を取得しました。現在は川村洋平教授の採鉱工学
研究室で博士前期課程の学生です。私の研究では、採掘作業に使用す
るための新たな技術を開発しています。私と研究室の一員で地下鉱山
におけるWi-Fi Ad Hoc通信システムの実装を研究しています。また、私
自身の卒業研究として、自動大気モニタリングシステムの構築を目指して
います。この研究はフィリピンの地下金鉱山を実験地として使用する予定
です。 LPに入って以来、私は資源工学や冶金と材料処理（例えば、鉱
物学的分析や日本のリサイクルプロセス）
の実践的な訓練を受けてきまし
た。他の分野でも自分のスキルを拡大したいと考えています。私は地理
工学、資源経済学、資源管理などの分野で活躍していきたいです。この
プログラムに参加することは、宇宙における採掘技術の開発に携わるとい
う私の夢への大きなステップとなっています。

Astiti Angorro Wati ／アスティティ アングロ ワティ
Earth Resource Science Course, M1 ／地球資源学コース 博士前期課程1年
Hello! I am Asti from Indonesia. I graduated with a
bachelor’s degree in geological engineering from
Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. I majored
in volcanology and completed my undergraduate
thesis titled: Distribution area, volume, mineralogical
and geochemical characteristics of tephra fall deposits
from Mt. Kelud 2014 eruption, Indonesia. A year before
enrolling in the Leading Program (LP) in April, 2017 and joining the Petrology
Laboratory of Professor Ohba, I was a research assistant at the Geothermal
Research Center of Faculty of Engineering, UGM. My master’s research is
still on Mt. Kelud, but this time, the focus is on geoscientific characterization
of magma mingling processes and phreatomagmatic deposits related to Mt.
Kelud eruptions. In the LP, I have the chance to learn not only about science
but also social education. I am learning to communicate science to other
people who are not familiar with my specialty. I hope my research would be
useful for people in the future.

私はインドネシアから来ましたアスティと申します。地質工学学士とし
て、インドネシアのガジャマダ大学（UGM）
を卒業しました。火山学を専攻
し、
「ケルート山2014年噴火降下テフラ堆積物の分布、堆積物、鉱物学
および地球化学的特徴」
というタイトルの卒論研究を行いました。2017年
4月にリーディングプログラムと大場教授の岩石学研究室に入りましたが、
その一年前にはガジャマダ大学工学部地熱研究センターの研究助手を
していました。私の修士の研究課題もケルート火山に関するものですが、
今度はマグマ混交とマグマ水蒸気噴火堆積物の地球科学的キャラクタリ
ゼーションに焦点を絞った研究を行っています。
リーディングプログラムで
は、科学だけではなく、社会教育を学ぶ機会も得ています。私と専門が
異なる人たちに対して、いかに科学を伝えてゆくかを学んでいます。将来
私の研究が人々に役立つことを願っています。

津谷駿介／Shunsuke Tsuya
資源開発素材コース 博士前期課程1年／ Resource Development and Processing, M1
こんにちは。東京都葛飾区出身の津谷駿介と申します。
私は、再生可能エネルギーの一つである地中熱利用につ
いて研究しています。私の指導教官は、藤井光先生で、
先生には私が学部生のときから研究の熱心なご指導を頂
いています。2017年3月に秋田大学工学資源学部で工学
の学士号を取得後、2017年4月から秋田大学大学院国際
資源学研究科資源開発環境学コースに所属しておりましたが、2017年10月か
らリーディングプログラムに参加しています。このプログラムに参加した理由は、
他国の留学生と交流することで身に付く考え方の多様性や語学力、そして学
会発表等様々な経験を積み重ねることで得られる自分自身の自信や資源開発
に関する知識を培う絶好の機会であるからです。私は、最適化された地中熱
を活用した冷暖房システムを構築することに取り組んでおり、このシステムは、
CO2の排出量が少ないため、地球温暖化や都市部におけるヒートアイランド
現象の緩和に繋がります。地中熱利用が各地域で用いられることで、日本に
おける将来のエネルギー利用の安定化に貢献することが目標です。
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Hello! I’m Shunsuke Tsuya from Katsusika-ku, Tokyo, Japan. I’m
researching about ground thermal energy system (GTES), an underground
renewable energy resource. My supervisor is Professor Hikari Fujii, who
also supervised my undergraduate course work. Immediately after I got my
bachelor’s degree in engineering from Akita University in March 2017, I
joined the regular graduate Program for my master’s research in April 2017.
However, six months later in October 2017, I switched to the Leading
Program (LP) because LP offered me a greater opportunity to acquire the
knowledge of global resource development, and to develop my confidence
and competence in English language communication skills by interacting
with a culturally diverse group of international students and researchers.
My master’s research will seek to develop a technology/method to costeffectively utilize GTES for air-conditioning on land as well as reduce CO2
emission, which will also lead to the mitigation of global warming and heat
island phenomenon in urban areas. My initial goal is to contribute to the
stabilization of future energy use in Japan, with the hope that my results
would be applicable elsewhere in the world.
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学生表彰

Student Awards

Adi Sulaksono／アディ スラクソノ
Earth Resource Science Course, M2／地球資源学コース 博士前期課程2年
(1) Type of award／受賞名: SRG Best Poster Award 2017
(2) T
 itle of presentation／発表題目: Anhydrite and Cu mineralization in the Grasberg porphyry Cu-Au ± Mo, Indonesia
(3) Authors／著者: Adi Sulaksono, Takuya Echigo, Yasushi Watanabe
(4) A
 warding institution/society／主催団体: The Society of Resource Geology (SRG)
(5) Date of conference/symposium／学会・シンポジウム開催日: June 21, 2017: international symposium; June 22-23, 2017; 67th annual meeting
(6) Venue (City, Country): 開催地
（都市、
国）
Tokyo, Japan

2017年に東京で開催された資源地質学会年会講演会で講演された
ポスター発表の中で最優秀賞を与えられたことは私にとって大変な名誉
です。しかしながらこの発表は私単独のものではなく、私の指導教員で
ある渡辺寧教授と越後拓也准教授との共同研究です。この研究にはこ
のプロジェクトメンバー3名が同等に貢献しています。正直に言うとこの旅
（研究）
はまだ始まったばかりです。

It was a great honour for me to be given an award for excellent science and
outstanding presentation that are the best among all poster presenters at the
67th annual meeting of the Society of Resource Geology 2017 in Tokyo, Japan.
I was not alone though. I had my supervisors who involved in my project: Prof.
Yasushi Watanabe and Dr. Takuya Echigo. I would say, it was all teamwork and
every participant contributed equally to the project. Being honest, the journey
is not over yet.

Moses Charles Siame／モーゼス チャールズ シアメ
Resource Development and Processing Course, M2／資源開発素材コース 博士前期課程2年
(1) T
 ype of award／受賞名: ICCMME 2017 Best Paper Award for oral presentation
(2) T
 itle of presentation／発表題目: Treatment of low-grade iron ore using two-stage wet high intensity magnetic separation technique
(3) Authors／著者: Moses C. Siame, Haga Kazutoshi, Astushi Shibayama.
(4) A
 warding institution/society／主催団体: International Conference on Chemical, Material and Mine Engineering (ICCMME)
(5) D
 ate of conference/symposium／学会・シンポジウム開催日: November 13-14, 2017
(6) Venue (City, Country): 開催地
（都市、
国）
Tokyo, Japan
It was a great opportunity to
be recognized for contributing
information to the academia.
My research outcome has
been a breakthrough for
the company-Sanje Mines,
Zambia- from where I got the
samples. The ICCMME 2017
Best Paper award means an
approved stamp of progress
in recommending the use
of results for establishing
iron
recovery
process.
My gratitude goes to my
Supervisor Professor Astushi
Shibayama for great guidance,
Assistant Professor Haga,
and all leading Program staff
members for their support
and hardwork. I am forever
indebted!

今回の受賞は、アカデミアとしての第一歩を踏み出すより良い機会とな
りました。私の研究成果は、ザンビアのサンジェ鉄鉱山のプロセスの改
善に寄与するものです。この受賞で、今回の研究成果が鉄回収プロセス
を確立するために有意義であることが対外的に認められた、と感じていま
す。柴山先生、芳賀先生のご指導、そしてリーディングプログラム関係各
位のご支援とご尽力に感謝致します。このご恩は決して忘れません！
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活 動 記 録 Activity Record
日付 [ Dates ]
10/2 (Mon)

活動内容（場所）
／参加学生数 [ Activities (Venue)／Number of students participated ]
平成29年度秋田大学秋季入学式
Akita University Entrance Ceremony for October FY 2017 Admission
2 Master Students and 2 Doctor Students Enrolled in Leading Program
リーディングプログラムへ修士2名博士2名が入学

10/2 (Mon)

平成29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 2017

10/20 (Fri)〜21 (Sat)

博士課程教育リーディングプログラム
フォーラム2017
（名古屋）
／5名参加

Program for Leading Graduate Schools Forum 2017 (Nagoya) / 5 Participants

10/25 (Wed)〜27 (Fri)

ICMR 2017
（秋田）
／7名がポスターを発表

The Eight International Conference on Materials Engineering for Resources
(Akita) / 7 Poster Presenters

11/29 (Wed)〜12/1 (Fri)

Ecodesign 2017
（台南、台湾）
／1名参加

10th International Symposium on Environmentally Conscious Design and
Inverse Manufacturing (Tainan, Taiwan) / 1 Participant

12/2 (Sat)
12/11 (Mon)〜15 (Fri)

文部科学省科学技術・学術政策研究所
人材ワークショップ
（大阪）
／2名参加
2017年アメリカ地球物理学連合秋季大会
（サンフランシスコ、アメリカ）
／１名参加

NISTEP Career Seminar (Osaka) / 2 Participants
AGU 2017 Fall Meeting (San Francisco, USA) / 1 Participant

1/4 (Thu)〜7 (Sun)

IBEC 2018
（サンフランシスコ、アメリカ）
／1名参加

17th International Business & Economy conference (San Francisco, USA) /
1 Participant

1/9 (Tue)〜15 (Mon)

平成30年度14月履修生募集期間

Application Period for FY 2018 April Admission

1/24 (Wed)

QE審査
（筆記試験）
／対象者6名

Qualifying Examination (Paper) / 6 Candidates

1/25 (Thu)

QE審査
（口頭試験）
／対象者4名

Qualifying Examination (Oral) / 4 Candidates

1/31 (Wed)

公聴会／博士候補１名

Public Hearing / 1 PhD Candidate

2/6 (Tue)

公聴会／博士候補１名

Public Hearing / 1 PhD Candidate

2/7 (Wed)

QE審査
（口頭試験）
／対象者2名実施

Qualifying Examination (Oral) / 2 Candidates

2/9 (Fri)

公聴会／博士候補１名

Public Hearing / 1 PhD Candidate

2/15 (Thu)

キャリアパス講演会
（リオティントジャパン）

Special Career Path Lecture (Rio Tinto Japan)

2/21 (Wed)

秋田大学国際資源学教育研究センター
第12回国際シンポジウム
（東京）

International Center for Research and Education on Mineral and
Energy Resources the 12th international symposium (Tokyo)

3/5 (Mon)

合同シンポジウム
（秋田大学）

Joint symposium (Akita University)

3/10 (Sat) ～17 (Sat)

TMS 2018
（アリゾナ、アメリカ）
／1名参加

The Minerals, Metals & Materials Society 2018 (Arizona, USA) / 1 Participant

3/22 (Thu)

卒業式
（修士6名、博士3名修了予定）

Graduation Ceremony / 6 Master Students and 3 Doctor Students
in Leading Program expected to graduate

編 集 後 記 Editorial Note
Sustainability for Our Common Future is literally defined
as “meeting the needs of today without compromising the
ability of future generations to meet their needs” (report of
the World Commission on Environment and Development,
1987). It has become necessary therefore to reconcile
an understanding of the nature and dynamics of natural
resource development (and recycling) with socio-economic
needs, in order allay concerns regarding the future availability of our natural
resources. To this end, the concept of sustainability (of earth’s natural resources
and human living standards) has challenged researchers to chart new frontiers in
energy revolution and technological advancement. Researchers are called upon to
deliver effective presentation of data that would be useful in policy analysis and
decision making, so that research findings are more clearly understood by policy
makers and the public. I thank ICMR 2017, as well as other related conference
speakers and the various professors/researchers in the Leading Program for their
contribution in educating our young scientists and engineers to better develop an
integration of the concept of sustainable development in their various specialties.

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
私たちの共通の未来のための持続可能性は、文字通り
「未来世代のニーズ
を満たす能力を損なうことなく今日のニーズを満たす」
と定義されています
（*世
界環境開発委員会のレポート、1987）
。したがって、天然資源の将来の利用可
能性に関する懸念を和らげるためには、天然資源開発
（およびリサイクル）
の性
質と変化の仕方についての理解を社会経済的ニーズと調和させることが必要
となってきています。この目的を達成するために、地球の自然資源と人間の生
活水準に関する持続可能性の概念が必要であり、研究者たちは、エネルギー
革命と技術の進歩に関する新しい領域の開拓に挑戦してきました。研究者た
ちは政策分析や意思決定に役立つデータを効果的に表現することを推進して
きており、研究成果が政策立案者や一般市民によってより明確に理解されるよ
うになってきています。私は、若手研究者やエンジニアに対して、様々な専門
分野における持続可能な開発の概念の統合を推進する教育に貢献したICMR
2017や、関連する講演者、
リーディングプログラムの多くの教授や研究者に感謝
しています。
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