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　今年度で６回目となりますショートステイプログラムは、10月にアフ

リカ、東南・中央アジア等７カ国から研修生を迎え、講義やフィール

ドワーク、ラボラトリーエクスサイズのプログラムを実施いたしまし

た。皆様のご協力を頂戴いたしまして、お陰様で充実した形で終了い

たしました。ありがとうございました。今後も更なる開催に向け邁進

して参りますので、ご指導ご協力よろしくお願い申し上げます。

渡部 素子（ICREMERスタッフ）

平成28年度「持続可能な国際資源学ショートステイプログラム」報告

実験の様子

編集後記

小坂製錬にて見学閉講式

雄理事兼副学長（現学長）

今井 　亮（IMAI Akira, ICREMERセンター長）

サンクトペテルスブルグで開催された第４回世界資源系大学フォーラム（World Forum of University 
of Resources for Sustainability）参加報告
　ロシア サンクトペテルスブルグで開催された第４回世界資源系大学フォーラム（World Forum of University of Resources 
for Sustainability）に参加しました。2015年９月に秋田大学を会場に開催された前回の第３回のフォーラムにおいて，今回の開
催を立候補したサンクトペテルスブルグの鉱山大学（Mining University）が主催しました。資源系大学フォーラムの運営組織
の会長も，初代のフライベルグ工科大学の学長から，前回のフォーラムで選出されたサンクトペテルスブルグ鉱山大学の学長が
つとめています。オーストリア，レオーベンで開催された第２回，秋田で開催された第３回は，小規模なアットホームな会でした
が，今回は総参加者数が約300名に達する大規模な格式高い会議で，サンクトペテルスブルグ市長や，国際機関，国の機関から
多数の来賓の出席もありました。
　フォーラムの全体会議では，サンクトペテルスブルグ鉱山大学から，ユネスコ（UNESCO）の事業として，世界基準の鉱山開
発技術者を養成する国際的な教育センターを設立したい，との提案があり，そのためのワーキンググループを設置することが了
承されました。
　海外からの参加者の食事，宿泊（サンクトペテルスブルグ鉱山大学が運営しているホテル）は全て主催校であるサンクトペテ
ルスブルグ鉱山大学が負担しました。中国から５大学，約20名が参加しましたが，他のアジアか
らの参加者は多くありませんでした。インドネシアのバンドン工科大学の学長，タイのチュラロ
ンコルン大学工学部鉱山石油工学科の学科長，オーストラリアのカーティン大学の西オーストラ
リア鉱山学校（Western Australian School of Mines）の
センター長や，アメリカのミシガン工科大学，ドイツのフ
ライベルグ工科大学の研究者など，以前から親交のある参
加者と密に情報交換を行ない，意思を確認，統一して対応
しました。
　期間中には，サンクトペテルスブルグ鉱山大学内の地質
鉱物博物館も見学しました。帝政ロシア時代の豪華な内装
の展示室に，貴重な標本類が展示され，見入ってしまい時
間が足りませんでした。展示されている標本には，日本か
ら寄贈された水晶の標本があり，案内してくれた職員が日
本との関係について言及してくれました。

ロシア海外出張報告

　平成28年10月３日から26日にかけてショートステ

イプログラムが行われました。本年度の参加者は13

名であり、タイ、フィリピン、インドネシア、モン

ゴル、カザフスタン、ミャンマー、ボツワナ（各国

２名。ボツワナのみ１名）の研修生が参加しました。

また、SATREPSプロジェクト（代表石山教授）関

連で２名（ボツワナ、ザンビア）、JICAプロジェク

ト「モザンビーク国鉱物資源分野における能力強化

プロジェクト」関連で４名（モザンビーク）の研修

生が前半の講義等に参加しました。第１週目は、資源分野を中心とした講義を行い、第２週目にはフィールド

トリップとして秋田県および岩手県内の施設の見学を行いました。フィールドトリップでは、秋田県大館市花

岡にあるDOWAエコシステム㈱にて家電製品の解体や廃棄物処理プラントの見学を、続いて小坂町の小坂製

錬においてリサイクル原料から金属を精錬するプラントの見学を行い、日本における金属リサイクルの現場な

どを学びました。鹿角市では澄川地熱発電所の見学を行い地熱発電の現状を学び、その後マインランド尾去沢

を訪問しました。資源系の参加者が多かったため、マインランド尾去沢ではたっぷりと見学時間を確保しまし

た。最後に岩手県松尾にある旧松尾鉱山新中和処理施設（JOGMEC）を見学し、大量の酸性鉱廃水の処理に

ついて学びました。プログラム後半は、各専門分野別にラボラトリーエクササイズを行い、各研修生の専門的

知識や分析技術の習得などを行いました。毎年参加した研修生や派遣先大学からの評価が高い本プログラムで

すが、他大学からの参加希望も増えています（残念ながら受け入れ人数に限界がありますが）。本プログラム

が呼び水となって、本学に留学する学生も増えてきております。今後も関係国への貢献と、各国との関係がよ

り良くなるように活動してゆきます。

高崎　康志（TAKASAKI Yasushi, ICREMER教員）
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サンクトペテルスブルグ鉱山大学博物館で
日本から寄贈された水晶の標本

緒方 武幸（OGATA Takeyuki, ICREMER教員）

　平成28年８月８日から８月20日の期間，モンゴル科学技術大学との共同研究活動のため
モンゴル国を訪問しました．共同研究活動は，西モンゴル地域におけるZnとPb資源に関わ
る火山性塊状硫化物鉱床の成因とポテンシャル評価を研究テーマに今年で２年目となりま
した．前年度は，西モンゴルの鉱兆地周辺に分布する火山岩類の地質調査を実施しました．
その結果，西モンゴル地域ではある特定のテレーンに鉱床が存在し，また日本で有名な火
山性塊状硫化物鉱床である黒鉱型や別子型とは異なる可能性が示唆されました．（2016年
９月アメリカ地質学会 発表）．今回のモンゴル国訪問では，前年度の結果を踏まえポテン
シャル評価にかかわる鉱床タイプのさらなる検討のため，ウランバートルから西へ1,230km
のバヤン・ウルギ県のドラン・ハル鉱山および周辺の地質調査を行いました．現地地質調
査は，共同研究メンバーで本大学の卒業生でもあるモンゴル科学技術大学のJamsran Erdenebayar（講師）に同行してもらいま
した．ドラン・ハル鉱山では，Zn-Pb鉱体を胚胎する岩石や鉱石について新たな知見を得ることができました．今後は，現地での
調査結果や採取試料の観察や分析を行い，西モンゴルでのZnとPb資源評価へ研究を発展させていきたいと思っています．

モンゴル海外出張報告

調査風景

鉱山全景
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　2016年８月22日～ 26日まで、今井センター長、アントニオ・アリバス教授と共にボツワナ共和国の首都ハボローネに滞
在しました。ボツワナ共和国は南部アフリカの内陸に位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国です。地理的には南を
南アフリカ共和国、西と北をナミビア、東をジンバブエ、北をザンビアに囲まれた内陸国です。1966年の独立直後、日本と
は正式な外交関係を樹立し良好な関係を築いています。本学大学院国際資源学研究科にも多数のボツワナ人が大使館推
薦等により在籍しています。今回の滞在の目的は、ボツワナ大学およびボツワナ国際科学技術大学での出前講義と首都パ
ボローネで開催された「ボツワナ見本市」に出展することでした。８月22日、24日は見本市、23日はボツワナ国際科学技術
大学での出前講義、25日はボツワナ大学での出前講義という非常にタフなスケジュールでしたが、大きなトラブルも無く

（アントニオ教授のiPhoneがロストしましたが、、、）、ボツワナ滞在を楽しみました。
　ボツワナ見本市は、ボツワナ企業や団体がブースを出展しその製品や活動を宣伝するエキスポのようなものです。今回
は日本大使館のブースの一画を留学相談窓口として利用させて頂きました。北海道大学ルサカオフィスが中心となる留学
相談窓口に本学も上記３名で参加し、秋田大学のプレゼンスを大いに主張できたと感じます。この日本大使館ブースは大
盛況であり、外交部門で２位を獲得したとのことです。
　ボツワナ大学とボツワナ国際科学技術大学での出前講義は、アントニオ・アリバス教授と川村がそれぞれ「Porphyry 
Copper Mineral System」と「Introduction of Mining Engineering / Rock Breakage」と題した講義をそれぞれ両校で
行いました。両校で受講した総学生数は200名を超え、大変盛況な出前講義となりました。ボツワナ学生の意識および向
学意欲は非常に高く、講義後も多くの質問を受けました。そのうち数名は本学への大学院入学を検討しているとのことで
す。蛇足ですが、両校とも非常に立派な校舎を保有しており、国の学問を大事にする姿勢が大変印象的でした。
　以上のように今回のボツワナ滞在はとても有意義なものであり、今後も両国の良好な関係のためにもICREMERの使命
としてこのような活動を続けていきたいと考えております。

ボツワナ海外出張報告 川村 洋平（KAWAMURA Youhei, ICREMER副センター長）

モザンビークからの技術研修の受け入れ

小坂製錬にて

　秋田大学では，日本政府（国際協力機構JICA事業）によるモザンビークの資

源人材育成事業に協力しています。この一環として，モザンビークのエドゥアル

ド モンドラーネ大学（学術交流協定締結校）およびテテ工科大学（学術交流協

定の締結手続き中）の技術職員など計４名がJICAにより日本に招聘され，2016

年９月27日から10月20日までの約４週間，秋田大学にて研修を行ないました。

　テテ 工 科 大 学 の 技 術 職 員 のBanda Robate Miguel CardosoさんとCossa 

Terra Eugenioさんは，石炭の高度利用のために必要な化学分析の技術を習得

することを主な目的とし，理工学研究科物質科学専攻の菅原勝康教授，加藤貴宏助教の指導のもとで，分析機器の

操作法および維持管理について学びました。同様の機器が日本政府の援助の一部として，テテ工科大に設置された

ので，この技術研修期間中に自身で作成した機器の操作マニュアルおよび維持管理マニュアルが帰国後に活用さ

れ，テテ工科大における教育研究への貢献が期待されます。また，テテ工科大学の講師Sabunete Gilberto 

Rogaciano Gobaさんとエドゥアルド モンドラーネ大学の技術職員Gove Teofilo Jaimeさんは，岩石鉱石試料の顕

微鏡観察のための薄片および研磨片の作成技術の向上および機器類の操作と維持管理について習得するため，国

際資源学研究科資源地球科学専攻の今井亮，高橋亮平助教の指導のもとで実習を行ないました。こちらも今回の技

術研修期間中に自身で作成した岩石薄片作成マニュアルが帰国後に教育研究活用されることが期待されます。

　彼らの研修期間が，ICREMERのショートスティプログラムと重複していましたので，ショートステイプログラム

の講義，およびフィールドトリップにも参加していただきました。講義では，資源の成因モデルから，資源の探査，

開発，利用後の環境修復までの，資源開発の上流から下流に至る最先端の知見を学ぶとともに，古くから資源が開

発された秋田における鉱山閉山後の取り組み，リサイクルによる貴金属の回収，自然を破壊しない環境に調和的な

エネルギー資源の開発などを実地に学び，日本の取り組みに大きな感銘を受け，研修を終了して，帰国の途につき

ました。

今井 　亮（IMAI Akira, ICREMERセンター長）

ボツワナ見本市にて① ボツワナ見本市にて② ボツワナ国際科学技術大学での
出前講義風景

ボツワナ大学での出前講義風景

男鹿半島の日帰りフィールドトリップ

寒風山にて

　ショートステイプログラムの期間中，参加者を対象として，10月16日（日）

男鹿半島の日帰りでのフィールドトリップを行ないました。

　10月11日～13日に実施されたショートステイプログラムのフィールドトリッ

プでは，大館地域のリサイクル関連事業所や小坂製錬所を見学しましたが，

これらは，もともと大館小坂地域の黒鉱鉱床を開発した鉱山の関連施設を引

き継いだものです。黒鉱鉱床は今から約1500万年前，日本列島がユーラシア

大陸から離れて日本海が拡大した時期の海底火山活動に伴われて生成したと

考えられていますが，男鹿半島には，日本海形成前にすでに存在していた岩

石から，現在に至るまでの地層が全て露出しており，日本列島の形成史を学ぶ

ことができる日本国内でもっとも好適な場所の一つでジオパークにも選定されています。

　10月16日の日帰りでのフィールドトリップでは，日本海形成前にすでに存在していた花崗岩類（現在は入道崎周

辺），日本海形成開始直前の陸上での火山噴出物（水族館Gao周辺），黒鉱鉱床形成と同時期の海底火山噴出物（椿

の白岩），現在の日本海沿岸地域の水深が最大となった時期の海底の堆積物（秋田周辺の石油の根源岩となった硬

質頁岩，鵜の崎海岸），日本海沿岸地域が隆起に転じてからの浅海の陸源物質の堆積物（生鼻崎トンネル付近），最

後に，太平洋プレートの沈み込みによる火山帯である日本列島の現在の活動の産物である寒風山に登りました。好

天にも恵まれ，男鹿半島の形成史を古い順から現在まで一日でたどりました。

　途中，男鹿水族館も見学し，また寒風山から下山した後，締めくくりとして夕方，真山伝承館（なまはげ館）を

見学し，男鹿半島の地質だけではなく，伝統文化にもふれて，一日の行程を終えて秋田に戻りました。

　このフィールドトリップには，今井亮の研究室の大学院生（多くは留学生）も参加し，ショートステイプログラム

の参加者との交流を深めました。

今井　亮（IMAI Akira, ICREMERセンター長）

講義の様子

RaissaさんとZarinaさんGavrilenko副学長（右）・Gulnur学科長（左）と

東カザフスタン工科大学（EKSTU）出張報告
　海外７か国から13名の学生が参加して行われた資源学ショートステイプログラム（SSP）の終了直後、11月１日から15日
にかけて東カザフスタン工科大学（EKSTU）を訪問しました。今年度２回目となるEKSTU訪問の目的は、昨年に引き続
きEKSTUの修士学生を対象としたグローバルな人材育成のための教育プログラムにおいて資源学に関する講義を行うた
めです。講義は"Processing of siliceous raw material"というタイトルで、おもにエネルギー資源の需給動向・再生可能エ
ネルギーの可能性・太陽光発電用デバイスへの
シリカ原料供給に関する研究などについて説明
しました。参加者はおもに地質・採鉱分野の修
士学生でしたが、専門分野と異なる内容にも興
味を持ったようで、積極的に質問して理解しよ
うと努めていました。最後に確認テストを行って
講義は無事に終了しました。
　２週間の滞在中は季節外れの大雪でしたが、
プログラム担当のGulnur教授をはじめする
EKSTUスタッフおよびZarinaさん、Raissaさん、
Botaさん、Ruslan君などSSPに参加した学生の
サポートにより快適に過ごす事が出来ました。
　このような教育プログラムへの協力は、
ICREMERの活動業務上、大変意義のある事で
あり、今後も海外協定校を中心に研究教育に関
する貢献に寄与できればと思います。

カザフスタン海外出張報告 別所 昌彦（BESSHO Masahiko, ICREMER教員）
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