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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 27年 10月 29 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局 秋田大学・国際資源学部 

（ふりがな） 

職・氏 名 教授・渡辺
わたなべ

 寧
やすし

 
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ドイツ連邦共和国）とのセミナー（振興会対応機関：OP） 

 

 

2． セミナー名 鉱業とサステナビリティ：地球環境保全のための資源開発 

 

 

3． 期   間  平成 27年 9月 13日 ～ 平成 27年 9月 16日（4日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  秋田市 秋田大学 

 

5． 参加者数   日本側     26名（うち、滞在費等本会負担 3名） 
（代表者を含む） 

相手国側   4名（うち、滞在費等本会負担 0名） 
 

その他の国 23名 
 

参加者  計 53名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

渡邊 公一郎＊ 

大竹 翼＊ 

高木 哲一＊ 

安達 毅 

越後 拓也 

細井 義孝 

今井 亮 

澤田 賢一 

水田 敏夫 

水谷 禎隆 

岡部 徹 

芳賀 一寿 

佐藤 時幸 

柴山 敦 

高橋 亮平 

山本 文雄 

西川 治 

豊 遥秋 

Setiawan Iwan 

Saing Stephanie 

Thahir Muhammad 

Sorulen Thomas 

Sarangua Nergui 

佐藤 颯哉 

宮本 律子 

九州大学・工学研究院・教授 

北海道大学・大学院工学研究院・准教授 

産業技術総合研究所・地圏資源環境研究部門・研究グループ長 

秋田大学・国際資源学部・教授 

秋田大学・国際資源学部・准教授 

国際協力機構・客員専門員 

秋田大学・国際資源学部・教授 

秋田大学・学長 

秋田大学・国際資源学部・客員教授 

株式会社丸紅・化学品本部・課長 

東京大学・生産技術研究所・教授 

秋田大学・大学院工学資源学研究科・助教 

秋田大学・国際資源学部・学部長 

秋田大学・国際資源学部・教授 

秋田大学・国際資源学部・助教 

秋田大学・理事（研究・国際・産学連携・情報担当）副学長 

秋田大学・国際資源学部・講師 

産業技術総合研究所・地質標本館・元館長 

秋田大学・大学院工学資源学研究科・博士後期課程 

秋田大学・大学院工学資源学研究科・博士後期課程 

秋田大学・大学院工学資源学研究科・博士前期課程 

秋田大学・大学院工学資源学研究科・博士前期課程 

秋田大学・大学院工学資源学研究科・博士前期課程 

秋田大学・大学院工学資源学研究科・博士前期課程 

秋田大学・国際資源学部・副学部長 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 フライベルク工科大学・教授・Carsten Drebenstedt 

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Bernd Meyer 

Helmut Mischo 

Justina Nainyte 

フライベルク工科大学・学長 

フライベルク工科大学・教授 

フライベルク工科大学・事務官 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

Juri Agafonov 

Newton A. Amegbey 

Vladimir Bazhin 

Saltanat Berimzhanova 

Thitisak Boonpramote  

Svetlana Fedrova 

Roman Dychkovskiy 

Rudy Sayoga Gautama 

Stephen Hall 

Jerry Samuel Y. Kuma 

Dianwen Liu 

Adi Maulana 

ロシア鉱業研究所・教授(ロシア) 

鉱山技術大学・教授(ガーナ) 

国立鉱物資源大学(ロシア) 

ルーディ工業研究所・教授(カザフスタン) 

チュラロンコン大学・教授(タイ) 

国立鉱物資源大学・教授(ロシア) 

国立鉱業・教授(ウクライナ) 

バンドン工科大学・教授(インドネシア) 

カーティン大学・教授(オーストラリア) 

鉱山技術大学・教授(ガーナ) 

昆明科学技術大学・教授(中国) 

ハサヌディン大学・教授(インドネシア) 

ほか 11名 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

セミナー「鉱業とサステナビリティ：地球環境保全のための資源開発」は秋田大学国際資源学部とド

イツ・フライベルク工科大学が中心となり実施するものである．本セミナーは地球環境の維持・保全

のために鉱業の果たすべき役割について議論を行うことを目的とする． 

先端産業の発達した我が国やドイツでは，地球環境を維持，保全するための様々な工業製品が開

発・生産されている．ハイブリッド自動車や電気自動車の普及はガソリンの消費を抑え二酸化炭素の

排出を減らすことに結びつき，風力発電機は再生可能エネルギーを作り出す．こういった工業製品の

生産にはレアアースを用いた永久磁石の使用が不可欠である．しかしながら，レアアースのようなレ

アメタルの主な生産国である中国は，これらの元素の生産量および輸出量を減少させており，日本や

ドイツでの地球環境の維持・改善に資する工業製品の生産に影響を及ぼしている． 

このような状況のもと，秋田大学国際資源学部ではアパタイトから副産物としてレアアースを生産

する技術開発等，レアメタルの安定供給実現を目指した研究を実施している．フライベルグ大学にお

いてもレアメタル資源の地球科学的，鉱業的研究を推進しており，レアメタルの確保に努めている． 

本セミナーでは，鉱物資源に乏しいが産業技術の発達した我が国と，立場の類似したヨーロッパを

代表するドイツを中心とした資源系大学が，資源とサステナビリティをテーマとして，それぞれの研

究成果を紹介し，これからの地球環境の維持・保全のためにどのように原料を供給するかについて討

議を行い，共通の認識のもとに今後の共同研究を推進することを目的とする． 

秋田大学では平成 26 年度に 120 名の学生を擁する「国際資源学部」を設立した．ここでは，資源

政策コース，資源地球科学コース，資源開発コースという文，理，工の異なる分野の学生，教員が一

体となって世界の資源問題解決に取り組んでいる．本セミナーを秋田大学国際資源学部が主催し，秋

田大学の学生にセミナーに参加する機会を与えることができ，将来の世界の資源・環境問題を担う若

手実務者・研究者の養成に大きく貢献する．本セミナーでは秋田大学工学資源学科の大学院生にポス

ター発表を行わせ，研究成果のアピールに努めるとともに国際交流を深める． 

セミナーは 2015年 9 月 13 日から 16 日にかけて実施された．13 日に秋田大学国際資源学部附属鉱

業博物館で参加受付の後，鉱業博物館の展示物の説明を行い，夕刻から同博物館講堂においてレセプ

ションを行った．14 日から 15 日にかけて主として秋田大学博士前期・後期課程学生および教員によ

る鉱物資源に関するポスターセッション 20件を実施するとともに 15日にはセッション「レアメタル

とグリーンテクノロジー」および「持続可能な社会の実現と大学・政府の活動」を開催しフライベル

ク工科大学 Mischo 教授からドイツでの取り組みに関する発表，同大学 Drebenstedt 教授からは教育

プログラムに関する取り組みに関する発表が行われた．これに対し，日本側からは東京大学岡部教授

によるリサイクルの取り組み，北海道大学大竹准教授によるマレーシアでの鉱山開発に伴う環境評価

の研究結果，産業技術総合研究所高木研究グループ長からは日本政府のクリティカルメタルに対する

取り組みが発表された．同時に秋田大学佐藤国際資源学部長，九州大学渡邊教授からは日本の大学に

おける資源教育への取り組みが発表された． 

15日午後にはセッション「鉱業と持続性：環境保全のための資源開発」において，中国鉱業技術

大学の Xu 教授による資源開発に伴う水の問題，ペルーカトリカ大学の Rosas 教授からはペルーにお

ける資源開発の問題点，バンドン工科大学 Cautame教授からはインドネシアの森林地帯での資源開発

の問題点などが発表された．最後に本セミナー代表者である秋田大学渡辺教授が環境保全に資する鉱

業の例(LED 普及のためのガリウム生産，永久磁石のためのレアアース生産)が示され，環境保全のた

めにも鉱業が必要であることが強調された．なお 14 日夕刻には秋田市ビューホテルにおいて懇親会

が開催された． 

16日にはチャーターバスにより鹿角市の尾去沢鉱山跡及び小坂町の小坂製錬所を訪問した．尾去沢

鉱山跡では地下の坑道をめぐるとともに品位の低い鉱石でもできるだけ多くの資源を掘り出すとい

う日本式の鉱業を実感してもらい，小坂製錬所ではリサイクル製品から様々な金属が再生産されてい

る現場を見学した． 

本セミナーでは，日本やドイツのみでなく，途上国，鉱産国からの参加者があったが，先進国での

環境に配慮した鉱業，環境保全のための鉱業の実態を共有することができた．また大学間の交流も進

み，同様の会議を来年はロシア，サンクトペテルスブルクで開催することが合意された．さらに本セ

ミナーには秋田大学大学院の学生が参加し，各自の研究についての議論を行うとともに大きく変わり

つつある「鉱業」に対する議論を見聞することにより，鉱業の将来の「役割」についての見識を深め

ることができた． 


