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4.2. グリーンアジア国際セミナー（International Forum for Green Asia） 
（1）International Forum for Green Asia 2015 

平成 27 年 11 月 27 日（金）に筑紫キャンパスの総合研究棟（C-Cube）筑紫ホールにお

いて，グリーンアジアプログラムの国際セミナーを開催した。昨年までは総理工セミナー

（総合理工学府主催）との合同セミナーとして 1 日半の日程で実施していたが，本年は本

プログラム単独のセミナーとして 1 日のスケジュールで実施した。 

午後中はプログラムの海外コア連携大学より 3 名の先生に招待講演をお願いした（写

真 4-2）。シンガポール国立大学の Kyaw Thu 博士には，気体吸着システムの基本的な概念と

それらの工業的な利用について解説いただいた。マヒドン大学（タイ）の Taweechai 

Amornsakchai 准教授には天然由来の高分子の資源化について，パイナップル生産の際に出

る廃棄物の再利用を例に紹介していただいた。最後にバンドン工科大学（インドネシア）

の Rudy Sayoga Gautama 教授に，酸性鉱山の排水が引き起こす問題と，それらをいかに解決

するかなどについて講演いただいた。本会が資源・環境等の諸問題に関して幅広い知識を

得，議論することを目的の一つとしていたため，各先生には専門分野に留まらず，実社会

との関係や影響，実用性なども合わせて解説，説明いただいた。 

 

  

 

写真 4-2．International Forum for Green Asia 2015 招待講演 

（左上：Kyaw Thu 博士（シンガポール国立大学），右上： Taweechai Amornsakchai 准教授（マ

ヒドン大学），下：Rudy Sayoga Gautama 教授（バンドン工科大学）） 

 

午後からはポスターセッションと学生セッションを実施した。ポスターセッション（写

真 4-3）では一貫制博士課程 3，4 年生（博士後期課程 1，2 年生）が博士論文研究として実
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施してきた成果について発表した。発表件数は 20 件と多くはなかったものの，90 分という

限られた時間の中で活発な質疑応答がなされた。 

 

 

写真 4-3．International Forum for Green Asia 2015 ポスターセッション 

 

その後の学生セッションでは，プログラムコース生が 6 つのグループに分かれて事前

に選定されたテーマについて議論し，その結果をグループ代表者がまとめて口頭発表した

（表 4-3，写真 4-4）。グループ毎のテーマは 3 件の招待講演の内容と関連のあるものとし

たため，発表後の質疑応答では講演者の先生から貴重なアドバイスをいただいた。なおポ

スター発表と学生セッションは「国際演習 B」（3.3.（4）②）の一部として実施され，1 期

生（一貫制博士課程 4 年生）6 名が学生セッションのグループリーダーとして事前のテーマ

の選定からメンバーのグループ分け，当日のディスカッションの進行，発表の際の司会ま

でを行った。 

本セミナーは国内外から 113 名の参加者があり，盛会のうちに終わることができた。な

お本会の昼食後の時間を利用し，国際アドバイザリーボードミーティング（5.1.）を開催し

た。 

表 4-3．International Forum for Green Asia 2015 学生セッションテーマ 

グループ（リーダー） テーマ 

A1（松本 親樹） 

A2（赤嶺 大志） 

The mining of certain minerals, including gold, copper, and nickel, is 

associated with acid drainage problems that can cause long-term 

impairment to waterways and biodiversity. Furthermore, some effluents 

generated by the metals mining industry contain large quantities of toxic 

substances, such as cyanides and heavy metals, which have some serious 

human health and ecological implications. 

How can we minimize its environmental impact? 

B1（花田 尊徳） 

B2（正木 悠聖） 

The increased concern for the security of the oil supply and the negative 

impact of fossil fuels on the environment, particularly greenhouse gas 

emission, has put pressure on society to find renewable fuel alternatives. 

Do you think that the bio-ethanol produced from sugar or grain (starch) is 

a sustainable fuel? 

C1（佐藤 幹） 

C2（儀間 弘樹） 

Water was supplied to a limited number of consumers in Singapore. As 

population grew, new resources of water supply had to be found. 

Do you think that the desalinated seawater can be used for solving a 

problem? 
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図 4-1．International Forum for Green Asia 2015 ポスター 
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写真 4-4．International Forum for Green Asia 2015 学生セッション 

 

 

 
写真 4-5．International Forum for Green Asia 2015 参加者 

 

（2）International Forum for Green Asia 2016 

平成 28 年 12 月 1 日（木）に筑紫キャンパスの総合研究棟（C-Cube）筑紫ホールにお

いて，グリーンアジアプログラムの国際セミナーを国内外から 128 名の参加者を得て開催

した。 

午前中は谷本潤教授（プログラムコーディネーター）の開会挨拶に続き，国内外の企

業・研究所の第一線でご活躍の 3 名の先生に講演をお願いした（写真 4-6）。量子科学技術

研究開発機構那珂核融合研究所の花田磨砂也博士には，核融合エネルギーの基礎から最新

の研究までについて解説いただいた。PT Bumi Resources Minerals（インドネシア）の Suseno 

Kramadibrata 博士からは，インドネシアの鉱山開発の状況と岩石力学の役割についてのお話

を伺った。最後に新日鐵住金エンジニアリング（株）の加藤健次博士には，コークスの製

造や石炭ガス化などを例に炭素利用の最先端について紹介いただいた。 

午後からはポスターセッションと学生セッションを実施した。ポスターセッションで

はグリーンアジアプログラムの 1 期〜3 期生（一貫制博士課程 3 年生から 5 年生，博士後期

課程に相当）が博士論文研究として実施してきた成果を発表した（写真 4-7）。発表件数が

36 件と多かったこともあり，1 時間のセッション時間をポスター番号の奇数と偶数で分け

て 30 分ずつ発表する形式をとった。そのため発表時間は十分にとれなかったが，その中で

活発な質疑応答がなされていた。 
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写真 4-6．International Forum for Green Asia 2016 招待講演 

（上：花田磨砂也博士（量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所），左下：Suseno Kramadibrata

博士（PT Bumi Resources Minerals），右下：加藤健次博士（新日鐵住金エンジニアリング）） 

 

 

写真 4-7．International Forum for Green Asia 2016 ポスターセッション 

 

その後の学生セッションでは，プログラムコース生全員が 8 つのグループに分かれ，

事前に選定された 4 つのテーマについて議論し，その結果をグループ代表者がまとめて口

頭発表した（表 4-4，写真 4-8）。限られた時間の中で多様な観点からまとめられた発表に

対し，様々な意見が出されていた。最後に原田明教授（プログラム責任者）からの講評と

挨拶で会を閉じた。 

本会は一貫制博士課程 3 年生から 5 年生のグリーンアジアプログラム独自科目である

「国際演習 B」（3.3.（4）②）の一部としても実施され，特に一貫制博士課程 4 年生（博士
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後期課程 2 年生）は「国際演習 B2」として講演者の選定，紀要原稿の取りまとめ，学生セ

ッションの事前のテーマ選定，当日の講演・発表の司会進行など，会の企画，準備，運営

全般に携わった。 

 
表 4-4．International Forum for Green Asia 2016 学生セッションテーマ 

グループ・リーダー（サポーター） テーマ 

グループ 1・内田 勇気 

（Choi Cheolyong，Zayda Faizah Zahara）

 

グループ 5・Tomy Alvin Rivai 

（Animesh Pal，田中 雅仁） 

Topic. 1. Fusion Energy 

1. What is fusion energy? 

2. What are the advantages of using fusion energy? 

3. Research the feasibility of fusion energy. 

4. Is it economic keep investing in fusion energy? 

グループ 2・Omar Mohamed Ali Mohamed 

Ibrahim 

（Azizah Intan Pangesty，古谷 優樹） 

 

グループ 6・Ni’Mah Ayu Lestari 

（Sendy Dwiki） 

Topic. 2. E-wastes (electronic wastes) management 

1. Different types of e-waste and global e-waste 

volume 

2. Man driving forces for e-waste recycling 

3. Recycling systems and policies in different 

countries 

グループ 3・竹市 悟志 

（Pennapa Tungjiratthitikan，米田 亮太）

 

グループ 7・佐藤 祐太 

（Tarek Mahmoud Atia Mostafa） 

Topic. 3. Mobile Apps Economy 

1. What is App economy? 

2. Mobile Apps statistics in global scale 

3. The Apps economy growth and its effect on the 

global economy 

グループ 4・﨑山 晋 

（Marzia Khanam，平川 知明） 

 

グループ 8・Cheng Xiaoyang 

（Ryan Imansyah，楢﨑 優） 

Topic. 4. Energy Resources 

1. Different energy resources 

2. The current situation of the energy globally 

3. The effect of reduction of oil prices 

4. Which energy resources are potential to lead the 

future energy sector and how? 

 

 

  

写真 4-8．International Forum for Green Asia 2016 の学生セッション 
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図 4-2．International Forum for Green Asia 2016 のポスター 
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写真 4-9．International Forum for Green Asia 2016 参加者 

 

 

4.3. グリーンアジアレクチャーシリーズ 

グリーンアジアに関連する様々な分野，トピックスについて学び，議論する場として，

講義あるいはミニシンポジウム形式の会を「グリーンアジアレクチャーシリーズ」として

不定期に開催している。平成 27 年度，28 年度に実施したものは以下のとおり。 

 

「グローバルな問題解決に果たす交渉プロエッショナルの役割－国際交渉の最前線を

担う専門家としての生き方－」 

  島田久仁彦氏（国際ネゴシエーター） 

  平成 28 年 6 月 25 日（土）筑紫キャンパス筑紫ホール 

 

 
図 4-3．島田久仁彦氏講演会ポスター 


