
 1

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１７年度 実施報告書 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 岡山大学 地球物質科学研究センター 

（カメルーン）拠点機関： カメルーン地質調査所 

（タンザニア）拠点機関： ダルエスサラーム大学 

（エチオピア）拠点機関： マケレ大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：ニオス湖ガス災害、カメルーン火山列－大地溝帯火山、および上部マントルの地球化学           

                   （交流分野：地球化学          ）  

（英文）：Geochemistry of the Lake Nyos gas disaster, Cameroon Volcanic Line-Rift 

         Valley volcanoes and the underlying mantle                        

                   （交流分野： Geochemistry      ）  

 研究交流課題に係るホームページ： http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/AASPP/index.html 
 

３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１７年 ９月 １日 ～ 平成１８年 ３月３１日 

 

４．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 

１．2005 年 10 月初めにわが国で日本・カメルーン・エチオピア・タンザニアのコーディネ

ーターならびに主研究協力者によるワークショップ（キックオフ会議）を開催し、各国

の研究課題の取り組み方法を検討する。また、若手招聘研究員候補者を選定する。 

２．本事業により、カメルーン・エチオピア・タンザニアの若手研究者（大学院生を含む）

を長期間招聘し、日本の持つ先端技術・ノウハウ・研究の進め方を伝達する。これによ

り、各国の地球化学の研究拠点形成に寄与する。  

３．日本側研究者（ポスドク・大学院生を含む）をカメルーン・エチオピア・タンザニア

のフィールドに派遣し、現地研究者と共同して資料と試料を採取する。これにより日本

側研究者の国際的視野の拡大を図る。 

４．ニオス湖・ マヌーン湖のガス災害に関して、両湖の地球化学的モニタリングをカメル

ーン研究者と協同して行う。また、試料の分析・データ解析に関し、共同作業をする。

これにより、カメルーン研究者が外国人とは独立して（対等に）研究を進められるよう

な体制を同国内に作り上げる。 

５．毎年度末にセミナーを開催し、すでに得られている研究成果を公表する。最終年次に

成果を論文化して国際的雑誌に公表する。 



 2 

５．実施組織 

日本側実施組織 

 拠点機関：岡山大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：地球物質科学研究センター・ｾﾝﾀｰ長・中村栄三 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：地球物質科学研究センター・教授・日下部実 

 協力機関：東京工業大学、富山大学 

 事務組織：地球物質科学研究センター・事務部 

 

相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国（地域）名：カメルーン 

拠点機関：（英文）Institute for Geological and Mining Research (IRGM) 

      （和文）カメルーン地質調査所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）IRGM・Director・Dr. Joseph V. Hell 

 協力機関：該当なし 

 

（２）国（地域）名：タンザニア 

拠点機関：（英文）University of Dar es Salaam 

      （和文）ダルエスサラーム大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Geology, Professor, Maboko, M.A.H. 

 協力機関：該当なし 

       

（３）国（地域）名：エチオピア 

拠点機関：（英文）Makelle University 

      （和文）マケレ大学 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Applied Geology, Program 

Manager of Institutional University Cooperation, Dr. Tarekegn Tadesse  

 協力機関：該当なし
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６．平成１７年度の研究交流の概要 

６－１ 研究者交流 

 

６－２ 共同研究 

平成 17 年 10 月初旬にわが国で日本・カメルーン・エチオピア・タンザニアのコーディ

ネーターによる会議を開催し、各国の研究課題の分担・役割・若手研究者を決定した。 

ニオス湖・ マヌーン湖のガス災害に関して、カメルーン研究者が外国人と対等に研究を

進められるような体制を同国内に作り上げための第一歩として、カメルーン地質調査所の

若手研究者１名を日本に招聘し共同研究を開始した。カメルーン火山列火山ならびに大地

溝帯火山の地球化学の推進のために、エチオピアならびにタンザニアから若手研究者を各 1

名、日本に招聘した。彼らの持参する試料の地球化学的分析を通じて予察的研究を開始し

た。 

１．ニオス湖・ マヌーン湖（カメルーン）の地球化学的研究：これらの湖について、温

度、密度、二酸化炭素濃度、化学組成、同位体組成の深さ分布を継続的に計測する必要が

あるので、平成 17 年 1 月に科学研究費・海外学術研究および本事業経費により、日本側研

究者とカメルーン側若手研究者との共同観測を実施した。この機会に彼らに観測のノウハ

ウとサンプルの分析手法を習熟してもらった。 

２．エチオピア大地溝帯に産するマントル起源捕獲岩の地球化学的研究：カメルーン火

山列（CVL）の成因について多くの論争がある。一説によれば、CVL 下部にマントルの湧き

出し口があり、そのマントルの化学的特徴が CVL 火山のマグマの性質を決定している。カ

メルーン火山（楯状火山）の溶岩はマントルの部分溶融により生じている。最近の研究で

は過去 100 年間に噴火したマグマにはマントルの部分溶融深度の異なるものや部分溶融の

程度の異なるもののあることが分かりつつある。今年度はカメルーン火山のマグマ供給系

に関する地球化学的研究を、日本側拠点機関と共同で開始した。 

３．タンザニア地域のリフトゾーン・上部マントル・大陸地殻の進化：この地域にある

多くの活動的火山を作ったマグマ活動は CVL のそれと似ていると言われている。中央アフ

リカの上部マントルに共通したマントルプルームの時間的・空間的活動の変遷によって、

地溝帯マグマ活動と CVL が形成された可能性が高い。アフリカ下部のマントルの物理化学

的進化とそれに伴うマグマの成因について、本プログラムで招聘したタンザニアとエチオ

ピアの若手研究者が、地球物質科学研究センターの研究者と共同して研究を開始した。 

 

６－３ セミナー 

平成 18 年 2 月 27 日に本事業にかかわるセミナーを鳥取県東伯郡三朝町で開催した。こ

のセミナーの題目は、6-2 の「共同研究」に関連して、「国際セミナーAASPP-Misasa：マグ

マ性揮発物質―マントルから地表に至る旅｣とし、今までに得られている研究成果を口頭・

ポスター発表し議論した。ニオス湖ガス災害・火口湖研究ならびにカメルーン火山列火山
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の地球化学的研究に携わってきた欧米の研究者にも講演を依頼し、質疑・議論を行なった。 

 

 

７．平成１７年度の研究交流の成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 平成 16 年 10 月に岡山大学地球物質科学研究センターで行なわれた日本・カメルーン・

エチオピア・タンザニアのコーディネーター会議で、日本側と 3 ヶ国代表との間で研究協

力について議論が行なわれ、今後の共同研究ならびに相互訪問等に関して合意に達してい

る。特に、カメルーンの Institute of Research for Geology and Mining (IRGM) と岡山

大学地球物質科学研究センターとの間にはすでに 2004 年 6 月に締結された研究協力協定が

あり、その精神を尊重することが確認された。 

 

７－２ 学術面の成果 

 岡山大学地球物質科学研究センターとカメルーンの IRGM とは共同研究として、ニオス湖

および マヌーン湖の地球化学、Mt. Cameroon マグマの成因ならびにニオス湖火山の生成

年代に関する研究が進められており、2006 年 2 月に行われたセミナーで、その成果が発表

された。これらは 6-2（共同研究）の課題１および２に述べられている研究の第一歩となる

ものである。また、後者はカメルーン火山列火山におけるマグマ形成メカニズムおよびニ

オス湖火山の生成年代の決定に新しい手法を導入したものであり、関連研究者の間にイン

パクトを与える成果である。他の研究課題については、緒に就いたばかりであり、成果と

いえるものを得るには時間を要する。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 既に述べたようにカメルーン・エチオピア・タンザニアから若手研究者を岡山大学地球

物質科学研究センターに招聘し、6-2 に述べた研究課題について研究を開始している。彼ら

には、この研究活動を通じてサンプルの採取法、分析法、データ処理、解釈および論文と

してのまとめ方を習熟させ、本事業の終了までには独立した研究者に育てるべく努力を重

ねている。 

 

７－４ 社会貢献 

 6-2 に述べた研究課題１は火口湖における湖水爆発の再発防止に関連した防災科学の研

究であり、1980 年代にニオス湖とマヌーン湖で湖水爆発を経験したカメルーン国民にとっ

てきわめて関心の高い課題である。湖水爆発の可能性を秘めた火口湖は他にもあり、国際

的にも強い興味が持たれている。また、ニオス湖はニオス湖火山の火山砕屑物からなる脆

弱な天然ダムにより支えられており、その正確な年代は天然ダムの安定性の評価にとって

重要である。本事業で推進されるこれらの研究は社会の防災力を高める上で欠くことがで
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きない。また、本事業を通じてカメルーン・エチオピア・タンザニアの地球化学の研究拠

点形成が可能である。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 今年度に限っていえば、交流の主体はカメルーン・エチオピア・タンザニアからのコー

ディネーターおよび若手研究者の招聘であった（ただし、日本側コーディネーターである

日下部は6-2に述べた課題の研究のため2006年1月にカメルーンで現地観測を行なった）。

アフリカの研究環境は日本のそれに比べると圧倒的に劣っており、先方から若手研究者を

招いて研究のあり方を学んでもらい、もって 3 カ国の学術基盤形成に資することは、本事

業の趣旨にかなうものではあるが、今後は日本側からの積極的な交流参加も望まれる。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

 セミナーで発表された論文のリストと概要（要旨）は別添の要旨集（Magmatic gases, 

their trip from the mantle to the surface of the Earth）を参照されたい。学術雑

誌に印刷・公表された論文はまだないが、現在、投稿準備中の論文が数編ある。 
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８．平成１７年度における総交流人数・人日数 

 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 

カメルー

ン 

エチオピ

ア 

タンザニ

ア 
 合計 

実施計画 8/32   2/36      0       0  10/68 日本 

実績   4/24    2/36       0       0     6/60 

実施計画 5/75       0       0  5/75 カメルーン 

実績 4/78 

 

      0       0     4/78 

実施計画 3/166       0       0  3/166 エチオピア 

実績 3/171       0 

 

      0   3/171 

実施計画 3/166       0      0  3/166 タンザニア 

実績 3/126       0       0 

 

 3/126 

実施計画       

実績     

 

 

実施計画 19/439 2/36   0       0  合計 

実績 14/399    2/36       0       0  

 

 

 


