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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１８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１８年 ４月 1日 ～ 平成１９年 ３月３１日 
 
４．実施体制 
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・中村栄三 
 協力機関：東京工業大学、富山大学 
 事務組織：岡山大学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 

様式７ 
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（２）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 
       
 
（３）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 
       
 
５．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。 
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６．平成１８年度の研究交流実績の概要 
６－１ 共同研究 

１．ニオス湖･マヌーン湖（カメルーン）の地球化学的研究：これらまでに採取された試料

を使って、サンプルの分析手法、データ解析・解釈を Issa 氏を中心に習得してもら

い、また二酸化炭素成分の経年変化を明らかにして，今後も起こりえるガス噴出によ

る災害対策法の検討を行いつつある。 

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：試料の薄片製作、

顕微鏡による岩石学的記載、EPMA による主要元素分析、二次イオン質量分析計による

微量元素分析を行い、捕獲岩のタイプ分けを行った。さらに、これら捕獲岩がこれま

でに被った地質学的現象とその履歴を明らかにするために、鉱物分離を行い、微量元

素、同位体分析をICP-MSおよび表面電離型質量分析計により行う準備を進めている。 

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：グリーンストーン

ベルトに産する岩石試料に対して、岩石学的記載を行い、また，全岩スケールの主要・

微量元素分析を行った。今後，年代学的手法、および同位体分析により、成因を明ら

かにする予定である。 

 

６－２ セミナー 

本セミナーのテーマは「カメルーン火山列，東アフリカリフトシステム，その下位のマン

トルおよびアフリカ大陸地殻の進化」である。今回の発表は，西アフリカ中部の構造地質

学，グリーンストーン帯，アフア・ケニアプリューム，カメルーンラインの地球化学的研

究および最新の地球化学的トレーサー（Li・B 同位体）による地殻－マントル間の物質循環

の研究，航空磁気異常を用いたンゴロンゴロクレーターの地球物理学的研究，ニオス湖・

モナウン湖における火山性ガスの経時変化を扱った研究，エチオピアのラヤ渓谷の地下水

の地質学的・水文学的・地球化学的研究，タンザニアにおける未開発の地熱エネルギー資

源の研究，国際共同研究の発展的将来構想など，前年度のセミナーに比べ学術的にはより

広範かつ先鋭的な発表が中心となった。また、今回のセミナーは、日本ではなくタンザニ

アのダルエスサラーム大学において開催したことにより、西アフリカに位置するカメルー

ンと東アフリカに位置するエチオピア・タンザニアおよび日本の第一線の研究者がアフリ

カにおいて一堂に会するという，きわめてユニークなセミナーとなった。 

 
６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

該当なし 
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７．平成１８年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

セミナー等を通じた相手国側研究者らとのダイレクトな議論により、今後の共同研究も含

めたより強力な研究協力体制を構築しつつある。本年度は、タンザニアのダルエスサラー

ムでのセミナーの開催を行い、その機会に、タンザニアでの一週間にわたるサンプリング、

及びエチオピアの研究・教育機関への見学を行った。これらを通じて、将来にわたる現実

的かつ発展的な研究・教育協力体制作りに対して議論され、その実現にむけての準備が進

められつつある。 

 

７－２ 学術面の成果 

6-1（共同研究）の課題１から３のうち、２についてはその成果が論文として（Yokoyama 

et al. 2007）公表された。１および２においては，本事業により招聘されたカメルーン・

エチオピア・タンザニア各国の若手研究者による研究の報告が本年度のセミナーにてなさ

れた。各々の研究において第一級のデータが蓄積されつつあり、学術誌への公表は時間の

問題である。さらに、本年度は，セミナーをタンザニアのダルエスサラームで行ったこと

もあり、その機会を利用してタンザニアでマントル捕獲岩のサンプリングを行ったことも

成果の一つとしてあげられる。 
 
７－３ 若手研究者養成 

7-2において述べた本事業により招聘された若手研究者は、確実にレベルアップしており、

これまでに得られた成果を本年度のセミナーにて発表した。本事業終了時には、各国の地

球科学をリードする存在となるべく、更なる研鑽をつませている。 

 

７－４ 社会貢献 

本年度のセミナーがタンザニアのダルエスサラームで行われたことにより、ダルエスサラ

ーム大学の学生が本事業主催による国際会議に参加する機会を得られたこと、また、本事

業に直接参加していないダルエスサラーム大学の研究者らとの交流が行えたことは社会貢

献のひとつとなったのではないかと思われる。 

本事業を通したこれまでの研究交流により、日本とカメルーン・エチオピア・タンザニア

各国の間で、現実的かつ強力な研究協力体制が出来上がりつつあり、本事業終了後の継続

的な研究協力体制作りも視野に入れた各国の地球化学の研究拠点形成が着実に進められて

いる。 

また、ニオス湖およびマヌーン湖における湖水爆発の再発防止にむけた研究において、そ

の成果が確実に上がっており、一部の成果は学術雑誌に投稿された。本事業で推進される

これらの研究は大規模災害対策としても、大いなる社会貢献が期待される。 
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７－５ 今後の課題・問題点 

研究・教育環境において、短期間では埋めがたい格差がアフリカ各国と日本の間にはある

が、それを克服して、この事業において育成された若手研究者が、帰国後に第一級の独立

した研究者として歩むことができるかどうかは、本事業の成否に関わる問題である。日本

側の相手国における現状の理解のうえに、招聘された若手研究者の研究に対する積極性・

戦略性の育成は今後の一つの大きな課題であり、彼らの教育においてはこのことを強く意

識する必要があると考える。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数     1 本 

   うち、相手国参加研究者との共著   1 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの   1 本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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８．平成１８年度における総交流人数・人日数 
８－１ 相手国との交流実績 

（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 3/60 0/0 0/0  3/60 
日本 

実績 

 

0/0 2(2)/12 2/22  2/34 

実施計画 1/274 0/0 0/0  1/274 
カメルーン 

実績 1/148 

 

0/0 1(1)/3  1/151 

実施計画 1/365 0/0 0/0  1/365 
エチオピア 

実績 1/365 0/0 

 

1/6  2/371 

実施計画 1/365 0/0 0/0  1/365 
タンザニア 

実績 2/308 0/0 0/0 

 

 2/308 

実施計画      
 

実績     

 

 

実施計画 3/1004 3/60 0/0 0/0  6/1064 合計 

実績 4/821 0/0 2(2)/12 3/31  7/864 

 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

８－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   ８／４４ （人／人日）    ０／０  （人／人日） 

 

 

 


