
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９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 
（ エチオピア  ）拠点機関： マケレ大学 
（ タンザニア  ）拠点機関： ダルエスサラーム大学 

 
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：地球科学          ）  

（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．開始年度 
  平成 １７ 年度（ ３ 年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年 ４月 １日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．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：カメルーン共和国 
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 
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 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：（英文）該当なし 

      （和文）該当なし 
 
（２）国（地域）名：エチオピア連邦民主共和国 
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：（英文）該当なし 
      （和文）該当なし 
 
（３）国（地域）名：タンザニア連合共和国 
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：（英文）該当なし 
      （和文）該当なし 
 
６．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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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 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：今年度は高精度の新しい二酸化炭素

定量法を開発し、過去 21 年間のデータの蓄積による二酸化炭素成分の経年変化を明らかにし，

脱ガスパイプシステムの効果と今後も起こりえるガス噴出による災害対策法を検討した。2007 年

1 月の時点でも、2001 年に記録した最大レベルの 80%の二酸化炭素濃度が観察され、二オス湖

からガスを安全なところに除去するには、脱ガスパイプの更なる増加を早急に進めなければなら

ないことが明らかとなった。 

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：徹底した顕微鏡による

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とその形成過程の解明を試みた。これにより、エチオピア地溝帯下のリソス

フェリックマントルの岩石学的特徴が明らかになり、この研究を行っていたエチオピア出身の学生

が修士の学位を取得した。彼はこれまでの研究成果をさらに発展させるべく、当センターの博士

課程に進学した。 

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：グリーンストーンベルトに産する

岩石試料に対して，全岩の Nd 同位体、Hf 同位体分析が終了し、ジルコンを使った年代測定も

ほぼ終了した．今秋の博士論文提出に向け、タンザニア北西部のグリーンストーンベルトのジオ

ダイナミック進化について考察を進めている。 

７－２ セミナー 

本セミナーに寄せられた発表のうち、主だったものをあげると、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、高精度二酸化炭素濃度分析法の開発およびその評価、南部

エチオピアに産するプリューム由来の火山岩を使った東アフリカリフト系の進化について、エチオピ

アおよびタンザニアに産するマントル捕獲岩の岩石学的・地球化学的研究、タンザニアグリーンスト

ーン帯の地球化学的・年代学的研究，カメルーンラインの火山岩の地球化学的研究、および変成

岩を使った Li・B 同位体と微量元素の沈み込み帯での挙動の解析など、があった。また、今回のセ

ミナーは、本拠点の21世紀COEプログラムによる国際シンポジウム（Misasa-III）と共同開催で行わ

れた。本セミナーの発表は 11 件だが、上述の Misasa-III も含めれば参加者総数は 140 人にも上り，

国際的に第一線で活躍する研究者も多数参加し、研究者交流はもちろん、多くの有意義な議論が

交わされ、大盛況かつ非常に質の高いセミナーとなった。 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本拠点は国際共同研究機関であり、年平均約 180 名（うち外国人約 60 名）の共同研究者が

訪れる。したがって、本拠点に所属する学生は、自然に多くの研究者と交流を行うことが可能

である。セミナーを通じた交流だけでなく、日常の場での交流が容易にできるため、若手研究

者にとっては、計り知れない有意義な経験をすることになり、それは研究者としての将来にお

いて大きな財産となりうる。 
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８．平成１９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ください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

これまでの 2年間の交流を通じて、今後の共同研究も含めたより強力な研究協力体制が機

能しつつある。実際、タンザニアでの試料採取および地質学的研究を相手国側研究者に依

頼し、こちらで地球化学的分析を行う体制で、ひとりの博士課程学生（本拠点に在籍する

中国人）のこのプロジェクトへの参加およびその教育の実施を本年度から始めた。また、

その研究およびこれまでの研究交流により新たなテーマが見出され、新しいプロジェクト

の規格もなされている。したがって、将来にわたる現実的かつ発展的な研究・教育協力体

制作りの基盤が固まりつつあるといえる。 

 

 

８－２ 学術面の成果 

7-1（共同研究）の課題１からその成果が論文として（Kusakabe et al. 2008）公表され

た。課題２においては，この研究を行っていた学生が岡山大学の修士学位を取得し、現在

論文を執筆中である。課題３においては、この研究を行っている学生は、今夏に国際学会

でその成果を発表し、今秋には博士論文の提出する予定である。さらに、この事業から派

生したプロジェクトとして、タンザニアのマントル捕獲岩の研究が本年度 4月から一人の

学生を交えてスタートし、岩石記載はほぼ終了した。 

 

 

８－３ 若手研究者養成 

本事業により招聘された若手研究者は、優れた独立した研究者への着実な成長が見られる。

各国の地球科学をリードし、また国際的にも第一線で活躍する存在になりうるレベルにほ

ぼ到達しているといっても過言ではない。自ら進んで積極的に議論できるようになり、ま

た、すべて英語で行われているセミナーでの発言回数も増えてきた。とくに、彼らよりも

後に入学した後輩の指導も自発的に行っており、本事業意により育成された学生たちの今

後は大いに期待できる。 
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８－４ 社会貢献 

本拠点は国際共同研究機関であるため、本事業により招聘された若手研究者にとって本事

業を礎とする研究交流は、日本とカメルーン・エチオピア・タンザニアだけにとどまらず、

極めて広範な研究交流の種を作る絶好の機会となりうる。本事業に参加したそれぞれの国

の今後の地球科学の発展を考えると、本事業は大きな社会貢献を果たしたといえる。また

それは、国際共同研究者として本拠点に訪れた研究者サイドに対しても、同様のことが言

え、アフリカの 3 国との研究交流を始めるきっかけを本事業により得ることができたはず

で、本事業は、国際共同研究機関である本拠点の特色を最大限に生かした相乗効果が社会

貢献にも現れたといえる。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

にむけた研究成果は学術雑誌に掲載され、大規模災害対策としても、大いなる社会貢献が

できたといえる。 

 

８－５ 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に間にあるが、

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。したがっ

て、この 3 年間だけの事業として、研究交流を終わらせるのではなく、今後の発展的な共

同研究を中心とした交流が展開されるべく、この事業によって築いた関係が継続的に支援

されることが望まれる。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、この事業に

より発芽したものをさらに大きく展開していくうえで、この事業によって巣立った若手研

究者らひとりひとりの今後の大いなる活躍に期待したい。また、本拠点が国際共同研究機

関である限り、この事業により築かれた交友関係を、共同研究を通じてさらに強力なもの

としていくことは，今後のアフリカ各国の研究・教育環境の発展において，上記の問題点

克服のひとつの現実的な方法になるであろう。 

 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数    28 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  15 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  12 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 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 

日本 
実施計画  2/20 0/0 0/0  2/20 

実績 0/0 0/0 0/0  0/0 

カメルーン 
実施計画 2/371  0/0 0/0  2/371 

実績 2/369 0/0 0/0  2/369 

エチオピア 
実施計画 3/376 0/0  0/0  3/376 

実績 1/366 0/0 0/0  1/366 

タンザニア 
実施計画 3/376 0/0 0/0   3/376 

実績 1/366 0/0 0/0  1/366 

- 
実施計画       

実績      

合計 実施計画 8/1123 2/20 0/0 0/0  10/1143

実績 4/1101 0/0 0/0 0/0  4/1101 

 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   2／6   （人／人日）    6／21   （人／人日） 

 

 

 


