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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施計画書 

 
 
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．採用年度 
 平成１７年度（３年度目） 
 
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：（英・和文）該当なし 
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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。） 
（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：（英・和文）該当なし 
 
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。） 
（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：（英・和文）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。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
〈平成１７年度目標達成状況〉 

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・役割および招聘すべき若手研究者
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を決定した。 

ニオス湖・ マヌーン湖の地球化学的研究のために、日下部(平成１７年度日本側コーデ

ィネーター)及び佐竹(日本側協力機関:富山大学・教授)が現地に赴きカメルーン研究者と

共同して調査を行った。その後、カメルーン側の研究体制を強化する第一歩として、カメ

ルーン地質調査所の Issa 氏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、若手研究者としてエチオピアから M.A. 

Gemechu 氏を、タンザニアから C. Messo 氏をそれぞれ招聘した。彼らの持参した試料を用

いて予察的な地球化学的研究が開始された。 

平成 18 年 2 月末に本プログラムにかかわるセミナーを鳥取県東伯郡三朝町で開催した。

このセミナーでは、ニオス湖ガス災害・カメルーン火山列火山の地球化学的研究ならびに

火口湖研究に関する研究成果が議論された。このセミナーには同分野の欧米研究者数人の

参加を得た。 

〈平成１８年度目標達成状況〉 

カメルーンから招聘した Issa氏は、平成１８年 1月にマヌーン湖において自ら採取した
湖水の化学分析を東京工業大学草津白根火山観測所において行った。採水と平行して取得

した水質データロガー（CTD）のデータと化学分析の結果を合わせて考察し、マヌーン湖
およびニオス湖において進行している脱ガス作業の湖水組成におよぼす影響を評価した。 
エチオピアから招聘した M.A.Gemechu 氏は、大地溝帯の異なる地域から採取したマン

トル起源の捕獲岩について薄片を作成し、光学顕微鏡、EPMA 及び二次イオン質量分析計
（SIMS）を用いた詳細な岩石学的、地球化学的記載を行い、地域によるマントル組成変化
の違いを明らかにした。更に、これらの捕獲岩から構成鉱物を分離し、同位体分析用の試

料を準備した。 
タンザニアから招聘した C.Messo 氏は、太古代のグリーンストーンベルトから自身が採

取した火山岩及び深成岩の光学顕微鏡による岩石学的記載を行うとともに、年代測定用に

ジルコンの分離を行い高感度二次イオン質量分析計を用いて年代測定を行った。更に、全

岩化学分析及び同位体分析のためにパウダー試料を作成し、XRFと ICP-MSを用いてそれ
ぞれ主要元素及び微量元素の高精度定量分析を行った。その結果、二つの異なる成因を有

するマグマ活動が２８億年ほど前に起こったことが判明した。 
平成１８年１２月１７日から１８日にかけて、タンザニア・ダルエスサラーム大学にお

いて国際セミナーを開催し、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。更に、現地の研究者の協力のもとタンザニア

北部の大地溝帯からマントル捕獲岩を充分に採取することが出来た。また、セミナー後日

本側の研究者は、エチオピアの拠点機関であるマケレ大学を訪問し、研究の現状と将来の

研究教育協力体制等について詳細な議論を行うことが出来た。 
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７．平成１９年度の研究交流目標 
１．ニオス湖・マヌーン湖の地球化学的観測の推進 

２．カメルーン火山列火山（CVL）の年代学とマグマの成因に関する地球化学の推進 

３．アフリカ大地溝帯火山の年代学とマグマの成因に関する地球化学の推進 

 
８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

１．2007年 1月に Issa氏自ら採取したニオス湖水の化学分析と CTDで取得したデータに
基づき脱ガス効果の進捗を定量的に評価するとともに、湖水に含まれる化学種の推定を行

う予定である。化学分析から得られるデータは元素のバルク組成であり、化学種の推定は

熱力学的な計算によって実施する予定である。化学種の推定から湖水の精密な密度が推定

できる可能性があり、それは湖水の成層構造の 安定性に関係している。 
２．本事業の推進を効率的に実施する目的で、平成１７年度後半から Aka Festus 博士を当

センターの運営費交付金を財源に非常勤研究員として雇用し、上記研究課題の研究を実施

している。本年度はこれまでに終了した CVL の岩石記載に基づいて、各種同位体及び微量

元素分析及び高精度の K-Ar 年代測定を実施し、CVL のマグマの成因とマントル起源物質の

進化を明らかにする。またこれらの情報とニオス湖ならびにマヌーン湖の地球化学的結果

を総合的に解釈することによって、ガスの起源と発生メカニズムの理解につとめる。 

３．本年度中にマントル捕獲岩と火山岩から総合的な地球化学的情報収集が完了し、アフ

リカ大地溝帯におけるマグマの発生プロセスとマントルの化学的分化及びその空間的な特

徴に関した理解が深まるに違いない。 

 

８－２ セミナー 

岡山大学地球物質科学研究センターは、平成 15 年度に 21 世紀 COE プログラム「固体地

球科学の国際研究拠点形成」に採択されている。アジア・アフリカ学術基盤形成事業を推

進することはこの 21 世紀 COE プログラムの国際共同研究の趣旨と合致する。本センターで

は毎年度末に固体地球科学に関する国際シンポジウムを開催しているので、この分科会と

してセミナーを開催し、研究報告をしてもらう予定である。また、21 世紀 COE プログラム

と本事業は両者において平成１９年度が最終年度を迎えるため、従来以上の規模のシンポ

ジウムを予定している。 

 

 

８－３ 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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９．平成１９年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（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  2/20  0/0  0/0  2/20 

カメルーン 2/371   0/0  0/0  2/371 

エチオピア  3/376  0/0   0/0  3/376 

タンザニア  3/376  0/0  0/0   3/376 

       

合計 8/1123 2/20  0/0  0/0    10/1143 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

２／６  （人／人日） 

 

 


