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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： 東京工業大学 

（タンザニア）拠点機関： タンザニア水産学研究所 

（    ）拠点機関：  

（    ）拠点機関：  

 

２．研究交流課題名 

（和文）：ﾀﾝｻﾞﾆｱ水域の重要水産資源と希少種の分子進化解析とそれに基づく生物種保全          

                             （交流分野：生物科学）  

（英文）：Molecular evolutionary analyses of fishery resources and endangered species of Tanzanian 

waters for their sustainability and conservation 

                         （交流分野：Biological Science）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.evolution.bio.titech.ac.jp/f_asia-africa/  

 

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：東京工業大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・相澤益男 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院生命理工学研究科・教授・岡田典弘 

 協力機関：東京大学・九州大学・自然科学研究機構基礎生物学研究所 

 事務組織：東京工業大学 学務部 留学生課 

 

 

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：タンザニア 

拠点機関：（英文）Tanzania Fisheries Research Institute 

      （和文）タンザニア水産学研究所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Tanzania Fisheries Research Institute・

Director General・Philip O. J. Bwathondi 
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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 

最先端の分子生物学的技術と、現場のフィールドに関する豊富な経験と知識を融合

して、貴重な水産資源であるビクトリア湖魚類群集と希少種であり生きた化石と称され

るシーラカンスに関して、まったく新しい分子生態学を創出することによって、急激な

環境変動にさらされている貴重な生物と自然資源の持続的な管理のために必要な知識

を提供することを目的とする。その知識とは単に資源・個体群動態と変動の予測に留ま

るものではなく、そもそもビクトリア湖魚類群集が急速に種分化を遂げてきたことの分

子レベルでのメカニズム、生きた化石シーラカンスの現在の海洋環境に対する適応と集

団構造の分子レベルでの理解を充分に踏まえ、急激な環境変動に対する遺伝子レベル、

表現型レベルでの応答の的確な理解に到達しようとするものである。つまり、若いビク

トリア湖魚類群集と古いシーラカンス個体群の特性を分子レベルで十分に明らかにし、

その理解に立脚して資源管理、希少種保全を行うための研究基盤を形成することによっ

て、科学的にも社会的にも大きな意義のある研究交流を達成するのである。今後、タン

ザニア水産学研究所において分子生物学的研究に熟達した人材が育つこと、東工大岡田

研究室においてフィールドにおける研究に熟達した人材が育つことを目指す。 

 

 

 

６．平成１８年度の研究交流実績の概要 

６－１ 共同研究 

平成 18 年 9 月～11 月にかけて、タンザニア・ビクトリア湖にてシクリッドに関す

る野外調査を実施した。今回は、溝入真治（東工大非常勤職員・基生研訪問研究員）・

相原光人（東工大非常勤職員）・渡邉正勝（東工大講師）が日本よりタンザニアを訪れ、

調査を行った。現地研究者としては、Bwathondi, O. J. Philip(タンザニア水産学研究

所長)、Benjamin, P. Ngatunga（タンザニア水産学研究所副所長）が、調査のアレンジ

を行い、Hillary, D. J. Mrosso（タンザニア水産学研究所・研究員）が本調査に参加

している。今回は、これまでのムワンザ湾以外にも、スペック湾より北部にまで調査範

囲を広げた。これまでのところ、シクリッド個体を 30 種、1200 個体捕獲し、遺伝子解

析用 DNA 抽出のための筋肉片の回収及びデータ整理を進めた。また今回の遠征において

初めてスペクトルメーターを持参し、実際にビクトリア湖における光環境を詳細に調べ

ることに成功した。 

 

６－２ セミナー 

（a）平成１８年８月にタンザニア水産研究所の Ngatunga 氏を日本へ招聘し、代々木オ

リンピックセンターにて開催された日本進化学会の枠内にて、岡田研究室が主催した、

シーラカンスシンポジウムにおいて研究発表会を執り行った。そのシンポジウムでは、
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Ngatunga 氏（タンザニア水産研究所）、佐々木剛氏（基礎生物学研究所非常勤職員）、

山田格（国立科学博物館・室長）によるシーラカンスについての研究発表があった。シ

ンポジウム最後に、進化学会会員へ向けてシーラカンス組織を用いた共同研究の公募を

おこなった。 

 

（b）平成１８年９月２９日、３０日に、日本側コーディネーターである東京工業大学・

教授・岡田典弘は、タンザニアのバガモヨにおいて、「Cichlid and Coelacanth Symposium 

2006」を開催した。日本側の参加者は、岡田典弘（東工大・教授）、溝入真治（東工大・

非常勤職員、基生研・訪問研究員）・相原光人（東工大非常勤職員）・渡邉正勝（東工大・

講師）、佐々木剛（基礎生物学研究所・非常勤職員），土屋伸子，江里口真由美（共に東

工大・事務職員，本事業委託手数料により出張）。タンザニア側は、Bwathondi, O. J. 

Philip(タンザニア水産学研究所長)、Benjamin, P. Ngatunga（タンザニア水産学研究

所副所長）、Hillary, D. J. Mrosso（タンザニア水産学研究所研究員）を始めとした総

勢２７人が本シンポジウムに参加した。シンポジウムにおいて、日本側はミトコンドリ

ア全長配列を用いたシーラカンスの集団解析について、タンザニア側はビクトリア湖に

おける大規模トロール調査や、沿岸域における漁獲調査の結果を報告し、タンザニアに

おける水産資源管理、希少種保全などについて深く議論した。 

 

６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

日本側コーディネーターである東京工業大学・教授・岡田典弘は、平成１８年７月

９日～９月３日の間、タンザニア水産学研究所職員である Bigeyo Kuboja 氏を日本へ招

聘した。その期間中において、渡邉正勝（東工大・講師）が責任をもち、DNA レベルの

実験技術を Bigeyo Kuboja 氏に習得させた。 

 
 
 
 
 
 



 4

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 

平成１８年８月の進化学会における岡田研主催のセミナー、さらには、同９月のタ

ンザニア・バガモヨにおけるシクリッド・シーラカンスシンポジウムの共同開催を終え、

日本側、タンザニア側の協力体制は十分に整っていると考えられる。相手方拠点機関で

あるタンザニア水産学研究所長に続いて副所長にも来日頂き、両研究機関の協力体制・

友好関係は構築済みである。また、タンザニア水産学研究所より、さらなるシーラカン

ス全身凍結標本の寄贈が予定されていることからも、双方の友好関係が非常に良好であ

ることが伺える。 

また、タンザニアでの野外調査においてはタンザニア水産学研究所より宿泊施設を

準備してもらっており、研究のサポート体制も整えられている。今後、共同で学術面で

の発展を目指していく。 

 

７－２ 学術面の成果 

本年度の成果としては、平成１７年度に輸入したシーラカンス標本から抽出した

DNA を用いた分子生物学的研究の成果を論文として公開できたことである。また、学会

を始めとして、様々な場所において、この研究成果を発表することができた。この研究

成果を踏み台として、シーラカンスに関するさらなる研究を推進していきたいと考えて

いる。 

またシクリッド研究においては、ビクトリアシクリッドのオプシンと種分化に関す

る研究が世界的にも権威のある Plos Biology 誌に掲載された。 

 

７－３ 若手研究者養成 

日本人研究者：日本人若手研究者に関しては本事業の補助により、溝入真治（東工大・

非常勤職員、基礎生物学研究所・訪問常駐研究員）と相原光人（水産学奨励会・研究員）

が野外調査を行っている。この２人は今後、我が国におけるビクトリア湖調査の中心的

存在として活躍が期待される。また本年度においては、渡邉正勝（東工大・講師）もこ

の調査に加わり、本格的な野外調査のスキルを学んだ。 

タンザニア研究者：東京工業大学岡田研究室では、相手方研究拠点タンザニア水産学研

究所の若手研究員、Semvua Mzighani を日本の文部科学省国費留学研究生として受け入

れている。昨年度の調査で捕獲したシクリッドを題材として、順調に集団遺伝学的解析

を分子レベルで続けており、タンザニアにおける DNA 研究の第一線をひっぱっていく存

在になると期待している。また、平成１８年度７月から約２ヶ月間、タンザニア水産学

研究所の若手研究員Bigeyo Kubojaを招聘し、DNA抽出からPCRや DNAシーケンスなど、

分生生物学実験における基本的操作を習得させた。今後、Semvua Mzighani らと協力し
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て、タンザニアにおける DNA 研究の発展に寄与していけるのではないかと考えている。 

 

７－４ 社会貢献 

本年度、４月には南アフリカよりシーラカンス研究で著名な A J Ribbink 教授の来

日に合わせて、東京工業大学大岡山キャンパス講堂において、シーラカンス講演会を主

催した。本講演会には、一般参加者も広く公募し、総計５００人あまりが出席した。そ

の際、昨年度に寄贈を受けたシーラカンス凍結標本を一般に公開し、近隣住民の多くの

人が見学し、進化学一般の啓蒙につながったと考えている。また国立科学博物館におい

て、９月１５日より約１週間にわたり、シーラカンス凍結標本の特別展示をおこなった。

この一般公開には、相当数の観客が訪れ、四足動物の起源や進化に関する様々な質問の

受け答えなどをした。以上２回の一般公開によって、本事業の成果を広く社会へ還元で

きたものと考えている。本年度も様々な新聞誌上でシーラカンスの話題が掲載されたこ

とも社会貢献の１つとして有意義である。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

  本年度においても、タンザニア水産学研究所の多大なる協力のおかげで、交流事業・

共同研究は順調に進んでいる。来年度に、これまで採集した膨大な量のシクリッドサンプ

ルの整理を行う予定である。そのデータベース構築を的確におこない、効率的なサンプル

管理状態を保ちたいと考えている。さらには、来年度は２体目のシーラカンス寄贈を受け

る予定であることから、その打ち合わせなどを入念に行いたいと考えている。 

 

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    ７本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ４本（邦文２報含む） 

   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 ４本（邦文２報

含む） 

（別添、論文リスト参照） 
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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 タンザニア    合計 

実施計画 4/201    4/201 
日本 

実績 

 

3/191    3/191 

実施計画 2/68    2/68 
タンザニア 

実績 2/68 

 

   2/68 

実施計画      
 

実績   

 

   

実施計画      
 

実績    

 

  

実施計画      
 

実績     

 

 

実施計画 2/68 4/201    6/269 合計 

実績 2/68 3/191    5/259 

 

※ 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 

   3／12   （人／人日）    1／4  （人／人日） 

研究者交流 

Kuboja  平成１８年７月９日～９月３日 （５７日間） タンザニアー日本 

 

共同研究 

渡邉   平成１８年９月 ４ 日～１０月 ４ 日（３１日間） タンザニア－日本 

溝入   平成１８年９月 ４ 日～１１月２２日（８０日間） タンザニア－日本 

相原   平成１８年９月 ４ 日～１１月２２日（８０日間） タンザニア－日本 

Ngatunga 平成１８年８月２４日～ ９ 月 ３ 日（１１日間） 日本－タンザニア 

佐々木  平成１８年８月２８日～ ８ 月３１日（４日間）  日本－日本 

 


