
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： 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 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：タンザ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．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：東京工業大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・伊賀 健一 

 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・国立科学博物館 

 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：タンザニア連合共和国 

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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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 

 

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。 
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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 

本年度はタンザニア水産研究所の Egid F.B. Katunzi 氏,Yohana L. Budeba 氏、Marry 

Kishe-Machumu 氏をアジア・アフリカ進化会議に合わせた１２月１日から１２月１３日のスケジ

ュールで日本へ招聘し、シンポジウムへの参加に加えて、シクリッドおよびシーラカンスに関

する研究成果の情報交換と、その後の調査活動に関する打ち合わせを行った。Benjamin 

Peter Ngatunga 氏もこの時期に招聘する予定であったが、スケジュールが合わず、２月に別

に機会を設けて招聘した。また、前年度において我が国へ寄贈される事が決定した二体目の

シーラカンス冷凍標本およびエタノール漬卵標本を、１２月にタンザニアから日本へ輸送し

た。 

研究の側面では、このシーラカンスサンプルをこれまでの解析に加えることで、タンザニア

沿岸沖に生息するシーラカンスに関する、より詳細な集団構造が DNA レベルで明らかになっ

た。また１２月２２日に、東京工業大学すずかけ台キャンパスにて、タンザニア側より寄贈され

たシーラカンス冷凍標本の解剖をおこない、シーラカンスにおける様々な解剖学的な知見を

収集できた。また本解剖は一般公開もおこない、多数の来客があったことから本事業内容を

広く一般に向けて宣伝することができたかと考えている。 

シクリッド研究に関しては、これまでの研究成果を総括し、現在は Victoria cichlid に関する

本を執筆し、現在はその製本段階に移っているところで３月中の出版が予定されている。 

 

７－２ セミナー 

本年度のアジア・アフリカ研究基盤形成事業における最も中心的な計画として、アジア・アフリカ

進化会議を開催した。日取りは１２月４日～６日（３日間）、場所は千葉県茂原の「生命の森リゾー

ト」であった。このシンポジウムを本事業の総括的な意味合いを持つものとして捉え、シクリッド・シ

ーラカンスに関して我が国およびタンザニアがこれまでに達成した成果を発表するだけでなく、世

界各国よりシクリッド・シーラカンスの進化・保全に関する第一線の研究者を招聘し、希少種の資

源管理や保全を行うための国際的規模の基盤を作り上げる目的で執り行った。一般参加者も含

めると９０人弱を集客した。これまで３ヵ年に渡るアジア・アフリカ研究基盤形成事業における研究

内容に加えて、それに関連する第一線の研究内容について講演・議論し、本事業の研究内容の

国内外における認知度が上がった。また、日本とタンザニア間における親密な関係をこれからも

維持していくことを確認できたのは非常に有意義であった。若手育成という視点からは、当研究室

の学生にも発表の機会が与えられ、今後、研究者として生きていく上で良い経験になったと考えて

いる。このシンポジウム内容は国際誌 GENE の特別号に掲載する予定で、現在はその執筆論文

が GENE の Editorial Office のもとに集約され、我々がレビュー作業を進めているところである。お

そらく今年中には特別号の出版ができるものと考えている。 
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７－３  研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

研究者交流の一環として、７月２４日～８月３１日の期間中に南アフリカ共和国より Maree 

Lourens Sarita 氏を招聘した。我々は彼女とともにシーラカンスのミトコンドリアゲノムを決定する

ための方法的な議論をして、また実際の実験もおこなった。実験は順当に進み、当研究室におい

て全ての実験が完了した。また彼女が来日することで、実験以外の事柄に関しても今後の知見を

集めることができた。 

 

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 

平成１９年１２月４日～６日には、国際シンポジウムを開催し、タンザニア側の研究者からは、こ

れまでの研究内容を発表していただいた。シクリッドからビクトリア湖水域の保全に関する広い分

野に関して、深く討議することができた。また、シーラカンスやシクリッドに関してはタンザニア側以

外の研究者の発表の場も設け、彼らにとっても最先端の研究に関する知見を得るいいチャンスで

あったと考えている。今年度は新しく次期ＴＡＦＩＲＩ所長として最有力候補とされているＢｕｄｅｖａ氏

に来日していただけたことからも、我々の友好関係が良好であることが伺える。また、１２月末の

シーラカンス冷凍個体の輸入に加え、さらにシーラカンス稚魚個体１０頭を我が国に輸入すること

に成功し、タンザニア側機関が、我々に非常に好意的であることもわかる。またタンザニアでの野

外調査における宿泊施設は現在もタンザニア水産学研究所より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。今後も共同で学術面での発展を目指していく。 

 

８－２ 学術面の成果 

 本年度の成果の１つは、これまでに我が国へ輸入したシーラカンス筋肉組織片から抽出したＤＮ

Ａを利用して、タンザニア沖シーラカンスの集団構造を詳細に解析することができたことである。本

結果は、現在進化学の専門誌「Molecular Biology and Evolution」に投稿予定である。次に、今年

度に開催した国際シンポジウムの内容が分子生物学の専門誌「ＧENE」に特集号として発行され

ることとなり、現在その編纂作業をしているところである。さらに、輸入した冷凍シーラカンス個体

の大規模な解剖作業は、いくつもの新しい知見が発見されるなど、本事業における研究が非常に

有効なものになった。その内容は新聞各紙に報道され、テレビでも広く取り上げられた。シクリッド

研究に関しても、これまでの現地調査サンプルを使用した研究が進み現在とりまとめの研究論文

を執筆している最中である。 

 

８－３ 若手研究者養成 

昨年度から引き続いて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
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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１９年１２月に開催した国際シンポジウムにおいては、若手の研究者

には英語にてポスター発表の場を設け、総計４０名が発表した。国際舞台での発表の場を設

けることで、若手グループにも良い経験となったと考えている。 

 

８－４ 社会貢献 

平成１９年１２月２２日に東工大すずかけ台キャンパスにて、本事業の一環で我が国に輸入し

たシーラカンス冷凍個体の解剖を一般に公開した。この解剖には、新聞各社に加え、テレビなど

のマスコミも集まり、大々的に報道された。また秋篠宮も見学に来られるなど、社会的にも大きな

影響を与えたものであった。またこの解剖は大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスにおいて

同時中継され、その解剖シーンがスクリーンで放映された。その放映を見学に総計７００人以上が

集まった。こ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。 

 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

昨年１２月の国際シンポジウムの成功、今年３月末のシーラカンス稚魚１０体の輸入も無事成

功したこともあり、本年度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

研究は順調に進んだ。今年度にて全ての事業が終了する予定であるが、今後もこの事業で培っ

た友好関係を持続させ、タンザニア水域の重要水産資源の保全に努めていきたいと考えている。 

 

 

 

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   ３本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ０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  ２本 

（※ 論文リストは別添を参照） 
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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 

タンザ

ニア 
       合計 

日本 
実施計画  2/120        2/120 

実績 1/11        1/11 

タンザニア 
実施計画 4/44         4/44 

実績 4/47        4/47 

南アフリカ共和国

（日本側参加者） 

実施計画 0/0         0/0 

実績 1/38        1/38 

アメリカ合衆国

（日本側参加者） 

実施計画 5/25         5/25 

実績 3/16        3/16 

英  国 

（日本側参加者） 

実施計画 1/5         1/5 

実績 1/4        1/4 

スペイン 

（日本側参加者） 

実施計画 0/0         0/0 

実績 1/6        1/6 

中華人民共和国

（日本側参加者） 

実施計画 1/5         1/5 

実績 2/12        2/12 

ニュージーランド

（日本側参加者） 

実施計画 1/5         1/5 

実績 0/0        0/0 

オーストラリア

（日本側参加者） 

実施計画 0/0         0/0 

実績 2/12        2/12 

合  計 実施計画 12/84 2/120        14/204 

実績 14/135 1/11        15/146 

 

※ 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 

  8／24  （人／人日）    13／44   （人／人日） 

 

 


