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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１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：  
 
２．研究交流課題名 

（和文）：   シーラカンスを中心としたタンザニア水域重要魚種の保全研究     
                   （交流分野： 生物多様性・分類 ）  
（英文）： Conservation of coelacanth and Tanzanian important fisheries resources   
                   （交流分野： Biodiversity, taxonomy ）  
 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 ２１ 年度（ １ 年目） 
 
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・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：九州大学 
 事務組織：東京工業大学 国際部 国際事業課 
 
 
相手国側実施組織（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 ・Yohana L. Budeba 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
 

タンザニア水域における重要魚種として「シーラカンス」と「ビクトリア湖産魚類群

集」が挙げられる。本課題における交流目標は、急激な環境変化に伴うシクリッドや

シーラカンスの集団構造変化を DNA レベルでモニタリングしその持続的な保全・資源

管理に向けた知識を共有し発展させていくことである。我々はまずシーラカンスに関

してミトコンドリア全長配列を指標とした大規模な集団遺伝解析を進める。シーラカ

ンスが環境変動によってどのように生息域を変化させているかをモニタリングするこ

とで、持続的な種保全の基盤を作りたい。また 1950 年代にビクトリア湖に投入された

ナイルパーチにより、その生態が壊滅的なダメージを受けその殆どが絶滅したと考え

られてきたシクリッド魚種が現在において急速な復活を遂げ、数多くの種集団の存在

が我々の調査隊によって再確認された。絶滅に瀕した魚種がどのようにしてその集団

を回復させていくのかを核・ミトコンドリア DNA レベルで明らかにすることで、今後

様々な場面で直面するであろう環境破壊からの生態系回復への道筋を模索する。 

これら 2つの研究を、タンザニア側の分子生物学研究者の人材育成、我が国における

野外調査・生態調査に関する若手研究者のスキルの向上を視野に入れた教育活動も含

めて、科学的、社会的に大きく貢献できる研究交流を目指す。 

 

６．平成２１年度研究交流目標 
 

本年度は、９月と１月にタンザニア水産学研究所から研究者を招聘し、２回にわけて

シーラカンスに関する研究セミナーを開催し、東京工業大学とタンザニア水産学研究

所の間における親密な交友関係を強化するとともに、これから３年間に渡る交流事業

の研究面、若手育成面でのコンセンサスを確認する。また、TAFIRI グループが９月に

来日する際には、我々が実施するシーラカンス解剖に立ち会う。さらには東京工業大

学と TAFIRI 間における全学協定（MOA）を再締結する。１月にはタンザニア水産学研

究所から３体のシーラカンス冷凍標本の寄贈を受ける予定である。研究面に関しては、

これまでに寄贈されたシーラカンスの組織 DNA を用いた集団遺伝解析をおこない論文

としてまとめる。また国費留学生として日本で研究を続けている TAFIRI 職員センブ

ア・ムジガニ氏の博士論文の作成と博士号の取得を予定しており、その後の一定期間

はポスドクとしてさらに研究技術を習得する計画である。これは本事業の若手研究者

育成の一環で行っている。 
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７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

平成21年 4月に予定していたシーラカンス解剖予定が諸事情により10月に延期となっ

たため、タンザニア水産学研究所所長の Yohana Budeba 氏、研究所長 Benjamin Ngatunga

氏には、解剖に合わせて 10 月に来日いただいた（招聘は別予算のもとでおこなった）。

解剖には天皇陛下も立会う運びとなり、TAFIRI からの二人とも交流を持たれたことか

ら、タンザニアと我が国の関係強化にもつながったものと思われる。また、来日の際に

は「東工大 TAFIRI 研究交流発足シンポジウム」を開催し、これから 3 年間に渡る共同

研究に関わる意思を確認した。さらに東工大から TAFIRI へシーラカンスの実寸大レプ

リカを寄贈し、その寄贈式典をシンポジウム後におこなった。この式典では東工大と

TAFIRI 間におけるシクリッドとシーラカンスの保全研究に関わる契約書（MOA）も取り

交わすことができ、研究協力体制はより強固なものとなったと考えられる。 

 

７－２ 学術面の成果 

 

まず国費留学生として我が国にて研究を続けていた Semvua Isa Mzighani 氏が、平成

21 年度まで続けてきたビクトリア湖産シクリッドに関する集団遺伝学的解析に関する

論文を完成させ、国際誌 GENE に受理された。Mzighani 氏が東工大において無事に博士

号を取得することができたのは、東工大と TAFIRI の関係強化、さらには TAFIRI のキャ

パシティービルディングの観点からも非常に大きな進展であったと考えている。また、

シクリッドの EST 計画の一部のデータを含めた論文を GENE 誌に発表し、視覚受容体の

暗い環境への適応に関する研究を MBE 誌に発表することができた。シーラカンスに関し

ては、現在タンザニア沖にて混獲された約 20 個体についてミトコンドリアの全長配列

を決定している最中であり、この研究結果に関しても IF の高い国際誌への投稿を予定

しているところである。 

 
７－３ 若手研究者養成 

 

今年度に関しては、シーラカンスの大々的な解剖や TAFIRI 所長、研究所長の招聘など

イベントが多かったために、TAFIRI 若手職員の短期研修は実施しなかった。しかし、

東工大にてPhDを取得したMzighani博士が来年度よりTAFIRIに戻って教育活動をおこ

なう予定であるため、若手の養成に関しては下地作りが進められたと考えている。来年

度に関しては、本予算にて TAFIRI の研究者を短期研修生として招聘する予定である。 
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７－４ 社会貢献 

 

10 月に執り行ったシーラカンスの解剖には、天皇陛下も参加された事もあってマスコミ新

聞各方面で広く報道されたことから、本事業の成果が社会に還元されていることが伺われ

る。また、その際には天皇陛下と TAFIRI 所長、研究所長の二人も交流を持たれたことから、

我が国とタンザニアの両国の友好的な関係を築く上でも重要な貢献をしたと考えている。

さらには東工大から TAFIRI へシーラカンスの実寸大レプリカを寄贈し、両国間の結び付き

を強化できたのではないかと思われる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 

今年度は、シーラカンスの大々的な解剖の日程が大幅に変更されたことを受けて、スケ

ジュールの組みなおしが必要となったためにタンザニア側からの研修生を引き受ける

事が難しかった。また、本来は第１四半期に加えて第４四半期に TAFIRI 所長などを招

聘する予定であったが、第１四半期に執り行う予定であった発足シンポジウムを開催す

るのが第３四半期にずれ込んでしまい、結局 2 回目の招聘は本交流事業の効率性を考え

て見送ることとなった。来年度は、年 2 回のセミナーを東工大 TAFIRI 間で開催できる

ように、綿密にスケジュールを組みたいと考えている。 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数 ３ 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 ３ 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 



 5

８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 

シーラカンス研究 

まず、2009 年 4 月にバガモヨ産シーラカンス個体の CT スキャンをおこなったところ、胎内

に 30 個程度の卵の存在が確認され、この個体が成熟雌であることが判明したことから、こ

の個体を解剖することに決定した。そして 10 月 5 日に、あらかじめホルマリン固定してお

いたシーラカンスの解剖をおこない、主に鰭構造、卵巣、脊柱に注目して観察をおこなっ

た。この解剖には TAFIRI 職員の 2名も参加し、その解剖技術の習得を目指した。11 月には、

TAFIRI にて冷凍保存されていたシーラカンス個体を選抜して、ホルマリン固定し専用コン

テナにて保存した。2010 年 1 月にはシーラカンス頭部より耳石の単離に成功し、これは炭

素同位体解析による生息水深の推定に使用する予定となっている。3 月 15 日には、稚魚 2

個体を解剖し、耳石、心臓を単離し、進化発生学的な研究に使用する予定となっている。

また、この際に切り取った筋肉組織からは、ゲノム計画に使用するための genomic DNA を

抽出した。 

 

シクリッド研究 

東工大から研究者 2 名が 10 月から 12 月までの約３ヶ月間タンザニアのムワンザにて野外

調査をおこない、DNA 解析に使用するシクリッドの捕獲をおこなった。捕獲作業と同時に、

ビクトリア湖の各地点における光の吸収スペクトルの測定もおこなった。この測定により、

減衰せずに残存する波長域が深度によって変化していく様子がわかったのは大きい成果で

あった。この吸収スペクトル解析のデータは現在作成中の論文で発表する予定となってい

る。 

 

８－２ セミナー 

 

バガモヨ産シーラカンス解剖の予定にあわせて、東工大 TAFIRI 研究交流発足シンポジウム

を開催した。本シンポジウムは 2009 年 10 月 6 日にすずかけ台キャンパス大会議室にて執

り行われ、東工大と TAFIRI の研究者がお互いの研究成果の発表と、これから 3年に渡る共

同研究に向けての要望や意義を議論した。このセミナーにて、これまでの 5 年間に結んで

いた MOA の改訂案を模索し、新規の MOA を東工大 TAFIRI 間で作り上げた。この MOA に関し

ては、その後に両機関の責任者の了承を得て正式に更新する運びとなった。 

2010 年 1 月 18 日、19 日には、シーラカンス・シクリッドの保全研究に関するセミナーと

題して、研究会を開催した。本来ならばこの研究会には TAFIRI 職員が 2名参加する予定で

あったが、10 月に一度来日してからまだ時間が経過していないため、この研究会への参加

を見送ることとした。よって本研究会は日本側研究者（東工大と九州大）のみでおこなわ

れ、特に保全研究に必要な集団遺伝学の基礎に関して、九州大の舘田教授にセミナーをし
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ていただいた。その他には、事業発足から約１年の時点での報告及び最新情報の共有を行

った。研究報告の第一部としては、タンザニア、ビクトリア湖産シクリッドに関する研究

の現状について議論した。第二部としては、シーラカンス研究に関して、シーラカンスを

取り巻く国際情勢や捕獲された標本の情報や解析方法などを最新のデータを踏まえて議論

した。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

本年度は、共同研究とセミナー以外の交流に値する研修生の受入れなどはおこなわなかっ

た。 
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９．平成２１年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

         

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

タンザニア

<人／人日>

 

<人／人日>

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/38  2/38 

実績 2/84  2/84 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 2/10(6/18)   2/10(6/18) 

実績 2/4(4/10)  2/4(4/10) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/10(6/18) 2/38  4/48(6/18) 

実績 2/4(4/10) 2/84  4/88(4/10) 

※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。 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   8／ 16 ＜人／人日＞   3／ 6 ＜人／人日＞ 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）シーラカンス・シクリッドの集団遺伝解析と保全 

（英文）Population genetics and conservation of coelacanth and cichlids

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）岡田典弘・東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授 

（英文）Norihiro Okada, Tokyo Institute of Technology, Professor 

相手国側代表

者 氏名・所

属・職 

Yohana L. Budeba, Tanzania Fisheries Research Institute, Director 

General 

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流（相手国

予算による）

についても、

カッコ書きで

記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タンザニア  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/38  2/38 

実績 2/84  2/84 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 2/10(6/18)   2/10(6/18)

実績 2/4(2/8)  2/4(2/8) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/10(6/18) 2/38  4/48(6/18)

実績 2/4(2/8) 2/84  4/88(2/8) 

② 国内での交流      1/2(7/14) 人／人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

TAFIRI 職員立会いのもとで、卵を持つ成熟雌シーラカンス個体の解剖をおこな

い、解剖学的な知見を得た。また、耳石の単離に成功し、生息深度推定のための

サンプルを得ることができた。さらには稚魚 2個体の解剖をおこない、心臓や耳

石の単離をおこない、今後の研究サンプルとして保存した。ビクトリア湖へ遠征

し、DNA 解析用のシクリッド個体を捕獲するとともに、生息域別の光スペクトル

データの収集をおこなった。 

日本側参加者数  

23 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タンザニア）国(地域)側参加者数 

7 名 （１３－２（タンザニア）国側参加研究者リストを参照）

（    ）国(地域)側参加者数 

 名 （１３－３（    ）国側参加研究者リストを参照）
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア・アフリカ学術基盤形成事業 

    東工大 TAFIRI 研究交流発足シンポジウム 
（英文）JSPS AA Science Platform Program 
        Kick-off meeting for TIT-TAFIRI reseach cooperation 

開催時期 平成２１年１０月 ６日 ～ 平成２１年１０月 ６日（１日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）横浜、東京工業大学すずかけ台キャンパス 
（英文）Tokyo Institute of Technology, Suzukakedai campus, 
Yokohama, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岡田典弘・東京工業大学大学院生命理工学研究科･教授 
（英文）Norihiro Okada, Tokyo Institute of Technology, Professor

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（   日本   ） 

日本 
<人/人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 19/19

タンザニア 
<人/人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 2/2

 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 

合計 
<人/人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 21/21

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない
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でください。） 
 
セミナー開催の目

的 
10 月 5 日に執り行われたシーラカンスの解剖に合わせて TAFIRI 所長

Budeba 氏および研究所長の Ngatunga 氏を招聘し、我々が用意したシ

ーラカンスレプリカの寄贈式典と、MOA の更新手続きをおこなった。

また、これから３年間に渡る交流事業をどのように進めていくかを討

議した。交流事業としては、シーラカンス・シクリッドの保全研究を

中心においているが、実際に何人の TAFIRI 職員に研究技術を学んで

もらうか、また日本からタンザニアへの研究者派遣の実施に向けて最

終案の調整をおこないたいと考えている。加えて、最終的な保全策を

どのような形で打ち出していくかを日本、タンザニア側がお互いの経

験と知識を出し合いながら意思決定していく場を設けることができ

た。 
セミナーの成果 寄贈式典および MOA の更新手続きは成功裏に終了し、東工大 TAFIRI

間におけるこれからのより親密な科学技術交流を深めることを確認し

た。また研究交流発足シンポジウムにおいては、コーディネーターの

岡田教授を始め、若手を含めた研究者が研究発表をおこない、その内

容について深く討議した。また TAFIRI 所長の Budeba 氏からは、現

在における TAFIRI の活動状況と、日本側に求める研究協力体制を詳

細に聞くことができた。また、総合討議の時間を設け、今後のシクリ

ッド採集予定の打ち合わせや、シーラカンスの混獲状況の把握を行っ

た。本セミナーは、今後の東工大 TAFIRI 間の共同研究推進に非常に

有益であった。セミナーには、タンザニア側から 2 名（日本国内での

移動のみ本予算から支給）、日本側からは 19 名参加した。 

セミナーの運営組

織 
責任者：岡田典弘・東京工業大学生命理工学研究科・教授 
世話人：二階堂雅人・東京工業大学生命理工学研究科・助教 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 その他経費        金額  1,370 円 
国内旅費         金額 101,260 円      

相手国(地域) 内容              金額 0 円 
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整理番号 S－２ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジアアフリカ学術基盤形成事業 

シーラカンス・シクリッドの保全研究に関するセミナー 
（英文）JSPS AA Science Platform Program 
Research Seminnar on Conservation of coelacanth and cichlids 

開催時期 平成２２年 １月１８日 ～ 平成２２年 １月１９日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）横浜、東京工業大学すずかけ台キャンパス 
（英文）Tokyo Institute of Technology, Suzukakedai campus, 
Yokohama, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岡田典弘・東京工業大学大学院生命理工学研究科･教授 
（英文）Norihiro Okada, Tokyo Institute of Technology, Professor

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

日本 
<人/人日> 

A. 2/4
B. 0/0
C. 21/42

タンザニア 
<人/人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 0/0

 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 

合計 
<人/人日> 

A. 2/4
B. 0/0
C. 21/42

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目

的 
研究交流事業が発足し、約１年が経過した時点までに日本側がおこな

って来た研究、タンザニア調査などに関して報告する。特に直前の時

期までに実施していたタンザニア野外調査の結果も考慮しながら、今

後のシクリッド保全研究の方向付けを進めていく予定である。またさ

らなる輸入予定のある冷凍シーラカンス標本の保存・研究について意

見をまとめる。 

セミナーの成果 東京工業大学にて事業発足から約１年の時点での報告及び最新情報の

共有を行った。本セミナーの第一部として、タンザニア、ビクトリア

湖産シクリッドに関する研究の現状について議論した。第二部として

は、シーラカンス研究に関して、シーラカンスを取り巻く国際情勢や

捕獲された標本の情報や解析方法などを最新のデータを踏まえて議論

した。第一部、第二部共にて集団遺伝学的な解析技術が中心となるの

で、初日には九州大学の舘田教授によるセミナーを行った。また、シ

ーラカンス冷凍標本３体が新たに東京工業大学へ輸入される予定であ

り、その有効利用の方法を議論したので今後の交流事業のスムーズな

運営につながると考えている。シーラカンスコンソーシアムを始めと

する一般研究者への参加も募り、次回のシーラカンス解剖においては、

BAC ライブラリーの構築や EST 計画への RNA 抽出を目的とした、よ

り分子生物学的な研究への利用を考慮したものにする事が決定するな

ど、進展が大きかった。また一般のシクリッド・シーラカンス研究者

に向けた、本交流事業内容の宣伝効果にもつながったと考えている。 
セミナーの運営組

織 
責任者：岡田典弘・東京工業大学生命理工学研究科・教授 
世話人：二階堂雅人・東京工業大学生命理工学研究科・助教 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 国内旅費             89,240 円 
その他経費            13,000 円 

相手国(地域) 内容              金額 0 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

タンザニア

<人／人日>

 

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0  0/0 

実績 0/0  0/0 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0  0/0 

② 国内での交流       0 人／ 0 人日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

 

１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 201,460  

外国旅費 2,504,480  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,443,212  

その他経費 850,328  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

520 
残額は大学が負
担 

計 5,000,000  

委託手数料 500,000  

合  計 5,500,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 0 0/0 

第２四半期 0 0/0 

第３四半期 3,181,208 5/90 

第４四半期 1,818,792 2/4 

計 5,000,000 7/94 

 
 


