蔵前技術士会第１２０回講演会

東京工業大学大学院生命理工学研究科 岡田典弘教授 講演資料
演題：
「シーラカンスはどのようにして東工大に輸入され解剖されたか？」
資料１．シクリッドの種分化
資料２．「東工大に於けるシーラカンス研究の取り組み」
なお、東京工業大学岡田研究室のホームページ
http://www.evolution.bio.titech.ac.jp/
も是非、ご覧下さい。

Speciation through sensory drive in cichlid fish
Ole Seehausen, Yohey Terai, Isabel S. Magalhaes, Karen L. Carleton,
Hillary D. J. Mrosso, Ryutaro Miyagi, Inke van der Sluijs, Maria V.
Schneider, Martine E. Maan, Hidenori Tachida, Hiroo Imai &
Norihiro Okada.

Nature, in press

これまで生物の多様性は種分化を繰り返すことで獲得されてきたと考えられていた。しかし、
実際にどのように種分化が起きるかは明らかにされていなかった。本研究ではヴィクトリア湖
のシクリッドを用いて種分化の機構を明らかにすることを目的とした。
生息する水深の異なるPundamilia属のシクリッドの２種を透明度の異なる岩場から採集し、
視覚において色覚に重要なオプシン遺伝子と婚姻色の解析を行った。その結果、水深が深くな
るとともに急激に光環境が変化するような透明度の低い地点ではオプシンの光環境に対する
適応は起きず、ある程度なだらかに光環境が変化する、透明度の高い地点ではオプシンが種間

視覚が生息する
光環境に適応する。

で適応的に分化していた。それに伴い婚姻色も適応的に分化したオプシンに感度よく吸収され

婚姻色(オスの体色)が

る光を反射する色に分化していることが明らかになった。このことから視覚の適応が種分化を

適応した視覚に感度良く

引き起こしてきたことが明らかになった。また、種がなだらかな環境変化に分布域を持つ場合

受容される色に分化。

に、このような種分化が引き起こされることが示された。

視覚の適応的分化なし

透明度高い

種分化
視覚と婚姻色が
分化するとお互いを
認識できない。

光
の
成
分
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視覚の適応的分化はなく、婚姻色も
分化せず、種分化も起きない。
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シーラカンス
現生種は２種

古生代デボン紀（約3億8千万年前）に出現した
肉鰭亜綱(Sarcopterygii )に属している

「東工大に於けるシーラカンス研究の取り
組み」

水深200m前後に生息し、体長は最大2mを越える

東京工業大学大学院 生命理工学研究科 教授
シーラカンス類の化石

岡田典弘

学術的重要性

Latimeria chalumnae （アフリカ南東部）
Latimeria menadoensis （インドネシア）

現生のシーラカンスは長い進化の歴史を経
ても
化石種と殆ど形態的な変化が見られないた
め
「生きた化石」と呼ばれている

生きたシーラカンスの発見

シーラカンスは魚類から陸棲四足動物への
ミッシングリンクを埋める可能性がある

1938年12月22日
南アフリカ共和国の東海岸、カルムナ川河口沖

軟骨魚（サメやエイ）
硬骨魚

奇妙な魚を発見、そのスケッチを
Rhodes大学のJames Leonard Brierley Smithに送った

シーラカンス
ハイギョ
四足動物
（両棲類、爬虫類、鳥類、哺乳類）
系統関係が明らかに
されていない部分

?

?

?

Marjorie Courtenay-Latimer

?

イーストロンドン博物館学芸員

四足動物の起源はどこに？

近年の相次ぐシーラカンスの発見

一体目のシーラカンス寄贈式典
2004年12月16日 タンザニア首都ダルエスサラームにて

シーラカンスの捕獲された年代および
その捕獲数が大きさで示されている

２００７年１０月にタンザニア
北部の港町タンガで
捕獲されたシーラカンス

一体目のシーラカンス

シーラカンスの我が国への輸送の様子
TAFIRI中庭で冷凍標本をコンテナへ移す作業

体長：1.2ｍ体重：45Kg

シーラカンス寄贈記念式典の模様

シーラカンス寄贈式典の様子

2005年11月21日
東京工業大学すずかけ台キャンパス

シーラカンス講演会・見学会の様子
2006年4月25日
東京工業大学大岡山キャンパス

二体目のシーラカンスの到着
体長１６６cm、捕獲時の体重105kgでタンザニア最大個体
体内には合計36個の卵が発見された

直径１０ｃｍ程の球形である

シーラカンス稚魚も到着！

１０匹のシーラカンス
稚魚が寄贈された

二体目シーラカンス到着に伴う記者会見の様子
シーラカンス個体だけでなく、その卵も同時に公開した

シーラカンス研究
コンソーシアムの設立

シーラカンス コンソーシアム 組織図

最新鋭機器によるシーラカンス画像解析

岡田 典弘

三宅 力

二階堂 雅人 ・ 佐々木 剛 ・ 相原 光人

総括代表者

総括グループ

総括グループ 東京工業大学 ・ 岡田研究室

組織解剖グループ

グループ代表：山田 格

山田 格

一度目のCT
・MRI撮影
一度目のCT・
MRI撮影

国立科学博物館

2007年11月19日に東京工業大学すずかけ台キャンパス

児玉 公道

小泉 政啓 ・ 本間 智

熊本大学

熊本大学

関谷 伸一
新潟県立看護大学

秋田 恵一

山口 久美子

東京医科歯科大学

東京医科歯科大学

磯貝 純夫
岩手医科大学

吉本 正美

伊藤 博信

日本医科大学

日本医科大学

昭和大学

山本 直之

宗宮 弘明

名古屋大学

名古屋大学

組織解剖グループ、生化学研究グループ
あわせて３５名の研究者からなる

内藤 延子

石川 裕二
放射線医学研究所

上野 輝彌

籔本 美孝

国立科学博物館

北九州市立自然史歴史博物館

田畑 純

2007年12月から2011年12月までの4ヵ年計画

東京医科歯科大学

佐藤 秋絵

佐藤 哲二 ・ 小寺 春人

鶴見大学

鶴見大学

石山 巳喜夫
日本医科歯科大学

生化学研究グループ

グループ代表：広瀬 茂久

広瀬 茂久
東京工業大学

竹井 祥郎

兵藤 晋 ・ 日下部 誠

東京大学海洋研究所

東京大学海洋研究所

五條堀 孝

池尾 一穂

国立遺伝学研究所

国立遺伝学研究所

城石 俊彦

嵯峨井 知子 ・ 天野 孝紀

国立遺伝学研究所

国立遺伝学研究所

藤山 秋佐夫

豊田 敦 ・ 黒木 陽子

国立情報学研究所

国立情報学研究所

正面からのCT画像

猪子 英俊
東海大学

頭部側面

腹鰭に注目

胸鰭に注目

津田 とみ
徳島文理大学

竹内 純

小柴 和子

東京工業大学

東京工業大学

田中 幹子
東京工業大学

2度目の
CT撮影
CT撮影

資料提供：東京工業大学大学院生命理工学研究科生体システム専攻・岡田典弘研究室
協力：慶応大学医学部、GE横川メディカルシステム株式会社

： 各研究組織の代表者

シーラカンス型取りの様子（2007年
2007年12月
12月20日）
20日）
レプリカ剥製の作成に使用

２００７年
12月21日撮影

剥製を作るための型取り作業

ヒレを破損しないように固定
表面にシリコンを塗布し型取り

シーラカンス解剖当日
2007年12月22日

更に石膏で圧力をかけて固定
石膏、シリコンを剥がして型取り終了

解剖を前にした共同記者会見の様子

スライドを用いて解剖の内容を説明

シーラカンス標本を間近に見る伊賀学長

写真上：左から斉藤理事、上羽センター長、
伊賀学長、吉川事務局長

秋篠宮殿下も解剖に参加

実際の解剖の様子
執刀は国立科学博物館 山田格室長

解剖は時間を決め報道陣にも一般公開

シーラカンスのプラスチネーション標本作製

その後、表面の細かい整形と補修をして標本を完成させた

「ダーウィン展」におけるプラスチネーション剥製の展示

東工大所蔵のシーラカンス標本が一般客に与えるインパクト！

