
博士（地球環境科学）ハリストリスノ

学 位 論 文 題 名

Morphological and molecular

of Indonesia-Australian G
phylogeny
hodes and

its allied genera(Lepidoptera:Crambidae:Spilomelinae).

（インドネシア・オーストラリア産メイガ類Glyphodesと

    その近縁属の形態・分子系統）

学位論文内容の要旨

                 The phylogeny of Indonesia-Australian Glyphodes Guenee and its allied genera

was studied based on morphological characters and nucleotide sequence variation in

mitochondrial CO I (686 bp) and CO H (687 bp) genes and nuclear EF-1_ (973 bp)

gene.  In the morphological analysis, 27 Australian species representing four genera

Glyphodes (18 species), Dysallacta (two species), Talanga (three species), and

Agrioglypta (four species) and three outgroup species of Sameodes (one species) and

Metallarcha (two species) were included in MP analysis using 39 possible informative

characters from the adult morphological characters (14 external.characters, 20 male

genitalia characters and 6 female genitalia characters).  Some characters previously

used to diagnose the four genera such as scaling of labial and maxillary palpi, shape of

 segments of labial and maxillary palpi, and wing color were not included in the present

analysis since those characters vary considerably within a species or even according to

the condition of specimens, thus could not be informative for the phylogenetic study.

In the molecular analysis, 23 species representing the three genera Glyphodes (16

species), Talanga (three species) and Agrioglypta (four species) and two ougroup

species, Feltia jaculifera Guenee and M. aureodiscalis Meyrick were included in MP,

NJ and ML analysis.   Because EF-I  was not saturated with substitutions and CO I

and CO II were saturated with transitions when sequences were compared between

genera, the phylogenetic analyses were conducted using all substitutions of EF-1_ and

only transversions of CO I and CO II, data of which were pooled together because the

incongruence length difference test detected that the data sets were not significantly

incongruent between COl and CO H.    Main results were as follows:
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Morphological analysis:

1. Glyphodes species were divided into three groups and Agrioglypta species and

   Talanga species formed one clade.  Talanga was monophyletic but Agrioglypta

     was paraphyletic.

2. Genus Glyphodes was not monophyletic but paraphyletic because Group 3 was

     closer to the Agrioglypta-Talanga clade than to the congeneric Groups l and 2, and

     Dysallacta belonged to Group l of Glyphodes.

3. Genital characters are useful to resolve the phylogeny of the Indo-Australian

     Glyphodes and allied genera, i.e. the monophyly of each group of Glyphodes was

    supported by male genitalia characters.  Nevertheless, the analysis based on adult

     morphological characters alone is still not enough to demonstrate the monophyly of

       each genus and the relationships among them in detail.

Molecular analysis:

1.  A+T bias was remarkable in CO I (70.6%) and CO H (77.8%) but not in EF-1

2.  Each of Glyphodes, Talanga and Agrioglypta is monophyletic and Agrioglypta is a

      sister group of Talanga based on the analysis of EF-1_.

3. Glyphodes species was divided into three clades as shown in morphological

    phylogeny and Group 2 branches off first based on the analysis of pooled data of

    COI and CO H.   The monophyly can be determined for Group 3 but not yet for

      Groups l and 2 due to some low bootstrap values and quartet-puzzling scores.

   All the findings in the present study allow us to conclude: firstly, Glyphodes species

is divided into three Groups (Glyphodes Groupsl, 2 and 3) based on all the phylogenetic

approaches; secondly, each of three genera Glyphodes, Talanga and Agrioglypta is

monophyletic and the relationship among them was resolved based on the phylogeny of

EF-1_: viz: Agrioglypta is a sister group of Talanga, and Glyphodes is relatively distant

from the Agrioglypta-Talanga clade; thirdly, the monophyly of each Glyphodes group is

supported by several convincing synapomorphies in the morphological phylogeny and

the relationship among them was resolved in the phylogeny based on pooled data of CO

I and CO H: viz. Group l is a sister of Group 3, and group 2 is relatively distant from

the clade of Group l and Group 3.
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    学位論文題名

    Morphological and molecular phylogeny

    of Indonesia-Australian Glyphodes and
its allied genera(Lepidoptera:Crambidae:Spilomelinae)．

（インドネシア・オーストラリア産メイガ類Glyphodesと

    その近縁属の形態・分子系統）

  Spilomelinaeは熱帯農業に大きな被害をもたらす多くのメイが類を含むが、その系統分類学

的研究はごく一部のク゛炉アで行われているのみであり、多くの課題を抱えている。インドネシア科

学院生物学研究センターの研究員である申請者は、自国で果樹や桑に被害をもたらしている

Glyphodesとその近縁属に着目し、インドネシアと扣スIラルアに分布する種について、形態とDNA

塩基配列に基づく系統分類学的研究を行った。蛾類について、形態分類と分子系統解析結果を

組み合わせて総合的に系統を明らかにしようという試みは、まだ極めて少ない。

  まず、申請者は扣ス1ラルアのCSIRO（ース1ラリア連邦科学技術研究機構）の昆虫学部門に保管され

ているG功め眦s18種、D．躅恕紀ぬ2種、コ｀aぬnga3種、gぬめ田ぬ4種および外群とし

てSam＆Xぬs1種とA飴ぬぬrcぬ2種の標本について多数の形質を比較検討し、雄交尾器の

20形質と雌交尾器の6形質を含む計40形質をinfOI弸ativecharacterとして記載している。

これらの記載は分類学や命名規約のJドルに従って、infO‘m旧avecharacterの選択は分岐主義

の炉ルに則ってなされており、申請者の分類学的レベルの高さを示している。また、これらの形

質の形態や測定値に基づき、最節約法により系統樹を作成し、1）G巧函b〇desはゲルーア1～

3に分けられ、A田j〔塘あ田ぬとコ沼ぬ噸は1つのクpドを形成すること、2）G‘げヱめぱたSのク゛

舮ア3はク゛舮ア1や2よりもA餌j缶ら田ぬ1江ぬngaクレードに近く、G』嚠】〇desは単系統では

ないこと、3）1、aぬngaぬaは単系統だが、A母jC曙らゃぬは側系統であること、4）D．蠅aぬcぬ

はGjW．わ0desク゛舮フ01に含まれることなどを示唆している。

  分子系統解析では、属内の解析に適したミIコンドルアDNAとしてCOI遺伝子とCOII遺伝子
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を、属間の解析に適した核DNAとしてEF-1a遺伝子を用いているが、昆虫におけるこれら

の遺伝子の有用性は先行研究によって確認されており、遺伝子選択は適切と考えられる。申請

者は、これらの遺伝子の塩基配列をもとに、近隣結合法、最節約法、最尤法による系統樹を作

成しているが、単にコンピューターッフIに頼るだけではなく、各方法のアル］゛9ズムもよく理解している

と評価できる。まず、EF－la遺伝子によると、Glyphodes、Talanga、Agrめg如ぬはいず

れも単系統であり、後2属は1つのクレードを形成する近縁属であること、また、COIとCOII

によると、G紗modesは3群に分かれ、いずれも単系統である可能性が高いこと、などを明

らかにした。

  このように、形態による系統解析とDNA塩基配列による系統解析は、7` aぬngaの単系統性、

G舛】ぱた§が3群に分かれることなどで一致しており、infO‘rmaavecharacterの選択がか

なり正しかったことを示唆している。両系統解析間の矛盾点については主に分子系統解析の結

果を重視して結論を導き出しているが、進化速度の速いミ1コンドリアDNAと比較的遅い核DNA

の両方を使って解析していること、ミIコンドリア遺伝子における置換飽和や最節約法における重み

付けについても慎重な議論を行っていることなどから、今回得られた結論はかなり信頼性が高

いと評価できる。

  この研究を通じて、申請者は蛾類の系統分類学だけではなく分子系統学のア船゛1Jズムを理解す

るとともに、DI乢へ分析の基本技術を身にっけた。これにより、申請者が日本学術振興会・拠

点大学交流の一環として北海道大学で学ぷにあたって期待された当初の目的は、十分に達成さ

れたと考えられる。

  審査員一同は、これらの成果を高く評価し、また申請者が研究者として誠実かつ熱心であり、

大学院課程に於ける研鑽や取得単位なども併せ、博士（地球繋噺斛学）の学位を受けるのに十

分な資格を有すると判定した。
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