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学位論文内容の要旨

ホカケトラギス科Percophidae魚類は，スズキ目Perciformesワニギス亜目

Trachinoideiに属し，3亜科11属約44種からなる分類群で，世界の暖海の浅海から深海

に生息する底生性魚類である(Nelson，2006)，本科魚類は頭部が縦扁する，両眼間隔が狭

い，腹鰭間隔が広いなどで特徴づけられる(Nelson，1976；Das and Nelson，1996など）．

ホカケトラギス科の分類に関しては多くの研究者によって様々な見解が示されてきた，

例えば，Adams (1854)は本科にPercophis属のみを認め，その後Jordan (1923)はAdams

の分類体系を支持しつつ，現在本科に含められているHemerocoe tes属とアイトラギス属

Bembr opsなどの5属をそれぞれHemerocoetidae科とPteropsaridae科に含めた，近年，

Greenwood et al.   (1966)は Bembropidae iU,  Hemerocoetidae ;fjおよび Pteropsaron科に

含められていた属をホカケトラギス科に含めた．また，Nelson (1976)はGreenwoodらのホ

カケトラギス科内をアイトラギス亜科Bembropinae，Hemerocoetinae亜科およぴ

Percophinae亜科の3亜科に細分した．現在ではNelson（1976)の体系が広く受け入れられ

ている．

  一方，ホカケトラギス科の系統類縁関係に関する研究はPietsch（1989)とPietsch and

Zabetian（1990)がある．彼らは本科がトビギンポ科Creediidaeとベラギンポ科

Trichonotidaeとともに単系統群を形成すると考えたが，Pietsch（1989)は彼自身が提示

したこの類縁関係の再検証の必要性を認めている．また，Odani et al. (2006)はホカケト

ラギス科魚類の骨学的なデータをもとに本科の多系統性を示唆した．さらに，Smith and

Johnson (2007)は骨学的な類似性をもとに， Hemerocoetinae亜科，トビギンポ科およびベ

ラギンポ科の近縁性を示唆し，前2者もベラギンポ科内に位置づけた．
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  このように，従来のホカケトラギス科の定義は不明瞭であり，本科の単系統性の検証，

そ の 近 縁 群 と の 系 統 類 縁 関 係 お よ び 分 類 は 未 解 決 の ま ま で あ る ．

  そこで本研究は，ホカケトラギス科魚類の全骨格系・全筋肉系の比較解剖を行い，形態

学的特徴を詳細に記載すること，それらをもとに本科と近縁群の系統類縁関係を推定し，

本科の単系統性を検証すること，および得られた系統類縁関係をもとに本科の新分類体系

を再構築することを目的として行われた．

【材料と方法】

  内部および外部形態の観察にはホカケトラギス科を含むスズキ目の4亜目28科43属57

種を用い，本科が含まれるワニギス亜目とハタ科魚類を内群として系統解析を行った，形

質の決定には外群比較法を用い，外群にはスズキ目で最も原始的と考えられているスズキ

亜目魚類を用いた．系統解析には分岐分類学的手法のもとにPAUP*ver.4．Ob10を用い，最

節約基準の下で最適樹を求めた，形質の最適化には変換促進と変換遅延を採用した，全て

の多値変換系列で形質の序列を認めなかった．

【結果と考察】

1）形態学的特徴の記載

  ホカケトラギス科魚類の全骨格系・全筋肉系と外部形態に関して詳細な観察を行い，得

られた形態学的特徴を記載した．

2）類縁関係の推定

  ホカケトラギス科とその近縁群の内部および外部形態から得られた139個の変換系列に

含まれる形質を用いて系統解析を行った，その結果，2本の最節約的な樹形（樹長434，

一致指数O． 43)が得られ，その厳密合意樹を解析結果とした（図1）．得られた樹形から，

従来のホカケトラギス科は多系統群であり，以下の3つのクレードに分割されることが明

らかとなった，

  クレードE2：従来のアイトラギス亜科魚類のみを含み，第1基鰓骨の前縁が軟骨で縁取

られるなど10個の共有派生形質で常に支持される．

  クレードFl：従来のPercophinae亜科魚類のみを含み，第1咽鰓骨が完全に骨化するな

ど9個の共有派生形質で常に支持される．

  クレードM2：従来のHemerocoetinae亜科魚類のみを含み，上舌骨突起をもっなど6個



の共有派生形質で常に支持される．

  このようにホカケトラギス科の多系統性が明確な根拠によって示されるのは本研究が初

めてである．

3）ホカケトラギス科と近縁群の類縁関係

  系統解析の結果，従来のホカケトラギス科に含まれていたアイトラギス亜科と

Percophinae亜科は近縁性を示し，Trachinidae科とミシマオコゼ科Uranoscopidaeととも

に単系統群（クレードDl)を形成することが判明した．アイトラギス亜科とPercophinae

亜科と近縁となった2科は，従来Leptoscopidae科とイカナゴ科Ammodytidaeとともに単

系統群を形成すると考えられてきたが，この類縁関係の根拠となった派生形質はいずれも

関係を支持するものではなかった．一方，Hemerocoetinae亜科はトビギンポ科，

Leptoscopidae科およびベラギンポ科からなる一群と姉妹関係にある（クレードL2)こと

が判明した．従来Hemerocoetinae亜科は，トビギンポ科およびベラギンポ科との近縁性が

示唆されてきたが，Leptoscopidae科との近縁性はこれまで全く示されたことがなく，本

研究でこの事実が明らかになった．

4）ホカケトラギス科と近縁群の地理学的起源の推定

  本研究ではクレードDlとL2に含まれる本科と近縁群の分布域を系統樹上にマッピング

し，両群の地理学的な起源を最節約的に復元した，その結果，各クレードの共通祖先はそ

れぞれ大西洋と東部インド洋・西部太平洋海域に起源したと結論した．両海域は西部イン

ド洋によって隔てられており，両群のそれぞれの共通祖先はこれらの海域で独自に分化し

たとの地理学的起源の推定結果からも，従来のホカケトラギス科の多系統性が支持された，

5）分類体系

  本研究の結果，従来のホカケトラギス科魚類は多系統的関係にある3つの単系統群を形

成することが明らかにされた，これら3つの単系統群はNelson（1976)によって設定され

た本科の3亜科に相当し，いずれも複数の共有派生形質で常に支持されている明確な単系

統群であることから，3つの単系統群をアイトラギス科Bembropidae（クレードE2)，

Percophidae科（クレードFl）およびホカケトラギス科Hemerocoetidae（クレードL2)と

する新たな分類体系を提唱した．また，解析の結果，ヒメトラギス属Osopsaronが側系統

群を形成したため，本属のタイプ種を含むクレードSlをOsopsaron属とし，クレードRl

に新属を与えることを提唱した，本研究では従来のHemerocoetinae亜科に含まれる

Squamicreedia属を扱っていなかったが，本属を暫定的にHemerocoetidae科に含めた．



以下に本研究で提唱された新分類体系を示す．

Family Bembropidae Regan,  1913       7/(ト 7ギス科

Genus Bembrops Steindachner, 1876

Genus Chrionema Gilbert, 1905

ア イ ト ラギ ス 属

イバラトラギス属

Family  Hemerocoetidae  Gill,   1893ホカケト 7ギス科

Genus Dactylopsaron Parin, 1990

Genus Pteropsaron Jordan and Snyder，1902  ホカケトラギス属

Genus Veliferopiscis gen. nov. ウサギトラギス属

Genus  Osopsaron Jordan and Starks,  1904          1:メト 7ギス属

Genus Acanthaphritis GUnther, 1880

Genus Enigmapercis Whitley, 1936

Genus Matsubaraea Taki, 1953

Genus Hemerocoetes Valenciennes, 1837

所属不明：Genus SquamjCree甜aRendah1，1921

Family Percophidae Adams, 1854

Genus Percophis Quoy and Gaimard, 1825
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ヒゲトラギス属

マツバラトラギス属



図1．本研究で推定された従来のホカケトラギス科（点線内）と近縁群の類縁関係．矢

印は本研究で科ランクを与えたクレードを示す．
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学位論文審査の要旨
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学 位 論 文 題 名

Phylogenetic Systematics of the Family
  ' Percophidae (Order Perciformes)

（ホカケトラギス科魚類の系統分類学的研究）

  ホカケトラギス科魚類はスズキ‘目，ワニギス亜目に属し，3亜科11属約44種が知られる・
ホカケトラギス科の分類に関しては多くの研究者によって様々な見解が示されてきたが，いず
れの研究も系統解析に基づぃたものではなく，ホカケトラギス科の定義は不明瞭であった．
  一方，ホカケトラギス科の系統類縁関係に関しては，本科がトビギンポ科およぴベラギンポ
科とともに単系統群を形成すると考えられてきたが，この類縁関係の再検証の必要性が認めら
れていた，また，ホカケトラギス科の多系統性も示唆されており，本科の単系統性の検証，そ
の近縁群との系統類縁関係および分類は未解決であった．
  そこで本研究は，ホカケトラギス科魚類の全骨格系・全筋肉系の比較解剖を行い，形態学的
特徴を詳細に記載すること，それらをもとに本科と近縁群の系統類縁関係を推定し，本科の単
系統性を検証すること，および得られた系統類縁関係をもとに本科の新分類体系を再構築する
ことを目的として行われた．
  以下に本研究の結果を要約する．
  1）ホカケトラギス科3亜科10属23種を含むスズキ目魚類4亜目28科43属57種の全骨格
    系・ 全筋肉系の比 較解剖および外 部形態の観察 を行い，詳細 な記載を行った
  2）ホカケトラギス科とその近縁群の内部および外部形態から得られた139個の変換系列を
    用いて系統解析を行った．その結果，2本の最節約的な樹形（樹長434，一致指数0.43)
    が得られ，その厳密合意樹を解析結果とした．得られた樹形から，従来のホカケトラギ
    ス科はクレードE2，F1およ、びM2の3つのクレードに分割され，多系統群となることが
    明らかとなった．また，これら3つのクレードは，それぞれクレードE2が従来のアイ
    トラギス亜科魚類に，F1がPercophinae亜科魚類に，そしてM2がHemerocoetinae亜科
    魚類に相当し，いずれも複数の共有派生形質で支持される明瞭な単系統群となることが
    明らかとなった．
  3）系統解析の結果から，従来のホカケトラギス科に含まれていたアイトラギス亜科およ
    びPercophinae亜科は近縁性を示し，Trachinidae科およぴミシマオコゼ科とともに2個
    の共有派生形質で常に支持される単系統群（クレードD1）を形成することが判明した・
    アイトラギス亜科およびPercophinae亜科と近縁となった2科は，従来LeptOScopidae科



    およびイカナゴ科とともに単系統群を形成すると考えられてきたが，この類縁関係の根
    拠と なった 派生 形質は いず れも関 係を 支持す るものではなかった．一方，
    Hemerocoetinae亜科はトビギンポ科，LeptoSCOpidae科およびベラギンポ科からなる一
    群と姉妹群関係をなし，14個の共有派生形質で支持される強固な単系統群（クレード
    L2）を形成することが判明した．従来Heme『OCOetinae亜科は，トビギンポ科およびベ
    ラギンポ科との近縁性が示唆されてきたが，LeptosCopidae科との近縁性はこれまで全
    く示されたことがなく，本研究でこの事実が明らかとなった・
4）得られた系統類縁関係をもとに，クレードD1およびL2に含まれるホカケトラギス科と
    その近縁群の分布域を系統樹上にマッピングし，両群の地理学的な起源を最節約的に復
    元した．その結果，クレードD1の共通祖先は大西洋に起源し，クレードL2の共通祖先
    は東部インド洋・西部太平洋に起源したと結論した．両海域は西部インド洋によって完
    全に隔てられており，両群のそれぞれの共通祖先はこれらの海域で独自に分化したとの
    地理学的起源の推定結果からも，従来のホカケトラギス科を多系統群とする本研究の解
    析結果が支持された．
5）系統解析の結果より，従来のホカケトラギス科魚類は多系統的関係にある3つの単系
    統群を形成することが明らかにされた．これら3つの単系統群はNeI的n（1976）によっ
    て設定された本科の3亜科に相当し，いずれも複数の共有派生形質で常に支持されてい
    る明瞭な単系統群であることから，3つの単系統群をBemb『Opidae科（アイトラギス科）
    （クレードE2），PerCOphidae科（クレードF1）およびHemeめCOetidae科（ホカケト
    ラギス科）（クレードM2）とする新たな分類体系を提唱した．また，〇舶p關′Dn属（ヒ
    メトラギス属）が側系統群を形成したため，本属のタイプ種を含むクレードS1を
    〇sop閲mn属とし，クレードR1に対して新属である1怕鰯閉’p′s．c熔属（ウサギトラギス属）
    をあたえることを提唱した．一方，本研究で扱っていなかった従来のHemerOCoetinae
    亜 科 に含ま れる Squam虻reedぬ属 に関し ては 従来の 体系 に従い ，暫 定的に
    HemeroCOeHdae科に含めた．

  以上の申請者の研究成果は魚類系統分類学分野に大いに貢献したものと高く評価され，審査

員一同は本研究の申請者が博士（水産科学）の学位を授与される資格を有すると判定した．


