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Abstract   A single specimen (121.5 mm in standard length) belonging to the genus 
Pseudoscopelus was collected off the Pacific coast of Tohoku region, Japan. The specimen 
was unique among Pseudoscopelus inhabiting Japanese waters in completely lacking 
discrete photophores. Although identification was uncertain, primarily due to the taxonomic 
confusion among species lacking discrete photophores, the specimen was provisionally 
identified as Pseudoscopelus vityazi Prokofiev and Kukuev, 2007, based on the following 
characteristics: silver-colored structures present on head and body instead of discrete 
photophores, and internal area of orobranchial chamber dark, at least posteriorly. Although 
the original description indicated that the silver-colored structures were “luminescent 
tissue”, whether or not those structures are true luminescent organs still requires verification. 
A subsequently revised publication date (2008) for P. vityazi is discussed. The new standard 
Japanese name “Ginsen-kurobozugisu” is proposed for the species.
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クロボウズギス科クロボウズギス属は全大洋
の中深層に分布・生息する魚類で，眼窩背

縁が第 6眼下骨で形成される，第 6眼下骨で開孔
する最後の眼下骨列感覚孔が瞳孔の中央よりも前
方に位置する，上顎歯が 3部に分かれ数列に並ぶ，
体表に小棘をもたないなどの特徴を有する（Melo 
et al., 2007；Melo, 2010；木村ほか，2015）．本属の
種分類において粒状発光器の分布状態が重要な分
類形質の 1つに挙げられるが，一方で，それら粒
状発光器をもたない種群も知られる（Prokofiev 
and Kukuev, 2005, 2006, 2007；Melo, 2010)．近年実
施された本属を対象にした包括的な分類学的再検
討では 16有効種が認められ（Melo, 2010），中坊・
土居内（2013）および木村ほか（2015）によって
本邦海域から 4種の分布が報告された．これまで

に本邦海域で記録された 4種は全て粒状発光器を
もつが，今回，東北沖太平洋で採集されたサンプ
ルから粒状発光器を欠く本属魚類標本 1個体を発
見した．本報では本標本を暫定的に Pseudoscopelus 
vityazi Prokofiev and Kukuev, 2007に同定し，本標本
の形態特徴を詳細に記載するとともに本種の新標
準和名を提唱した．
計数・計測の手法と各形質の名称，頭部感覚系

の定義と名称，および粒状発光器系の定義と名称
は Melo et al.（2007）および Melo（2010）に従った．
計測形質はデジタルキャリパーもしくはディバイ
ダーを用いて 0.1 mm単位で計測した．脊椎骨数
は軟 X線写真を撮影して計数した．標準体長は
SL，頭長は HLの略号をそれぞれ用いた．本報で
観察した標本は京都大学魚類標本コレクション

東北沖太平洋で採集された日本初記録の粒状発光器を欠く
クロボウズギス属魚類
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（FAKU）に登録されている．

Pseudoscopelus vityazi Prokofiev and Kukuev, 2007
ギンセンクロボウズギス（新称）

（Fig. 1）

Pseudoscopelus vityazi Prokofiev and Kukuev, 2007: 
158, figs. 197–200 (type locality: Indian Ocean off the 
western coast of Madagascar; 15˚07'S, 44˚03'E– 
14˚56'S, 43˚36'E).

Pseudoscopelus vityazi: Prokofiev, 2011: 710.

記載標本　FAKU 137238，121.5 mm SL，東北沖
太平洋，1996年採集．

記載　計数値：第 1背鰭鰭条数（first dorsal-fin 
rays）VIII，第 2背鰭鰭条数（second dorsal-fin rays）
ii, 23，臀鰭鰭条数（anal-fin rays）ii, 23，胸鰭鰭条数
（pectoral-fin rays）14，尾鰭鰭条数（caudal-fin rays）i, 

8, 7, i，第 1鰓弓鰓耙数（gill rakers on first gill arch; 
epibranchial + ceratobranchial + hypobranchial）0 + 15 + 
7 = 22，脊椎骨数（vertebrae; precaudal + caudal）17 + 
19 = 36．
計測値（% SL）：頭長（head length）29.3，体幅（body 

width）8.5，胸鰭前長（insertion of pectoral fin）29.5，
腹鰭前長（insertion of pelvic fin）32.1，第 1背鰭前
長（origin of first dorsal fin）33.7，第 1背鰭基底長（base 
of first dorsal fin）12.6，第 1背 鰭 高（first dorsal-fin 
depth）11.7，第 2背鰭前長（origin of second dorsal 
fin）51.3，第 2背鰭基底長（base of second dorsal fin）
38.8，第 2背鰭高（second dorsal-fin depth）17.5，臀
鰭前長（origin of anal fin）53.5，臀鰭基底長（base 
of anal fin）37.6，臀鰭高（anal-fin depth）15.6，胸鰭
長（pectoral-fin length）20.3，腹鰭長（pelvic-fin length）
10.1，尾柄高（peduncle depth）6.4，尾柄長（peduncle 
length）11.4．
計測値（% HL）：吻長（snout）29.2，上顎長（upper 

jaw）68.5，下顎長（lower jaw）76.7，眼径（orbit width）
12.9，眼高（orbit height）11.6，前鼻孔後長（anterior 
nostril to eye）15.2，後鼻孔後長（posterior nostril to 
eye）8.4，鼻孔間隔（distance between nostrils）5.3，
両眼間隔（interorbital distance）25.0，頭幅（head 
width）27.6，頬高（cheek depth）6.8．
体はやや細長く，側扁する．体高は腹鰭基部付

近で最大となり，後方に向かうにつれて徐々に低
くなる．頭部はやや大きい．吻は尖り，先端付近
の背縁が少し凹む．眼はわずかに横方向に長い楕
円形で，口裂のほぼ中央の上方に位置する．口は

端位で大きい．下顎の先端は上顎よりもわずかに
前方へ突出する．両顎と口蓋骨に円錐歯を備える
（Fig. 1d）．上顎歯は，外列歯，中央列歯および内
列歯からなり，これらに加え左右縫合部付近に 2
本の後方に反曲した牙状歯がある．外列歯は 1列
で，いずれも後方に反曲し，吻端から上顎後端ま
で並ぶ．中央列歯は 2列で規則的に並び，内側の
歯は外側よりも長い．内列歯は大小さまざまな長
さの歯が規則的に 4列に並ぶ．下顎歯は外列歯と
内列歯からなる．外列歯は 1列で，いずれも後方
に湾曲する．内列歯は大小さまざまな長さの歯が
規則的に 3列に並ぶ．各歯列における最長歯の長
さは，上顎内列歯・下顎内列歯，上顎中央列歯，
および上顎外列歯・下顎外列歯の順で長い．上顎
中央列歯，上顎内列歯および下顎内列歯はいずれ
も内側に向かって可倒的．口蓋骨歯は 1列で，上
顎内列歯における外側の歯とほぼ同大．基舌骨は
歯を欠く．第 1鰓弓は小さな棘状の鰓耙を備える
（Fig. 2）．肛門は体のほぼ中間に位置する．第 1
背鰭始部は腹鰭基部のわずかに後方の直上に位置
し，第 2背鰭始部は臀鰭始部のほぼ直上に位置す
る．第 1背鰭は弱い棘条で，第 2背鰭は軟条でそ
れぞれ構成される．臀鰭始部は肛門の後方に若干
のスペースを隔てて位置する．臀鰭は軟条のみか
らなる．尾鰭は二叉する．胸鰭は伸長し，その後
端は肛門に達する．腹鰭基部は胸鰭基部のやや後
方の下方に位置する．体に鱗はなく，表皮は薄く
て脆い．粒状発光器はなく，通常他種でそれらが
存在する部位にグアニン様の銀色組織がある（Fig. 
1b）．銀色組織が存在する部位は次のとおり：下
顎前部（amf），下顎後部（pmf），上顎（mxf），
峡部（if），腹鰭前方部（prvf），腹鰭後方部（ptvf），
臀鰭周辺部（saf），胸鰭下縁部（pf）および腹鰭
下縁部（vf）．amfと pmfは不連続で，ifと prvfは
連続する．safは左右が不連続で，肛門直後のも
のは独立した U字状となる．頭部に多くの感覚
孔が開孔する（Fig. 1c, e, f）．頭部感覚孔は次のと
おり：temporal canalが 2，supratemporal canalが 3，
otic canal が 2，supraorbital canal が 6，supranasal 
poreが 4，epiphyseal branchが 3，infraorbital canal
が 12，preopercular canalが 5，mandibular canalが 6
および fifth pore of mandibular canalが 2．

体色　10%ホルマリン固定前の色彩は，頭部と
体の背方は茶褐色で，鰓蓋部から臀鰭後端にかけ
ての腹方は黒色．70%エタノール保存下での色彩
は固定前とほとんど変わらない．銀色組織のうち，
頭部にあるものは固定後かつアルコール保存下で
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不明瞭になるが，その他の部位では明瞭（Fig. 1b, 
f）．口・鰓腔の色彩は，口腔の前端部付近が淡褐
色で，口腔の後方から鰓腔にかけては暗褐色を呈
する（Fig. 1d）．

分布　マダガスカル西方沖インド洋および東北
沖太平洋（Prokofiev and Kukuev, 2007；本研究）．

備考　本標本は粒状発光器を完全に欠く．この
ような個体群は世界中の海域で見つかっており，
Prokofiev and Kukuev（2007）は Pseudoscopelus aphos 
Prokofiev and Kukuev, 2005，Pseudoscopelus parini 
Prokofiev and Kukuev, 2006および Pseudoscopelus vityazi
の 3種 に分 類した．そ の 後，Melo（2010） は
Prokofiev and Kukuev（2007）が示した 3種の形態
特徴や識別形質に誤りがあるとし，P. aphosと P. 

pariniの 2種を認め，P. vityaziを P. pariniの新参
シノニムに置いた．さらに，Prokofiev（2011）は
前述の 3種に関する情報の再整理と修正を加え，

Fig. 1.　Pseudoscopelus vityazi collected off the Pacific coast of Tohoku region, Japan, FAKU 137238, 
121.5 mm SL. (a) whole body, (b) ventral view of head and anterior part of body, (c) enlarged lateral 
view of head, (d) ventral view of orobranchial chamber, (e) dorsal view of head, and (f) enlarged ventral 
view of head. (a) and (c)–(f) in 70% ethanol, following formalin fixation; (b) before formalin fixation. 
Arrows indicate silver-colored structures.

Fig. 2.　First gill arch (right-side) in Pseudoscopelus 
vityazi, FAKU 137238.
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Melo（2010）の見解に異を唱えるとともに，再び
3種を認める分類仮説を提示した．このように，
現状として，粒状発光器を欠く個体群の種分類に
は大きな混乱がみられる．加えて，Melo（2010）
と Prokofiev（2011）の分類仮説はいずれも限定的
な材料と情報のみによって示されたものであり，
仮説の妥当性の検証が困難な状況にある．これま
でに本邦海域から粒状発光器を欠く個体群の存在
は知られていなかったため，東北沖太平洋で得ら
れた本標本が初めての記録となる．新標準和名の
提唱を伴う分布記録の報告のためには，本標本に
対して可能な限りに学名を与えることが望ましい．
そこで本報では，A. M. Prokofievが分類の混乱し
ている 3種の筆頭命名者（＝ 3種のタイプ標本を
全て観察している）であること，Melo（2010）は
3種のタイプ標本の観察を行っていないこと（P. 
pariniのホロタイプは写真で観察）を踏まえ，暫
定的に Prokofiev（2011）の分類仮説に従う立場を
とった．今後，3種のタイプ標本と多くの材料標
本に基づく分類学的再検討の実施が望まれる．

Prokofiev（2011）は前述の 3種の特徴として，P. 
aphosは口・鰓腔が暗色を呈し，肛門付近にのみ
“ 発光組織 ”（“luminescent tissue”）をもつこと，P. 
pariniは口・鰓腔が明色を呈し，“ 発光組織 ” を
欠くこと，そして P. vityaziは口・鰓腔が暗色を呈
し，体や頭部の様々な部位に “ 発光組織 ” をもつ
ことを示した．本標本では，口・鰓腔の少なくて
も後半部が暗褐色を呈し（Fig. 1d），銀色組織
［Prokofiev（2011）での “ 発光組織 ”］が体や頭部
の様々な部位に存在しており（Fig. 1b），これら
は P. vityaziの特徴と一致する．一方，本標本のい
くつかの形態特徴において Prokofiev and Kukuev
（2007）が示した P. vityaziのホロタイプの記載と
若干異なる傾向が認められた．中でも，下顎長（% 
HL）（本標本 76.7 vs. ホロタイプ 69.2），頭幅（% 
HL）（27.6 vs. 32.7），第 1背鰭前長（% SL）（33.7 
vs. 30.4）， 第 2背 鰭 前 長（% SL）（51.3 vs. 47.8）
および臀鰭前長（% SL）（53.5 vs. 47.8）では差異
が比較的大きい．しかし，Prokofiev and Kukuev
（2007），Melo et al.（2007） お よ び Melo（2010）
を参照すると，いずれの差異も同属他種で知られ
る種内変異の範囲内に収まることが分かる．以上
から，本報では本標本を P. vityaziに同定した．本
報で新たに提唱した「ギンセンクロボウズギス」は，
暗い体色に銀色組織がよく目立つことに由来する．
なお，これら銀色組織に対して Prokofiev and 
Kukuev（2007）と Prokofiev（2011）は “ 発光組織 ”

と定義しているが，詳細な調査は実施しておらず，
真の発光器官であるかは不明である．

Melo（2010）は私信情報に基づき Prokofiev and 
Kukuev（2007）の公表年を 2008年へと修正した：
“Prokofiev and Kukuev（2008）[which is dated 2007, 
but actually appeared in May, 2008, S. Golovatch, pers. 
comm., 18–VIII–2008]”（原文ママ）．しかし，当該
私信情報が信頼性の高い証拠（著者，出版社関係
者もしくは編集関係者による情報等）であるのか，
論文中では示されていない．よって本報では，
ICZN（1999）における条 21.2に従い，Prokofiev 
and Kukuev（2007）の公表年は 2007年とするの
が妥当と判断した．

謝 辞

標本の発見に際しては甲斐嘉晃氏（京都大学）
から情報の提供を受けた．軟 X線写真の撮影に
は篠原現人氏と中江正典氏（国立科学博物館）の
ご協力を得た．木村清志氏（三重大学）と髙見宗
広氏（東海大学）にはクロボウズギス属魚類の形
態特徴についてご教示いただいた．以上の皆様に
厚く御礼申し上げる．

引 用 文 献
ICZN (Internat ional  Commission on Zoological 

Nomenclature). 1999. International code of zoological 
nomenclature, fourth edition, online version. Adopted by 
the International Union of Biological Sciences: http://
www.nhm.ac.uk/hosted-sites/iczn/code/.（参照 2016-12-
27）．
木村清志・米沢純爾・M. R. S. Melo．2015．クロボ
ウズギス科 Pseudoscopelus obtusifrons の日本から
の記録．魚類学雑誌，62: 177–182．

Melo, M. R. S. 2010. A revision of the genus Pseudoscopelus 
Lütken (Chiasmodontidae: Acanthomorphata) with 
descriptions of three new species. Zootaxa, 2710: 1–78.

Melo, M. R. S., H. J. Walker, Jr. and C. Klepadlo. 2007. 
Two new species of Pseudoscopelus  (Teleostei: 
Chiasmodontidae), with a new diagnosis for the genus. 
Zootaxa, 1605: 33–46.

中坊徹次・土居内　龍．2013．クロボウズギス科．
中坊徹次（編），pp. 1274–1275, 2094–2095．日本
産魚類検索第三版．東海大学出版会，秦野．

Prokofiev, A. M. 2011. Swallowerfishes (Chiasmodontidae) 
from the northwestern part of the Pacific Ocean and 
adjacent waters. Voprosy Ikhtyologii, 51: 725–748 (in 
Russian, English translation Journal of Ichthyology, 51: 
695–748).



日本初記録のクロボウズ属魚類 41

Prokofiev, A. M. and E. I. Kukuev. 2005. Preliminary 
review of the Atlantic linebellies of the genus 
Pseudoscopelus  wi th  remarks  on  the  spec ies 
composition of the genus in the world ʼs fauna 
(Perciformes, Chiasmodontidae). I. Voprosy Ikhtyologii, 
45: 749–767 (in Russian, English translation Journal of 
Ichthyology, 45: 712–729).

Prokofiev, A. M. and E. I. Kukuev. 2006. Pseudoscopelus 

parini sp. nova. A new species of linebellies (Perciformes: 
Chiasmodontidae) from the western Pacific Ocean. 
Voprosy Ikhtyologii, 46: 558–561 (in Russian, English 
translation Journal of Ichthyology, 46: 481–484).

Prokofiev, A. M. and E. I. Kukuev. 2007. Systematics and 
Distribution of the swallowerfishes of the genus 
Pseudoscopelus (Chiasmodontidae). KMK Scientific 
Press Ltd., Moscow. 162 pp.




