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多くの大型甲殻類において行われている大きな雄だけを選択的に獲るという『雄選択的な漁

獲』が、資源の繁殖能力・増殖率に与える影響とそのメカニズムについて明らかにした。その中

で、生物資源管理の成功には種ごとの繁殖生態とそれに人間活動が与える影響を把握する必要が

あり、繁殖生態学的研究は今後の生物資源管理に導入されるべきアプローチであることを示した。 

 

精子制限と個体群構造 

卵に比べて精子の生産に必要とされるエネルギーや時間といったコストは安いため、雄はほぼ

無尽蔵に精子を持っており、多くの雌と交尾する余裕があるとされてきた。そのような概念に基

づき、多くの生物資源において、いくらかの雄を残し、同時に卵や子を産む雌を多く残せば、資

源の繁殖能力を維持できると考えられることが多い。しかし、実際に雄は決して有り余るほどの

精子を持っているわけではなく、不十分な精子量を提供することにより、雌の繁殖成功を制限す

ることがある。これを精子制限という。精子制限の発生は、個体群における雄や精子の利用可能

性に依存する。そのため、精子を提供する雄の個体数割合（性比）や多くの精子を持っていると

期待される大きな雄の個体数の減少が精子制限の発生を促すと考えられる。つまり、個体群構造

（性比やサイズ組成）は精子制限と密接に関係する 1)。 

 

雄選択的な漁獲による精子制限と交尾遅延の可能性 

個体群構造を変化させる主要な外部要因のひとつとして漁業活動が挙げられる。大きな雄を選

択的に漁獲する雄選択的な漁獲は漁獲対象個体群の個体群構造を大きく変化させると考えられ

る。多くの分類群において、小さな雄は大きな雄に比べて保有精子量が少なく 1, 2) 、1回の交尾

あたりに少量の精子しか雌に渡すことができない 3) 。また、雄は交尾回数が増加すると、交尾あ

たりの射精量が減少するが 1)、この傾向は小さな雄において特に顕著である。雄選択的な漁獲が

過度に行われている個体群では、残された小さな雄が、雌への性比の偏りの結果、多くの交尾を

行うことが推測される。そのため、雌は少しの精子しか受け取ることができず、精子制限によっ

て繁殖を制限されることが懸念される。これが近年多くの大型甲殻類漁業に見られる資源量・漁

獲量の長期低迷の一要因となっているのかもしれない。 

また、雄選択的な漁獲は雌の交尾遅延を介しても個体群増殖率に影響を与えることが懸念され

る。多くの分類群において、雌が交尾可能にもかかわらず交尾が遅れると、雌の繁殖成功（産卵

率や受精率）が低下することが知られている。雄選択的な漁獲による雄の生息密度の低下は、繁

殖期における雌雄の遭遇頻度を低下させ、雌が配偶相手を見つけることを困難にするかもしれな

い。そのため過度の雄選択的な漁獲は雌の交尾を遅らせることにより、雌の繁殖成功を低下させ

る危険性をはらんでいる。 

 



ハナサキガニにおける雄選択的な漁獲が個体群構造と雌の繁殖成功に与える影響 

そこで演者らは、雄選択的な漁獲が行なわれている大型甲殻類のひとつハナサキガニ 

Paralithodes brevipes 4) において、漁獲による個体群構造への影響について調べたところ、本種の

個体群構造は著しく改変されており、雄の小型化と性比の雌への偏りが顕著に生じていた 5)。 

次に、個体群構造の改変が認められた本種の漁獲対象個体群において、精子制限が起きている

可能性について調べるために、まず雌の繁殖能力（成熟サイズや産卵数など）について明らかに

し、それらを用いて漁獲対象個体群における雌の繁殖成功の評価を行った 6)。その結果、卵巣内

に成熟卵を持っているにも関わらず産卵していない成熟雌や、受精率が低い雌、抱卵塊が小さい

雌が多数観察された。このような繁殖成功度の低い雌が雄選択的な漁獲の結果によって特異的に

生じているのかどうかについて明らかにするため、漁獲圧の異なる 2年の間で雌の繁殖成功を比

較した。その結果、漁獲圧が高い年の雌の繁殖成功は、漁獲圧の低い年に比べて有意に低い値を

示した 6) 。漁獲圧の差によって繁殖成功に大きな差が出たことから、現行の雄選択的な漁獲は何

らかのメカニズムによって本種の個体群増殖率を低下させていると考えられた。 

 

雄選択的な漁獲による雄の繁殖能力への影響と精子制限の発生 

次に演者らは、雌に見られた繁殖成功の低下と現行の雄選択的な漁獲が招く性比の雌への偏り

や雄の小型化との関係を知るため、本種における雄の交尾回数と体サイズが繁殖能力に与える影

響について水槽実験によって調べた5)。その結果、雄は交尾回数の増加に伴い、雌を産卵させる

ことができなくなり、産卵させたとしてもその受精率は交尾回数の増加に伴い低下した。それと

同時に、射精量も交尾回数の増加に伴い低下した。これらのことから、本種では交尾回数の増加

によって精子制限が容易に起こることが示された。これらの傾向は、特に小さな雄において顕著

であり、漁獲規制サイズ周辺の雄（漁獲される雄の中で最も小さなサイズクラスの雄）では2匹

目、3匹目の雌を産卵させることができなかったり、大きな雄とは異なって1回目の交尾から射精

量が不十分なことにより雌に受精率の低下を招いた7)。このような体サイズ依存的な雄の繁殖能

力は、大きな雄ほど多くの精子を保有することに起因していると考えられた。さらに、本種では

精子数の回復速度が非常に遅く、使った精子は繁殖期中にはほとんど回復しないことがわかった
7) 。これらの結果から、雄選択的な漁獲による雄の小型化と性比の雌への偏りは、雄の繁殖能力

を低下させたうえで、雄に多くの交尾を課することにより、漁獲対象個体群の雌に精子制限を招

いていることが推測された。 

そこで、漁獲対象個体群において、実際に雄は多くの交尾を経験することにより、その保有精

子量を枯渇させているのかどうかについて調べたところ、雄の保有精子量は繁殖期の経過に伴い、

有意に減少していた5)。また、複数回の交尾によって保有精子量を枯渇させ、交尾可能な雌を与

えても、その雌を産卵させられない状態、つまり繁殖不能な状態になった雄の割合も繁殖期の経

過に伴い増加し、繁殖期終了直後では4割を超していた5)。これらのことから、本種に対する現行

の雄選択的な漁獲は、漁獲対象個体群に精子制限による個体群増殖率の低下を招いていることが

強く示唆された。 

これまで大型甲殻類の中でも特にハナサキガニなどの異尾類では、精子が粘着性のある精包に

包まれているため、保有精子量や射精量を正確に調べることは困難であった。しかし、演者ら8)
 が

20% NaOH水溶液により、精子を精包から取り出し、計数する手法を確立したことにより、異尾

類における精子数に関わる繁殖生態の研究が進展し、上述のような研究が可能になった。 



 

雌の繁殖特性と雄選択的な漁獲による交尾遅延の発生 

本種の漁獲対象個体群において、卵巣内に成熟卵を持っているにもかかわらず未産卵のままの

雌が観察されたことから、個体群内で雌雄の遭遇頻度が著しく低下しており、その結果、雌が交

尾できていないことが予想された 6)。そこで、演者らは雌雄の遭遇頻度の低下によって発生が予

想される交尾遅延による雌の繁殖成功への影響について、雌が交尾可能となる脱皮から交尾まで

の日数を操作して調べた 9)。その結果、本種の雌は交尾が遅れると、産卵時の脱落卵数の増加と

受精率や卵の正常発生率の低下といった交尾遅延による明らかな繁殖成功の低下が見られた。し

たがって、現行の雄選択的な漁獲は、精子制限を引き起こすだけではなく、雄の生息密度を低下

させ、雌の交尾を遅らせることによっても個体群増殖率を制限していると考えられた。 

また、雌の交尾遅延の危険性は、雌による配偶者選択によって、さらに増加しているかもしれ

ない。異尾類の一種イボトゲガニ Hapalogaster dentata において、雌は大きな雄や多くの精子を

保有している雄を配偶者として好むことが報告されている 10) 。もしかしたら、雄選択的な漁獲

の結果、雄が小型化し、残った雄の多くは複数回の交尾で精子を枯渇させているような個体群で

は、雌はそのような雄との交尾を自ら拒絶し、大きくかつ多くの精子を保有する雄との遭遇・交

尾を待つことによって、さらに交尾が遅れてしまっているかもしれない。今後、漁獲対象個体群

において雌がどのような雄と交尾しているのかについて調べる必要があるだろう。 

 

資源管理に対する私見 

上述のような雄選択的な漁獲に見られる個体群増殖率低下のメカニズムは、決して大型甲殻類

漁業においてのみ発生するものではないだろう。例えば、大きな雄が選択的に利用されている多

くの有蹄類や、繁殖行動や分布に性差があることによって雄がより多く漁獲されるというような

種（例えばタイセイヨウマダラGadus morhua）、雌性先熟や早い成長率により雄の方が大きいと

いうように体サイズに性差があることにより漁獲圧に性差が出るような種（例えばハタの一種

Epinephelus cruentatus）においても、上述したような個体群増殖率低下のメカニズムは起こりうる。

個体群構造を大きく改変しうる漁業活動や狩猟活動は、直接的にその資源量を減らすだけではな

く、対象種の繁殖というイベントを介して、さらに資源量の減少を加速させる結果となりうる。

ただし、各種の繁殖におけるさまざまな特徴、例えば精子競争の有無や雄にとって好みな雌の時

間分布などに起因して 11)、人間活動が繁殖に与える影響は種ごとに異なる 7)。そのため、生物資

源管理の成功には、まず利用する種ごとに繁殖生態を調べ、そのうえで人間活動が個体群構造に

与える影響やそれがその種の繁殖、ひいては増殖率に与える影響を把握する必要があるだろう。

今後、本研究で示したような繁殖生態学的研究は生物資源管理において導入されるべきアプロー

チであり、これからの生物資源管理はより多面的に行われるべきと考える。 
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