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Abstract: The pattern of egg production is important for understanding the reproductive biology in various animals. In spe-
cies that can spawn multiple clutches during a single reproductive season, egg number and/or size in a population often show 
temporal changes even within a single season. However, there are only a few studies examining the temporal patterns of egg 
production in decapod crustaceans including hermit crabs. In this study, we investigated whether the clutch size and egg size 
change during a single breeding season in the hermit crab Pagurus minutus. We collected precopulatory guarding pairs from 
December 2014 to April 2015 and recorded the clutch and egg size of the newly spawned eggs. Our results demonstrated that 
both the clutch size and the egg size varied over this period; fewer and larger-sized eggs were laid in December, whereas 
eggs laid in February were greater in numbers and smaller in size. Given the temporal changes in environmental conditions 
in the study area, larvae from the two types of eggs experience different conditions. Former larvae are expected to hatch in 
February and experience a lower water temperature with relatively poor food conditions, whereas the latter are expected to 
hatch in April, when the feeding conditions are considered better with relatively warmer water temperatures. The pattern of 
egg production in this species is thought to vary with the environmental conditions at the time of larval hatching.
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は じ め に

繁殖は，生物にとって適応度に直結する最も重要なイベ
ントの一つである（Andersson 1994）．メスにとって，抱
卵数と卵径は子の成長と生存率に強い影響を及ぼす繁殖形
質であり，子への投資配分を反映していると考えられてい
る（McGinley et al. 1987）．自然淘汰による進化の結果とし
て，これらの形質は環境に適応していることが期待され
る．しかし，メスが繁殖期に投資するエネルギー量が有限
であるならば，これらの形質間にはトレードオフ関係があ
るだろう（Stearns 1992）．理論的には，同一環境条件下で
は．小さい卵を多く産めば子の数は増える（小卵多産）が
子の生存率が低くなり，大きい卵を少なく産めば子の数は
減る（大卵少産）が子の生存率が高くなる（嶋田ら 2005）
ことが予想される．そして，抱卵数と卵径は近縁種間（後
藤 2001）や同じ種内の地域集団間（Mashiko 1983）といっ
た様々なレベルで変異を示すことが知られており，メスが

複数回産卵する種では同一個体群内の同一繁殖期中でも変
動し得る．長期的な繁殖期を有する種では，親やふ化した
子が経験する環境が繁殖期中に変動するかもしれない．こ
のような場合，餌が枯渇する時期や環境条件が厳しい時期
に卵径を大きくするなど，メスが卵の形質を可塑的に変化
させることで，子の生存率をより高められると考えられる
（Brody & Lawlor 1984）．例えば，今井（2001）は，水温の
上昇する春季から夏季にかけて繁殖するカタクチイワシ 
Engraulis japonicus において，繁殖期の初期は大卵少産，
後期は小卵多産の傾向を報告し，低水温期に大型の卵を産
むことが，稚魚の生残に有利に働く点を強調している．ま
た，ブドウガイ Haminoea japonicaや他の後鰓類では，繁
殖期の初期に卵サイズと卵数がともに最大となり繁殖期が
進むにつれてどちらも減少することが知られている（Gib-
son & Chia 1995; 伊藤 2001）．ブドウガイの親個体は繁殖
期の後半に寿命を迎えるため，自身の生存率が高い初期の
クラッチに大きく投資することが適応的な資源配分様式と
なる（伊藤 2001）．このように，同一種における卵径と卵
数の関係性の時間的な変動については様々な水生生物で報
告されている一方，甲殻類では検証例が少ない（和田 
2000）．
ホンヤドカリ属 Pagurus のヤドカリは，繁殖期に，オス
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が交尾・産卵間近なメスの貝殻を左の小鉗脚でつかむ交尾
前ガード行動をおこない，メスが産卵するとガードは終了
する（Imafuku 1986; Goshima et al. 1998; 五嶋 2001; Yoshino 
et al. 2002）．本属の中には，メスが同一繁殖期中に一度し
か産卵しない種（例えば，ヨモギホンヤドカリ P. nigrofas-
cia，Goshima et al. 1996; テナガホンヤドカリ P. middendorf-
fii，Wada et al. 1995）と，複数回産卵可能な種が知られて
いる（例えば，ホンヤドカリ P. filholi，Goshima et al. 1998; 
イクビホンヤドカリ P. proximus，Wada & Mima 2003; ケア
シホンヤドカリ P. lanuginosus，Wada et al. 2000）．和田
（2000）は，複数回産卵可能な種について，同一繁殖期中
の抱卵数と卵径が時間的に変動をする可能性を指摘してい
るが，ヤドカリ類の抱卵数と卵径の時間変動に関する研究
はない．
そこで本研究では，繁殖期にメスが複数回産卵可能な

（Wada et al. 2005）ユビナガホンヤドカリ P. minutus を対象
に，本種のメスの抱卵数と卵径の関係性が（1）同一繁殖
期中に変動するかどうか，そして変動する場合には（2）
どのように変動するのかを検証した．

材料と方法

個体は和歌山県和歌川河口干潟の布引（34°11′N, 135°10′E）
にて採集した．本調査地において，本種は冬季から春季に
かけて繁殖する（古賀ら 未発表）．2014年 12月 24日，
2015年 1月 24日，2月 17日，3月 20日，4月 2日の各日
において，干潮前後の約 1時間に本種のガードペアを目視
で探索し，発見したペアを 1ペアずつ天然海水と共にポリ
エチレン製の小袋に入れて，計 40ペア程度を採集した
（総計 189ペア）．実験室に持ち帰り，ペアごとに天然海水
を深さ約 2.5 cm入れたプラスチック容器（縦 13 cm×横
8 cm×深さ 8 cm）に入れて，ガードが終了するまで室温
で飼育した．飼育海水は適宜交換したが，ヤドカリは交尾
前ガード中に摂餌頻度が低下するため（吉井ら 2009），給
餌はおこなわなかった．本種のメスは交尾直前に脱皮をお
こなう場合があるが（i.e. 交尾直前脱皮; Wada et al. 2007），
そのようなメスは各月 5個体以下であったため，本研究で
は，交尾直前脱皮が抱卵数と卵径に及ぼす影響については
考慮しなかった．
ガードが終了した後，オス・メスともに貝殻を万力で砕
き，体サイズの指標として前甲長（shield length, SL）をノ
ギスを用いて 0.01 mm単位で測定した．各メスの卵径と
抱卵数を記録するため，メスが腹肢に抱えていた卵はすべ
て外した．顕微鏡下で任意の卵を 10個選び，画像解析か
らその直径を測定して，10個の卵の平均値を各メスの卵
径として扱った．なお，甲殻類の卵径は発生とともに変化
する場合があるため（Henmi 1989），ガードが終了してか
ら 5日以内に卵径の測定を終了した．この際，すべての卵
がステージ I（i.e. 産卵直後の卵で，卵黄が卵全体の 70％

以上を占めている状態; Goshima et al. 1998）であることを
確認した．その後，すべての卵を 80％エタノールで固定
し，抱卵数を目視で計数した．
統計解析では，まず，メスの体サイズ，抱卵数，卵径に
ついて，それぞれ一試料 Kolmogorov–Smirnov検定をおこ
なったところ，各データの正規性は棄却されなかった
（P＞0.08）．次に，各月に採集されたメスの体サイズを
ANOVAによって比較した．採集した月が抱卵数と卵径に
及ぼす影響を検証するため，抱卵数と卵径それぞれについ
て，メスの体サイズを共変量とした ANCOVAをおこな
い，Type II平方和に基づいて検定した（Type II ANCO-
VA）．月に有意差が検出された場合は，Tukey HSDによる
多重比較を実施した．なお，抱卵数・卵径共に，メスの体
サイズと月の交互作用は有意ではなかったため（P＞
0.25），解析から除外した．抱卵数と卵径の関係は，ピア
ソンの相関係数により検定した．本研究におけるすべての
統計解析はフリーソフトウェア R（version 3.2.0）を用い
ておこない（R Development Core Team 2015），Type II AN-
COVA には package （car） を使用した．

結　　　果

各月のメスの平均体サイズ（±SD, mm）は，12月：
2.38±0.379（N＝38），1月： 2.36±0.336（N＝37），2月：
2.51±0.385（N＝38），3月： 2.44±0.382（N＝36），4月：
2.51±0.270（N＝40）であり，月ごとの平均値の差は統計
上有意ではなかった（ANOVA, F＝1.53, P＝0.19; Fig. 1）．
抱卵数はメスの体サイズが大きくなるほど増加したが

（Type II ANCOVA, F＝88.14, P＜0.01; Fig. 2a），卵径とメス

Fig. 1.　Female body size （SL: shield length） in each month. In 
each column, the solid circle and the thick horizontal line indicates 
the mean and the median, respectively. Open circles are outliers. 
Numbers in parentheses indicate sample size. There was no signifi-
cant difference in size across months.
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の体サイズとの関係は有意ではなかった（F＝1.13, P＝
0.29; Fig. 2b）．抱卵数と卵径は共に月ごとで有意に異なっ
ており（Type II ANCOVA, 抱卵数 , F＝7.07, P＜0.01; 卵径 , 
F＝36.08, P＜0.01），抱卵数においては 2月が 12月・3
月・4月よりも有意に多く（Tukeyの多重比較 , P＜0.01; 
Fig. 3a），卵径においては 12月がその他の月より有意に大
きく（Tukeyの多重比較 , P＜0.01; Fig. 3b），また 1月が 2
月よりも有意に大きかった（P＝0.03, Fig. 3b）．すなわち，
抱卵数は 2月＞1月＞12月＝3月＝4月となり，卵径は
12月＞1月＞3月＝4月＞2月となった．抱卵数と卵径に

は相関が見られなかった（t＝－1.48, P＝0.14）．抱卵数と
卵径の経月変化を合わせて考えると，本種の卵生産パター
ンとして，12月は大卵少産，2月は小卵多産の傾向が見ら
れた（Fig. 4）．

考　　　察

本研究の結果，ユビナガホンヤドカリ Pagurus minutus
のメスの抱卵数と卵径はともに同一繁殖期内においても変
動し，2つの関係性もまた，12月は大卵少産，2月は小卵

Fig. 3.　Monthly changes in （a） clutch size and （b） mean egg size. In each column, the solid circle and the thick horizontal line indicate the mean 
and the median, respectively. Open circles are outliers. Since both egg characteristics differed significantly across months, significant and insignifi-
cant differences examined by multiple comparisons are represented as lower-case letters （a, b, c）.

Fig. 2.　Relationships between female body size （SL: shield length） and （a） clutch size （number of eggs） or （b） mean egg size. Mean egg size 
was calculated from measurements of 10 eggs for each female. There was a significant relationship between female size and clutch size, whereas 
no such effect was observed for mean egg size.
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多産となり，時間とともに変わることが分かった．一方，
メスの体サイズは月ごとに有意差がなく，体サイズと月の
交互作用も見られなかった．抱卵数と卵径は親の生息環境
や性質だけではなく，子の生息環境にも影響されるが，子
が経験する環境温度はこれら卵の形質を決定する最も代表
的な要因の 1つである（Angilletta 2009）．本研究の調査地
点である和歌川河口干潟に近い和歌浦湾（34°9′N, 135°11′E）
の海水温を Fig. 5に示す．他の無脊椎動物（例えば，アサ
ヒガニ Ranina ranina，市川ら 2004）と同様に，ユビナガ

ホンヤドカリにおいても，幼生のふ化にかかる日数は水温
が低いほど長くなり，室内実験においては 16℃のときに
約 28日である（Wada et al. 2005）．和歌川河口干潟の繁殖
期中の水温が 15℃以下であることを考慮すると，繁殖期
を通してふ化には 1ヵ月以上かかると予想される．すなわ
ち，12月末の卵は 2月の低水温期に，2月末の卵は 4月の
高水温期にふ化する予想される．水生生物（例えば，カタ
クチイワシ E. japonicus，今井・田中 1998）では，低水温
のときは幼生にとっての餌が少なく成長に時間がかかるた
め，大卵少産で幼生の飢餓耐性や低温耐性を高めようと
し，高水温のときは餌が多く成長が速く進むため，小卵多
産で多くの子を残そうとする傾向が知られている（今井 
2001）．また，和田（2000）は，春は植物プランクトンの
大増殖が起こり，幼生の成長や生存に都合のよい時期であ
ることを示唆している．したがって，本種で観察された
12月から 2月にかけての抱卵数及び卵径の時間変動は，
ふ化した幼生が経験すると予想される海水温や餌の量の変
化に影響を受けていると考えられる．
一方，同じく高温期に幼生がふ化すると考えられるにも
かかわらず，3月と 4月の卵は大卵少産の傾向が弱まり，
12月と 2月の中間型（i.e. 中卵中産型 ; 中原ら 2005）を示
した（Fig. 3ab）．水温の上昇は幼生の成長率や生存率を増
加させると共に，魚類など潜在的捕食者の活動性も高め
る．3月・4月に生まれた卵がふ化するのは 4月・5月と
なり，これらの幼生は高い捕食圧を経験するかもしれな
い．砂泥底のベントスではサイズ選択的な捕食圧の影響を
受けるため，サイズが小さいうちは非常に生存率が低いも
のの，一定のサイズ以上に達すると生存率が高くなる例が
知られている（仲岡 2003）．さらに，森田（2016）は，大
きな卵から生まれた子は体も大きいので，遊泳速度が速く
捕食者から効率的に逃れられる可能性を指摘している．す
なわち，より大形の卵から大きな幼生がふ化すれば，それ
だけ捕食耐性が高まり生存率が高くなることが期待され
る．したがって，3月と 4月に卵の形質が中卵中産型と
なったのは，ふ化した幼生が経験すると予想される捕食圧
の変化に影響によるものかもしれない．また，親であるメ
スの脱皮成長についても考慮する必要がある．通常，成長
と繁殖への投資にはトレードオフがあり（Stearns 1992），
ユビナガホンヤドカリの場合も交尾直前に脱皮したメスは
抱卵数が減少する（Wada et al. 2007）．抱卵数及び卵径が
中間型となる 3・4月は，複数のヤドカリにおいて脱皮頻
度が上昇する時期でもある（例えば，テナガツノヤドカリ
Diogenes nitidimanus，Asakura 1992; テナガホンヤドカリ，
Wada et al. 1995）．本研究では交尾直前脱皮の頻度につい
て検討しておらず，また本種の野外個体の脱皮頻度に関す
る知見もないが，抱卵数と卵径の時間変動を精査するため
には，今後は成長と繁殖という観点からも研究をおこなう
必要がある．
これまでヤドカリ類においては，地理的変異において

Fig. 5.　Water temperatures in Wakayama Bay. Solid and open cir-
cles indicate the data from May 2014 to April 2015 and from May 
2012 to April 2015 （average for the three years）, respectively. Solid 
and dotted lines indicate the timing of oviposition and hatching, re-
spectively. Timing of oviposition is the day of field collection and 
that of hatching is the expected day from the environmental temper-
ature. Duration of egg development in P. minutus is temperature de-
pendent （Wada et al. 2007）, and, under 15℃ condition, it might be 
necessary more than one month until egg hatching.

Fig. 4.　Relationship between clutch size and mean egg size in 
December 2014 （×, D）, February 2015 （▲, F）, and other months. 
Open squares and error bars indicate mean values and standard de-
viations, respectively, for each month. There are fewer and larger-
sized eggs in December, whereas eggs laid in February are greater 
in number and smaller-sized.
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も，時間変動においても，同一種内で卵数と卵径の関係性
を同時に扱った例はあまり知られていない．しかし，多く
の種が数ヶ月から半年，あるいは年間を通して繁殖する，
といった長期的な繁殖期を有していること（和田 2000）
や，温度変化の激しい潮間帯などに生息すること（三宅 
1982）を考えると，このような抱卵数と卵径の時間変動は
多くの種でみられるかもしれない．
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