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日本海産カニ類－Ⅹ．石川県からのイボショウジンガニ

本尾　洋

Crabs from the Sea of Japan–X. Scaly rock crab,  
Plagusia squamosa from Ishikawa Prefecture

Hiroshi MOTOH

要旨
　イボショウジンガニは本邦日本海では，岩礁域に広く分布するとされている一方，その具体的な
記録は乏しかった．2012年11月，小松市安宅沖で同カニの雄（甲長34.2 mm）と雌（同43.5 mm）
の一対が採捕されたので，それらを写真を付して報告した．
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　イボショウジンガニは，男鹿半島・房総半島～九
州の両沿岸・沖縄・八重山列島・八丈島・小笠原沿
岸の岩礁海岸の潮間帯から水深 30 m 域に生息して
いる（三宅 , 1983）．そして，本邦日本海において
同種は，秋田県以北の東北沿岸にも広く分布してい
るとされている（鈴木 , 1979; 渡辺 , 1988; 伊藤・本
間 , 2001; 本尾 , 2003）．
　一方，石川県沿岸でのカニ類の分布状況をかな
り詳細に調べた安田（1927），鈴木・本尾（1969）
や本尾（1970a,b）ではイボショウジンガニは見当
たらない．僅かに同県からの横井（1993）のリス
トに同種はあるが，その根拠は 1920 年採集とされ
る古い記録の引用であり，当該個体に係る形態的
記述は一切無い．関連して，隣県の富山県（陸田，
1991）や福井県（伊藤 , 1958）からもイボショウ
ジンガニの記録は見当たらない．なお，近年にな
って武田ほか（2011）は山陰の鳥取県と兵庫県か
ら1986～1998年間に記録された計4個体（3♂＋1
♀）を報告している．
　ここでは日本海において，概して普通種とみなさ
れていながら，具体的な採捕・記載例の乏しかった

イボショウジンガニについて，石川県から最近得ら
れた同種個体を，そのサイズと写真を付して紹介し
て，記録に留めたい．

方　法
　得られたカニは2012年11月12日，石川県小松市
安宅沖の水深約 24 m の小石混じりの泥場に敷設さ
れた小型定置網にかかった 2 個体である．同カニを
未だ新鮮なうちに接写し，0.1 mm 単位まで読み取
れるノギスを使って正中線上の甲長と最大甲幅およ
び鉗脚の各部位を測定した．

結果と考察
イボショウジンガニ Plagusia squamosa（Herbst, 
1790）（図1）

Plagusia depressa tuberculatus － Sakai (1965), p. 
206, Pl. 100, fig. 1
Plagusia depressa tuberculata－酒井　恒（1965）， 
生物学御研究所編， p. 91， 図版 100， Fig. 1
Plagusia depressa tuberculata －鈴木（1979）， p. 
326, PL. 20 図252
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Plagusia tuberculatus －三宅（1983）， p. 187， 図版
62， 7
Plagusia tuberculatus－渡辺（1988）， p. 8， 写真26
Plagusia squamosa－Ng et al. (2008)，p. 218
Plagusia squamosa－武田ほか（2011），p. 74， 図164

　採集されたのは雌雄各 1 個体である（図 1A, B）．
甲長は雄34.2 mmと雌43.5 mm，甲幅は雄37.3 mm
と 雌 44.9 mm である．体サイズが示すように，雄
に比べて雌のほうが大きい．なお，同雌は腹部に橙
色の未発眼卵を抱いていた．このことから，石川県
沿岸海域において，イボショウジンガニの繁殖が行
われていると判断される．
　鉗脚の左右におけるサイズ差は無く，基本的に雌
雄共にそれぞれほぼ同長である（例えば雄で，右不
動指長21.2 mmに対して同左21.5 mm）．
　一方，雄の鉗脚は雌のものに比べて大きい．すな
わち，雌雄の鉗脚サイズおよび甲長に対する長さ比
率は，右鉗脚を例にとって示すと，下記のとおりで
ある．
雄：不動指長（含掌部） 21.2 mm（不動指長 /甲長＝0.62）
雌：不動指長（含掌部） 19.0 mm（不動指長 /甲長＝0.44）
雄：不動指高（含掌部） 10.6 mm（不動指高 /甲長＝0.31）

雌：不動指高（含掌部）   6.0 mm（不動指高 /甲長＝0.14）
　測定値が示すように，甲長に対して雄の鉗脚の方
が雌のものよりも大きく，とりわけその不動指高に
おいてそのことが顕著である（図 1A3, B3）．雌雄
共に鉗脚先端部は黒く馬蹄形を呈し，交差すること
なく合致している（図1 A3, B3）．
　雌雄の腹部は尾節を含めて 7 節からなり，全体
的に雄では三角形を，そして雌では楕円形を呈し，
それぞれ第 1 腹節と第 5 腹節が最大幅を示している

（図1A2, B2）．
　今回の報告個体は，本邦日本海からは，具体的
に個体サイズを記した例としては上記の武田ほか

（2011）に次ぐものとなる．三宅（1983）の記載ど
おりならば，日本海側各府・県において，浅海域を
詳しく調べれば，イボショウジンガニが新たに見出
される可能性が高い筈である．しかしながら上述の
ように，従来，日本海側での本種の具体的な報告例
が極めて乏しかったのは，調査が行き届いていなか
った所為と言えるのかも知れない．このようなこと
から，今後，日本海沿岸域において，同種にかかる
網羅的な生息実態調査の実施が期待される．
　上記の標本は 75 ％エタノールで液浸され，石川
県立自然史資料館の標本室に保管されている．

A3

図1　イボショウジンガニ
A1 雄（背面），A2 雄（腹面），A3 雄右鉗脚 B1 雌（背面），B2 雌（腹面），B3 雌右鉗脚
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