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特集 種分化における性選択と性的対立

性的対立による進化:その帰結のーっとしての種分化

林岳彦

閣立環境研究所環境リスク研究センター

Evolution and speciation by sexual conflict. Takehiko I. Hayashi (Research Center for Environmental Risk， National 

Institute for Environmental Studies) 

要旨:性的対立とは、繁婚にかかわる事象を巡るオスメス間での利害の対まを指す。性的対立は繁殖形質における軍拡

競争の原因となり、その結果として集団関の急激な繁殖縞離(種分化)を引き起こす可能性が示唆されている。本総説

では、まず性的対立説についての概説を行い、次いで性選択理論としての性的対立説の特鍛について古典的性選択理論

(ランナウェイ説、優良遺伝子説)との比較をしながら整理を行う。さらに、性的対立説が引き起こす進化的帰結につ

いて理論的な観点から整理し、性的対立説と種分化の隠係について議論する O

キーワード:性選択、コンフリクト、措抗的共進化、同所的種分化、異所的種分化

はじめに

1990年代の後半から現在にかけて、繁殖行動や性選択

に対する進化学者の見方は大きく変化してしまった。例

えば、 1990年代まで性選択に関する代表的理論であった

ランナウェイ説や優良遺伝子説は現在ではしばしば「古

典的理論」と呼ばれるようになってしまっている O それ

らの理論を「古典的」なものへと押しゃったのは、性的

対立説であるO 本稿では、前半において性的対立説につ

いてのイントロダクションを行い、後半において性的対

立説と種分化の関係について理論的観点から概説を行う O

性的対立とその研究の展開

性的対立とは何か

性的対立とは、繁殖にかかわる事象を巡るオスメス間

での利害の対立を指す。その利害の対立はメスは卵子と

いう大きな配偶子を少数生産し、オスは精子という小さ

な配偶子を多数生産するという両者のあいだの根源的な

繁殖戦略における違いに起因する (Bateman1948 ; Trivers 

尾行動および交尾回数 (e.g.Holland and Rice 1998 ; Rice 

1998 ; Rice and Holland 1997 ; Amqvist and Nilsson 2000 ; 

Sakurai and Kasuya 2008)、子供のサイズ(巴.g.Haig 2000)、

子育て (e.g.Smith and Hard1ing 2000 ; Barta et a1. 2002)、

精子の処遇 (e.g.Pitnick et a1. 1999 ; Presgraves et a1. 1999 ; 

Ball and Parker 2003) などを巡って性的対立が起こりうる

ことが示されている。交尾回数を例にとると、オスの繁

殖成功度は交尾回数が多くなるにつれて増加するが、メ

スでは交尾間数が多すぎると繁殖成功度が却って減少し

うることが知られている (e.g.Amqvist and Nilsson 2000 ; 

Arnqvist and Rowe 2005 ; Maklakov et a1. 2005 ; Harano et 

al. 2006)。この場合には、最適な交尾回数がオスメス問

で異なるため「最適な交尾回数を巡る性的対立jが存在

することになる。このような性的対立は繁殖形質におけ

るオスメス間での軍拡競争を引き起こすと考えられ、結

果として繁殖形質における急激な進化や種分化の原動力

となっている可能性が示唆されている (Riceand Holland 

1997 ; Holland and Rice 1998 ; Rice 1998 ; Chapman et a1. 

2003 ; Pizzari and Snook 2003 ; Arnqvist and Rowe 2005)。

1972 ; Parker 1979)。そのため、繁殖に関わるあらゆる事 性的対立が再び注目されてきた背景

象において性的対立が生じる可能性があり、例えば、交 性的対立の概念自体は以前からある考え方であるが
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以下の三つのものを挙げることができる。第一の背景と

しては、少なくとも 90年代には、殆どの繁殖システム

は一夫一婦ではないことが周知の事実となったことが挙

げられる (Birkhead2000)。厳密な一夫一婦の場合(オス

メスのどちらも一生涯の伺に同一の配偶祁手 1個体しか

持たない場合)には、生涯を通じた適応度上のアウトプ

ット(子供)がオスメス伺で同一であるため、つがいと

なったオスとメスの繁殖に対する利益は一致する。その

ため、一般的には一夫一婦ではないということが性的対

立が普遍的に存在するための大前提となる O 第二の背景

としては、性的対立の存在が実験的研究によって実際に

次第に明らかにされてきたことが挙げられる O 例えば、

Chapman et al. (1995)はショウジョウパエDrosophilαの

精液に含まれるタンパク質がメスの生存率を低下させる

ことを示し、交尾および受精の過程においてオスメス

開に利害の対立が存在することを明らかにした。また、

Rice (1996)および、Hollandand Rice (1999) は、精液の

メスに対する毒性がオスメス隠の軍拡競争により進化し

たことを実験的に示した。これらの研究のような交尾か

ら受精の過程を対象とした一連の研究を通して、交尾や

受精はオスメスにとっての「協力の場jというよりは「悶

争の場jであるという認識が進化学者の間で一般的なも

のとなったと言える (Birkhead2000 ; Arnqvist and Rowe 

2005)。第三の背景としては、ランナウェイ説や優良遺伝

子説などの従来の「古典的」性選択理論では、メスの交

尾コストや遺伝相関(後述)に関する現実的なパラメー

タ条件下においては、現実のメスの配偶者選好性の程度

を十分に説明できない可能性が示唆されてきたことが挙

げられる (Kirkpatricand Barton 1997)。少なくとも以上の

背景を伴い、 1990年代後半に交尾行動を性的対立により

捉える見方の土壌が形成されてきたと蓄える。

性的対立説の急激な拡がり

2000年前後からは性的対立説に基づく多くの実験

的・理論的研究が行われ、性的対立説は繁殖形質の進

化理論として中心的な{立置を占めるようになった。特

に、 Hollandand Rice (1998) の総説論文は特筆すべき

ものであり、性的対立の概念を性選択理論と明確に結

びつけることによりその後の様々な研究の発火点とな

った。 Hollandand Rice (1998) による性的対立説によ

るメスの配偶者選好性の進化の verba1な議論は、後に

Gavrilets (2000) を初めとする理論的研究により定式化

され、進化理論としての明確な位置づけがなされてきて

いる (Gavri1etset al. 2001 ; Gavri1ets and Waxman 2002 ; 
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Row巴etal. 2003， 2005 ; Gavrilets and Hayashi 2006 ; Hayashi 

et al. 2007a， b) 0 また、実証的研究も性的対立が重要な

進化的動力であることを示す数多くの事例を明らかにし

てきている (Arnqvistand Rowe 2005)。例えば、 Arnqvist

and Rowe (2002) は、アメンボ類における交尾の際のし

がみつき行動 (crasping)のための形態においてオスメス

隠で強い軍拡競争が生じていることを示した。また、シ

ョウジョウパエDrosophila(Rice 1996 ; Holland and Rice 

1999 ; Pitnick et al. 2001a， b) やフンパエの一種である

Sepsis cynipsea (Martin and Hosken 2003) においても性的

対立が両性の繁殖形質における急激な共進化を引き起こ

しうることが示唆されている。

現在、性的対立説は幾つかの特異な進化的現象を説明

する有望な理論としても着目されている。例えば、繁殖

形質に関わるタンパク質の遺伝子にみられる極端に急激

な進化(非常に高い非同義塩基置換速度)は性的対立に

起因するものである可能性が示唆されている (Swanson

and Vacquier 2002)。また、従来の性選択理論では説明の

難しいメスの配偶者選好性における多型の存在 (Jennions

and Petrie 1997) についても、性的対立説では説明可能

であることが示されている (Svenssonet al. 2005， 2007 ; 

Hardling and Bergsten 2006 ; Hayashi et al. 2007a)。また、

鳥類のつがい外交尾の存在はしばしば優良遺伝子説や

ランナウェイ説により説明されてきたが、 Arnqvistand 

Kirkpa仕ick(2005) はつがい外交尾に伴うコストと利益の

比較から、つがい外交尾は性的対立を背景としたオスの

I~.皇制j によるものであることを示唆している。

以上のように、性的対立説は 2000年前後から繁殖形

質の進化に関する知見を新しい角度から急激に塗り替え

てきた。 2000年代の中盤には進化学雑誌において次々に

特集が組まれる (AmericanNatura1ist誌 2005年 165巻、

Phi1osophica1 Transactions ofthe Roya1 Society誌 2006年361

巻)など、性的対立は 2000年代の進化生物学における最

もホットなトピックの一つである。

性選択理論としての性的対立説の特徴

メスによる配偶者選好性の進化理論の分類

ここで、性選択理論としての性的対立説の特徴をより

正確に理解するために、性的対立説と従来の性選択説の

違いについて簡単に整理しておきたい。メスによる配偶

者選好性の進化を説明する主な理論は大きく分けて六種

類に分類できると考えられる(図1)。

(I)感覚バイアス説:自然選択によって進化したメスの
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繁殖に関わる種内相友作用によらない

自然選択

による

繁殖に隠わる

種間相互作用

による

繁殖に関わる種内相互作用による

問接効果に

よる進化

直接効果に

よる進化

感覚バイアス説繁璃干渉田避説ランナウヱイ説優良遺伝子説 麗接利益説 性的対立説

図1.メスによる配偶者選択の進化を説明する主な理論の分類。

知覚上のバイアスの副作用として、メスの配偶者選

好性が生じる O

(2)繁殖干渉回避説:他種からの繁殖干渉を避けるため

にメスの配偶者選好性が進化する。 (1繁殖干渉団避

説Jというのは定着している用語ではないが、他に

適当な用語が存在しないため本稿では便宜的な呼称

として用いた。種分化理論の文脈ではこの説は f繁

殖形質置換」に対応する。)

(3)ランナウェイ説:魅力的なオスと交尾することによ

り、より多くのメスと交尾できる魅力的な息子が得

られるのでメスの配偶者選好性が進化する。

(4)優良遺伝子説:魅力的なオスを選ぶことにより、優

良な遺伝子を持った子供が得られるのでメスの配偶

者選好性が進化する。

(5)直接利益説:子育てや婚脳ギフトなど繁殖に関わる

直接的利益を得るためにメスの配偶者選好性が進化

する。

(6)性的対立説:繁殖に関わる直接的コストを避けるた

めにメスの配偶者選好性が進化する O

上記の分類は整理のための便宜的なものであり、実際

には各理論の境界は連続的な場合もあることには留意さ

れたい。例えば、性的対立説と繁殖干渉回避説の主な違

いは、オスメス隠の繁殖に関わる相互作用が向麓内で起

きるか異撞間で、起きるかの違いにある。同種と異種の境

界は連続的なものであることから、性的対立説と繁殖干

渉回避説の境界も連続的なものであると捉えることがで

きる O 感覚バイアス説・性的対立説・優良遺伝子説・ラ

ンナウェイ説の境界については理論的には厳密に定める

ことが可能である。しかしながら、それらの各理論にお

ける進化要国は排他的ではなく同時に存在しうる。例え

ば、メスは魅力的なオスを選り好むことにより、総交尾

回数を減らし交尾の産接的コストを減らすことができる
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とともに、魅力的な息子を得るという間接的な利益も問

時に享受しうる O そのため、実捺に配偶者選択の進化を

引き起こした主要な進化要因を識別するのは一般に簡単

ではないことに留意は必要である。(各理論間の関係の

詳細については Arnqvistand Row巴 2005の第二章および

Fuller et al. 2005が優れた解説である。)

上記の 6つの主な理論の中でも、従来の性選択理論の

代表的なものとしては、ランナウェイ説と鐙良遺伝子説

を挙げることができる O それらの説は、 2000年代におけ

る性的対立説の急激な受容に伴い、現在ではしばしば「古

典的j性選択理論と呼ばれている。(ランナウェイ説と

優良遺伝子説の詳細については巌佐 1998が優れた解説

である。)

性的対立説と古典的性選択説の遣い

性的対立説と古典的性選択説(ランナウェイ説・優良

遺伝子説)の違いを理論的な側面から説明する前に、性

的対立説と古典的性選択説における配偶者選好性の進化

プロセスに対する具体的なイメージを掴むために、それ

ぞれの理論ではどのようにメス選好性が進化するかにつ

いて簡単に説明しておきたい。仮想的な例として、魚、に

おけるオスの体表面上の赤い斑点の数に対するメスの選

好性の進化について考えてみよう。まず、性的対立説に

おけるメスの選好性の進化は次のように説明される O 交

尾回数において性的対立が存在する場合、多すぎる交尾

白数はメス自身の生存率や産仔数などを低下させ、その

結果としてメスの適応度を低下させると考えられる。こ

のような場合には、メスは交尾回数を減らすことにより

適応度を上げることができる。そのため、もしオスの体

表面にある赤い斑点の数に集田内多型がある場合には、

多くの赤い斑点を持つオスのみを配偶者として選り好む

ことによりメスは交尾回数を減らすことが可能である。
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性的対立説では、このような交尾田数を減らすことの利

点によりメスの赤い斑点の数に対する選好性が進化する

と考える。一方、優良遺伝子説におけるメスの選好性の

進化は次のように説明される。オスが赤い斑点を持つこ

とにはコストがかかるため、遺伝的な質が高いオスのみ

が多くの赤い斑点を維持できる。より多くの赤い斑点を

持つオスを選り好むメスは、結果としてより遺伝的な質

の高いオスを配偶者として選んでいることになり、遺伝

的な質の高い子供を得ることができる。優良遺伝子説で

は、このような遺伝的に質の高い子供を得られるという

利点により、メスの赤い斑点の数に対する選好性が進化

すると考える。また、ランナウェイ説ではメスの選好性

の進化は次のように説明される。集団内のメスに赤色の

斑点に立すする選好性が既に何らかの理由により存在する

場合、より多くの赤色の斑点を持つオスはより多くのメ

スと交尾をすることができる。ここで、より多くの赤い

斑点を持つオスを配偶者として選り好むメスは、より多

くの赤色の斑点を持つ繁殖上有利な魅力的な息子を得る

ことができる。ランナウェイ説では、このような「魅力

的な息子jを得られるという利点によりメスの赤い斑点

に対する選好性が進化すると考える。

理論的観点から見ると、上記の性的対立説と古典的性

選択説(ランナウェイ説・優良遺伝子説)のあいだには、

以下の二つの主要な違いがある。第一に、定義上明らか

なように、性的対立説は性的対立の存在を前提としてい

るのに対し、古典的性選択説はこれを前提としていない

点が大きく異なる。具体的には、性的対立説ではしばし

ば「オスの適応度は交尾回数に伴い単調に増加するが、

メスの適応度はメスの交尾回数が中間的な値のときに最

大になるjという最適な交尾回数を巡る性的対立を仮定

しており (e.g.Gavri1ets 2000)、その性的対立がメスによ

る配偶者選択の進化の主動力となっている。一方、古典

的性選択説では一般にメスの適応度はメスの交尾由数と

は独立で、あると仮定されており (e.g.Lande 1981 ; Iwasa 

and Pomiankowski 1991 ; Pomiankowski et al. 1991)、交尾

回数を巡る対立が進化の主動力であるとは考えられてい

ない。

性的対立説と古典的性選択説の第二の大きな違いは、

性的対立説ではメスの配偶者選好性が直義効果により進

化する(配偶者選好性自体のもたらす適応度上の差異に

より進化する)のに対し、古典的性選択説では間接効果

により進化する(配偶者選好性と遺伝相関のある別の形

質のもたらす適応度上の差異により進化する)点にある。

具体的には、性的対立説では、メスの配偶者選好性はメ

292 

ス自身の生存率・産仔数の低下などの繁殖に関わるコス

トを避けるというメス自身にとっての車接的な利得によ

り進化する。この点を見ると、性的対立説は直接的な利

益を得るために配偶者選好性が進化する直接利益説とそ

の進化メカニズムにおいて類似している。

一方、ランナウェイ説や寵良遺伝子説では、メスが配

偶者選好性を持つことの利益は、子供の交尾数や生存率

の上昇を通して間接的に得られると考えている。一般

に、このような間接効果によりメスの配偶者選択が進化

するためには、 f配偶者選好性」と「子の生存率などの適

応度上の差異をもたらす形質」の簡の遺伝相関が高く、

またメスの選貯性に伴うコストが小さいことが必要であ

る。しかしながら、現実的な条件下では遺伝相関は必ず

しも十分に高くなく、またメスの選好性に伴うコストも

古典的性選択理論による進化が起こるためにはしばしば

大きすぎることが示唆されている (Kirkpatricand Barton 

1997 ; Arnqvist and Kirkpatric 2005)。性的対立説が配偶

者選好性の進化理論として重要視されてきている理由の

ーっとして、性的対立はこのような間接効果ではなく車

接効果による進化を想定しているため、古典的性選択説

よりも制約の少ない条件下において進化が起こりうると

いう理論上のハードルの低さがある (Arnqvistand Rowe 

2005の第二章;Fuller巴tal. 2005)。

性的対立による進化および種分化

性的対立と種分化

性的対立は繁殖形質における急激な進化を生み出しう

るため、その結果として、集団関の急激な繁殖隔離(種

分化)を引き起こす可能性が示唆されている (Rice1996， 

1998 ; Parker and Partridge 1998 ; Howard 1999 ; Gavrilets 

2000 ; Martin and Hosken 2003 ; Gavri1ets and Hayashi 

2005)。本節では、現在までに得られている性的対立が引

き起こす進化的動態についての理論的知見をまとめ、性

的対立と種分化との関係について整理を行う O

最適な交尾田数を巡る性的対立の理論モデル:その基本

的な枠組み

本稿では、性的対立のモデルとして近年最も多く研究

が行われている「最適な交尾回数」を巡る性的対立モデ

ルについて解説を行う。(性的対立の理論モデルを議論

する上では最適な投資配分を巡る性的対立モデル (e.g.

Kondoh and Higashi 2000 ; Sakai 2007) も重要で、あるが本

稿では製愛する。)最適な交尾屈数を巡る性的対立の理
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と等しくなる形質問距離d= d;のときに適応度が最大となる。最適な形質向距離がオスメス間で異なる(性

的対立が存在する)ため、最適な形質問距離を巡り繁猫形質におけるオスメス問での措抗的共進化が生じる。

デjレの基本的な枠組みは Gavrilets(2000) によって

され、その後の性的対立の理論モデルもこれを継承し

ている (Gavriletset al. 2001 ; Gavrilets and Waxman 2002 ; 

Rowe et al. 2003，2005 ; Gavrilets and Hayashi 2006 ; Hayashi 

et al. 2007a， b)。そのため、本稿では Gavrilets(2000) の

そデルを基本モデルとして念頭に置き、最適な交尾剖数

を巡る性的対立モデルの特徴について概説を行う。

交尾回数を巡る性的対立の理論モデルの第一の特徴は、

議応度が交尾回数に依存して決まると明確に仮定してい

るところにある(国 2aに概念図を示す)。具体的には、

オス儲体適応度は交尾率p(=交尾した巽性の数/出会

った異性の数)に対して単調に増加すると仮定される一

方、メス個体の適応度は交尾率Pが中間的な値 (p叩，)の

ときに最大となると仮定される(図 2a)0 (ここで交尾田

はなく交尾率を扱っているのは単に数学上の便宜の

ためである。)オス個体にとっては常に交尾が受け入れら

れる状況 (p= 1)が最適であると考えられるため、 Popt

が lから離れるほど性的対立の程度が強くなる。

交毘回数を巡る性的対立の理論モデルの第二の特撮は、

メスの交尾受け入れ率はメスの配偶者選好形質とオスの

記偶者被選好形質の組み合わせ(形質問距離)により決

まると仮定するところにある(国 2bに概念図を示す)0 [以

下、簡単のため「メスの配偶者選好形費Jおよび fオス

の被選好形質」を単に「メス形質Jrオス形質」と略記す

る。なお、メス形質とオス形質として受精速度を調節す

る卵子形質と精子形質を想定すると、以下のモデルはそ

のまま「最適な受精速度を巡る交尾後受精前過程Jの性

的対立モデルとして捉えることが可能である。]例えば、

Gavrilets (2000) は量的形質としてメス形質xとオス形質

yを考え、メスの交尾受け入れ率ψ(x，y)は以下の式で表

されると仮定している[以下、性選択理論に馴染みの少

ない読者については xを fメスが最も好むオスの赤い斑

点の数」、 yを「オスが持つ赤い斑点の数Jとしてイメー

ジすると藍感的理解の助けになるかもしれないJo

ψ(x，y) = 1 -αd2口 l一α(x-y)2 (式1)

ここで dは形質問の距離を表し、 αは dの変化に伴う交

尾受け入れ率の変化の度合いを表す。上式は、交尾受け

入れ率ψ(x，y)は形質問の距離 d=x yが Oの時(つま

りx=yのとき)に最大(=1)となり、形質問sg離 dが

大きくなるほど小さくなることを示している。(式1)は

最も単純なモデル化の例であるが、形質問距離 dおよび

交尾受け入れ率ψ(x，y)については、より現実的かっ詳細

なモデル化を用いた理論的研究が進んでおり、性的対立

の進化動態はそれらの仮定の詳細に強く依存することが

示されている (e.g.Gavrilets et al. 2001 ; Row巴 etal. 2003， 

2005 ; Gavrileお andHayashi 2006 ; Hayashi et al. 2007a)。
本稿ではモデルの詳細についての説明は省くが、性的

対立が軍拡競争の原閣となるという本質的な性質は、上

のモデルの 2つの特徴 (1:最適な交尾田数はオスメス関

で異なる、 2:交尾受け入れ率はオス形質とメス形質の

形質問距離によって決まる)から説明できる。まず、オ

ス個体にとっては、交尾回数が多ければ多いほど適応度

が高くなる。そのため、オス形質yは集団内のメス形質

xとの形質問距離 dを可能な限り小さくする方向に進化

する。一方、メス個体にとっては Popt~こ近い交尾率を持

つことが有利で、ある。そのため、メス形質xは集詔内の
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表 L 性的対rr.によって引き起こされる進化的帰結の分類。

(1)集団内での遺伝的多様化を伴わない帰結

1a)終わりなき共進化

1b)平衡線上への進化

Ic)平衡点への進化

(2)集団内での遺伝的多様化を伴わない帰結

2a)メスのみにおける遺伝的多様化

2b)オスメス両方における遺伝的多様化

(特殊な場合として同所的種分化を含む)

オス形質yとの形質Rff離 dを一定に保つ方向に進化する O

このような状況においては、形質距離 dを縮める(メス

の好みを「追いかけるJ)方向に進化するオス形質yと、

形質距離 dを一定に保つ(追いかけてくるオスから「逃

げる J) 方向に進化するメス形葉xの間で追いかけっこ

(chase-away)型の措抗的共進化が起きると予想される(国

2b)。実際に、理論モデルにおいてはそのような共進化の

結果として様々な進化的帰結が引き起こされることが示

されている(次節参照)。

性的対立によって引き起こされる進化的帰結

現在までの理論的研究から示されている性的対立の進

化的帰結は、大きく分けて集団内での遺伝的多様化を伴

う場合と伴わない場合のニつのケースに便宜的に分ける

ことができる(表1)0 それぞれの場合における進化的帰

結について以下に説明を行う。

まず、集団内での遺伝的多様化を伴わない場合につい

ては大きく分けて以下の 3つの進化的帰結が示されてい

るO

( l-a)終わりなき共進化:性的対立の強さが十分に強く、

オス形質にもメス形質にもコスト(安定化選択)がかか

らない場合には、終わりのない連続的な共進化が起こり

続け、形質は常に変化し続けることが示唆されている(例

えば、 Gavrilets2000のFig2， Gavrilets et al. 2001のFig

旬、 Hayashiet al. 2007aのFiglA， C)。これは例えば、オ

ス形質を「オスが持つ赤い斑点の数J、メス形質を「メス

が最も好むオスの赤い斑点の数Jとして捉えると、多す

ぎる交尾を避けるためメスが最も好む赤い斑点の数はど

んどん増加していき、その対抗進化としてオスの赤い斑

点の数もどんどん増加していくという際限のない軍拡競

争が起きている状況に担当する O

(1需 b)平衡線上への進化:オス形質にもメス形費にも

コスト(安定化選択)がかからない場合でも、性的対立

があまり強くない状態では交尾受け入れ率が lとなる(形
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質隠距離 d=Oを満たす)平衡線上への進化が起こるこ

とが示されている。その平衡線上では中立的浮動による

形質の進化が起こりうる(例えば、Gavrilets2000のFig1) 0 

これは例えば、集団内でオスの赤い斑点の数とメスの赤

い斑点の数に対する好みが一致したまま平衡状態となっ

ている状況に相当する。

(トc) 平衡点への進化:オス形質やメス形質にコス

トがかかる(安定化選択が働く)場合には、平衡点へ

の進化が起こるのが最も一般的な帰結である(例えば、

Gavri1ets et al. 2001のFiglb， c)。このとき、オス形質とメ

ス形質においては性的対立による措抗的共進化が起こる

が、形質の進化に適応、度コストがかかるためやがて自然

選択による選択庄と性的対立による選択圧が釣り合う点

で措抗的共進化が止まり平衡に達する。これは例えば、「メ

スが最も好む赤い斑点の数Jと「オスが持つ赤い斑点の数J
の両者が軍拡競争により増加していくが、やがてメスの

選好性やオスの赤い斑点を持つことに伴うコストの増加

により軍拡競争が止まり、オスがある一定の数の赤い斑

点を持ち、メスもある一定の赤い斑点の数に対する好み

を持つところで進化が止まるという状況に相当する。ど

のようなオス形質とメス形質の組み合わせにおいて進化

が止まるかは、性的対立の強さ、遺伝分散の大きさ、形

質の突然変異率、向性内での性的競争の強さなどのパラ

メータに依存する O

一方、集団内での遺伝的多様化を伴う場合の進化的帰

結は大きく以下の 2つに分けることができる O

(2-a)メス形質における遺伝的多様化(図 3a):性的対

立の進化的帰結として、メス形質において集団内での遺

伝的多様化が起こるケースも示されている (Gavriletsand 

Waxman 2002のFig2、Hayashiet al. 2007aのFig2A)。こ

のようなケースは、 f吉抗的共進化においてメス形質がオ

ス形質ーから「逃げるJ捺に、一方向的に逃げるのではな

く多方向的に同時に逃げる(遺伝的に多様化する)こと

により生じる。この状態では、メス形質は分化すること

により集団内でのオス形質との形質問距離 dを一定に保

っており、オスは分化したどちらのメス形質も追うこと

もできず分化したメス形質の中間にトラップされる(罰

3a) 0 これは例えば、「メスが最も好む赤い斑点の数jが

集団内で 10偶と 50偲の二手に分かれ、「オスが持つ赤い

斑点の数jが 30個のところでトラップされているような

状況に相当する。このようなメス形費のみにおける遺伝

的多様化は比較的広い条件下で起こり、例えば、性的対

立の程度が弱い、突然変異率が低い、メス形質に安定化

選択がかかっている、などの遺伝的多様化が一見阻害さ
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1m 3. 性的対立による集団内での遺伝的多様化。 a メス形質の

みにおける遺伝的多様化の例。メス形質は集関内で2つに分

かれることによりオス形質との形質問距離を{呆っている。オ

ス形質は 2分岐したメス7T::.質のどちらも追うことができず

に、 2分岐したメス形質の中間的な形質値のところでトラッ

プされる。 b:オスメス前方における遺伝的多様化の例。性

的対立が卜分に強い;場合には、 aの段階からさらに進んでオ

ス形質においても遺伝的多様化が生じる(図は Hayashiet al. 

2007aのFigure2より改変)。

れそうな条件下においてもメス形質における遺伝的多様

化は起こりうる (Hayashiet al. 2007a)。遺伝的多様化の起

こりやすさは形質に関する仮定(座位数や形質問相互作

用の様式)や交尾受け入れ確率の関数型などにも強く依

存する (Hayashiet al. 2007a)。剖えば、中間的な表現型が

現れやすいほど遺伝的多様化は起こりにくいため、それ

ぞれのアリルの効果が鹿位向や座位内で柏加的に働く場

合には遺伝的多様化は一般に起こりにくい (Hayashiet al. 

2007a)。また、交尾受け入れ関数の関数型の非対称性が

強いほど遺伝的多様化は起こりにくく、例えば交尾受け

入れ際数が「斑点の数の少ないオスよりも多いオスの方

が常により好まれる」ような関数(例えばψ(x，y)= 1 -

α(x -y)) で定義されている場合には、斑点の少ないオ

スと多いオスへの形質分化は一般に起こらない。

(2-b)オスメス両者の形質における遺伝的多様化(図

3b) :メス形質において遺伝的多様化が生じた場合、性

的対立が十分に強い場合には、オスにおいても同様の遺

伝的多様化が起こりうる (e.g.Gavrilets and W昌xman2002 

のFig3 ; Hayashi et al. 2007aのFigs1B， 2B-Cラ 3)。この場

合には、強い性的対立の存在により、図 3aのようなメス

形質の分化の結果としてオス形質においても強い分断的

選択(二手に分かれてでもメスを追いかけることができ

る強い選択庄)が働き、メス形質における分化に対応、す

る形でオス形質にも遺伝的多様化が生じる(図 3b)0 こ

れは例えば、「メスが最も好む赤い斑点の数」が集団内

で 10個と 50個の二手に分かれ、 fオスが持つ赤い斑点の

数」も集団内で同じく 10個と 50個に分かれるような状

況に相当する。このオスメス両者における遺伝的多様化

は、その前提としてメス形質において安定的な遺伝的分

化が必要であり、また十分に強い性的対立(少なくとも

Popt < 0.5である必要がある)や高い突然変異率、さらに

オス形質の進化にコストがかからないなどの条件が必要

であるため、比較的限定的な条件下でしか生じないこと

が示唆されている (Hayashiet al. 2007a)。

以上、進化的帰結の使宜的な分類として計 5つの場合

について説明を行ってきたが、これらの進化的帰結は集

団内において必ずしも排他的・安定的に生じるわけでは

ないことに注意すべきである。 Hayashiet al. (2007a) の

二倍体・多座位系モデルを用いた儲体ベースシミュレー

ションは、同一集団内においても座位毎に異なる進化的

帰結が起こりうることや、同一廃位内においても遺伝的

浮動により上記の進化的帰結問の動的な移り変わりが生

じることを示している (e.g.Hayashi et al. 2007aのFig4)。

性的対立による種分化

以上の進化的帰結を穣分化の観点から整理すると、ま

ず、異所的種分化については、全ての進化的帰結におい

て結果として種分化が生じうると言える。まず、(l-a) 

の終わりなき共進化では繁殖形質における異所集団ごと

の独立な進化の結果として、集団関に繁殖隔離が生じう

ると考えられる。 (1七)の平衡線上への進化が起こる場

合にも、'=1こ!立的浮動により繁殖形質の進化が起きた場合

には集団関で繁殖隔離が生じうる(ただしこの場合は種

分化の原田は性的対立というよりも遺伝的浮動である)。

( l-c) の乎衡点への進化が起こる場合には、黄色域ごとに

安定化選択の強さや性的対立の強さなどが異なれば地域

ごとに異なる組み合わせのメス形質とオス形質が進化す

ると考えられるため、やはり性的対立により集団陪での

繁殖隔離が生じうる o (2-a) (2明日の場合においても、

団関で、独立の遺伝的多様化が起これば、集団関の部分的

または完全な繁殖隔離に繋がる可能性がある。

一方、性的対立による同所的積分化は可能で、はあるが、

隈られた条件下品でしか起こらないことが示唆されている

(Hayashi et al. 2007a) 0 問所的種分化に繋がる進化的帰結

は (2-b)の「オスメス詞者の形質における遺括的多様化J
であるが、上記に述べた通りこの進化的帰結自体が比較

的限られた条件下でしか生じない (Hayashiet al. 2007a)。

さらに、オスメス両者の形質において集団内で遺伝的多

様化が生じた場合であっても、二盗位系で、は種分化が起
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医]4 性的対立により集団内での遺伝的多様化が生じた集屈の遺伝的構造(ハプロタイフ。ネットワーク)の例。

楕円は同じハプロタイプ(片親由来の遺伝子の遺伝子裂)のグループを表し、楕円の大きさは同じハプロ

タイフ。の集団内で、の偶数を表す。楕再開の校の長さはハプロタイプ潤の距離を表す。 a:2~伎モデルにお

ける問所的稜分化。集団内個体は大きく分けて 2つの遺伝的グループに分化している。分化した遺伝的グ

ループ。問の距離は十分に大きく、完全な繁殖隠離が生じているため遺伝的グルーフ。間の組み替え個体が存

在しない。 b:8~伎モデルにおける同所的種分化を伴わない遺伝的多様化。集部内での遺伝的多様化は起

きているものの、完全な繁殖隔離により隔絶された遺伝的グループは形成されず、遺伝的な繋がりのある

小さな遺伝的クラスターが集団内に多数形成される o c: 32座位モデルにおける同所的種分化を伴わない

遺伝的多様化。 8座位の場合と同様に、集団内に多方向的な遺伝的多様化は起きているが、完全な繁殖隔

離により隔絶された遺伝的夕、ループは形成されない(図は Hayashiet al. 2007a、Figure3より改変)。

こりうる(集団全体が二つに分かれ、完全な繁殖隠離を

伴う二つの大きな遺伝的クラスターが形成される)もの

の(図 4a)、多J主位系では組み替えの存在により、繁殖

摘離を伴わない多数の小さな遺伝的クラスターが集出内

で形成されるという形での遺伝的多様化が起こりやすく

(図 4b，c)、同所的種分化には繋がりにくいことが示唆さ

れている (Hayashiet al. 2007a)。

性的対立説と古典的性選択説の遣い:種分化の観点から

異所的種分化の観点から見た場合には、性的対立説と

古典的性選択説が引き起こす麓分化過程には余り質的な

違いはない。性的対立説においても古典的性選択説にお

いても、異所的種分化については独立に生じた進化の副

産物として繁殖関離が生じるという点において同様であ

り、それぞれの説による呉所的種分化の起こりやすさは

基本的にそれぞれの説による進化の起こりやすきに依存

するものと考えられる。

同所的種分化の場合は、性的対立説と古典的性選択説

では、集団内で遺伝的多様化が生じた場合、それがどの

くらい問所的種分化へと繋がりやすいかに違いがある。

性的対立説では、前節で述べた通り、集団内で遺伝的多

様化が起こる場合、同所的種分化よりも図 4bラ cのように

撞分化を伴わない集田内での多方向的な遺伝的多様化を
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引き起こしやすい。これは、性的対立説ではメス形質は

多すぎる交尾を避けるために平均的なオス形質との形質

問盟離を拡げる方向に進化が起こるが、特に多座位系で

はメス形質が形質距離を広げることのできる進化的方向

が多数ある(比験的に言えば「メスが逃げることのでき

る方向は多数あるJ) ために、結果的に遺伝子空間全体に

向かつてメス形質が同時に多方向的に進化する形でメス

形質の遺伝的多様化が生じるという状況が生じるためで

ある。性的対立説に基づくモデルでは、このような遺伝

的多様化によりメス形質は平均的なオス形質との形質問

距離を一定以上に保つ(=オスとの軍拡競争に「勝つJ)

ことができるため、メスにとって特定の遺伝子型が維持

されることの「メリットJは殆ど無い。そのため、古典

的性選択モデルで見られるような、異なる極端な形質を

もっ遺伝子型を中心とした遺伝的クラスター間で繁殖隔

離が生じ(=組み替えが抑制され)、その結果として集団

全体が二つに分かれるようなケース(次段落参照)は多

座位系では殆ど生じない。

図4b，cのような麓分化を伴わない集団内での多方向的

な遺伝的多様化は、古典的性選択説からは、たとえ多座

位系であっても一般に予測されない。これは、古典的性

選択説ではメスの配偶者選好性が「理主力的なオスを好む」

ために存在し、基本的にメス形質は魅力的なオスとより
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高い確率で、交尾する(魅力的なオスのオス形質との形貿

間距離を縮める)方向に進化するためである。このとき、

メス形質の進化は特定の方向(魅力的なオスのオス形質)

に向かつて起こるために、函 4b，Cのような集田内での遺

伝子空間全体に拡がるような多方向的な遺伝的多様化は

引き起こされない。古典的性選択説に基づくモデルの枠

組みでは一般に、 2麓類の異なる魅力を持つオスが存在

する場合にそれぞれの異なる魅力的なオスを好む方向に

メスの選好性が2分岐していく形で問所的種分化が起こ

る (e.g.Higashi et al. 1999)。このようなモデルでは、メ

スにとっては特定の遺伝子型が維持されることが有利に

働く場合が多い。例えば、魅力的なオスはしばしば極端

な形質を持つが、そのような場合にはメス形質において

も極端な選好性を持つ特定の遺伝子型が有利となる。こ

の場合には多座位系であっても、中間的な遺伝子型の形

成を避けるために、異なる極端な形質をもっ遺伝子型を

中心とした遺伝的クラスター簡に繁殖隔離が生じ(口組

み替えが抑制され)、その結果として集団全体が二つに

分かれ問所的種分化に至るケースが起こりやすい (e.g.

Higashi et a1. 1999)。

以との議論は、性的対立説よりも古典的性選択説の方

が集団内での遺伝的多様化が問所的種分化に繋がりやす

いことを示している。しかしながら、集団内での遺伝的

多様化の起こりやすさ自体が性的対立説と古典的性選択

説で異なるため、以上の議論により古典的性選択説の方

が同所的種分化をより引き起こしやすいと結論できるわ

けではないことには注意すべきである O 一般論としては、

性的対立説と古典的性選択説のどちらであっても、性選

択の力のみで同所的積分化が起こりうる条件は非常に限

られたものである (Gavrilets2004 ; Hayashi et a1. 2007a)。

また、詳細については省くが、上記のような問所的種分

化に関わる議論は、繁殖形質に関する仮定(座位数や形

質問相互作用の様式)や交尾受け入れ率の関数型などに

強く依存することにも留意が必要である(Gavrilets 2004)。

性的対立と種分化における理論と実証

本特集の基となった自由集会における企画趣旨のーっ

として、理論的研究と実証的研究の両方から性選択と種

分化について議論するという目的があった。実際の自由

集会の際には時間の制限のために十分な議論が行えなか

ったが、本節においては実証研究との関わりを念頭に置

き、種分化と性的対立の関係について議論する。

表 1に示した進化的帰結の中で、形震に対する安定化

選択が存在するなどの現実的な条件の下で最も起こりや
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すいのは、性的対立による王子衡点への進化 (l-c)である。

集団の繁殖形質がどのような形質伎において進化的平衡

に達するかは、形質のコストや性的対立の強さなどのパ

ラメータに依存することが理論的に示されており、その

ようなパラメータに関連する要素(抑えば、性的対立の

強さは個体群密度に依存すると考えられている)と集団

関の繁殖形質の進化/分化および繁殖隔離の有無の関係

を調べることは理論的研究の成果を実証研究に生かす最

も現実的な方向性の一つである。

また、性的対立に特異的な進化的帰結という点で重

要なのは、メス形質における集団内での遺伝的多様化

(2-a) である。現在までもメスの配偶者選択性において

集団内多型が存在することは示唆されてきたが (J巴nmons

and Petrie 1997)、メスの配偶者選択性における集団内多

型の存在は古典的性選択理論ではうまく説明できない現

象であり、性的対立と配偶者選択性の進化の梼係を実証

的に研究する上で有効な切り口である (e.g.Svensson et 

a1. 2005， 2007 ;高橋・渡辺 2008; Takahashi and Watanabe 

2009)。

最後に、本研究で示したような理論的モデルに対して、

実証系の研究者の方々から「抽象的過ぎるように感じる」

というコメントを頂くことが多い(また実際に自由集会

の後にもそのような感想、を幾っか頂いた)ので、そのよ

うなコメントに対しての私の個人的な考えを述べたい。

確かに我々が用いている理論的モデルは現実の系に比べ

て非常に単純で、ある。しかし、私の本音を言えば逆に現

実の系は f複雑すぎて手に負えない」というのが正甚な

ところである。例えば、おそらく性的対立において非常

に重要な役割を果たしている交尾器形態をモデル化する

にしても、現実の交尾器形態、は本当に複雑怪奇なのでま

ともに「現実的なモデル化jをしようと考えたらそれだ

けで l大プロジェクトとなってしまうと思われる。理論

的研究の主目的は、必ずしも現実の細部を忠実に illlilllC

したモデルを作ること自体にあるのではなく、我々が理

解したい進化的現象における本質的な要素/メカニズム

を指し示すことにある。そのため、実証系の研究者の方々

も、モデルの仮定の詳細における現実性に対しては(ひ

とまずは)鷹揚に構えていただき、理論的研究が指し示

す結果から、我々が興味を持つ進化的現象(抑えば f性

的対立と撞分化J)においては「何が本費的な要素/メカ

ニズムなのかjについてのヒントやインスピレーション

を得ていただければ幸いである。その上で、理論モデル

上の非現実的な仮定がその本質的な要素/メカニズムに

関わる部分に妥当でない影響を与えている可能性がある
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場合には、その可能性の検証が新しい実証的・理論的研 Am Nat 167:739-744 

究の発展へと繋がっていくものと考えられる ArnqvistG， Kirkpatric M (2005) The evolution of infidelity 

おわりに:性的対立研究の今後の方向性

2010年代を間近に迎えて、「新奇なトピックjとしての

性的対立説の流行は一段落を迎えた感があるが、性的対

立は今後も進化生態学における「定番トピック」のーっ

として精力的な研究がなされ続けていくと思われる O 今

後の性的対立に関する理論的研究については、全体的に

は性的対立説をより現実的なモデルのもとで包括的に検

証していく方向に進むであろう。例えば、個体群密度の

変動、空間構造の存在、メスの内部状態に依存した繁殖

行動の変化、オスによるメスの再交尾抑制 (e.g.Gavrilets 

and Hayashi 2006)、あるいはニッチ分割などの要素を明

白に組み込んだより現実的/個別的な文脈に即した性的

対立モデルの発展が期待される。また、性的対立に他の

進化的要素を組み合わせていく研究も今後の有望な理論

的発展の方向であろう (e.g.Hayashi et al. 2007b) 0 また、

実証的研究については、「実際には性的対立はどのくらい

重要で、あるのかj という根本的な問題を野外研究・実験

的研究により包括的に検証していくという大きな課題が

残されている O 特に、「派手なオスJの存夜を説明する

性選択理論としての性的対立と古典的理論の相対的重要

性の問題は、未だ実証的には持ち越されている大問題で

あり (e.g.Arnqvist and Kirkpatric 2005， 2007 ; Arnqvist and 

Rowe 2005 ; Fuller et al. 2005 ; Albrecht et al. 2006 ; Griffith 

2007)、今後の研究の発展が楽しみなトピックであると

える O
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