
Ⅰ．緒言

国内では対馬にのみ産するシジミチョウ科の

ツ シ マ ウ ラ ボ シ シ ジ ミ Pithecops fulgens 

tsushimanus Shirôzu and Urata, 1957（図 1）は，

現在の日本産チョウ類約 250種の中で最も絶滅

が危惧されている．1969年に本種繁殖地が上

県町の天然記念物となり，2005年の市町村合

併により対馬市の天然記念物に指定されたが，

その数年後には急激なシカの増加に伴う林床植

生の食害およびこれに伴う林内の乾燥化で，本

種の好む照葉樹林や針葉樹植林の林床植生が破

壊され，幼虫の食草であるヌスビトハギ類や成

虫の吸蜜植物が激減し，2013年にはほぼ野生
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シカの食害により国内で最も絶滅が危惧されるチョウ類となったツシマウラボシシジミの保全を目的
として，a）生息域外でのより効率的な飼育・繁殖に関する研究，b）遺伝子解析に関する研究，c）生息
域内での環境復元と野生復帰に関する研究，d）行政・地域連携に関する活動，の大きく 4つの課題に取
り組んだ．その結果，飼育・繁殖に関しては代用食実験で大きな成果があった他，これまで死亡率の高かっ
た越冬幼虫の生存率を上げることに成功した．遺伝子解析では日本・中国・台湾の一群とミャンマー産
との間に大きな隔たりがあり，互いに交配困難である可能性が高いことが判明した．域内保全では飼育・
繁殖個体の放逐を試みたが，様々な条件から安定的に維持させることが困難であった．行政・地域連携
に関する活動では，行政機関や生物園，保全団体との会議により連携を図った他，これらの機関との連
名で地元の小中学校に標本を寄贈して本種の保全における教育普及活動に寄与した．
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図 1　交尾中のツシマウラボシシジミ（上がオス）



絶滅の状態にまで陥った（矢後 2014；中村ほ

か 2015；矢後ほか 2016）．注目すべきことに，

かつて本種は特に珍しい種ではなかったことで

ある．昆虫の中でもチョウ類は，目に付きやす

く分布の解明度も高いことから環境指標として

現在の生息状況が把握しやすいが，おそらくツ

シマウラボシシジミだけでなく，多くの植食性

昆虫やそれらを捕食する生物も短期間で著しく

減少していることが予想される．

ツシマウラボシシジミの本格的な生息域外保

全に関しては，2013年から NPO法人日本チョ

ウ類保全協会や足立区生物園，東京大学が累代

繁殖をスタートさせた．その後は対馬市，環境

省，長崎バイオパーク，国立科博附属自然教育

園，大阪府立大学，日本鱗翅学会も協働して補

強や再導入などを行い，生息域内外の保全を進

めながら現在まで何とか絶滅を防いできたが

（矢後 2016，2018a），思うようにうまく繁殖せ

ず，今なお危機的状況が続いている．

本プロジェクトを（公財）自然保護助成基金

に申請した経緯としては，2014年から 3年間

の予定で環境省による本種の生息域外保全モデ

ル事業を自然環境研究センターが受託し，日本

チョウ類保全協会が請負業者として進めてきた

が，2016年度が最終年度で，その翌年度（2017

年度）からの保全計画が当時は空白に近い状態

となっていた．2017年 1月に本種が環境省「種

の保存法」の国内希少野生動植物種に指定され，

保護増殖事業の計画はあったものの，当初は事

業が立ち上がる目処は立っておらず，組織も構

成されていなかったことから，まずは 2017年

度の 1年間における系統維持および飼育技術の

向上，野生復帰に必要な技術開発の研究を進め

るため，日本鱗翅学会自然保護委員会が今回の

提携助成（学協会助成）に申請し，採択に至っ

た．

具体的には，上記の機関・施設と連携しなが

ら，1）域外保全でのより効率的な飼育・繁殖

に関する研究，2）遺伝子解析に関する研究，3）

域内保全での環境整備と野生復帰に関する研

究，4）行政・地域連携に関する活動，の 4つ

の課題に取り組むことで，本種の保全生物学的

研究だけでなく，対馬全体の生態系回復への貢

献，さらには各組織との協働保全事例にも寄与

することを試みた．この事例を基に，他の絶滅

危惧チョウ類における生息域内保全および生息

域外保全の模範的役割も目指すことを目的とし

た．

Ⅱ．材料および方法

1. 域外保全での飼育・繁殖に関する研究

本種の累代飼育において最大の難関は越冬幼

虫の高い死亡率にある．そこで，考えられるい

くつかの要因について検証するため，以下の実

験を行った．

1）代用食による蛹の体サイズおよび成長日数

越冬幼虫の高い死亡率の要因として，「越冬

幼虫の成長不良による冬季の耐性不足」が挙げ

られる．越冬幼虫になる秋季には，新葉や花蕾

が人工飼育下では不足しがちとなり，十分な栄

養を与えられない状況が起きうる．また，一般

に春季に出現する第 1化目の野外成虫はかなり

大きいことからも，体サイズを大きくする必要

性が考えられる．そこで本要因を解消するため，

代用食での飼育技術の開発に取り組んだ．

この実験区には，ヌスビトハギ類と同じマメ

科植物で，実が入手しやすいモロッコインゲン，

インゲン（長野県産），インゲン（兵庫県産），

黒枝豆の無農薬豆 4種類を代用食として用い

た．この他にも人工飼料インセクタ LFS（日本

農産工業株式会社製）を試すことにした．対照

区には主要食草の一つであるヌスビトハギの新

葉を使用した．飼育容器として，1齢～ 3齢初

期には小型ペトリディッシュ（Φ50× 9 mm：
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ファルコン社製），3齢後期～蛹には飼育用丸

プラスチックケース（Φ90× 33 mm：志賀昆虫

普及社製）を使用した（図 2）．また，本実験

は日長調節が可能なインキュベーター・プラン

トステーション LED3［BMS-PS08RGB3：（株）

バイオメディカルサイエンス社製］（図 3）を

用いて，23 ℃，16L8Dの条件下で行い，蛹に

成長した時点での体サイズを測定した．合わせ

て各代用食における幼虫の成長日数を比較し

た．

2）幼虫期での日長と越冬との関係

前述の成長不良による耐性不足の他に考えら

れる越冬幼虫の高死亡率の要因として，「日長

や温度の人為的影響による不完全な休眠および

早期の休眠打破」が挙げられる．そこで，日長

と越冬・非越冬の関係を調べるため，上記の飼

育法とインキュベーター（図 2・3）を用いて 2

齢期以降の各齢期での日長を 16L8Dから

10L14Dに変えながら，18± 2 ℃の条件下でそ

の影響を確かめる実験を行った．餌には代用食

である枝豆を与えた．

3）越冬方法の試行

その他に可能性のある越冬幼虫の高死亡率の

理由として，野外の生息地と異なる湿度条件が

考えられる．そこで，従来の素焼き鉢管理（図

4）による方法（生存率＝越冬幼虫が翌春に無

事蛹化した数：20 %前後）とは異なる方法を

前年度から採択年度（2017年度）にかけて試

行した．

素焼き鉢法は直接土や水苔に幼虫が触れるた

329

図 2　幼虫の飼育容器．a，1齢～ 3齢初期の飼育で用いた小型ペトリディッシュ（Φ50× 9 mm：ファルコン社製）．b, 3齢後

期～蛹の飼育で用いた丸プラスチックケース（Φ90× 33 mm：志賀昆虫普及社製）．

図 3　室内実験での様子．収納庫は時間調整照明機能付きの

インキュベーター（プラントステーション LED3：バイオメ

ディカルサイエンス社製）． 図 4　従来の素焼き鉢を用いた越冬装置



め，高湿度になりすぎて死亡していたようだっ

たことから，新たな方法はプラスチック製の水

槽（幅 37 cm×奥行 21.5 cm×高さ 24.5 cm）

に水を 1/3ほど入れ，そこに越冬幼虫を入れた

ステンレス製の金網ケース（長さ 17 cm×最大

Φ7 cm）をストッキング吊るすことで，水気に

直接触れないようにした（図 5）．これにより，

空中湿度は高く，かつ冬場の乾燥状態も保てる

ように設定した．ただし，2～ 3週間に一度の

割合で幼虫が入ったストッキング上に霧吹きも

強く吹きかけた．この実験方法によって越冬幼

虫が無事に越冬して蛹化した数を検証した．

また，与えた代用食の状態が越冬幼虫の生存

率に与える影響も検証した．この実験はイン

キュベーター（図 3）を用いて，10L14D，18

± 2 ℃の飼育条件下で行い，最終的に蛹化した

数を調査した．

4）低温による蛹への影響

累代飼育下では，交尾させるタイミングをう

まく調整しなければならないため，飼育個体の

羽化時期が揃えられるように，蛹化日が早い蛹

を低温で保管する状況が必要となる．その一方

で，低温管理が長すぎたり，温度が低すぎたり

すると，羽化不全となる個体が現れてくる．そ

こで，温度と日数の条件を変えた複数の実験区

で蛹を管理し，その後の羽化の状態を調査する

ことで，最適な温度管理法を見出すための基礎

データを収集した．

具体的には，インキュベーター（図 3）を用

いて 25 ℃・16L8Dで飼育した幼虫の蛹化後 2

日目の蛹と 6日目の蛹（眼が着色する）を 5 ℃，

10 ℃，15 ℃の実験区に据えて，7日間の低温

処理後，25 ℃で管理し，羽化への影響を調べた．

それぞれの実験区には 5蛹を使用した．

2. 遺伝子解析に関する研究

遺伝子レベルでの保全単位を決定するため，

本種の対馬個体群の遺伝子解析を実施し，集団

内の遺伝的多様性および遺伝的固有性の解明を

目的とした．また，国外の別亜種と比較するこ

とで日本固有亜種に特有な遺伝的特徴の把握に
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図 5　吊るし法による新たな越冬装置．a，造巣した越冬幼虫を入れる金網ケースの器具類．b，造巣した越冬幼虫が入った金

網ケース．c，d，オアシスと水を入れたプラスチック飼育ケース内にストッキングで吊るされた越冬幼虫入りの金網ケース．e，

乾燥防止のためにビニールで覆われたプラスチック飼育ケース（蓋を閉める前）．f，完成した越冬装置．



努めた．合わせて近親交配による適合度の低下

を抑えるための繁殖方法を開発するための基礎

データの集積を試みた．

1）解析個体の選定

ツシマウラボシシジミは日本固有亜種（ssp. 

tsushimanus），名義タイプ亜種（ssp. fulgens），

台湾亜種（ssp. urai）の全 3亜種で構成される

が（矢後 2007），本解析の内群としてこれら全

亜種を網羅するように選定した．その内訳は日

本固有亜種の対馬産 10個体，名義タイプ亜種

のミャンマー産 4個体，台湾亜種の台湾産 8個

体の総計 22個体である．このうち，対馬産は

累代飼育により系統保存や野生復帰を行ってい

る創始個体群 5個体および 2011年以降に得ら

れた創始個体群由来と異なる 5個体を用いた．

また外群として，ツシマウラボシシジミが所属

するヒメシジミ族ヒメシジミ亜族の Pithecops

節（section）の中から最近縁と考えられるリュ

ウキュウウラボシシジミの沖縄産，八重山産，

ミャンマー産各 1個体，さらに Pithecops節に

近縁な Lycaenopsis節に属するヒメウラボシシ

ジミ八重山産 1個体を選択した．海外の個体群

も含めた遺伝学的解析も行うことにより，本種

の対馬固有亜種における形成過程や分化過程な

ど，分子生物地理学的な議論の展開も期待でき

る．

2）解析法

遺伝子解析用のサンプルとして，乾燥標本ま

たは 99 %エタノール液浸標本から中脚および

後脚の各 1本を 1.5 mlチューブに入れて擦り

潰し，通常行う手順で全 DNAを抽出した．そ

の 後，Whinnett et al. （2005） や Gompert et al. 

（2006），Yago et al. （2009，2012）などでチョウ

類の種内多型や個体群間の関係を探るのに適切

とされている mtDNAの COI領域の一部をサー

マルサイクラーによる PCR法で増幅し，次に

ABI 3100 automatic sequencerを用いてダイレク

トシーケンスにより塩基配列を決定した．用い

た試薬や詳細な方法は Yago et al. （2008）に準

拠する．プライマーに関しては，近年 DNAバー

コーディングでよく使われる COI領域の

LC01490と HC02198 （Folmer et al. 1994）の組

み合わせを使用した．アライメントには Se-Al 

Sequence Alignment Program v1.d1. （Rambaut 

1996）を用い，ギャップの見られない COI（665 

bp）から解析を実行した．遺伝子解析では，

MEGA 6.06を用いた NJ法およびML法による

分子系統解析（Tamura et al. 2013）および TCS 

1.21（Clement et al. 2000）を用いたMP法によ

るハプロタイプネットワーク構築（Templeton 

et al. 1992）により本種の集団内または集団間

の遺伝的構造の把握を試みた．また，NJ法で

は Kimura 2-parameter distanceにより，ML法で

は選択された最適モデル（GTR+I+G）より系

統樹を導いた．各枝の信頼性は NJ法，ML法

でそれぞれ 10,000回のブートストラップ解析

（Felsenstein 1985）から算出した．Rootを付け

るための外群として，分子系統解析ではヒメウ

ラボシシジミの 1種のみを指定した．最終的な

分子系統樹は NJ法で得られたブートストラッ

プ値を伴う樹形に，ML法で得られたブートス

トラップ値を各枝に付けて表した．

3. 域内保全での環境整備と野生復帰に関する研

究

1）保全エリア内の環境復元と野生復帰

これまでに日本チョウ類保全協会が主体で管

理する 1つの保全エリアと対馬市が主に管理す

る 2つの保全エリアでシカ防護柵（図 6）を設

置し，補強や再導入に取り組んできた（日本チョ

ウ類保全協会編集部 2016）．ところが，期待す

るほどの大きな成果はまだ上がっていない．そ

の理由は食草および吸蜜植物の回復の遅れが主

要因と考えられる．また，一度シカ食害があっ

た場所では外来植物が繁茂しやすいのも原因と
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して挙げられる．そこで，これらの総合的な改

善を徐々に進めながら野生復帰を試みた．

2）保全エリア外での食草・吸蜜植物および生

息地の探索

食草ヌスビトハギ類および吸蜜植物の回復遅

延が見られることから，これらの移植候補とな

る野生株がまとまって生える保全エリア外の場

所を探索するとともに，現状でのツシマウラボ

シシジミの生息の有無を調査した．移植候補用

の野生株を発見した際には，株数を数えるとと

もに，GPSでプロット・カウントした後，対

馬市や環境省などに位置情報を提供した．

4. 行政・地域連携に関する活動

動植物の保全活動には，保全団体や飼育施設，

専門機関だけでなく，行政や地元住民との連携

が必須となる．現在，ツシマウラボシシジミの

保全には，環境省，長崎県，対馬市，足立区生

物園，長崎バイオパーク，日本チョウ類保全協

会，日本鱗翅学会，東京大学，大阪府立大学，

もやいの会佐須奈などが連携して進められてい

るが，より強固な協働体制が求められる．また，

本種に対する地元住民の認知度や保全意識はま

だ十分とは言えず，より一層の啓発活動に取り

組む必要がある．

そこで，これらの改善策を講じたが，具体的

な活動は次章Ⅲにて詳述する．

Ⅲ．結果および考察

1. 域外保全での飼育・繁殖に関する研究

1）代用食による蛹の体サイズおよび成長日数

マメ類 4種類の実を代用食として食べさせた

ところ，図 7で示されているように，ヌスビト

ハギ葉と黒枝豆で飼育した蛹の体サイズに有意

差は見られなかったが，モロッコインゲン，長

野産インゲンおよび兵庫産インゲンを与えた実

験区では有意に体サイズが小さかった．中でも

兵庫産インゲンでは，大きさのバラつきが他と

比べてかなり大きかった．

また，代用食による幼虫の孵化から蛹化まで

に至る成長日数の変化を調べた結果が図 8であ

る．ここで示されたように，ヌスビトハギ葉を

与えた場合と比較して，黒枝豆やモロッコイン

ゲンを与えた時には有意に成長日数が短かっ

た．反対に，長野産インゲンや兵庫産インゲン

を与えた際には，ヌスビトハギ葉と比べて有意

差は見られず，日数のバラつきも大きかった．

以上の 2つの結果から，本種の幼虫に与える

代用食として，枝豆が非常に優れていることが

明らかとなった．

2）幼虫期での日長と越冬との関係

18± 2 ℃の条件下で，幼虫の各齢期（2齢前

期，2齢後期，3齢前期，3齢後期，4齢前期）

での日長を 16L8Dから 10L14Dに変えて越冬・

非越冬の関係を調べたところ，図 9のデータが

得られた．この結果から，1）2齢期からすで

に日長変化に反応すること，2）その反応の影

響を受けやすい 2齢後～ 3齢前期に切り替える

と死亡率も高くなること，3）越冬巣がきちん

と作れない越冬幼虫の出現率も高くなること，

などが明らかとなった．ただし，2齢期のサン

プルは少なかったことから，今後の追加実験が

求められる．また，越冬巣が弱い幼虫を越冬さ

せると，翌年に蛹化まで至る率も低いらしいこ

とも判明している（データ非図示）．
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図 6　対馬市が進めているツシマウラボシシジミの生息域内

保全の様子．シカ防護柵で保護されている右側だけ林床の植

物が残っている．



3）越冬方法の試行

前年の実験から枝豆の生豆と冷凍豆での越冬

幼虫の大きさの違いと成長日数の違いに有意差

はないことが判明していたが，続いて生豆と冷

凍豆で育てた越冬幼虫を用いて，従来の素焼き

鉢管理による方法（蛹までの生存率 20 %前後）
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図 7　代用食による蛹の体サイズ．23 ℃，16L8D下による飼育．実験区に用いた代用食は以下 4種：モロッコインゲン（n = 

20），長野県産インゲン（n = 19），兵庫県産インゲン（n = 19），黒枝豆（n = 20）．対照区に主要食草の一つヌスビトハギ葉（n 

= 14）を使用．縦棒グラフは平均値，誤差範囲は標準偏差を示す．F検定により等分散．t検定（平均）：※P<0.01．

図 8　代用食による幼虫の孵化から蛹化までの成長日数．23 ℃，16L8D下による飼育．実験区に用いた代用食は以下 4種：モロッ

コインゲン（n = 17），長野県産インゲン（n = 16），兵庫県産インゲン（n = 16），黒枝豆（n = 18）．対照区に主要食草の一つヌ

スビトハギ葉（n = 14）を使用．縦棒グラフは平均値，誤差範囲は標準偏差を示す．F検定により等分散．t検定（平均）：※

P<0.05，※※P<0.01．

図 9　幼虫の齢期における日長と越冬・非越冬の関係



とは異なる吊るし法を試行した結果，表 1のよ

うに生豆飼育による越冬幼虫の蛹化率，つまり

生存率は 81 %，冷凍豆飼育での生存率は 57 %

で，いずれも素焼き鉢管理法での生存率を上回

り，特に生豆飼育個体の生存率は極めて高いこ

とが判明した．この新しい越冬方法は，今後の

累代飼育に極めて有効な手段になりうる．

4）低温による蛹への影響

蛹化後 2日目の蛹と 6日目の蛹を 5 ℃，10 ℃，

15 ℃の実験区に設置して，7日間の低温処理後，

25 ℃で管理して羽化への影響を調べた結果が

図 10である．サンプル数がやや少ないが，少

なくとも 10 ℃以下で 7日間の蛹管理は，蛹化

後 2日目と 6日目の蛹の双方とも，多少のリス

クがあることが明らかとなった．同様の実験を

より短い低温処理日数で試行することが，今後

必要となってくるであろう．

2. 遺伝子解析に関する研究

mtDNAの COI領域に基づいた分子系統解析

により得られた系統樹が図 11である．また，

同一の遺伝子情報からハプロタイプネットワー

クも構築している（非図示）．図 11によると，

ツシマウラボシシジミ 3亜種のうち，日本固有

亜種と名義タイプ亜種は単系統群として示され

た一方で，台湾亜種は枝の支持率が低いものの

側系統群と見なされ，日本固有亜種は台湾亜種

に内包する結果が得られた．

日本固有亜種の対馬産 10個体は系統保存や

野生復帰の創始個体群（A～ E）も含めてすべ

て同一のミトコンドリアハプロタイプで構成さ

れていることが明らかとなった．また，日本固

有亜種は台湾産やミャンマー産のハプロタイプ

とも異なり，独自のハプロタイプを持つことが

示された．一方で，この対馬産の日本固有亜種

は台湾亜種と遺伝的にかなり近縁であるという

意外な結果（約 0.2 %）も得られた．これは大

陸を介して両個体群が分断または各地域に進入

した時期がかなり浅いことが推測される．

日本固有亜種と台湾亜種のミトコンドリアハ

プロタイプだけで判断するなら，両亜種は互い

にほぼ同一の個体群と見ても差し支えない程度

の遺伝的差異しかないとも言える．両亜種間の

形態的差異も実は乏しく，台湾亜種の方が平均

的に大きくなる傾向が多少見られることの他，

台湾亜種の裏面亜外縁に見られる黄褐色線は

時々灰褐色となるものが出現する程度である．

そのため，近交弱勢に伴う遺伝的劣化と見られ

る状況が万が一起こった場合，対馬産個体群に

台湾産個体群を補強することも重要な手段の一

つとして考えられる．ただし，発生回数や越冬

態に関して遺伝的に固定された差異がある可能

性もあり，これらの点では詳細な調査が必要と

なる．ちなみに台湾産では，ほぼ同一の産地で

得られた 8個体の中に 4つのハプロタイプが含

まれていたことから，遺伝的多様性は高く保た

れているように見える．

ミャンマー産の名義タイプ亜種は日本固有亜

種や台湾亜種とは遺伝的距離がかなり大きいこ

とが判明した．本種のタイプ産地はインドの

アッサム地方で，ミャンマーとは隣接する．そ

れ以外の生息地としてタイやラオスには分布せ

ず，距離を隔てて中国（浙江），台湾，ベトナ

ム北部そして日本（対馬）といった大陸沿岸部

に分布することから，名義タイプ亜種は残りの

2亜種とは分布的にも遺伝的にも大きく隔離さ

れている可能性が考えられる．交尾器の形態も

精査することで，将来的に分類学的再検討を行

うことも考えられる．

mtDNAに関して一定の成果が得られたもの

の，核 DNAの遺伝子解析については資金の枯

渇やサンプルの古さ，量的不足，プライマーの

アンマッチングなど様々な理由から成し得るこ

とができなかった．そのため，今後は解読でき

なかった核 DNAの複数領域の増幅・解読によ
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図 10　蛹の低温処理による影響

表 1　生豆・冷凍豆飼育での越冬幼虫の吊るし法による蛹化までの生存率

図 11　ツシマウラボシシジミ（Pithecops fulgens）の分子系統樹．樹形はミトコンドリア DNAの CO1（665 bp）に基づいて NJ

法により構築．各枝の数値は NJ法（左）とML法（右）によるブートストラップ値で，50 %以上の値のみが表示されている．



り塩基配列を決定し，個体群内または個体群間

レベルでの系統解析やネットワーク解析を進め

る必要がある．このように本種の遺伝的構造を

明らかにしながら，近親交配による適合度の低

下を抑えるための繁殖方法を開発し，保全のた

めの再導入や補強などに適したデータを集積し

ていくべきであろう．

3. 域内保全での環境整備と野生復帰に関する研

究

1）保全エリア内の環境復元と野生復帰

対馬市やチョウ類保全協会，環境省に協力し

て，これまでに 3つの保全エリアで設置されて

いるシカ防護柵内での環境整備を行った．特に

シカ食害が一度あった場所では外来植物が繁茂

しやすいことから，防護柵内での外来植物の除

去を重点的に行った（図 12）．

再導入や補強による定着および繁殖・産卵の

経過を調査するため，足立区生物園や日本チョ

ウ類保全協会が域外保全で育てた飼育個体の幼

虫を環境整備したシカ防護柵内の食草に付けた

（図 13）．来年までモニタリングを継続し，こ

の結果を見ながら，今後の具体的な方法をさら

に検討する．

新たな問題として，保全エリアの一つで再導

入個体群の絶滅が起こったが，対馬市や日本

チョウ類保全協会の調査によると，この要因は

本種の急激な増加による寄生蜂や寄生蝿，クモ

のような天敵の大量発生であることが判明し

た．シカ食害により植食性昆虫全体が激減して

いる中，このチョウ幼虫が増加すると，集中的

に寄生または捕食されるものと考えられる．そ

のため，本種の保全には保全エリア内の植物の

多様性，ひいては植食性昆虫全体の多様性を回

復させることが必須と言える．

2）保全エリア外での食草・吸蜜植物および生

息地の探索

今回は対馬の北側に位置する上島を中心に計

14地点を調査した．このうちヌスビトハギ群

落が見つかった場所は 4地点，ケヤブハギ群落

が見出された所は 1地点に留まった．ただし，

この 1地点がシカ防護柵を伴った椎茸栽培を行

うホダ場で，高さ 30 cm以上のケヤブハギ 48

株とヌスビトハギ 185株の大群落を形成（図

14）しており，今後の食草移植やツシマウラボ

シシジミの再導入の候補地としても期待でき

る．

元来，ツシマウラボシシジミが好む環境は杉

植林内の椎茸ホダ場であることから，ホダ場の

地権者等と連携しながら生息地の環境整備を進

めることで，本種の域内保全と農業・林業との

共存共栄を模索することも今後の重要な課題で

あろう．
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図 12　保全エリア内での外来植物除去の様子 図 13　保全エリア内に生える食草に幼虫を付ける様子



4. 行政・地域連携に関する活動

6・7月に各 1回ずつ，対馬にて環境省，長

崎県，対馬市，足立区生物園，長崎バイオパー

ク，日本チョウ類保全協会，東京大学，大阪府

立大学，日本鱗翅学会の代表者数名による会議

を設け，現状と今後の保全に向けた話し合いを

行った．また，12月にも長崎バイオパークに

て会議を開催し，情報を共有して来年以降の連

携方針を固めた．

現地での本種の保全に関する教育普及活動の

一環として，10月には日本鱗翅学会の他に，

環境省，対馬市，足立区生物園が，連名で東京

大学にて飼育された個体の標本を地元の小中学

校へ寄贈した（矢後 2018b）．この寄贈は報道

機関でも取り上げられ（図 15），地元では大い

に注目された．このような活動を広げることで，

子供達への環境教育や郷土愛の育成にも貢献し

ている．

Ⅳ．謝辞

本研究を進めるにあたり，境　良朗先生には

ツシマウラボシシジミのかつての生息環境や対

馬産昆虫類の現状についてご教示頂いた．故・

國分英俊先生および山本武能博士には対馬の植

物に関して様々なアドバイスを賜った．読売新

聞社からは新聞記事の転載許可（No. 1181548）

を頂いた．もやいの会佐須奈および（一財）自

然環境研究センターには，日頃から生息域内外

の様々な保全活動でご支援頂いている．また，

成果の一部は環境省の生息域外保全推進モデル

事業および保護増殖事業により許可を得てなさ

れたものである．各氏・各団体に心よりお礼を

申し上げる．

引用文献
Clement, M., Posada, D. and Crandall, K. 2000. TCS: a 

computer program to estimate gene genealogies. 

Molecular Ecology 9: 1657-1660.

Felsenstein, J. 1985. Confidence limits on phylogenies: an 

approach using bootstrap. Evolution 38: 16-24.

Folmer, O., Black, M., Hoeh, W., Lutz, R. and Vrijenkoek, R. 

1994. DNA primers for amplification of mitochondrial 

cytochrome oxidase subunit I from diverse metazoan 

337
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The lycaenid butterfly, Pithecops fulgens tsushimanus Shirôzu and Urata, 1957, is distributed only in Tsushima 
Island. In recent years, however, this species has become the most critically endangered of Japanese butterflies due 
to the impact on its habitats of overbrowsing by Sika deer. We addressed the following four tasks in order to 
conserve and increase the population of the endangered species: a) more effective captive breeding under artificial 
conditions; b) population genetic analyses; c) environmental reconstruction and reintroduction; d) collaborative 
conservation activities carried out by government and local administrations alongside local communities. As a result, 
the study on captive breeding produced significant achievements, particularly in experiments on overwintering and 
alternative hostplants. The genetic analyses showed that the populations in Japan, China and Taiwan are 
phylogenetically quite distant from the nominotypical subspecies in Myanmar. This genetic difference may indicate 
that the two clusters most likely could not interbreed with each other and that the Japanese and its adjacent 
populations are considered as a species distinct from P. fulgens. In the in-situ conservation, breeding individuals 
were released in the wild. However, it was difficult to stably maintain the reintroduced population for various 
reasons. In the conservation activities among governments and local communities, liaison meetings were held by 
several parties from faculties, societies and zoos. Moreover, four specimens of P. fulgens were donated to a local 
elementary and junior high school under the joint signatures of the parties, so this activity contributed to education 
and enlightenment in conservation of the species.
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