
Ⅰ．緒言

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，国内では対馬にのみ産し，日

本産チョウ類約 250種の中で最も絶滅が危惧さ

れる種である．1969年に本種繁殖地が上県町

の天然記念物となり，その後は 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て

いるが，かつての本種は特に珍しい種ではな

かった（矢後 2007）．2000年代に入ってからの

主にシカの急激な増加による林床植生の食害と
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最絶滅危惧チョウ類の保護増殖と地域農林業との 
共存共益の探索
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シカの急増に伴う林床植生の食害により国内で最も絶滅が危惧されるチョウと化したツシマウラボシ
シジミの保全を目的として，a）保全エリアでの実践的な保護増殖活動，b）保全エリア候補地の探索に
関する活動，c）希少種保全と農林業との連携に関する活動，の大きく 3つの課題に取り組んだ．保護増
殖活動では，環境整備やシカ防護柵の増設により保全エリアの改善を試みた他，現状の環境を把握する
ためにエリア内の林床植生および日照・温度・湿度を調査した．今後の系統保存と再導入のために越冬・
非越冬幼虫を制御する光周性に関する実験も行った結果，1齢幼虫から日長を感知する個体が現れること
が判明した．保全エリア候補地の探索では，本種の好む環境を備える椎茸のホダ場 30ヶ所を調査し，良
好な環境を保持した 11ヶ所のホダ場を見出した．保全と農林業との連携では，アンケート調査から多く
の地権者や椎茸農家の方々は本種の保全に好意的なことや，本種を育むホダ場で生産された椎茸のブラ
ンド化に賛成で，協力可能であることなども明らかとなった．
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図 1　食草ケヤブハギに静止するツシマウラボシシジミのメス



これに伴う林内の乾燥化で，照葉樹林や針葉樹

植林の林床植生が破壊し尽くされ，幼虫の食草

ヌスビトハギ類や成虫の吸蜜植物が激減した．

その結果，2013年には本種の自然発生地がご

く狭い一ヶ所だけとなり，ほぼ野生絶滅の状態

にまで陥ったのである（中村ほか 2015；矢後

ほか 2016）．

対馬は動植物ともに大陸系種と日本本土系種

が混在し，対馬固有亜種を形成する本種だけで

なく，ツシマサンショウウオやツシマテン，ツ

シマギボウシに代表される多くの対馬固有の

種・亜種が存在し，他に類を見ない独特の生物

相を形成している貴重な島である．昆虫の中で

もチョウ類の分布の解明度は極めて高いことか

ら，環境指標として現在の生息状況が把握しや

すいが，おそらく対馬では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

が容易に推測される．

このような状況下，2013年 6月から対馬市，

環境省の協力下で保全協会および足立区生物

園，東京大学が島外でツシマウラボシシジミの

累代飼育を開始し，対馬市も同年から島内にて

飼育下繁殖を始めた（矢後 2018a；矢後ほか 

2019）．ところが危機的状況は免れず，2014年

2月に日本鱗翅学会と NPO法人日本チョウ類

保全協会（以下，保全協会）が「対馬のツシマ

ウラボシシジミの保全に関わる要望書」を環境

大臣，長崎県知事，対馬市長宛に提出した（矢

後 2014）．これを機に本種の保全の動向もさら

に活発化し始めた．2017年 1月には環境省「種

の保存法」の国内希少野生動植物種にも指定さ

れて保護増殖事業計画が策定された．現在では

上記の環境省，対馬市，日本チョウ類保全協会，

足立区生物園，東京大学の他，長崎バイオパー

ク，箕面公園昆虫館，大阪府立大学，日本鱗翅

学会やボランティア団体，個人などが協働しな

がら本種の生息域外・域内保全が進められてい

る（矢後 2016，2018a，2018b；矢後ほか 2019）．

このような体制下で現在まで何とか絶滅を防い

できたものの，思うような成果までは上がらず，

今なお危機的状況が続いている．

日本鱗翅学会自然保護委員会が本プロジェク

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

会が携わって進めてきたが（日本チョウ類保全

協会編集部 2016），最終年度の翌年度（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．その後，本種が国内希少野生動植

物種に指定されたものの，保護増殖事業が立ち

上がる目処は立っておらず，組織も編成されて

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本基金の提携助

成（学協会助成）に申請して採択された．この

課題はある程度の目標を達成できたが（矢後ほ

か 2018），さらなる高みを目指すべく，将来的

な本種の再導入個体群の定着および分布拡大を

達成するにあたり，その保全エリア候補として

本種が好む環境とシカ防護柵を兼ね備えた場所

として椎茸栽培地（ホダ場）が極めて有効なこ

とから，今後の保全エリア候補となる基礎情報

の集積および「希少種保全─農林業」の連携に

着眼した域内保全の活動を主体とした今回の申

請，さらには採択に至った．

具体的には，前述の機関・施設等と連携しな

がら，1）保全エリアでの実践的な保護増殖活動，

2）保全エリア候補地の探索に関する活動，3）

希少種保全と農林業との連携に関する活動，の

3つの課題に取り組むことで，主に飼育繁殖個

体の再導入と定着に関する環境整備，基礎研究
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および試行実験と，その野生復帰や分布拡大に

必須となる保全エリア候補地の探索を目的とし

た．また，ホダ場を所持する地権者やそれを利

用する椎茸農家等と連携しながら生息地の環境

整備および希少チョウ類を育むホダ場で生産さ

れた椎茸のブランド化を進め，本種の保全活動

だけでなく，農業・林業への貢献，ひいては将

来的な地域社会の発展にも寄与することを目標

とした．この事例を基に，絶滅危惧生物の生息

域内保全と農業・林業との共存共栄の模範的役

割も目指した．

Ⅱ．材料および方法

1. 保全エリアでの実践的な保護増殖活動

a）保全エリアでの環境整備

シカ防護柵に囲まれた保全エリアは大きく

3ヶ所（保全上，地名や所在は公表せず，便宜上，

それぞれのエリアを N，S，SYとする）に設

置されているが，このうちの 1ヶ所の隣接地に

新たなシカ防護柵（6 m四方）を増設するため，

2×1 mのワイヤーメッシュを連結・包囲して

設置した．また，林床植生の改善をすべく，間

伐整理作業やリター除去，外来植物の選択的排

除等を手作業で進めた．

これらの処理による各保全エリアの林床の環

境変化とチョウ生息地としての最適条件を検証

するため，植生調査および日照・温度・湿度の

調査を実施した．具体的には各保全エリアの柵

内にコドラート（2×2 m）を複数設置して植生

を記録するとともに，一日の林床日照時間を比

較するために各コドラート上から魚眼レンズ

Nikon FC-E8 Fisheye Converter FC-E8 0.21X を装

着したデジタルカメラ Nikon Coolpix 4500で全

天空写真を撮影し，これらを全天空写真解析プ

ログラム CanopOn 2.03c（竹中 2009）で読み込

んで得られた空隙率を樹冠開空度として算出し

た．また，各保全エリア内の温湿度のデータを

得るため，高さ 1 mの位置に USB温湿度デー

タロガー EL-USB-2-LCD（Lascar製）を設置し，

継続的に記録した．

b）再導入のための飼育個体の日長による影響

再導入を目的として人工照明により飼育下繁

殖された放逐個体の日長の影響が不明確なまま

で，本来の自然発生個体と越冬・非越冬の時期

との相違が生じたり，越冬幼虫の生存率にも悪

影響をもたらしたりしている可能性がある．そ

こで日長と越冬・非越冬の関係を調べるため， 

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］を用い，こ

の中に飼育用丸プラスチックケース（Φ90×33 

mm：志賀昆虫普及社製）に幼虫各 1頭ずつを

入れて飼育した（矢後ほか 2018）．日長条件は

1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

の影響を確かめた．餌には代用食である枝豆を

与えた．

2. 保全エリア候補地の探索に関する活動

a）保全エリア候補地の探索

かつて本種が広く生息していた対馬の上島地

域を中心に，保全エリア候補地となる椎茸ホダ

場の探索を行った．

見出した候補地については外観を撮影すると

ともに，その所在地の住所，緯度経度（GPSデー

タ），面積（m×m），シカ防護柵の状態などを

調査，記録した．ただしここでは個人情報保護

や保全上の観点から所在地の住所の表記は町名

までとし，面積と柵の状態を除く他のデータは

本稿では公表を避けた．柵の状態は，A：良好（メ

ンテナンス必要なし），B：普通（若干のメン

テナンス必要あり），C：不良（メンテナンス

は困難），の三段階で評価した．

b）保全エリア候補地の林床調査

見出した保全エリア候補地内の林床調査を柵
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外からの目視で行った．調査項目は食草ヌスビ

トハギ類の有無（わかる場合は種名も），吸蜜

植物の有無（わかる場合は種名も）などを記録

した．またこの調査項目に加えて，面積やシカ

防護柵の状態も加味した総合評価を A：良好（放

チョウすれば居着く可能性がある），B：普通（環

境を少し改善すればチョウが居着く可能性があ

る），C：不良（環境回復は困難），の三段階で行っ

た．

3. 希少種保全と農林業との連携に関する活動

a）保全エリア候補地の地権者・農家調査

調査を行った保全エリア候補地の地権者（農

家含む）の所在や氏名をできる限り調べるとと

もに，後述のアンケート調査のために直接面会

して，ホダ場としての土地利用状況や保全への

関心等を記録した．地権者や農家の住所・氏名

は個人情報保護の観点からここでの公表はしな

い．

b）地権者へのアンケート調査と連携の実現性

保全エリア候補地の地権者に，性別，年齢，

ツシマウラボシシジミの存在，本種が天然記念

物や国内希少野生動植物種に指定されているこ

との知識，保護増殖への協力の可否，保全関係

者のホダ場への出入りの可否，椎茸のブランド

化への賛否やその協力の可否などに関するアン

ケート調査を行った．これにより本種の保全と

ホダ場を管理する地権者や椎茸農家等との連携

の可能性や，保全エリアとして指定したホダ場

で生産された椎茸のブランド化の可能性につい

て考証した．

Ⅲ．結果および考察

1. 保全エリアでの実践的な保護増殖活動

a）保全エリアでの環境整備

これまでシカ防護柵に囲まれた杉林内の保全

エリアは大きく 3ヶ所に設置されているが，こ

のうちの 1ヶ所の既存施設に隣接した箇所に新

たにシカ防護柵を増設した（図 2）．

また，保全エリア内で本種の生息には適さな

い箇所の林床植生を改善すべく，林内の間伐作

業（図 3）を進めた他，本種の食草や吸蜜植物

の植栽，外来植物の選択的排除，リター除去等

の管理を行った．

続いてこれらの作業による林床環境の変化と

チョウ生息地の最適条件を比較・検証するため，

植生調査および日照・温度・湿度の調査を実施

した．まず各保全エリアの植生調査として，柵

内に設置したコドラート計 35ヶ所の種別被度，

群落高，全植被率を 8月と 10月に調査した．

このうち種別被度と群落高の多様度は保全エリ

ア SYが最も高く，保全エリア Nと Sはほぼ

一様に低く保たれていた（データ非表示）．他
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図 2　新たに増設したシカ防護柵

図 3　間伐材整理作業の様子



のデータは未整理となっている．

日照条件を検討するため，各保全エリア内に

設置したコドラート上の樹冠開空度を算出して

グラフ化したものが図 4である．これによると，

保全エリア SYの空隙率は約 4～16 %と幅があ

り，平均的にも高かった．また，保全エリア S

の空隙率はおよそ 3 %前後で，最も低く抑え

られていることが明らかになった．既存の保全

エリアの中では保全エリア Nが最も良好な環

境を保持していると考えられるため，将来的に

樹冠開空度を保全エリア Nで得られた空隙率

（5 %前後）に近づける必要があるだろう．

各保全エリア内に設置した温湿度データロ

ガーにより得られたデータが図 5である．図

5aは保全エリア N，図 5bは保全エリア S，図

5cは保全エリア SYを示している．この結果に

よると，Nと Sの湿度は年間を通じて極めて類

似していたが，SYでは湿度の値がより高い日

が多く，振れ幅も大きいことが判明した．一方，

温度についてはいずれのエリアも類似してい

た．このことから温湿度の環境は保全エリア N

と Sでよく似ていることが明らかとなった．

b）再導入のための飼育個体の日長による影響

再導入個体群の光周性の影響および幼虫期で

の日長と越冬・非越冬との関係を把握するため，

18±2 ℃の条件下で幼虫の各齢期（1齢前期，1

齢後期，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 6のデータが得られた．この結果によると，

1）1齢期からすでに日長変化に反応する個体

も出現すること，2）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）1齢～ 3

齢期に切り替えると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．また，越冬巣が弱い幼虫を越冬さ

せると，無事に越冬はできるものの，蛹化直前

に死亡したり，羽化不全となる確率が高くなっ

たりする可能性も判明している（データ非図

示）．

2. 保全エリア候補地の探索に関する活動

a）保全エリア候補地の探索

対馬では椎茸が特産物として知られるが，本

種のかつての最適な生息環境は，杉林内に設け

られたホダ場（椎茸栽培地）であった．このよ

うな場所は食草ヌスビトハギ類が生育しやす

く，適度に草刈りも行われていて林床植生が常

に安定していたためである．現在のホダ場はシ
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図 4　全天空写真から算出した各保全エリアの樹冠開空度．縦軸は樹冠の空隙率，横軸は計測地点のコドラート番号を示す．

コドラート番号のアルファベット（N，S，SY）は 3ヶ所ある保全エリアにそれぞれ該当する．
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図 5　保全エリア内の温湿度変化（2018年 7月～ 2019年 3月）．a，保全エリア N．b，保全エリア S．c，保全エリア SY．左

縦軸は温度，右縦軸は湿度，横軸は日付を示す．



カ防護柵を必ず兼ね備えており，基本的に林床

植生もシカ対策も万全な体制が整っている．

そこで，かつて生息地が多く存在していた対

馬の上島地域を主体に，保全エリア候補地とな

るホダ場の探索を綿密に行い，計 30ヶ所のホ

ダ場を見出した．その外観写真を図 7-9で図示

した．規模面積や光環境，植生，原木の組み方

も多種多様であったが，中には保全エリアとし

て有効な候補地も含まれていた．この結果の詳

細と考察については次項で述べる．

b）保全エリア候補地の林床調査

上記の探索の結果から得られた保全エリア候

補地 30ヶ所（図 7-9）に関して，今後の保全

エリアとして使える可能性を評価するため，食

草ヌスビトハギ類の有無，吸蜜植物の有無を記

録したのが表 1である．このうち食草の有無に

ついては，16ヶ所で見出され，さらに吸蜜植

物を備えている箇所は 12ヶ所であった．

この調査項目に加えて，ホダ場面積やシカ防

護柵の状態も加味した総合評価を A：良好，B：

普通，C：不良，の三段階に候補地をランク付

けした（表 1）．その結果，総合評価 Aに該当

するのは計 11ヶ所で，全体の約 30 %であま

り新たに手を加えなくても有効な場所が残され

ていることが判明した．ただし周年発生が可能

かどうかについては，本種は時期により使用す

る食草や吸蜜植物が少しずつ異なる傾向が見ら

れるため，実質的な保全への使用にはさらなる

吟味が不可欠と考えられる．

3. 希少種保全と農林業との連携に関する活動

a）保全エリア候補地の地権者・農家調査

表 1に列挙した保全エリア候補地となるホダ

場 30ヶ所のうち，対馬市上県町地内の 24ヶ所

で所持・運営する地権者等の所在を確認でき，

さらに直接面会してアンケートを実施，回収す

ることができた．この結果と考察に関しては次

の項目で詳述する．

b）地権者へのアンケート調査と連携の実現性

ホダ場を所持する地権者や運用する椎茸農家

等と連携しながら本種の保全を拡大させる可能

性を探るため，今回の調査で見出された保全エ

リア候補地のうち 24名の地権者（椎茸農家含

む）によるアンケート調査が実施された．その

回答を集計した結果が図 10である．

性別構成では女性も含まれているものの，男

性が 9割を占めていた．年齢構成では 70歳代

以上が 40 %と最も多く，次いで 60歳代が

35 %と高齢化が進んでいることが判明した．

これは今後の保全の展開でも注視するべき課題

である．
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図 6　幼虫の各齢期における日長と越冬・非越冬の関係．横軸に示す各齢期で日長を 16L8Dから 10L14Dに変更した．その結

果から得られた越冬・非越冬の割合を縦軸に記している．



ツシマウラボシシジミの存在を知っていた方

は 40 %に留まり，そのうち本種の繁殖地が対

馬市の天然記念物であることや，環境省「種の

保存法」の国内希少野生動植物種に指定されて

いることを認知している方は，わずかに 40 %

のみであった．この結果はさらなる広報活動が

求められることを示唆している．

その一方で，本種の保護増殖への協力に関し
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図 7　椎茸ホダ場の調査地．a，調査地 No.1．b，調査地 No.2．c，調査地 No.3．d，調査地 No.4．e，調査地 No.5．f，調査地

No.6．g，調査地 No.7．h，調査地 No.8．i，調査地 No.9．j，調査地 No.10．すべて長崎県対馬市上県町内．



ては，「協力できる」が 10 %，「条件によって

は協力できる」が 90 %，無回答や協力不可は

0 %で，本種の保全にかなり好意的な回答が得

られた．また，実際に保全エリアとして活用を

始めた場合の保全関係者のホダ場への出入りの

可否については，「可能」が 35 %，「条件によっ

ては可能」が 65 %と，基本的に可能である意

見が 100 %を占めていたことから，ここでも
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図 8　椎茸ホダ場の調査地．a，調査地 No.11．b，調査地 No.12．c，調査地 No.13．d，調査地 No.14．e，調査地 No.15．f，調

査地 No.16．g，調査地 No.17．h，調査地 No.18．i，調査地 No.19．j，調査地 No.20．すべて長崎県対馬市上県町内．



非常に協力的な回答が得られている．

本種の保全を担うホダ場で生産された椎茸の

ブランド化のアイデアについては，「賛成」が

95 %，「条件によっては賛成」が 5 %で，ほぼ

全員が賛同する結果となった．また，このブラ

ンド化への協力に関しても，「可能」が 60 %，「条

242

図 9　椎茸ホダ場の調査地．a，調査地 No.21．b，調査地 No.22．c，調査地 No.23．d，調査地 No.24．e，調査地 No.25．f，調

査地 No.26．g，調査地 No.27．h，調査地 No.28．i，調査地 No.29．j，調査地 No.30．a-d，長崎県対馬市上県町内．e-j，長崎県

対馬市美津島町内．



件によっては可能」が 25 %という回答結果で，

椎茸のブランド化に対する関心の高さが伺え

た．

今回のアンケート結果を統合すると，椎茸の

ホダ場という特殊環境を好むツシマウラボシシ

ジミの保全と椎茸のブランド化による農林業と

の連携は潜在的に十分可能であることを示して

いる．今後は緻密な計画と迅速な行動力を持っ

て，この絶滅危惧種の保全と地域産業との共存

共栄の実現に向けた新たなステップを切り拓く

ことが重要な課題となるだろう．
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本研究を進めるにあたり，故・國分英俊先生
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様々なアドバイスを賜った．東京大学の寺島一

郎教授には全天空写真を撮影するための貴重な

撮影機材を借用させて頂くとともに，重要なア

ドバイスも賜った．（同）対馬自然写真研究所

の島居武治，小宮拓磨の両氏には間伐やシカ防
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調査地No. ホダ場所在地 ホダ場の面積（m x m） 食草の有無（種名） 吸蜜植物の有無（種名） 柵の状態 総合評価

1 長崎県対馬市上県町 70 ｘ 40 有 有 D C
2 長崎県対馬市上県町 30 ｘ 60 無 無 A B
3 長崎県対馬市上県町 60 ｘ 20 無 無 A B

4 長崎県対馬市上県町 60 ｘ 60 無 無 A B

5 長崎県対馬市上県町 80 ｘ 50 有 有 A A

6 長崎県対馬市上県町 150 ｘ 150 有 有 A A

7 長崎県対馬市上県町 120 ｘ 40 有（ヤブハギ） 無 A A

8 長崎県対馬市上県町 100 ｘ 80 無 無 A B

9 長崎県対馬市上県町 60 ｘ 50 無 無 A B

10 長崎県対馬市上県町 120 ｘ 120 無 無 A B

11 長崎県対馬市上県町 40 ｘ 80 無 無 C C

12 長崎県対馬市上県町 40 ｘ 30 無 無 C B

13 長崎県対馬市上県町 130 ｘ 70 無 無 B B

14 長崎県対馬市上県町 100 ｘ 60 無 無 B B

15 長崎県対馬市上県町 60 ｘ 120 無 無 A B

16 長崎県対馬市上県町 50 ｘ 70 無 無 A B

17 長崎県対馬市上県町 180 ｘ 100 有（ヌスビト） 無 A A

18 長崎県対馬市上県町 60 ｘ 30 無 無 B B

19 長崎県対馬市上県町 120 ｘ 30 有（ヌスビト） 無 A A

20 長崎県対馬市上県町 150 ｘ 50 有（ヌスビト、マルバなど） 有（ハエドクソウなど） A A

21 長崎県対馬市上県町 60 ｘ 100 有（ヌスビト、マルバなど） 有（ハエドクソウなど） A A

22 長崎県対馬市上県町 100 ｘ 50 有（ヌスビトなど） 有（ハエドクソウなど） A A

23 長崎県対馬市上県町 120 ｘ 80 無 無 A B

24 長崎県対馬市上県町 100 x 120 有（ヌスビト） 無 A A

25 長崎県対馬市美津島町 150 x 10 有（ヌスビト） 有（ハエドクソウ、シソ科の一種） A-B A

26 長崎県対馬市美津島町 200 x 15,  50 x 10 有（ヌスビト）
有（ハエドクソウ、ヤマハギ、ダルマ
ギク、シソ科の一種）

A-B A

27 長崎県対馬市美津島町 100 x 10 有（ヌスビト） 有（ハエドクソウなど） A A-B

28 長崎県対馬市美津島町 50 x 10 有（ヌスビト） 有（ハエドクソウなど） B B

29 長崎県対馬市美津島町 100 x 8 有（ヌスビト） 有 A B

30 長崎県対馬市美津島町 100 x 10 有（ヌスビト） 有 A B

表 1　対馬における椎茸ホダ場の調査結果．柵の状態：A，良好（メンテナンス必要なし）；B，普通（若干のメンテナンス必要

あり）；C，不良（メンテナンスは困難）；D，無．総合評価：A，良好（放チョウすれば居着く可能性がある）；B，普通（環境

を少し改善すればチョウが居着く可能性がある）；C，不良（環境復元は困難）．



護柵の設置でお世話になった．もやいの会佐須

奈，長崎県立対馬高等学校，（一社）MITおよ

び（一財）自然環境研究センターには，日頃か

ら生息域内外の保全活動でご支援頂いている．

各氏・各団体に心よりお礼を申し上げる．
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図 10　調査地の地権者（椎茸農家含む）へのアンケート結果
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The lycaenid butterfly, Pithecops fulgens tsushimanus Shirôzu and Urata, 1957, which is distributed only in 
Tsushima Island, has become the most critically endangered of Japanese butterflies due to the impact on its habitats 
of overbrowsing mainly by Sika deer in recent years. We addressed the following three actions to conserve and 
increase the population of the endangered species: a) practical conservation and breeding activities in protection 
areas; b) search for additional protection areas; c) collaborative activity between conservation of the endangered 
butterfly and agriculture/forestry industries. In the conservation and breeding activities, the protection areas were 
improved due to environmental management developments and additional deer-proof fence construction. Floor 
vegetation, temperature/humidity and canopy openness of the protected areas were investigated in order to 
understand the environmental conditions. For future stock preservation and reintroduction of the butterfly, we also 
conducted an experiment on photoperiodism controlling overwintering and non-overwintering of the larvae, and the 
results indicated that some larvae most likely sense photoperiods from the 1st instar. In the search for additional 
protection areas, 30 sites, cultivation fields of shiitake mushrooms which the butterfly generally prefers, were 
investigated. Of the sites, 11 were deemed excellent habitats for the species. In the collaborative activity between 
conservation efforts and agriculture/forestry industries, our questionnaire survey revealed that many land owners and 
shiitake mushroom farmers were favorable to the conservation of this butterfly. They were also enthusiastic towards 
the commercial potential, such as promotional branding of mushrooms produced in designated conservation areas.
Keywords: overbrowsing by sika deer, national endangered species of wild fauna and flora, reintroduction, 
environmental restoration, shiitake mushroom, biodiversity conservation
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