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はじめに 
東京から南約 200kmに位置する御蔵島は，その地形がもたらすとおもわれる独特な環境

故に伊豆七島の中でもユニークな生物相をもつ（有田 2018）．昆虫で御蔵島の名前が冠さ

れる種類として，ミクラクロヒカゲとミクラミヤマクワガタが知られるが，ミクラミヤマ

クワガタは伊豆諸島の神津島にも生息し，近似種が遠く離れた中国福建省でも見出されて

いる．世界で御蔵島のみに生息するものはミクラクロヒカゲ（以降ミクラクロと呼称する）

である．図 1でミクラクロ（図 1a）と本土産クロヒカゲ（図 1b）を比較するが，ミクラク

ロは①オス（♂），メス（♀）共に小さく♂の翅裏面の地色が黒っぽく♀裏面はやや赤味を帯

びる，② 翅形がやや尖り上翅裏面白帯（青色矢印→で示す）が本土産に比べてはるかに鮮

明であること， ③裏面眼状紋（赤色矢印→で示す）の発達が極端に悪いことが理解される．

他方，本土産クロヒカゲは翅形が丸みを帯び大型で，裏面眼状紋は前翅裏面から後翅裏面

に環状の橙色と青紫色に囲まれる眼状紋とし

て大きく発達する（図 1b）．このような本土産

クロヒカゲとの顕著な違いから，本土産原名亜

種 [Lethe diana（Butler 1866）]に対し御蔵島亜

種（ssp.mikuraensis Shirôzu 1975）と亜種記載さ

れている（白水 2006）．ミクラクロが本土産ク

ロヒカゲ（九州・四国・本州から北海道まで広

く分布する）と異なる種類（別種）であるのか，

あるいは御蔵島という特殊な生息環境で隔離

された地域で特化し，形質の大きく異なる本土

産クロヒカゲ亜種＊であるのかという点は長い

間解明されずに今日に至っている． 
図 1．御蔵島産クロヒカゲと本土産ク

ロヒカゲの後翅面の比較 

 

a．ミクラクロヒカゲ（御蔵島産クロヒカゲ亜種）

b．クロヒカゲ（本土産クロヒカゲ原名亜種）

♂ ♀

♂ ♀
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筆者はこの未知の課題を解決するために，御蔵島村役場より調査許可をいただき，2017

年から 2020 年にかけてミクラクロと本土産クロヒカゲの交配実験ならびに戻し交配実験

に成功し，ミクラクロと本土産クロヒカゲが同種であることを明確に証明したので下記に

概説する（有田ら 2020, 2021）．同じ亜種であっても，ミクラクロヒカゲほど本土産原名亜

種と比較してあたかも別種とおもえるほど極端に特化するケースは極めて珍しい．御蔵島

という環境がこのような奇異なる生物の変異をもたらす極めて貴重な地として位置づけら

れることを理解する一助になれば幸いである． 

（＊亜種：基本的に同種であるが，特化して異なる形質をもつもの．） 

 

結果と考察 

1. 本州産クロヒカゲとミクラクロヒカゲは同種か別種か？ 

まずミクラクロと本土産クロヒカゲが同種か別種かを知る手

段として，交配実験による方法が基本的である．吹き流しのケー

ジに本土産クロヒカゲ♂と飼育したミクラクロ♀を入れて放置

する．♂と♀の翅を指でつまんで強制的に交尾させるハンドペア

リングという手法が大型アゲハ類やオオムラサキなどでは一般

的であり，本種においても山辺（2017）がハンドペアリングに成

功しているが，技術的に困難で第 1 代雑種（F1）までの作製し

か報告しておらず，同種か別種かの結論には至っていない．筆者

は本土亜種 2♂とミクラクロ 1♀を吹き流し内に入れてケージペ

アリングを試み，チョウの世界でも相性があるのか♂も♀も互い

に無関心で交配は難しいかなと半ば諦めかけた 5 日後に，幸運

にも交尾が確認された（図 2）． 

 

採卵用ケースで食草のササをセットして，3 日間で 80

卵近くササの葉裏に産卵した（図３）．卵は 8日前後で孵

化し，幼虫になった．室内を 20~22℃に設定して自宅近く

に自生するササ類を用いて雑種第 1 代（F1）を飼育した．

ミクラクロ幼虫は 4 齢で蛹化するが，本州産クロヒカゲ

ならびに F1 個体は 5 齢で蛹化することが明らかになっ

た．また．ミクラクロ幼虫（図 4a）と蛹（図 4b）は緑色

であったが，本州産や雑種第 1 代の幼虫と蛹は茶色であ

った（図 4c）．本実験で得られたミクラクロと本州産クロ

ヒカゲの雑交幼虫は無事成虫になったが，翅裏面は前翅 

図 2．クロヒカゲの交尾 

 

図 3．ササ葉裏に産み付けられ

たられた卵 
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裏面白帯（→で示す）を除いて，眼状紋などの特徴が基本

的に本州産クロヒカゲの形質を示した（図 5a）．本結果

は，本州産クロヒカゲの裏面眼状紋の形質発現に関係し

ている遺伝子が顕性（優性）であることを示すものであ

る．他方，F1 個体の上翅裏面の白帯は本土産亜種と比較

して鮮明であり，ミクラクロの持つ遺伝子が顕性である

ことを示唆する．次に同種か別種かを明確にする実験と

して不可欠なことは，F1♀と♂をそれぞれ本州産クロヒカ

ゲとかけ合わせて子孫の維持継続が可能であるかどうか

である．正常な生殖能が維持され，かつ子孫に異常がな

い場合は同種であり，何らかの不具合があれば別種の可

能性が大きいということである．このような掛け合わせ

実験を「戻し交配」と呼ぶが，種を決定づける交配手 

法として不可欠のものである．第 1 回目の戻し交配実験で得られた個体を「戻し交配第 1

代（Back-Cross 1: BC1）」と呼ぶ．異なる種類であっても雑交は自然界でもしばしば見られ

るが，遺伝的背景が大きく異なる種類（別種）の雑交では得られた♀には生殖能が無いか，

たとえ幼虫が得られても途中で死亡するか成虫になっても奇形や何らかの異常が生じ種と

しての継続ができない（雑種崩壊と呼ぶ）．本研

究で F1♀と本州産クロヒカゲ♂を吹き流しで人工

交配して戻し交配第 1 代（BC1）の作製を試みた．

本州産クロヒカゲ♂と F1♀は交尾し，卵も孵化し，

幼虫も 5 齢で蛹化して無事羽化にいたった（図

5b）．同様に本州産クロヒカゲ♀と F1♂でも同じ

結果が得られた（逆 BC1）．この事実は，ミクラ

クロと本州クロヒカゲは形質面では全く異なる

が（図 1a，b），F1ならびに BC1の交配実験の成

功により基本的に同種であることを初めて明確

に示した． 

 

 

2. ミクラクロヒカゲの形質遺伝子の発現実験 

先のミクラクロと本州産クロヒカゲの交配実験により得られた子孫の特徴は後翅裏面眼

状紋の発現が圧倒的に本州産タイプであることから，本州産クロヒカゲの眼状紋にかかわ

る遺伝子が顕性（優性）で，ミクラクロの発現遺伝子が潜性（劣性）であることが理解され

る．逆に前翅裏面白帯の特徴は F1♂と♀で鮮明なミクラクロタイプが顕著に現れることか

20mm

a

c

b

図 4．ミクラクロ幼虫と蛹 

およびクロヒカゲ幼虫 

 

図 5．ミクラクロとクロヒカゲの雑種第 1代

（F１）と戻し交配個体（Bc1） 

 

a．ミクラクロヒカゲ♀×本土クロヒカゲ♂（雑種第 1代：F1）

b．F1♀×本土クロヒカゲ♂（戻し交配第 1代：Bc1）

♂ ♀

♂ ♀



6 

ら，ミクラクロ遺伝子が顕性であることが理解

される（図 5a）．形質発現にかかわる遺伝子が

一個の場合はメンデルの法則により F1♂と

F1♀を掛け合わせることによって得られる雑種

第 2 代（F2 と呼ぶ)の子孫に潜性遺伝子の発現

が 4分の 1の確率で発現する．しかしながら，

ミクラクロと本州産クロヒカゲの斑紋や形状

の違いは複数あり，単一の遺伝子で説明できる

ような単純なものでない．複数の遺伝子がかか

わっているため，単純に交配実験で完全なミク

ラクロ型を再現することは確率的にかなり困

難である．F1♂と F1♀を掛け合わせて多数（約

90 頭）の F2 個体を得た．ミクラクロに近い形質を示す 1♂，4♀が得られたので，図 6a に

示す．眼状紋部分を図 1aのミクラクロ画像と比較していただきたい．後翅裏面亜外縁の眼

状紋が本州産と異なり，ミクラクロ型により近い特徴が♀で得られていることを理解いただ

けるであろう．同じ F2 個体の中でも本州産クロヒカゲの特徴を示す個体が圧倒的に多くみ

られたが，典型的な個体を図 6bに示す．裏面眼状紋が本州産と変わらない発達が見られる．

なお，本稿では結果は割愛するが，BC1♂と BC1♀を交配すると，卵の孵化率が 30%以下（従

来は 90%以上）と異常に低いうえ，幼虫や蛹での死亡や奇形が多くみられ，羽化に至った

個体についても♂♀共に翅形が大きく異なる個体が得られたことから（雑種崩壊），ミクラ

クロは本土産とは遺伝子の上で何らかの重大な違いがあり，ミクラクロが別種として進化

の過程にあることが考察された． 

 

おわりに 

 以上，4 年間にわたる交配実験で長い間解決されていなかった御蔵島遺存種であるミク

ラクロヒカゲと本州産クロヒカゲが遺伝学的には同種であることが明らかになった．この

問題が蝶研究の世界で長い間解明に時間を要した最大の要因は交配実験が困難であったと

いう点につきる．本稿では交配の細かい技術的な点は割愛したが，これだけ交配困難な気

難しい種も珍しい．クロヒカゲ御蔵島固有亜種（ミクラクロヒカゲ）は世界で御蔵島のみに

しか生息がみられない稀有な形質を示す亜種であり，別種としての進化の過程にあること

が交配実験より推測されるので，御蔵島の宝として島民の方々にさらなる関心を高めてい

ただき，本研究結果が生息環境も含めた保護活動を進める上での一助になれば幸いである．

筆者はミクラクロヒカゲ以外の種類についても調査を行ってきたが，アワブキ科サクノキ

を食樹とするアオバセセリの裏面色彩が隣接する八丈島と全く異なり，石垣島や西表島の

南西諸島タイプの特徴を有すること（有田ら 2020），モンキアゲハについては本土とは異

a．ミクラクロヒカゲタイプ

b．本土産クロヒカゲタイプ

♂ ♀

♂ ♀

図 6．F1♂×F1♀による雑種第 2代（F2） 
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なる翅形や斑紋の特徴を見出し，新規の御蔵島亜種としての記載を進めている（月刊むし，

in press.）．モンキアゲハ御蔵島亜種のホロタイプ標本は東京大学総合研究博物館で保管さ

れる予定である．さらに御蔵島観光協会の小木万布氏との共同調査で伊豆諸島における唯

一の記録空白地帯であった御蔵島のアゲハ（ナミアゲハ）の生息とその特徴についても明

らかにした（有田ら 2020）． 

末筆ではあるが，本研究を進める上で，御蔵島村役場の調査許可をいただいた．また観光

協会の小木万布氏はじめスタッフの方々のご協力をいただいたこと深く感謝するものであ

る． 
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