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ウラナミジャノメ Ypthima multistriata niphonica    200701, 200713 
 
ウラナミジャノメについてはヒメウラナミジャノメの項で比較近縁種として記載したように、

絶滅の危機が増大している絶滅危惧Ⅱ種に指定されている。高砂市には生息していなく、近隣では

加古川のごく限られた何箇所かの狭い地域で、6 月半ば頃からみられる。日本全国でもその分布は

せまく、神奈川県小田原市が東限でどこの産地でも発生場所は局地的な傾向が強いといわれ、対

馬、壱岐、屋久島、種子島には生息が確認されているという。筆者は高知市でホシミスジが生息す

る地区で、ちょうど同じ発生時期にこのウラナミジャノメもいて目にしたことはあるが、昨 2008
年 6 月に初めて加古川の里山・ギフチョウ・ネット会員が中心となってヒメヒカゲの生息調査を

実施した際に、50 数年ぶりにこのウラナミジャノメにも出会えた。 
近縁のヒメウラナミジャノメとは、翅の目玉模様の数が少ないのが明瞭な区別点で、通常後翅裏

面には 3 個の眼状紋がみられ（ヒメウラナミジャノメは 5-6 個）、2008 年には 4 個という個体も

みられた。同時に片方の翅の目玉模様が異常に流れた珍しい変異個体にも出会えた。雌雄は翅表の

眼状紋まわりに薄くグラディエーションがみられるのがで、♂の場合は全体が均一の鱗粉発色とな

るが、太陽光線の当たる角度によって虹色の反射光を感じることもできる。ヒメヒカゲと同様で、

足しげくフィールド通いを続けていると交尾シーンにも出会える。 
ひとつ一つのチョウに著者による思い入れのタイトルが付されたユニークなエッセイ集である

師尾信著「蝶ウォッチング百選」という本の続編（晩聲社、2003、p.044）に”疎林に遊ぶ”ウラナ

ミジャノメという項があって、その中で「静岡県浜北市には後翅裏面の蛇の目紋が一つオマケにつ

いた 4 個のものが多い」という記述があり、地域によってそういった特定の遺伝子をもった群が

密度濃く生息している。こういう事実があるため、全く異なる地域で発生しているチョウをもって

きて異なる野外に放つ「放チョウ」という行為は遺伝子レベルでの撹乱がおきるのでやめよう、と

いう意見につながるわけだ。 
 ウラナミジャノメの幼虫の食草としてススキ、イヌビエなどのイネ科、カヤツリグサ科のショウ

ジョウスゲなどが確認されているが、加古川の発生地では何を食べて育つのかは長く種が確認で

きないままであった。ウラナミジャノメが好んで飛ぶ環境にはジャノメチョウ科の幼虫のエサと

してよく利用されるササ・タケ類が多く、撮影記録ができた場所でもほとんどがササの葉っぱにと

まる個体で、これらササの葉っぱを食べればいいのに、とつい思ってしまったほど実にマッチして

見えた。幼虫の食草について高い関心をもって観察を続けるなか、 2010 年 4 月についに野外で

ショウジョウスゲを摂食中の幼虫を発見できた。ヒメヒカゲの発生地でその幼虫を探している過
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程で偶然発見したもので、幼虫の頭部に細毛があるという点でヒメヒカゲの幼虫とは明瞭に区別

ができた。 
本種は地域によっては第二化の発生が見られるが、加古川にでは唯一 2006 年 11 月 5 日の確実

な記録以降の観察例はない。飼育時にチガヤやエノコログサなどを与えると 9 月以降に第二化が

羽化することがあるが、加古川で自然状態での第二化発生が認められない理由はいぜん謎だとす

る考察を含めて「やどりが」（No.229, p.32-39, 2011）に論文発表をした。さらに 2015 年 5 月に、

上記しているケネザサも食草になっていることが分かって、やはり「月刊むし」に短報（No.536, 
p.53-54 2015）として発表した。以下にブログとしてまとめたものを示す。 
 
Apr. 3, 2010 ウラナミジャノメの幼虫を野外で発見 
 
  ウラナミジャノメの野外における幼虫をついに発見した。おそらくヒメカンスゲだと思われ

る、ヒメヒカゲの幼虫が

好む食草を夢中で摂食す

る幼虫を確認。実は、本

日の目的は、昨年に確認

していたヒメヒカゲ幼虫

の越冬明け状態をみるこ

とだったが、目的の場所

にヒメヒカゲ幼虫を確認

できず、昨日までの雨で

ぬかるむ草むら一帯で少

しだけ範囲を広げてヒメ

ヒカゲ幼虫の探索を始め

た、その目に、緑濃いウ

ラナミジャノメ幼虫の姿が飛び込んできたというわけ。その後の調べで、この食草はヒメカンス

ゲではなくショウジョウスゲだと同定できた。 
現在、ウラナミジャノメにツクシスズメノカタビラを与えて飼育中で、緑一色のなかに保護色

の幼虫を探すのが習慣となっており、今回の野外での発見は、こうした飼育下で幼虫に対する観

察眼を養っていたことが役立ったといって間違いはないだろう。それもちょうど食草の葉先を食

っている場面に出くわしたことがラッキーで、しばらくすると下の画像に示すように U ターンを

して草の根元に身を隠してしまうという野外でならの挙動がみられ、もしもこの段階であれば、

野外での幼虫発見はとても難しいことだろう。周辺環境の写真は中央の緑地帯が幼虫のいた場所

で、特に木陰があるわけではなく平坦な草むらの一部であることを伝えるために入れておいた。

兵庫県では唯一イネ科のメリケンカルカヤでの幼虫記録があり、昨年の幼虫調査ももっぱらイネ

科植物を中心に調査をした。一方、母蝶から採卵させて以降はエノコログサやスズメノカタビラ

など、あたりの雑草なら何でも食いそうな印象であった。今回、スゲ科植物で幼虫を発見できた

ことは、ウラナミジャノメの食性が多岐にわたる可能性を示しているが、さらなる野外実態調査

が必要だ。 
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May 9, 2015  重要新知見：ケネザサを食う幼虫 
 
蛹化準備で移動したはずの幼虫のその後が気になって、ヒメヒカゲの幼虫観察に再度フィール

ドへ。その幼虫の行方は結局わからないままだが、胸躍らせる新知見に遭遇！何と、ケネザサを

食っている幼虫が観察できたのだ。撮影時に近づきすぎて警戒されたのか、摂食活動を停止して

20 分以上動きを見せない。もしかしたらそのまま眠っている？クローズアップ撮影記録からは頭

部に細毛が多いのを観察できるが、ヒメヒカゲなのかウラナミジャノメなのかがすぐには判別で

きない。2010 年 4 月にショウジョウスゲを摂食中のウラナミジャノメ幼虫を観察して「やどり

が：No.229, pp.32-39, (2011)」に投稿しているが、ウラナミジャノメの幼虫がこの草原で何を食

べているのかが分かっていなかった頃、ケネザサを食っているのではないかと推定して探索した

こともあった。しかし、これまで、いずれかの幼虫がケネザサを食っている現場を発見したのは

今回が初めて。幸い、自宅にショウジョウスゲとケネザサ双方を植栽している鉢があるので、正

確な判定のためこの幼虫を持ち帰り飼育をしてみることにする。 
 
May 10, 2015  ウラナミジャノメか？ 
フィールドから連れてきた幼虫の「ネコ顔」の撮影記録

をとると、その細毛の多い点でウラナミジャノメの可能性

が高いように思えるが、蛹化まで進まないと確信が持てな

い。 
 

May 17, 2015  やはりウラナミジャノメ 
 
ケネザサを摂食していた幼虫は、推定通りウラナミジャノメであることが蛹化した段階で確実と

なった。脱皮蛹化の瞬間は見逃したが、早朝に蛹化したらしい。そろそろ蛹として安定しただろ

うとのぞいた 2 時間経過した時点でも、まだ緑が濃くてみずみずしさが残って見える。低い位置

からの撮影で三脚が使えないため、位置をあげて撮影すると、光の当たり具合も変化して、蛹の

体や、翅脈が透けて見える映像記録となった。 
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なお、本種の卵はヒメヒカゲ

が純白であるのに対し、美しい

青緑色をしている。野外での自

然卵は久保氏が「きべりはむ

し」に発表（32：9-11、2010）
され、筆者も 2018 年に野外で

ショウジョウスゲへの産卵を発見できて同じ「きべりはむし」に発表（41: 26, 2018）している。

母チョウに産卵させた記録と野外での発見例を示しておく。 
 
June 17, 2019 ウラナミジャノメの自然状態での前蛹から羽化までを初記録 
 
 日本初と思われる自然状態でのウラナミジャノメの前蛹を May 17, 2019 に発見し、誰にも環

境を乱してほしくなかったため極秘に観察を続けて、自然状態での羽化の瞬間までを撮影記録で

きたので「月刊むし」に投稿。June 13, 2019 に受理との E-メール返信があり、月刊むし, 
(584):33-35, 2019 に公表された内容の要約を記述する。 
 

前蛹の発見場所は、2018 年の 6 月に自然状態での産卵 1 個をみつけた周辺で、ヒメヒカゲの自

然状態での蛹をみつけた要領で、スゲ類の茂みを上からのぞくように探していった結果、緑色の

前蛹の一部が細い葉っぱからはみ出すように見えたという次第で、茂みの横からだと前蛹の姿を

判別するのが難しい。手前の草をかきわけて前蛹の全体像を記録し翌日には蛹化を確認。6 月 1

日に翅部分が淡褐色へと変化して羽化の兆候がみられ、2 日にはさらに黒化色となっていよいよ

羽化間近とみなせた。これまで飼育した経験上、チョウの多くが午前早い時間帯に羽化するとの

推定で、6 月 3 日の午前 6 時半に現地を訪問。腹節部の幅が広がってきた 8 時半頃からビデオ撮
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影 ON で待つこと 1 時間 10 分。9 時 42 分に羽化が始まり、ヒメヒカゲの羽化と同様、2 分も経

たないうちに翅が伸び切った。 

実は、筆者自身二度目となるヒメヒカゲの自然状態での羽化の瞬間を 2017 年 6 月 3 日に撮影

記録していて、その時の羽化時刻は 10 時 50 分だったが、まっ

たく同じ日付での羽化観察となった。蛹化位置は羽化後にもの

さしをあてて約 10cm だと確認しているが、ウラナミジャノメ

もヒメヒカゲも蛹化位置が地上約 10cm という点で共通してい

る理由を考えてみると、高すぎると野鳥などの天敵に発見され

やすく、路面に近いとオサムシ類やトカゲなどに攻撃される可

能性が高くなると推定できる。ちなみにヒメカンアオアイの葉

裏に下垂するヒカゲチョウの蛹を見つけたことがあるが、やは

り同じように地上約 10cm の位置であったことを投稿報文にも

記載しておいた。 
 
June 29, 2020 西播磨：赤穂市西有年で本種を確認 

 
 2018 年にクロシジミが棲んでいた雑木林が養鶏場開設という目的で伐採開墾され、実際にはそ

の後その場所にはブルドーザーなどが放置されたままで養鶏場を建設する動きがないままアレチ

となっているが、その影響でクロシジミの絶滅が危惧されている。2018-9 年の調査ではクロシジ

ミの発生が確認できなく、本日も一帯を約 30 分探索したが、クロシジミの出現はなく、この場所

ではたぶん初記録となるウラナミジャノメの♀を確認でき撮影記録をとった。 

 2018 年に観察できたキマダラモドキもいなく、本種は路傍から飛び出てきて高い位置の葉上に

とまった段階でヒメウラナミジャノメとの判別ができず、念のためにネットインをして確認する

と意外にもウラナミジャノメだったというわけで、ネットから出してそのまま飛び去られると確

実な証拠記録が残せないため、ネットインした状態での撮影記録をとったあとにそっと飛ばして

みる。すると幸いすぐそばのサルトリイバラの葉上に落ち着き、すぐに開翅してくれたところを

記録できた。 


