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要旨：シジミチョウ科ミドリシジミ類の2種，ハヤシミドリシジミ（Favonius ultramarines），

メスアカミドリシジミ（Chrysozephyrus smaragdinus）の翅の背表面にそれぞれ，青緑色，

黄緑色の金属光沢が観察された．透過型電子顕微鏡（TEM）観察からF. ultramarinesの上層

鱗において17層の，C. smaragdinusでは9層のサブミクロン・スケールの電子密度の高い層と

低い層の存在が明らかになった．上層鱗の縦断面構造に特性マトリクス法を適用することによ

り，F. ultramarinesで500nm，C. smaragdinusで580と720nmにそれぞれ反射率のピークが得

られた．これらのピークは白色光下でそれぞれの種に観察された反射光とよく一致した．この

ようにシジミチョウ類2種の色は上層鱗の多層膜反射によって引き起こされていた．これら2

種のシジミチョウ類の翅に特有な構造色は求愛行動，あるいは鳥などの捕食者に対する目くら

ましとして機能していると考えられる．
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Structural colors found on cover scales of two Theclinae butterflies
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Abstract：The dorsal surfaces of the wings of two lycaenid butterflies, Favonius ultramarines and
Chrysozephyrus smaragdinus, were observed to be metallic bluish green and yellowish green,
respectively.  Transmission electron microscopy revealed 17 and 9 alternating electron-dense and
electron-lucent layers in the cover scales of F. ultramarines and C. smaragdinus, respectively.  By
applying the characteristic matrix method to the cross-section of the cover scales, we obtained the
reflection peaks at the wavelengths 500, 580 and 720 nm, respectively.  These peaks correspond well to
the reflection color observed in each species under white light.  Thus, the colorations of the two lycaenid
butterflies were caused by multilayer reflection of the cover scale.  The distinctiveness of structural
colors of the cover scales of the two lycaenid butterflies seems to contribute to attracting mates or
discouraging predators such as birds.
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はじめに

昆虫を含め節足動物は，キチン質あるいは石灰質の外皮

を持つ．なかには，多彩な外皮を持つものがおり，それら

の色は捕食者から身を守るカモフラージュや，求愛行動の

際に非常に重要な役割を果たすことがある．節足動物の外

皮に見られる色には，大きくわけて2種類のものがある．

一つは色素の沈着による化学的な色，そしてもう一つは，

サブミクロン・スケールの微細な構造によって作り出され

る物理的な色，すなわち「構造色」である．とくに構造色

は，入射した光線の，ある波長の山と山が重なり合ったと

きに金属光沢をもつ強烈な色を形成し，見る方向によって

異なった色を示す．ミズクサハムシやコガネムシ，イトト

ンボ（Hariyama et al., 2005）やモルフォチョウ（例えば

Kinoshita et al., 2002；木下，2005，2009），ニシキオオツ

バメガ（Yoshioka et al., 2008；吉岡，2009）などに見られ

る，緑，金，青等の輝きはすべて構造色である．特にチョ

ウ類では鱗粉のサブミクロン・スケールでの詳細な観察が

なされ，構造色との関連性について言及されている

（Ingram and Parker, 2008）．

時間がたてば退色してしまう色素と違い，構造色は繊細

な形によって作り出される色であるから，保存条件がそろ

えば，化石となった大昔の生物にも構造色は保存されるこ

とがある．例えばParker（1998）はカンブリア紀中期（約

5億500万年前）のバージェス頁岩中に見つかる節足動物の

一種マルレラの頭蓋の背側表面に，サブミクロン・スケー

ルの周期的な溝構造を発見し，それらがCDの裏面のよう

な鮮やかな虹色をしていたことを明らかにした．また

Parker and McKenzie（2003）は，新生代始新世中期（約

5000万年前）の甲虫の鞘翅の内部がサブミクロン・スケー

ルで屈折率の高い層と低い層が互層していることを発見

し，その多層膜反射が化石鞘翅を青く光らせている原因で

あることを突き止めた．Tanaka et al.（2010）は，新生代

更新世中期（約60万年前）の地層から構造色だけでなくオ

リジナルな外皮の化学物質が保存されたミズクサハムシの

鞘翅化石を報告している．このように地質時代から現在に

至るまで，構造色は自然界に広く存在していることがわか

る．それらはアンモナイトやアワビなど貝殻の内側表面に

見られる金属光沢のように実際に構造色として自然界で機

能していないものも含まれているが，それぞれの生物の

（古）生態の解明に重要な資料を提供している（Parker，

2005）．

著者らは，群馬県立自然史博物館に収蔵されていた資料

より，背側表面に異なる構造色を示す翅を持つミドリシジ

ミ類2種，ハヤシミドリシジミ（Favonius ultramarines）

とメスアカミドリシジミ（Chrysozephyrus smaragdinus）

について，その発色のメカニズムと生態学的な意義につい

て検討したので報告する．

試料と方法

試料は群馬県立自然史博物館所蔵のミドリシジミ類の2

種ハヤシミドリシジミ（Favonius ultramarines）とメス

アカミドリシジミ（Chrysozephyrus smaragdinus）の計

4標本を使用した．このうちハヤシミドリシジミの1標本お

よびメスアカミドリシジミの1標本については，鱗粉の微

細構造や光学的特性を調査するため，左前翅の前方末端部

分を3mmほど切除した．

切除した鱗粉の構造色を確かめるべく，鱗粉を双眼実体

顕微鏡（Nikon SMZ-10A）のステージに載せ，顕微鏡の対

物レンズに取り付けた照明リングで上方から照らし，白色

光下において最大倍率（40.9倍）で観察した．それぞれの

画像は顕微鏡に設置されたデジタルカメラ（Nikon Coolpix

4500）を用いてデジタル画像として保存した．また白色光

のもと高倍率で構造色を観察するため、デジタルマイクロ

スコープ（キーエンスVHX-1000）を使用した。

次に鱗粉の表面の微細構造を確かめるべく，上記の分離

した2つの鱗粉片を無蒸着の状態のまま走査型電子顕微鏡

（Hitachi Miniscope TM-1000）下で観察した．

最後に鱗粉の断面の微細構造を観察するため，上記の分

離した鱗粉の一部をさらにデザインナイフで切り取り，岡

山大学医学部共同実験室に依頼して，試料の作成と透過型

電子顕微鏡（TEM）を用い観察を行った．TEM観察まで

の試料の処理の工程は以下の通りである．（1）試料を0.1

モルのカコジル酸ナトリウム緩衝液に2％のホルマリンと

2％のグルタルアルデヒドをいれた溶液（pH 7.4）の中に

入れ，一昼夜固定する．（2）標本を四酸化オスミウムで

2.5時間，後固定する．（3）エタノールで脱水・透徹する．

（4）脱水された標本をスパー樹脂に包埋し重合させる．（5）

ウルトラミクロトームを用いて超薄切片を作成する．（6）

酢酸ウラニルおよびクエン酸鉛を用いて超薄切片を染色す

る．（7）透過型電子顕微鏡（Hitati H-7100）を用いて観察

する．

結　　果

白色光下でミドリシジミ類2種の翅を背側から観察した

ところ，ハヤシミドリシジミの翅は特に前翅においてブル

ーグリーンもしくはセロリアンブルーの金属光沢を示した

（図1A）．一方，メスアカミドリシジミの翅も特に前翅に

おいてイエローグリーンもしくはゴールドの金属光沢を示

した（図1B）．両者とも，前方45度の角度から観察したと

きに，前翅・後翅ともに非常に強い金属光沢を示したが，

後方45度の角度から観察したときには，殆ど金属光沢は観

察されず，翅全体は茶褐色を示した．光学顕微鏡下で観察

したところ，両種とも金属光沢を放っているのは上層鱗で

あり，下層鱗は金属光沢のない茶色～褐色を示しているこ
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図1 ハヤシミドリシジミ（A，C）とメスアカミドリシジミ（B，D）の光学写真と走査型電子顕微鏡写真（E，F）．
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図2 ハヤシミドリシジミ（A，C，E）とメスアカミドリシジミ（B，D，F）のデジタルマイクロスコープ画像．
A，B標本に真上から白色光を照射．C，D標本に斜めから白色光を照射．
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図3 ハヤシミドリシジミ（A）とメスアカミドリシジミ（B）の鱗粉縦断面の厚切り切片の光学写真と
透過型電子顕微鏡写真（C，E，G，H），および特性マトリクス法に用いたモデル（D，F）．
C，Eは上層鱗の断面写真；G，Hは下層鱗の断面写真．



56 田中源吾・高橋克之・小池　智

とが分かった（図1C，D）．

電子顕微鏡（SEM）及びデジタルマイクロスコープで

観察したところ，上層鱗，下層鱗ともに長さはおよそ90マ

イクロメートルで，幅は約30マイクロメートルであった．

両種とも上層鱗の表面には，およそ2.9マイクロメートル

の間隔で，下層鱗には約0.95マイクロメートルの間隔で，

それぞれ縦に延びる水平な綾が観察された（図1E，F；図

2E，F）．また下層鱗には隣接する水平な綾の間に，幅約

500～600ナノメートルの間隔で，2本の平行な綾から垂直

な短い綾が延び，隣接する綾の間に，はしご状に細かな綾

を発達させていることがわかった．

デジタルマイクロスコープを用いて，白色光下で両種の

上層鱗を観察したところ，ハヤシミドリシジミの上層鱗で

ブルーグリーンもしくはセロリアンブルーの金属光沢を，

メスアカミドリシジミの上層鱗においてイエローグリーン

もしくはゴールドの金属光沢を示した（図2A，B）．これ

らの金属光沢は斜めから光を照射したとき，ハヤシミドリ

シジミの上層鱗では，よりブルーが強調された金属光沢を

（図2C），メスアカミドリシジミの上層鱗ではよりブルー

グリーンがかった金属光沢を示した（図2D）．

鱗粉の長軸に水平かつ鱗粉の背腹方向に水平になるよう

に厚切り切片を作成したところ，両種とも上層鱗と下層鱗

は互いに異なる根元（ソケット）から延びていることが明

らかになった（図1E，F；図3A，B）．また，両種とも上

層鱗は下層鱗よりもやや厚いことがわかった．TEMを用

いて両種の上層鱗と下層鱗を調べたところ，両種とも上層

鱗の厚さは1.3マイクロメートル，下層鱗の厚さは0.7マイ

クロメートルであった（図3C，E，G，H）．下層鱗では，

両種とも幅500～600ナノメートルの間隔で，電子密度の高

い乳頭状突起が規則的に並んでいることがわかった（図

3G，H）．この乳頭状突起はSEMで下層鱗表面に確認され

たはしご状の細かな稜であると考えられる．

一方，上層鱗の断面を観察すると両種間で以下のような

顕著な違いが観察された．ハヤシミドリシジミの上層鱗で

は，電子密度の高い9つの層と，その間の電子密度の低い8

つの層の合計17層から構成され，電子密度の高い層からは

多数の突起が出ていることが確認された．ところがメスア

カミドリシジミでは，電子密度の高い5つの層と，その間

の電子密度の低い4つの層の合計9層から構成されているこ

とがわかった．とくにメスアカミドリシジミでは各層間の

境界が，細かな粒状の物質で満たされているために曖昧で

ある．ハヤシミドリシジミの上層鱗に見られる各層の厚さ

を計測したところ，第1層（図3Cの層のもっとも上位のも

の）から第17層（図2Cの層のもっとも下位の電子密度の

高い層）までそれぞれ，57±5nm，114±9nm，48±8nm，

126±4nm，47±9nm，92±2nm，62±9nm，123±11nm，

93nm，86±2nm，71±9nm，61±8nm，40±7nm，100±

9nm，80±13nm，92±7nm，63±7nmであった．一方，メ

スアカミドリシジミでは上位の層からそれぞれ，122±

4nm，212±11nm，153±7nm，104±11nm，235±13nm，

90±5nm，154±6nm，112±8nm，117±7nmであった．こ

れらの測定結果は後ほど述べる反射率の計算に用いられ

た．

解　析　と　考　察

鱗粉の光学的観察および電子顕微鏡を用いた調査から，

2種のシジミチョウの翅に見られる構造色は上層鱗によっ

て形成されていることがわかった．また，2種の上層鱗の

表面に構造的な違いが見られないこと，TEMを用いた上

層鱗の断面の観察で，上層鱗を形成する層の数とそれぞれ

の厚さが異なることから，両種の構造色の違いは上層鱗を

形成する多層膜の数とそれぞれの層の厚さによるものであ

ると考えられる．そこで，小檜山（2003）に付属の，特性

マトリクス法（Macleod，1986）を利用した多層薄膜の反

射率計算ソフトを用いて反射率とピーク波長を計算した．

その際，既存の研究の蝶類の外皮の屈折率の測定値（木下

修一教授私信）をもとに，電子密度の高い層の屈折率を

1.6，電子密度の低い層の屈折率を1.3と仮定した．計算の

結果を図4に示す．ハヤシミドリシジミは波長約500nmの

ブルーの色帯で最も反射率が高く，その反射率は60％を超

える．一方，メスアカミドリシジミは波長約580nmのイエ

ローの領域と波長約720nmのレッドの領域で反射率が最も

高いものの，その反射率は40％程度である．このようにイ

エローやレッドの領域で反射率が高く，ブルーの領域で反

射率が低い多層膜はゴールドを呈する．この計算による構

造色の波長のピークの結果は，白色光下で観察された2種

のシジミチョウの構造色とよく一致する（図1A～D）．従

って，シジミチョウ2種にみられる独特な構造色は上層鱗

図4 特性マトリクス法を用いたハヤシミドリシジミとメスア
カミドリシジミの上層鱗の波長のピークとその反射率．
白色光を斜め45度から照射したと仮定している．
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の多層膜反射によって形成されていることが明らかとなっ

た．

Takeuchi and Imafuku（2005）によるとメスアカミドリ

シジミ（C. smaragdinus）のオスは午前遅くから午後遅

くにかけて，それぞれの縄張りで求愛のため激しく飛び回

る．また，縄張り内に別のオスが侵入したとき，旋回しな

がら空中戦を行うとの報告がある．また個人からの情報に

よるとハヤシミドリシジミは午後遅くから夕方にかけて活

発に飛び回るとの報告がある．したがって，それぞれの翅

に特有な構造色は求愛行動，縄張り争いの際の競争相手に

対する目くらまし，あるいは鳥などの捕食者に対する目く

らましとして機能していると考えられる．
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