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研究成果の概要（和文）
：日本の代表的なホタルであるゲンジボタルおよびヘイケボタルは、Ｎ
Ｄ5 遺伝子の塩基配列に基づく種内変異と分子系統解析によって、遺伝的変異が大きく、高い
遺伝的生物多様性をもつことを明らかにした。特に、ゲンジボタルでは、ハプロタイプ間の分
子系統関係からハプロタイプの生息地を推定する手法を確立した。この手法は、人為的に移植
されたゲンジボタルの場合、どこから移植されたかを推定するのに有用である。

研究成果の概要（英文）：The genetic diversity of typical fireflies of Japan, Luciola

cruciata and Luciola lateralis was investigated. These fireflies have large genetic
variation and high genetic biodiversity by the analysis of their intraspecific genetic
variation and the molecular phylogeny inferred from the mitochondrial ND5 gene
sequences. In particular, the method for estimating the habitat from haplotypes of

Luciola cruciata was establishied. This approach can be useful to determine from
where the firefly is transplanted.
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１．研究開始当初の背景
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３．研究の方法

目立っている。また、環境教育や観光資源と
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