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都内におけるクビアカツヤカミキリの生態と対策の現状 

 

環境局自然環境部計画課計画担当 

深道直人 

 

Ⅰ．はじめに 

 クビアカツヤカミキリ Aromia bungii（以下、「本種」という。）は、サクラやウメ、モモ、

ハナモモなどのバラ科樹木を加害し、やがて枯らしてしまう外来のカミキリムシの一種で

ある。近年、本種の被害は全国的に拡大しつつあり、2022年 2月現在、12都府県において

被害が確認されている。都内においても、主にサクラを中心に各所で被害が確認されており、

2015年に多摩部で被害が初確認されて以降、2020年には区部でも確認されている。 

本稿では、本種の生態や被害実態にふれながら、環境局で実施している取り組みを交えつ

つ、対策の現状について述べる。 

 

Ⅱ．本種について 

 クビアカツヤカミキリは中国、朝鮮半島、台湾、ベトナム北部及びロシア極東部等の広範

囲に分布している昆虫であるが、物流に伴って日本国内に侵入したものと考えられている。 

１．特徴 

 本種の成虫は、全体が青みを帯びた黒色で、つやつやとした光沢があり、前胸部（首のよ

うに見える部分）は赤く、両側に突起があり、そろばんの珠のような形をしている。体長は

25㎜から 40㎜程度であり、生体は独特で強い匂いを放つことが知られている。雌雄は触角

の長さで見分けることができ、オスは体長の約 2倍であるのに対して、メスは体長と同程度

である。また、産卵管の有無でも見分けることも可能で、メスは産卵管が確認できる。本種

の幼虫は、他のカミキリムシと同様に、いわゆるイモムシ型をしており、2㎜程度の卵から、

終齢期には栄養状態にもよるが、長さ 40㎜から 50㎜程度、太さ 10㎜程度の大きさになる。 

２．生態 

図１．成虫の特徴 図２．幼虫の様子 
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（１）成虫 

 本種の成虫は、羽化して樹木の外に脱出後、後食（注）することなく羽化の当日に交尾が可

能であり、発生後すぐに産卵行動をとることができる。発生は、都内の場合、概ね 6月から

8月の間であることが確認されており、先にオスが羽化してから、続いてメスが羽化する傾

向にある。メスは、主にサクラ、ウメ、モモ、ハナモモ等の樹皮の割れ目に産卵し、特に樹

皮がまくれている老成木（主にサクラ類）が好まれる傾向にあることが知られている。産卵

は、羽化した樹木や近接する樹木に連続的に行われることが多いと考えられているが、時に

3km 程度の距離を飛翔する事例や車両に付着して長距離を移動する事例も報告されている。 

基本的には昼行性であることが知られており、クヌギやヤナギ類等の樹液やモモ等の果

実に集まることが確認されており、幼虫のように樹木内部を食害することはない。羽化の当

年で交尾し、産卵して一生を終えるため、越冬することはない。 

（２）卵 

 メスの生涯産卵数は飼育条件下で平均 300 個程度、多い場合で 1,000 個以上であること

が報告されている。卵は、産卵後、概ね 10日間前後で孵化し、幼虫になる。樹皮の割れ目

や樹皮がまくれている部分に好んで産み付けられるため、野外での確認は難しい。 

（３）幼虫 

 本種の日本での生態は未解明な部分が多いが、幼虫の期間は 2 年間から長い個体で 3 年

間程度とされている。卵から孵化した幼虫は、すぐに樹皮から樹木内部に穿（せん）孔して

樹皮直下の形成層周辺を食害して成長する。この時、食害部分が樹幹の水平面に対して一周

してしまうと通水障害等が引き起こされ、食害部分より樹幹上部がやがて枯死する。 

活動期（食害時期）は概ね 4月から 10月頃までであり、フラスと呼ばれる木くずと糞の

混合物を、樹皮に開けた孔（排糞孔）から盛んに排出する。フラスの太さは、個体の大きさ

に比例し、1㎜から 5㎜程度であり、薄い切片状の木屑を多く含む。また、食害時のフラス

は樹液を含むため、棒状やかりんとう状に連なる場合が多い。なお、冬季は休眠期（活動休

止時期）となるため、フラスは排出されない。 

（４）蛹 

 終齢になると、それまで樹皮直下で食害していた幼虫は蛹になるために樹木の中心部に

入り込んで蛹室を作り、その後、蛹室の出入り口を木くず等で固めて蓋をする。蛹室を作る

際は、おがくず状のさらさらとしたフラスを大量に排出する。この時、予め羽化後に樹木の

外に出るための孔（脱出予定孔）を、樹皮を薄く残した状態で開ける。 

蛹室は秋期に作られることが多いと考えられているが、初夏に作る事例も確認されてお

り、現状よく分かっていない。蛹は翌年の 5月頃から羽化して成虫となり、6月以降に樹木

の外に脱出する。脱出した後に開いた孔を脱出孔といい、脱出孔を確認した場合、少なくと

も数年前からその地域に本種が侵入していたことを示す。 
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３．危険性 

 2012 年に愛知県で国内被害が初確認されて以降、全国各地の果樹園やサクラ並木等で甚

大な被害が確認されており、他府県では、モモ農園が廃園に追い込まれた事例や、学校敷地

内のサクラを伐採せざるを得ない事例も挙がっている。こうした甚大な被害を引き起こす

主な理由は、次の 4点が挙げられる。 

（１）産卵数が膨大で繁殖力が旺盛 

 先述のとおり、飼育条件下において、メス成虫 1 個体の生涯産卵数が 1,000 個以上とい

う報告がある。なお、参考までに在来種で多産種とされるゴマダラカミキリは 200個程度で

あることが知られている。 

 

図３．フラス（かりんとう状）の様子 図４．フラス（おがくず状）の様子 

注1：前蛹とは、幼虫が蛹になるための準備期間で、餌を食べなくなってから蛹になるまでの間を指す

注2：日本での幼虫や蛹の期間はよくわかっていない

12月 1月 2月月 4月 5月 6月 7月 8月

蛹・羽化

3月

成虫・産卵

幼虫1年目

9月 10月 11月

幼虫2年目

（前蛹） 前蛹

蛹 羽化 ：幼虫の活動休止期間：幼虫の活動期間【凡例】

表１．本種の生活環 
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（２）羽化後すぐに交尾、産卵が可能  

本種の成虫は、後食することなく、羽化してすぐに交尾、産卵することができる。 

（３）成虫の飛翔能力が高い 

 本種の発生地域に接している地域だけでなく、発生地から 3km 程度離れた地点でも新た

に被害が発生する事例が報告されている。 

（４）天敵が不在で餌の競合種も不明 

 これまでのところ、主な天敵生物が確認されておらず、また、バラ科樹木を餌資源とする

目立った競合種もいないと考えられている。 

 以上により、一度広範囲に拡散を許してしまうと、抑え込むことが非常に困難となってし

まうのが現状である。 

４．法的な取扱い 

 本種は、2015 年に「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（生態

系被害防止外来種リスト）」に掲載されたのち、2018年１月に「特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関する法律（以下、外来生物法）」により、特定外来生物に指定され

た。特定外来生物は外来生物法により、以下の行為は原則禁止されている。 

・飼育、栽培、保管及び運搬（外来生物法において「飼養等」という。）すること  

・輸入すること 

・野外へ放つ、植える及びまくこと  

・許可を受けて飼養等する者が、飼養等の許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しな

どをすること（販売することも禁止）  

・許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施

設」以外での飼養等 

そのために、例えば一般市民が許可なく本種を捕獲し、持ち帰ることや飼育することは法

律で禁止されており、違反した場合には罰則が設けられているため、注意が必要である。た

だし、以下の行為は違反にはあたらない。 

・捕獲してその場で捕殺すること 

・死骸を運搬すること 

・地方公共団体の職員がその職務遂行のため、緊急に取引、処分するために一時的に保管又

は運搬すること 

その他にも、伐採等の防除に係る「運搬及び保管」の運用上の特例もある。 

 

Ⅲ．都内における被害状況 

都内では 2015年に福生市とあきる野市で初めて被害が確認された。その後、2019年には

羽村市、八王子市、昭島市で、2020年には足立区、調布市（成虫確認のみ）で確認されてお

り、2021年に入ると、新たに品川区（成虫確認のみ）、江東区でも確認され、2021年 2月末

現在、本種の確認地域は 9区市となっている。 

2020年までは、主に被害地域に隣接した地域で被害が確認されていたが、2021年は被害
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地域から離れた飛び地での被害が確認されており、今後、急速に都内全域に被害が拡散する

恐れがある。各地域で懸命な防除が行われているところではあるが、被害地域は拡大傾向に

あり、引き続き、今後の動向に注視する必要がある。 

 樹種別にみてみると、都内ではサクラ類の被害が最も多く、次いでウメ、モモの順となっ

ている。しかし、これは都内でのサクラ類の植栽本数が他の樹種に比べて突出して多いこと

を表しているのであり、この結果が本種の選好性を示しているわけではないことに注意が

必要である。また、被害本数は 2015年に 31本が確認されていたが、その後、年々増加傾向

にあり、2020年には 258本の被害木が確認されている。 

 

Ⅳ．被害に対する対策 

本種は繁殖力や拡散能力が非常に高いため、その対策は早期着手が大変重要である。以下

に点検方法と、被害確認から防除完了までの取り組みの流れを示す。 

１．樹木の点検 

 早期発見のため、まずは被害の有無を確認する。主な点検方法は以下のとおりである。 

・幼虫の活動期にフラスの有無を確認すること 

図５．都内における本種の確認状況（2022年２月末現在） 

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
サクラ 31 72 76 131 175 203

ウメ － － － 14 29 45

モモ － 2 2 5 4 4

スモモ － － － 8 6 3

ハナモモ － － － － 1 3

合計 ３１本 ７４本 ７８本 １５８本 ２１５本 ２５８本

2 1※ 1※ 2 5 6
※2016年、2017年は１自治体分のみを計上

自治体数

樹種別
被害本数

年

（2020年12月現在）

表２．樹種別の被害本数と自治体数の推移 
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・成虫の発生期に成虫の飛来を確認すること 

・樹木に脱出孔または脱出予定孔の有無を確認すること 

なお、点検の際は見落としがないよう、可能な限り複数人で行い、フラスが確認しやすい

6月から 9月の間に、複数回実施することが望ましい。 

２．被害状況確認調査の実施 

 本種や被害が確認された場合、その後の防除計画や効果を検証するための基礎データと

して、詳細に調査し、被害木毎に記録して整理をする。さらに、被害木の位置を地図に落と

し込むことで、年度毎の推移の把握が可能となり、その後の対策等に役立てることができる。 

３．防除計画の作成 

 被害状況確認調査の結果をもとに、本種の生活環に応じた対策やその後数年間を見越し

た対策等を含めた防除計画を検討し、作成する。作成に当たっては、専門家の意見や先行実

績等の専門的な知見や地域住民や所有者との協力及び連携づくりに留意して進める。本種

をはじめ、外来生物の防除は、初期対応が非常に重要であり、また、効果がすぐに表れない

場合であっても、数年間に渡り継続的に実施することを念頭に置く必要がある。 

４．防除の実施 

 被害木が確認された場合の具体的な防除方法は次のとおりである。 

なお、防除に当たっては、早期発見、早期防除が大原則であり、状況に応じて優先順位を

設け、複数の方法を組み合わせながら実施することが重要である。 

（１）薬剤（農薬） 

薬剤は、幼虫を対象としたものと成虫を対象としたものに大別される。使用に当たっては、

農薬取締法により定められた使用方法を遵守する。なお、本種に使用可能な薬剤は、主に次

の４種類がある。 

①エアゾール式薬剤 

 排糞孔の中に薬剤を注入して、樹幹内部の幼虫を駆除するスプレー式の薬剤である。注入

する際は、予め排糞孔に詰まっているフラスを、千枚通しや針金などを使って搔き出した上

で、孔道の方向を確かめ、ノズルの目詰まりを防ぐために薬剤を噴射しながら排糞孔に入れ

るようにする。 

被害木に対して排糞孔数が数箇所未満の、被害初期の場合に効果的であると考えられる。

ただし、蛹や前蛹には木くずで固めた蓋で蛹室内が遮断されているため無効である。 

②樹幹注入式薬剤 

 樹幹に孔を開けて薬液を注入し、樹木全体に浸透させて、摂食した幼虫を駆除する薬剤で

ある。薬液は樹木の通水により上部方向に浸透するため、可能な限り地際に施用することが

重要である。 

薬剤を注入し、薬剤が樹木内に浸透したことを確認後、孔を樹木用の癒合剤で塞ぐように

する。 

③樹木散布式薬剤 

 成虫の発生期に薬液を樹に散布して駆除する薬剤である。散布に当たっては、散布区域に
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立ち入らないよう、縄囲いや立札等を設置して実施する。また、人畜への影響だけでなく、

周辺の生態系にも十分に注意を払った上で計画する必要がある。 

④幹巻き式薬剤 

 自然界に生息する昆虫病原性糸状菌を利用した薬剤で、シート状のパルプ不織布に糸状

菌が付着したものである。成虫が接触すると菌に感染してやがて死亡する。この薬剤は、ネ

ット巻きと併用することで防除の効果を高めることができる。 

（２）ネット巻き 

 成虫が発生する前（都内の場合、5月末）までに、被害箇所の幹や枝の周囲をネットで覆

うことで、羽化した成虫の拡散を防ぎ、効果的に捕殺することを目的としている。設置後は、

ネット内での産卵を防ぐため、必ず巡視点検を定期的（１日に１回から２回程度が理想）に

行い、ネット内で成虫が確認された場合は、直ちに捕殺する。蛹や前蛹はネット巻きにより、

成虫として出てくるところを捕殺して対応する。 

なお、ネット巻き設置時は成虫の捕殺を優先し、取り外し後に幼虫を対象としたエアゾー

ル式薬剤の使用や刺殺等を実施する。そのために、成虫発生期を過ぎたらネットの取り外し

を必ず行うようにする。 

（３）捕殺・刺殺 

 成虫及び幼虫を直接、物理的に駆除する方法であり、成虫の場合はその場で踏みつぶす、

幼虫の場合は排糞孔から針金で刺す等がある。また、幼虫の場合は、孔道に沿って樹皮を剥

いで目視確認して刺す方法もあり、その場合は対応後に剥いだ部分に癒合材を塗布すると

よい。 

（４）伐採・伐根 

 伐採及び伐根は、被害木内部にいる全ての個体を駆除することができ、加害による倒木や

部分的に枯死した枝の落下も未然に防げる方法である。施工後の被害木は、成虫の羽化後の

脱出を防ぐため、放置せずに必ず焼却処分やチップ化処理を行う。なお、伐根が難しい場合

には、伐採断面をコーキング材等での被覆や厚手のビニールシート等で覆うことで複数年

間、拡散を防止する必要がある。 

 外来生物法上、特定外来生物を生きた状態で運搬及び保管することは原則禁止されてい

るが、伐採及び伐根に伴う、殺処分を目的とした被害木の運搬及び一時保管であって適切な

拡散防止措置を施した場合に限り、これらには該当しないとされている。なお、原則として

成虫の発生期を避けた 9月から翌 4月までの間に実施する。 
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５．経過観察とモニタリング調査 

 本種の生活環を考慮すると、防除は 1年で完了するとは限らないため、被害を確実に抑制

するためには少なくとも複数年間、防除後の樹木点検や周辺のモニタリング調査等を行う

必要がある。 

 

Ⅴ．環境局の取り組み 

１．区市町村担当者や施設管理者との連携 

 東京都環境局自然環境部計画課では、情報共有を図りながら都内の区市町村担当者や公

園緑地等の施設管理者が主体的な防除活動を実施できるよう、広域的視点における被害拡

散状況を把握した上で、技術的支援及び財政的支援により、協力体制を整備している。 

（１）技術的支援 

①現場技術講習会 

 区市町村担当者や施設管理者等を対象に、専門家を講師に招き、本種の生態や被害確認方

法、防除手法等の最新の知見を発信する。平成 31年度に初めて開催してから、毎年実施し

ており、令和３年度は合計 44 団体、71 名が参加した。参加者からは、「被害の実態を目で

見ることでき、理解を深めることができた。」や「実演を見ながら作業の流れを把握するこ

とができ、防除のイメージができた。」等の声が挙がった。 

②被害の拡散状況把握調査 

 被害地域やその周辺地域において、区市町村と調整し、被害状況を把握するための調査を

行う。平成 31 年度から毎年調査を実施し、令和３年度の環境局調査は 14 区市町 104 箇所

で実施した。この調査により、４区市 11箇所で被害が確認された。 

③点検方法や防除技術の現場支援 

区市町村担当者や施設管理者等に対して、現場での具体的な点検方法や防除技術につい

て体験や実演を交えながら解説する。令和３年度は６区市を対象に実施した。 

④区市町村等に対する普及啓発の促進 

 区市町村等に普及啓発資料用の写真やデータ等を提供し、HP や公報等を活用した普及啓

発活動を支援している。 

 

（エアゾール式）
（樹幹注入式）

（樹木散布式） （蛹も含む）
（幹巻き式）

○ － ○ ○幼虫

○ ○ ○ －成虫

区分 薬剤（農薬） ネット巻き 捕殺・刺殺 伐採・伐根

表３．幼虫・成虫別の防除方法 
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（２）財政的支援 

 東京都環境局では「東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業」を創設し、補

助率 1/2 の財政支援を行っており、都と区市町村が一体となった取り組みの促進を図って

いる。 

２．情報発信・普及啓発 

東京都環境局 HPや SNS等に最新の被害情報や知見等を掲載して広く情報発信し、都民に

注意喚起や呼びかけを行っている。 

また、専門家の助言のもと、本種の防除の考え方や解説をまとめた「クビアカツヤカミキ

リ防除の手引き」を HP上に公表しているので、参照されたい。今後も効果的に情報発信や

普及啓発活動を行いながら、未だに顕在化されていない潜在的な被害のあぶり出しや、被害

の早期発見・早期防除につなげたい。 

 

図６．現場技術講習会の様子（2021年 9月 17日撮影） 図７．八王子市に対する技術支援（2021年 7月 29日実施） 

図８．SNS（Twitter）の活用例 図９．環境局 HPの活用例 
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Ⅵ．まとめ 

 徐々に本種の生態が明らかにされ、防除技術が確立されてきているものの、未だに本種の

生態には未解明な点も多く、今後も防除方法等については鋭意開発が進められるだろう。 

本種をはじめ、外来種対策は早期に発見し、早期に防除を行うことが何よりも重要である。

そのためには、関係者が足並みを揃えて互いに情報共有を行いながら、対策を実行できる体

制を構築していくことが非常に重要といえる。 

 本種以外にも、ツヤハダゴマダラカミキリやサビイロクワカミキリ等、外来のカミキリム

シが国内で相次いで確認されている。世界規模で物資が流通している現代社会において、今

後も新たな外来種が国内で発見される可能性は高い。 

 将来、都内各地の重要なサクラの名所が失われ、花見の文化や観光資源の消失を防ぐため

だけでなく、新たな外来のカミキリムシの侵入に備え、少しでも早期発見、早期防除に活用

できるよう、引き続き、行政のみならず、様々な立場の関係者と緊密に連携しながら、被害

縮小に向けて取り組んでいきたい。 

 

（注）羽化した後に樹皮や葉などを食べること 

 

※本稿は都市公園 234号掲載「東京都におけるクビアカツヤカミキリの被害状況と対応策」

を参考に執筆した。 

 

※参考文献：東京都環境局（2021）「クビアカツヤカミキリ防除の手引き」 

 

 


