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　はじめに
　ツヤハダゴマダラカミキリAnoplophora glabripennis 
(Motschulsky, 1853) は北京を模式産地とし，朝鮮半
島中部から中国東部にかけて自然分布する（Gresitt, 
1951；槇原，2008）。原産国である中国では，黒竜江
省から新疆ウイグル自治区にかけての半砂漠地帯の緑
化を目指す「緑の長城計画」が1978年に始まって以
降，ポプラの大害虫として非自然分布地域にも分布を
拡大している。当地では，ポプラ，ヤナギ類，カエデ
類，ニレ類のほか，リンゴをはじめとするバラ科の果
樹などを食樹としていることが報告されており（池田，
1994），緑化樹害虫に限らず果樹害虫としても被害が懸
念されている。
　北米では，1996年頃に中国からの梱包材と共に侵入・
定着し，ニューヨークやボストン，カナダのオンタリ
オ州では街路樹への被害が深刻化している（Lingafelter 
& Hoebeke, 2002）。また，ヨーロッパには2001年に侵
入が確認され（Tomoczek, 2001），分布は拡大しつつあ
るらしい。
　日本においては，記載者であるMotschulsky (1860) 
により「Honshu」から記録されているが，その信憑性
には疑問があるという（槇原，2008）。
　その後も，1911年に石垣島（Gressitt, 1951)，1912

年に熊本（Lingafelter & Hoebeke, 2002）での散発的
な記録があるが，一時的かつ散発的な発生であったと
考えられる。また，2002年には神奈川県横浜市中区
の街路樹のアキニレから継続した発生が見られたが，
2004年9月までに根絶に成功している（高橋・伊藤，
2005）。
　本種の生態や分布拡大の様相については，槇原
（2008）が詳しく解説しており，国際自然保護連合
（IUCN）が定める世界の侵略的外来種ワースト100の1
種となっている。
　今回，著者の一人，加藤は，兵庫県において本種の
発生を確認したので，ここに報告する。

　採集データ
　12exs.，兵庫県神戸市東灘区六甲アイランド，29. 
VI. 2020，加藤採集・保管；7♂7♀（2♂4♀の上翅
斑紋は黄白色）（写真1～ 3），兵庫県神戸市東灘区向
洋町西，22. VII. 2020，加藤採集・秋田保管

　発生状況について
　2020年6月29日，六甲アイランドに植栽されたアキ
ニレ（ニレ科）の細枝樹皮を後食している個体を発見
した。他にも複数頭の♂のほか，交尾中，もしくはメ
イトガード中のペア，樹幹に産卵加工中の♀を観察し
ている（写真6～ 10）。
　7月22日にも，多数の個体が確認されたが，肢や触
角の一部が欠損した個体が多かった。
　今回の観察から，発生地周辺では安定的に多数の個
体が羽化脱出していることが推測される。
　2002年から2004年にかけて発生が確認された横浜
市の事例でもアキニレが食害されており，この植物を
好んで食樹としていることが考えられる。また，本種
は果樹として重要なバラ科植物も食害することが報告
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されており，分布が拡大すれば問題になる可能性も高
い。
　大陸においては，より広い範囲にゴマダラカミキリ
A. malasiaca (Thomson, 1865) に非常に近縁で，ゴマダ
ラカミキリと同種として扱われることもある（Hwang, 
2015） A. chinensis (Forster, 1771) が分布し，この種と
は混棲する。しかし，種間交雑やニッチをめぐる競合
などは知られていないことから，在来のゴマダラカミ
キリに対する影響はほとんどないものと考えられる。

　日本産ゴマダラカミキリ属との識別点
　日本本土から琉球列島にかけて，ゴマダラカミキ
リ，オオシマゴマダラカミキリA. oshimana (Fairmaire, 
1895), ヨナグニゴマダラカミキリA. ryukyuensis 
Breuning et Ohbayashi, 1964が自然分布する。また近年，
琉球列島にはタイワンゴマダラカミキリA. macularia 

(Thomson, 1865) が，台湾から侵入・定着している。
　ツヤハダゴマダラカミキリは，この4種とよく似て
いるが，これらとは以下の諸点で容易に区別すること
ができる。1）前胸背板の1対の白斑を欠く（汚損した
ゴマダラカミキリでは，しばしば後天的に白斑が消失
するが，その部分は，隆起し微細な点刻を密にもつ），2）
前胸背板基1/4の瘤状隆起を欠く，3）小盾板の毛は遙
かに細い，4）上翅基部に顆粒点刻および顆粒状突起を
欠く（写真4，5）。
　また，オガサワラゴマダラカミキリA. ogasawara-
ensis Makihara, 1976とは，前胸背板側縁突起が小さい
こと，上翅に多数の微細な白色紋をもたないことなど
で一見して区別ができる。なお，この種は1915年に採
集された1♂が知られるのみで，その後再発見はされ
ておらず，すでに絶滅している可能性が高い。

写真1-3. 兵庫県産ツヤハダゴマダラカミキリ ― 1: ♂ ; 2: ♀ ; 3: ♀（黄白色型）　写真4. ツヤハダゴマダラカミキリ♂（前胸背板と
上翅基部）　写真5. ゴマダラカミキリ♂（前胸背板と上翅基部）
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写真6. アキニレ細枝にとまる♂（中央）　写真7. アキニレ枝にとまる♂　写真8. アキニレに産卵加工をする♀　写真9. 産卵加工中
の♀をガードする♂　写真10. 同 . ♂は黄白色型
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　ツヤハダゴマダラカミキリと
　　　キボシゴマダラカミキリ
　さらに，ツヤハダゴマダラカミキリにごく近縁な
種としてキボシゴマダラカミキリAnoplophora nobilis 
Ganglbauer, 1890がある（槇原 (2008) は和名をキイロ
ゴマダラカミキリとしているが，原産地中国名は黄斑
星天牛であり，黄色を呈しているのは斑紋だけである
ので，これ以前に用いられていたキボシゴマダラカミ
キリがより適当な和名だと考えられる）。この種は上翅
の斑紋が鮮やかな黄色を呈しており，1950年代までは
甘粛省の狭い範囲に分布が限られていたが，1980年代
までに雲南省，山西省，寧夏回族自治区へと分布を広
げている（周・劉，1985）。
　寧夏回族自治区では，中国の国内外来種として1960
年代初期に南部の隆徳県でキボシゴマダラカミキリ
（寧夏回族自治区林業庁編，1983）が，1978年には
北部の石嘴山市でツヤハダゴマダラカミキリ（石嘴山
市営林局課題組，1992）が確認された。1990年代以
降，自治区中部地域では両種が広く混棲している（王
ら，1992；高ら，1992；久保田ら，2003）。両種の色
彩以外の差異については，比較解剖学的解析（呉・蒋，
1989）や数量分類学的解析（陳，1989）が行われてい
るが，決定的な差とは言えない。槇原は2種の腹部末
端（槇原，2008）や♂交尾器側片（槇原ら，1998）の
形態により同定できるとしているが，久保田が多数の
個体に基づいて検討した結果，いずれも両者に傾向は
認められるが，決定的な識別形質ではなかった（久保
田ら，2003）。
　また，両種の混棲地域ではしばしば種間交尾が認め
られ，上翅の斑紋が黄白色となった個体も少なからず
存在する。そのような個体は，交尾器も種間の中間的
形態となる傾向があることから，種間雑種が生じてい
ると推定された（久保田ら，2003）。このような事実
から，キボシゴマダラカミキリはツヤハダゴマダラカ
ミキリの1亜種と考えるべきものであって，人為的な
影響から互いに分布を広げることによって融合しつつ
ある地域個体群どうしである可能性が高い。Lingafelter 
& Hoebeke (2002) はキボシゴマダラカミキリをツヤハ
ダゴマダラカミキリのシノニムとしており，近年はこ
の扱いが主流のようである。
　槇原（2008）はツヤハダゴマダラカミキリとキボシ
ゴマダラカミキリを区別したうえで，ツヤハダゴマダ
ラカミキリの上翅の斑紋の色彩が白～黄色と変異に富
むとしているが，久保田が2000年に寧夏回族自治区北

部で観察した数百頭に及ぶツヤハダゴマダラカミキリ
（少なくとも当時はキボシゴマダラカミキリとされる個
体は認められなかった）の上翅の斑紋はすべて白色で
あった。
　華南農業大学教授の温秀軍博士によると，現在中国
ではキボシゴマダラカミキリはツヤハダゴマダラカミ
キリのシノニムとして扱われており，両者を併せたツ
ヤハダゴマダラカミキリのうち，中国の北中部～東部
には斑紋が白色の個体群が，北中部～西部には黄色の
個体群が分布している。両者は山西省，河北省，北京
市，四川省北部，陝西省南部，甘粛省などで交雑して
おり，これらの地域では黄白色の斑紋の個体が出現す
るが，頻度は白色の個体や黄色の個体に比べてそれほ
ど高くないらしい。
　また，韓国において本種は，古くは同国北部の山地
に分布するとされていた（Lee, 1982）。Hwang (2015) 
は韓国産の斑紋が黄色の個体を図示している。Kim et 
al. (2019) によると，少なくとも2015 ～ 2017年には韓
国各地の低地にも定着しているようである。この論文
では，ツヤハダゴマダラカミキリとして黄白色の斑紋
の個体が，産地を特定しないまま複数図示されている。
さらに，韓国内5産地の本種のミトコンドリア遺伝子
を解析したところ，抱川市産を除いた4産地（仁川広
域市，蔚山広域市，全州市，金海市）の塩基配列が中
国産のものと完全に一致し，抱川市産のものも中国産
個体の配列と大差ない。これらのことから韓国低地の
広い地域においてもツヤハダゴマダラカミキリが最近，
中国から侵入・定着したことが強く示唆されている。
　今回，兵庫県で採集された標本中には，白色の個体
に加えて黄白色の上翅斑紋をもつ個体が存在する。中
国，韓国での斑紋変異の状況を考慮すると，兵庫県で
発生した個体群は，たとえ朝鮮半島経由で侵入したと
しても，元々は中国においてキボシゴマダラカミキリ
とされてきた個体群（もしくは同様の色彩をもつ個体
群）と白色の斑紋タイプの個体群との雑種に由来する
可能性がある。
　末筆ながら，中国におけるツヤハダゴマダラカミキ
リの斑紋変異の情報を提供していただいた温秀軍博士
に感謝する。

◯引用・参考文献
陳　　斌 , 1989. 黄斑星天牛和光肩星天牛的数値分類研
究． 昆虫学報 32: 342-349. 

高　兆寧・劉　育鉅・楊　彩霞・馬　成俊 , 1993. 寧夏



GEKKAN-MUSHINo. 601, Mar. 2021

45

農業昆虫実録 . 336pp. 天則出版社 , 楊陵．
Gressitt, J. L., 1950. Longicorn beetles from the Ryukyu 

Islands (Coleoptera: Cerambycidae). The Philippine 
Journal of Science 79(2): 193-235, 5 figs.

Gresitt, J. L., 1951. The longicorn beetles of China. 
Longicornia 2: 1-667, 22pls.

Hwang, S. H., 2015. Long-horned beetles in Korea. 552 
pp. Nature & Ecology, Seoul.

池田俊弥 , 1994. 緑の長城とゴマダラカミキリ , そして
森林緑化協力 . 森林防疫 (43): 222-229.

Kim M.-S., Kim K.-Y., Lee W.-H. & K.-J. Hong, 2019. 
Reporting the possibility of invasive populations of 
Anoplophora spp. in Korea. Jornal of Asia-Pasific 
Biodiversity 12: 211-216.

久保田耕平・宝　　山・井上重紀 , 2003. 中国寧夏回族
自治区におけるAnoplophora属2種 (コウチュウ目，
カミキリムシ科 )の種間関係に関する形態学的解析 . 
樹木医学研究 7: 77-82.

Lee S.-M., 1982. Insect Koreana, series 1. 101pp. 
Lingafelter S. W. ＆ E. R. Hoebeke, 2002. Revision of Ano-

plophora (Coleoptera: Cerambycidae). 236pp., The Ento-
mologicai Society of Washington.

槇原　寛 , 2008. 熱帯林のカミキリムシ (3) アジアのカ
ミキリムシ (1) ツヤハダゴマダラカミキリ . 海外の森
林と林業 (72): 50-56.

槇原　寛・孫　　晋・宝　　山 , 1998. 中国寧夏自治区
における近縁2種のゴマダラカミキリ類の形態比較 . 
第49回日本林学会関東支部大会論文集 : 59-60.

Motschulsky, V. de, 1860. Etudes entomologiques 9: 19. 
Imprimerie de la Société de Litérature Finnoise. 

寧夏回族自治区林業庁編 , 1983. 寧夏回族自治区森林病
虫普査資料氾編 . 236pp.

石嘴山市営林局課題組 , 1992. 石嘴山市更新造林治理天
牛危害的研究 . 86pp.

高橋　直・伊藤正明 , 2005. 横浜市におけるツヤハダゴ
マダラカミキリの発見と根絶について .  植物防疫所
調査研究報告 (41): 83-85.

Tomoczek, C., 2001. First occurrence of the “Asian Long-
horned Beetle” (Anoplophora glabripennis Motschul-
sky) in Europe. http://fbva.forvie.ac.at/400/1517.html 
(URLが無効で筆者ら未見 . 文献名などは槇原 (2008) 
からの引用である )

王　希蒙・任　国棟・劉　栄光 , 1992. 寧夏昆虫名録 . 
286pp. 陝西大学出版社 , 西安市 .

呉　蔚文・蒋　書楠 , 1989. 星天牛属雄性外生殖器的分
類研究（鞘翅目：天牛科）. 昆虫学報32: 211-220.

周　嘉熹・劉　銘湯 , 1985. 黄斑星天牛与光肩星天牛外
部形態与生物学特性的区別 . 周嘉熹他編 , 黄斑星天牛
研究論文集（第一集）: 119-122. 西北林学院印刷局 .

（秋田：〒514-1136 津市久居東鷹跡町170-2）
（加藤：〒657-0855 神戸市灘区摩耶海岸通1-1-5-303）
（柳：〒247-0072 鎌倉市岡本1-7-2-2F）
（久保田：〒113-8657 文京区弥生1-1-1，東京大学大学
院農学生命科学研究科）

訂　正
▲筆者らは本誌599号（2021年1月号）に報告した「伊豆
諸島初記録のヒナカマキリ」（p. 47）において，伊豆大
島産ヒナカマキリを伊豆諸島初記録として報告した。し
かしその後，既に新島村（新島村 , 1996. 新島村史 資料
編 I 別冊 動植物目録・自然関係資料 . 新島村）と八丈島
（東京都八丈ビジターセンター , 2009. 八丈島のカマキリ
を究める！ . こっこめ通信 (101): 2）から本種が記録さ
れていることが判明した。したがって，以下に訂正した
い。

　p. 47左段，報文タイトルの訂正
　（誤）伊豆諸島

4 4

初記録のヒナカマキリ
　　　→ （正）伊豆大島

4 4

初記録のヒナカマキリ
　p. 47左段，本文12行目の訂正
　（誤）伊豆諸島

4 4

 → （正）伊豆大島
4 4

　　記録の見落としがあったことを謹んでお詫びするとと
もに，ご教示いただいた大島千幸氏にお礼申し上げる。

（神林千晶・山田拓真）
▲本誌600号 pp. 60-61，茶木慧太・倉西良一両氏による「千
葉県におけるクスベニヒラタカスミカメの分布状況」の
訂正。

　p. 60右段，本文下から13行目の「掬」のルビの訂正。
　（誤）suku → （正）すく
▲本誌600号 pp. 61-62，越智恒夫氏による「愛媛県でチョ
ウセンハナボタルを採集」の訂正。

　p. 61右段，本文上から4～ 5行目の脱字
　（誤）いずれも　　部からの記録であり，
　　　→ （正）いずれも島嶼

4 4

部からの記録であり，

　以上の誤りがありましたので，謹んで訂正いたします。
（編集部）


