
Ⅰ．はじめに

クビアカツヤカミキリ（Aromia bungii）は，

中国，朝鮮半島などを生息地とし（EPPO 

2015），バラ科樹木を寄主とする一次性の樹木

穿孔性の昆虫である．

日本国内では，2012年に愛知県で初めて被

害が確認されて以降，2013年に埼玉県，2015

年に大阪府，徳島県，東京都，群馬県，2016

年に栃木県において，サクラ類，ウメ（Prunus 

mume），モモ（Prunus persica），スモモ（Prunus 

salicina）などバラ科樹木で被害が報告されて

おり（山本・石川 2018），また 2017年には和

歌山県でも成虫が発見されている（和歌山県

2017）．本種は 2018年 1月 15日には外来生物

法における「特定外来生物」に指定され，分布

の拡大にともなう森林域への侵入による自然生

態系への影響も危惧されている．

大阪府内では 2015年に市街地の公園で本種

の成虫が発見されて以降，周辺地域で成虫や幼

虫の穿孔加害にともない排出されるフラス（木

くずや糞の混合物）の発見が相次いでいる（山

本・石川 2018）．本種の侵入地域は市街地や工

業団地などを含む都市域であるものの，寄主で

あるサクラ類が都市公園や街路に連続的に分布

しており，被害の拡大が懸念される．被害拡大

の防止に向けては，早急に被害の範囲や程度を

確定し，被害の拡大範囲を予測するなど，早期

防除に向けた被害実態調査が急務となってい

る．

そこで本研究課題では，大阪府内における本

種の被害範囲の特定を目的に，15 km四方（図 1）

に 140箇所の広域調査地点（図 2）において，
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2017年と 2018年にサクラ類を対象に被害状況

を明らかにした．調査範囲（図 1）は，府内で

最初の被害発見地域及び調査開始時に既に被害

の報告があった地域から将来の被害範囲の拡大

を見越して設定した，また，筆者らは，発見当

年である 2015年から定点調査地点（図 2）に

おいて，サクラ類の被害状況を経年調査してお

り（山本・石川 2018），本研究課題として 2018

年度の調査結果を報告する．

本種は日本国内に侵入して間もないことか

ら，防除対策に資する基礎的情報が不足してお

り，本研究課題で得られた知見は今後の各被害

発生地域での防除対策に寄与できると考えられ

る．

Ⅱ．方法

1. 定点調査地におけるサクラ類の被害率及び枯

死率の年次変動

筆者らは，定点調査地において，2015年か

ら毎年，サクラ類 206本のクビアカツヤカミキ

リによる被害状況を記録している．2018年の

調査は 9月に実施し，単木ごとに被害の有無及

び枯死の有無を記録した．被害は，調査対象木

から本種の幼虫が排出する特徴的なフラス（図

3）の排出が確認できれば，被害有りと判断した．

本種以外に，生きているサクラ類を穿孔加害す

るカミキリムシには，ゴマダラカミキリ

（Anoplophora malasiaca）及びウスバカミキリ

（Megopis sinica）がいるが（山本ら 未発表），

それらの幼虫が排出するフラスの粒形は本種と

異なることから（大阪府立環境農林水産総合研

究所 2018，栃木県 2018），本種と両種との被害
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図 1　大阪府内における調査地域の位置

調査地域

15km

15km

図 2　調査地域内の調査地点

●定点調査地点
●広域調査地点
■森林域

図 3　クビアカツヤカミキリ幼虫の排出するフラス



の判別が可能である．

2. 広域調査による被害地域の特定と被害分布の

空間的特徴

1）2017年及び 2018年の被害状況

広域調査地点は，1地点あたり 4本以上のサ

クラ類が植栽されている都市公園もしくは街路

とし，森林域を除く調査地域全体に 140箇所を

設定した（図 2）．調査は，調査地点内に植栽

されている全てのサクラ類樹木を対象とした．

ただし，調査対象木が多い場合は，任意に 25

本以上を抽出し調査した．

被害状況の調査は，2017年は 7月 31日から

8月 21日，2018年は 8月 13日から 8月 31日

に実施し，単木ごとの被害の有無及び成虫の脱

出孔数を記録した．成虫の脱出孔（図 4）は，

生存木に形成された樹幹鉛直方向に縦長の楕円

形の孔とした（安岡 2017）．当地域において本

種の成虫は，野外で 6月上旬から 8月上旬まで

確認され，この時期の終盤には成虫の脱出が終

了しているので，それ以降の調査により当該年

度以前の全ての成虫の脱出数を確認することが

できる．

2017年調査では GPSを用いて単木ごとに位

置座標を現地で取得した．取得した位置座標

データを ArcGISに取り込み，ArcGISが提供す

る道路地図を背景地図として単木の位置を修正

した．また，2018年調査において現地で単木

の位置を確認し，必要に応じて再度 GIS上で

位置を修正し，誤差の少ない単木の位置を実現

した．各調査地点の位置座標は，調査地内の全

調査木の位置座標の単純平均により算出した．

被害状況は，各調査地点をフラス「被害の有

り・無し」及び「脱出孔の有り・無し」により

整理し，ArcGISを用いて図示した．なお，本

研究を通して，GIS上の座標系は世界測地系

WGS1984を UTM座標系北半球 53帯に投影し

たものを使用した．

2）2017年時点の被害の集積地域の特定

2017年調査の「各調査地の被害本数」及び

後述する「各調査地の被害本数の期待値」と，

各調査地の位置座標をもとに，Kulldorf-

Nagarwalla空間スキャン検定により，本種の被

害が集積している地域を特定した．「各調査地

の被害本数の期待値」は，各調査地内の調査本

数と全体の被害率（全調査地の被害本数の総

和／全調査地の調査本数の総和）の積とした．

統計解析は統計解析環境「R」ver3.3.3を使

用し（以下，同様），Kulldorf-Nagarwalla空間

スキャン検定には「DCluster」パッケージの

opgam関数を用いた．opgam関数における応答

変数の統計モデルにはデータの過分散を考慮

し，負の 2項分布を仮定した．また，スキャン

対象の同心円に含まれる調査地点数の上限は全

体の 10 %（14地点）とし，ブートストラップ

反復回数を 999回，有意水準 1 %で検定した．

3）被害の初発地の推定と 2017年及び 2018年

の面的な被害率の推定

被害の初発地の推定にあたっては，初発地の

周辺で成虫の累積発生数が最大であると仮定

し，調査地域全体（図 2）を 100 mメッシュに

分割した各メッシュの中心点のうち，脱出孔数

が最大と推定された地点とした．

脱出孔数の推定は，Ⅱの 2の 2）で特定した
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図 4　クビアカツヤカミキリ成虫の脱出孔



被害の集積地域を対象に，2017年調査におけ

る各調査地の「被害木当たりの脱出孔数（調査

地点の脱出孔数の総和／被害本数）」と位置座

標をもとに，被害の空間的な自己相関性を考慮

し，「被害木当たりの脱出孔数」を理論バリオ

グラム（実際はセミバリオグラムであり，以下

同様）でモデル化し，そのモデルを用いたクリ

ギングによる空間補間により推定した．

上記と同様に，2017年の各調査地の「被害

率（被害本数／調査本数）」と位置座標をもとに，

被害率の理論バリオグラムをモデル化し，その

モデルを用いたクリギングによる空間補間によ

り，2017年及び 2018年の調査地域全体の被害

率を推定した．

理論バリオグラムのパラメータは「geoR」

パッケージの likfit関数を用い，制限付き最尤

法により推定した．なお，理論バリオグラムに

おける空間的共分散モデルとして，ガウス型モ

デル，指数型モデル，球型モデルを検討し，制

限付き最尤推定の結果，AIC（赤池情報量規準）

が最小となるモデルを最適モデルとして選択し

た．クリギングは「geoR」パッケージの krige.

control関数を用い，通常型クリギングにより

推定した．

4）被害分布の空間的特徴

GISを用いて，Ⅱの 2の 3）で推定した被害

の初発地から 1 kmごとに同心円（バッファー）

を発生させ，各同心円の差分区域における被害

率（バッファーに含まれる被害本数／同調査本

数）を算出し，初発地からの距離と被害率の関

係を調査した．

また，被害の集積地域以外にも「飛び地」的

な被害の発生地域が散見され，2018年調査で

は一部の「飛び地」地域が新たな初発地となっ

て被害分布が拡大している様子が認められたこ

とから，k-近傍法を用いて 100 mメッシュ単位

で複数の発生地域を判別した．

k-近傍法は「class」パッケージの knn関数を

用い，学習データは 2017年の各調査地点の被

害の有無とした．

5）成虫の年間移動距離の指標値の推定

Ⅱの 2の 2）で特定した被害の集積地域にお

いて，被害の初発地から 2017年度調査で脱出

孔が確認された調査地までの距離を算出し，成

虫の年間移動距離の指標値（指標値①）とした．

また，Ⅱの 2の 4）で判別した「飛び地」地

域の 1箇所の調査地においても 2017年に脱出

孔が確認されたことから，初発地から該当調査

地点までの距離を算出した．シミュレーション

により作成した年間移動距離の指標値の正規分

布モデルにおいて，初発地から「飛び地」まで

の距離が正規分布モデルで位置する水準を検討

した．

2017年度に脱出孔が確認された調査地の凸

包（地点を全て包含する最小の凸多角形）の頂

点となった調査地から 2018年度に新たに被害

が確認された調査地までの最短距離を成虫の年

間移動距離の指標値（指標値②）として算出し

た．

距離の算出には「sp」パッケージの spDistsN1

関数と，ArcGISを併用した．シミュレーショ

ンによる正規分布モデルは rnorm関数の 9,999

回試行により作成した．また，凸包は，QGIS

の空間演算ツールを用いて「単一かつ最小の凸

包を作成する」アルゴリズムにより作成した．

Ⅲ．結果

1. 定点調査におけるサクラ類の被害率及び枯死

率の年次推移

2018年時点での累積被害本数は 206本中 126

本，累積被害率は 61.2 %であった．また，累

積枯死本数は 206本中 27本，枯死率は 13.1 %

であった（表 1）．被害木及び枯死木ともに年々

増加していることが明らかとなった．

27



2. 広域調査による被害地域の特定と被害分布の

空間的特徴

1）2017年及び 2018年の被害状況

2017年には，140調査地点のうち，49地点

で被害，24地点で脱出孔が確認された．（図 5）．

2018年には，80地点でフラス被害，39地点で

脱出孔が確認され（図 6），2017年と比較して

広範囲に被害が拡大していることが明らかと

なった．

2）2017年時点の被害の集積地域の特定

Kulldorf-Nagarwalla空間スキャン検定（有意

水準 1 %）の結果，2017年時点の被害の集積

地域として 48地点が検出され，クビアカツヤ

カミキリの被害は特定の単一の地域に集積して

いた（図 7）．また，2017年に脱出孔が確認さ

れた調査地点（図 5）は，調査地域の南西部の

1地点を除き，当該集積地域に含まれていた．

3）被害の初発地の推定と 2017年及び 2018年

の面的な被害率の推定

2017年の被害木当たりの脱出孔数の理論バリ

オグラムのパラメータ推定の結果，空間的共分

散モデルが球型モデル，ナゲットは 20.63，部分

シルは 6.473，レンジは 2,901 mであった（図 8）．

推定した理論バリオグラムをもとに，通常型

クリギングにより，被害の集積地域における被

害木当たりの脱出孔数を推定し，その後，被害

の初発地を推定し，図示した．（図 9：図 7か
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発生数 割合(%) 発生数 割合(%) 発生数 割合(%) 発生数 割合(%)
被害木
（累積） 24 11.2 41 19.9 83 40.3 126 61.2
枯死木
（累積） 0 0.0 1 0.5 10 4.9 27 13.1

2015年 2016年 2017年 2018年
表 1　定点調査地における被害率及び枯死率の年次推移

●被害なし
●被害あり
●被害・脱出孔あり

図 5　2017年のクビアカツヤカミキリの被害状況

●被害・脱出孔あり
●被害あり
●被害なし

図 6　2018年のクビアカツヤカミキリの被害状況

図 7　2017年時点の被害の集積地域

●調査地点
●被害の集積地点



ら集積地域の範囲を抽出）．

被害の集積地域における 2017年の被害率の

理論バリオグラムのパラメータ推定の結果，空

間的共分散モデルはガウス型モデル，ナゲット

は 0.0306，部分シルは 0.1101，レンジは 2,036 

mであった（図 10）．

また，推定した理論バリオグラムをもとに，

通常型クリギングにより，2017年（図 11）及

び 2018年（図 12）の調査地域における面的な

被害率を推定した．

なお，図 9，11，12には等値線を図示した．

4）被害分布の空間的特徴

被害の初発地から 2017年調査の 1 km範囲ご

との被害率は（図 13），0（初発地）～ 1 kmで

54.3 %（38/70），1～ 2 kmで 23.9 %（110/460），

2～ 3 kmで 13.2 %（92/697），3～ 4 kmで 1.9 %

（6/313），4～ 5 kmで 2.3 %（9/393），5～ 6 km

で 3.7 %（15/409），6～ 7 kmで 1.6 %（5/310），

7～ 8 kmで 0 %（0/303），8 km以上で 0 %（0/116）

であった．

2018年調査では（図 14），初発地から 0～ 1 

km で 65.7 %（46/70），1 ～ 2 km で 39.3 %

（181/460），2 ～ 3 km で 30.0 %（209/697），3

～ 4 km で 23.0 %（72/313），4 ～ 5 km で 12.0 

%（47/393），5～ 6 kmで 5.1 %（21/409），6～

7 kmで5.2 %（16/310），7～8 kmで1.0 %（3/303），

8 km以上で 0 %（0/116）であった（表 2）．

k-近傍法の結果，2017年時点での主な発生

地域は，k=1のとき被害の集積地域周辺とその

東から南に位置する 3地域の合計 4地域（図

15a），k=5のとき被害の集積地域周辺と東と南

の 2地域の合計 3地域（図 15b），k=9以上で

被害の集積地域周辺のみ（図 15c）に区分され
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図 8　被害木当たりの脱出孔数の理論バリオグラム

図 9　集積地域における被害木当たりの脱出孔数

●調査地点
●脱出孔あり地点

●推定された被害の初発地

図 10　被害率の理論バリオグラム



た．2018年調査では k=1で 4区分された各地

域内の一つ以上の調査地点で脱出孔が確認され

た（図 6）．

5）成虫の年間移動距離

被害の集積地域において（図 7），被害の初

発地から 2017年度調査で脱出孔が確認された

全ての調査地までの距離は，平均±SD 1.646 

km±0.765 km，最大 2.853 kmであり，そのう
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図 11　2017年の調査地域における被害率

●被害なし
●被害あり

図 12　2018年の調査地域における被害率

●被害なし
●被害あり

●被害なし
●被害あり

図 13　被害の初発地から見た 2017年の被害分布 図 14　被害の初発地から見た 2018年の被害分布

●被害なし
●被害あり

表 2　2017年及び 2018年の初発地から 1 kmごとの被害率

被害
本数

割合
(%)

被害
本数

割合
(%)

被害
本数

割合
(%)

被害
本数

割合
(%)

被害
本数

割合
(%)

被害
本数

割合
(%)

被害
本数

割合
(%)

被害
本数

割合
(%)

被害
本数

割合
(%)

2017年 38 54.3 110 23.9 92 13.2 6 1.9 9 2.3 15 3.7 5 1.6 0 0 0 0
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ち脱出孔が確認された凸包上の調査地点までの

距離は平均±SD 2.059±0.755 kmであり，これ

を成虫の年間移動距離の指標値①とした（図

16）．

また，初発地から 2017年に調査地域の南西

部に脱出孔が確認された調査地（「飛び地」）ま

での距離は 6.177 kmであった（図 16：図 5か

ら脱出孔ありの調査地点を抽出）．シミュレー

ションにより作成した年間移動距離の指標値①

の正規分布モデルにおいて，モデル成虫が「飛

び地」まで移動する確率は 0.01 %以下であっ

た．

2017年に脱出孔が確認された凸包上の調査

地から 2018年度に新たに被害が確認された調

査地点までの最短距離は，平均±SD 1.563 km

±0.764 km，最大 3.366 kmであり，そのうち

2018年度に新たに被害が確認された凸包上の

調査地までの最短距離は，平均±SD 2.233±

0.729 kmであり，これを成虫の年間移動距離の

指標値②とした（図 17）．

なお，Ⅲの 2の 4）で k=1で区分した 4地域

のうち 2018年に脱出孔が確認された地域内に，

2017年のダミーの脱出孔地点（図 17の黄色の

星マーク：地域内で 2018年に脱出孔が確認さ
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●2017年脱出孔あり
●2017年脱出孔あり（凸包上）
●2017年脱出孔あり「飛び地」

●被害の初発地

図 16　被害の初発地と 2017年脱出孔ありの調査地点の抽出

図

●被害の初発地

★2018年新たに被害あり（ダミーが最近隣で除外）

●2018年新たに被害あり
●2017年脱出孔あり（凸包上）

★2017年脱出孔あり（ダミー）

図 17　被害の初発地，2017年脱出孔あり調査地点，並びに

2018年に新たに被害が確認された調査地点の抽出図

●被害なし
●被害あり

●被害なし
●被害あり

(a)

●被害なし
●被害あり

(b) (c)

図 15a, b, c　k-近傍法による発生地域の判別（k=1, 5, 9の場合）



れた調査地点の平均座標から算出）を設定した．

ダミー地点は 2017年時点で既に脱出孔があっ

た可能性のある地点のダミーの地点と仮定し，

ダミー地点からの距離が最短距離であった

2018年に新たな被害が確認された調査地点 11

箇所（図 17のピンク色の星マーク）は，指標

地②の年間飛散距離の計算から除いた．

Ⅳ．考察

定点調査地では，2015年に調査を開始して

以来，被害率が年々増加している．現時点では，

本種が日本国内に侵入して間もないこともあ

り，未だ有効な防除対策が開発されておらず，

実効性のある防除対策が実施できない中で，本

種による被害は確実に進行し，終息しないこと

が推測される．また，各調査年において被害率

と枯死率には差があることから（表 1），サク

ラ類が本種による被害を受けた当年に枯死する

可能性は低いと考えられる．近年，日本国内で

問題となっているナラ枯れにおいては，枯死す

る木の多くが被害の当年に枯死し（小林・上田

2015），枯死メカニズムは媒介者であるカシノ

ナガキクイムシ（以下，カシナガ）の共生菌が

樹木の道管要素に侵入し菌糸を成長させると通

水機能を失った道管組織が増加し，樹木の通水

機能が完全に停止する部位が出現することによ

りやがて萎凋することによる（黒田・山田 

1996）と考えられている．本種に関しては，現

在のところ，共生微生物の報告がなく，また幼

虫は形成層やそれに隣接する辺材部分（根から

吸い上げる水分通導を主に担う箇所）を中心に

食害する様子が観察されるため，樹体の水分通

導組織量が物理的に減少するので枯死につなが

ると推察されるが，詳細な枯死メカニズムはに

ついて今後検証が必要であろう．

広域の被害調査では，2018年調査において，

2017年と比較して新たに 31地点でフラス被害，

15地点で脱出孔が確認され，調査地域内で被

害地点が増加していることが明らかとなった

（図 5及び図 6）．2018年に新たに脱出孔が確認

された 15地点のうち 14地点において，2017

年時点でフラス被害が確認されていた．このこ

とは該当 14地点において 2016年以前に本種が

寄生し，2018年に羽化・脱出したことを示し

ており，調査地域においてサクラ類を寄主とし

た場合，幼虫期間は 2年以上である可能性が高

いと考えられる．EPPO（2015）によれば，本

種のライフサイクルは，緯度や気候にもよるが

2～ 4年と報告されており，本調査結果と一致

する．

2017年時点の被害率データから被害の集積

地域を解析したところ，調査地域内で単一の集

積地域が検出されたことから（図 7），その地

域内に被害の初発地があると推察される．集積

地域内の被害木当たりの脱出孔数をクリギング

による空間補間により推定し図示したところ

（図 9），被害の集積地域内で同心円状の分布を

示したことから，同心円の中心（推定された脱

出孔数が最大となる地点）が被害の初発地と推

定することは妥当であろう．

推定された被害の初発地は，内陸部であり，

周辺に木材関連の工業団地を含む地域であっ

た．クビアカツヤカミキリは，ドイツやイタリ

アにおいても侵入が確認されており，当該地域

へは主に木製梱包資材とともに持ち運び込まれ

て侵入したと考えられているが，成虫が脱出で

きるまで生育するに十分な大きさのスモモ属樹

木の木材や木材製品についても侵入経路として

可能性が検討されている（EPPO 2015）．大阪

府への侵入に関しても，自然分布する諸外国も

しくは日本国内で既に発生している地域から何

らかの輸送資材とともに運び込まれ，初発地周

辺で脱出した可能性が高いと考えられる．一方

で，初発地の周辺には木材関連の工業施設があ
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ることから，当地で利用された本種の寄主とな

る樹種の木材や木材製品から脱出した可能性も

考えられる．本種の寄主はバラ科スモモ属

（EPPO 2015）及びサクラ属（サクラ類を

Cerasus属に分類した場合）と考えられるが，

カキノキ科のカキ（Diospyros kaki）等が寄主と

なるとの報告があり（EPPO 2015），今後，日

本国内で寄主となる樹種を確定させることは，

侵入防止対策や防除対策を検討する上で非常に

重要になるであろう．

被害木当たりの脱出孔数から推定した被害の

集積地域全体の脱出孔数の等値線図（図 9），

並びに被害率データから推定した調査地域全体

の被害割の等値線図（図 11及び図 12）におい

ても，初発地付近から同心円状の被害の拡大が

示唆されている．また，2017年及び 2018年に

おける，初発地から 1 kmごとの被害率におい

ても（表 2），初発地から距離が離れるにした

がい被害率が低下することが示された．このこ

とから，本種による被害の空間的特徴として，

100 mメッシュ単位で見て，本種は初発地（あ

るいは最初の侵入地点）から同心円状に分布を

拡大すると推察される．

成虫の年間移動距離の指標値①は，推定した

被害の初発地から 2017年に脱出孔が確認され

た凸包上の調査地点までの距離を検討したもの

である（図 16）．成虫が初めて確認された 2015

年に初発地から飛翔，寄主木に産卵し，孵化し，

樹幹内で 2年間の幼虫期間を経て，2017年に

脱出したと仮定したものであり，本種の発見時

期や侵入から定着までの期間を考慮する必要が

あるものの，移動距離の指標のひとつとして考

えられよう．

また，成虫の年間移動距離の指標値②は，

2017年に脱出孔が確認された凸包上の調査地

から 2018年に新たに被害が確認された凸包上

の調査地点までの最短距離を検討したものであ

る（図 17）．成虫が 2017年に脱出孔が確認さ

れた地点から当年に脱出・飛翔し，寄主木に産

卵し，孵化した幼虫が 2018年にフラスを排出

し，その被害状況を観測したと仮定したもので

あり，そもそも成虫が脱出した地点が不明であ

り，それによるばらつきを無視しているものの，

移動距離の指標のひとつとして考えられよう．

それぞれの年間移動距離の指標値は，指標値

①で平均 2.059 km，最大 2.853 km，指標値②

で平均 2.233 km，最大 3.366 kmであり，近い

値を示していることから，本種による年間移動

距離は平均で約 2 km，最大で約 3 kmと推定さ

れる．本種の飛翔距離に関しては報告がないた

め（EPPO 2015），成虫が年間どれだけ移動す

るのかを推測することはできないが，本調査結

果は野外データから複数の移動距離の指標を示

し，かつ値が非常に近かったことから推定値と

して信頼性の高い貴重なデータと考えている．

今後は，サクラ類以外の寄主植物を含めた被害

率を加味した解析，バラ科樹木の空間分布の影

響を考慮した解析など，更に詳細な解析をする

必要がある．

さて，本種による被害の空間的特徴は，前述

の初発地から同心円状の分布拡大だけでなく，

複数の被害の「飛び地」の発生（図 11あるい

は図 13の k=1の場合）が挙げられる．本研究

で推定した年間移動距離の指標値の平均値や標

準偏差，あるいはその正規分布における初発地

から「飛び地」までの距離の水準，また 2015

年という被害の発見時期を考慮すれば 2017年

より前に当地に到達していたことから，本種の

飛翔能力だけで初発地から「飛び地」に到達し

た可能性は低いと考えるのが妥当ではないだろ

うか．その場合，別の移動手段，例えば自動車

への付着など意図しない人為的要因により到達

した可能性が考えられる．初発地から最短距離

で 10 km以上離れている和歌山県かつらぎ町で
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2017年に成虫が 1地点で捕獲された事例にお

いて（和歌山県 2017），この時はトラックの荷

台上で成虫が捕獲されたとのことであった，こ

のことは本種自身の飛翔以外の移動手段により

「飛び地」状に分布を拡大する可能性を支持す

るものである．一方で，外来種の侵入後の「定

着期」を経た後の「伝搬期」における分布拡大

パターンに関して，親集団から短距離移動と長

距離移動を併用し分布を拡大する種がおり（重

定 1992），親集団を本調査における被害の集積

地域と読み替えれば，「飛び地」の発生が本種

の成虫の長距離移動の結果に相当するとも考え

られる．この分布拡大パターンが進行すれば，

「飛び地」から新たに分布を拡大する集団は被

害の集積地の集団にやがて吸収されると考えら

れ（重定 1992），今回の 2017年調査の被害率

の推定図（図 11）と 2018年調査の被害率の推

定図（図 12）を比較すれば，まさしく 2018年

の推定図で東側の「飛び地」集団が集積地域の

集団に吸収される様子が捉えられているとも見

ることができ，実は長距離移動により「飛び地」

を発生させながら分布を拡大させることこそ

が，本種の分布拡大パターンの典型なのかもし

れない．いずれにせよ，本種による被害は，年

間移動距離よりも広範囲に発生する可能性があ

る．防除対策を検討するにあたり，周辺地域で

の被害発生リスクを低下させるためには，既に

被害が発生している地域において成虫密度を低

下させる努力が求められよう．

今回の調査により，大阪府域における被害状

況を確定できた．また，本種の年間移動距離の

指標値を示すことができ，このことは大阪府域

だけでなく，既に被害が発生している他地域で

の防除計画を策定する上で有益な基礎的情報と

して役立つであろう．
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Survey on the actual damage by the invasive red-necked longhorn beetle 
(Aromia bungii) harmful to trees such as the Japanese flowering cherries

YAMAMOTO Yuichi, UEHARA Kazuhiko, YOSHIMURA Tsuyoshi 
and ISHIKAWA Yosuke

In 2015 the red-necked longhorn beetle (Aromia bungii), known as an invasive species damaging Rosaceae trees, 
was found in Osaka Prefecture. After that, there have been concerned about the expansion of the damaged area by 
the species in ornamental cherry trees. So, we investigated the basic information such as the damaged area and the 
damaged rate of cherry trees in this area to establish the effective future management strategies.

In the fixed-point survey between 2015 and 2018, the damaged rates in cherry trees were increased over years. 
From 2015 to 2018, the total rates of damaged cherry trees were increased from 11.2 % to 61.2 %, and those of dead 
cherry trees were from 0 % to 13.1 %. 

In the extensive survey of the damage on cherries at 140 spots in the Minamikawachi area in Osaka Prefecture 
between 2017 and 2018, most damage was accumulated in a specific area. The damage was spread concentrically 
from the initial spot of invasion, and a few of enclosed damaged spots were also occurred. The migration distance of 
the adult beetle was estimated about 2 km on average and maximum 3 km in a year.
Keywords: invasive alien species, tree borer beetle, initial stage of invasion, spatial autocorrelation, kriging, 
migration distance
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