
Ⅰ．背景

1. 隠蔽種の侵入

外来種は在来の生態系を大きく改変する可能

性があり，また農業や漁業に影響を与えること

で経済的な被害をもたらすこともある．たとえ

ば，外来種のブラックバスやアメリカザリガニ

が在来の淡水生態系に及ぼした影響は計り知れ

ない．したがって，現在のグローバル世界にお

いては外来種の侵入をいち早く検知し，被害の

縮小や防除に向けた対策を取る必要がある．そ

のためには，さまざまな生物を対象にしたモニ

タリングが重要になる．

外来種の侵入の検知を難しくする要因のひと

つに，種の同定の難しさがある．特に，隠蔽種

と呼ばれる，形態からは区別の難しい種群の場

合，専門的な技能がなければ同定ができない．

そのため，外来種が侵入しても気づかずに，分

布が拡大するおそれがある．したがって，私た

ちは外来種の侵入とその影響について過少評価

しているおそれがある．以下，隠蔽種の侵入に

関して 2つの事例を紹介する．

さまざまな作物を加害するタバココナジラミ

Bemisia tabaciには形態から区別することが難

しい複数の遺伝型（バイオタイプ）が存在する

（De Barro et al. 2011）．これらのバイオタイプ

は作物の選好性，殺虫剤に対する抵抗性，交尾

行動などが異なっている（Crowder et al. 2010）．

そのため，分子遺伝学的な方法で簡便にバイオ

タイプを区別し，害虫防除に役立てる必要があ

る．中国とオーストラリアでは，在来のバイオ
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ナミテントウは日本国内では北海道から九州にかけて分布しているが，近年になって沖縄本島と石垣
島から国内外来種として記録された．南西諸島には近縁種のクリサキテントウが分布しているため，侵
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フィールドワークにてクリサキテントウの生息環境を調べるとともに，ナミテントウの侵入の程度を調
べた．また，形態によって区別できない個体について，遺伝子解析による同定を試みた．南西諸島のク
リサキテントウは，本州の個体群と異なり，ガジュマルなどさまざまなニッチを利用していることが明
らかになった．また，保管されているサンプルの遺伝子解析をしたところ，ナミテントウの石垣島への
侵入が遅くとも 2015年までさかのぼることが明らかになった．今後は，さらに安価かつ簡便に種を判別
できる遺伝的手法を解析し，ナミテントウの侵入を高い精度で把握していく必要がある．
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タイプが数年のうちに外来のバイオタイプに

よって駆逐されたことが知られている（Liu et 

al. 2007）．

チリには淡水性巻貝の Physa chilensisや Physa 

nodulosa（サカマキガイ属）がもともと分布し

ているが，近年の遺伝子検査によって，世界的

な侵入種であるサカマキガイ Physa acutaが広

い範囲から検出された（Collado 2017）．ある地

域から複数のハプロタイプ（遺伝型）が検出さ

れたことから，複数の系統が侵入したと推定さ

れる．以上のように，隠蔽種の侵入を把握する

ためには，従来の形態的な分析に加えて，塩基

配列解析が有効である．

2. ナミテントウ種群

ナミテントウ Harmonia axyridis（図 1）は日

本を含む東アジア・ユーラシア大陸東部を原産

とする昆虫であり，害虫であるアブラムシなど

を旺盛に捕食することから，天敵として農業現

場でも利用されている．近年では，アメリカ・

ヨーロッパ・南アフリカなどに人為的に導入さ

れ，農業生態系だけでなく自然生態系にも生息

範囲が拡大し（Roy and Wajnberg 2008），在来

のアブラムシ食昆虫群集（テントウムシ，クサ

カゲロウ，ヒラタアブなど）に影響を与えてい

る可能性が指摘されている．

クリサキテントウ Harmonia yedoensisは成虫

の外見がナミテントウと酷似しており，かつて

は見分けのつかない隠蔽種として認識されてい

た．幼虫の模様や生息環境，雑種形成などの分

析から，ナミテントウとクリサキテントウは明

確な別種であると確認された（佐々治 1998）．

本州において，ナミテントウはさまざまなアブ

ラムシを食べるジェネラリストだが，クリサキ

テントウは松類（アカマツ Pinus densiflora，ク

ロマツ Pinus thunbergii）に生息するアブラムシ

だけを食べるスペシャリストである．

ナミテントウとクリサキテントウの生態の違

いを考える上で，松類に生息するマツオオアブ

ラムシ Cinara piniに対する適合性が重要であ

る．マツオオアブラムシは他のアブラムシ類と

比較して大型で脚が長く，素早く歩き回ること

ができる．そのため，テントウムシの孵化幼虫

にとっては捕まえにくいエサである（Noriyuki 

et al. 2011）．クリサキテントウは，卵（すなわ

ち孵化幼虫）が大きく，かつ孵化幼虫の形態が

特化しているため，マツオオアブラムシをうま

く捕食することができる（Noriyuki et al. 2011）．

ただし，卵サイズが大きいことと，栄養卵（孵

化せずに同じ卵塊から孵化した幼虫に摂食され

る卵）の割合も高いことから，子あたりの母親

の投資量が大きく，その分だけ子の総数を犠牲

にしていると考えられる（子の大きさと数のト

レードオフ；Osawa and Ohashi 2008）．さらに，

マツオオアブラムシは幼虫の発育にとってもあ

まり好適な資源ではない（Noriyuki and Osawa 

2012）．クリサキテントウは野外ではいっさい

出会うことのない種類のアブラムシでも順調に

発育・繁殖できる．以上の事実から，クリサキ

テントウはマツオオアブラムシに特化している

ものの，子の成長にとっては優れた資源ではな

いことが示唆された．

クリサキテントウが野外でスペシャリストで

ある要因として，ナミテントウとの繁殖干渉（繁
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図 1　ナミテントウ



殖プロセスにおける負の種間相互作用）が考え

られる（Noriyuki 2015）．両種の未交尾の成虫

を一緒にすると，ナミテントウは同種どうしで

正常に交尾できるが，クリサキテントウはその

割合が低下する（Noriyuki et al. 2012）．このよ

うな非対称な効果は，両種の種認識・配偶選好

性に起因していると考えられる．つまり，ナミ

テントウが多数いるパッチではクリサキテント

ウは繁殖干渉の影響を強く受けると考えられ

る．こうした状況から，クリサキテントウはナ

ミテントウからの繁殖干渉を避けるために，野

外ではナミテントウにとって不適な資源にコス

トをかけて特化していると考えられる．その他，

ギルド内捕食や消費型の資源競争も両種の安定

的な共存を妨げる一因だと考えられる．

3. 南西諸島での状況

本州においてナミテントウとクリサキテント

ウは異なる資源を利用しているが，北海道では

ナミテントウだけ，南西諸島ではクリサキテン

トウだけが自然分布している（図 2）．ナミテ

ントウの分布していない地域では，繁殖干渉を

避ける必要がないため，クリサキテントウの

ニッチおよび資源利用形質がジェネラリストの

ように拡大していると予想される．実際，南西

諸島のクリサキテントウはギンネム Leucaena 

leucocephalaをハビタット（生息環境）として

利用することが知られている（Noriyuki and 

Osawa 2016）．ただし，南西諸島におけるクリ

サキテントウの分布や資源利用については調査

が進んでいないため，ナミテントウとの競争関

係から解放されている状態でどのような進化が

生じたのか明らかにする必要がある．

ところが 2017年，石垣島と沖縄本島にて相

次いでナミテントウが発見された（阪本・伊藤

2018）．これらのナミテントウは，鞘翅後方に

ある「ひだ」の有無や交尾器の微細な形状の違

いによってクリサキテントウから区別された．

実際には，これら 2地点以外にもナミテントウ

の侵入が拡大しているおそれがある．特に，沖

縄本島での記録は島北部のネクマチヂ岳である

ため，那覇市近郊などの都市部にすでに侵入し

ている可能性がある．

南西諸島の島々でナミテントウの分布が拡大

してしまうと，クリサキテントウの生態や分布

が圧迫されるおそれがある．本州の状況と同じ

ように，両種の間で繁殖干渉をはじめとした負

の相互作用が発生し，もともと分布していたク

リサキテントウの繁殖が阻害される可能性があ

るからだ．また，クリサキテントウのほかにも，

アブラムシを食べるテントウムシ類に影響がお

よぶと予測される．アジア原産のナミテントウ

はヨーロッパやアメリカ諸国で侵略的外来種と

して問題になっていることからも，もともと分

布していなかった南西諸島での群集動態を注視

する必要がある．

ただし，前述したようにナミテントウとクリ

サキテントウは成虫の外見が酷似しているた

め，専門家でなければ形態による区別が難しい．
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図 2　ナミテントウ（H. axyridis，青色）とクリサキテントウ

（H. yedoensis，赤色）の日本列島における分布図
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それがナミテントウの国内外来種としての検知

を遅らせる原因になっているだろう．そのため，

ナミテントウが侵入したことを前提とした分布

調査，ならびに分子遺伝学的にクリサキテント

ウと区別する手法の確立が必要である．

そこで本研究では，南西諸島でナミテントウ

とクリサキテントウの分布と生態について調査

を行ない，形態的な分析に遺伝解析を組み合わ

せることで，国内外来種の侵入の程度を把握す

ることを目的とする．また，すでに南西諸島か

ら得られているナミテントウと思われるサンプ

ルを用いて遺伝解析を行ない，侵入した場所と

年代を特定することを試みた．

Ⅱ．方法と結果

1. 野外調査

2019年 3月上旬に，沖縄本島・宮古島・伊

良部島・下地島にて野外調査を行なった．沖縄

本島では，琉球大学キャンパス構内（西原町）

のリュウキュウマツ Pinus luchuensisを昆虫網

を用いてビーティング法によって採集を試み

た．その結果，テントウムシのサンプルを得た

が，ナミテントウに特有のひだが無かったこと，

斑紋型が種特異的なものでなかったことから，

外部形態だけでは種を同定できなかった．した

がって，この個体については遺伝解析を行なう

ことにした．

浦添大公園（浦添市）ではリュウキュウマツ

付近からクリサキテントウの幼虫を採集した．

幼虫の模様から種を同定することができた．ま

た，公園に植栽されてあったリュウキュウクロ

ウメモドキ Rhamnus liukiuensisからもテントウ

ムシ類のサンプルを得た．

ナミテントウの記録のあるネクマチヂ岳（大

宜味村）でも調査を行なった．雨天であったた

め，十分なビーティングができなかった．山頂

まで登山したが，テントウムシ類を採集するこ

とはできなかった．

宮古島では，カママ嶺公園のリュウキュウマ

ツで多数のクリサキテントウを得た．クリサキ

テントウに特異的な斑紋であったために同定で

きた．2012年の調査では同公園のハイビスカ

ス Hibiscus rosa-sinensisからクリサキテントウ

の成虫を採集したが，今回の調査では確認でき

なかった．ガジュマル Ficus microcarpaからク

リサキテントウの成虫を 2頭採集した（図 3）．

クリサキテントウがガジュマルを利用すること

を確認したのは本研究が初めてである．

宮古島市熱帯植物園でも調査を行なった．こ

こでは以前の調査でカンヒザクラ Cerasus 

campanulataからクリサキテントウを発見した

が，今回の調査では観察することができなかっ

た．

伊良部島および下地島は宮古島から橋で渡る

ことができる．リュウキュウマツから数頭のク

リサキテントウを採集した．宮古島と合わせて，

ナミテントウらしき形態の個体は発見されな

かった．

2019年 4月下旬には沖永良部島で調査を行

なった．島内の各地を回り，リュウキュウマツ

を中心にビーティングを行なったが，クリサキ

テントウおよびナミテントウらしき個体は得ら

れなかった．
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図 3　ガジュマルで発見されたクリサキテントウ



以上の野外調査ならびにこれまでの知見を合

わせると，南西諸島（奄美大島，石垣島を含む）

のクリサキテントウは主にリュウキュウマツを

生息環境として利用し，場所によってはカンヒ

ザクラ・ギンネム・ハイビスカス・ガジュマル

といった他の樹種も利用することが明らかなっ

た．つまり，ナミテントウの分布していない地

域では，松類に固執している本州個体群に比べ

て，ニッチ幅が拡大しているといえる．

2. 遺伝解析

沖縄本島（琉球大学構内）で採集した個体に

ついて，形態による同定が難しかったので，遺

伝子解析によってナミテントウとクリサキテン

トウを判別することを試みた．サンプルは 95 

%エタノールに入れマイナス 30度で保存した．

腹部をピンセットで切除し，自然乾燥させた．

専用のチューブにステンレスビーズを入れ，卓

上型ビーズ式破砕機シェイクマン 6を用いてサ

ンプルを破砕した．その後，DNeasy Blood & 

Tissue Kit（Qiagen）のプロトコルに従い，proK

処理，DNAの抽出を行なった．

PCR反応には酵素 Tks Gflex DNA polymerase

（タカラ）を用い，メーカーの推奨プロトコル

に従った．ミトコンドリア DNAの COI領域の

プライマー LCO および HCO（Folmer et al. 

1994）を用いた．反応は 94度 1分，98度 10秒，

60度 15秒，68度 30秒（30サイクル）とした．

PCR反応物は ExoSap-IT（Thermo Scientific）で

精製した．

BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit

（Applied Biosystems）を用いて，サンガーシー

ケンスを行なった．

得られた波形ファイルをMEGA X（Kumar et 

al. 2018）を用いて目視で確認し，塩基配列を

決定した．blast検索を行ない，データベース

上の配列と照合を行なった．

その結果，既存のクリサキテントウの配列と

一致した．

3. 既存のサンプル

申請者が2015年10月に石垣島川平で採集し，

95 %エタノールで冷凍保存していたテントウ

ムシのサンプルを再検査した．その結果，クリ

サキテントウと思われるサンプルの中からナミ

テントウの特徴である後翅のひだのある個体が

1頭見つかったため，ひだの無い個体と合わせ

て，遺伝解析を行なった．

各個体から脚を切除し，自然乾燥させた後，

滅菌したペッスルを用いて組織を破砕した．そ

の後は，前項と同様に DNeasy Blood & Tissue 

Kitを用いて DNAを抽出し，Tks Gflex DNA 

polymeraseを用いて PCRを行ない，サンガー

シーケンスで配列を決定した．

その結果，ひだのある個体の配列は，既存の

ナミテントウの配列と完全に一致した．形態的

な特徴と合わせ，この個体はナミテントウであ

ると判定できる．

また，2017年に沖縄本島および石垣島で採

集されたナミテントウに関して，標本管理者の

阪本優介氏より各個体脚 1本を提供していただ

き，遺伝解析を試みた．採集時に酢酸エチルを

用いた可能性があり，乾燥標本として保存され

ていたため，DNAが著しく劣化しているおそ

れがあった．そのため，この 2個体のサンプル

については，Nakahama & Isagi（2017）の方法

を参照して DNA抽出を行なった．具体的には，

CTABを用いて proK処理を行ない，3日間 56

度のインキュベーターに入れた．その後，フェ

ノール・クロロホルム法を行ない，100 %イソ

プロパノール処理のあとに4度で1日静置した．

こ の サ ン プ ル を 対 象 に Tks Gflex DNA 

polymeraseを用いて PCRを行なった．電気泳

動でバンドを確認したが，うまく増幅できな

かった．
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Ⅲ．考察

フィールド調査の結果から，宮古島のクリサ

キテントウはリュウキュウマツの他にもガジュ

マルを生息環境として利用していることが明ら

かになった．これまでの知見と総合すると，南

西諸島のクリサキテントウはギンネム・ハイビ

スカス・カンヒザクラ等も利用していることに

なり，本州の個体群と比べてニッチが拡大して

いることが分かった．南西諸島にはナミテント

ウがもともと分布していないため，繁殖干渉な

どの競争関係から解放され，ニッチが拡大した

ことが示唆された．

2017年に沖縄本島と石垣島で採集された個

体については，遺伝子増幅が成功しなかったも

のの，形態的な特徴からナミテントウだと判断

できる．2015年に石垣島で採集された個体は，

今回の遺伝子解析の結果と形態的な特徴を合わ

せて，ナミテントウであると分かった．すなわ

ち，ナミテントウの石垣島への侵入が遅くとも

2015年までさかのぼることが明らかになった．

石垣島と沖縄本島で採集され，標本を提供し

ていただいたサンプルについては，今のところ

遺伝子増幅に成功していない．おそらく，

DNAが劣化したために通常の方法では PCRが

うまくいかないと考えられる．今後は，特異性

の高いプライマーを用いたり，インナープライ

マーを設計することで，これらのサンプルに対

応していく必要がある．

今後，南西諸島におけるナミテントウの侵入

を検査していくためには，より簡便な遺伝子同

定法の開発が必要である．今回の遺伝子解析で

はシーケンスまで行ない配列を決定した．その

一方，ナミテントウとクリサキテントウを区別

するために LAMP法を整備すれば，短時間の

反応のみで済むため，より多くのサンプルを安

価に解析できるだろう．

また，DNA抽出についてもコスト・時間の

削減の余地が残されている．FTA カード

（Qiagen）などを用いれば，DNAの保存と抽出

に関するプロセスを簡略化できる可能性があ

る．さらに，テントウムシ類は成虫・幼虫とも

に防御反応として体液（反射出血）を出し，そ

の体液には DNAが含まれている．そのため，

非侵襲的に DNAを抽出することができる．反

射出血を FTAカードで保存し，LAMP法を適

用すれば，種の同定を簡素化し，隠蔽種の侵入

をより確実に検出できるようになるだろう．
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Detecting invasive ladybird in Ryukyu Islands and  
its effect on native community

SUZUKI Noriyuki, SUGO Junki and KOBAYASHI Kaito

Asian multicolored ladybird, Harmonia axyridis, has been found in Ishigaki island and Okinawa island recently 
as an invasive species in Ryukyu Islands. Harmonia yedoensis is originally distributed in these areas, suggesting that 
competitive interactions may affect on native community. Here we examined niche use of H. yedoensis in Ryukyu 
Islands and tried to detect H. axyridis. Moreover, we performed genetic analysis when we cannot identify species by 
morphology. We found that H. yedoensis uses a variety of habitat in Ryukyu Islands, including fig trees. In addition, 
we detected H. axyridis from Ishigaki island collected in 2015. We need to develop a cost-effective method to 
identify these species to detect H. axyridis in its invasive region.

Keywords: interspecific competition, invasive alien species, niche partitioning, Ryukyu archipelago
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