




クビアカツヤカミキリとは…
中国、朝鮮半島、ベトナム北部などを原産地
とする侵入害虫です。
2012年に愛知県で被害が確認されて以来、日本
各地で飛び地的に被害が発生しています。
2018年1月15日に、特定外来生物に指定されま
した。

目次
１　クビアカツヤカミキリによる被害状況　……　 1

２　成虫の特徴　　　　　　　　　　　　　……　 3

３　防除スケジュール　　　　　　　　　　……　 4

４　防除対策　①薬剤防除　　　　　　　　……　 5
　　　　　　　②ネット巻き・捕殺　　　　……　 6

５　防除に必要な道具類　　　　　　　　　……　 7

６　初発生時の防除のポイント　　　　　　……　 8

７　間違いやすいカミキリムシとの違い　　……　 9

８　間違いやすいフラスとの見分け方　　　……　10

クビアカツヤカミキリ防除対策マニュアル

特定外来生物とは：外来生物のうち「特定外来生物被害防止法」に基づき指定されるもの。生態系や人体、
農林業に害を及ぼす可能性がある種が指定される。指定された種は、許可無く「生きた
まま運ぶ」、「飼育する」、「他の場所に放す」ことは禁止されている。



Q.クビアカツヤカミキリによって、どんな被害があるの？

A．この虫は、幼虫が生きた樹木の内部に入り込み、1～3年かけて樹木の
内側を食い荒らし、その結果、樹木が衰弱・枯死してしまいます。

Q.どんな樹木が被害を受けるの？

A．国内ではサクラ、モモ、スモモ、ウメ、ハナモモ等で被害が報告され
ています。　　　　　　　　　　　　　　　   　　　（2018年９月現在）

A. 栃木県のほか、群馬県、
　埼玉県、東京都、愛知県、
　大阪府、徳島県で被害が

確認されています。
　 （2018年９月現在）

Q.日本のどこで被害が起こっているの？

Q.このまま放っておくと、どうなるの？

A．今、被害を食い止めなければ、日本全国に被害が広がる懸念があり
ます。

　　モモ、ウメ等の生産が大打撃を受けるだけでなく、日本からサクラが
なくなり、花見ができなくなる可能性もあります。

１　クビアカツヤカミキリによる被害状況
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Q.栃木県での被害は、どうなっているの？

A．2018年9月末時点で、栃木県内で被害が確認されている地域は、佐野
市・足利市の県南地域２市にとどまっていますが、栃木市では成虫が発
見されており、未発生地域にいつ侵入してもおかしくない状況です。



２　成虫の特徴

・触角を立てて歩きます。

・素早く動きます。
　逃がさないようためらわずに捕殺しま

しょう！

・驚いたときや、晴れた暑い日にはよく
飛びます。

・つかむとキーキー鳴き、かみつくこと
があるので、注意が必要です。

・強い臭いがある液体を出します。
　手袋等をするか、触った後は手を洗い

ましょう。

！注意！
クビアカツヤカミキリは特定外来生物です。  許可無しに「生きたまま運ぶ
こと」、  「飼育すること」、  「他の場所に放すこと」 等が禁止されています。
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３　防除スケジュール

暖かくなると幼虫が活動を始めます。
フラスの排出が確認されたら、防除を始めましょう。



（ａ）サクラの株元に積もったフラス、（ｂ）サクラの分枝部分に溜まったフラス、
（ｃ）モモの木から排出されたフラス

⑤ 薬剤処理の数日後に、フラス排出の有無を確認する。
　 ※幼虫の作る坑道は曲がりくねっているため、奥にいる幼虫まで薬剤が届か

ない場合があります。

⑥ 新たなフラスが排出されていた場合、③から繰り返す。
　 ※農薬には使用回数制限があります。ラベルをよく読み、使用方法・使用回

数を守って使いましょう！

４　防除対策
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４　防除対策

① ネット端：
主枝にガンタッカー等で固定し、ひも
でしっかり縛る

②ネット開口部：
何重にも巻き込み、結束バンドで固定
する

③すそ：
地面にペグで固定するか、地際でしっ
かり縛る

④樹木幹部分：
ネットが幹と密着しないようにする
※密着していると、成虫がネットをかみ切る

☞ 成虫は10:00～15:00頃に動きが活発になる。
☞ 定期的な見回りにより、羽化した成虫は捕殺する。
☞ 成虫発生期を過ぎたら、ネットを外す。
　 ※秋や来春にフラスが確認されたら、薬剤を注入し幼虫を駆除する必要があるため。

ネットをかみ切る成虫 ネット内で交尾する成虫

注意：「ネットを巻いたら終了」ではありません。
　　定期的に見回りネット内部の成虫を捕殺してください！



□ 金属ブラシ等
□ 千枚通し or 竹ひご
□ 登録のある農薬
　  注）2018年8月31日現在、成虫用に登録のある農薬は「バイオリサ・カミキリ（対象作物名：

果樹類、さくら、食用さくら（葉））」のみです。

□ ネット（目合い 4 mm 程度の丈夫なもの）
□ ガンタッカー：ネット端の樹木との隙間をふさぐため
□ P.P.バンド等、開口部を縛るためのヒモ
□ 結束バンド
□ ペグ（15 cm 程度）：ネットと地面を固定するため
□ ハンマー

5　防除に必要な道具類

☆クビアカツヤカミキリ幼虫防除に使用できる農薬一覧（2018年8月31日時点）

作物名 適用
害虫名

希釈
倍率 使用方法 使用

時期
本剤
使用
回数

IRAC
※1薬剤名

うめ、
　もも

カミキリ
ムシ類

—

—

樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差
し込み噴射

収穫前日
まで

２回
以内

３Ａ

３Ａ

ロビンフッド

ベニカカミキリムシエア
ゾール

果樹類
※２

カミキリ
ムシ類

—

—

樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差
し込み噴射

収穫前日
まで

２回
以内

３Ａ

３Ａ

ロビンフッド

ベニカカミキリムシエア
ゾール

さくら
クビアカ
ツヤカミ
キリ

—

—

樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差
し込み噴射 — ６回

以内

【専用ノズルつけかえ方式】
容器のボタンを引き抜き、専用ノ
ズルにつけかえ、食入部にノズル
を差し込み、薬剤が食入部から流
出するまで噴射する。

【２ウェイノズル方式】
折り畳まれた専用ノズルを引き上
げ、食入部にノズルを差し込み、
薬剤が食入部から流出するまで噴
射する。
木屑排出孔を中心に薬液が滴るま
で樹幹注入

— —

３Ａ

３Ａ

３Ａ

ロビンフッド

ベニカカミキリムシエア
ゾール

—園芸用キンチョールE

— ６回
以内 22Ｂ100倍アクセルフロアブル ※3

食入孔に注入 発生初期 ５回
以内 ４A50倍マツグリーン液剤２ ※3

※１：IRAC コードが同一のものは連用を避けましょう。
※２：かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、マンゴー、いちょう（種子）、くり、

ペカン、アーモンド、くるみ、食用つばき（種子）を除く。
※３：樹幹注入用の農薬散布器が必要です。
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□ 速やかに捕殺しましょう。

□ 周りにあるクビアカツヤカミキリが好む樹木で、他に成虫がいないか、フラ
スの排出がないかを確認しましょう。

□ 周囲の樹木はすでに産卵されている可能性があります。
　 翌年の春～秋にはフラスの排出がないかを確認しましょう。

□ フラス排糞孔に薬剤を注入し、防除に努めましょう。

□ 周りにあるクビアカツヤカミキリが好む樹木で、同じようにフラスの排出
がないか確認しましょう。

□ 大量のフラスが確認された場合、成虫が羽化してくる可能性があります。
　 成虫発生期にはネット巻きの対策を取りましょう。

6　初発生時の防除のポイント



1.3～1.7㎝

0.8～1.5㎝

2.5～4.0㎝

1㎝

７　間違いやすいカミキリムシとの違い

☞ 大きさ
　クビアカツヤカミキリに比べ小型です。

☞ クビ（胸部）の形
　チャイロホソヒラタカミキリは「ビーズ」型、
　クビアカツヤカミキリは「そろばんの珠」型です。

☞ 大きさ
　クビアカツヤカミキリに比べ小型です。

☞ 胴体の色
　ベニカミキリはクビ（胸部）だけでなく、胴体も赤いです。
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　クビアカツヤカミキリに比べ小型です。
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　ベニカミキリはクビ（胸部）だけでなく、胴体も赤いです。

８　間違いやすいフラスとの見分け方

☞ 明るい色のフラスが大量に排出される
☞ 拡大すると、薄い木くず片を多く含む

▲株元に堆積したフラス

☞ 暗い色のフラスが局所的に見られる
☞ 拡大すると、顆粒状の糞が多い

▲幹から排出されたフラス

☞ フラスの色合いはクビアカツヤカミキリ
と同様に明るい

☞ 拡大すると、繊維状の木くずを多く含む

▲株元に散らばるフラス

塊のままでは見分けが難しいフラスも、ほぐしてみると特徴が分かりやすくな
ります。

クビアカツヤカミキリ

コスカシバ　　　：見分け難易度★☆☆

ウスバカミキリ　：見分け難易度★★★




