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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
内側を食い荒らします。その結果、樹木が弱り、やがて枯れてしまいます。

Q.どんな樹木が被害を受けるの？

A．国内ではさくら、もも、すもも、うめ、はなもも等で被害が報告され
　ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年12月現在）

A． 左図のとおり、栃木県を含
む12都府県で被害が確認され
ています。

（2021年12月現在）

県内の発生状況はこちら
から確認いただけます。

〈栃木県自然環境課HP〉
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/seibututa
yousei/kubiakatuyakamikiri.html

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おそれがあ
ります。
もも、うめ等の生産が大打撃を受けるだけでなく、さくらが大きな

被害を受け、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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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見つかっています。
2018年1月15日に、特定外来生物に指定されま
した。
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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。

・体長は2～4cm程度
・オスはメスより触角が長い

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。

ジャコウ？ かんきつ類？

違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を課せられます。
2
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農薬を使用する際の注意
① 農薬容器のラ

ベルをよく読
み、正 し く 使
用しましょう。

　 最新の情報は、メーカーの
ホームページ等で確認しま
しょう。

② 周辺環境に配慮し、農薬の
飛散防止を徹底しましょう。

③ 農薬の使用状況を正確に記
帳しましょう。

薬剤によっては、樹幹に孔
を開けて薬剤の注入が可能

〔P９参照〕
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（a）さくらの株元に積もったフラス、（b）さくらの分枝部分に溜まったフラス、
（c）ももの木から排出されたフラス

6 7
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薬剤によっては冬期に施工可能です。
　冬期に使用可能な樹幹注入剤を注入しておくことで、クビアカツヤ
カミキリの活動期の初めから効果を得ることができます。

9

注入孔は、必ず生きている樹幹に孔を空ける
こと。
→　スカスカした手応えである、ドリルくず

が乾いている場合には、位置をずらす。

③ 注入孔を空ける。
　②で印を付けたところに、ドリルで孔を空ける。

④注入孔に薬液ボトル又は注入補助器をしっかり刺す。
アトラック、リバイブ

（シンジェンタ・ジャパン（株））

⑤ 薬剤を注入する。
薬液ボトルの底部に針で穴を開ける。

　注入器で、注入補助器に薬液４mlを
ゆっくり注入する。

ウッドスター
（サンケイ化学（株））

⑥ 薬液が樹木内に吸収されたことを確認し、薬液ボトル又は注入補助器を取り
外す。

8
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脱出防止ネットは目合い4mm以下
の丈夫なものを使用しましょう。
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クビアカツヤカミキリ
と一緒にいることがあ
るカミキリムシ

他にもミヤマカミキリ、
エグリトラカミキリなど
が一緒にいることがあり
ます。
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