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ハルニレの若薬に火膨れ様褐変被害をひきおこす潜葉虫，

ニレヒメハムグリハバチ（ハチ目：ハバチ科）の生活史と形態

磯野昌弘＊

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所

Life History and Morphology of the Japanese Elm Leaf Miner, Anafenusa shinoharai (Hymenoptera: Tenthredinidae), 
that Causes Blister-like Browning on the Young Leaves of Ulmus davidiana var. japonica. Masahiro 
IsoNo* Tohoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute, Forest Research and Management 
Organization; 92-25 Nabeyashiki, Shimokuriyagawa, Morioka, Iwate 020-0123, Japan. Jpn. J. Appl. Entomol. Zoo!. 
64: 55-64 (2020) 

Abstract: The Japanese elm leaf miner, Anafenusa shinoharai Smith (Hymenoptera: Tenthredinidae), caused a 
large blister-like browning on the young leaves of Ulmus davidiana var.japonica in Morioka City, Iwate, Japan. This 
damage is reported for the first time, and the life history and larval morphology of the species are described to facilitate 
rapid diagnosis. The species is univoltine, and the adults emerged and reproduced in mid-May when the host leaves 
reached 78% of their full length. After 3 weeks, mature larvae fell to the ground, formed a chamber in the soil, and 
overwintered there as prepupae. In this study, all 40 adults that emerged from the soil were female, carrying an average 
of 35.5 mature eggs. The larvae consumed both palisade and spongy parenchyma, forming a mine with an average size 
of 10.3cm". In 2019, the number of adults that emerged from the soil was 26.7/m" and the number of mature larvae 

that dropped to the ground was 239.9/m", suggesting that the infestation and damage would be repeated the next year. 
I describe the larval morphology of the 5th instar (final feeding stage) and the 6th instar (non-feeding mature stage), 
revealing drastic morphological changes. In addition, I redescribe the adult morphology. 

Key words: Herbivores; larvae; insect trap; Heterarthrinae; Ulmus davidiana 

緒目

ハルニレ Ulmusdavidiana Planch. var. japonica (Rehder) 

Nakai（バラ目：ニレ科）は， H本および朝鮮半島，中国

北部に分布する落薬高木で，美しい樹形をもつことから，

公園樹や街路樹としてもちいられることが多い（清利，

2009;邑田・米倉， 2016)．本樹の害虫としてはミフシハ

バチ科のニレチュウレンジ Argecaptiva (Smith)（原・篠原，

2005)やニレハムシ Pyrrhaltamaculicollis (Motschulsky)お

よびオカボノクロアブラムシ Tetraneuranigriabdominalis 

(Sasaki) が広く知られている（小林•竹谷， 1994) ．広食

性のマイマイガ Lymantriadispar (Linnaeus)や寡食性のヒ

オドシチョウ Nymphalisxanthomelasjaponica (Stichel)も本

樹の害虫として扱われることがある（邑田・米倉， 2016).

ハルニレの食葉性昆虫として，これら以外にも，チョウ目

ではヤガ科やシャクガ科など 23種（駒井ら， 2011)が，ハ

チ目ではミフシハバチ科とハバチ科の数種 (Togashi,1998; 

原・篠原， 2005；原， 2011)が， コウチュウ目ではタマム
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シ科とゾウムシ科の数種（林ら， 1984;黒澤ら， 1985)が知

られている． しかし，ハルニレの食葉性昆虫の調査は不十

分である．

このような中， 2017年 6月14日に岩手県盛岡市でハル

ニレの若葉が褐変しているのを発見したこれは，潜菓虫

による未知の被害で，褐変は火膨れ様の潜葉痕の変色に

よるものであった (Fig.la)．潜葉内の幼虫を飼育して得

られた成虫の形態から加害種は，ニレヒメハムグリハバチ

Anafenusa shinoharai Smith（ハチ目：ハバチ科：ハムグリ

ハバチ亜科）であることが判明した．

ハムグリハバチ亜科は 3族から構成され，本種が属する

ハムグリハバチ族は，すべての幼虫が潜葉性で， 日本に

は8属 19種が分布している（原， 2011)．この中には， シ

ラカバノクロボシハムグリハバチ Fenusapumila Leach（井

上， 1963;前藤 1994;原・篠原， 2005)やシナノキハムグ

リハバチ Parnakamijoi Togashi（井口ら， 1998;原， 2011),

ヤマッツジを加害するヒラシマハムグリハバチProfenusa

hirashimai Togashi（野澤， 2008)およびノイバラを加害す
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Fig. I. Leaf mine expansion by Anafenusa shinoharai larvae 111 
Morioka, Japan: a, fully grown mines by 5th instar larvae; b, 
early-stage mine of 0.28 cm― by 3rd instar larva; c, middle-
stage mines possibly by a 4th instar and t¥vo 5th instar larvae 

るニホンハムグリハバチ ProfenusajaponicaTogashi (Sugiura 

and Yamazaki, 2003)等の樹木害虫が含まれる．ハムグリハ

バチによるハルニレヘの被害の報告は今回が初めてとな

る． この被害をひきおこしたニレヒメハムグリハバチは，

これまでに長野県で 2雌 (Smith,1981) と北海道で 1雌

(Shinohara and Hara, 2015)の記録があるのみで，潜策痕の

形状や幼虫の形態は知られていない． このため，加害種を

同定するためには成虫を羽化させる必要があった今回，

同定にもちいた成虫は，約 IIか月間にわたる土中での培

蓑を経て得られたものである．今後同様な被害が発生した

際に，すぐに加害種の同定をおこなうためには，幼虫の形

態を明らかにしておく必要がある．

日本産ハムグリハバチ族の幼虫形態は，ハンノハムグ

リハバチ Fenusadohrnii (Tischbein)やシラカバノクロボ

シハムグリハバチなど 3属 6種について知られている（奥

谷， 1959;井上， 1963; Smith, 197]；前藤 1994;原・篠原，

2005)．海外においては， Smith(1971)が北米産の 9属 21

種のうちの 6属 13種について，豊富な図とともに記載を

おこなっている． 今回被害 をひきおこした Anafenusa属

の種は旧北区から 4種が知られている (Smith,1981; Xiao, 

1992; Taeger et al., 2018)が，幼虫形態についての知見は無

い． しかし，前述のように同族種の記載が多数なされてい

ることから，これらとの比較により，本種の特徴を把握す

ることは可能であると考えられたそこで，本研究では今

後の迅速な被害診断のために，生活史に加え幼虫形態の記

載をおこなったまた，成虫形態についても，新たに確認

できた分類学的に有用な形態的特徴を加えて再記載をおこ

なった

本文に入るに先立ち，加害種を同定していただくととも

に関連文献をご教示いただいた元北海道立総合研究機構林

業試験場の原 秀穂氏に御礼申し上げます．

材料および方法

1. 生活史

今回の被害は， 2017年に岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷

の森林総合研究所東北支所梢内（北緯 39°46'05"， 東経

14]゚7'59.8"）の 1本のハルニレでおこったこの時の被害

薬率は約 2割で，同程度の被害が2019年現在まで続いて

いる． この被害木は，周囲を建物に囲まれた直径 lO 111程

の小さな茂みの中に生育し，樹高は約 llmで胸高直径は

25cmであったこの茂みには，バッコヤナギや工ゾエノ

キ，ヤマグワ，ミズキ等の高木が生育 していた下層には，

スギ，ヒノキ，シラカンバ，ハリギリの若木や，クマイチ

ゴおよびムラサキシキプ等の低木が生育し，ヤマガシュウ

やセンニンソウ等のツル植物もみられた．

生活史の調査は主に2019年 5月から 6月にかけておこ

なったこの間の気温の変化を把握するため，ハルニレの

樹幹の 1.2111の高さに，データーロガーを内蔵した小型百

薬箱 (Onset社 UA-002-08および RSI)を装着 し， 1時間毎

の気温を記録したハルニレの 2019年の芽吹きは， 5月4

日には既に始まっていたその 3日後に約 40cmの長さの

小枝を選び，数日おきに 16本あるそれぞれの当年枝の中

で最も大きい薬の薬身長を測定し，その平均値を展薬フェ

ノロジーの指標とした

本種の成虫は土中から羽化する． 2019年 5月4日に，

ハルニレの樹冠下に 6個の羽化トラ ップ（磯野， 2016) を

設置 し成虫の羽化消長を調べた． このトラップは，基底部

の一辺が 50cmの四角錐型で，項部に捕獲袋が装着された

ものである．設置後，毎日 9時から 18時まで 3時間おき

に計 4回，捕獲された虫を回収してすぐに冷凍庫に入れ殺

虫・保存した後日，性を判別しながら時間帯別の捕獲数

を調べた． この後 6頭の雌を解剖して，羽化直後の卵巣

の状態を調べた．

5月中旬から，不定期に群葉上を目視で探索し潜葉痕が

拡張していく様子を観察した潜薬痕が急速に拡張し始

めた 6月初旬に， 6個の潜葉痕を選び， それぞれを 10mm

スケールとともに，ほぼ毎日，デジタルカメラで撮影し

た後日，撮影画像の潜栗痕を AdobePhotoshop Elements 

で着色し，その面梢を，スケール補正をおこなった Image

J (Rasband, W., National Institutes of Health, USA, http://irnage 

j.nih.go/ij)で測定した また， 6月下旬には，飽和サイズ

に達した潜菓痕のある 37枚の葉を採取し，上記と同様の
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手順で， 1頭の幼虫による潜葉面積を測定した． さらに，

摂食を免れた残りの葉面積についても同様に測定し，個菓

全体に占める潜葉痕の被覆率を算出したこれらとは別に

野外で採取した飽和サイズの潜築痕 6個について，表皮を

徐々に剥離することにより，潜葉痕内部に残されている脱

皮殻の数を調べた．これにより，幼虫の発育が終了する齢

期を推定した．

成熟した幼虫は潜葉痕から這い出し地表へ落下する．こ

れに先立つ 5月下旬に， 6枚の水盤をハルニレの樹冠下に

置き終齢幼虫の落下消長を調べた．水盤は， 3cmの高さに

水抜き穴をあけた 41X29X6cmの樹脂製バットで，底面

に水を張ったものである．設置後 9時から 18時まで， 3時

間おきに毎日 4回，落下した幼虫を回収した．これらの中

から活発に葡匈する幼虫を 27頭選び，土を入れた不織布

製の円筒容器（直径3cmX10cm)に放してハルニレの樹冠

下に埋めたその後 10月 10Bに，これを掘り出し，中の

土を師にかけることにより，越冬前の幼虫の状態を記録し

た．

2. 形態観察

成虫および幼虫の形態を，実体顕微鏡 (LeicaMz9.5)お

よび生物顕微鏡 (NikonEclipse ElOO)で観察したまず，

針刺しの成虫標本と解凍した幼虫を対象として，落射照明

による低倍率（約 50倍以下）での観察をおこなった次

に，プレパラート標本を高倍率 (100倍， 400倍）で観察し

たプレパラート用の幼虫は，尖頭バサミをもちいて，腹

部第 2節と 7節で切断した後，それぞれを，腹面と側背部

に切り分け，さらに，頭蓋部については小顎を切り離した．

これらを 10％水酸化ナトリウム溶液入りの 1.5mlチュー

ブに入れ，フローターに装着後，熱湯人りのビーカーに浮

かべ筋肉等を溶解した約 1時間放置した後サンプルを取

り出し， 3％酢酸溶液と蒸留水で中和・洗浄した後， グリ

セリンを滴下したスライドグラスに移し，カバーグラスを

かけて検鏡した．幼虫外皮の表面構造については，外皮を

グリセリン上に浮かべ，カバーグラスをかけずに 50倍で

検鏡した．これにより，コントラストの良好な画像が得ら

れた成虫については，虫体全体を同様の方法で約 15分

間処理した後，触角や脚，翅，産卵管鞘，産卵鋸を切り離

し，同様にプレパラートを作成し検鏡した．これらの観察

画像は，適時，マイクロネット社スーパーシステム (NY-3

およびNY-X7i)により撮影した撮影終了後，永久プレ

パラートとして保存するため，サンプルをエタノールで脱

水処理し，ユーパラルで封入した本研究でもちいた幼虫

および成虫標本は，森林総合研究所（つくば市）と国立科

学博物館動物研究部（つくば市）に保管されている．

1. 生活史

(1)成虫の羽化

被害木の樹冠下に設質した 6基の羽化トラップにより

40頭の成虫が捕獲された． これは，林床面積に換算する

と26.7頭／m2であった最初の成虫は 5月13日に羽化し

た（以後， この日を第 1B目とする経過日数を， フェノロ

ジーの指標として適時併記する）．その後， 5月 16B (4 B 

目）には 68%が， 5月20日 (8日目）には最後の個体が羽

化した (Fig.2)．成虫の時間帯別の捕獲数は， 9時～12時

が22頭で， 12時～15時が 4頭， 15時～18時が 5頭， 18時～

翌日 9時が 9頭であった．以上のように，多くの個体が午

前中に羽化した成虫が初めて羽化したHのハルニレの葉

身長は 55.3土10.2mm（平均士標準偏差， n=l6) で， これ

は成華時 (70.4士17.4mm) の78%に相当する長さであっ

た (Fig.2)．このように成虫の羽化はハルニレの展築の晩

期に始まった．

土中から羽化した 40頭の成虫はすべてが雌であった．

また，前年の飼育で得られた 8頭の成虫もすべてが雌であ

り， さらに，既知の標本 3個体 (Smith,1981; Shinohara and 

Hara, 2015)もすべてが雌である．以上のように性別が確認

されている 51個体のすべてが雌であり， これまでに雄の

存在は確認されていないことから，本種は単為生殖をおこ

なっていると考えられる．北米においても，ハムグリハバ

チ族 21種のうち 10種で雄の存在が知られておらず，それ

らのうち，少なくとも 3種は雌だけで繁殖している (Smith,

1971)． このように本族の中では， しばしば単為生殖が生

じており，本種もそうした種の一つであると考えられた．

100 

80 

0

0

 

6

4

 

a~eiua8Jad 

20 

結果および考察

3
。
a
J
n七
e
J
a
d
u
j
a
L

2

4

2

0

1

6

1

2

 

口．． ．
． 

゜May 2 12 22 June 1 11 21 

Fig. 2. Phenology of the leaf miner A. shinoharai and its host, 
the Japanese elm, in Morioka, Japan, 2019: open squares, 

mean leaf blade length of the host tree (fully grown size: 

72mm); solid circles, cumulative number of adults emerged 

from soil (final total: 40 adults); solid squares, mean leaf 

area mined by six single larvae (fully grown size: 10.6cmり；
open circles, cumulative number of mature larvae dropped to 

the ground (final total: 169 larvae) from completed mines. 

Triangle above the abscissa represents the first observation of 

mine expansion. Dotted line shows daily mean temperature 
(scale on right). 
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雌成虫は，左右各 10本の卵巣小管をもち，土中から羽

化した当日に，既に 22~50個，平均で 35.5個 (n=6)の

成熟卵を保持していた成熟卵は直径約 0.24ITiln, 長さは

約 0.65mmの楕円体で，卵内は，大小多様な大きさの油滴

様物質で満たされていた以上から本種は，成熟卵をもっ

た状態で羽化し，すぐに展菓晩期の薬に産卵すると考えら

れた展薬晩期の薬は，芽吹き直後の葉にくらべ，伸長成

長量が少ないので，薬肉組織内に生み込まれた卵の周囲が

引き裂かれ，卵が乾燥したり脱落したりして高率の死亡が

おこる危険は少ないと予想される．本種の羽化のタイミン

グにはこのような適応的な意味があると考えられる．

(2) 幼虫の発育

薬上の潜築痕は 5月22日 (IO日目）に初めて確認され

た本種の潜莱痕の始点すなわち産卵部位は，同族の他

種のように莱縁部 (Sugiuraand Yamazaki, 2003)や中肋脇

（前藤 1994)ではなく薬身面にあり，初期の潜槃痕は ]~

2mmの白い点もしくは太い線として認められたその後，

潜薬痕は，築縁部に向かって幅を徐々に広げながら帯状に

伸長していき (Fig.lb), 5月26日 (14日目）には 3~5111111

程に， 5月28日 (16日目）には， ]0~20111111程に伸長した

6月 1日 (20日目）には，ほとんどの潜薬痕が斑状へと変

化していた (Fig.le)． この頃から潜薬痕の面積は指数的

に増大し始め， 6月 17日 (36日目）にはほとんどの潜薬痕

が飽和サイズに達した (Fig.2)．飽和サイズに達した潜薬

痕の面梢は 7.4~!3.0c1112で， その平均と標準偏差は 10.3

土l.6c1112(n=37) であった これらは個薬全体の面梢の

]3~90％を占めており， その平均と標準偏差は 29土17%

(n=37)であったまた，多くの薬で，幼虫の共存がみら

れ，しばしば潜薬痕の懃合がおこっていた中には，被食

により菓面全体が褐変した薬もみられたまた，幼虫は，

薬脈部を回避することなく摂食したため，被食部の表面と

襄面が広い面積にわたり剥離し，火膨れ様の外観を呈した

(Fig. la)． さらに，幼虫は，柵状組織と海綿状組織の両者

を摂食したが，表皮下の組織をいくらか食べ残したため，

当初は半透明であった被食部が， しだいに白色から褐色へ

と変化していき， 6月中旬には，遠目からでもよく目立つ

浪褐色の被害痕となった以上のように，被食部の大きさ

や外見の悪さおよび色の変化が本種幼虫による被害の顕在

性を助長していた

幼虫が落下した後の潜葉痕の中には 5個の脱皮殻が残さ

れていた (n=6)．これは， 5回の脱皮を終えた 6齢が本種

幼虫の最終齢であることを示している． l齢幼虫の脱皮殻

は，頭蓋部のみが回収されたが，他の齢では，胸腹部を含

む体全体の脱皮殻が回収された各齢期の脱皮殻は長さや

幅に顕著な違いがみられた (Fig.3)ことから，これらによ

る齢査定がある程度可能であると考えられた 5齢幼虫の

脱皮殻は，特に大きいので，野外においても， 自然光に

Fig. 3. The I st to 5th larval exuviae of A. shinoharai, collected 
from a leaf mine. 

よる透視で容易に確認できた 5齢幼虫の脱皮殻は，潜菓

痕の拡張が終了した直後にはみられず，数日が経過した後

に，初めて確認されるようになったこの時，潜薬痕内の

幼虫は不在であることから， 6齢幼虫は脱皮後すぐに地上

へ落下すると考えられた

終齢幼虫の落下は 6月5日 (24日目）に初めて確認さ

れ， 6月 11日 (30日目）には 53%が， 6月 14日には 91%

が落下し， 6月 17日 (36日目）に最後の個体が落下した

(Fig. 2)．落下した終齢幼虫は 6枚の水盤を合わせて 169

頭で，林床面梢に換算すると 236.9頭／面であった． この

値は成虫になるまでの死亡により低下すると考えられる

が，親世代の成虫密度 (26.7頭／mりよりも遥かに高かった

ことから，被害は来年も継続すると予想される．

時間帯別の落下幼虫数は， 9時～12時が 39頭で， 12時～

15時が 46頭，15時～18時が 18頭， 18時～翌日 9時が 66

頭であり，終齢幼虫の落下のタイミングに明瞭な日周性は

認められなかった

地上に落下した幼虫は潜土し土窯を形成する．土中に埋

めていた不織布容器を掘り出し 26個の土窓を回収した

掘り出した 10月 10日時点で，土窯内の幼虫は，すべてが

前蛹態であったことから，本種はこのまま越冬すると考え

られた土窓は約 3X6mmの楕円体で，内壁は薄膜で裏

打ちされていた 薄膜 と外周の土は剥離できないことか

ら，土窟は，終齢幼虫が土中で小室を形成した後，分泌液

を内壁に塗布して形成されたものだと推察された 同族

の中で，同じような土窓を形成する種として，北米産の

Bidigitus platani (Burks)が知られている (Smith,1971). 

成虫および幼虫活動期の平均気温を Fig.2に示した成

虫の羽化初日から次世代幼虫が落下し終わるまでの 36日

間の日平均気温は 13.7~23.8℃の範囲で変動し，その平均

土標準偏差は 17.7土2.4℃であった
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Fig. 4. The 5th instar larvae (final feeding stage) of A. shinoharai: a, body in lateral view (bar, 1.0 mm); b, metathoracic leg; c, anterior half 

of body in dorsal view (bar, 0.5 mn1); d, antenna; e, hypopharynx, lacinia, and labial palp; f, labrum and epipharynx; g, right (R) and left 

(L) mandibles in ventral view; h, labium, mentum, and maxilla; i, thorax and the first two abdominal sterna;j, 8th-10th abdominal sterna; k, 

microsculptures on thoracic integument (TI, prothorax; T3, meta thorax). 

2. 幼虫の形態

ハムグリハバチの幼虫は，多くの場合，薬を摂食する最

後の齢期が記載対象となる (Smith, 1971)． このため，本

研究では，それに該当する 5齢幼虫を記載した さらに，

地上に設置した水盤で容易に捕獲できるという利便性から

終齢 (6齢）幼虫についても合わせて記載した

(1)摂食終了齢 (5齢）幼虫の形態

体長は約 8.5mm;体幅は，後胸が最も幅広で約 2.0mm;

第8腹節の幅は約 1.7mm;頭幅は約 1.1mm. 体（Fig.4a, c) 

は多少とも扁平．体は乳白色；大顎，前頭の瘤状隆起，両

眼間内縁，胸部背面膨隆域の両側は褐色～黒褐色；気門は

褐色眼は透明；頭蓋および大顎以外の口器，前胸の背板

および腹板は琥珀色外皮 (Fig.4i, j, k)は，前胸の板状部

を除き全面が，多様な大きさの長楕円から円形の微細隆起

で密に被われる．

頭蓋 (Fig.4c) は扁平な雫型で基部は前胸内に深く埋没

する．触角 (Fig.4d)は4節で円錐形．眼は円形で触角基

部と同径額は釣り鐘状の縫合線で区画され中央前が浅く

横に凹む． 顔面 (Fig.4c)に，触角内縁から下縁および外

縁を経て眼の内側後方に伸びる細溝をもつ．頭楯は著しく

横長．前頭に一対の瘤状隆起を備える．大顎翼状片は弱く

張り出す．

上唇 (Fig.4f) は長さよりわずかに幅広の台形で前縁中

央は弱く 三角形に凹む；凹みの右葉は左薬にくらべ強く

張り出し左右非対称．上咽頭（Fig.4f)は，10-12本の剛

毛からなる弧状の剛毛列を左右に備える；各剛毛は幅広

で先端は裁断状；外縁の剛毛は基部の 2倍の長さ．大顎

(Fig. 4g) は背面と腹面のそれぞれに帯状に張り出す歯を

もつ；右大顎の背面歯はゆるやかに三角状に張り出し後半

は透明で基部まで帯状；帯状部の内面には約 10条の微細
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Fig. 5. The 6th ins tar larvae (fully grown stage) of A. shinoharai: a, body in lateral view (bar, 1.0 mm); b, meta thoracic leg; c, anterior half of 

body in dorsal view (bar, 0.5mm); d, front of head in perspective view (bar, 0.2mm); e, antenna and antacorium; f, labrum and epipharynx; g, 

right (R) and left (L) mandibles in ventral view; h, labium, mentum, and maxilla; i, rnicrosculptures on thoracic integument (Tl, protho-

rax; T3, metathorax); j, ditto at high magnification. 

な歯列を備える；腹面煎は帯状に張り出し先端 1/2で終わ

る．左大顎の背面歯は先端から少し離れた位置から突発的

に弧状に張り出し，後半は右の歯と同様に帯状；腹面歯も

右と同様

小顎髭 (Fig.4h)は4節で，各節は幅よりも長い；外薬

は細長い指状；内薬 (Fig.4e) は方形で， 内縁に 5~6本

の強壮な剛毛を列生する． 下咽頭 (Fig.4e) は棘状歯の

密生域を左右に備える．下唇 (Fig.4h) は亜方形 ；下唇

髭 (Fig.4e)は3節で，長さは碁部幅と等しい；下唇基節

(Fig. 4h)はやや縦長の樽型．

前胸の背面 (Fig.4a, c)は膨隆し，前方 2/3が板状を呈す

る；腹面 (Fig.4i, k)は碁部中央を除き弱く硬化した板状

で，表面は不明瞭に横緻状中胸および後胸 (Fig.4c, i, k) 

は，背面が膨隆し，項部は長楕円状に浅く凹む；腹面は胸

脚基部前縁から内側に伸びる帯状の平滑域をもつ．胸脚

(Fig. 4b)はいずれも 2節で先端の爪を欠く；各基節の前

面に 2個，まれに 3個の顆粒状隆起をもつ．

腹部 (Fig.4a, i, j)の各腹節は不明瞭な 2条の小環節から

なる；第 2~8節に各一対の腹脚および第 10節中央に大き

な尾脚をもつ；腹脚および尾脚の外周は同心円状に並ぶ円

形隆起列に囲まれる；円形隆起は尾脚で顕著に大きい．腹

部は，背面および腹面とも硬皮板をもたない．

気門は，前胸および中胸，腹部第 1~8節の側部にある ；

前胸気門は他より顕著に大きく，節の後方に位置する；中

胸気門は著しく小型で，後胸に近接して開く；後胸は気門

を欠く；腹部気門は各節の前方に位置する．

上記は Anafenusa属幼虫の初めての形態記載となる．ハ

ムグリハバチ亜科幼虫の属レベルの識別は，体型や，胸腹

部腹面の硬皮板の配置や形・色および腹脚の配置などの形

質に よりおこなわれる (Smith,1971)． これらにもとづけ
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ば，本属は，腹部第 2~8節および 10節に腹脚をもち，体

の腹面に暗色斑や着色した硬皮板をもたないという形質に

より，容易に識別できることになる．その他の形質として

は，両眼間内縁および胸背部両側の黒褐色斑，大顎の帯状

歯，無爪の 2節からなる胸脚，顆粒突起をもつ胸脚基節な

どが挙げられる． さらに，本種は，微細な円形隆起で密に

被われた外皮，顔面を斜走する一対の細溝，左右非対称な

上唇など，既知のハムグリハバチ幼虫では知られていない

新規な形質も有していたまた，脱皮後潜莱内に残され

る5齢幼虫の脱皮殻で，大顎の形状や口器の微細な剛毛等

も含め，上記に記載したほとんどの形質が確認可能であっ

た．脱皮殻は，野外の潜葉痕内に良好な状態で長期間保存

されていることから，幼虫の発生が終了した後において

も，加害種を特定するための有用な試料となりうる．

(2)終齢 (6齢）幼虫の形態

体長は 5.5~8.5mm;体幅は，後胸が最も幅広で 1.6~

2.1mm;第8腹節の幅は I.2~1.6mm;頭幅は約 1.1mm;

体 (Fig.5a)は円筒形．体は白黄～黄白色；頭蓋および触

角，大顎基半，口器の付属肢は琥珀色；眼および触角接合

膜は広く白色；大顎先端および前頭隆起は黒褐色；額の前

縁中央および前頭両側，大顎に接する頭蓋前縁，下唇の外

周，下唇基節および下唇後基節の側縁および気門は褐色．

腹部第 1~8節背面は中央と後縁が帯状に灰褐色にくすむ．

外皮 (Fig.5i, j)は，中胸・後胸および腹部第 1~9節の腹

面が鱗状を呈し，各鱗は不規則に列生する短棘で縁取られ

る．上記を除く外皮 (Fig.5i-Tl)は全面が微細な石畳様隆

起で覆われる．

頭蓋 (Fig.5a, c, d)は厚みのある雫型で頸部は前胸内に

深く埋没する．触角 (Fig.5d, e)は3節で円錐型；接合膜

は円形で，直径は触角甚部の約 2.5倍．眼 (Fig.5d)は円

形で，触角基部直径より大きく，触角接合膜より小さい．

額は釣り鐘状の縫合線で区画され，前縁は深く圧下され

る；中央に一対の浅い縦凹を備える前頭 (Fig.5d)に一

対の瘤状隆起をもつ．前頭楯と後頭楯は明瞭に区画され，

いずれも著しく幅広．

上唇 (Fig.5f)は横長の方形で側縁は広く弧状に丸まり

前縁中央はわずかに凹む．上咽頭 (Fig.5f)は，左右に約

12本の棘状毛を弧状に列生する．大顎 (Fig.5g)は，右が

3本，左が 4本の牙状歯をもつ；いずれも先方の 2歯は基

方の歯にくらべて大きい．小顎髭 (Fig.5h)は4節で，基

部2節は長さよりも顕著に幅広；外薬 (Fig.5h)は，太短

い円錐形で，先端は丸まる；内葉 (Fig.5h)は方形で，内

縁に 5~6本の鋭く尖った長い棘状毛を列生する．下咽頭

は棘の密集域を欠く．下唇 (Fig.5h)は横広の楕円形；外

周は広く硬皮化する．下唇髭は 3節で，基部幅と等長の円

錐型；下唇基節は幅広の樽型；下唇基節および下唇後基節

は両側が硬皮化する．

前胸 (Fig.5c)の背面は広く板状を呈し，正中溝および

一対の斜走溝をもつ；腹面は両側部が弱く板状を呈する．

中胸および後胸 (Fig.5c)は，背面が丘陵状に膨隆し，そ

の中央は楕円状に浅く凹む；腹面に硬皮板をもたない．胸

脚 (Fig.5b)はいずれも 2節；爪は無く，先端は広く丸ま

る；甚節に 3~4本の刺毛を備える．

腹部 (Fig.5a)は，第 1節が 2条の，第 2~8節が，それ

ぞれ 3条の小環節からなる；第 2~8節に各一対の腹脚お

よび第 10節中央に大きな尾脚をもつ；腹面に硬皮板をも

たない．

気門は，前胸および中胸，腹部第 1~8節の側部にある．

終齢に達し地上に落下した幼虫は，上記のとおり 5齢幼

虫とは著しく異なる形態を有していた．扁平であった頭蓋

や胸腹部は，厚みのある形状へと変化し，体色や外皮の表

面構造および口器の形態も大きく変化した． 5齢幼虫でみ

られた上咽頭に対生する長い剛毛列や下咽頭の密生する棘

状歯および小顎内葉に列生する強壮な剛毛は，大顎の帯状

歯で切り取った策肉組織を細片化し，消化管へと送り込む

のに適した形質であると考えられる．摂食をおこなわない

6齢幼虫では，これらの特殊な剛毛や棘は退縮し，大顎も

単純な形状へと変化していた 5齢から 6齢への脱皮でお

こったこれらの形態変化は，潜孔内で薬を摂食する生活か

ら，薬を摂食しない自由生活への変化に伴うものと考えら

れる．同様な体型の変化がシラカバノクロボシハムグリハ

バチにおいても知られている（前籐， 1994)．ハムグリハ

バチ族幼虫はほとんどの種が潜薬性であり，成熟すると地

上に落下し土中に潜る (Viitasaari,2002)．本種でみられた

幼虫発育の終盤におこる顕著な形態変化は，他のハムグリ

ハバチにおいても生じていると考えられることから，幼虫

の同定に際しては注意が必要である．

3. 雌成虫の形態

体長は約 4.0~5.2mm. 体（Fig.6a)は全体が光沢のある

黒色；単眼は赤褐色；腿節端部，胚節および附節は白色；

前翅は，端部 1/3が淡色であるのを除き，褐色～黒褐色に

くすむ；後翅は全面が淡褐色にくすむ；翅脈は一部が白

色であるのを除き褐色～黒褐色．触角 (Fig.6c)は9節で，

頭幅の約 1.2倍の長さ；全節が幅よりも長い；第 2節は幅

の 1.8倍の長さ；第 3節は第 4節の約 2倍の長さで，各節

の中で最長；先端節は第3節の 2/3の長さで2番目に長い．

頭部 (Fig.6e)の幅は高さの 1.2倍；側窟は深く凹む；複

眼下縁と大顎基部の距離は単眼直径の約 1/3;頬後方の隆

条を欠く；複眼は大きく，両眼間の内縁は複眼の長径の約

1.2倍離れ，先端に向かいわずかに狭まるが概ね平行；左

大顎は 3歯を，右大顎は 2歯を備える．中胸前側板は前側

片が区画されない．前脚 (Fig.6g)，中脚および後脚 (Fig.

6h)は，腿節と胚節がほぼ等長．附節は，前・中脚では腔

節より明らかに長いが，後脚ではほぼ等長；各脚の第 1附
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Fig. 6. Adult of A. shinoharai: a, body in dorsal view (length, 4mm); b, hind margin offorewing (A, anal cell; triangle, anal vein 2A +3A); c, 

antenna; d, soil chamber with the emergence hole of an adult; e, head in anterior view; f, saw sheath; g, fore leg; h, hind leg; i, tarsi and claws; j, 

lancet (closed and open triangles show 3rd and 7th serrulae, respectively); k, 3rd (closed triangle) and 4th serrulae; 1, 7th (open triangle) 

and 8th serrulae. 

節は第 2~4節を合わせた長さに等しい；附節第 l~4節

の下面先端 (Fig.6i)に付属突起を備え，特に第 3および

4節で顕著；附節の爪 (Fig.6i)は 単 純 前 翅 (Fig.6a)の

前縁紋は，幅の 1.9倍の長さ；肛室 (Fig.6b)は 1室；癒

合肛脈 2A+3A (Fig. 6b)は強壮で斜め後方に短く伸びる．

後翅 (Fig.6a) の径室 RIは前縁が開く． 産卵管鞘 (Fig.

6f)は下縁が強く湾曲した上下非対称の釣り鐘型で先端は

わずかに角張る．産卵鋸 (Fig.6j)は腹面に少なくとも 14

個の鋸歯を備え，先端は丸まる；各鋸歯 (Fig.6k, I)は横

長で下方に弱く張り出し， それぞれに 6~9歯を備える；

鋸歯と鋸歯の間隔は先端に向かい狭まる．

Anafenusa属は成虫形態にもとづき Benson(I 959) によ

り創設された小属で， これまでに， シベリア， インドネ

シア， 中国および日本からそれぞれ l種が知られている

(Smith, 1981 ; Xiao, 1992; Taeger et al., 2018)．成虫を対象

とした属レベルの検索表が Smith(1971), Togashi (1980) 

および内藤•吉田 (2013) により与えられている．それら

によれば，ハムグリハパチ成虫の各属は以下のような形質

により識別される：触角の節数；触角第 2節の形状；触角

第 3節と 4節の長さの比；頬後方隆条の有無；中胸側板の

区画の有無；爪およびその基片の形状；前翅肛室の数と

形；前翅肛脈 2A+3A先端の形状；後招径室前縁の開閉．

これらによれば上記記載文中の以下の形質は， Anafenusa

属の特徴と言える：触角は 9節；触角第 2節は幅より長

い；頬に後方隆条を欠く；中胸側板の前側片は区画されな

い；脚の爪は 1本で基片を伴わない；前翅肛脈 2A+3Aは

短い直線状で基部肛室を形成しない；後翅径室前縁は開

＜． 日本から同属の種は他に知られていないので，上記に

より種が特定される． さらに，種間差が現れやすい，産卵

管鞘や産卵鋸の形状および脚の各部の長さの比等により確

実な同定が可能となるであろうなお，成虫が羽化した後

の土中からは，直径約 1.8mmの脱出孔が開いた土窓 (Fig.

6d)が回収された

4. ハルニレに潜葉する近似種との識別

ハルニレに潜葉するハムグリハバチとして，本種の他

にニレハムグリハバチ Fenusaulmi Sundevallの存在が知ら
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れている (Smith,1971)．欧州原産のニレハムグリハバチ

は，侵人・定着先の北米でニレ類の菫要害虫になってお

り (Smith,1971)， 日本での分布も確認されている (Smith,

1981)． ニレハムグリハバチの摂食終了幼虫は， Smith

(1971)の記載にもとづけば，今回被害をおこしたニレヒ

メハムグリハバチと以下の形質により区別される：胸部お

よび腹部第 1~4節の腹面中央に淡褐色の硬皮板をもつ；

大顎は牙状の歯を備える；小顎内葉の剛毛数は 3;胸脚

は5節で有爪；第 9節腹板に微細な棘を密生した膨丘をも

つ．成虫については， Smith(1981)の記載にもとづけば，

触角第 3節は 4節の 1.5倍；前翅の肛室は 2室；産卵鋸の

鋸歯は葉片状に強く張り出すこと等により識別される．潜

葉痕については， Viitasaari(2002)の図 (p.50)にもとづけ

ば，大きさがニレヒメハムグリハバチよりかなり小さいこ

とや，碁部の形状が同幅の帯状であることにより区別でき

る．また，複数の潜孔が融合した場合にも，少なくとも側

脈の基部が隔壁として残されている点や幼虫の糞塊が主脈

沿いの複数箇所に分散してみられることにより識別でき

る．

摘 要

岩手県盛岡市で潜策虫， ニレヒメハムグリハバチ

Anafenusa shinoharai（ハチ目：ハバチ科）がハルニレの若

葉を褐変させる被害が発生した．このような被害はこれま

で知られていなかったことから，被害の迅速な診断を可能

とするために，本種の生活史と幼虫形態を記載した．本種

は 1年に 1回の発生で，成虫はハルニレの葉身長が 78%

に伸長した 5月中旬に羽化・繁殖したその 3週間後頃か

ら，終齢幼虫が地上に落下しはじめ，落下幼虫は土中で

土窓を形成してそのまま越冬した．土中から羽化した成

虫はすべてが雌であり，羽化時に平均で 35.5個の成熟卵

を保持していた幼虫は柵状組織と海綿状組織の両者を

摂食し，薬面に平均で 10.3cm2の火膨れ様の潜葉痕を形成

した 2019年に土中から羽化した成虫の密度は 26.7頭／m2

で，地面に落下した次世代の終齢幼虫密度は 239.9頭／m2

であったことから，被害は来年も続くと考えられた摂食

終了齢 (5齢）と終齢 (6齢）の幼虫形態を記載した．両者

の形態は摂食習性の変化に対応して劇的に変化していた．

成虫形態についても再記載をおこなった．
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