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Abstract.  Through a survey from September, 2009 to May, 2013 at the Imperial Palace, Tokyo, Japan, 68 
species of the aphids were found from 78 host-plant species. Of these aphids, seven species were observed to 
produce oviparous female in late autumn and winter. Following 16 species were newly recorded from the Imperial 
Palace: Acyrthosiphon glechomae Takahashi; Anoecia fulviabdominalis (Sasaki); Chaetosiphon hirticorne 
(Takahashi); Cinara piniformosana (Takahashi); Dasyaphis mirabilis (Tseng & Tao); Dasyaphis rhusae (Shinji); 
Lipaphis erysimi (Kaltenbach); Myzus hemerocallis Takahashi; Myzus pileae Takahashi; Myzus varians Davidson; 
Neophyllaphis podocarpi Takahashi; Rhopalosiphum nymphaeae L; Sitobion berkemiae (Shinji); Stomaphis 
yanonis Takahashi; Subsaltusaphis sp.; Takecallis taiwanus (Matsumura).  
Key words: the Imperial Palace, aphids, new records. 
 

 

は じ め に 

 皇居のアブラムシ相については，著者の一人で

ある松本が平成8年度から12年度に実施した調査

で96種のアブラムシを報告した（松本，2000）．ま

た13年度から17年度に実施したモニタリング調査

で71種のアブラムシを報告し，重複種をのぞくと2

回の調査で合計115種のアブラムシが記録されて

いる（松本，2006）．今回これらの調査に継続して

国立科学博物館が実施した「皇居の生物相調査第

Ⅱ期」の調査員として皇居のアブラムシを調べる

ことができたので，その結果を報告する． 

調 査 方 法 

 調査は吹上御苑を中心に，大道庭園，生物学研

究所付近（以下，生研とする），山下通り，乾門通

り，および中・下道灌濠の緑地帯で2009年9月から

2013年5月までの5年間に合計40回実施した．この

間の調査年月日は次の通りである． 

 

2009年：9月4日，10月2日，11月6日，12月4日. 

2010年：4月2日，5月28日，6月18日，7月2日，8

月13日，9月10日，10月15日，11月5日，

12月17日. 

2011年：1月14日，2月18日，3月4日，4月19日，5

月17日，6月21日，9月13日，10月18日，

11月15日，12月13日. 

2012年：1月10日，2月21日，3月13日，4月2日，5

月28日，6月18日，7月23日，8月20日，9
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月10日，10月15日，11月12日，12月10日. 
2013年：1月21日，2月18日，3月11日，４月2日，5

月29日. 

 

 現地では，毎回あらかじめ設定した調査ルート

を歩きながら植物に寄生しているアブラムシのコ

ロニーを探した．採集は本報告の著者4人で行った．

発見したコロニーを寄主植物ごとに切り取ってビ

ニール袋に入れて持ち帰り，80％エチルアルコー

ルに浸して保存した．そのすべての採集個体につ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて， 10％苛性カリ液に浸漬して体の内容物を溶

出してから水洗，脱水などの処理をし，カナダバ

ルサムで封入して，プレパラート標本とし，生物

顕微鏡により同定した．同定は Blackman & Eastop 

(1994, 2000, 2006)， Higuchi (1972)，松本（2008），

Miyazaki (1971) ， 森 津 （ 1983 ）， Sano & 

Akimoto(2005), 宗林 (2009) および杉本（2003，

2004a, 2004b）によった．本研究に用いた標本は，

国立科学博物館に所蔵されるが，重複した標本の

一部は著者の一人である松本が保存している． 

 

 

  

 
Figures.1–7. 1: マツオオアブラムシ Cinara piniformosana．2: ナシミドリオオアブラムシ

Nippolachunus  piri．3a: キョウチクトウアブラムシ Aphis nerii．3b: ムラサキシキブアブ

ラムシ(胎生雌虫) Aphis  sp. 4：ムラサキシキブアブラムシ（有性世代）Aphis  sp. 5： ハ
スクビレアブラムシ  Rhopalosiphum  nymphaeae．6：ニワトコヒゲナガアブラムシ

Aulacorthum  magnoliae．7：ジャガイモヒゲナガアブラムシ Aulacorthum  solani． 
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調 査 結 果 

 今回採集した個体の中で，同定が完了した標本

のみを以下の目録の中に掲げる．目録にはアブラ

ムシの学名，和名，採集場所，採集年月日，アブ

ラムシが寄生していた植物の種名，並びに標本番

号を示した．アブラムシの生態型（morph）はと

くに記していない時は胎生雌虫である．アブラム

シの学名は原則として Remaudiere & Remaudiere 

(1997)に従い，植物の学名および和名は宮脇ほか

（1994）に従った．前報（松本，2000，2006）で

記録されていない種についてはアブラムシの和名

のあとに新記録種として示した． 

 

皇居産アブラムシ目録 

 

Aphididae  アブラムシ科 

Lachninae  オオアブラムシ亜科 

 

1. Cinara piniformosana (Takahashi) 

マツオオアブラムシ（新記録種，Fig. 1） 

乾門通り，2010.5.28，アカマツ，[no.10559]；乾

門通り，2012.7.23，アカマツ，[no.12739]；生研

通り，2011.6.21，Pinus sp.，[no.116104]． 

 

2．Eulachnus thunbergii (Wilson) 

マツノホソオオアブラムシ 

大道庭園，2010.11.5，クロマツ，[no.10b71]；林

鳥亭，2010.12.17，アカマツ，有翅雄虫を含む，

[no.10c21]；北堤通り，2010.12.17，クロマツ，

[no.10c31]；観瀑亭，2011.2.18，クロマツ，

[no.11201]；乾門通り，2013.1.21，Pinus sp.，

[no.13102]． 

 

3. Nippolachunus piri Matsumura 

ナシミドリオオアブラムシ（Fig. 2） 

果樹園，2010.5.28，ナシ，[no.10561]；果樹園，

2010.8.13，ナシ，[no.10880]；果樹園，2011.6.21，

ナシ，[no.11668]；果樹園，2011.6.21，ナシ，

[no.116107] ； 果 樹 園 ， 2012.5.28 ， ナ シ ，

[no.125117]；花蔭亭，2012.2.21，シャリンバイ，

卵生雌を含む，[no.12203]． 

 

4. Stomaphis yanonis Takahashi 

ヤノクチナガオオアブラムシ（新記録種） 

中道灌，2010.7.2，エノキ，[no.10791]；中道灌，

2010.8.13，エノキ，[no.10882]． 

 

Aphidinae アブラムシ亜科 

Aphidini   アブラムシ族 

 

5. Aphis clerodendri Matsumura 

クサギアブラムシ 

観瀑亭周辺，2012.7.23，クサギ，[no.12736]；観

瀑亭周辺，2012.11.12，クサギ，[no.12b31]． 

 

6. Aphis fukii Shinji 

フキアブラムシ 

道灌濠，2009.11.5，[no.09b25]；生研，2009.11.5，

フキ，[no.09b46]；生研，2009.12.17，フキ，

[no.09c04] ； 山 下 通 り ， 2010.4.2 ， フ キ ，

[no.10426]；生研，2010.10.15，フキ，[no.10a147]；

山下通り，2011.4.19，フキ，[no.11450]；生研，

2011.10.18，フキ，[no.11a112]． 

 

7. Aphis nerii Boyer de Fonscolombe 

キョウチクトウアブラムシ（fig. 3） 

[no.09b15(2)]；観瀑亭，2010.8.13，コバノカモ

メヅル，[no.10878]；観瀑亭，2012.7.23，コバノ

カモメヅル，[no.12738]． 

  

8. Aphis sp. 

ムラサキシキブアブラムシ（仮称，Fig. 4a，b） 

吹上御苑，2011.11.15，ムラサキシキブ，卵生雌

虫および無翅雄虫を含む，[no.11b22]． 

 

9. Hyalopterus pruni (Geoffroy) 

モモコフキアブラムシ 

観瀑亭，2009.12.4，Phragmites sp.，[no.09c24]；

観瀑亭，2012.5.28，ヨシ，[no.125116]；観瀑亭，

2012.6.18，ヨシ，[no.12675]；観瀑亭，2013.5.29，

ヨシ，[no.13543]． 

 

10. Melanaphis bambusae (Fullaway) 

タケノアブラムシ 

吹上大宮御所東側，2011，11.15，アズマネザサ，

[no.11b24]． 

 

11. Rhopalosiphum nymphaeae (Linne) 

ハスクビレアブラムシ（新記録種，Fig. 5） 

生研，2010.5.28，ハス属の1種，[no.10558]；生

研，2011.6.21，ハス属の1種，[no.116102]；中道
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灌，2011.6.21，ハス属の1種，[no.11669]；生研，

2011.6.21，ハス属の1種，[no.116103]；花蔭亭付

近，2012.6.18，ハス属の1種，[no.12633]；生研，

2012.8.20，ハス属の1種，[no.12890]；大道庭園，

2013.5.29，ハス属の1種，[no.13553]． 

 

12. Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe) 

コミカンアブラムシ 

生研，2012.9.10，エノキ，[no.12937]． 

 

Macrosiphini  ヒゲナガアブラムシ族 

 

13. Acyrthosiphon pisum (Harris)  

エンドウヒゲナガアブラムシ 

生 研 ， 2010.4.2 ， カ ラ ス ノ エ ン ド ウ ，

[no.10431(2)]；道灌新道，2013.5.29，ムラサキ

ツメクサ，[no.13586 (3)]． 

 

14. Acyrthosiphon glechomae Takahashi 

カキドウシヒゲナガアブラムシ（新記録種） 

吹上大宮御所， 2011.4.19 ，カキドウシ，

[no.11424].  

 

15. Akkaia polygoni Takahashi 

タデヨツオヒゲナガアブラムシ 

花蔭亭，2011.6. 21，ミゾソバ，[no.11670]；観

瀑亭，2012.6. 18，ミゾソバ，[no.12674]． 

 

16. Aulacorthum ibotum (Essig et Kuwana) 

イボタヒゲナガアブラムシ 

吹上御苑，2010.7. 2，イボタノキ，[no.10702]． 

 

17. Aulacorthum magnoliae (Essig et Kuwana) 

ニワトコヒゲナガアブラムシ（Fig. 6） 

生研，2009.12.4，ニワトコ，[no.09c17]；中道灌，

2010.4.2，ニワトコ，[no.10402]；花蔭亭，2011.4.19，

ニワトコ，[no.11434]；中道灌，2011.12.13，ニ

ワトコ，[no.11c22]；中道灌，2012.2.21，ニワト

コ，[no.12201]；生研，2012.3.13，ニワトコ，

[no.12328] ；生研， 2012.3.13 ，ニワトコ，

[no.12329]；観瀑亭周辺，2013.3.11，ニワトコ，

[no.13301]；観瀑亭周辺，2013.4.2，ニワトコ，

[no.13402]． 

 

18. Aulacorthum solani（Kaltenbach） 

ジャガイモヒゲナガアブラムシ（Fig. 7） 

道灌濠，2009.11. 6，カラムシ，[no.09b20(1)]；

道灌濠，2009.11.6，カラムシ，[no.09b26(1)]；

道灌濠，2009. 11. 6，カラムシ，[no.09b49(1)]；

吹上御苑，2009.12.4，カラムシ，[no.09c14(1)]；

北堤通り，2010.12.17，カラムシ，[no.10c22]；

北堤通り，2010.12.17，カラムシ，[no.10c32]；

中道灌，2011.1.14，カラムシ，[no.11103]；中道

灌，2011.4.19，カラムシ，[no.11438]；生研，

2011.10. 18，カラムシ，[no.11a111]；中道灌，

2011.11.15，カラムシ， [no.11b76]；中道灌，

2011.11.15，カラムシ， [no.11b77]；中道灌，

2011.12.13，カラムシ，[no.11c23]；道灌新道，

2012.11.12，カラムシ，[no.12b21(1)]；吹上大宮

御所東側，2013.4.2，カラムシ，[no.13457]；大

宮 庭 園 ， 2011.4. 19 ， ヤハ ズ エ ン ドウ ，

[no.11447]；中道灌，2011.1.14，クサイチゴ，

[no.11108]． 

 

19. Capitophorus elaeagni (del Guercio) 

ゴボウクギケアブラムシ 

大宮庭園，2011.4 .19，アキグミ，[no.11435]；

吹上大宮御所，2011.1.14，マルバグミ，卵生雌

虫を含む，[no.11110]；西通り，2010.12.17，ナ

ツグミ，卵生雌虫を含む，[no.10c30(1)]． 

 

20. Capitophorus javanicus Hille Ris Lambers 

タデクギケアブラムシ 

南通り，2010.12.17，イヌタデ，有翅雄虫を含む，

[no10c34] ； 生 研 ， 2009.9.4 ， イ ヌ タ デ ，

[no.09906]；生研， 2011.10.18 ，ハナタデ，

[no.11a70]；吹上御苑，2010.11.5，ハナタデ，

[no.10b60]；生研， 2011.10.18 ，ハナタデ，

[no.11a114]；果樹園，2011.11.15，ハナタデ，

[no.11b78]；果樹園，2011.9.13，ハナタデ，

[no.11926]；西通り，2010.12.17，ナツグミ，

[no.10c30(2)]；吹上大宮御所，2011.12.13，マル

バアキグミ，卵生雌虫を含む，[no.11c12]；生研，

2010.12.17，アキグミ，卵生雌虫を含む，

[no.10c37]． 

 

21. Chaetosiphon hirticorne (Takahashi) 

アキノタムラソウコブアブラムシ（新記録種） 

吹上御苑， 2010.7.2，アキノタムラソウ，

[no.10705]． 
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22. Hydronaphis impatiens Shinji 

ツリフネソウスナヨセアブラムシ（改称） 

吹 上 御 苑 ， 2011.6.21 ， ツ リ フ ネ ソ ウ ，

[no.116110]；吹上御苑，2011.9.13，ツリフネソ

ウ，[no.11912]；観瀑亭，2012.6.18，ツリフネソ

ウ，[no. 12652]；吹上御苑，2012.7.23，ツリフ

ネソウ，[no.12740]；吹上御苑，2012.7.23，ツリ

フネソウ，[no.12751]． 

＊前報（松本，2006）では本種の和名にツリフ

ネソウアブラムシを用いたが，根に見られるこ

とが多いので表記名のように改称した． 

 

23. Hyperomyzus lactucae (Linnaeus) 

チシャミドリアブラムシ 

中道灌，2010.4. 2，ノゲシ，[no.10427]；中道灌，

2011.2.18，ノゲシ，[no.11210]；半蔵門周辺，

2012.3. 13，ノゲシ，[no.12327]；山里門，2011.5. 

17，オニノゲシ，[no.11572]；生研，2011.10. 18，

オニノゲシ，[no.11a99]；大道庭園，2011.11.15，

オニノゲシ，[no.11b69]；中道灌，2011.11. 15，

 
Figures.8–13. ホウセンカヒゲナガアブラムシ Impatientinum impatiens．9：カンゾウコブアブラムシ 

Myzus  hemerocallis．10：ワラビツメナシアブラムシ Shinjia orientalis．11a：オニグルミミドリ
トゲアブラムシ（無翅型）Dasyaphis mirabilis．11b：オニグルミミドリトゲアブラムシ（有翅型）
Dasyaphis mirabilis．12：オニグルミトゲアブラムシ（無翅型）Dasyaphis rhusae．13：マキシンハ
アブラムシ Neophyllaphis podocarpi． 
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オニノゲシ，[no.11b70]；中道灌，2013.1.21，オ

ニノゲシ，[no.13106]． 

 

24. Impatientinum impatiens (Shinji) 

ホウセンカヒゲナガアブラムシ (Fig. 8) 

果樹園，2009.11.6，ツリフネソウ，[no.09a05]；

吹上御苑，2009.11.6，ツリフネソウ，[no.09b18]；

観瀑亭，2012.11.12，ツリフネソウ，[no.12b23]． 

＊前報（松本，2006）では本種の和名にツリ

フネソウヒゲナガアブラムシを用いたが，この

和名が同属の Imp. balsamines に用いられること

があり混乱を防ぐために表記名とした． 

 

25. Indomegoura indica (van der Goot)  

キスゲフクレアブラムシ 

大道庭園，2010.7.2，アサマキスゲ，[no.10701]；

2013.4.2，駐春閣，ミツバウツギ，[no.13404]． 

 

26. Kaochiaoya arthraxonis (Takahashi) 

アシボソヒゲナガアブラムシ 

生研，2009.9.4，アシボソ，[no.09901]；果樹園，

2011.11.15，アシボソ，有翅雄虫を含む，

[no.11b75]． 

 

27. Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 

ニセダイコンアブラムシ（新記録種） 

果樹園，2011.4.19，ダイコン，[no.11440]． 

 

28. Macromyzus woodwardiae (Takahashi) 

コモチシダコブアブラムシ 

吹上御苑，2009.11.6，ベニシダ，[no.09b21]；道

灌濠，2009.11.6，ヤブソテツ，[no.09b17]；下道

灌，2010.5.28，ベニシダ，[no.10563]；下道灌，

2010.5.28，ヤブソテツ，[no.10562]；吹上御苑，

2010.6.18，ベニシダ， [no.10644]；花蔭亭，

2011.5.17，オオベニシダ，[no.11535]；中道灌，

2011.5.17，オオベニシダ，[no.11536]；中道灌，

2011.5.17，オニヤブソテツ，[no.11571]；中道灌，

2011.6.21，シダの１種，[no.11671]；中道灌，

2011.11.15，ベニシダ， [no.11b65]；中道灌，

2011.12.13，ベニシダ，[no.11c07]；吹上御苑，

2012.11.12，ベニシダ，[ no.12b20]；道灌新道，

2012.11.12，ベニシダ，[no.12b29]；，吹上御苑，

2013.5.29，ベニシダ， [no.13580]；中道灌，

2011.6.21，オクマワラビ，[no.116108]；花蔭亭，

2012.10.15，オシダ，[no.12a67]；，下道灌，

2013.2.18，シダの１種，[no.13203]；，吹上御苑，

2013.5.29，ヤブソテツ，[no.13572]；，2013.5.29，

ヤブソテツ，[no.13582]；道灌新道，吹上御苑，

2013.5.29，シダの１種，[no.13547]． 

 

29. Macrosiphoniella  yomogifoliae (Shinji） 

アオヒメヒゲナガアブラムシ 

大道庭園，2011.4. 19，ヨモギ，[no.11439]． 

 

30. Megoura crassicauda (Mordvilko) 

ソラマメヒゲナガアブラムシ 

中道灌 ， 2010.4.2 ，カラスノエ ンド ウ，

[no.10414]；生研，2010.4. 2，カラスノエンドウ，

[no.10431(1)]；山下通り，2011.4.19，カラスノ

エンドウ，[no11431]；道灌門，2011.5.17，カラ

スノエンドウ， [no.11570]；吹上大宮御所，

2011.5.17，カラスノエンドウ，[no.11574]；内苑

門通り， 2011.5.17 ，スズメノエンドウ，

[no.11577]；中道灌，2012.4.2，カラスノエンド

ウ，[no.12407]． 

 

31. Megoura lespedezae (Essig et Kuwana) 

ハギオナガヒゲナガアブラムシ 

観瀑亭，2010.8.13，ハギ属の１種，[no.10879]；

観瀑亭周辺，2010.11.5，ハギ属の１種，卵生雌

を含む，[no.10b17]；賢所北側，2012.7. 23，ハ

ギ属の１種，[no.12742]；吹上南通り，2012.7.23，

ハギ属の１種，[no.12748]；上道灌，2011.5.17，

マルバハギ，[no.11562]． 

 

32. Micromyzodium kuwakusae (Uye) 

クワクサヒゲナガアブラムシ 

生研，2010.10.15，クワクサ，[no.10a69]；生研，

2011.10.18，クワクサ，[no.11a113]；吹上御苑，

2012.8. 20，クワクサ，[no.12869]；吹上御苑，

2012.8. 20，クワクサ，[no.12891]． 

＊前報（松本，2006）では本種の属名は Eomyzus

であったが，最新の学説に従い表記名を使用し

た． 

 

33. Myzus fataunae Shinji 

クワクサコブアブラムシ 

生研，2009.9.4，アオミズ，[no.09904]；生研，

2012.8.20，アオミズ，[no.12888]；吹上御苑，

2012.11.12，ミズ，[no.12b35(1)]． 
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34. Myzus hemerocallis Takahashi 

カンゾウコブアブラムシ（新記録種，Fig.9） 

中道灌，2009.11.6，ワスレグサ属の１種，

[no.09b14]；中道灌，2009.12.4，ワスレグサ属の

１種，[no.09c01]；中道灌，2011.6. 21，ワスレ

グサ属の１種，[no.11667]；中道灌，2011.11.15，

ワスレグサ属の１種， [no.11b25]；中道灌，

2011.11.15，ワスレグサ属の１種，[no.11b56]；

中道灌，2011.12.13，ワスレグサ属の１種，

[no.11c11]；中道灌，2012.1.10，ワスレグサ属の

１種，[no.12102]；中道灌，2012.12.10，ワスレ

グサ属の１種，[no.12c07]；道灌新道，2013.5.29，

ワスレグサ属の１種，[no.13581]． 

 

35. Myzus persicae (Sulzer) 

モモアカアブラムシ 

中道灌，2011.2.18，ヤエムグラ，[no.11205]；中

道灌，2011.2.18，ヤエムグラ，[no.11207]；吹上

大宮御所北側，2012.4.2，ダイコン，[no.12403(2)]． 

 

36.Myzus pileae Takahashi 

ミズコブアブラムシ（新記録種） 

生研，2011.10.18，ミズ，[no.11a105]；吹上御苑，

2012.11.12，ミズ，[no.12b35(2)]． 

 

37. Myzus siegesbeckiae Takahashi 

ヒキオコシコブアブラムシ 

吹上御苑，2011.11.12，キバナアキギリ，有翅雄

虫を含む，［no.11b72］． 

＊前報（松本2006）では本種の学名は Myzus 

yamatonis Miyazaki であったが最新の学説に従

い表記名を使用した． 

 

38. Myzus varians Davidson 

カワリコブアブラムシ（新記録種） 

観瀑亭，2009.12.4，センニンソウ，[no.09c03]；

中道灌，2012.10.15，センニンソウ，[no.12a68]． 

 

39. Phorodon japonensis Takahashi  

カナムグライボアブラムシ 

生研，2009.9.4，カナムグラ，[no.09905]；生研，

2010.9. 10，カナムグラ，[no.10957]． 

 

40. Rhopalosiphoninus deutzifoliae Shinji 

ウツギトックリアブラムシ 

吹上御苑，2010.4.2，ウツギ，幹母を含む，

[no.10401]；吹上大宮御所，2011.4.19，ウツギ，

[no.11448]． 

 

41. Rhopalosiphoninus tiliae (Matsumura) 

シナノキトックリアブラムシ 

吹上御苑，2012.10. 15，ノブキ，[no.12a71]． 

 

42. Semiaphis heraclei (Takahashi) 

ハナウドチビクダアブラムシ 

中道灌，2010.8.13，セリ，[no.10851]；山里門，

2011.5.17，ヤブジラミ， [no.11576]；生研，

2011.6.21，ヤブジラミ，[no.11699]． 

  

43. Shinjia orientalis (Mordvilko) 

ワラビツメナシアブラムシ (Fig. 10) 

北堤通り，2010.12. 17，ワラビ，[no.10c24]；観

瀑亭，2011.11.15，ワラビ，有翅雄虫を含む，

[no.11b59]；観瀑亭周辺，2012.11.12，ワラビ，

有翅雄虫を含む，[no. 12b24]． 

 

44. Sitobion berkemiae (Shinji) 

クマヤナギヒゲナガアブラムシ（新記録種） 

吹上御苑，2010.6.18，クマヤナギ，[no.10646]． 

 

45. Sitobion ibarae (Matsumura) 

イバラヒゲナガアブラムシ  

吹上御苑，2009.9.4，Rosa sp.，[no.09903]；果樹

園，2009.10.2，ノイバラ，[no.09a07]；吹上御苑，

2009.11.6，ノイバラ，[no.09b40]；吹上御苑，

2009.12.4，Rosa sp.，[no.09c19]；吹上御苑，

2010.5.28，ノイバラ， [no.10581]；果樹園，

2010.6.18，Rosa sp.，[no.10678]；吹上大宮御所，

2011.5.17，Rosa sp.，[no.11573(1)]；吹上大宮御

所，2011.5.17，Rosa sp.，[no.11587(1)]；果樹園，

2012.2.21，ノイバラ， [no.12204]；果樹園，

2013.2.18，Rosa sp.，[no.13202]；中道灌，2013.4.2，

Rosa sp.，[no.13458]． 

 

46. Sitobion yasumatsui (Moritsu)  

アブラススキヒゲナガアブラムシ 

果樹園，2009.10. 2，アブラススキ，[no.09a03]；

生研，2010.10. 15，アブラススキ，[no.10a105]；

果樹園，2010.10.15，アブラススキ，[no.10a148]；

果樹園，2012.11.12. アブラススキ，[no.12b26]． 

 

47. Trichosiphonaphis lonicerae (Uye) 
スイカズラヒゲナガアブラムシ 

観瀑亭，2010.7. 2，スイカズラ，[no.10793]；中
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道灌，2011.1.14，スイカズラ，[no.11107]；観瀑

亭，2012.1.10，スイカズラ，[no.125115]；吹上

御苑，2013.5.29，スイカズラ，[no.13545(1)]． 

   

48. Uroleucon nigrotuberculatum (Olive) 

セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ 

生研，2010.5.28，セイタカアワダチソウ，

[no.10568]；生研，2011.1.14，セイタカアワダチ

ソウ，有翅雄虫をふくむ，[no.11101(1)]；道灌

新道，2013.5. 29，セイタカアワダチソウ，

[no.13552]；内苑門通り，2013.5.29，セイタカア

ワダチソウ，[no.13575]． 

 

49. Uroleucon sonchi  (Linnaeus) 

ノゲシヒゲナガアブラムシ 

大道庭園，2010.7.2，ノゲシ，[no.10798]． 

 

Drepanosiphinae 

マダラアブラムシ亜科 

 

50. Chaitophorus saliniger Shinji 

ヤナギクロケアブラムシ 

乾門通り，2010.8.13，シダレヤナギ，[no.10886]． 

 

51. Dasyaphis mirabilis (Tseng & Tao) 

オニグルミミドリトゲアブラムシ（新記録種，

Fig.11a, b） 

巽の庭，2012.7.23，オニグルミ，[no.12741(2)]． 

 

52. Dasyaphis rhusae (Shinji) 

オニグルミトゲアブラムシ（新記録種，Fig. 12） 

巽の庭，2011.11.15，オニグルミ，有翅雄虫を含

む，[no.11b21]；巽の庭，2012.5.28，オニグルミ，

[no.125118]；巽の庭，2012.7.23，オニグルミ，

[no.12753]；巽の庭，2013.5.29，オニグルミ，

[no.13540(1)]． 

 

53. Neophyllaphis podocarpi Takahashi  

マキシンハアブラムシ（新記録種，Fig. 13） 

観瀑亭周辺，2012.7.23，イヌマキ，[no.12735]；

吹上御苑，2012.9.10，イヌマキ，[no.12935]；吹

上御苑，2013.5. 29，イヌマキ，[no.13544]． 

 

54. Neocalaphis magnolicolens Takahashi  

ホオノキヒゲナガマダラアブラムシ 

吹上御苑，2010.11.5，ホオノキ，卵生雌虫と雄

虫を含む，[no.10b16]；白鳥堀，2011.10.18，ホ

オノキ，[no.11a94]；観瀑亭，2012.5.28，ホオノ

キ，[no.125111]；観瀑亭，2012.6.18，ホオノキ，

[no.12671]；白鳥堀，2012.10.15，ホオノキ，

[no.12a21]；白鳥堀，2012.11.12，ホオノキ，卵

生雌虫を含む，[no.12b22]． 

 

55. Periphyllus californiensis (Shinji) 

モミジニタイケアブラムシ 

山下通り，2010.4.2，イロハモミジ，[no.10409]；

山下通り，2011.4.19，イロハモミジ，[no.11443]；

吹上御苑，2011.4.19，イロハモミジ，[no.11444]；

中道灌，2011.12.13，イロハモミジ，卵生雌虫お

よび有翅雄虫を含む，[no.11c08]；乾門通り，

2011.12.13，イロハモミジ，卵生雌虫を含む，

[no.11c26]；観瀑亭周辺，2013.4.2，Acer sp.，

[no.13403]． 

 

56. Shivaphis celti Das 

エノキワタアブラムシ 

内苑門通り，2010.7. 2，エノキ，[no.107100]；

大道庭園，2010.8.13，エノキ，[no.10883]；山里

門，2011.5.17，エノキ，[no.11581]；賢所，2011.6.21，

エノキ，[no.11698]． 

 

57. Sabsalutusaphis sp. 

カサゲアブラムシ属の１種（新記録種） 

道灌新道，2013.5.29，オニスゲ，[no.13584]． 

 

58. Takecallis arundicolens (Clarke) 

タケヒゲマダラアブラムシ（Fig.14a, b） 

吹上大宮御所，2011.5.17，Sasa sp.，[no.11538]；

吹上大宮御所東側， 2011.11.15， Sasa sp.，

[no.11b60]；観瀑亭，2011.12，13，Sasa sp.，卵

生雌虫，[no.11c04]；吹上大宮通り，2012.1.14，

Sasa sp.，[no.12104]；吹上御苑内けやき通り，

2012.1.14，Sasa sp.，[no.12110]；吹上御苑内け

やき通り，2012.2.21，Sasa sp.，[no.12205(1)]；

吹上御苑内けやき通り，2012.2.21，Sasa sp.，卵

生雌を含む，[no.12205(2)]；吹上御苑内けやき

通り，2012.3.13，Sasa sp.，[no.12302]；吹上御

苑内けやき通り，2012.3.13，Sasa sp.，卵生雌虫，

[no.12301]；吹上御苑，2012.5.28，Sasa sp.，

[no.125114]；吹上御苑，2012.11.12，Sasa sp.，

[no.12b30] 吹上御苑， 2013.1.21 ， Sasa sp. ，

[no.13104]；吹上御苑，2013.5.29，Sasa sp.，
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Figures.14–17b 14a：タケヒゲマダラアブラムシ(胎生雌虫) Takecallis arundicolens．14b：タケヒゲ

マダラアブラムシ(卵生雌虫) Takecallis arundicolens．15：ヒエツノアブラムシ Pceudoregma  

panicola．16：スゲワタムシ Colopha  kansugei．17a：イヌアワワタムシ（寄生状態）Colopha  

setaricola．17b：イヌアワワタムシ Colopha  setaricola． 

[no.13571]；吹上御苑，2010.6.18，アズマネザサ，

[no.10679]；中道灌，2013.5.29，アズマネザサ，

[no.13589]． 

 

59. Takecallis taiwanus (Matsumura) 

タイワンヒゲマダラアブラムシ（新記録種） 

吹上御苑，2010.7.2，アズマネザサ，[no.10783]． 

 

60. Tinocallis kahawaluokarani (Kirkaldy) 

サルスベリヒゲマダラアブラムシ 

林鳥亭，2010.9. 10，サルスベリ，[no.10961]． 

＊前報（松本2006）では本種の属名は Sarucallis

であったが最新の学説に従い表記名を使用した． 

 

61. Yamatocallis tokyoensis (Takahashi) 

トウキョウカマガタアブラムシ 

乾門通り，2010.4.2，イロハモミジ，[no.10406]；  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果樹園，2010.4.2，[no.10407(1)]． 

 

Anoeciinae 

ミズキヒラタアブラムシ亜科 

 

62. Anoecia fulviabdominalis (Sasaki) 

オカボキバラアブラムシ（新記録種） 

観瀑亭周辺，2012.11. 12，ミズキ，[no.12b28]． 

 

Hormaphidinae 

ヒラタアブラムシ亜科 

 

63. Aleurodaphis blumeae van der Goot 

ヤブタバココナジラミモドキ 

大道庭園，2010.5.28，ヤブタバコ，[no.10566]；

大道庭園，2010.7.2，ヤブタバコ，[no.10703]；

大道庭園，2010.8.13，ヤブタバコ，[no.10884]． 
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64. Ceratovacuna nekoashi (Sasaki) 

エゴノネコアシアブラムシ 

果樹園，2010.7.2，アシボソ，[no.10786]；花蔭

亭周辺，2010.8.13，アシボソ，[no.10877]；生研，

2010.9. 10，アシボソ，[no.10911]；吹上御苑，

2010.9. 10，アシボソ，[no.10955]；吹上大宮御

所，2010.10. 15，アシボソ，[no.10a146]；生研，

2011.9.13，アシボソ，[no.11932.]；生研，2011.9.13，

アシボソ，[no.11934]；花蔭亭，2011.10.18，ア

シボソ，[no.11a95]；花蔭亭，2011.10.18，アシ

ボソ，[no.11a96]；生研，2011.10.18，アシボソ，

[no.11a116]；果樹園，2012.9.10，アシボソ，

[no.12919]；果樹園，2012.9.10，アシボソ，

[no.12936]；果樹園，2012.10. 15，アシボソ，

[no.12a22]；果樹園，2009.10.2，ヒメアシボソ，

[no.09a06]；花蔭亭，2011.10.18，ヒメアシボソ，

[no.11a56]． 

 

65. Ceratovacuna sp. 

ツノアブラムシ属の１種 

果樹園，2011.11.15，イヌアワ，[no.11b80]；果

樹園，2012.10.15，イヌアワ，[no.12a69]． 

 

66. Pseudoregma panicola (Takahashi) 

ヒエツノアブラムシ （Fig. 15） 

観瀑亭，2011.12.13，ケチヂミザサ，[no.11c06]． 

 

Pemphigidae 

タマワタムシ科 

Pemphiginae 

タマワタムシ亜科 

 

67. Colopha kansugei (Uye) 

スゲワタムシ（Fig. 16） 

外庭東門，2011.10.18，ナキリスゲ，[no.11a59]；

果樹園，2012.11.12，イヌアワ，[no.12b37]． 

 

68. Colopha setaricola Sano & Akimoto 

イヌアワワタムシ（Fig. 17a, b） 

吹上大宮御所，2009.11.6，イヌアワ，[no.09b13]；

道灌濠，2009.11.6，イヌアワ，[no.09b28]；果樹

園，2010.11.5，イヌアワ，[no.10b62]． 

 

寄生植物目録 

今回皇居で確認できたアブラムシの寄生植物は

全部で78種である．以下の目録には、寄生植物の

和名（五十音順）と学名，並びにそれらの植物に

寄生していたアブラムシの学名と和名を示す． 

 

アオミズ Pilea mongolica Weddell 

Myzus fataunae クワクサコブアブラムシ 

アカマツ Pinus densiflora Sieb.et Zucc. 

Cinara piniformosana マツオオアブラムシ 

Eulacnus thunbergii マツノホソオオアブラムシ 

アキグミ Elaeagnus umbellata Thunb. 

Capitophorus elaeagni ゴボウクギケアブラムシ 

Capitophorus javanicus タデクギケアブラムシ 

アキノタムラソウ Salvia japonica Thunb. 

Chaetosiphon hirticorne アキノタムラソウコ

ブアブラムシ 

アサマキスゲ Hemerocallis vespertina Hara 

Indomegoura indica キスゲフクレアブラムシ 

ア シ ボ ソ Microstegium vimineum var. 

polystachyum Ohwi 

Kaochiaoya arthraxonis アシボソヒゲナガア

ブラムシ 

Ceratovacuna nekoashi エゴノネコアシアブラ

ムシ 

アズマネザサ Pleioblastus chino Makino 

Melanaphis bambusae タケノアブラムシ 

Takecallis arundicolens タケヒゲマダラアブ

ラムシ 

Takecallis taiwanus タイワンヒゲマダラアブ

ラムシ 

アブラススキ Eccoilopus cotulifer A.C. 

Sitobion yasumatsui アブラススキヒゲナガア

ブラムシ 

イヌアワ Setaria chondrachne Honda 

Ceratovacuna sp. ツノアブラムシ属の１種 

Colopha kansugei スゲワタムシ 

Colopha setaricola イヌアワワタムシ 

イヌタデ Polygonum longisetum De Bruyn 

Capitophorus javanicus タデクギケアブラムシ 

イヌマキ Podocarpus macrophyllus Lamb. 

Neophyllaphis podocarpi マキシンハアブラムシ 

イボタノキ Ligustrum obtusifolium Sieb.& Zucc. 

Aulacorthum ibotum イボタヒゲナガアブラムシ 

イロハモミジ Acer palmatum Thunb. 

Periphyllus californiensis モミジニタイケアブ
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ラムシ 

Yamatocallis tokyoensis トウキョウカマガタ

アブラムシ 

ウツギ Deutzia crenata Sieb. Et Zucc. 

Rhopalosiphoninus deutzifoliae ウツギトック

リアブラムシ 

エノキ Celtis sinensis var. japonica  Nakai 

Stomaphs yanonis ヤノクチナガオオアブラムシ 

Toxoptera aurantii コミカンアブラムシ 

Shivaphis celti エノキワタアブラムシ 

オオベニシダ Dryopteris hondoensis Koidz. 

Macromyzus woodwardiae コモチシダコブア

ブラムシ 

オニグルミ Juglanus ailanthifojia Carr. 

Dasyaphis mirabilis オニグルミミドリトゲア

ブラムシ 

Dasyaphis  rhusae オニグルミトゲアブラムシ 

オニノゲシ Sonchus asper Hill 

Hyperomyzus lactucae チシャミドリアブラムシ 

オニスゲ Ｃarex dickinsii Fr,et Sav. 

Subsalutusaphis sp. カサゲアブラムシ属の１

種 

オニヤブソテツ Cyrtomium falcatum Pr. 

Macromyzus woodwardiae コモチシダコブア

ブラムシ 

カ キ ド ウ シ Glechoma hederacea Linn.var. 

grandis  

Acyrthosiphon glechomae カキドウシヒゲナガ

アブラムシ 

カナムグラ Humulus scandens 

Phorodon japonensis カナムグライボアブラ

ムシ 

カラスノエンドウ Vicia sepium Linn. 

Acyrthosiphon pisum エンドウヒゲナガアブラ

ムシ 

Megoura crassicauda ソラマメヒゲナガアブ

ラムシ 

カラムシ Humulus scandens  

Aulacorthum solani ジャガイモヒゲナガアブ

ラムシ 

キバナアキギリ Salvia nipponica  Miq. 

Myzus siegesbeckiae ヒキオコシコブアブラムシ 

クサイチゴ Rubus hirsutus Thunb. 

Aulacorthum solani ジャガイモヒゲナガアブ

ラムシ 

クサギ Clerodendron trichotomum Thunb. 

Aphis clerodendri クサギアブラムシ 

クマヤナギ Berchemia racemosa Sieb. et Zucc. 

Sitobion berkemiae クマヤナギヒゲナガアブ

ラムシ 

クロマツ Pinus thunbergii Parlatore 

Eulacnus thunbergii マツノホソオオアブラムシ 

クワクサ Fatoua villosa Nakai  

Micromyzodium kuwakusae クワクサヒゲナガ

アブラムシ  

ケチヂミザサ Oplismenus undulatifolius Roem.& 

Schult. 

Pseudoregma panicola ヒエツノアブラムシ 

コバノカモメヅルCynanchum sublancelatum Matsum. 

Aphis nerii キョウチクトウアブラムシ 

ササ属の１種 Sasa sp. 

Takecallis arundicolens タケヒゲマダラアブ

ラムシ 

サルスベリ Lagerstoemia indica Linn. 

Tinocallis kahawaluokarani サルスベリヒゲマ

ダラアブラムシ 

シダ類の１種 A kind of fern 

Macromyzus woodwardiae コモチシダコブア

ブラムシ 

シダレヤナギ Salix babylonica Linn. 

Chaitophorus saliniger ヤナギクロケアブラムシ 

シャリンバイ Rhaphiolepis umbellata Makino 

Nippolachunus piri ナシミドリオオアブラムシ 

スイカズラ Lonicera japonica Thunb. 

Trichosiphonaphis lonicerae スイカズラヒゲ

ナガアブラムシ 

スズメノエンドウ Vicia hirsuta S.F.Gray 

Megoura crassicauda ソラマメヒゲナガアブ

ラムシ 

セイタカアワダチソウ Solidago altissima Linn. 

Uroleucon nigrotuberculatum セイタカアワダ

チソウヒゲナガアブラムシ 

セリ Oenanthe javanica DC. 

Semiaphis heraclei ハナウドチビクダアブラ

ムシ 

センニンソウ Clematis terniflora DC. 

Myzus varians カワリコブアブラムシ 

ダイコン Raphanus sativus var.hortensis Backer 

Lipaphis erysimi ニセダイコンアブラムシ 

Myzus persicae モモアカアブラムシ 

ツリフネソウ Impatiens textori Miq. 

Hydronaphis impatiens ツリフネソウスナヨセ
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アブラムシ 

Impatientinum impatiens ホウセンカヒゲナガ

アブラムシ 

ナキリスゲ Carex lenta D. Don. 

Colopha kansugei スゲワタムシ 

ナシ Pyrus pyrifolia var. culta Nakai 

Nippolachunus piri ナシミドリオオアブラムシ 

ナツグミ Elaeagnus multiflora Thunb. 

Capitophorus elaeagni ゴボウクギケアブラムシ 

Capitophorus javanicus タデクギケアブラムシ 

ニワトコ Sambucus sieboldiana Bl. 

Aulacorthum magnoliae ニワトコヒゲナガア

ブラムシ 

ノイバラ Rosa multiflora Thunb. 

Sitobion ibarae イバラヒゲナガアブラムシ 

ノゲシ Sonchus oleraceus Linn. 

Hyperomyzus lactucae チシャミドリアブラムシ 

Uroleucon sonchi ノゲシヒゲナガアブラムシ 

ノブキ Adenocaulon himalaicum Edgew. 

Rhopalosiphoninus tiliae シナノキトックリア

ブラムシ 

ハギ属の１種 Lespedeza sp. 

Megoura lespedezae ハギオナガヒゲナガアブ

ラムシ 

ハス属の１種 Nelumbo sp. 

Rhopalosiphum nymphaeae ハスクビレアブラ

ムシ 

ハナタデ Polygonum yokusaianum Makino 

Capitophorus javanicus タデクギケアブラ

ムシ 

バラ属の１種 Rosa sp. 

Sitobion ibarae イバラヒゲナガアブラムシ 

ヒメアシボソ Microstegium vimineum A Camus 

Ceratovacuna nekoashi エゴノネコアシアブラ

ムシ 

フキ Petasites japonicus Maxim. 

Aphis fukii フキアブラムシ 

ベニシダ Dryopteris erythrosora O. Kuntze 

Macromyzus woodwardiae コモチシダコブア

ブラムシ 

ホオノキ Magnolia obovata Thunb. 

Neocalaphis magnolicolens ホオノキヒゲナガ

マダラアブラムシ 

マ ル バ ア キ グ ミ Elaeagnus umbellate var. 

rotundifolia Makino 

Capitophorus javanicus タデクギケアブラムシ 

マルバグミ Elaeagnus macrophylla Thunb. 

Capitophorus elaeagni ゴボウクギケアブラムシ 

マルバハギ Lespedeza cyrtobotrya Miq. 

Megoura lespedezae ハギオナガヒゲナガアブ

ラムシ 

ミズ Pilea hamaoi Makino 

Myzus fataunae クワクサコブアブラムシ 

Myzus pileae ミズコブアブラムシ 

ミズキ Cornus controversa Hemsl. 

Anoecia fulviabdominalis オカボキバラアブラ

ムシ 

ミゾソバ Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc. 

Akkaia polygoni タデヨツオヒゲナガアブラ

ムシ 

ミツバウツギ Staphylea bumalda DC 

Indomegoura indica キスゲフクレアブラムシ 

ムラサキシキブ Callicarpa japonica Thunb. 

Aphis sp. ムラサキシキブアブラムシ 

ムラサキツメクサ Trifolium pretense Linn. 

Acyrthosiphon pisum エンドウヒゲナガアブラ

ムシ 

ヤエムグラ Galium spurium f.strigosum Kitag. 

Myzus persicae モモアカアブラムシ 

ヤハズエンドウ Vicia angustifolia Linn. 

Aulacorthum solani ジャガイモヒゲナガアブ

ラムシ 

ヤブジラミ Torilis japonica DC. 

Semiaphis heraclei ハナウドチビクダアブラムシ 

ヤブソテツ Cyrtomium fortunei J. Sm. 

Macromyzus woodwardiae コモチシダコブア

ブラムシ 

ヤブタバコ Carpesium abrotanoides Linn. 

Aleurodaphis blumeae ヤブタバココナジラミ

モドキ 

ヨシ Phragmites austalis Trin. 

Hyalopterus pruni モモコフキアブラムシ 

ヨシ属の1種 Phragnites sp. 

Hyalopterus pruni モモコフキアブラムシ 

ヨモギ Artemisia princes Pampan. 

Macrosiphoniella yomogifoliae アオヒメヒゲ

ナガアブラムシ 

ワスレグサ属の1種 Hemerocallis sp. 

Myzus hemerocallis カンゾウコブアブラムシ 

ワラビ Pteridium aquilinum vr. latiusculum 

Und. 

Shinjia orientalis ワラビツメナシアブラムシ 
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考   察 

 本調査では78種の植物に寄生していた68種のア

ブラムシを確認した．その中で前報（松本，2000，

2006）と重複しない新記録種は16種であった．皇

居で確認できたアブラムシはこれで131種になっ

た．前報の時には松本1人が調査員として参加して

まとめたが，今回は寺内・石井・西野の3人の補助

員の協力で調査をまとめることができた．その分，

標本数も多くプレパラートの枚数も1500枚以上と

なり，同定に時間がかかりすぎて，その全貌を明

らかにできなかったのは残念であった．ここでは

同定が完了した標本の中から特徴的なアブラムシ

をいくつか取り上げてみることにする． 

イヌアワのアブラムシについては果樹園，道灌

濠，吹上大宮御所の3か所で合計15のサンプルを採

集することができた.当初この植物にはイヌアワ

ワタムシ Colopha  setaricola のみが寄生すると考

えていたが，今回の調査で葉身に綿状分泌物があ

るコロニーではイヌアワワタムシの他にスゲワタ

ムシ Colopha kansugei やツノアブラムシの一種

Ceratovacuna sp. が見られた．さらにイヌアワの

小穂には偶発とおもわれるヒゲナガアブラムシ族

の一種の有翅型や幼虫個体も散見された．イヌア

ワでは， 1月，2月の厳冬期にも葉身に綿状分泌を

付けたコロニーを採集できたので，これでスゲワ

タムシとイヌアワワタムシの越冬の状況が比較で

きると思ったが，プレパラートを検鏡すると，す

べてが近似種のスゲワタムシであった．このこと

から，前報 (松本，2006) で述べたようにイヌア

ワ葉身で見られる時のイヌアワワタムシのコロニ

ーは甘酒状となっているので近似種と区別しやす

いが（Fig. 16, 17a, b を参照），花穂や葉身が枯れ

てきて小コロニーの状態となると区別がつきにく

いことがわかった． 

オニグルミの葉のアブラムシについては，従来

から葉裏にみられるオニグルミトゲアブラムシ

Dasyaphis rhusae が知られていたが，宗林（2009)

が発表したオニグルミミドリトゲアブラムシ

Dysaphis mirabilis が葉表に寄生していることが今

回確認できた（fig. 11, 12を参照）．近縁種が同じ

植物の葉の表と裏ですみ分けている興味深い例で

ある． 

ワスレグサ属の1種 Hemerocallis sp. の葉身基部

にはカンゾウコブアブラムシ Myzus hemerocallis

が中道灌濠でほぼ1年を通じて確認できた．2月の

データはないが秋に有性世代が見られないことか

ら（松本，2008），皇居では不完全生活環の姿で世

代を完結していると思われる． 

今回，卵生雌虫が確認できたのは次の7種である．

ムラサキシキブアブラムシ Aphis  sp.，ゴボウク

ギケアブラムシ Capitophorus elaeagni，タデクギ

ケアブラムシ Capitophorus javanicus，ハギオナガ

ヒゲナガアブラムシ Megoura lespedezae，ホオノキ

ヒゲナガアブラムシ Neocalaphis magnolensis，モミ

ジニタイケアブラムシ Periphyllus  californiennsis，

タ ケ ヒ ゲ マ ダ ラ ア ブ ラ ム シ Takecallis  

arundicolens． これらの中でゴボウクギケアブラ

ムシとタデクギケアブラムシは草本植物と木本植

物の間を寄主転換するが，他の種は移住しないア

ブラムシである． 
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