
はじめに
マダニ目（以下，マダニ類と記す）は，世界で

３科約９００種（Guglielmone et al .，２０１０），日本で

はヒメダニ科とマダニ科の２科４６種が記録されて

いる（藤田・高田，２００７; Nakao and Ito，２０１４）．

ダニ類全体から見ると，マダニ類は種数が少なく

分類学的な研究の進んだ一群である．我が国にお

けるマダニ類の分類学的研究もよく進んでいると

言って差し支えないが，上記既知種の他に少数の

未記載種がマダニ属 Ixodesで知られている（北岡，

１９８０）．

マダニ類は全種が吸血寄生性で，主として哺乳

類，鳥類，爬虫類の外部寄生虫である．マダニ類

による感染症の被害は，すべからくマダニ類に刺
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Abstract Adult ticks commonly collected by flagging and from medium to large

−sized mammals in the mainland Japan（Hokkaido, Honshu, Shikoku, and Kyushu）

were shown in color. The ticks include following１８ species: Amblyomma testudi-

narium, Dermacentor taiwanensis, Haemaphysalis cornigera, H. flava, H. formosensis,

H. hystricis, H. japonica, H. kitaokai, H. longicornis, H. megaspinosa, H. phasiana,

Ixodes acutitarsus, I. monospinosus, I. nipponensis, I. ovatus, I. persulcatus, I. tanuki,

and I. turdus. Moreover, mouth parts and coxae of１８species were shown. Diagnos-

tic characters of１８species were described.
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され，吸血されることによって生じる．マダニ類

は吸血の際にさまざまな病原体を媒介しうるため，

重要な感染症媒介動物として認識されている．媒

介可能な感染症の種類は，マダニ種によっておお

むね決まっている．

マダニ類が媒介する病原体は多様で，ウイルス，

広義の細菌（リケッチア，スピロヘータ，アナプ

ラズマを含む），原虫などの病原微生物，さらには

種々の毒性物質まで含まれる．わが国では，従来

マダニ媒介感染症の患者がほとんど見出されなかっ

たことから，畜産分野におけるピロプラズマ症（石

原，１９７１），及び医学分野における野兎病（藤

田，２００４）が研究されてきた程度であった．しか

し，近年，重症熱性血小板減少症候群（SFTS），ダ

ニ媒介性脳炎，日本紅斑熱，ライム病，アナプラ

ズマ症，バベシア症などのマダニ媒介感染症の患

者が国内で発生し，特に SFTSと日本紅斑熱では西

日本各地で死亡例が確認されている．２０１３年１月

に SFTS患者が我が国において確認されて以降，こ

のニュースを各マスコミが積極的に取り上げたた

め，現在ではマダニ類についての社会的な関心が

かつてないほどに高まっている．

SFTS患者の発生は公衆衛生上無視できない問題

であるため，今後，自治体の担当職員などがそれ

ぞれの地域でマダニ調査を実施し，マダニ類を同

定する機会が増えると予想される．したがって，

専門家以外を対象としたマダニ同定のための手引

書が求められている．近年，遺伝子解析の技術が

急速に進んだため，日本産の主要種については分

子同定も可能である（Takano et al.，２０１４）．しか

し，分子同定には設備と費用が必要であり，多く

の個体を早く処理するためには，形態形質に基づ

いた同定が現在でも変わらず実用的である．

我が国のマダニ類を種へ分類するためには，

Yamaguti et al．（１９７１），山口・北岡（１９８０），高田

（１９９０），藤田・高田（２００７）などがきわめて有用

である．しかし，これらは専門家向きであり，特

に前２者では形態に関する記述が非常に詳しいた

め，専門家以外にとってはむしろ使いにくい場合

もある．また，これらはモノクロであることから，

多くの昆虫図鑑のように絵合わせによる同定を試

みることは難しい．いずれにしても，専門家以外

がこれらの文献を使いこなすためには相当な習熟

が必要であると予想される．一方で，加納・篠永

（１９９７）などには日本産マダニ類が原色で図示・解

説されているが，掲載種が少なく，種同定のため

には実用的でない．

我が国で記録のある上記マダニ類２科４６種の中

には，広域に分布し多様な環境に見られる種もあ

れば，分布が特定の地域に限られる種もある．ま

た，フランネル法（高田，１９９０）により下草や地

表から容易に得られる種もあれば，この採集法で

はほとんど採れない種もある（例えば，ヒメダニ

科はこれらの方法では得られない）．さらに，古い

記録のみで近年の採集記録が知られない種も存在

する．フランネル法や中・大型哺乳類からの採集

で頻繁に得られる種は限られるため，それらの識

別点を把握しておくことで，同定作業の効率は飛

躍的に高まる．そこで，本図説では，日本本土に

おいて，フランネル法あるいは中・大型哺乳類の

体表の調査により採集されやすいと考えられる１８

種の成虫について，絵合わせによる同定ができる

よう，実物写真と種の識別点を示した．なお，本

図説で扱わなかった日本産マダニ類の幼虫と若虫

の種同定に関しては，藤田・高田（２００７）が有用

である．

材料と方法
写真撮影に用いたマダニ個体は，野生哺乳類の

体表から直接採取されたか，野外でのフランネル

法による採集で得られたものである．

マダニ類の形態写真は，デジタルマイクロスコー

プ（KEYENCE社），実体顕微鏡（NIKON社），光

学顕微鏡（NIKON社），あるいはデジタルカメラ

（STYLUS TG－２Tough, OLYMPUS社）による接写

で撮影した．

種同定の際に用いる形態形質を図１に示した．

本図説では，専門家以外の方がマダニ同定に使用

することを考慮して，比較的わかりやすい特徴の

みを簡潔に述べた．

発育ステージと雌雄の識別法
マダニ科の種同定を実施する際，まずは発育ス

テージ（幼虫，若虫，成虫），成虫であれば雌雄を
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正しく識別する必要がある．具体的には図２で示

した形態的特徴を確認することにより，容易に識

別できる．幼虫は，脚の数が６本で，気門板も見

られないため，容易に識別できる．若虫と成虫は

どちらも脚が８本であるが，若虫の腹面には肛門

のみが開口しているのに対し，成虫では肛門と生

殖門が開口している．成虫のうち，雌成虫では背

板が背面の前方のみを覆うのに対し，雄成虫では

背板が背面全体を覆う．背板が背面全体を覆うの

は雄成虫のみに見られる特徴であり，このため雄

成虫は吸血しても体が大きく膨れることはない．

また，詳しく観察すると生殖口の形も雌雄で異な

る．マダニ属では，口下片の形も雌雄で大きく異

なる．雌の口下片は細長いのに対し，雄のそれは

太短い．

発育ステージについては，慣れれば体の大きさ

でも識別可能である．通常，未吸血状態の幼虫は

約１mm，若虫は約２mm，成虫は約３～５mmであ

る．ただし，大型種であるタカサゴキララマダニ

とカモシカマダニについては，若虫が他種の成虫

と同じくらいの大きさである．さらに，カモシカ

マダニについては，幼虫も他種の若虫と同程度の

大きさである．

属の識別法
日本にはキララマダニ属 Amblyomma，カクマダ

ニ属Dermacentor，チマダニ属Haemaphysalis，マ

ダニ属 Ixodes，コイタマダニ属Rhipicephalus（Boo-

philus亜属を含む）の５属が分布する．我が国では

通常の採集法でコイタマダニ属の種は得られない

ため，ここではコイタマダニ属を除いた４属の識

別点を示した（図３，表１）．基本的には絵合わせで

容易に属を分類できるが，例外としてチマダニ属

のタカサゴチマダニとヒゲナガチマダニの触肢第

２節は側方へ突出しないため，同定の際には注意を

要する．

図１ マダニ科の種同定の際に用いる形態形質

日本本土に産するマダニ科普通種の成虫の図説
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図２ マダニ科の発育ステージと雌雄成虫の識別法

図３ 日本産マダニ科４属の識別法
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種の識別方
以下に，各種について識別点を述べる．

１．タカサゴキララマダニ

Amblyomma testudinarium Koch，１８４４

本種は，その標準和名が示すとおり南方系の種

である．日本本土でキララマダニ属が採集された

場合は，本種である可能性が高い（属の識別は図

３と表１を参照）．大型で，円形に近い体型（図４）

であるため，他属との識別も容易である．ただし，

我が国では南西諸島に広く分布する同属のカメキ

ララマダニ Amblyomma geoemydae（Cantor，

１８４７）が，愛知県で得られている（矢部・林，

１９９８）ため，同定にあたって注意が必要である．

カメキララマダニ成虫と本種成虫では，背面の色

彩が異なるため，識別は容易である．また，本種

は一見するとヒゲナガチマダニ雌成虫にも似るが，

本種では第１脚基部に２本の明瞭な棘（内棘と外

棘）を備える（図７の矢印）ため，第１脚基部に

１本の棘のみを備えるヒゲナガチマダニとの識別は

容易である．

２．タイワンカクマダニ

Dermacentor taiwanensis Sugimoto，１９３５

本種は，その標準和名が示すとおり南方系の種

である．日本本土でカクマダニ属が採集された場

合は，本種と考えてまず間違いない（属の識別は

図３と表１を参照）．大型で，灰白色の背板（図４）

を有するため，一見して本種を識別できる．雌雄

とも第１脚基部に２本の明瞭な棘を備える点（図

７，８の矢印），雄の第４脚基部は他の脚のそれに比

べて顕著に広い点（図８の矢印）なども特徴である．

３．ツノチマダニ

Haemaphysalis cornigera Neumann，１８９７

本種は，日本本土では，房総半島や島根半島な

どに分布が限定される．

本種の雌成虫では，口器触肢第２節が側面に著

しく突出し，触肢第３節背面の後方に小棘（図５

の矢印）を備えることから，他種との識別は容易

である．本種の雄成虫では，口器触肢第２節が側

方に著しく突出すること（図６）と第４脚基部に

２本の長い棘（図８の矢印）を備えることから，他

種との識別は容易である．特に，第４脚基部に２

本の長棘を備える点は我が国では本種のみの特徴

であるため，この点に着目すると容易に識別できる．

４．キチマダニ

Haemaphysalis flava Neumann，１８９７

本種は日本本土産マダニ類の最普通種のひとつ

である．本種は，その標準和名が示すとおり，生

時の体色が黄褐色である．この体色により，特に

本州中部以北ではその他の最普通種から容易に識

別できる．

本種とオオトゲチマダニは近縁で，区別が難し

い場合もある．しかし，本種は雌雄ともオオトゲ

チマダニよりも明らかに小型である．雌成虫は，

オオトゲチマダニの雌成虫よりも第４脚基部の棘

が短い（図７の矢印）．雄成虫は，第４脚基部に特

徴的な細長い１本の棘を備える（図８の矢印）．オ

オトゲチマダニの雄成虫も第４脚基部に特徴的な

１本の棘を備えるが，本種に比べて太短い．

５．タカサゴチマダニ

Haemaphysalis formosensis Neumann，１９１３

本種は，その標準和名が示すとおり南方系の種

表 1 日本産マダニ科 4属の形質分布表

属名 触 肢 色斑 眼 花彩 肛 溝
和 名 学 名

キララマダニ属 Amblyomma 細長い 有る 有る 有る 肛門の後方を囲む
カクマダニ属 Dermacentor 太短い 有る 有る 有る 肛門の後方を囲む

チマダニ属 Haemaphysalis 第 2節は
側方へ突出＊ 無い 無い 有る 肛門の後方を囲む

マダニ属 Ixodes 細長い 無い 無い 無い 肛門の前方を囲む
＊例外がある．

日本本土に産するマダニ科普通種の成虫の図説
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で，四国・九州の南部では最普通種のひとつである．

本種の体色は黄褐色で，体型が円形に近い（図

４）．雌雄とも口器触肢第２節が側方にほとんど突

出しない（図５，６）ため，識別は容易である．

６．ヤマアラシチマダニ

Haemaphysalis hystricis Supino，１８９７

本種は，南方系の種で，四国・九州の南部では

タカサゴチマダニに混じって多くみられる．

本種の体色は黄褐色（図４）である．雌雄とも口

器触肢第３節背面の後方に小棘（図５，６の矢印）

を備え，また触肢第２節背面の内側に膨隆部（図

５，６の矢印）があり，同節腹面が後方へ突出する

（図５，６の矢印）．

７．ヤマトチマダニ

Haemaphysalis japonica Warburton，１９０８

雌雄とも，第１脚基部の棘は，他の脚の棘より

も明らかに長い（図８の矢印）．特に，雄成虫では，

第４脚基部に明瞭な棘を欠く（図８）ことで，近縁

のキチマダニとオオトゲチマダニから容易に識別

できる．

本種雌成虫を撮影することができなかったため，

ここでは雄成虫のみを図示した．

８．ヒゲナガチマダニ

Haemaphysalis kitaokai Hoogstraal，１９６９

雌雄とも口器触肢第２節が側方にほとんど突出

しない点（図５，６）でタカサゴチマダニに似るが，

本種の体色は茶褐色で，タカサゴチマダニは黄褐

色であるため色彩により一見して識別できる．ま

た，本種の雄の体型は涙型であるため，円形に近

いタカサゴチマダニの雄とは一見して識別可能で

ある．本種雌成虫の外観は一見するとキララマダ

ニ属のように見えるが，属の識別点（図３，表１）

やキララマダニ属と異なり本種では第１脚基部に

２本の棘を備えない点により，識別は容易である．

９．フタトゲチマダニ

Haemaphysalis longicornis Neumann，１９０１

本種は日本本土産マダニ類の最普通種のひとつ

である．生時の体色が茶褐色であることから，そ

の他の最普通種であるキチマダニと容易に識別で

きる．また，本種と同じくニホンジカの多い地域

で多く採集されるオオトゲチマダニとは体色が似

ているが，成虫の発生時期が異なる．本種成虫は

晩春～夏に見られ，オオトゲチマダニの成虫は秋

～初春に見られる．

雌雄とも口器触肢第３節背面の後方に小棘（図

５，６の矢印）を備え，第１脚基部に長く細い１本

の棘（図７，８）を備える．雄成虫では，角状体が

よく発達する．特に，チマダニ属の中で，第１脚

基部に長く細い１本の棘を備える点は我が国では

本種とツノチマダニのみの特徴である．ツノチマ

ダニは口器触肢が非常に特徴的であるため，こう

した点により本種を容易に識別できる．

近縁のイエンチマダニ Haemaphysalis yeni Tou-

manoff，１９４４は対馬や屋久島に分布するが，山口

県のニホンジカからも記録されている（Inokuma

et al .２００２）．したがって，中国地方などでは同定

の際に注意が必要である．イエンチマダニはやや

小型で，第３節背面の棘が顕著であり，本種との

識別は容易である．

本種には単為（処女）生殖系と両性生殖系があ

り，単為生殖系の方がやや大型である．

１０．オオトゲチマダニ

Haemaphysalis megaspinosa Saito，１９６９

本種は日本本土産マダニ類の最普通種のひとつ

である．生時の体色が茶褐色で体が大きいことか

ら，その他の最普通種であるキチマダニと容易に

識別できる．また，本種と同じくニホンジカの多

い地域で高密度となるフタトゲチマダニとは体色

が似ているが，成虫の発生時期が異なる．本種成

虫は秋～初春に見られ，フタトゲチマダニの成虫

は晩春～夏に見られる．

本種の雌成虫は，キチマダニの雌成虫と非常に

よく似ている．しかし，本種では第４脚基部の棘

が長い（図７の矢印）ため識別可能である．雄成

虫は，角状体がよく発達し，第４脚基部に１本の

棘を備える（図８の矢印）．この棘は，キチマダニ

のそれに比べて太短く，湾曲する傾向がある．本

種は比較的大型の種であり，体の大きさや体に対

する脚の太さ（図４）などによっても，他種から容

山内 健生・高田 歩
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Amblyomma testudinarium Dermacentor taiwanensis Haemaphysalis cornigera 

H. flava H. formosensis H. hystricis 

図４ 日本産マダニ科成虫の全形（背面と腹面）．以下の写真を除いたすべての写真はマダニ生時に撮影されたも
のである：タイワンカクマダニ雌の腹面，ツノチマダニ雌，シュルツェマダニ雌，タヌキマダニ雌，アカコッコ
マダニ雌の腹面，ツノチマダニ雄，タカサゴチマダニ雄，ヤマトチマダニ雄，タネガタマダニ雄，シュルツェマ
ダニ雄．

日本本土に産するマダニ科普通種の成虫の図説
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H. kitaokai H. longicornis H. megaspinosa 

H. phasiana Ixodes acu�tarsus I. monospinosus 

図４ 日本産マダニ科成虫の全形（背面と腹面）（続き）
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I. nipponensis I. ovatus I. persulcatus 

I. tanuki A. testudinarium I. turdus 

図４ 日本産マダニ科成虫の全形（背面と腹面）（続き）

日本本土に産するマダニ科普通種の成虫の図説
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D. taiwanensis H. cornigera H. flava 

H. formosensis H. hystricis H. japonica 

図４ 日本産マダニ科成虫の全形（背面と腹面）（続き）
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H. kitaokai H. longicornis H. megaspinosa 

H. phasiana 
I. nipponensis 

I. ovatus 

図４ 日本産マダニ科成虫の全形（背面と腹面）（続き）
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I. persulcatus I. tanuki 

易に識別できる．

１１．キジチマダニ

Haemaphysalis phasiana Saito, Hoogstraal

and Wassef，１９７４

本種の分布は局所的であるが，新潟県などでは

フランネル法でも採集されている．

雌雄とも，口器触肢第２節が側面方に著しく突

出し（図５，６），なおかつ第１脚基部の棘が短い

（図７，８）ことで，その他の種から容易に識別できる．

１２．カモシカマダニ

Ixodes acutitarsus（Karsch，１８８０）

雌成虫は，触肢が細長く（図５），第１脚基部に

は内側のみならず外側にも発達した棘を備える（図

７の矢印）．本種はマダニ属の中で突出した大型種

であるため，体の大きさによって本種をすみやか

に識別できる．

本種は，フランネル法ではまず採集されないが，

人体寄生例は多い．

本種雄成虫の撮影を行うことができなかったた

め，ここでは雌成虫のみを図示した．

１３．ヒトツトゲマダニ

Ixodes monospinosus Saito，１９６７

雌成虫腹部の生時の体色は明るい紅色である（図

４）．触肢は細長い（図５）．背板は縦長で前半が幅

広いため，背板の側方が弱く凹んでいるように見

える（図４）．標準和名が示すとおり，第１脚基部

には内側の棘のみを備え，外側の棘を欠く（図７）．

一見すると，タネガタマダニやシュルツェマダニ

に似るが，上記の特徴により識別は容易である．

なお，本種雄成虫の腹面写真が Takahashi and

Sekine（１９８１）に掲載されているが，本種雄成虫の

形態が詳細に記載されたことはない．本図説でも

本種の雄成虫は図示していない．

１４．タネガタマダニ

Ixodes nipponensis Kitaoka and Saito，１９６７

雌成虫の生時の体色は，口器，背板，脚などが

黒褐色で，腹部は暗い紅色である（図４）．雄成虫

も背面から見ると黒褐色である（図４）．本種はシュ

図４ 日本産マダニ科成虫の全形
（背面と腹面）（続き）
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H. formosensis D. taiwanensis H. cornigera H. flava A. testudinarium 

H. hystricis H. kitaokai H. longicornis H. megaspinosa H. phasiana 

I. tanuki I. nipponensis I. ovatus I. persulcatus I. acu�tarsus I. monospinosus I. turdus 

図５ 日本産マダニ科雌成虫の口器（背面と腹面）

日本本土に産するマダニ科普通種の成虫の図説
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H. hystricis 

I. tanuki H. phasiana 

H. formosensis 

H. japonica 

D. taiwanensis H. cornigera H. flava A. testudinarium 

H. kitaokai H. longicornis H. megaspinosa 

I. nipponensis I. ovatus I. persulcatus 

図６ 日本産マダニ科雄成虫の口器（背面と腹面）
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D. taiwanensis A. testudinarium 

H. cornigera H. flava H. formosensis H. hystricis 

H. kitaokai H. longicornis H. megaspinosa H. phasiana 

図７ 日本産マダニ科雌成虫の脚基部

日本本土に産するマダニ科普通種の成虫の図説
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I. tanuki 

I. nipponensis I. ovatus 

I. persulcatus 

I. acu�tarsus I. monospinosus 

I. turdus 

ルツェマダニに近縁で識別が難しい．雌雄とも，

第１脚基部の内棘は長いが，本種の方がシュルツェ

マダニよりも小さい（図７，８の矢印）．また，雄

成虫の気門板が細長く特徴的である．北海道で少

数の個体が採集されているパブロフスキーマダニ

I. pavlovskyi Pomerantzev，１９４６との識別法につい

ては，Nakao et al .（１９９２）が有用である．

本種は，フランネル法では採集しにくいが，中・

大型哺乳類からは普通に採集され，人体寄生例も

多い．

１５．ヤマトマダニ

Ixodes ovatus Neumann，１８９９

本種は本州中部以北や高標高域におけるマダニ

類の最普通種のひとつである．雌成虫の生時の体

色は，口器，背板，脚などが褐色で，腹部は暗い

紅色である（図４）．雄成虫も背面から見ると褐色

である（図４）．こうした生時の体色により，一見

してヒトツトゲマダニ，タネガタマダニ，シュル

ツェマダニと識別できる．雌雄とも，第１脚と第

２脚基部の後半部分に淡色に見える領域（横縞の肥

厚）（図７，８の矢印）を有することで，その他全

ての種から容易に識別できる．また，雌雄とも第

１脚の棘が発達しない点（図７，８）も本種の特徴

である．雄成虫の気門板は細長く特徴的である．

１６．シュルツェマダニ

Ixodes persulcatus Schulze，１９３０

図７ 日本産マダニ科雌成虫の
脚基部（続き）
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D. taiwanensis A. testudinarium 

H. formosensis 

H. cornigera H. flava 

H. hystricis H. japonica H. kitaokai 

H. longicornis H. megaspinosa H. phasiana 

図８ 日本産マダニ科雄成虫の脚基部

日本本土に産するマダニ科普通種の成虫の図説
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I. tanuki I. nipponensis I. ovatus I. persulcatus 

本種は，北方系の種で，本州中部以南では山地

に分布する．

雌成虫腹部の生時の体色は暗い紅色である．本

種は本州中部以北や高標高域におけるマダニ類の

最普通種のひとつである．

本種はタネガタマダニに近縁で識別が難しい．

雌雄とも，第１脚基部の内棘は本種の方がタネガ

タマダニよりも大きく先端も鋭い（図７，８の矢印）．

北海道で少数の個体が採集されているパブロフ

スキーマダニとの識別法については，Nakao et al .

（１９９２）が有用である．

１７．タヌキマダニ

Ixodes tanuki Saito，１９６４
雌雄とも，第１脚と第２脚基部の後方に淡色に

見える狭い領域（図７，８の矢印）を有するため，

その他の種から容易に識別できる．また，第１脚

基部には内側に細長い棘（図７，８の矢印）のみを

備え，外側の棘を欠く．

本種は，フランネル法では採集しにくいが，中

型哺乳類から採集される場合が多い．

１８．アカコッコマダニ

Ixodes turdus Nakatsudi，１９４２
雌成虫では，触肢が細長く，口下片は先端へ向

かって一様に細くなり，先端（図５の矢印）は鋭

く尖る．顎体部の耳状体（図５の矢印）が発達す

る．背板は菱形に近い（図４）．なお，本種雄成虫

の形態は未記載のままであり，本図説でも図示し

ていない．
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