
非検疫有害動植物追加検討結果の概要

No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

1 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ヤガ科 Acanthoplusia agnata ミツモンキンウワバ 東アジア（日本を含む）、ロシア（アムール川） キンギョソウ、サツマイモ、チューリップ、ニ
ンジン、プリムラ、ワタ、アブラナ科植物、キ
ク科植物、マメ科植物

成虫は前翅長17mm内外、灰褐色、前翅
中央部に二つの小白斑。終齢幼虫は体
長30-35mm、淡緑色から濃緑色まで変異
あり。頭は小さく、体前方は比較的細く、
後方ほど太まり、背面が著しく膨れる。幼
虫はシャクトリムシのように歩き、老熟す
るとわずかの糸で葉を綴り薄い繭中で蛹
化する。年間発生回数は3-4回とみられ、
越冬態は終齢幼虫または蛹と推定されて
いる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫の加害範囲はやや広く、ニンジンで
は9-11月に大発生することがある。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

2 有害
動物

節足
動物

ダニ目 フシダニ科 Aceria tulipae チューリップサビダニ ［アジア］日本、インド、インドネシア、タイ、フィリピ
ン、ベトナム
［中東］ トルコ
［欧州］イタリア、オランダ、グルジア、スペイン、デン
マーク、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリ
ア、ポーランド、モルドバ、ロシア
［アフリカ］エジプト、タンザニア、南アフリカ共和国
［北米］アメリカ合衆国
［中南米］キューバ、チリ、ブラジル、ベネズエラ
［大洋州］オーストラリア、ニュージーランド、フィジー

イタリアンライグラス、オーニソガラム、オー
チャードグラス、チモシー、チューリップ、
Phleum phleoides （イネ科フレウム属）、ネ
ギ属

極めて微小で雌成虫は体長0.25mm内外
のウジムシ型で淡黄色。脚は2対で前体
部にある。雄成虫は雌よりやや小型であ
るほかは形態的に類似する。チューリップ
での寄生部位は花弁内側基部、球根先
端部・基盤部であり、球根の生長とともに
茎葉に寄生。

－ ア　日本未発生
garlic mosaic virus等のウイ
ルスを媒介することが示唆
されている。

イ　日本既発生
不明

無 チューリップにおいて寄生を受けた球根
は紫や茶褐色に変色し、やがてその部
分が乾燥してくる。葉は湾曲して白い条
斑が走る。

登録農薬あり：
チューリップ及びニ
ンニクのチューリッ
プサビダニ

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
７３
９４
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

3 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ヤガ科 Agrotis segetum カブラヤガ アジア（日本を含む）、中東、欧州、アフリカ 広食性 成虫は前翅長16～20mm。色調及び斑紋
ともに個体変異がある。老熟幼虫の体長
は約40mm。幼虫の３齢後期になると土中
に潜る個体が現れ、５～６齢では土中に
潜っていて夜活動する。生葉への産卵は
まれで古葉や枯葉に多く、全体の90％以
上が地表３cm以下の場所に産卵される。
東北以北では年２世代、関東では３世
代、九州・四国では一部が４世代発生す
る。幼虫が土中で越冬する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 孵化幼虫は、植物の生長点付近又は下
葉に定着して摂食するが、５～６齢にな
ると夜間に地際部を摂食し、切断するこ
とがある。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
６０

非検疫有害
動植物

4 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナジラミ科 Aleurocanthus
spiniferus

ミカントゲコナジラミ アジア（日本を含む）、アフリカ東部、オーストラリア、
ハワイ

カンキツ類、カキ、クスノキ、クチナシ、
チャ、ビワ、ブドウ、ユズリハ、ツツジ属植
物、ナシ属植物、バラ属植物、バンレイシ属
植物

雌成虫の体長は約1.3mm、雄はやや小さ
い。体色は橙黄色で白粉を帯び、前翅は
紫褐色で白紋を有する。孵化幼虫は淡黄
色で定着すると黒色になる。3齢を経て蛹
化。年4回発生。3齢幼虫や蛹で越冬。1雌
あたりの産卵数は 35～100卵以上。成虫
が風に乗って分布を拡大する。単為生殖
で雄を生じる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 発生密度が高いと成・幼虫の吸汁によ
り、葉が内側に巻く。また分泌される甘露
にすす病が発生する。

登録農薬がある。
天敵導入は有効で
ある。

日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

5 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナジラミ科 Aleurolobus marlatti マーラットコナジラミ 日本、中国、台湾、東南アジア、インド カンキツ類、クワ、コウゾ、ニシキギ、マサ
キ、ツツジ属植物

雌成虫は体長約1.2mm。卵は楕円形、長
径約0.2mm。蛹殻は楕円形で光沢のある
黒色で周囲に白色ロウ物質を分泌する。
1、2齢幼虫態で越冬。年3回発生。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成・幼虫が枝・葉部を吸汁する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

6 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Aonidiella orientalis オスベッキーマルカイガラム
シ

日本、世界の熱帯～亜熱帯 広食性 雌成虫の介殻は長さ1.5～2.5mm、ほぼ円
形、淡黄褐色～灰白色。雄の介殻は雌に
似るが小形で楕円形。年に複数回発生
し、卵は雌の介殻下に産下される。羽化
幼虫は介殻から脱出後、短時間のうちに
寄主に定着し、雌幼虫は2齢幼虫を経て
成虫。雄成虫は有翅で口器を欠く。年間
を通じて幼虫～成虫まで各発育段階のも
のがみられる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 枝、幹、葉面、果実等の地上部のすべて
に寄生し、成・幼虫が吸汁する。時に多
発して枯死枝を生じて樹勢を低下させ植
物体の枯死を招く。また排泄物によりす
す病を誘発し果実の品質を損ねることが
ある。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

7 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Brachycaudus
helichrysi

ムギワラギクオマルアブラム
シ

［アジア］日本、インド、北朝鮮、タイ、大韓民国、台
湾、中華人民共和国
［中東］イエメン、イラン、シリア、トルコ、パキスタン、
レバノン
［欧州］イタリア、英国、オランダ、ギリシャ、クロアチ
ア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、ス
ロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノル
ウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーラン
ド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴス
ラビア共和国、モンテネグロ、ルーマニア、クロアチ
ア、セルビア、ロシア
［アフリカ］エジプト、リビア
［北米］アメリカ合衆国、カナダ
［中南米］アルゼンチン、チリ、ベネズエラ、キューバ
［大洋州］オーストラリア、ニュージーランド、トンガ

ナシ類、アキノキリンソウ、アンズ、ウメ、キ
ク、キンセンカ、スモモ、ネクタリン、、ヒメジ
オン、ベニバナボロギク、モモ、ヨメナヤグ
ルマソウ

無翅胎成虫は楕円形で大きさ
1.6x0.83mm、レモン色。有翅胎成虫は大
きさ1.7x0.78mm、頭部、胸部は黒色、腹
部は青白色。卵態で越冬し、翌春寄主植
物の発芽と同時に孵化して、幹母は新葉
に寄生する。成・幼虫が葉や花に寄生し
加害する。

－ ア　日本未発生
非永続伝搬：Plum pox virus
（種としては日本既発生で
あるが、公的防除の対象と
なっており、また、日本未発
生のstrainが存在する。）、
Cineraria mosaic virus

イ　日本既発生
Beet western yellows
virus、Cucumber mosaic
virus、Dahlia mosaic virus、
Papaya ringspot （type P &
W） virus、Potato virus V、
Potato virus Y

無 寄生を受けた葉は横に著しく巻縮し、は
なはだしいときには1樹の新葉全体が巻
縮することもある。

登録農薬あり：果
樹類、花き類･観葉
植物等のアブラム
シ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
７５
９４
９５
９９
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

8 有害
動物

節足
動物

ダニ目 ヒメハダニ科 Brevipalpus californicus オンシツヒメハダニ ［アジア］日本、インド、スリランカ、タイ、ネパール、
フィリピン、マレーシア
［中東］イスラエル
［欧州］イタリア、キプロス、ギリシャ、グルジア、タジ
キスタン、ポルトガル、ロシア
［アフリカ］アルジェリア、アンゴラ、エジプト、コンゴ
共和国、ジンバブエ、セネガル、南アフリカ共和国、
モザンビーク、モーリタニア、リビア、レユニオン
［北米］アメリカ合衆国
［中南米］ガイアナ、キューバ、コスタリカ、ブラジル、
ホンジュラス、メキシコ
［大洋州］オーストラリア、グアム、ニュージーランド、
パプアニューギニア

カンキツ類、アリタソウ、インゲンマメ、オク
ラ、カボチャ、カルダモン、グアバ、コチョウ
ラン、サツマイモ、シンビジウム、チャ、ツル
ナ、デンドロビウム、バナナ、パパイア、フィ
ドルウッド、フジマメ、ブドウ、
Pithecellobium avaremotemo （ネムノキ
科）、キダチデンセイ、トベラ属、サンショウ
モドキ、ツツジ属、ナス属、ハリエンジュ属

雌成虫は体長0.24mm、体幅0.16mmの卵
形で、中央部分に黒色模様のある赤色を
している。カンキツ生果実を用いた室内実
験では、年間11世代がみられ、雌成虫の
態で越冬した。雄成虫はほとんどみられ
ないことから、単為生殖すると考えられ
る。Orchid fleck rhabdovirus及びCitrus
leprosis virusが本種若虫及び成虫により
永続的に媒介される。

－ ア　日本未発生
永続伝搬：Citrus leprosis
virus C

イ　日本既発生
Orchid fleck virus

無 本種はカンキツ類の果実の品質、量とサ
イズに影響を及ぼす。摂食により、オレン
ジ等の果皮にくぼみ、傷、亀裂が生じ、
品質を損なう。

登録農薬あり：
チャ、果樹類、野菜
等のダニ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７０
７２
７３
９１
９５
９６
１００
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

ＰＲＡ結果（横浜植物防疫所）に基づき植物防疫課が整理（平成25年5月）
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No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

9 有害
動物

節足
動物

ダニ目 ハダニ科 Bryobia praetiosa クローバービラハダニ 世界各地（日本を含む） アスター、アヤメ、イチゴ、キャベツ、キュウ
リ、シロクローバー、スイカ、ナシ、ナス、プ
リンスメロン、ミツバ、リンゴ、イネ科植物

体長790～930μ m。体内共生微生物によ
り産雌単為生殖が誘導されるため雄は存
在しない。卵態で越冬し、春先早くから活
動を始めるが、５～６月には夏眠卵を産
下する。脱皮や産卵は、土塊等の高湿の
場所を選んで行う。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 しばしば外壁を伝って家屋内に侵入する
ため、衛生害虫としても重要である。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
９
１１
３４
４２
４３

非検疫有害
動植物

10 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Cavariella aegopodii ニンジンフタオアブラムシ ［アジア］日本、インド、中華人民共和国
［中東］イスラエル、レバノン
［欧州］イタリア、英国、オランダ、スウェーデン、スペ
イン、ハンガリー、ポーランド、フランス
［北米］アメリカ合衆国、カナダ

ポプラ、ヤナギ、ニンジン・ミツバ・セロリ等
セリ科植物

幼虫は卵態越冬した個体が春から夏によ
く繁殖し、有翅胎生雌虫が中間寄主植物
に移住する。ニンジンでは芯葉に寄生し、
関東地方ではここで胎生雌虫とその幼虫
で越冬する個体がある。

－ ア　日本未発生
非永続伝搬：Parsnip
mosaic virus、Carrot thin
leaf virus、Red clover vein
mosaic virus
半永続伝搬：Heracleum
latent virus、Parsnip yellow
fleck virus、Anthriscus
yellows virus
永続伝搬：Carrot mottle
virus

イ　日本既発生
Beet mosaic virus、Carrot
red leaf virus、Cauliflower
mosaic virus、Celery

無 ニンジンの害虫として知られているが、セ
リにも寄生して吸汁することがある。主寄
主植物はヤナギ類で、ここで生活史は不
明な点が多い。北海道、本州および汎世
界的に分布する。

登録農薬あり：樹
木類、野菜類等の
アブラムシ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
７５
８０
８７
９４
９５
９９
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

11 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 カタカイガラム
シ科

Ceroplastes ceriferus ツノロウムシ 日本、中国、台湾、東南アジア、インド、スリランカ、
イタリア、ウガンダ、タンザニア、マラウイ、アメリカ合
衆国、メキシコ、ジャマイカ、パナマ、アメリカ領バー
ジン諸島、プエルトリコ、チリ、ブラジル、オーストラリ
ア、グアム、クック、トンガ、ニュージーランド、パプア
ニューギニア、メラネシア

広食性 雌成虫の虫体は水分を含んだ白色粘土
状のロウ物質で厚く被われる。ロウ物質
は初め背面に三角状をなして突出する
が、成熟すると半円状を呈し6～8mm、時
に1cmに達する。まれにピンク色を帯び
る。年1回発生。成熟した雌成虫態で越冬
し、5月中下旪に淡赤紫～赤紫の卵を
1,500～1,800個産む。孵化幼虫は主に当
年枝や前年枝等の若い枝に定着する。幼
虫は2齢までは移動するが、3齢以降はほ
ぼ固着する。晩秋までに十分成長して越
冬する。日本では雄はみられず、単為生
殖するものと思われる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 枝に寄生する。生育の阻害及び早期落
葉を起こし、排泄物によりすす病を誘発
する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

12 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 カタカイガラム
シ科

Ceroplastes floridensis フロリダロウムシ 東アジア（日本を含む）、インドネシア、パキスタン、
ブルネイ、ベトナム、マレーシア、南アジア、中東、欧
州（地中海沿岸）、グルジア、エジプト、アフリカ（イン
ド洋沿岸）、アメリカ合衆国、バミューダ諸島、中米、
南米北部、オーストラリア、ハワイ、ミクロネシア

広食性 雌成虫の虫体はやや水気を含んだ比較
的固い白色粘土状のロウ質分泌物で厚く
覆われ、成長すると大きさ２～３ｍｍとな
る。単為生殖を行い、おそらく年に1～2世
代を繰り返す。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 多発するとすす病を誘発して被害を生じ
るが、日本では一般に個体数は尐なく、
多発することはほとんどない。多くの樹木
類を加害し、国外ではカンキツ害虫とし
て知られている。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
４３
６０

非検疫有害
動植物

13 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 カタカイガラム
シ科

Ceroplastes rubens ルビーロウムシ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、インド、スリラ
ンカ、モルディブ、エチオピア、ケニア、スーダン、
セーシェル、タンザニア、南アフリカ共和国、アメリカ
合衆国、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、プエルトリ
コ、コロンビア、オーストラリア、パプアニューギニ
ア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシ
ア

広食性 雌成虫はアズキ色のやや水気を含んだ
比較的堅いロウ物質で厚く被われ、成長
すると大きさ3～4mmに達する。背面は丸
く半球状。1、2齢幼虫時はロウ物質が白
色半透明で突起状。主に葉に寄生する
が、枝や果実にもつく。雄幼虫は有翅で
希に出現する。通常は単為生殖により繁
殖すると考えられる。年1回発生。雌成虫
態で越冬し、翌年、淡褐色の卵を約800個
産む。孵化幼虫は3齢を経過して成虫に
なり、晩秋までに十分成長して越冬する。
孵化幼虫は主に当年枝の新葉に定着し
てほとんど移動しない。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 枝及び葉に寄生する。生育の阻害及び
早期落葉を起こし、排泄物によりすす病
を誘発する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

14 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 アザミウマ科 Chaetanaphothrips
orchidii

ランノオビアザミウマ 日本、台湾、インド、インドネシア、スリランカ、ネ
パール、マレーシア、イタリア、ポーランド、サントメ・
プリンシペ、モーリシャス、アメリカ合衆国、中南米、
オーストラリア、トンガ、ハワイ

シクラメン、ジュズダマ、トウモロコシ、レイ
シ（ライチ）、アジアンタム属植物、アルター
ナンセラ属植物、アンスリューム属植物、イ
レシネ属植物、エピフィルム属植物、オラン
ダゼリ属植物、カエデ属植物、カンキツ属
植物、キク属植物、コショウ属植物、サツマ
イモ属植物、スズメノヒエ属植物、タカトウダ
イ属植物、トケイソウ属植物、ネギ属植物、
バショウ属植物、ヒユ属植物、ブーゲンビレ
ア属植物、ベゴニア属植物、ミツバ属植物、
ラン科植物

雌成虫は体長0.8～1.0 mmで、雄の存在
は知られていない。単為生殖を行い、１雌
あたり80-100個の卵を生み年間を通じて
発生する。表皮下の組織内に産卵し、
葉、花、茎に幼虫及び成虫が生息し、蛹
は植物残渣や土壌中にみられる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 ラン類の温室栽培での発生が知られて
おり、花や葉に白条、褐変または傷を生
じ、生育阻害も報告されている。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

15 有害
動物

節足
動物

ハエ目 ハモグリバエ
科

Chromatomyia horticola ナモグリバエ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、イスラエル、イ
ンド、トルコ、ネパール、パキスタン、モンゴル、ヨル
ダン、欧州、アフリカ中央部、エジプト, エリトリア、
カーボヴェルデ、ガンビア、ジンバブエ、セネガル, マ
ダガスカル、南アフリカ、モロッコ、リビア

広食性 成虫の体長は1.7 ～ 2.5mm。幼虫は最大
３ mm 程度で、潜孔の中で蛹化する。一
般には蛹越冬であるが、暖地では幼虫が
発育を続け、施設内では世代を繰り返
す。野外では北日本で年3～4回、暖地で
4～5回。卵は葉の縁は葉先近くの葉肉内
に産み付けられる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉に幼虫が潜孔し、葉肉を摂食する。
雌成虫は葉の表面や、裏面を産卵管で
傷つけ、滲出する汁をなめる。この食痕
は円形の小さな孔として点々と残る。

登録農薬がある。
物理的防除法（黄
色粘着フィルム、防
虫ネット、近紫外線
カットフィルム、蒸し
こみ・太陽熱等の
利用）が有効とされ
ている。

日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
３４
４３
５３
５６
６０

非検疫有害
動植物

16 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ヤガ科 Chrysodeixis acuta ホソバネキンウワバ アジア（日本を含む）、イエメン、アフリカ、欧州、オー
ストラリア、フィジー

カンナ、キャベツ、ゴボウ、ダイズ、タバコ、
チョウセンアサガオ、トマト、バナナ

前翅長14～18mm。日本では、おおむね８
～10月に捕獲される。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫は葉を摂食する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１６
２３
３４
４３
４４
４７

非検疫有害
動植物

17 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Cinara piniformosana マツオオアブラムシ 日本、朝鮮半島、台湾 マツ属植物 体は大形。無翅胎生雌虫は汚褐色、白色
ロウ物質でおおわれる。有翅胎生雌虫は
脚が極めて長い。年間を通してマツで生
活し、単性生殖によって増殖する。越冬は
主に卵で行われる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 新葉、新梢の伸長を阻害し、排泄物によ
りすす病を誘発する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

18 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 カタカイガラム
シ科

Coccus hesperidum ヒラタカタカイガラムシ 汎世界的 広食性 雌成虫は体長３～４mm、楕円～広楕円
形で、成熟すると背面はやや隆起して硬
皮し、淡褐～黄褐色となり、小黒点で斑紋
を現す。関東地方では年に1～2世代、お
もに成虫で越冬し、暖地では年に4～5世
代をくり返して、ほぼ年間を通して幼虫か
ら成虫までの各発育段階のものがみられ
る。日本では雄は見られず、単為生殖を
行い、卵は産下直後に孵化し、卵胎生に
近い。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 広葉樹だけでなく、針葉樹や草本植物を
含め雑多な植物を吸汁加害する。一般
に局所的発生で、多発しても枯死するよ
うなことはなく、発生が園地全体に及ぶこ
とはまれであるが、すす病を誘発し、果
実の品質低下や他のカイガラムシの発
生を助長することがある。葉面や緑枝に
寄生し、時には木化した部位に寄生する
こともある。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物
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No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

19 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 カタカイガラム
シ科

Coccus viridis ミドリカタカイガラムシ 日本、台湾、東南アジア、南アジア、ポルトガル、ア
フリカ、アメリカ合衆国、バミューダ諸島、中南米、
オーストラリア、パプアニューギニア、ポリネシア、ミ
クロネシア、メラネシア

カカオ、キャッサバ、クチナシ、セイヨウキョ
ウチクトウ、チャ、チュウインガムノキ、バン
ジロウ、プルプラータ、プルメリア、マンゴ
ウ、カンキツ属植物、キク属植物、コーヒー
ノキ属植物、サンタンカ属植物、パンノキ属
植物

雌成虫は楕円形、体長3mm内外、淡黄～
黄緑色、背面はへん平～わずかに隆起。
幼虫、雌成虫が葉面、緑枝に寄生する。
年4～5世代。年間を通じて幼虫から成虫
まで各態がみられる。雄はみられず、単
為生殖で繁殖し、卵は産下直後に孵化す
る。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 植物を吸汁し、排泄物によりすす病を誘
発する

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

20 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ハマキガ科 Cryptophlebia
ombrodelta

アシブトヒメハマキ 日本、台湾、中国、香港、東南アジア、南アジア、
オーストラリア、パプアニューギニア、ソロモン諸島、
バヌアツ、北マリアナ諸島

ゴレンシ、マカダミア、カンキツ属、ココヤシ
属、シダノキ属、レイシ属、Aegle属（ミカン
科）、Bruguiera属(ヒルギ科)、Cocoloba属(タ
デ科)、Durio属(パンヤ科)、Limonia属（ミカ
ン科）、Macadamia属(ヤマモガシ科)、
Manilkara属(アカテツ科)、マメ科植物

成虫の体長6.5～7.5mm、開帳16～
23mm。終齢幼虫の体長12mm。果実や豆
莢の表面に１卵ずつ産卵する。幼虫で越
冬する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫は果実や豆莢に穴を開け侵入し、
種子を摂食する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１６
２３
４３
５５
６２
６４

非検疫有害
動植物

21 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナジラミ科 Dialeurodes citri ミカンコナジラミ アジア（日本を含む）、欧州、北米、中南米 かき、イチジク属植物、サクラ属植物、スノ
キ属植物、ナシ属植物等

成虫の体長は1mm前後、体色は淡黄色
で白粉におおわれ、翅は白色不透明。卵
は楕円形、長い柄をもち長径約0.2mm。
幼虫は淡緑色、へん平。蛹殻は淡黄緑
色、へん平、長さ約1.3mm。蛹で越冬。年
3回発生。卵は若葉の裏面に約１００個、
ランダムに産みつけられる。孵化幼虫は
短時間歩行した後、固着する。葉裏に群
生する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成・幼虫による葉の吸汁、幼虫の排泄物
によるすす病の誘発により樹勢が衰え
る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

22 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 カメムシ科 Dolycoris baccarum ブチヒゲカメムシ 日本、韓国、中国、インド、イスラエル、イラク、キプ
ロス、トルコ、イタリア、デンマーク、ノルウェー、フラ
ンス、ブルガリア、ポーランド、旧ソビエト連邦

オクラ、ケイトウ、ゴマ、シソ、トルコギキョ
ウ、ニンジン、ハスカップ、ワタ、アリウム属
植物、アブラナ科植物、イネ科植物、キク科
植物、マメ科植物

成虫の体長は約12mm。色彩には変化が
あるが、赤褐色又はあずき褐色が多い。
頭部は黒褐色を帯びる。四国地方では年
2世代。成虫で越冬する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成・幼虫が発育虫の子実から養分を吸
収する。イネの場合は品質を低下させ、
斑点米を生じさせるが、ダイズの場合
は、イチモンジカメムシやアオクサカメム
シより被害は小さい。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
５７
６０

非検疫有害
動植物

23 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 グンバイムシ
科

Dulinius conchatus ヘクソカズラグンバイ 日本、東南アジア ヘクソカズラ 成虫の体長は3mm 寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉の裏から汁を吸い、吸汁された葉は白
い斑点が無数にできる。葉裏には黒い排
泄物とともに群生した本種の成虫と幼虫
が認められる。
米国では本種は侵入雑草であるヘクソカ
ズラ（Paederia foetida）の生物農薬として
利用されている。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

４３
４８
６５

非検疫有害
動植物

24 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Dysaphis foeniculus ニンジンオマルアブラムシ 日本、インド、パキスタン、中央アジア、中東、南ヨー
ロッパ、地中海沿岸、アフリカ、北米、南米、オースト
ラリア、ニュージーランド

イノンド属植物、ウイキョウ属、オオウイキョ
ウ属、ギシギシ属、ニンジン属植物、マツバ
ゼリ属植物

体長1.6～2.3mm。灰緑色で、灰白色のろ
う物質をつけている。セリ科植物の根元
に寄生。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 茎葉に寄生し吸汁する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

５
６
４３
５１
５２

非検疫有害
動植物

25 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナカイガラム
シ科

Dysmicoccus wistariae セスジコナカイガラムシ 日本、朝鮮半島、英国、北米、ミクロネシア イチイ、エノキ、カエデ、カキ、カナメモチ、
キャラボク、ケヤキ、サクラ、スギ、スズカケ
ノキ、ズミ、プラタナス、ナシ、リンゴ

成虫の体長は最大5mm。ワラジムシ形で
白い粉に覆われた虫が見られる。体表は
紫褐色で白色粉状のロウ質分泌物で覆
われている。背中線の両側に２条の暗色
凹斑がある。
本州では年１回発生で幼虫越冬すると考
えられている

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幹の割れ目や枝で吸汁加害するが、とき
に果実にも吸汁し、すす病を誘発する

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１５
１７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

26 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ヤガ科 Earias cupreoviridis ワタリンガ 東アジア（日本を含む）、ベトナム、インド、パキスタ
ン、アフリカ中央部、マダガスカル、モーリシャス

ワタ、ツナソ属植物 老熟幼虫の体長は14～17mm。蛹の体長
は雌7.5mm内外。雄6.5mm内外。卵円形
で赤褐色。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫がワタの葉鞘、蕾花、朔等を摂食す
るが、甚だしい時は減収となる。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１５
２３
３４
４３
５８

非検疫有害
動植物

27 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 ワタアブラムシ
科

Eriosoma lanigerum リンゴワタムシ 世界各地（日本を含む） バラ科植物 無翅胎生雌虫の体長約2mm、体色は暗
赤褐色。白色綿状物で覆われる。有翅胎
生雌虫の体長は約2mm、体色は、頭部及
び胸部は黒褐色。樹皮の裂け目や被害
部に若齢幼虫態で越冬し、翌春に無翅胎
生雌虫となり産子する。9月に有翅胎生雌
虫が出現して移住する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 枝、樹幹、葉柄、根、生長点に寄生する。
枝にこぶを発生させ、樹勢を悪くさせる。

登録農薬がある。
天敵導入は有効で
ある。

日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

28 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Eulachnus thunbergii マツノホソオオアブラムシ 日本、朝鮮半島、台湾、インド、オーストラリア マツ属植物 体は大形で細長。無翅胎生虫は緑色、白
色ロウ物質でおおわれる。主として葉に
寄生する特性がある。秋に両性世代にな
り、卵生雌は葉に点々と産卵する。時に
マツ林で大発生する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉に寄生する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
３１
３４
４３

非検疫有害
動植物

3 ページ
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無
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29 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナカイガラム
シ科

Ferrisia virgata フタスジコナカイガラムシ ［アジア］日本、インド、インドネシア、カンボジア、ク
リスマス島（豪領）、ココス諸島（豪領）、シンガポー
ル、スリランカ、タイ、台湾、チャゴス、中華人民共和
国、マレーシア、ミャンマー、パキスタン、バングラデ
シュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ラオス
［中東］アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、サウジ
アラビア
［欧州］フランス
［アフリカ］アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピ
ア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボ
ワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、
サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジン
バブエ、スーダン、セーシェル、セネガル、ソマリア、
タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、マダガスカル、マ
ラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリシャ
ス
［北米］アメリカ合衆国
［中南米］アルゼンチン、英領西インド諸島、エクアド
ル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、コ
ロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリスト
ファー・ネーヴィス、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、
ニカラグア、ハイチ、バハマ、パナマ、バミューダ、パ
ラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、ブラジル、米領
西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビ
ア、ホンジュラス、マルティニーク島、メキシコ、蘭領
西インド諸島
［大洋州］オーストラリア、北マリアナ諸島、キリバス
共和国、クック諸島、サモア、ソロモン、ツバル、トン
ガ、ニューカレドニア、バヌアツ、パプアニューギニ
ア、パラオ、フィジー、仏領ポリネシア、マーシャル、
ワリス・フテュナ諸島

アセロラ、アボカド、アメダマノキ、イヌホオ
ズキ、オクラ、カカオ、カシューナッツ、ギニ
アアブラヤシ、キマメ、キャッサバ、ギュウシ
ンリ、ギンネム、キンマ、グアバ、クロヨナ、
ココナツ、コショウ、コーヒー、ササゲ、ザク
ロ、サツマイモ、サトウキビ、ショウガ、セイ
ヨウカボチャ 、タバコ、タロイモ、トウモロコ
シ、トマト、ナス、ナツメヤシ、パインアップ
ル、バナナ、パパイヤ、ハマベブドウ、バン
レイシ、ビルマネム、ペポカボチャ、ヘンヨウ
ボク、マンゴー、ヨーロッパブドウ、ラッカセ
イ、レイシ、イチジク属、インゲンマメ属、エ
ノキグサ属、カンキツ属、サポジラ属、ツナ
ソ属、ドラセナ属、バンレイシ属、フヨウ属、
ワタ属

雌成虫体長約3.0～4.5mm。年間４～６世
代。
本種は雌成虫で大枝のすきまや落ち葉
上で越冬する。
単為生殖。

－ ア　日本未発生
半永続伝搬：cocoa swollen
shoot virus
伝搬様式不明：cocoa
Trinidad virus、piper yellow
mottle virus

イ　日本既発生
なし

無 発生が多いときは生長が止まり、さらに
激しい場合には枯死することもある。

登録農薬あり：カン
キツ類等のコナカ
イガラムシ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

６２
８５
９４
９５
１０１
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

30 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Fiorinia fioriniae コノハカイガラムシ 日本、バミューダ諸島、ジャマイカ、バルバドス アデク、 アレカヤシ、 ココヤシ、 シロテツ、
ソテツ、 ノヤシ、 バンレイシ、 ヒメイタビ、
マンゴウ、 ムニンイヌグス、 ムニンシロダ
モ、 ヤブニッケイ

雌成虫の介殻は長さ1.5mm内外、黄褐色
～褐色。雄はみられない。寄主植物の葉
面、細枝に寄生する。産卵は雌成虫の介
殻下におこなわれる。年3世代との記録が
ある。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉面及び細枝に寄生し、吸汁する 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１７
２３
４３

非検疫有害
動植物

31 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Fiorinia theae チャコノハカイガラムシ 日本、台湾、インド、スリランカ、フィリピン、アメリカ
合衆国

カンキツ類、 クロツグ、 サカキ、 サザンカ、
チャ、 チャツバキ、 ツバキ、 ハマヒサカキ、
ヒサカキ、 ヒョウタンカズラ、 モクレイシ、
モチノキ属植物

雌成虫の介殻は長さ1.3～1.6mm、黄褐色
～褐色、楕円形。雄の介殻は長さ1mm程
度、白色、背面に3条の隆起線をもつこと
がある。雄成虫は有翅。発生は不規則で
年間を通じて各態のものがみられる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉、細枝に寄生し、吸汁する。葉裏に群
生し、雄の分泌する綿毛状のロウ物質に
より葉裏が白くなり、美観を損ねる。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１７
２３
３４
４３

非検疫有害
動植物

32 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 アザミウマ科 Frankliniella fusca ウスグロアザミウマ ［アジア］ 日本
［欧州］オランダ
［北米］カナダ, アメリカ合衆国
［中南米］メキシコ, キューバ, マルティニーク島, プエ
ルトリコ

アマリリス、トウガラシ、ササゲ、スイカ、ダ
イズ、タバコ、トウモロコシ、トマト、ラッカセ
イ、ワタ

不完全変態であるが、活発に行動する２
期の幼虫期のあと成虫となる前に摂食せ
ず行動も鈍くなる２期の蛹期がある。幼虫
及び成虫は、若葉や花に生息し、花粉や
花の組織細胞、若葉の柔組織表層細胞
から内容物を吸い出し摂食する。Tomato
spotted wilt virusの媒介昆虫としても知ら
れる。

－ ア　日本未発生
トスポウイルス（詳細不明）

イ　日本既発生
Tomato spotted wilt virus
（種として日本既発生。系統
の存在が海外においても知
られているが詳細は不明。）
その他のトスポウイルス

無 直接的被害としては、若葉や花芽への
吸汁による花弁の傷、葉の銀色化や縮
れ、花器の歪曲や退色が起こる。ワタ、
ササゲ、ラッカセイ及びトウモロコシの苗
では、特に影響大きい。間接的には、
Tomato spotted wilt virus等を媒介する
ことによる被害を起こす。北米でラッカセ
イ、ワタ、タバコ等の大害虫として知られ
ているが、国内では目立った被害は報告
されていない。

登録農薬あり：タバ
コ、ダイズ、トマト等
のアザミウマ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。しかし、本種は農業への影響が世界的のも重
要視されているトスポウイルスを媒介することから、
栽培の用に供する植物に付着する場合のベクターと
しての病害虫リスクは無視できない可能性が高い。
一方、消費用植物に付着する場合のリスクは無視で
きると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
８４
９９
１００
１０１
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

33 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 アザミウマ科 Frankliniella tenuicornis カホンカハナアザミウマ ［アジア］日本、大韓民国、中華人民共和国、モンゴ
ル
［欧州］英国、旧ソ連、スロバキア、チェコ、フィンラン
ド、ポーランド
［北米］アメリカ合衆国、カナダ
［大洋州］オーストラリア

ソルガム類、イネ、エンバク、オオムギ、コ
ムギ、トウモロコシ、ライムギ

雌成虫体長約1.4mm。雄成虫体長約
1.2mm。成虫は早春から活動し年間数世
代を経過する。越冬は成虫でイネ科草原
の土壌表層で行う。

－ ア　日本未発生
伝搬様式不明：tomato
varamin virus (=Tomato
fruit yellow ring virus)

イ　日本既発生
なし

無 成虫と幼虫が若い葉と花穂に集まって食
害する。特に幼虫が花穂に集中するの
で多発すると結実に影響するが、日本で
は発生頻度、密度とも低く実害はない。

登録農薬あり：イネ
のアザミウマ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで

７２
９４
９５
９９
１０１
１０２
１０４

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

34 有害
動物

節足
動物

コウチュウ目 ハムシ科 Galerucella grisescens イチゴハムシ 東アジア（日本を含む）、欧州 イタドリ、オランダイチゴ、ミゾソバ、ギシギ
シ属植物

成虫は体長3.7～5.2 mm、終齢幼虫は
6mm、蛹は4mmである。卵は葉裏に10～
30の卵塊として産みつけられ、幼虫は葉
を摂食し、葉上で蛹化する。年3～4回発
生がみられ、成虫で越冬する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫は初め葉裏から葉肉を摂食し、後に
穴を開ける。

登録農薬はない。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１８
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

35 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 クダアザミウマ
科

Haplothrips ganglbaueri 本州以南の日本及びアジアの熱帯・亜熱帯域に広く
分布する。

ブタナ、ヨモギ類、イネ科 雌成虫の体長は1.8～2.0mm、体色は暗
褐色。雄成虫の体長は、1.5～1.7mm。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 イネ科草本類等の葉に寄生し、穂や葉を
白化させる。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２４
４３
４６

非検疫有害
動植物

36 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 クダアザミウマ
科

Haplothrips leucanthmi ツメクサクダアザミウマ 日本、中国、欧州、北米 タンポポ、ヘラオオバコ、マメ科植物 雌成虫は体長約2mm、暗褐色。年2世代
で6月から9月まで活動する。主に花に寄
生する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成虫及び幼虫共に花粉と花弁を摂食し、
花弁に褐色班を生じさせる。多発時には
花を萎縮させる。

登録農薬がある。 ２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

[SYN:
Haplothrips
niger]

4 ページ



No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

有害
動物

節足
動物

チョウ目 ヤガ科 Helicoverpa armigera
armigera

オオタバコガ 北アフリカ、ヨーロッパ、アジア大陸部、スリランカ、
日本、インドネシア、フィリピン

トウモロコシ、シコクビエ、キビ、ワタ、オク
ラ、カキ、キャベツ、ダイコン、スイカ、キュウ
リ、メロン、レタス、キク、ニンジン、トマト、
ピーマン、ナス、タバコ、カーネーション、ナ
デシコ、セキチク、バラ、トルコギキョウ等広
食性

卵は１個ずつ植物の表面に産卵され，卵
塊で産卵されることはない。卵の大きさ
は、直径約0.5mmで高さ約0.48mmであ
る。１齢幼虫は2mm程度で，頭部と前胸
背楯及び刺毛基板は黒色である。１齢幼
虫から皮膚に小さな刺を備える。終齢幼
虫の体型は円筒形で体長は38～42mm、
体色は緑黄色から茶褐色、黒褐色のもの
まで変異が激しい。成虫は前翅長15mm
内外でタバコガに似る。
年間2～3世代を繰り返し、施設内では4
～5世代経過するとみられる。施設内のほ
か、西南暖地では屋外越冬も可能であ
る。
8-9月ごろに北海道,東北地方など中部以
北にも採集例がある.。

パプアニューギ
ニア、グアム、
オーストラリア、
ニュージーラン
ド、ニューカレド
ニア、フィー
ジー、トンガ、イ
ンドネシア、フィ
リピンに分布す
るHelicoverpa
armigera
conferta
カントン島（太平
洋中央部）に分
布する
Helicoverpa
armigera
commoni

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 多くの植物を餌にできる広食性の害虫。
幼虫は葉を食害するほか、新芽、花蕾、
茎の中や果実内に食入し、中を空にする
と次々と移動して加害する。

登録農薬あり：キャ
ベツ、レタス、ナス、
キク等のオオタバ
コガ及びピーマン、
トウガラシ類のタバ
コガ類

名義タイプ亜種であるHelicoverpa armigera armigera
は日本に分布し、公的防除の対象ではなく、その対
象とする計画もないため、検疫有害動植物に該当せ
ず、非検疫有害動植物と位置づけられる。日本未発
生の亜種であるHelicoverpa armigera conferta及び
Helicoverpa armigera commoniについては病害虫リス
クが明らかでないため、検疫対象。

７
６０
１０２
１０５
１０６
１０７
１０８
１０９
１１０
１１１
１１２
１１３
１１４

非検疫有害
動植物（日
本既発生亜
種のみ）

有害
動物

節足
動物

チョウ目 ヤガ科 Helicoverpa assulta
assulta

タバコガ 日本を含むアジアからオーストラリア，南太平洋の
諸島にかけ広く分布

ピーマン、タバコ、トマト、ホオズキ、ナス、ト
ウガラシ類等の多くのナス科植物

卵は0.4mm内外、終齢幼虫は体長約40
mm。体はイモムシ状で第８腹節の背面尐
しく角張る。刺毛はやや目立つ。成虫は
前翅長14～15mmでオオタバコガに似る。
年間2～3世代を繰り返し、施設内では5
～6世代経過するらしい。暖地では蛹態で
土中越冬する。

サハラ砂漠以南
のアフリカ大陸
に分布する
Helicoverpa
assulta afra

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫は花蕾や果実内に食入し、花が咲
かない、食用にならないなどの被害を与
える。枝の中を食害することもあり、食害
部分より上が枯れるため被害はさらに大
きくなる可能性がある。

登録農薬あり：タバ
コ、ピーマン、トウ
ガラシ類等のタバ
コガ及びタバコガ類

名義タイプ亜種であるHelicoverpa assulta assultaは
日本に分布し、公的防除の対象ではなく、その対象と
する計画もないため、検疫有害動植物に該当せず、
非検疫有害動植物と位置づけられる。日本未発生の
亜種であるHelicoverpa assulta afraについては病害
虫リスクが明らかでないため、検疫対象。

7
６０
１０２
105
106
107
115
109

非検疫有害
動植物（日
本既発生亜
種のみ）

4 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 アザミウマ科 Hercinothrips femoralis クリバネアザミウマ 日本、韓国、トルコ、欧州、カナリア諸島、シエラレオ
ネ、タンザニア、ナイジェリア、北米、中南米、オース
トラリア、ニュージーランド、ハワイ

広食性 雌成虫は体長1.2～1.5 mmで、雄の存在
は知られておらず、単為生殖を行う。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉を舐めるように吸汁加害し、吸汁によ
る白変及び汚斑また排泄物の付着が報
告されている。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
３４
４３

非検疫有害
動植物

80 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ツトガ科 Herpetogramma
licarsisalis

クロオビクロノメイガ 日本、中国、台湾、インド、インドネシア、スリランカ、
フィリピン、マレーシア、エジプト、アメリカ合衆国、大
平洋地域、オーストラリア、ニュージーランド

イネ科植物 成虫の開長は約20 mm。体長約13mm。
翅は淡黄褐色。老齢幼虫の体長は約20
～25 mm。産卵場所は地際部。卵から成
虫まで約4週間を要する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫が茎葉を摂食する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
８
１６
２２
２３
４３
５４

非検疫有害
動植物

75 有害
動物

節足
動物

チョウ目 タテハチョウ科 Hestina assimilis アカボシゴマダラ 東アジア（日本を含む）、ベトナム ヤナギ、エノキ属植物 　外見上、後翅表面の亜外縁に並ぶ赤色
斑列が大きな特徴となる。関東地方に分
布している名義タイプ亜種と見られる個体
は、春型がかなり白化するが、奄美大島
等に分布する亜種は飼育でも白化しな
い。
　奄美大島では３月下旪～11月下旪にわ
たって連続的に数回の発生を繰り返し、
発生回数は年4～6回と推定されている。4
～5齢幼虫で越冬する。関東では11月ま
で葉上にいる幼虫が観察されており、中
齢以降の様々なステージの幼虫で越冬す
る。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫が主に成葉を摂食する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

３
２５
４３
５０
６３
６４

非検疫有害
動植物

68 有害
動物

節足
動物

コウチュウ目 ゾウムシ科 Hypera postica アルファルファタコゾウムシ ［アジア］日本、インド、インドネシア、キプロス、パキ
スタン、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、モンゴル
［中東］アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、
サウジアラビア、トルコ、レバノン
［欧州］アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニ
ア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタ
ン、英国、エストニア、オーストリア、ギリシャ、クロア
チア、キルギス、クロアチア、ジブラルタル(英領)、ス
イス、スウェーデン、スペイン、スペイン、スロバキ
ア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイ
ツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フラン
ス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘ
ルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ラ
トビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア
［アフリカ］アルジェリア、エジプト、チュニジア、リビ
ア
［北米］アメリカ合衆国、カナダ
［中南米］メキシコ
［大洋州］オーストラリア、パプアニューギニア、サモ
ア、米領サモア

アズキ、インゲンマメ、カボチャ、キュウリ、
ササゲ、シロウリ、スイカ、ダイコン、ダイ
ズ、マクワウリ、メロン、マメ科牧草

卵の大きさは0.55～0.76mmで黄色、4齢
幼虫は体長約7～10mm、幅2.25mmで暗
緑色、背部に白色線を有する。蛹は体長
4.0～5.5mm、幅3.0～4.5mmで緑色。成虫
は体長3.0～6.5mmで褐色。日本では通常
は年１世代で、成虫は5月に出現し、マメ
科植物などを摂食した後夏眠し、10月頃
から再び活動を開始する。越冬休眠はせ
ず、12月頃から5月にかけて産卵し、幼虫
は3月頃から出現して4月に最も多くなる。
老熟幼虫は茎葉、地際部などに繭を作っ
て蛹化する。

－ ア　日本未発生
伝搬様式不明：Broad bean
mottle virus

イ　日本既発生
報告無し

無 ヨーロッパ原産で、アルファルファなどの
マメ科牧草の世界的な害虫として知られ
る。日本では1982年に九州および沖縄で
初めて発見された。ウマゴヤシ属植物を
中心とした雑草を加害していたが、分布
拡大に伴いレンゲの被害が大きくなり、
養蜂業に被害を与えている。また、成虫
がメロン、キュウリ、ダイコンなども加害し
ているが、被害は軽微である。

登録農薬あり：マメ
科牧草等のハムシ
類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
７６
９４
９５
９９
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

17 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Hyperomyzus lactucae チシャミドリアブラムシ ［アジア］中国, インド, 日本
［中東］イラン, イラク, イスラエル, ヨルダン, レバノン,
パキスタン, サウジアラビア, トルコ, イエメン
［欧州］ポルトガル, ベルギー, ブルガリア, キプロス,
デンマーク, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシャ,
ハンガリー, アイルランド
［アフリカ］アルジェリア, ブルンジ, コンゴ民主共和
国, エジプト, エチオピア, ケニア, マラウイ, モーリ
シャス, モロッコ, モザンビーク, ルワンダ, 南アフリカ
共和国, タンザニア, チュニジア, ウガンダ, ジンバブ
エ
［北米］カナダ, アメリカ合衆国
［中南米］メキシコ, コスタリカ, ジャマイカ, アルゼン
チン, ブラジル, チリ, コロンビア, ペルー
［大洋州］オーストリア

サトウキビ、ジャガイモ、テンサイ、レタス、
スグリ属、ノゲシ属、ヒヨコマメ属

無翅胎生雌成虫は体長1.3-2.1mmと小型
で暗褐色～黒色をしており、幼虫は淡紫
色ないし褐色を帯びた黒色である。欧州
ではスグリ属からノゲシ属に寄主間移動
し周年発生するが、より温暖な地域では
周年発生しない。ニュージーランドでは休
眠中のクロスグリの芽のわきで卵で越冬
し、早春に孵化する。4齢の幼虫期を経て
成虫になり、30日間に40-50頭の若虫を
産む。夏季はノゲシ上で多くの世代が発
生する。

－ ア　日本未発生
永続的伝搬：lettuce
necrotic yellows virus、
sowthistle yellow vein virus
半永続的伝搬：beet yellow
stunt virus

イ　日本既発生
lettuce mosaic virus（種とし
て日本既発生。系統の存在
が海外においても知られて
いるが詳細は不明。）

無 春に発生すると、若枝先端の葉に湾曲を
生じさせる。その被害は5-6月に顕著とな
る。被害はそれほど甚大ではなく、通常
いくつかの散在した樹に限定される。

登録農薬あり：野
菜類、非結球レタ
ス等のアブラムシ
類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

６６
７２
７３
９５
１００
１０１
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

64 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 ワタフキカイガ
ラムシ科

Icerya purchasi イセリアカイガラムシ 世界各地(日本を含む) 広食性 成虫は楕円形、体長4～6mm、背面は帯
黄色のロウ物質に被われ、体周縁にガラ
ス繊維状の物質を放射状に分泌する。
卵、孵化幼虫ともに橙赤色。孵化幼虫は
新梢や葉裏に寄生する。2齢以降も不活
発ながら歩行可能で、枝、幹等にも移動
して寄生する。越冬は主として成虫で行
われる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫・雌成虫が主に細い枝や葉裏に寄
生し、吸汁する。寄主植物の生育阻害、
葉の萎れ・脱落等を招く。また、排泄物に
すす病が生じ果実、葉の汚損が起こる。

登録農薬がある。
天敵導入は有効で
ある。

日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

5 ページ



No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
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媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

65 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 ワタフキカイガ
ラムシ科

Icerya seychellarum キイロワタフキカイガラムシ アジア（日本を含む）、コロンビア、仏領ギアナ、アフ
リカ東部、大洋州

広食性 最大体長10mmになり、体表は白色のロ
ウ物質で覆われる。単為生殖。日本では
成虫で越冬し、年1回の発生である。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 茎や葉裏に寄生し、吸汁するとともに排
泄液(甘露)にすす病が誘発され、生育が
阻害される。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

54 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Lepidosaphes beckii ミカンカキカイガラムシ 日本、中国、東南アジア、南アジア、アフリカ、欧州、
北米、中南米、大洋州

バナナ、マンゴウ、カンキツ属植物等 雌成虫の介殻は大きさ1～2mm、雄幼虫
の介殻は小形で細い(約1mm)。年３～４
回発生する。幼虫と雌成虫が枝、幹、葉、
果実等の地上部の各部位に寄生する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 枝、幹、葉、果実等の地上部の各部位に
寄生し、葉面に黄斑を生じたり、果実に
着色ムラや凹凸を作る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

55 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Lepidosaphes camelliae ツバキカキカイガラムシ 日本、中国、北米 ユズリハ、ツバキ属植物、モチノキ属植物 雌成虫の介殻は大きさ2.5～3mm、雄幼
虫の介殻は小形で細い。葉裏に多く寄生
する。年2回発生。主として雌成虫で越冬
するが、発生は不揃いで2齢幼虫で越冬
するものもみられる。孵化幼虫は介殻か
ら出て短時間のうちに寄主植物に定着す
る。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成・幼虫が葉の裏面に多く寄生して吸汁
する。寄生部位に黄斑を生じ美観を損ね
る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

56 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Lepidosaphes
laterochitinosa

モクタチバナカキカイガラム
シ

日本、中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、ハ
ワイ、ミクロネシア

広食性 雌成虫生時の外観は、殻がカキカイガラ
状、暗紫褐色で、長さ3～4mm。虫体は紡
錘形、白色。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉及び枝で吸汁加害する 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１７
２０
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

49 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Lepidosaphes machili タブカキカイガラムシ 世界各地（日本を含む） シキミ、サイカチ、キハダ、クスノキ科植物、
ラン科植物、ヒノキバヤドリギ

雌成虫の介殻は大きさ3～3.8mm。枝、
幹、葉面など地上部の各部位に寄生す
る。尐なくとも年2回の発生で、主として成
虫で越冬する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫と雌成虫が葉面に寄生し、ときに温
室内のシンビジウムに多発して美観を損
ねる。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

11 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 クダアザミウマ
科

Liothrips vaneeckei ユリクダアザミウマ 日本、スリランカ、ユーラシア大陸（東南アジアを除
く）、アフリカ（地中海沿岸）、北米、ニュージーランド

ユリ 成虫は、体長雌2.3～2.5mm、雄2.0～
2.4mm、体色は黒色。常にユリ鱗茎の隙
間に生息。年間発生回数は明らかでない
が、北海道で４～５世代といわれる。成虫
の生存期間は１～２ヶ月で、１雌あたりの
産卵数は30～40卵。成虫及び幼虫共に
ユリ鱗茎の隙間で越冬する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成虫及び幼虫共にユリの鱗片表皮を食
害し、食痕はやや陥没して黄褐色とな
る。また排泄物による汚損から食用ユリ
では商品価値が低下する。花ユリでは、
食痕から腐敗菌の侵入や他害虫の寄生
を容易にし、二次的被害をもたらすこと
が多い。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
４６
６０

非検疫有害
動植物

18 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Lipaphis erysimi ニセダイコンアブラムシ ［アジア］日本、インド、インドネシア、シンガポール、
スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパー
ル、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシ
ア、ミャンマー、ラオス
［中東］イエメン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、
パキスタン
［欧州］アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、
オランダ、キプロス、クロアチア、スウェーデン、スロ
ベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、
フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポー
ランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケ
ドニア旧ユーゴスラビア共和国、モンテネグロ、ロシ
ア
［アフリカ］ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリ
ア、カメルーン、ケニア、ザンビア、シエラレオネ、ジ
ンバブエ、スーダン、タンザニア、ナイジェリア、マダ
ガスカル、南アフリカ共和国、モーリシャス、モロッ
コ、リビア
［北米］アメリカ合衆国、カナダ、バミューダ
［中南米］アルゼンチン、ガイアナ、スリナム、ニカラ
グア、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、
キューバ、トリニダード・トバゴ
［大洋州］オーストラリア、ニュージーランド、パプア
ニューギニア、グアム、ソロモン、フィジー

ストック、ダイコン・ハクサイ・キャベツ・カブ・
カリフラワー・ワサビ等アブラナ科野菜

無翅胎成虫は楕円形で　大きさ1.4～
2.4mm、黄～暗緑色で白色のロウ状物質
に覆われる。有翅胎成虫は長楕円形で大
きさは1.4～2.2mm、頭部、胸部は黒色で、
腹部は緑～暗緑色。暖地では無翅胎生
雌虫で越冬することが多いが、寒地では
卵で越冬する。産卵雌虫と雄虫は11月頃
出現して交尾し、産卵する。雄虫は無翅
である。卵は3月始めに孵化、下旪頃に幹
母が出現する。さらに無翅胎生雌虫で越
冬したものも繁殖して、かなり高密度にな
るが、秋季ほど高くない。やがて有翅胎生
雌虫が出現して夏作の野菜や野草に分
散移住する。夏季は個体数も尐なくわず
かに寄生が見られる。夏の終わりごろに
有翅胎生雌虫が出現して繁殖し、９月下
旪頃から著しく高密度になる。

－ ア　日本未発生
非永続伝搬：Nasturtium
mosaic virus、Stock
（Matthiola） mosaic virus
伝搬様式不明：Pea mosaic
virus、Poison hemlock
ringspot virus、Chinese
small cabbage mosaic virus

イ　日本既発生
Bean common mosaic
virus、Bean yellow mosaic
virus、Beet mosaic virus、
Beet yellows virus、
Cauliflower mosaic virus、
Celery mosaic virus、
Cucumber mosaic virus、
Onion yellow dwarf virus、
Pea mosaic virus、Poison
hemlock ringspot virus、
Potato virus Y、Radish
mosaic virus、Sweet potato
feathery mottle virus、
Tobacco vein-banding
mosaic virus、Turnip mosaic
virus、Zucchini yellow
mosaic virus

無 葉裏に群生して吸汁加害する。生育が
著しく阻害され、時には枯死することもあ
る。

登録農薬あり：野
菜類、花き類･観葉
植物等のアブラム
シ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
７５
９４
９５
９９
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

90 有害
動物

節足
動物

ハエ目 ハモグリバエ
科

Liriomyza brassicae アブラナハモグリバエ アジア（日本を含む）、スペイン、ドイツ、ポーランド、
アフリカ、北米、中南米、大洋州

ノウゼンハレン属植物、モクセイソウ属植
物、アブラナ科植物

成虫の体長は約3mmで、有性生殖を行
い、年間を通じて発生する。卵は葉の表
面の下に産卵される。幼虫は葉の内部で
生育し、土中で蛹化する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫が、葉の内部組織を摂食し、葉にひ
も状の後をつける。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３

非検疫有害
動植物

91 有害
動物

節足
動物

ハエ目 ハモグリバエ
科

Liriomyza huidobrensis アシグロハモグリバエ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、インド、スリラ
ンカ, 中東、欧州、コモロ, モーリシャス, モロッコ, レ
ユニオン, セーシェル, 南アフリカ、カナダ、中南米、
グアム

広食性 成虫の体長は約２mm。翅長は1.6～
2.5mm。老熟幼虫は体長３mm前後で体色
は乳白色。カリフォルニアでは1世代あた
り17-65日とみられる。卵は葉の表皮下に
産みつけられる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成虫は葉の中に産卵。葉に幼虫が潜孔
し，葉肉を摂食する．不規則な線状の食
害痕を作る

登録農薬がある。
物理的防除法（黄
色粘着フィルム、防
虫ネット、近紫外線
カットフィルム、蒸し
こみ・太陽熱等の
利用）が有効とされ
ている。

日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
３８
４３
５６

非検疫有害
動植物

92 有害
動物

節足
動物

ハエ目 ハモグリバエ
科

Liriomyza sativae トマトハモグリバエ 日本、中国、インド、インドネシア、スリランカ、タイ、
ベトナム、マレーシア、中東、ウズベキスタン、カメ
ルーン、ジンバブエ、スーダン、ナイジェリア、北米、
中南米、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア

広食性 成虫の体長1.3～2.3mm，翅長1.25mm
（雄）～1.7mm（雌）、3齢幼虫の体長は
3mm。最大で年24回発生が知られてい
る。卵は葉の表皮下に産みつけられる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成虫は葉の中に産卵する。葉に幼虫が
潜孔し、葉肉を摂食する。不規則な線状
の食害痕を作る

登録農薬がある。
物理的防除法（黄
色粘着フィルム、防
虫ネット、近紫外線
カットフィルム、蒸し
こみ・太陽熱等の
利用）が有効とされ
ている。

日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
３４
４３
５６
６０

非検疫有害
動植物

6 ページ



No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

78 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ハマキガ科 Loboschiza koenigiana センダンヒメハマキ 日本、台湾、中国、インド、ニューギニア、オーストラ
リア、ミクロネシア

センダン 開張　11～13mm。関東における成虫の
出現は7～9月。暖地性。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫がセンダンの葉を摂食する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１５
２３
４３

非検疫有害
動植物

87 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ヤガ科 Mamestra brassicae ヨトウガ 東アジア（日本を含む）、インド、イラン、シリア、トル
コ、パキスタン、モンゴル、レバノン、欧州、リビア

広食性 成虫の開帳40～47mm、全体は灰褐～灰
黒色。老熟幼虫は、体長40～45mm、体
色は個体変異に富む。関東以西では年２
世代で蛹で夏季休眠する。東北地方及び
北海道では年２～３世代で夏季休眠はな
い。越冬は、共に土中で蛹態出行われ
る。中齢以降は、昼間は地中に隠れ、夜
間に活動して暴食するようになることか
ら、夜盗虫（ヨトウムシ）とも呼ばれる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 典型的な広食性で寄主範囲が極めて広
く、幼虫はイネ科以外の各種の作物を摂
食する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

81 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ツトガ科 Maruca vitrata マメノメイガ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、南アジア、イラ
ン、英国、デンマーク、フランス、ベルギー、アフリ
カ、アメリカ合衆国、中南米、オーストラリア、大平洋
地域

 マメ科植物 成虫の前翅長約12～14 ㎜。前翅は黄褐
～暗褐色で白色透明の紋を有し、後翅は
外縁部の褐色部分を除き白色透明。終齢
幼虫の体長は17-20 mmで、体色は薄緑
又は薄茶色。幼虫は３令までは群をなし、
４～５令は分散する。北海道では年１～２
回、本州中部では年3回発生し、幼虫で越
冬するとされるが、早春及び晩秋でも成
虫が灯火に飛来することがある。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫がマメ科（ササゲ，アズキ，インゲン
等）の花、茎及び莢の内部に食い入る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１４
１６
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

76 有害
動物

節足
動物

チョウ目 イラガ科 Monema flavescens イラガ 日本、朝鮮半島、中国、ロシア（シベリア南東部） カキ、クルミ、クリ、ザクロ、サルスベリ、サ
ンゴジュ、チャ、ナンキンハゼ、ブルーベ
リー、ヤマモモ、カエデ属植物植物、カシ属
植物植物、シラカンバ属植物植物、スズカ
ケノキ属植物植物、ニレ科植物、バラ科植
物、ヤナギ科植物

成虫は開張30-40mm。老熟幼虫の体長
約25mm。体節の両側に肉質突起が並
び、そこに多数の刺状突起を生じ、その
先端は黒色の鋭い毒針となる。卵は長径
約1.6mmの楕円形、黄白色。
イラガ類!の中ではもっとも普遍的に見ら
れる種で、年1回発生と2回発生のものと
が混在する。 樹上の細い枝や枝の股に
作られた硬い約lcmの卵の様な繭の中で
前蛹で越冬し、4月に蛹化する。成虫は葉
裏に1-数個の卵を産む。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫はほとんど単独で生活し、若齢期に
は葉裏から葉肉だけを食べるが、大きく
なると主脈のみを残して葉全体を摂食す
る。幼虫に刺されることによる被害もあ
る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

48 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 フィロキセラ科 Moritziella castaneivora クリイガアブラムシ 日本 クリ 無翅雌成虫は体長約1mm、鮮明な黄褐
色から紫色を帯びる。春に孵化した幼虫
が雌花に移動し、そのまま毬果に寄生し
て成虫になり産卵する。秋に産性虫が現
れ大小2型の卵を生む。大卵から雄、小
卵から雌が生じ交尾後1卵が産まれる。
枝、幹上で卵越冬。夏季には約1ヶ月で1
世代を経過する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼果の落果、殻斗（イガ）の早期裂開等
を引き起こす。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

66 有害
動物

節足
動物

コウチュウ目 オサゾウムシ
科

Myocalandra exarata サトウキビコクゾウムシ 日本、台湾、東南アジア、モーリシャス、マダガスカ
ル

サトウキビ、Bambusa polymorpha  （ホウラ
イチク属）、Dendrocalamus strictus （マチク
属）

成虫は体長4.2～6.1 mmで、タケでは、損
傷部や他の昆虫の穿入孔に産卵する。
幼虫は節間部を縦方向に穿孔する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 サトウキビやラタンの茎を摂食する。 登録農薬はない。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３０
３４
４３

非検疫有害
動植物

19 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Myzus ascalonicus ワケギコブアブラムシ ［アジア］日本
［欧州］英国、デンマーク、ノルウェー、フランス、ベ
ルギー
［北米］アメリカ合衆国
［大洋州］ニュージーランド

スミレ、セイヨウノコギリソウ、テンサイ、ハコ
ベ、ミズタガラシ、オランダイチゴ属植物

無翅胎生雌虫の体長約1.6mm。淡黄色で
斑紋を欠く。
1977年から1978年にはイチゴで越冬。
越冬は温室内の植物や貯蔵球根などで
行われる。
年間を通して単為生殖で繁殖している。
産雌単為生殖を行う。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

ア　日本未発生
永続伝搬：Beet mild
yellowing virus
非永続伝搬：Tobacco etch
virus

イ　日本既発生
なし

無 ミズタガラシ、ハコベ及びスミレに寄生す
る。本種のコロニーは貯蔵期間の終わり
にエシャロット等の球根に発生し、新しい
苗の奇形を引き起こす。

登録農薬あり：オラ
ンダイチゴ、花き類
等のアブラムシ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
７７
９５
９８
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

20 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Myzus hemerocallis カンゾウコブアブラムシ 日本、台湾、中国、インド、インドネシア、パキスタ
ン、フランス、ケニア、南アフリカ、北米、中南米、
オーストラリア、ニュージーランド

Agapanthus umbellatus （ユリ科）、キスゲ属
植物

体は淡黄緑色。周年ワスレグサ類
Hemerocallis上で生活すると思われる。卵
越冬。葉身基部や重なり合った葉身の隙
間に多い。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 生長部の心部、新葉の裏面に寄生す
る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
２８
３１
４３

非検疫有害
動植物

21 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Myzus ornatus ［アジア］日本、インド、スリランカ、パキスタン、ネ
パール
［中東］トルコ
［欧州］アイルランド、アゾレス諸島、英国、オースト
リア、オランダ、旧ソビエト連邦、スイス、スウェーデ
ン、チャネル諸島、デンマーク、ドイツ、フィンランド、
フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルト
ガル、ルーマニア
［アフリカ］アンゴラ、エチオピア、ケニア、ジンバブ
エ、セントヘレナ、タンザニア、ナイジェリア、マディラ
諸島、マラウイ、南アフリカ共和国
［北米］アメリカ合衆国、カナダ
［中南米］アルゼンチン、エクアドル、グアテマラ、コ
スタリカ、コロンビア、チリ、西インド諸島、ブラジル、
ベネズエラ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
［大洋州］オーストラリア、ニュージーランド、パプア
ニューギニア、ハワイ

アザレア、インパチェンス、セントポーリア、
ビオラ、ベゴニア、ベロニカ等の草本観賞
用植物

無翅雌は体長1.0-1.7mmで胸腹部に対に
なった黒色模様を伴った淡黄褐色又はく
すんだ緑色をしており、円筒状の触角は
やや長い。若虫は明緑色で暗赤色の眼を
持つ。完全単為生殖し、宿主の葉上に尐
数の個体で発生する。欧州北部の温室内
のような好適環境下では、年間にわたっ
て繁殖を続ける。多量の分泌物で葉を覆
い、それに脱皮殻が付着して白くなる。

－ ア　日本未発生
永続伝搬：Coriander
feathery red vein virus,
Beet western yellows virus
(syn Malva yellows virus),
Filaree red leaf virus, Pea
enation mosaic virus
非永続伝搬：Malva vein
clearing virus, Primula
mosaic virus
不明：Dandelion yellow
mosaic virus

イ　日本既発生
Beet western yellows virus,
Strawberry crinkle virus

無 本種は密集したコロニーを作らないの
で、直接的な吸汁の被害はほとんど重要
ではない。しかし、その分泌物がポット栽
培においてしばしば問題となり、葉や花
に付着した脱皮殻が美観を損ねる。

登録農薬あり：花き
類等のアブラムシ
類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

６６
６７
７０
７１
７５
９６
１００
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

 [SYN:
Myzus
portulacae]
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No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

22 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Neotoxoptera
formosana

ネギアブラムシ 東アジア（日本を含む）、欧州、北米、オーストラリア アリウム属植物 無翅胎生雌成虫は体長1.8～2.0mm、黒
褐色で光沢がある。有翅胎生雌成虫は体
長約2mm、体色は無翅雌虫と同じ。夏季
の生活は不詳であるが秋季～冬季には
無翅胎生雌虫で生活する。ノビル等の野
草にも寄生する。寒地では卵態で越冬す
るものと思われる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉に寄生する。生長阻害を起こす。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

79 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ハマキガ科 Olethreutes lacunana ミヤマウンモンヒメハマキ 日本、中国、欧州 イラクサ属植物、ハッカ属植物、リュウキン
カ属植物等

開帳15mm内外。 寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫が葉を摂食する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１５
２３
４３

非検疫有害
動植物

23 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Ovatus nipponicus ハッカイボアブラムシ 日本、韓国 Mentha（ハッカ属） 成虫の体長は1.7～1.9mm、体色は黄色。 寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 ハッカの葉裏や柔らかい茎に寄生する。
発生が多いときには葉が縮み、茎は萎
凋する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

５
６
４３
６０

非検疫有害
動植物

46 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナジラミ科 Parabemisia myricae ヤマモモコナジラミ ［アジア］日本、インド、中華人民共和国、ベトナム、
台湾
［中東］イスラエル、トルコ、レバノン
［欧州］イタリア、ウクライナ、キプロス、ギリシャ、ス
ペイン、ポルトガル
［アフリカ］ベネズエラ、グアドループ
［北米］アメリカ合衆国
［大洋州］パプアニューギニア

カンキツ類、サクラ類、アザレア、アンズ、ウ
メ、カキ、クワ、コウゾ、サツキ、シャクナゲ、
チャ、ツツジ、ネクタリン、モモ、ヤマモモ

卵は白色～黒色。幼虫は透明であり、初
齢幼虫は脚を有するが、2齢～4齢幼虫の
脚は退化し、口器で植物体に付着する。4
齢幼虫は体長0.89～0.97mm。雌成虫は
0.92～1.42mm黄白色～薄紫色。雄成虫
はまれ。単為生殖し、卵は葉の縁や表に
産みつけられる。羽化後、幼虫は葉裏に
移動し、吸汁寄生する。2～4齢幼虫まで
食害する。成虫は朝夕飛翔し、食害、産
卵に適した葉を探す。 年間複数世代発生
する。

－ ア　日本未発生
永続若しくは半永続伝搬：
Citrus Chlorotic Dwarf

イ　日本既発生
報告無し

無 成虫、幼虫が主として葉裏を吸汁加害す
る、寄主としてヤマモモのほか多くの樹
木が知られている。本種はヤマモモ、カ
ンキツ類等の常緑樹を冬寄主とし、夏寄
主としてほかの樹種も加害する。5月ころ
クワで繁殖し被害を与えることがある。

登録農薬あり：花き
類･観葉植物等の
コナジラミ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
８１
９４
９５
９９
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

57 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Parlatoreopsis pyri ナシクロホシカイガラムシ 日本、中国 針葉樹、カシ類等を除く多くの木本植物 雌成虫の介殻は長さ1～1.2mmで卵～長
卵形、黄褐～灰白色。年２回発生、成虫
で越冬し第一世代孵化幼虫は4月下旪～
5月下旪に現れる。羽化幼虫は介殻から
脱出後、短時間のうちに寄主に定着し、
雌は終生移動することなく2齢幼虫を経て
成虫となり、雄は蛹を経て有翅成虫とな
る。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫、雌成虫が枝、幹に寄生し吸汁す
る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

58 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Parlatoria camelliae ツバキクロホシカイガラムシ 日本, 世界の温帯～熱帯 ガジュマル、 ゲッケイジュ、 サカキ、 サザ
ンカ、 シイ、 チャ、 ヒイラギ、 ヒサカキ、 マ
サキ、 マテバシイ、 モクセイ、 ヤブツバキ

雌成虫の介殻は長さ1.5～2mm、ほぼ楕
円形、黄褐～灰褐色。雄幼虫の介殻は小
形で細長い。年２回発生。主として成虫で
越冬。孵化幼虫は介殻から出て短時間の
うちに寄主に定着する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫と雌成虫が葉面にのみ寄生する。
多発すると砂埃にまみれたようになり美
観を損ねると共に生育を阻害する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

59 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Parlatoria proteus ナガクロホシカイガラムシ 日本、韓国、ナウル、ソロモン カンキツ類、 ラン科植物、 各種観葉植物 雌成虫の介殻は長さ1.5mm内外、ほぼ楕
円形、黄褐～灰褐色。雄幼虫の介殻は小
形で細長い。尐なくとも年3回発生。羽化
幼虫は介殻から脱出後、短時間のうちに
寄主に定着し、雌は終生移動することなく
2齢幼虫を経て成虫となり、雄は蛹を経て
有翅成虫となる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫と雌成虫が葉面にのみ寄生する。
多発すると砂埃にまみれたようになり美
観を損ねると共に植物の生育を阻害す
る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

39 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナカイガラム
シ科

Phenacoccus
madeirensis

マデイラコナカイガラムシ 日本、欧州、アフリカ、北米、中南米、ミクロネシア 広食性 単為生殖、年4～6世代を重ねると考えら
れる。幼虫で越冬する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 作物の変色等の生育阻害やすす病を引
き起こす。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

40 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナカイガラム
シ科

Phenacoccus solani ナスコナカイガラムシ 日本、スペイン、ジンバブエ、南アフリカ、北米、中南
米、ハワイ、ミクロネシア

カンキツ類、スベリヒユ、タバコ、ナス、パイ
ナップル、ピーマン、モンバノキ、アブラナ科
植物等

年に数世代を繰り返し、年間を通して幼
虫の発生が見られる。単為生殖を行い、
成熟すると白色、綿状のロウ質物で卵嚢
を形成して産卵する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉や茎等のほか地下部にも寄生する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

24 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Phloeomyzus passerinii ドロノキワタアブラムシ 日本、中国、イラン、イスラエル、パキスタン、シリ
ア、イタリア、英国、オランダ、ギリシャ、スペイン、ド
イツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ロシア、エジ
プト、北米

ハコヤナギ（ポプラ）属 無翅胎生雌虫の体長は1.6-1.7 mm。有翅
胎生雌虫の体長は1.5 mm。有翅雄虫の
体長は雌より小さく約1mm。卵は長さ0.3-
0.4 mm。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉に寄生し吸汁する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２
７
４３

非検疫有害
動植物

41 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナカイガラム
シ科

Planococcus kraunhiae フジコナカイガラムシ 東アジア（日本を含む）、フィリピン、エチオピア、アメ
リカ合衆国

広食性 雌成虫は楕円形、体長2.5～4mmで背面
は一様に白色粉状のロウ物質で被われ
るとともに体周縁にロウ物質からなる房
状の突起を具える。新芽、花梗、果実、葉
に寄生する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 カンキツでは奇形果を生じたり、寄生部
位のコルク化がみられる。多発時には排
泄物により葉や果実がベタついたり、す
す病が誘発される。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

33 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 カタカイガラム
シ科

Protopulvinaria
pyriformis

ナシガタカタカイガラムシ 日本、地中海沿岸地域、南アフリカ、世界の熱帯～
亜熱帯

アカギ、アボカド、シナモン、シマスズメノヒ
エ、ショウベンノキ、パキスタキス、バルバド
スザクラ、バンジロウ、フカノキ、ホルトノ
キ、インドソケイ属植物、カンキツ属植物、
クチナシ属植物、シジギウム属植物

雌成虫は体長3mm内外、丸みを帯びた三
角形、へん平、無翅、淡黄緑色～淡褐
色。体下に白色綿状の分泌物で卵のうを
形成する。成虫は主に葉の裏面に固着し
てほとんど移動することなく生活する。年1
～2回発生するものと思われる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 すす病の誘発及び分泌物により、果実
の品質低下を起こす。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

8 ページ



No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

60 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Pseudaonidia
trilobitiformis

コバンマルカイガラムシ 日本、タンザニア、レユニオン、グレナダ、ジャマイ
カ、セントビンセント、ドミニカ共和国、バルバドス、ブ
ラジル、ベネズエラ、ニューカレドニア

カンキツ類、  アコウ、 アボカド、 カカオ、 カ
シューナッツ、 ガジュマル、 カナメモチ、
ゲッキツ、  ショウガ、 チャ、 マンゴウ、 ヤ
マモモ、アンスリウム属植物、コーヒー属植
物、ヤシ科植物、 ラン科植物

雌成虫の介殻は長さ2～3mm、円～広楕
円形、黄褐～灰褐色。雄幼虫の介殻は雌
に比して遙かに小型。年に数回発生。卵
は雌の介殻下に産下される。羽化幼虫は
介殻から脱出後、短時間のうちに寄主に
定着し、雌幼虫は2齢幼虫を経て成虫。雄
成虫は有翅で口器を欠く。年間を通じて
幼虫～成虫まで各発育段階のものがみら
れる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉面や果実に寄生し、美観を損なうが多
発することはまれ。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

61 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Pseudaulacaspis
cockerelli

アオキシロカイガラムシ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、南アジア、イタ
リア、英国、フランス、ロシア、エジプト、アフリカ（イ
ンド洋沿岸）、アメリカ合衆国、グアテマラ、米領西イ
ンド諸島、オーストラリア、ニュージーランド、パプア
ニューギニア、ミクロネシア、メラネシア

広食性 成虫の体長は2-4mm。室内での発生は
不規則である｡年2回発生で、成虫で越冬
する｡第1世代幼虫は5月上～下旪に発
生｡

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉、枝、果実等に寄生して生育阻害、品
質低下を引き起こす。
孵化幼虫は葉で吸汁加害し、綿状物質
を分泌するようになる。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１５
１７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

62 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Pseudaulacaspis
pentagona

クワシロカイガラムシ 世界各地（日本を含む） 広食性 雌成虫の介殻は長さ2～2.5mm、白色、ほ
ぼ円形。雄幼虫の介殻は雪白色、小形で
細く背面に３本の弱い隆起線がありもろ
い。年2回発生。成虫態で越冬。孵化幼虫
は短時間のうちに寄主に定着する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 枝、幹、時に果実に寄生する。多発する
と枝、幹の表面を介殻がおおい尽くすこ
ともあり、生育を阻害し、激しいときは枯
死させることもある。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

42 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナカイガラム
シ科

Pseudococcus cryptus ミカンヒメコナカイガラムシ 日本、中国、インド、イスラエル、フィリピン、スリラン
カ、アメリカ合衆国、パラグアイ

カンキツ類、ココヤシ、ヤツデ 雌成虫は体長2.5～3mmで背面は白色粉
状のロウ物質で被われ、体周縁全体にロ
ウ物質からなるふさ状の突起を具える。
雄は蛹を経て有翅成虫となる。越冬態は
様々であるが、主として幼虫態で行われ
る。冬季も休眠しない。年間3～4世代。時
に温室内で多発することがある。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成・幼虫が吸汁。多発時には寄主植物
の生育が止まり、さらに激しいときは枯
死枝を生じる。また、排泄物によりすす
病が誘発される。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

34 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 カタカイガラム
シ科

Pulvinaria psidii ミドリワタカイガラムシ 日本、中国、台湾、東南アジア、南アジア、アルジェ
リア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エリトリア、ガー
ナ、カーボウ゛ェルデ、ケニア、コートジボワール、コ
ンゴ民主共和国、ジンバブエ、スーダン、セーシェ
ル、タンザニア、チュニジア、ナイジェリア、マダガス
カル、マラウイ、南アフリカ、モーリシャス、モザン
ビーク、カナリア諸島、セントヘレナ、レユニオン、ア
メリカ合衆国、バミューダ諸島、コスタリカ、メキシコ、
西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、オーストラリ
ア、パプアニューギニア、ハワイ、ポリネシア、ミクロ
ネシア、メラネシア

ココヤシ、セイヨウキョウチクトウ、チュウイ
ンガムノキ、トベラ、マンゴウ、レイシ、
Cajanus cajan 、Pouteria sapota 、アンス
リューム属植物、イチジク属植物、カンキツ
属植物、ギョリュウ属植物、コーヒーノキ属
植物、シジギウム属植物、ソケイ属植物、ツ
バキ属植物、ニシキギ属植物、バンジロウ
属植物、マカダミア属植物、モチノキ属植
物、モモタマナ属植物、ワニナシ属植物

雌成虫は体長3.5～4.5mm、楕円形、へん
平～やや隆起、緑黄～緑黄褐色で光沢
がある。成熟すると体後方に体長と同長
～やや短い卵のうを形成され虫体は上方
に反り返る。
雄は知られていない。 孵化幼虫は歩行に
より短距離移動する。単為生殖により繁
殖する。 海外では年2～3世代繰り返すと
の記録がある。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 排泄物によりすす病を誘発し、葉の早期
落葉、果実の品質低下を起こす。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

82 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ツトガ科 Pyrausta panopealis ベニフキノメイガ アジア（日本を含む）、アフリカ、南米、オーストラリア シソ科植物（ハーブ類） 終齢幼虫の体長は15mm程度。年3～4回
の発生と推定され、幼虫が枯れた葉や枝
を綴ってその中で越冬する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫はシソ科（シソ，エゴマ類）の葉の一
部を折り曲げ、糸で綴り合わせて摂食す
る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１
７
１６
２３
４３
６０

非検疫有害
動植物

25 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Rhopalosiphum maidis トウモロコシアブラムシ ［アジア］日本、インド、インドネシア、カンボジア、北
朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人
民共和国、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブータ
ン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラ
オス
［中東］イエメン、イスラエル、イラク、イラン、サウジ
アラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン
［欧州］イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプ
ロス、旧ユーゴスラビア、 ギリシャ、クロアチア、スイ
ス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニ
ア、デンマーク、ドイツ、ブルガリア、旧チェコスロバ
キア、フランス、ハンガリー、ノルウェー、ベルギー、
ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア
［アフリカ］アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプ
ト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニ
ア、ケニア、コンゴ共和国、ザンビア、シエラレオネ、
ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニ
ア、チャド、トーゴ、ブルンジ、ボツワナ、マダガスカ
ル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モザンビー
ク、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、ナイジェリ
ア、ニジェール、リビア、ルワンダ、レユニオン
［北米］アメリカ合衆国、カナダ
［中南米］アルゼンチン、ウルグアイ、 エクアドル、エ
ルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、コ
ロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリスト
ファー・ネーヴィス、セントビンセント、チリ、ドミニカ
共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、バハマ、
バミューダ、バルバドス、ハイチ、プエルトリコ、ブラ
ジル、ベネズエラ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ、
［大洋州］ オーストラリア、北マリアナ諸島、クック、
ソロモン、トンガ、ニューカレドニア、ニュージーラン
ド、パプアニューギニア、フィジー、ワリス・フテュナ
諸島

ジャガイモ、ジュズダマ、ダイダイ、タバコ、
パパイヤ、マニラアサ、イネ科

無翅胎生雌虫体長約2.5mm。有翅胎生雌
虫体長約1.5mm。
暖地では胎生雌虫でムギやイネ科植物
に越冬するものが多い。
30℃で50世代。
産雌単為生殖を行う。

－ ア　日本未発生
永続伝搬：Millet red leaf
virus
非永続伝搬：Papaya mosaic
virus、
Pepper veinal mottle virus、
Banana mosaic virus

イ　日本既発生
Abaca mosaic virus
（Sugarcane mosaic virus）、
Maize leaf fleck (Barley
yellow dwarf virus)

無 トウモロコシに多く寄生する。
トウモロコシには好んで寄生し、葉の両
面茎、頴花の苞葉や穂を吸汁加害する。
そのため生育が著しく阻害される。
成・幼虫がイネ科牧草の葉裏に寄生する
ことが多い。繁殖の著しいときには穂に
も寄生するので種実の実りが悪くなる。

登録農薬あり：イ
ネ、コムギ、トウモ
ロコシ、ジャガイモ
等のアブラムシ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
９４
９５
９８
１０１
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

9 ページ



No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

26 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Rhopalosiphum padi ムギクビレアブラムシ ［アジア］日本、インド、インドネシア、北朝鮮、大韓
民国、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタ
ン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ベトナム、
マレーシア、モンゴル、ラオス
［中東］イスラエル、イラク、イラン、サウジアラビア、
シリア、トルコ、ヨルダン
［欧州］アイスランド、アルバニア、イタリア、ウクライ
ナ、英国、オーストリア、オランダ、旧チェコスロバキ
ア、旧ユーゴスラビア、ギリシャ、クロアチア、スイ
ス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、セルビア、
チェコ、デンマーク、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、
ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラ
ルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニ
ア、ルーマニア、ロシア
［アフリカ］エジプト、エチオピア、カメルーン、ケニ
ア、ジンバブエ、セントヘレナ、南チュニジア、南アフ
リカ共和国、モロッコ、リビア
［北米］アメリカ合衆国、カナダ
［中南米］アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コ
ロンビア、チリ、プエルトリコ、フォークランド、ブラジ
ル、ペルー、ボリビア、メキシコ、
［大洋州］オーストラリア、ニュージーランド

イネ、ウシコロシ、ウメ、エンバク、オオム
ギ、キビ、コムギ、ズミ、スモモ、トウモロコ
シ、ナシ、ハダカムギ、ヒエ、モモ、リンゴ、
サクラ属

無翅胎生雌虫体長約2.3mm。有翅胎生雌
虫体長約2.0mm。
卵態で越冬。
生活環はおよそ1週間。
本種は、春から晩夏にかけ単為生殖だけ
によってしばしば繁殖する。

－ ア　日本未発生
 非永続伝搬：Cynosurus
mottle virus、Wheat streak
mosaic virus

イ　日本既発生
Abaca mosaic virus
（Sugarcane mosaic virus）、
Onion yellow dwarf virus、
Maize dwarf mosaic virus、
Ryegrass mosaic virus、
Potato virus Y、Barley
yellow dwarf virus

無 モモ，サクラ類に一次寄主し、イネ科植
物に二次寄生する。
茎葉、穂の吸汁害、排泄物（甘露）にす
す病が発生する。
リンゴなどの主寄主植物に寄生したとき
は葉の裏面を内側にして巻縮する。はな
はだしいときには一樹の葉がことごとく巻
縮した被害葉となることがある。

登録農薬あり：イ
ネ、コムギ、トウモ
ロコシ、果樹類等
のアブラムシ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

６９
７２
９４
９５
９８
１０１
１０２

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

5 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 アザミウマ科 Scirtothrips dorsalis チャノキイロアザミウマ ［アジア］日本、インド、インドネシア、スリランカ、タ
イ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、パキスタン、
バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マ
レーシア、ミャンマー
［中東］イスラエル
［欧州］英国
［アフリカ］コートジボアール
［北米］アメリカ合衆国
［中南米］スリナム、セントルシア、セントビンセント、
ジャマイカ、トリニダードトバコ、バルバドス、プエルト
リコ、ベネズエラ
［大洋州］オーストラリア、ソロモン、パプアニューギ
ニア

サクラ類、ナシ類、バラ類、ベゴニア類、ア
イリス、アケビ、アザレア、アジサイ、アヤ
メ、アンズ、イスノキ、イチイ、イチジク、イチ
ハツ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、ウ
メ、エノキ、オランダイチゴ、カキ、カナメモ
チ、カンキツ、キウイ、キク、キャラボク、キ
ンモクセイ、クチナシ、クリ、サザンカ、サツ
キ、シキミ、シャガ、シャクナゲ、シャリンバ
イ、タラノキ、ダリア、チェリモヤ、チャ、ツ
ゲ、ツツジ、ツバキ、トベラ、トルコギキョウ、
ナンキンハゼ、ネクタリン、ニホンスモモ、ハ
マヒサカキ、ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、ヒ
サカキ、ピラカンサ、ブドウ、ホオズキ、マン
ゴー、ミツバアケビ、モクセイ、モッコク、モ
モ、ヤマモモ、ヤブツバキ、ヨーロッパスモ
モ、ラッカセイ

雌成虫体長約0.9mm。雄成虫体長約
0.8mm。
年間５～８世代。
越冬は成虫で行うが、暖地で餌が得られ
る場合は幼虫でも可能。
雌は単為生殖できる。

－ ア　日本未発生
伝搬様式不明：Peanut
chlorotic fan-spot virus、
Peanut yellow spot virus、
peanut bud necrosis virus
(=Groundnut bud necrosis
virus)

イ　日本既発生
Tobacco streak virus

無 多発すると株が枯死して収穫皆無となる
が、防除すれば実害はない。
カンキツでは果皮が食害されて灰白色や
褐色の大きな傷を作るので商品価値を
低下させる。

登録農薬あり：
チャ、ナシ、モモ、
キウイ、バラ等の
チャノキイロアザミ
ウマ、イネ、花き類
等のアザミウマ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
８８
９４
９５
９９
１０１
１０２
１０４

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

27 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 アブラムシ科 Semiaphis heraclei ニンジンアブラムシ 東アジア（日本を含む）、インド、インドネシア、パキ
スタン、ロシア、ハワイ

コリアンダー、シシウド、セロリ、ニンジン、
ハスカップ、ハナウド、ミツバ

無翅虫は小形、主として淡緑色～黄緑
色。おそらく寄主転換をする。生活史では
不明な点も多い。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 芯葉に寄生する。伸張を阻害する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１９
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

74 有害
動物

節足
動物

チョウ目 アゲハチョウ
科

Sericinus montela ホソオチョウ 日本、朝鮮半島、中国、ロシア（沿海州） ウマノスズクサ、マルバウマノスズクサ 日本では年２回発生。４月下旪に第１化
が発生し、６～８月に第２化が発生。ウマ
ノスズクサが生える河川敶等に生息し飛
翔は緩やか。季節的変異が認められ、夏
型は春型に比べて大型になり、黒色部が
発達する。いくつかの亜種が存在する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫が主に葉を摂食する。ただし、ウマ
ノスズクサ属を摂食するとの報告はある
が、農業への直接的被害は知られてい
ない。

登録農薬はない。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

３３
３５
４３
５０

非検疫有害
動植物

67 有害
動物

節足
動物

コウチュウ目 オサゾウムシ
科

Sipalinus gigas オオゾウムシ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、インド、スリラ
ンカ、ロシア、オーストラリア、ソロモン諸島

インドゴムノキ、エゾマツ、カンジュ、コウヨ
ウザン、スギ、ヒノキ、クリ属植物、コナラ属
植物（カシ属植物）、サクラ属植物、シジギ
ウム属植物、シダレイトスギ属植物、ツルサ
イカチ属植物、ナツフジ属植物、ハプロファ
ラグマ属植物、ブナ属植物、マツ属植物、モ
ミ属植物、ワサビノキ属植物

成虫は体長12～25 mm。伐倒丸太，伐
根，衰弱木の樹皮中に産卵し、樹皮のな
い製材でも湿潤な状態であれば産卵す
る。幼虫は偏在部を摂食する。幼虫又は
成虫で越冬し、幼虫の場合は春に蛹化
し、夏に成虫となる。年1化。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 衰弱木や伐根のほかに、湿潤な条件下
にある伐倒丸太に産卵することが知られ
ている。幼虫は主に辺材部を摂食する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
１５
３４
４３
４５

非検疫有害
動植物

72 有害
動物

節足
動物

ダニ目 ヒメハダニ科 Tenuipalpus pacificus ランヒメハダニ 日本、台湾、東南アジア、欧州、アメリカ合衆国、中
南米、オーストラリア、ハワイ

Cuban pink turmpet tree(ノウゼンカツラ
科)、ラン科植物、シダ植物

雌の体長は340μ m内外、雄の体長は300
μ m内外。産卵から成虫になるには約2ヶ
月かかる。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉を摂食する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１０
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

6 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 アザミウマ科 Thrips alliorum ネギクロアザミウマ 東アジア（日本を含む）、イラン、ハワイ ネギ、タマネギ、ニンニク 雌成虫：体長1.6～1.8mm。体色は一様に
褐色～暗褐色。脚は暗褐色，前脚腿節は
黄褐色，付節は黄色。前翅はわずかに褐
色を帯びる。雄成虫：短翅型。体長1.1～
1.4mm。体色は雌と同様。両性生殖をおこ
なう。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 ネギ類だけに寄生する狭食性。非検疫
対象病害虫であるThrips tabaci ネギア
ザミウマに比べ発生頻度、密度は低い。
加害状態はネギアザミウマと大差はな
い。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
２７
３４
４３
５９
６０

非検疫有害
動植物

7 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 アザミウマ科 Thrips hawaiiensis ハナアザミウマ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、南アジア、英
国、スペイン、フランス、アンゴラ、ウガンダ、シエラ
レオネ、ナイジェリア、モザンビーク、アメリカ合衆
国、ジャマイカ、メキシコ、オーストラリア、太平洋諸
島

広食性 雌成虫の体長は、約1.1～１.6mm。色彩変
異が大きく，頭部及び胸部は黄色～橙褐
色で，腹部は褐色，脚は黄
色～黄褐色。♂成虫：体長0.9～1.1mm、
一様に黄色(*1)

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 様々な植物の主に花に寄生するるが、
花粉媒介昆虫としても報告もされてい
る。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１２
２３
２６
３２
３４
３７
４３
４９

非検疫有害
動植物

10 ページ



No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

8 有害
動物

節足
動物

アザミウマ目 アザミウマ科 Thrips palmi ミナミキイロアザミウマ ［アジア］日本、イラク、インド、インドネシア、北朝
鮮、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、台
湾、中華人民共和国、パキスタン、バングラデッ
シュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、
ミャンマー
［中東］イラク
［欧州］英国、オランダ
［アフリカ］コートジボアール、スーダン、ナイジェリ
ア、モーリシャス、レユニオン
［北米］アメリカ合衆国
［中南米］アンティグア・バーブーダ、英領バージン
諸島、オランダ領アンティル、ガイアナ、キューバ、
グアドループ、グレナダ、コロンビア、ジャマイカ、ス
リナム、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビン
セント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリ
ニダード・トバコ、ハイチ、バハマ、バルバドス、プエ
ルトリコ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、
マルティニーク、メキシコ
［大洋州］アメリカ領サモア、オーストラリア、グアム、
フランス領ポリネシア

ウリ類、アサガオ、アズキ、イチジク、イネ、
インゲンマメ、エンドウ、オクラ、カーネー
ション、ガーベラ、キク、コスモス、ササゲ、
サツマイモ、シクラメン、シソ、ジャガイモ、
セキチク、ソラマメ、ダイズ、ダリア、トウガラ
シ、ナス、ナデシコ、ハイビスカス、ヒマワ
リ、ピーマン、フダンソウ、ブドウ、フヨウ、ホ
ウレンソウ、ホオズキ、マンゴー、ムクゲ、イ
ネ科牧草、マメ科牧草

雌成虫体長約1.3mm。雄成虫体長約
1.1mm。
年間発生回数は野外で10世代前後、施
設をあわせると20世代前後を繰り返す。
野外における越冬は沖縄以外ではほぼ
不可能。

－ ア　日本未発生
伝搬様式不明：peanut bud
necrosis virus (=Groundnut
bud necrosis virus)、Calla
lily chlorotic spot virus

イ　日本既発生
Tomato spotted wilt virus

無 幼苗では芯葉の展開が不揃いになり新
葉の伸長不良や停止あるいは変形葉を
生じて枯死することもある。

登録農薬あり：ナ
ス、ピーマン、キュ
ウリ、スイカ、メロ
ン、ホウレンソウ等
のミナミキイロアザ
ミウマ、イネ、花き
類等のアザミウマ
類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
９４
９５
９９
１０１
１０２
１０４

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

88 有害
動物

節足
動物

チョウ目 ヤガ科 Thysanoplusia
intermixta

キクキンウワバ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、インド、ネパー
ル

カンキツ類、イラクサ、オランダイチゴ、シ
ソ、キク科植物、セリ科植物、マメ科植物

成虫は前翅長16-18mm、前翅は紫色を
帯びた褐色、中央に金色の大きな三角
紋。老熟幼虫は体長40mm内外、胴部は
黄色の混じった緑色で、小黒斑が多数あ
り、細い淡黄色の波状線が走る。頭部は
小さく、体は前方細く後方太い。蛹は初め
淡緑色、のちに黒褐色で薄い繭の中にい
る。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫は夜間に葉を摂食し、老熟幼虫は
葉柄のみを残して蚕食する。年3-4回発
生すると推定されるが大発生はない。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

47 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 コナジラミ科 Trialeurodes
vaporariorum

オンシツコナジラミ ［アジア］日本、インド、大韓民国、中華人民共和
国、シンガポール、スリランカ
［中東］イスラエル、イラン、トルコ
［欧州］アルバニア、イタリア、ウズベキスタン、英
国、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、ク
ロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニ
ア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガ
リー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、ポルトガル、
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ、モンテ
ネグロ、ラトビア、ルーマニア、ロシア
［アフリカ］ベネズエラ、グアドループ
［北米］アメリカ合衆国、カナダ、バミューダ
［中南米］アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コ
ロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、エルサルバドル、
グアテマラ、コスタリカ、パナマ、ホンジュラス、メキ
シコ、ドミニカ共和国、バルバドス、蘭領西インド諸
島、グアドループ、プエルトリコ、マルティニーク島
［大洋州］オーストラリア、ニュージーランド

バラ類、ベゴニア類、アザレア、アジサイ、
アズキ、アスター、インゲンマメ、ウド、エン
ドウ、オクラ、オランダイチゴ、カーネーショ
ン、カブ、ガーベラ、カボチャ、カラー、カリフ
ラワー、キク、キャベツ、キュウリ、キンギョ
ソウ、ゴボウ、ササゲ、サツキ、サツマイモ、
サトイモ、サルビア、シソ、ジャガイモ、シャ
クナゲ、シュッコンカスミソウ、シュンギク、
シロウリ、スイカ、ストック、セキチク、セロ
リ、ソラマメ、ダイコン、ダイズ、タバコ、ダリ
ア、チャ、ツツジ、トウガラシ、トマト、トルコ
ギキョウ、ナガイモ、ナス、ナデシコ、ニンジ
ン、ハイビスカス、ハクサイ、ハマナス、ヒマ
ワリ、ピーマン、ヒャクニチソウ、フキ、フク
シャ、ペラルゴニウム、ポインセチア、ホオ
ズキ、マクワウリ、ヤマノイモ、ミツバ、ムク
ゲ、メロン、ランタナ、レタス

卵は長さ0.25mmで黄白色～柴灰色、葉
裏に円型若しくは三日月状に産み付けら
れる。幼虫は淡緑～褐色、円形。幼虫加
害部には白色のロウ状物質が付着する。
初齢幼虫は移動可能だが、2～4齢幼虫
は固着生活を送る。成虫は体長1.5mmで
白色、翅は黄色でロウ状物質に覆われ
る。20℃では約1か月で1世代を経過す
る。休眠性はなく、加温の施設内では周
年発生する。野外では卵越冬が主体。

－ ア　日本未発生
半永続伝搬：Strawberry
pallidosis virus、Strawberry
pallidosis associated virus
伝搬様式不明：Tomato
torrado virus

イ　日本既発生
Beet pseudo-yellows virus、
Tomato infectious chlorosis
virus、Tomato chlorosis
virus

無 キュウリ、ナス、カボチャ、トマトなどの果
菜類、ポインセチア、ランタナ、ペラルゴ
ニウム、フクシャ、ガーベラ、サルビアな
どの花卉類、キク科の雑草など非常に多
くの植物に寄生増殖する。インゲンマメ
は比較的好まれる寄主らしく、露地でもし
ばしば寄生を受けてすす病の発生や生
育の抑制が見られる。

登録農薬あり：野
菜類、豆類、花き
類･観葉植物等の
コナジラミ類

本種は日本既発生で、公的防除の対象ではなく、そ
の計画もないため検疫有害動物の要件を満たしてい
ない。
しかし、本種は日本未発生のウイルスを媒介すること
が報告されているため、栽培の用に供する植物に付
着する場合のベクターとしての病害虫リスクは無視で
きない可能性が高い。一方、消費用植物に付着する
場合のリスクは無視できると考えられる。
以上から、ベクターとしての病害虫リスクが明らかで
ないため、本種は「非検疫有害動植物（栽培の用に
供する植物に付着するものを除く）とされる。
（別途PRA報告書参照）

７２
７４
７９
８３
８９
９０
９１
９２
９４
９５
９９
１０２
１０３

非検疫有害
動植物（栽
培の用に供
する植物に
付着するも
のを除く）

50 有害
動物

節足
動物

カメムシ目 マルカイガラ
ムシ科

Unaspis yanonensis ヤノネカイガラムシ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、イタリア、フラ
ンス、オーストラリア、フィジー

カンキツ属植物 雌成虫の介殻は長さ2.5～3.5mm、ゴマ粒
型、紫褐色～灰紫褐色。雄の介殻は綿
状、小形で細く白色でもろい。年に2～3回
発生。通常、雌は成虫で越冬。卵は雌の
介殻下に産下される。羽化幼虫は介殻か
ら脱出後、短時間のうちに寄主に定着し、
雌は終生移動することなく2齢幼虫を経て
成虫となり、雄は蛹を経て有翅成虫とな
る。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼虫、雌成虫が枝、幹、葉面、果実等の
地上部のすべてに寄生し、吸汁する。し
ばしば大繁殖する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１７
２３
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

96 有害
動物

その他
無脊
椎動
物

柄眼目（現・有
肺目）

オナジマイマイ
科

Acusta despecta ウスカワマイマイ 日本、朝鮮半島、台湾、フィリピン カンキツ類、アカクローバ、ウド、オーチャー
ドグラス、シソ、シロクローバ、ヤマノイモ、
アカザ科植物、アブラナ科植物、ウリ科植
物、キク科植物、セリ科植物、ナス科植物、
ユリ科植物、ラン科植物

雌雄同体。成体の貝殻の高さ約20mm、
直径約20～25mm。卵は球形で直径
2mm、土中に産卵する。１雌の産卵能力
は100卵内外である。成体で越冬する春
季産卵型と幼体で越冬する秋季産卵型
に大別出来き、多くは年1回の発生である
が、年や場所によっては2世代を経過する
ことがある。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 幼貝は主として腐食を食べて成長する
が、やがて植物を摂食するようになる。
葉菜やタバコには葉に多数の不整形の
穴をあける。また、タバコでは茎葉に付
着した粘液や排泄物が葉の腐敗の原因
となる。カンキツの幼果期の食痕は線状
で、成熟期には穴をあける。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

３４
３９
４２
４３
６０

非検疫有害
動植物

97 有害
動物

その他
無脊
椎動
物

柄眼目（現・有
肺目）

オナジマイマイ
科

Bradybaena similaris オナジマイマイ 世界各地(日本を含む） カンキツ類、シロクローバ、コーヒー、アブラ
ナ科野菜、イネ科植物

成体の殻高11.5～13.5mm内外、殻径17.5
～18.5mm内外。薄く半透明で黄褐色。殻
口は広く円形。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 新葉や幼果を摂食する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

４
７
３４
４０
４２
４３
６０

非検疫有害
動植物

98 有害
動物

その他
無脊
椎動
物

柄眼目（現・有
肺目）

コウラナメクジ
科

Deroceras laeve ノハラナメクジ 日本、欧州 カンキツ類、イチゴ、モモ、スモモ、オウト
ウ、カキ、リンゴ、キンギョソウ、シクラメン、
シロクローバ、プリムラ、サルビア、スミレ、
ペチュニア、リンドウ、アブラナ科植物、イネ
科植物、キク科植物、ラン科植物

成体の体長25～30mm。越冬した成体
は、3～4月に産卵する。孵化した幼体は
夏に成体となり秋に産卵する。年２回の
発生。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 成・幼体が各種の野菜や花卉の葉に穴
をあけて摂食する。また、鉢底から侵入
して根を摂食する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

３４
４０
４２
４３
６０

非検疫有害
動植物

93 有害
動物

その他
無脊
椎動
物

収眼目 アシヒダナメク
ジ科

Laevicaulis alte アシヒダナメクジ 日本、中国、台湾、南アジア、インド洋の島々、アフ
リカ、オーストラリア、サモア、ハワイ

野菜等を食害する報告がある 暗褐色で体長7-8cm。殻、甲羅はない。
背面にベージュ色の帯がある。足の裏に
多くの横ひだがある

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 米国では既に定着している侵入病害虫
で、農業生産や環境への影響が危惧さ
れている。
沖縄産のドラセナ類を通じて愛知県内の
植物公園の養生温室へ侵入しオリヅル
ランに捕食被害が出た報告がある。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

２９
３４
３６
４３
６０

非検疫有害
動植物
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No. 動／植 区分 目 科 学名 和名 分布 寄主植物 形態・生態
未発生の系統・

バイオタイプ
媒介し得る未発生病害虫

公的
防除
の有
無

症状 防除法 結論 文献 備考

94 有害
動物

その他
無脊
椎動
物

中腹足目（現・
吸腔目）

タニシモドキ科 Pomacea canaliculata スクミリンゴガイ 東アジア（日本を含む）、東南アジア、パプアニュー
ギニア、アメリカ合衆国、ドミニカ共和国、アルゼン
チン、ウルグアイ、スリナム、パラグアイ、ブラジル、
ボリビア、グアム、ハワイ

イグサ、イネ、サトイモ、マコモ、ミズイモ、レ
ンコン、アカウキクサ属植物

大型の巻貝で、成長すると殻高8cmにも
なる。卵は外径4～6mmで紅色、卵塊とし
て産卵される。夜間、水辺植物の茎葉、
杭、コンクリート壁面等にのぼり400粒ほ
どの卵を産付する。１雌の総産卵数は
2,000～8,000粒が観察されている。えらと
肺の両方で呼吸する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 籾発芽時の幼植物を好んで摂食する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
３４
３５
４２
４３
６０

非検疫有害
動植物

95 有害
動物

その他
無脊
椎動
物

柄眼目（現・有
肺目）

オカモノアラガ
イ科

Succinea lauta オカモノアラガイ 日本、サハリン 広食性 成体の貝殻の高さ25mm、直径15mm内
外。殻は半透明、黄～褐色を呈する。夏
季に産卵する。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 多発時には野菜類で実害が生ずること
がある。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

３４
４２
４３
６０

非検疫有害
動植物

99 有害
動物

その他
無脊
椎動
物

柄眼目（現・有
肺目）

コハクガイ科 Zonitoides arboreus コハクガイ 日本、北米 ラン科植物 殻は小さく、殻高2.5mm、殻径5mm。胎殻
は1.3～1.4mm。

寄主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

日本未発生病害虫のベク
ターとなる旨の報告はない

無 葉等を摂食する。 登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で寄主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

４
３４
４３
６０

非検疫有害
動植物

102 有害
植物

真菌
及び
粘菌

Cercospora kikuchii ダイズ紫斑病菌 東アジア（日本を含む）、インド、イラン、スリランカ、
タイ、ネパール、バングラディシュ、マレーシア、クロ
アチア、フランス、ロシア、ウガンダ、エチオピア、
ガーナ、ガボン、カメルーン、ザンビア、ジンバブエ、
トーゴ、ナイジェリア、ブルキナファソ、南アフリカ、モ
ザンビーク、リベリア、北米、キューバ、ジャマイカ、
トリニダートトバコ、プエルトリコ、アルゼンチン、コロ
ンビア、ボリビア、ブラジル、オーストラリア、パプア
ニューギニア、フィジー

エビスグサ、オキナアサガオ、オナモミ、ク
ラスタマメ、ダイズ、インゲン属植物、ササ
ゲ属植物

不完全菌類に属する。分生子は無色で細
長くやや湾曲し、大きさは70～165×4～5
μ mで、隔壁は0～32個存在する。分生子
形成の適温は20～25℃で、生育適温はこ
れよりやや高い。越冬は種子で菌糸の形
で行う。種皮上に形成された分生子及び
前年の植物残渣が第１次伝染源となる。

宿主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

無 種子及び葉に発生し、種子では表面に
紫色の斑点を生ずる。罹病種子を播種
すると、子葉に円形又は不規則の褐色
ないし紫褐色の斑点を生じて早期に落葉
する。成葉では、はじめ紫紅色の斑点を
生じ、のちに葉脈間を境に多角形にな
る。

農薬登録がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で宿主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１９
４１
４３

非検疫有害
動植物

103 有害
植物

真菌
及び
粘菌

Colletotrichum
atramentarium

世界各地（日本を含む） トウガラシ属植物、ナス属植物 不完全菌類に属する。多数の分生子層を
生じ、良く発達した剛毛を伴生する。分生
子の大きさは16～24×4～5μ mである。
菌の生育適温は26～28℃。被害茎で土
中で越冬し、伝染源となる。また、塊茎や
根から伝播する。とくに生育の弱った茎等
に寄生し、菌密度を高める。

宿主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

無 根に発生する。根や地際部は褐色の病
斑を形成し、その表面に多数の小黒点
(分生子層)を生ずる。また、その周りの
細根は淡褐色に腐敗して脱落する。葉
や茎は黄化し、落葉、生育の遅れや着
果が尐なくなる。

登録農薬はない。
ナス科の連作を避
け、伝搬源となる作
物残渣の除去、ま
た、発病圃場では
土壌消毒を行うこと
とされている。

日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で宿主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１９
２１
４１
４３

非検疫有害
動植物

[SYN:
Colletotrich
um
coccodes]

104 有害
植物

真菌
及び
粘菌

Fusarium oxysporum f.
sp. narcissi

スイセン乾腐病菌 日本、英国、ドイツ、南アフリカ、北米、オーストラリ
ア

スイセン属植物 不完全菌類に属する。分生子には2型が
あり、小型分生子は無色、単胞、楕円形
～卵円形、大きさ平均8.5×3μ m、大型分
生子は無色、2～4胞、やや曲がった三日
月形、平均27×4μ m。厚壁胞子は無色
～淡褐色、円形～楕円形で膜が厚く直径
6～12μ m。本分化型はスイセンのみを侵
す。罹病植物残渣とともに厚壁胞子の形
で土壌中に長期間残存して伝染源となる
ほか、植物の生育期間には病患部に生じ
た分生子が飛散してまん延する。また、保
菌鱗茎が伝染源となって伝播することも
多い。生育期間における土壌の過湿や過
乾は本病原菌の感染を促す。

宿主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

無 主に根及び鱗茎に発生する。初め地際
の葉鞘部が褐変し、しだいに萎凋枯死す
る。病株では根が黒褐色に腐敗し、鱗茎
も茎盤部から内部鱗片に向かって褐変
腐敗する。保菌鱗茎は貯蔵中に基盤部
から発病し、内部鱗片全体が黒褐色に
腐敗してミイラ状に乾固する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で宿主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１９
４１
４３
６１

非検疫有害
動植物

105 有害
植物

真菌
及び
粘菌

Fusarium oxysporum f.
sp. tulipae

チューリップ球根腐敗病菌 日本、オランダ、アメリカ合衆国 チューリップ 不完全菌類に属する。分生子には2型が
あり、小型分生子は無色、長楕円形～卵
円形、単胞、大きさ平均8.5×3μ m、大型
分生子は無色、新月形、2～8胞、平均
29.2×3.8μ m。厚壁胞子は無色～淡褐
色、円形～楕円形で細胞壁が厚く、直径6
～12μ m。生育温度は適温25～30℃、最
高35℃、最低5℃である。施設での切花
栽培では地温が20℃前後になると発生が
多くなる。罹病植物残渣とともに厚壁胞子
の形で土壌中に長期間生存して伝染源と
なるほか、保菌鱗茎の病斑組織内で菌糸
の状態で、あるいは病斑上での分生子の
形で越年して伝染する。主に根や鱗茎上
に生じた傷害部から侵入感染するが、表
皮細胞の縫合部や気孔等からも侵入す
る。

宿主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

無 根及び鱗茎に発生する。開花期頃から
茎葉全身が退色し、地際部から次第に
紫色に変わって萎凋枯死する。鱗茎では
柔組織が崩壊腐敗する等、発病程度は
様々である。鱗茎茎盤部が褐変した鱗茎
は貯蔵期間にも腐敗が進み、後に萎縮
して乾固する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で宿主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

１９
４１
４３

非検疫有害
動植物

106 有害
植物

真菌
及び
粘菌

Stagonospora curtisii アマリリス赤斑病菌 日本、インド、イラク、ポーランド ヒッペアストラム属植物、スノーフレーク属
植物、ヒガンバナ属植物、スイセン属植物、
タマスダレ属植物

不完全菌類に属する。分生子は円筒形、
真直～やや曲がり、無色のち淡黄色、1
～4隔壁をもち、大きさ20～25×3.5～6μ
m。菌叢の生育適温は15℃、最高30℃、
最低5℃である。罹病植物残とともに柄子
殻や菌糸の形で越年し、降雤時や潅水時
の水しぶきによって分生子が飛散して伝
染する。また、病原菌が感染している鱗
茎が伝染源となることも多い。

宿主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

無 葉身、花茎、苞及び鱗茎に発生する。葉
身では、同心円状の輪紋を形成すること
が多い。病斑上には暗褐色の菌叢を生
じる。花茎では、やや盛り上がった赤褐
色条斑となり、病斑に亀裂を生じる。鱗
茎では、赤褐色、円形～楕円形の病斑
を生じる。

登録農薬はない。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で宿主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１９
４１
４３

非検疫有害
動植物

100 有害
植物

細菌 Pectobacterium
carotovorum subsp.
Carotovorum

東アジア（日本を含む）、東南アジア、バングラデ
シュ、インド、中東、欧州、ジンバブエ、マラウイ、南
アフリカ、モーリシャス、アフリカ（地中海沿岸）、アフ
リカ（中部）、北米、キューバ、コスタリカ、セントクリ
ストファー・ネーヴィス、パナマ, プエルトリコ、ホン
ジュラス、メキシコ、マルティニーク島、アルゼンチ
ン、コロンビア、チリ、ブラジル、ベネズエラ、ペ
ルー、ボリビア、オーストラリア、ニュージーランド、
パプアニューギニア、米領サモア

多犯性 グラム陰性桿菌。大きさは0.5-1.0 x 1.0-
3.0 µm。病原菌は土壌中に生存し、傷口
などから侵入し、軟化、腐敗を生じさせ
る。汚染された水苔、軽石、バークなどの
植え込み材料、鉢、ベンチなどから伝染
する。

宿主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

無 バルブ、茎葉、根に発生する。初め新葉
が生気を失ってしおれる。しおれは急激
に株全体に及び、数日以内にバルブ内
部が軟腐する。ジャガイモ塊茎では表皮
を残したまま内部が軟化し、表面に多量
の細菌粘液を露出する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で宿主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１３
１９
３９

非検疫有害
動植物

 [SYN:
Erwinia
carotovora
subsp.
Carotovora]

101 有害
植物

細菌 Pectobacterium
cypripedii

日本, 台湾, 南アフリカ, 米国, オーストラリア ラン科植物 グラム陰性桿菌。大きさは0.5-0.7 µm x
0.7-1.4 µm。植え込み資材、鉢、ベンチが
第一次感染源。管理作業、病葉との接触
などにより伝染する。

宿主植物の被害
に差がある系統
等が存在すると
の報告はない

無 バルブと葉に発生する。頂部や展開して
まもない新葉に水浸状の斑点を生じる。
やがて斑点は急激に拡大し、褐色から黒
褐色、軟腐状に腐敗する。

登録農薬がある。 日本に分布し、国内に存在する個体群と国外に存在
する個体群の間で宿主植物の被害に差があるとの
情報はない。また、本種は公的防除の対象ではなく、
その対象とする計画もないため、検疫有害動植物に
該当せず、非検疫有害動植物と位置づけられる。

７
１３
１９
３９

非検疫有害
動植物

[SYN:
Erwinia
cypripedii]
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