
 

 

別添１ 

 

輸入禁止対象病害虫の海外における発生情報 

（２０１２年１月～３月） 

 

 

１．チチュウカイミバエ関連情報 

 オーストリア及びフランスでチチュウカイミバエを発見（2012 年 3 月 14 日付け

情報） 

 オーストリアでは、ウイーンの一般家庭のモモで、チチュウカイミバエがトラッ

プに捕獲されたことを受け、生果実の除去や殺虫剤の散布を開始。 

  また、フランスにおいても 2010 年から 2011 年にかけて、同国北部の Yvelines,  

パリ及び Val d'Oise でチチュウカイミバエを発見。 

 

 （植物検疫での対応） 

オーストリア及びフランスはチチュウカイミバエの発生国に指定済み。 

 

 

 

 

 

  

２．クインスランドミバエ関連情報 

 オーストラリア/ビクトリア州サンレイシア及びリベライナのクインスランドミ

バエ発生状況を公表（2012年 1月 11日付け情報） 

  オーストラリア検疫検査局(AQIS)は、ビクトリア州サンレイシア及びリベライナ

におけるクインスランドミバエ発生状況を公表。AQIS が公表したリストによると、

サンレイシア地域 Nangiloc 等 9 か所（以前クインスランドミバエが発見された箇

所）が同ミバエ無発生地域とされ、サンレイシア地域 Goodnight North 等 2か所で

新たに同ミバエの発生を確認。 

 

 （植物検疫での対応） 

オーストラリアはクインスランドミバエ発生国に指定済み。 

 

 

 

 

 

３．ジャガイモシストセンチュウ関連情報 

（１）米国ニューヨーク州におけるジャガイモシストセンチュウ検疫地域の縮小

（2012年 2月 16日付け情報） 

（情報源）EPPO（ヨーロッパ地中海地域植物防疫機関） 

http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2012/Rse-1202.pdf 

（2012/026及び 2012/027の情報を検索） 

 

（情報源）AQIS（オーストラリア検疫検査局） 

http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/2111860/2012-05.pdf 

 

http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2012/Rse-1202.pdf
http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/2111860/2012-05.pdf


  米国農務省動植物検疫局（USDA/APHIS）及びニューヨーク州農業・市場局は、現

在ニューヨーク州に設定しているジャガイモシストセンチュウの検疫地域のうち、

およそ 1,200km2(Livingston 郡：1,060km2、Genesee 郡：176km2及び Steuben 郡：3km2)

において同センチュウが根絶されたとして、上記地域を検疫地域から除外。 

 

 （植物検疫での対応） 

米国はジャガイモシストセンチュウ発生国に指定済み。なお、米国の一部地域か

らのポテトチップ加工用ばれいしょ生塊茎が条件付きで輸入解禁されているがニ

ューヨーク州は対象外。 

 

（２）カナダのジャガイモシストセンチュウ発生調査結果(2011年)の公表（2012年 3

月 12日付け情報）  

カナダ食品検査庁（CFIA）は、ジャガイモシストセンチュウを対象とした 2011

年の全国発生調査（種ばれいしょ生産地域のうち、78パーセントを対象）において、

採取した約 44,000の土壌試料全てから同センチュウが検出されなかった旨を公表。 

 

（植物検疫での対応） 

カナダはジャガイモシストセンチュウ発生国に指定済み。 

 

（３）ボスニア・ヘルツェゴビナでジャガイモシストセンチュウを初確認 

（2012年 2月 17日付け情報） 

ボスニア・ヘルツェゴビナでは、2008 年から 2010 年にかけて実施されたジャガ

イモシストセンチュウ調査の結果、Tihaljina 及び Capljinaにおいて同センチュウ

の発生を確認。これを受け、現地では分布拡大防止に向けた措置を実施中。 

 

 （植物検疫での対応） 

ボスニア・ヘルツェゴビナをジャガイモシストセンチュウの発生国に追加予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ジャガイモシロシストセンチュウ関連情報 

  （１）米国アイダホ州におけるジャガイモシロシストセンチュウ検疫地域の拡大

（2012年 2月 10 日付け情報） 

 米国農務省動植物検疫局（USDA/APHIS）は、アイダホ州 Bingham 郡及び

Bonneville 郡に設定しているジャガイモシロシストセンチュウ検疫地域におい

て、新たに 168エーカー(0.68km2)で同センチュウが発見されたことを発表。こ

（情報源）ニューヨーク州農業・市場局, NAPPO（北米植物防疫機関）, EPPO（ヨーロッパ地中海

地域植物防疫機関） 

（1） http://www.agriculture.ny.gov/AD/release.asp?ReleaseID=1995 

（2） http://www.pestalert.org/oprDetail.cfm?oprID=514 

（3） http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2012/Rse-1201.pdf（2012/005の情報を検索） 

 

 

 

http://www.agriculture.ny.gov/AD/release.asp?ReleaseID=1995
http://www.pestalert.org/oprDetail.cfm?oprID=514
http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2012/Rse-1201.pdf


れを受け、検疫地域は計 15,756エーカー(63.76km2)(うち発生ほ場は 1,756エー

カー(7.11km2))に拡大。 

 

（２）米国アイダホ州におけるジャガイモシロシストセンチュウ検疫地域の縮小

（2012年 3月 14 日付け情報） 

米国農務省動植物検疫局（USDA/APHIS）は、アイダホ州 Bingham 郡及び

Bonneville 郡に設定しているジャガイモシロシストセンチュウ検疫地域におい

て、同センチュウの無発生が確認された 1,179エーカー(4.77km2)を検疫地域か

ら除外することを発表。これを受け、検疫地域は計 14,455 エーカー

(58.50km2)(うち発生ほ場は 1,756エーカー(7.11km2))に縮小。 

 

  （植物検疫での対応） 

米国はジャガイモシロシストセンチュウの発生国に指定済み。なお、米国の一

部地域からのポテトチップ加工用ばれいしょ生塊茎が条件付きで輸入解禁されて

いるがアイダホ州は対象外。 

 

 

 

 

 

 

５．カンキツグリーニング病菌関連情報 

（１）米国テキサス州 Hidalgo 郡でカンキツグリーニング病の発生を確認（2012

年 1月 20日付け情報) 

 米国農務省動植物検疫局（USDA/APHIS）は、2012 年 1 月 13 日にテキサス州

Hidalgo郡の商業用カンキツ農園において、スウィートオレンジ樹からカンキツ

グリーニング病菌アジア型が検出されたことを発表。これを受け、発生地域で

は緊急防除及び州間移動規制を開始。 

 

（２）米国カリフォルニア州 Los Angeles郡でカンキツグリーニング病菌を初検出 

（2012年 3月 30 日付け情報) 

 カリフォルニア州食料農業局（CDFA）及び米国農務省（USDA）は、2012 年 3

月 30 日、カリフォルニア州 Los Angeles 郡 Hacienda Heights の住宅街におい

て、レモン・グレープフルーツ樹（ハイブリッド樹）からカンキツグリーニン

グ病菌が同州で初めて検出されたことを発表。これを受け、検出箇所から半径

800m 以内の感染樹の伐採やミカンキジラミ防除のための農薬散布が実施される

見込み。 

 

（植物検疫での対応） 

米国はカンキツグリーニング病菌の発生国に指定済み。 

 

（情報源）USDA,APHIS（アメリカ農務省動植物検疫局） 

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/potato/pcn-maps.shtml 

（2012年 2月 10日及び 2012年 3月 14日の情報を検索） 

 

 

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/potato/pcn-maps.shtml


 

 

 

 

 

 

６．サドンオークデス病菌（Phytophthora ramorum）関連情報 

（１）クロアチアで Phytophthora ramorum を検出 （2012年 2 月 1日付け情報) 

 クロアチアでは、2007年に実施した P. ramorumの国内調査の結果、オランダ

産ツツジ属苗から P. ramorumを初めて検出。その後、2010年までに国内の別の

箇所からも相次いで同菌を検出。P. ramorum が検出された箇所では、感染植物

の廃棄等の根絶防除を実施中。 

 

（植物検疫での対応） 

クロアチアを Phytophthora ramorum発生国に追加するかどうかについて、引 

き続き情報収集中。 

 

（２）韓国：Phytophthora ramorum の宿主植物を８種追加（2012 年 3月 14日 

付け情報) 

    韓国国立植物検疫院は、P. ramorum 侵入防止措置の対象植物に、以下の植物

を追加。 

Cinnamomum camphora(クスノキ), Choisya chinensis(ショワジワ属の 1 種), 

Illicium parviflorum(シキミ属の1種), Larix kaempferi(カラマツ), Magnolia 

figo(モクレン属の 1 種), Mahonia nervosa(ヒイラギナンテン属の 1 種), 

Molinadendron sinaloense( マ ン サ ク 科 の 1 種 ), Trachelospermum 

jasminoides(テイカカズラ属の 1 種), Veronica spicata(クワガタソウ属の 1

種)。 

 

（３）オーストラリア：Phytophthora ramorum の宿主植物にシキミ属等 3属を追 

加（2012年 3 月 27日付け情報) 

   オーストラリア検疫検査局(AQIS)は、P. ramorumの宿主植物に、シキミ属、 

カラマツ属及びクワガタソウ属の 3属を追加。 

 

（植物検疫での対応） 

シキミ属、M. sinaloense(マンサク科の 1種)及びクワガタソウ属を P.  

ramorumの宿主植物に追加するかどうかについて、引き続き情報収集中。 

 

 

 

 

 

（情報源）NAPPO（北米植物防疫機関）, カリフォルニア州食料農業局（CDFA） 

（1） http://www.pestalert.org/oprDetail.cfm?oprID=512 

（2） http://www.cdfa.ca.gov/egov/Press_Releases/Press_Release.asp?PRnum=12-012&print=y

es 

 

（情報源）EPPO（ヨーロッパ地中海地域植物防疫機関）, WTO/SPS通報関連情報, AQIS（オーストラリ

ア検疫検査局） 

（1） http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2011/Rse-1111.pdf（2011/244の情報を検索） 

（2） www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123975 

（3） http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_topiccontent.asp?TopicType=Quarantine+Alert&TopicID

=24615 

http://www.pestalert.org/oprDetail.cfm?oprID=512
http://www.cdfa.ca.gov/egov/Press_Releases/Press_Release.asp?PRnum=12-012&print=yes
http://www.cdfa.ca.gov/egov/Press_Releases/Press_Release.asp?PRnum=12-012&print=yes
http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2011/Rse-1111.pdf
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123975
http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_topiccontent.asp?TopicType=Quarantine+Alert&TopicID=24615
http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_topiccontent.asp?TopicType=Quarantine+Alert&TopicID=24615


７．ポテトスピンドルチューバーウイロイド（PSTVd）関連情報 

クロアチアで Potato spindle tuber viroid を初検出（2012 年 3 月 14 日付け情

報) 

  クロアチアでは、2009年に同国で初めて Potato spindle tuber viroid が検出さ

れ、その後の調査で Varazdin、Umag、Ribnik 及び Kutinaの 4か所においても発生

を確認。これを受け、感染植物の廃棄等の根絶防除が実施され、その後新たな発生

はない。 

 

（植物検疫での対応） 

クロアチアを Potato spindle tuber viroid の発生国に追加するかどうかについ 

て、引き続き情報収集中。 

 

（情報源） EPPO（ヨーロッパ地中海地域植物防疫機関） 

http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2012/Rse-1202.pdf 

（2012/036の情報を検索） 

 

 

http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2012/Rse-1202.pdf

