
輸入検疫で発見された主な重要病害虫

2001年 に輸入された植物から発見された主な

重要病害虫は下表のとおりである。これらの病

害虫の多くは携帯品で持ち込まれた輸入禁止生

果実から発見されている。また、輸入禁止対象

及び特定重要病害虫以外でも、タイ産 トウガラ

シ生果実等5カ 国3種 類からマレーシアミバエ

(124件)、 アメ リカ産 レタス等7カ 国24種 類から

レタスハモ グリバエ(217件)、 タイ産 レンブ等

4カ 国8種 類からセグロモモ ミバエ(28件)及 び

パキスタン産バンジロウ等3カ 国4種 類からモモ

ミバエ(6件)等 侵入 を警戒 している害虫 も数多

く発見されている。

米国で発生 したSudden　 oak　deathへ の警鐘海外のニュース

最近、米国のカ リフ ォルニ ア州 で数種の コナ

ラ属植物に激 しい急性枯死(Sudden　 oak　death)

が確認 され、その病原 菌は疫病菌の1種 である

Phytophthora ramorumと 考えられている。

本菌 は、 オレ ゴン州の一部地 域や オランダ、

ドイ ツ等でも発見 され てお り、 コナ ラ属植物 を

は じめ、マテバシイ属、 コケ モモ属、 ツツジ属

植物等、多くの植物 に寄生す ることが報 告され

ている。

本菌による症状 は、樹種 によりかな り異なっ

てお り、 コナラ属植物 では、最初に幹の下部に

濃赤色 ～黒色の樹液の漏出が見 られ、その部分

を剥 ぎ取 ると、樹皮 と白木質部に明瞭な濃赤色

の境界 を有 す潰瘍が観察 される。一方、マテバ

シイ属植物 では、初め新 しく展開 した茎 葉が萎

れ、古い葉も淡緑色 とな り、2～3週 間後には褐

色 とな って枯 死す る。 その他の寄 主植物 では、

葉 の斑点や枝枯れ に止 まることもあるが、感染

が激 しい場合には枯死 に至る。

伝搬 は、他の疫病菌 と同様、 り病 植物 や汚染

土、風 によって起こ ると考え られている。 り病

樹木 からキクイムシ類が一般 的に発見され てい

るが、媒介虫と しての潜在 的役割 につ いての研

究 はなされていない。

コナラ属植物等は、欧州においては重要な森

林資源 として、また、 アメニティ(心 を癒す)樹

木 と して重要視されてお り、本菌 により万一樹

木 が枯死す るような事態になれば、森林の生物

多様性 にマイナスの影響を及 ぼ しかねず、大き

な環境問題になることは必至である。

このため、 ヨーロ ッパ ・地 中海地域植物防疫

機関(EPPO)は 、米 国での発生状況等 に大 きな

関心 を払 ってお り、本病 に関 して、詳細な情報

が不足 している寄主範 囲や発生生態、米国と欧

州の個体群の異同関係、病原性等 につい て、オ

ランダや米国の研究機 関、大学等 で詳細な研究

を進め ている。

(参考:http://wwweppa.org/QUARANTINE/

Alert_List/Fungi/oak_death.html)
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発見病害虫名
Bactrocera cucurbitae

Bactrocera dorsalis species complex

Bactrocera tryoni

Ceratitis capitata

Cydia pomonella

Cylas formicarius

ウリミバエ(11件)

ミカンコミバ工種群(139件)

クインズランドミバエ(1件)

チチュウカイミバエ(16件)

コドリンガ(1件)アリモドキゾウムシ(3件)

寄主植物別発見回数
ニガウリ(6)ヘ チマ(2)サ サゲ(1)ト ウガラシ(1)
ペポカポチヤ(1)

マンゴウ(54)レ ンブ(19)ト ウガラシ(15)バ ンジロウ(11)
バンレイシ(9)ゴ レンシ(4)リ ュウガン(4)そ の他17種(23)

レモン(1)

トウガラシ(9)イ チジク(1)オ レンジ(1)チ ェリモヤ(1)

バンジロウ(1)モ モ（1)モ ンビン(1)レ ッドモンビン(1)

マルメロ(1)

サツマイモ(3)

輸出国別発見回数
タイ(3)イ ンド(2)バ ングラデシュ(2)フ ィリピン(2)

パキスタン(1)台 湾(1)

タイ(38)フ ィリピン(38)台 湾(25)イ ンドネシア(14)

ヴィエトナム(6)マ レーシア(5)そ の他6ヶ 国(13)

オーストラリア(1)

ガーナ(5)ペ ルー(5)ブ ラジル(2)オ ーストラリア(1)

タンザニア(1)フ ランス(1)ボ リビア(1)
ペルー(1)

タイ(2)パ ラオ(1)

Anastrepha fraterculus バンジロウ(1) ブラジル(1)
ミナミアメリカミバエ(1件)

特
定
重
要
病
害
虫

Dendroctonus ponderosae

アメリカマツノキクイムシ(2件)

Diabrotica undecimpunctata

ジュウイチホシウリハムシ(8件)
Lygus lineolaris

サビイロ力スミカメ(1件)
Pantomorus cervinus

フラーバラゾウムシ(11件)
Zabrotes subfasciatus ブラジルマメゾウムシ(3件)

マツ属材(1)ホ ワイトパイン材(1)

セロリ(3)タ チチシャ(2)カ ボチャ生果実(1)ホ ウレンソウ(1)

ノーブルファー切枝(1)*

セロリ(1)

ウンシュウミカン生果実(6)オ レンジ生果実(6)レ モン生果実(1)
アジサイ属切花(1)プ ロテア属切花(1)レ スチオ科切花(1)

ライマメ(1)カ ンナビヌス種子(1)ポ プリ(1)

アメリカ（2)

アメリカ(8)

メキシコ(1)

ニュージーランド(9)ア メリカ(1)ハ ワイ(1)

インド(2)ミ ャンマー(1)

*本 来の寄主植 物ではなく、ヒッチハイカーとして発見されたものである.
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