
主な未侵入病害虫の解説

ローデシアマメゾウムシ

学 名:Callosobruchus rhodesianus(Pic)

英 名:Cowpea weevil

本種はアフリ力諸国に分布し、アズキなどの

豆類を食害し経済的な損失をあたえる貯蔵害虫

である。輸入検疫では南アフリ力産ササゲなど

で発見 されている 。形態 がアズキ ゾウム シ

Callosobruchus chinensisに 似ているために混同

されていたが、1958年 に別種であることが明

ら か に な っ た 。
本種は、アズキゾウムシと生態面も類似 して

いることから、今後 、分布が拡大する可能性が

あ り、我が国への侵入が警戒されている。

分布 南アフリカ、ジンバブエ 、ケニヤ、カメ

ルーンなどのアフリカ諸国

寄主 アズキ、ヤエナ リ、ライママメ、ササゲ 、ヒ

ヨコマメ、ダイズなどのマメ科植物の種子

形態 成虫は体長2～3mmで 、全体として卵

形に近く、雌は雄よりも体が大きく、一般に濃

色である。体背面に赤褐色 、黒色及び白色の毛

によって斑紋が作 られるが、雌雄とも個体によ

る変異が著しく、前胸背から翅鞘肩部にかけて

の部位及び翅鞘後半は黒ずんだ個体が多い。ま

た 、触角は雄では鋸歯状 、雌ではにぶい鋸歯状

になる。本種は後脚腿節の内側と外側に突起が

あり、外側のものは鈍角であるが、内側は鋭角

である。

卵は長径0.6mm程 度の卵形で灰白色である。

幼虫は成熟すると体長3mmと な り、脚はなく

内側に湾曲した体形で、体色は乳白色である。

蛹は体長は約3mmで 乳白色である。

生態 完熟した豆だけで代々生活をする。雌成

虫は豆表面に産卵し、1雌 あたりの総産卵数は

20～30卵 である。ふ化 した幼虫は豆に食入し、

4令 を経過した後に豆の中で蛹になる。アズキ

で飼育した場合 、産卵から羽化までの平均発育

日数は25℃ で36日 で 、発育の適温は 、アズキ

ゾウムシの25℃ 付近より同等かやや低い温度

であり、発育零点は約15℃ である。

被害 幼虫が完熟 した豆の中を食害する。被害

は単に豆が食われてその重量が減るといった量

的な損耗をもたらすばかりではなく、幼虫の呼

吸による発熱で豆の温度が上がり、それに伴い

結露が生じて菌類の繁殖が起こったり、食害に

よる成分変化が生じるなど品質の低下をまねく。

防除 貯蔵庫では臭化メチルや燐化アルミニウ

ムくん蒸が行われている。豆を十分乾燥させた

上で、品質保持のために低温で保管すれば発生

を未然に防ぐ有効な手段になる。また、倉庫の

荷こぼれの清掃も防除上大切な点である。
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Cedar apple rust

病原菌：Gymnosporangium juniperi-virginianaeSchweinitz

本病は 、北アメ リカにおいて最も重要なさび

病の一つであり、中間宿主であるエンピツビャ

クシン(Juniperus virginiana L.)が 存在する場

所 では毎年流行する。 ビャクシン上 に小さな リ

ンゴ果実 のような こぶ(cedar apple)を 作 るこ

とから本病名が付けられた。

分布 アメリカ、カナダ

宿主 リンゴ属(Malus spp.)、

ビャクシン属(Juniperus spp.)

病徴 リンゴでは 、葉 、果実 、

枝梢に発生する。感染初期の葉

では淡黄色の小斑点が葉の表面

に散生する。病勢が進行すると

斑点は拡大し、直径約6mm程

度の大きさとなる。その後 、病

斑は橙色に変わ り、その周囲が

特徴的に橙赤色を呈する。感染

が激しい場合、感染葉は夏の乾

燥時期に早期落葉する。枝梢では、生育期の若

い枝に膨 らみを生じる。果実では葉の病徴と類

似した斑点が形成されるが、その大きさは葉の

斑点と比べより大きく、しばしば奇形果になっ

たり、発育にむらができる。果実内部への被害

は軽微である。幼果では斑点の周 りがより暗緑

色となる。ビャクシンでは葉や脇芽に発生する。

葉では感染部位が著しく肥大し、休眠期には赤

褐色の小さな リンゴ程度(径5～50mm)の こ

ぶを作る。このこぶの表面にはゴルフボールに

似たへこみがある。春季の雨により、このこぶ

から橙褐色でゼラチン状の角状の冬胞子堆が形

成される。

病原菌 　本病 は 担 子 菌 の 一 種 で あ る
Gymnosporangium juniperi-virginianae　 Schweinitz

によって引き起こされる。異種寄生菌であり、

リンゴ上に精子器 、さび胞子堆を、ビャクシン

上に冬胞子堆を形成する。夏胞子世代は知られ

ていない。精子器は表皮下の組織から発達した

フラスコ形である。さび胞子堆は葉裏面に作 ら

れ 、やや肥厚した組織上に群生し、細長い護膜

細胞を有し、いわゆる銹子毛（しゅうしもう）を呈する。さび胞

子(16～24×21～31μm)は 連鎖上に形成

され、球形～広楕円形、その表面にはいぼ状突

起を有し、8～10個 の孔を持つ。冬胞子堆は

長さ10～20mm、 橙褐色である。冬胞子(15

～21×42～65μm)は 黄色～黄金色、菱形

～卵形で、2細 胞であり、隔壁部が僅かにくび

れることがある。各細胞の隔壁近くに2個 ずつ

の発芽孔を持つ。担子胞子(5～10×10～20

μm)は 無色、腎臓形である。

伝搬　 リン ゴ葉や果実への感染は 、担子胞子が

風 雨 によ って伝搬 さ れる こ とに よ って行わ れ

る 。担子胞子 は約5km移 動する ことが知 られ

ている。一方 、ビャクシンへの感染は 、さび胞

子の伝搬によ って行われ 、晩夏の乾燥時期に大

気中 に放出される。本菌は伝染環 を完了させる

の に2年 を要 し 、その大部分 をビャクシン上で

生存する。

被害 リンゴでの被害が最も大 きく 、早期落葉 、

葉の萎縮 、果実 の減収お よび品質低下を引き起

こす。

防除 リンゴ栽培地域では本病 の中間宿主 とな

る ビャクシンの栽培 を行わないようにする。本

病 の発生地域 では抵抗性の リン ゴ品種 を栽培 す

る。 リンゴではMcIntosh,Red Delicius,Empire

等が抵抗性品種である。また殺菌剤 を散布する。

triadimefon、triforine、fenarimolな どが本病 に対

し効果的 である。

そ の他 本 病 に類似 した リン ゴの病害 と して
hawthon rust(Gymmnosporangium globosum Farl)と

quince rust(G.clauipes Cke.&Pk.)が 知られている。

リンゴ果実の病徴 ビャクシン葉の病徴
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