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本種は、コロンビアネコブセンチュウ (M. 
chitwoodi) の 1 系統とされていたが、1996 年に
新種として記載された。根または塊茎にこぶを
形成させ植物の生育を阻害する（図 1）。
分布地域：オランダ、フランス、ベルギー、オ 
ーストラリア及びニュージーランド
寄主植物：アスパラガス、オランダイチゴ、キ
クゴボウ、トマト及びジャガイモの生植物の地
下部
形態：雌成虫は乳白色の球形～洋なし形で、中
部食道球内の中心弁前方に 1 ～ 2 個の大きな小
胞及び多数の小さな小胞がある。体長は、404
～ 720μm である。会陰紋（図 2）は、円形～
楕円形で時に角ばる。条溝は荒く、弓状域の高
さは、低～中程度である。側線は、不明瞭で
尾端には点刻がない。雄成虫は糸状で尾が丸
く、体長は 736 ～ 1520μm である。2 期幼虫は
糸状で尾端は丸く、半月体が排泄口の位置に
ある。体長は、381 ～ 435μm である。
識別：本属の識別は、雌成虫の形態（主に会陰
紋）の他、雄成虫、2 期幼虫の形態等を組み合
わせて行う。国内既発生のサツマイモネコブセ 
ンチュウ (M. incognita) の会陰紋は、弓状域が高 
く角ばること、ジャワネコブセンチュウ (M. 
javanica) の会陰紋は、側線が明瞭であること、
キタネコブセンチュウ (M. hapla) の会陰紋は、
点刻があることから識別できる。 

本種は、南アフリカ原産で、南米に侵入後、コ
ショウボク (Schinus molle) の種子（ピンクペッパ 
ー）を加害して問題となったオナガコバチ科の害
虫である（図 1）。一般にオナガコバチ科は有用
な寄生蜂として知られるが、本属には種子を加害
する種が多く含まれている。

輸入植物検疫では、ペルー、イタリア、イスラ
エル産等のコショウボク属の切花などから多く発
見されている。
分布地域：アフリカ、中東、西欧、米国、中南米。
寄主植物：ウルシ属、コショウボク属植物の種子。
形態：成虫は、淡い黄色～茶色。複眼は大きく鮮 
やかな赤色（図 2）。雄成虫の体長は、2.3 ～ 2.9mm 
で、雌成虫はこれよりやや大きい。近縁に M. 
pistaciae と M. thomseni（両種とも我が国未発生）
が知られるが、ともにウルシ科以外に寄生し、ウ
ルシ属及びコショウボク属から発見されるほとん
どは本種である。
被害：交尾雌は、生育中の果実に産卵し、幼虫は
種子内を食害して生活するが、外観からその被害
を見極めるのは非常に困難で、成虫の脱出後まで
気づかないことが多い。
防除：種子に潜る習性から農薬による防除は難し
いため、発生現地では天敵による生物防除が試み
られている。

図 1  M. fallax が寄生した
ジャガイモの被害状況

※図 1 は European and Mediterranean Plant Protection Organization の
許可を得て掲載

図 2   雌成虫の会陰紋

図 1  コショウボクの果実 図 2  M. transvaalensis 雄成虫

ニセコロンビアネコブセンチュウ
学名：Meloidogyne fallax  Karssen
英名：false Columbia root-knot nematode

オナガコバチ科の一種
学名：Megastigmus transvaalensis (Hussey)
英名：Brazilian peppertree drupe feeding wasp

ポジティブリスト対象病害虫の解説
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図　Candidatus Phytoplasma mali の病徴
A：てんぐ巣症状　B：健全葉（上）と罹病葉（下）
C：リンゴの健全果実（右）と罹病果実（左・中）
※本図は FORESTRY IMAGES の許可を得て掲載。

図　Sciopithes obscurus Horn の形態
A：背面
B：腹面（各腿節に歯状突起を持たず、滑らか）

ポジティブリスト対象病害虫の解説

ファイトプラズマ病の一種
学名：Candidatus Phytoplasma mali
英名：Apple proliferation

本病はヨーロッパにおけるリンゴの重要病害
の一つである。感染樹は果実の収量が減少する
だけでなく、糖分や酸味も減少して品質が低下
する。更に樹勢が衰え、うどんこ病に対する感
受性も高くなる。

病原は 16Sr Ⅱ（AP）グループに分類され
るファイトプラズマで、植物の篩部に局在し、
冬期に根部で越冬した後、春に地上部に移動
して増殖を再開する。接ぎ木伝染及び虫媒伝
染し、種子伝染や花粉伝染はしない。キジラ
ミ科、ヨコバイ科、アワフキムシ科の複数種
が媒介虫とされているが、最も重要な媒介虫
はキジラミ科の Cacopsylla picta、C. mali、C. 
melanoneura である。本ファイトプラズマはこ
れらの虫体内で増殖して永続的に伝搬される。
分布地域：ヨーロッパ諸国。
宿主植物：リンゴ、セイヨウナシ、スモモ、
アンズ、オウトウ、ブドウなど。
病徴：枝先端付近の腋芽が異常生長し、小枝が
密生するてんぐ巣症状（witches' broom）を生じ
る。葉は健全なものに比べて小さく、色が薄く
なる。托葉は肥大し、葉柄は短くなり、葉縁に
鋸歯状の切れ込みを生じる。果実は小さくなり、
果軸は長くなる。
識別：検定植物を用いた接ぎ木検定、血清学的
手法（ELISA）及び遺伝子診断等が行われてい
る。
防除：媒介虫の駆除、抵抗性品種の利用

本種はゾウムシ科に属し、本種を含め本属は
我が国未発生である。輸入植物検疫ではアメリ
カ合衆国、カナダ産フサスグリの生果実から発
見される他、ノーブルファー（Abies 属）の木材
から発見されている。
分布地域：アメリカ合衆国、カナダ。
寄主植物：オランダイチゴ、キイチゴ、スグリ、
シャクナゲ、ブルーベリー等。
被害：成虫は葉を食害して花木では観賞価値を
下げ、また、果実の収穫時に混入して選果機械
等を汚染し、市場価値を下げる。

幼虫は地中で細根を食し、寄主植物の樹勢を
弱らせる。新成虫は 6 月から 7 月上旬にかけて
出現し、初秋までに枝や葉の縁に累計 100 個未
満の卵を産む。ほとんどの成虫は越冬できない。
アメリカではオランダイチゴ、シャクナゲへの
被害が大きい。
形態：成虫は体長 3 ～ 6mm。体色は茶灰色。口
吻は太く短い。体表は鱗毛で覆われる。頭部は
触角挿入部からその後部の幅が広い。前胸背板
に 2 本の暗色の縞模様がある（図 A）。触角柄節
は前胸背板の前縁に達する。腿節に鋭角状突起
を持たない（図 B）。

また、翅鞘後部に暗色の広い V 字模様（図
A）があり、これが本種の大きな特徴となって
いる。
防除：規模の小さいほ場では、成虫の捕殺が有
効であるが、一般的には成虫発生時の有機リン
系、カーバメート系の殺虫剤散布、幼虫には生
物農薬（天敵線虫剤）が有効であるとされてい
る。

ゾウムシ科の一種
学名：Sciopithes obscurus Horn
英名：Obscure root weevil
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