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報告書の要点（危険度解析上の論点） 

 

１．マメクロアブラムシに属する日本未発生亜種が引き起こす可能性のある経済的影響。 

２．マメクロアブラムシが媒介する日本未発生ウイルスの危険度。 

３．２の未発生ウイルスに対して検疫措置が必要となった場合、輸入された品目に付着するマメクロアブラム

シにより媒介される可能性。 

 

 

要 約 

 

マメクロアブラムシ（Aphis favae）は日本未発生の亜種及び未発生のウイルスを媒介することを理由に
種単位で検疫の対象としている。マメクロアブラムシグループの寄主植物に関しては、日本未発生の３亜

種（Aphis fabae cirsiiacanthoidis, A. fabae mordwilkoi, A. fabae euonymi）と日本既発生の２亜種（マメクロア
ブラムシ： A. fabae fabae及びイヌホオズキアブラムシ：A. fabae solanella）との間にほとんど相違はなかった
（別表１～３）。ただし、A. fabae cirsiiacanthoidisの１種の寄主植物（Asphodeline liburnica： ユリ科）のみが
異なるが、当該寄主の日本での輸入実績はなく、かつ、日本に分布しているとの情報がなかった（同属の種

は存在）。 

また、日本未発生の３亜種と既発生の２亜種について、被害の程度及び加害様式等に差があるとの

情報は得られなかった。 
したがって、マメクロアブラムシグループの日本未発生の亜種が日本に侵入・まん延したとしても、日本

に栽培あるいは分布する植物に対する被害、加害の程度は既発生亜種と同じであり、新たな被害はもたら

さないと判断した。このため、他の３亜種が侵入したとしても新たな潜在的経済的影響はないと判断できる。 
 
日本既発生の２亜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。したがって、マメクロアブラ

ムシグループは、「マメクロアブラムシ： Aphis fabae」として検疫有害動植物の要件には当てはまらないと判
断した。 

 
マメクロアブラムシは日本未発生の６種のウイルスを媒介するという情報はあるが、その被害状

況に関しては不明な点が多い。 
 

このため、栽培に供される宿主植物については、一般的にウイルスの侵入危険度が高い経路と考えられ

ており、引き続き病害虫危険度評価を実施するための情報を収集するまでの間、当面の暫定的な検疫措

置として、栽培用植物にマメクロアブラムシが付着していた場合は、ウイルスの侵入を防止するため、マメク

ロアブラムシならびにマメクロアブラムシが付着していた植物を含めた適切な検疫措置を執る必要があると

判断した。 

一方、消費物に付着するマメクロアブラムシに関しては一般に消費物から他の作物にウイルスが伝搬す

る可能性は極めて低いとされていることから検疫措置の対象とする必要はないと判断した。 
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第１章 病害虫危険度解析の開始 

 

１．開始点 

マメクロアブラムシ（Aphis fabae Scopoli）は、現在検疫有害動植物として取り扱われているが、検疫有
害動植物については、平成 16年 5月 21日に公表された「植物検疫に関する研究会報告書」で「検疫
有害動植物については、輸入植物の用途や輸送形態も考慮し、可能な限りリスクの定量的な評価を

含めて、適時適切な PRA（有害動植物危険度解析）を実施し、それぞれのリスクに応じた措置となる
よう検証し、対応していくことが適当。」とされた。 
また、国際基準 No. 11「PEST RISK ANALYSIS FOR QUARANTINE PESTS, INCLUDING 

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL RISKS AND LIVING MODIFIED ORGANISMS（環境危険度及
び改変された生物の解析を含む検疫有害動植物に対する病害虫危険度解析」の第２章では、病害虫の

分類学的単位は一般的に「種」であるとされており、「種より下のレベルの場合には、病原性、寄主範囲及

びベクターの違いのような要因が検疫上のステイタスに十分影響することを示す証拠を含むべき」とされて

いる。 
マメクロアブラムシは、一次寄主植物（冬寄主）を共有し、二次寄主植物（夏寄主）を異にする亜種

の集まりであるとされてきた（Dixon, 1998）。また、亜種ごとに寄主植物が異なることが各種の文献で
判明していた。このため、日本未発生の亜種の寄主植物によっては、新たな被害が引き起こされる

可能性があると考えてきた。 
2009年にHolman(2009)によって、主なアブラムシ類の寄主植物を掲載した書籍が刊行された。当該

書籍にはマメクロアブラムシの各亜種の寄主植物リストが掲載されており、それぞれの亜種が引き起

こす経済的な影響を評価できるようになった。そこでマメクロアブムシの亜種ごとにそれぞれの亜種

の寄主植物を経路とする有害動植物危険度解析（以下「PRA」という。）を行った。併せて、マメクロア
ブラムシが媒介する日本未発生のウイルスの危険度解析を実施し、それらのウイルスがマメクロアブ

ラムシにより媒介される可能性について検討し、マメクロアブラムシの検疫上の取り扱いを見直すこと

とした。 
 

２．対象となる有害動植物 
本 PRAの対象となる有害動植物は、マメクロアブラムシ（Aphis fabae）に所属する亜種とする。 
本 PRA では、Holman(2009)に記載されているマメクロアブラムシの亜種に基づき、以下に示す５亜種

を PRA の対象とする。５亜種を総称して、以下「マメクロアブラムシグループ」と呼ぶ。なお、Aphis fabae 
fabae（マメクロアブラムシ）及び A. fabae solanella（イヌホオズキアブラムシ）は日本既発生種である（高
橋・稲泉, 1989, 鳥倉, 1994, 本多, 2000）。 

Aphis fabae fabae Scopoli, 1763  
Aphis fabae solanella Theobald, 1914 
Aphis fabae cirsiiacanthoidis Scopoli, 1763 
Aphis fabae mordwilkoi Borner & Janisch, 1922 
Aphis fabae euonymi Fabricius, 1775 = Aphis euonymi 

 
なお、マメクロアブラムシには、亜種及び近縁種を包含したいくつかの分類体系が存在する。参考まで

にそれぞれの分類体系を以下に示す。 
（１）Borner（1952）に基づく分類 

Ahis rumicis L. として知られてきた種を再分類した。 
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Aphis fabae Scopoli, 1763  
Aphis solanella Theobald, 1914 
Aphis cirsiiacanthoidis Scopoli, 1763 
Aphis eunymi Fabricius, 1775 
 

（２）Stroyan（1984）に基づく分類 
Aphis fabae Scopoli, sensu latioriには、以下の４亜種が含まれる。 

Aphis fabae fabae Scopoli, 1763  
Aphis fabae solanella Theobald, 1914 
Aphis fabae cirsiiacanthoidis Scopoli, 1763 
Aphis fabae mordwilkoi Borner & Janisch, 1922 

 
（３）Jorgら（1995）に基づく分類 

Aphis fabae groupには、以下の５亜種が含まれる。また、Jorg（1995）は、電気泳動による酵素多形
の分析データ及び形態的特徴から、これらの亜種を種としている。 

Aphis fabae fabae Scopoli, 1763 
Aphis fabae solanella Theobald, 1914 
Aphis fabae cirsiiacanthoidis Scopoli, 1763 
Aphis fabae mordwilkoi Borner & Janisch, 1922 
Aphis fabae philadelphi Borner, 1921 

 
（４）Blackman ら（2006）に基づく分類 

Aphis fabae s. str.には、以下の 3亜種が含まれる。また、Aphis solanellaは種として分類している。 
Aphis fabae fabae Scopoli, 1763  
Aphis fabae cirsiiacanthoidis Scopoli, 1763 
Aphis fabae mordwilkoi Borner & Janisch, 1922 
Aphis solanella Theobald, 1914 
 

（５）Muller（1982）に基づく分類 
Aphis fabae fabae Scopoli, 1763  
Aphis fabae cirsiiacanthoidis Scopoli, 1763 
Aphis fabae mordwilkoi Borner & Janisch, 1922 
Aphis solanella Theobald, 1914 
Aphis fabae armata Hausmann, 1802 
Aphis fabae euonymi Fabricius, 1775 
 

３．対象となる経路 
本 PRAの対象とする経路は、上記２の有害動物の発生地域から輸入される寄主植物とする。 

 
４．病害虫危険度解析地域の特定 
病害虫危険度解析の対象地域は、日本全域とする。 
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５．経路に対する現行の植物検疫措置 

上記で特定された経路に対する現行の植物検疫措置は輸入検査である。 

 

６．開始の結論 

マメクロアブラムシグループ５亜種を対象とし、その発生地域から輸入される寄主植物に関してPRAを開

始する。 
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第２章 病害虫危険度評価 

 

１． 病害虫危険度評価の方法 

本PRAでの危険度評価は、植物検疫措置に関する国際基準ISPM No. 11.  Pest risk analysis for q
uarantine pests, including analysis of environmental risks and living modified organisms. に従って、
諸外国の評価方法も参考にしつつ作成した別添の評価基準（以下「評価基準」という。）に基づき、「侵入

（入り込みおよび定着）の可能性」、「まん延の可能性」及び「経済的重要性」の３つの評価項目について行

い、それぞれの評価項目は、「極めて高い」、「高い」、「中程度」、「低い」、「極めて低い」及び「無視できる」

の６段階で評価した。なお、「無視できる」と評価された場合は、以降の評価を中止することとした。 

 

２．マメクロアブラムシ各亜種の病害虫危険度評価 

（１）有害動植物の類別 

①有害動物の特定 

マメクロアブラムシには、第１章の２に示したように５亜種が存在する。 
Aphis fabae fabae Scopoli, 1763 マメクロアブラムシ（日本既発生） 
Aphis fabae solanella Theobald, 1914 イヌホオズキアブラムシ（日本既発生） 
Aphis fabae cirsiiacanthoidis Scopoli, 1763 
Aphis fabae mordwilkoi Borner & Janisch, 1922 
Aphis fabae euonymi Fabricius, 1775 = Aphis euonymi 

 

②日本における分布状況及び公的防除の有無 

マメクロアブラムシ（Aphis fabae fabae）及びイヌホオズキアブラムシ（Aphis fabae solanella）は、日
本に分布している。また、これらの亜種は公的防除の対象ではない。 

Aphis fabae cirsiiacanthoidis, Aphis fabae mordwilkoi, Aphis fabae euonymiは日本に発生してい
ない。 
 

③侵入・まん延の可能性及び経済的重要性の有無 

マメクロアブラムシグループの寄主植物の一部は日本に輸入されている。また、日本にはマメクロ

アブラムシグループの２亜種（マメクロアブラムシ、イヌホオズキアブラムシ）が発生している。 
日本未発生の３亜種（Aphis fabae cirsiiacanthoidis, A. fabae mordwilkoi, A. fabae euonymi）の寄

主植物（別表１～３）のうち、一次寄主植物と同一種もしくは同属の種が、日本全国に分布あるいは

自生する。また、二次寄主植物のいくつかの植物も日本で栽培あるいは自生している。これらは農

作物等も含まれる。 
以上のことから、日本未発生の３亜種が日本に侵入・まん延する可能性及び経済的重要性はあ

る。 

 

④有害動植物の類別の結論 

日本未発生の３亜種は潜在的検疫有害動物の基準を満たしている。したがって、亜種ごとに病害虫危険度評

価を行う。 

 

マメクロアブラムシグループの経路になる植物の形態は、栽培用植物、切り花及び野菜である。この
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ため、入り込みの可能性の評価は「栽培植物」、「切り花及び野菜」に分けて行う。 

 

（１）Aphis fabae cirsiiacanthoidisの危険度評価 
分布国： オーストリア、デンマーク、ドイツ、イタリア、ラトビア、モルドバ、英国 
一次寄主植物： Euonymus europaeus（セイヨウマユミ： ニシキギ科ニシキギ属）、Philadelphus 

coronarius（ユキノシタ科バイカウツギ属）、Viburnum opulus（ヨウシュカンボク： 
スイカズラ科ガマズミ属）、Digitalis purpurea（ジギタリス： ゴマノハグサ科キツネ
ノテブクロ属） 

１）侵入の可能性 

① 入り込みの可能性 

ア 原産地で品目に付着している可能性 

［栽培用植物］ 

A. fabae cirsiiacanthoidis は、一次寄主植物である Euonymus europaeus、Philadelphus 
coronarius、Viburnum opulus及び Digitalis purpureaに産卵し、単為生殖で無翅雌成虫を産し、
約３世代を重ねる。北部ヨーロッパでは、10月～４月にかけて一次寄主植物にとどまる。 
春から秋にかけて二次寄主植物上で世代を繰り返し、有翅虫が出現して夏寄主（二次寄主）に

移動し、葉裏や茎頂にコロニーを作る（CABI, 2007）。二次寄主植物上の個体は頻繁に有翅虫を
生じて他の二次寄主植物に分散しながら、夏季を通じて繁殖を続ける（Alford, 1995）。 
これらのことから、本種が原産地で付着している可能性は、「高い」と評価する。 

［切り花及び野菜］ 
A. fabae cirsiiacanthoidis は、一次寄主植物である Euonymus europaeus、Philadelphus 

coronarius、Viburnum opulus及び Digitalis purpureaに産卵し、単為生殖で無翅雌成虫を産し、
約３世代を重ねる。北部ヨーロッパでは、10月～４月にかけて一次寄主植物にとどまる。 
春から秋にかけて二次寄主植物上で世代を繰り返し、有翅虫が出現して夏寄主に移動し、葉

裏や茎頂にコロニーを作る（CABI, 2007）。二次寄主植物上の個体は頻繁に有翅虫を生じて他の
二次寄主植物に分散しながら、夏季を通じて繁殖を続ける（Alford, 1995）。 
これらのことから、本種が原産地で付着している可能性は、「高い」と評価する。 

イ 輸送中・貯蔵中に生き残る可能性 
栽培用植物、切り花及び野菜類は通常、温度コントロールされたコンテナで輸送される。このた

め、本亜種の生存率に影響を与えることはほとんどないと判断できる。 
これらのことから、本亜種が輸送中・貯蔵中に生き残る可能性は「極めて高い」と評価する。 

ウ 既存の管理手続に耐えて生き残る可能性 
マメクロアブラムシグループは、収穫・選別の過程で除去される可能性が低く、日本を含め多くの

国に侵入していることから、輸出国で行われる管理手続き耐えて生き残る可能性が高いと考えられ

る。 
このことから、既存の管理手続に耐えて生き残る可能性は「高い」と評価する。 

エ 寄主植物に移動する可能性 
［栽培用植物］ 
栽培用植物として輸入された一次及び二次寄主植物は、ほ場に植えられるため、利用可能な

寄主植物が存在する可能性が高く、単為生殖により有翅虫を産し他の寄主植物へ移動すること

ができるため、他の寄主植物へ移動する可能性が極めて高い。 
このことから、本種が日本の寄主植物に移動する可能性は「極めて高い」と評価する。 
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［切り花及び野菜］ 
切り花あるいは野菜として輸入された一次及び二次寄主植物から本亜種の有翅虫は中距離飛

翔できるため、他の利用可能な寄主植物へ移動する可能性は、移動能力から「中程度」と評価す

る。 
オ 入り込みの可能性の結論 
［栽培用植物］ 
評価基準に基づき、入り込みの可能性は、「高い」と評価する。 

［切り花及び野菜］ 
評価基準に基づき、入り込みの可能性は、「中程度」と評価する。 

 

② 定着の可能性 

ア 日本における寄主の利用可能性 

A. fabae cirsiiacanthoidis の一次寄主植物（以下に列挙）と同一種もしくは同属の種が、日本に
分布あるいは自生する。 
ニシキギ（Euonymus alatus） 北海道から九州に分布（飯島ら, 1974） 
ツリバナ（E. oxyphyllus） 北海道から九州に自生（飯島ら, 1974） 
バイカウツギ（Philadelphus satsumanus） 本州中部から九州に分布（飯島ら, 1974） 
セイヨウバイカウツギ（P. grandiflorus） 庭園樹、公園樹などとして栽培（飯島ら, 1974） 
ヨウシュカンボク（Viburnum opulus） 大正年間に渡来（園芸植物大辞典, 1994） 
ガマズミ（V. dilatatum） 北海道南部から九州に分布（飯島ら, 1974） 
カンボク（V. pubinerve） 北海道から九州に自生（飯島ら, 1974） 
オオカメノキ（V. furcatum） 北海道から九州に分布（飯島ら, 1974） 
ゴマギ（V. sieboldi） 本州から九州に分布（飯島ら, 1974） 
ジギタリス（Digitalis purpurea） 世界各国で広く栽培（園芸植物大辞典, 1994） 
これらは沖縄を除く日本全国で栽培あるいは分布しており、また、ごぼう、アザミ属、コスモス等の

二次寄主植物（別表１）も日本全国に栽培あるいは分布しているため、本亜種が日本の寄主植物を

利用する可能性は「極めて高い」と評価する。 
イ 日本の環境への適応能力 

A. fabae cirsiiacanthoidis は日本と気候が類似するイタリア、オーストリア、トルコに分布するた
め、本種の日本の環境への適応力は「極めて高い」と評価する。 
ウ 年間を通じた生存能力 
本種グループは一次寄主植物として冬季は樹木を利用し、夏季は二次寄主植物を利用できるた

め、本種グループのすべての種あるいは亜種が日本で年間を通じて生き残る可能性は「極めて高

い」と評価する。 
エ 定着の可能性の結論 
評価基準に基づき、定着の可能性は、「極めて高い」と評価する。 

 

③ 侵入の可能性の結論 

［栽培用植物］ 

評価基準に基づき、侵入およびまん延の可能性は「高い」と評価する。 

［切り花及び野菜］ 

評価基準に基づき、侵入およびまん延の可能性は「中程度」と評価する。 



 

- 8 - 
 

 

２）まん延の可能性 

① 人為的移動の可能性 

本種グループの寄主植物は苗木として流通する可能性があるため、人為的移動の可能性は「極

めて高い」と評価する。 

② 自然分散の可能性 

マメクロアブラムシグループは、一次寄主植物から二次寄主植物へ移動する場合、中距離を飛翔

する。同様に、二次寄主植物から一次寄主植物へ移動する場合も長い距離を飛翔する（CABI, 
2007）。具体的な飛翔距離は不明であるが、100ｍ単位での飛翔は可能と判断し、本種の自然分散
の可能性は「高い」と評価する。 

③ まん延の可能性の結論 

評価基準に基づき、まん延の可能性は「高い」と評価する。 

 

３）侵入およびまん延の可能性の結論 

［栽培用植物］ 

評価基準に基づき、侵入およびまん延の可能性は「中程度」と評価する。 

［切り花及び野菜］ 

評価基準に基づき、侵入およびまん延の可能性は「低い」と評価する。 

 

４）経済的重要性 

亜種ごとの被害に関する情報は得られなかったが、マメクロアブラムシグループは、ウイルスを媒介

することによる被害よりも、寄主植物を吸汁加害することで大きな被害をもたらすと報告されている

（CAB, 2007）。 
本亜種の寄主植物のうち、Asphodeline liburnica（ユリ科）のみが日本既発生の２亜種の寄主植物と

一致しないため、本亜種により新たな被害が生じる可能性があるが、当該寄主の輸入実績はなく、か

つ、日本に分布しているとの情報がなかった（同属の種は存在）。 
他の一次及び二次寄主植物は、日本既発生の２亜種マメクロアブラムシおよびイヌホオズキアブラ

ムシも利用するため、本亜種が侵入・まん延したとしても、既発生の２亜種により既に受けている被害と

差はないと考えられる。 
したがって、本亜種の被害の程度や加害様式に関し、違いがあるとの情報はなく、経済的重要性は

既発生の２亜種と違いがないと考えられるため、「無視できる」と評価する。 
亜種ごとの防除方法は不明であるが、マメクロアブラムシの防除には、化学的、生物学的、抵抗性

品種、耕種的防除、総合防除が実施されている。 

 

５）危険にさらされている地域 

なし。 

 

６）評価にあたっての不確実性 

本亜種が、マメクロアブラムシ（Aphis fabae）が媒介するウイルスを媒介するか否かについては不確
実性を伴う。 

 

（２）Aphis fabae mordwilkoiの危険度評価 
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分布国： スイス、ドイツ、イタリア、英国、トルコ 
一次寄主植物： Viburnum opulus（ヨウシュカンボク： スイカズラ科ガマズミ属） 

１）侵入の可能性 
① 入り込みの可能性 

ア 原産地で品目に付着している可能性 
［栽培用植物］ 

A. fabae mordwilkoiは、Viburnum opulusを一次寄主植物（冬寄主とも呼ばれる）とする。 
春から秋にかけて二次寄主植物上で世代を繰り返し、有翅虫が出現して夏寄主に移動し、葉裏

や茎頂にコロニーを作る（CABI, 2003）。二次寄主植物上の個体は頻繁に有翅虫を生じて他の二
次寄主植物に分散しながら、夏季を通じて繁殖を続ける（Alford, 1995）。 
これらのことから、本種が原産地で一次寄主植物に付着している可能性は、「高い」と評価す

る。 
［切り花及び野菜］ 

A. fabae mordwilkoiは、Viburnum opulusを一次寄主植物とする。 
春から秋にかけて二次寄主植物上で世代を繰り返し、有翅虫が出現して夏寄主に移動し、葉裏

や茎頂にコロニーを作る（CABI, 2003）。二次寄主植物上の個体は頻繁に有翅虫を生じて他の二
次寄主植物に分散しながら、夏季を通じて繁殖を続ける（Alford, 1995）。 
これらのことから、本種が原産地で付着している可能性は、「高い」と評価する。 

イ 輸送中・貯蔵中に生き残る可能性 
栽培用植物、切り花及び野菜類は通常、温度コントロールされたコンテナで輸送される。このた

め、本亜種の生存率に影響を与えることはほとんどないと判断できる。 
これらのことから、本亜種が輸送中・貯蔵中に生き残る可能性は「極めて高い」と評価する。 

ウ 既存の管理手続に耐えて生き残る可能性 
マメクロアブラムシグループは、収穫・選別の過程で除去される可能性が低く、日本を含め多くの

国に侵入していることから、輸出国内行われる管理手続き耐えて生き残る可能性が高いと考えられ

る。 
このことから、既存の管理手続に耐えて生き残る可能性は「高い」と評価する。 

エ 寄主植物に移動する可能性 
［栽培用植物］ 
栽培用植物として輸入された一次及び二次寄主植物は、ほ場に植えられるため、利用可能な

寄主植物が存在する可能性が高く、単為生殖により有翅虫を産し他の二次寄主植物へ移動する

ことができるため、他の寄主植物へ移動する可能性が極めて高い。 
このことから、本種が日本の寄主植物に移動する可能性は「極めて高い」と評価する。 
［切り花及び野菜］ 
野菜として輸入された二次寄主植物から本亜種の有翅虫が、他の利用可能な寄主植物へ移動

する可能性は、移動能力から「中程度」と評価する。 
オ 入り込みの可能性の結論 
［栽培用植物］ 
評価基準に基づき、入り込みの可能性は、「高い」と評価する。 
［切り花及び野菜］ 
評価基準に基づき、入り込みの可能性は、「中程度」と評価する。 
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② 定着の可能性 

ア 日本における寄主の利用可能性 
A. fabae mordwilkoiの一次寄主植物と同一種もしくは同属の種が（A. fabae cirsiiacanthoidisの
記述を参照）、沖縄を除く日本全国で栽培あるいは分布しており、また、ごぼう、アザミ属等の二次

寄主植物（別表２）も日本全国に栽培あるいは分布しているため、本亜種が日本の寄主植物を利用

する可能性は「極めて高い」と評価する。 
イ 日本の環境への適応能力 

A. fabae mordwilkoi は日本と気候が類似するイタリア、トルコに分布するため、本種の日本の環
境への適応力は「極めて高い」と評価する。 
ウ 年間を通じた生存能力 
本種グループは一次寄主植物として冬季は樹木を利用し、夏季は二次寄主植物を利用できるた

め、本種グループのすべての種あるいは亜種が日本で年間を通じて生き残る可能性は「極めて高

い」と評価する。 
エ 定着の可能性の結論 
評価基準に基づき、定着の可能性は、「極めて高い」と評価する。 

 

③ 侵入の可能性の結論 

［栽培用植物］ 

評価基準に基づき、侵入の可能性は、「高い」と評価する。 

［切り花及び野菜］ 

評価基準に基づき、侵入の可能性は、「中程度」と評価する。 

 

２）まん延の可能性 

① 人為的移動の可能性 

本種グループの寄主植物は苗木として流通する可能性があるため、人為的移動の可能性は「極

めて高い」と評価する。 

② 自然分散の可能性 

マメクロアブラムシグループは、一次寄主植物から二次寄主植物へ移動する場合、長い距離を飛

翔する。同様に、二次寄主植物から一次寄主植物へ移動する場合も長い距離を飛翔する（CABI, 
2007）。具体的な飛翔距離は不明であるが、100ｍ単位での飛翔は可能と判断し、本種の自然分散
の可能性は「高い」と評価する。 
③ まん延の可能性の結論 

評価基準に基づき、まん延の可能性は「高い」と評価する。 

 

３）侵入およびまん延の可能性の結論 

［栽培用植物］ 

評価基準に基づき、侵入の可能性は、「中程度」と評価する。 

［切り花及び野菜］ 

評価基準に基づき、入り込みの可能性は、「低い」と評価する。 

 

４）経済的重要性 

亜種ごとの被害に関する情報は得られなかったが、マメクロアブラムシグループは、ウイルスを媒介
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することによる被害よりも、寄主植物を吸汁加害することで大きな被害をもたらすと報告されている

（CAB, 2007）。 
一次及び二次寄主植物は、日本既発生の２亜種マメクロアブラムシおよびイヌホオズキアブラムシも

利用するため、本亜種が侵入・まん延したとしても、既発生の２亜種に受ける被害と差はないと考えら

れる。 
したがって、本亜種の被害の程度や加害様式に関し、違いがあるとの情報はなく、経済的重要性は

既発生の２亜種と違いがないと考えられるため、「無視できる」と評価する。 
亜種毎の防除方法は不明であるが、マメクロアブラムシの防除には、化学的、生物学的、抵抗性品

種、耕種的防除、総合防除が実施されている。 

 

５）危険にさらされている地域 

なし。 

 

６）評価にあたっての不確実性 

本亜種が、マメクロアブラムシ（Aphis fabae）が媒介するウイルスを媒介するか否かについては不確
実性を伴う。 

 

（３）Aphis fabae euonymiの危険度評価 
分布国： ベルギー、英国 
一次寄主植物： Euonymus europaeus（セイヨウマユミ： ニシキギ科ニシキギ属） 

１）侵入の可能性 
① 入り込みの可能性 

ア 原産地で品目に付着している可能性 
［栽培用植物］ 

A. fabae euonymiは、Euonymus europaeus及び Galium spp.を寄主植物とする。 
寄主植物に本亜種が寄生している可能性は「高い」と判断できる。 
これらのことから、本種が原産地で寄主植物に付着している可能性は、「高い」と評価する。 

イ 輸送中・貯蔵中に生き残る可能性 
栽培用植物、切り花は通常、温度コントロールされたコンテナ等で輸送される。このため、本亜種

の生存率に影響を与えることはほとんどないと判断できる。 
これらのことから、本亜種が輸送中・貯蔵中に生き残る可能性は「極めて高い」と評価する。 

ウ 既存の管理手続に耐えて生き残る可能性 
マメクロアブラムシグループは、収穫・選別の過程で除去される可能性が低く、日本を含め多くの

国に侵入していることから、輸出国内行われる管理手続き耐えて生き残る可能性が高いと考えられ

る。 
このことから、既存の管理手続に耐えて生き残る可能性は「高い」と評価する。 

エ 寄主植物に移動する可能性 
栽培用植物として輸入された一次及び二次寄主植物は、ほ場に植えられるため、利用可能な

寄主植物が存在する可能性が高く、単為生殖により有翅虫を産し他の寄主植物へ移動すること

ができるため、他の寄主植物へ移動する可能性が極めて高い。 
このことから、本種が日本の寄主植物に移動する可能性は「極めて高い」と評価する。 

オ 入り込みの可能性の結論 
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評価基準に基づき、入り込みの可能性は、「高い」と評価する。 

 

② 定着の可能性 

ア 日本における寄主の利用可能性 
A. fabae euonymiの一次寄主植物（以下に列挙）と同一種もしくは同属の種が、日本に分布ある
いは自生する。 
ニシキギ（Euonymus alatus） 北海道から九州に分布（飯島ら, 1974） 
ツリバナ（E. oxyphyllus） 北海道から九州に自生（飯島ら, 1974） 
これらは沖縄を除く日本全国で栽培あるいは分布しており、また、ヤエムグラ属の二次寄主植物

（別表３）も日本全国に栽培あるいは、分布しているため、本グループが日本の寄主植物を利用す

る可能性は「極めて高い」と評価する。 
イ 日本の環境への適応能力 

A. fabae euonymiは日本と気候が類似するベルギー、英国に分布するため、本種の日本の環境
への適応力は「高い」と評価する。 
ウ 年間を通じた生存能力 
本種グループは一次寄主植物として冬季は樹木を利用し、夏季は二次寄主植物を利用できるた

め、本種グループのすべての種あるいは亜種が日本で年間を通じて生き残る可能性は「極めて高

い」と評価する。 
エ 定着の可能性の結論 
評価基準に基づき、定着の可能性は、「高い」と評価する。 

 

③ 侵入の可能性の結論 

評価基準に基づき、侵入の可能性は、「中程度」と評価する。 

 

２）まん延の可能性 

① 人為的移動の可能性 

本種グループの寄主植物は苗木として流通する可能性があるため、人為的移動の可能性は「極

めて高い」と評価する。 

② 自然分散の可能性 

マメクロアブラムシグループは、一次寄主植物から二次寄主植物へ移動する場合、長い距離を飛

翔する。同様に、二次寄主植物から一次寄主植物へ移動する場合も長い距離を飛翔する（CABI, 
2007）。具体的な飛翔距離は不明であるが、100ｍ単位での飛翔は可能と判断し、本種の自然分散
の可能性は「高い」と評価する。 
③ まん延の可能性の結論 

評価基準に基づき、まん延の可能性は「高い」と評価する。 

 

３）侵入およびまん延の可能性の結論 

評価基準に基づき、侵入の可能性は、「低い」と評価する。 

 

４）経済的重要性 

本亜種ごとの被害に関する情報は得られなかったが、マメクロアブラムシグループは、ウイルスを媒

介することによる被害よりも、寄主植物を吸汁加害することで大きな被害をもたらすと報告されている
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（CABI, 2007）。 
一次及び二次寄主植物は、日本既発生の２亜種マメクロアブラムシおよびイヌホオズキアブラムシも

利用するため、本亜種が侵入・まん延したとしても、既発生の２亜種に受ける被害と差はないと考えら

れる。 
したがって、本亜種の被害の程度や加害様式に関し、違いがあるとの情報はなく、経済的重要性は

既発生の２亜種と違いがないと考えられるため、「無視できる」と評価する。 
亜種毎の防除方法は不明であるが、マメクロアブラムシの防除には、化学的、生物学的、抵抗性

品種、耕種的防除、総合防除が実施されている。 

 

５）危険にさらされている地域 

なし。 

 

６）評価にあたっての不確実性 

本亜種が、マメクロアブラムシ（Aphis fabae）が媒介するウイルスを媒介するか否かについては不確
実性を伴う。 

 

（４）マメクロアブラムシグループの評価にあたっての不確実性 

マメクロアブラムシ（Aphis fabae）は、付表に示したウイルスを媒介することが知られている。しかしな
がら、媒介ウイルスに関する情報が得られていないため、ウイルスの危険度評価が完了していない。こ

のため、ウイルス媒介者としての検疫上の取り扱いに関しては不確実性を伴う。 

 

２．危険度評価の結論 
（１）マメクロアブラムシグループ 

マメクロアブラムシグループの寄主植物に関しては、日本未発生の３亜種（Aphis fabae 
cirsiiacanthoidis, A. fabae mordwilkoi, A. fabae euonymi）と日本既発生の２亜種（マメクロアブラムシ： 
A. fabae fabae及びイヌホオズキアブラムシ：A. fabae solanella）との間にほとんど相違はなかった（別表
１～３）。ただし、A. fabae cirsiiacanthoidisの１種の寄主植物（Asphodeline liburnica： ユリ科）のみが異
なるが、当該寄主の日本での輸入実績はなく、かつ、日本に分布しているとの情報がなかった（同属の

種は存在）。 
また、日本未発生の３亜種と既発生の２亜種について、被害の程度及び加害様式等に差があ

るとの情報は得られなかった。 
したがって、マメクロアブラムシグループの日本未発生の亜種が日本に侵入・まん延したとしても、

日本に栽培あるいは分布する植物に対する被害、加害の程度は既発生亜種と同じであり、新たな被

害はもたらさないと判断した。このため、他の３亜種が侵入したとしても新たな潜在的経済的影響はな

いと判断できる。 
 
日本既発生の２亜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。したがって、マメクロ

アブラムシグループは、「マメクロアブラムシ： Aphis fabae」として検疫有害動植物の要件には当てはま
らないと判断した。 
 
（２）媒介するウイルス 
マメクロアブラムシは日本未発生の６種のウイルスを媒介することが知られているが、これ
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らのウイルスに関して経済的重要性に関する情報が入手できなかった。このため、媒介ウイル

スの病害虫危険度評価が完了していない現状では適切な検疫措置が特定できない現状にある。 
 

したがって、ウイルスに対して適切な危険度評価を行うために必要な情報が得られるまでの間、当

面の暫定的な検疫措置として、栽培用植物にマメクロアブラムシが付着していた場合は、ウイルスの侵

入を防止するため、マメクロアブラムシならびにマメクロアブラムシが付着していた植物を含めた適切な

検疫措置を執る必要があると判断した。なお、消費物に付着するマメクロアブラムシに関しては一般に

消費物から他の作物にウイルスが伝搬する可能性は極めて低いとされていることから検疫措置の対象

とする必要はないと判断した。 

 

３．病害虫危険度管理 

消費物に付着するマメクロアブラムシに関しては検疫措置の対象とせず、栽培用植物にマメクロアブ

ラムシが付着していた場合は、ウイルスの侵入を防止するため、マメクロアブラムシならびにマメクロアブ

ラムシが付着していた植物を含めた適切な検疫措置を執る必要があると判断した。 
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（参考） 
 

マメクロアブラムシ Aphis fabaeに関する生物学的情報 
 
１．分類 
（１）分類学的位置付け 

Homoptera ヨコバイ目 
Aphididae アブラムシ科 

 
（２）学名及ぶ分類の現状 

Aphis fabae Scopoli, sensu latiori 
Aphis fabae fabae Scopoli, 1763 
Aphis fabae solanella Theobald, 1914 
Aphis fabae cirsiiacanthoidis Scopoli, 1763 
Aphis fabae mordwilkoi Borner & Janisch, 1922 
Aphis fabae euonymi Fabricius, 1775 

 
シノニム （Aphis fabae） 

Doralis fabae Scopoli 
Aphis atriplicis 
Aphis dahliae 
Aphis euonymi-papaveris 
Aphis inducta 
Aphis insularis 
Aphis papaveris 
Aphis suffragans 
Aphis translata 
Doralis papaveris 
Doralis rumicis 
 

２．我が国既発生種 
Aphis fabae fabae Scopoli 

和名：マメクロアブラムシ 
英名：black beam aphid, bean aphid 

Aphis fabae solanella Theobal） 
和名：イヌホオズキアブラムシ 

 
３．寄主植物 
（１）主要寄主植物 
マメクロアブラムシ 
＜国内＞ 
アカザ科：ホウレンソウ・テンサイ・フダンソウ＊、エゾノギシギシ科：エゾノギシギシ＊、マメ科：ソラ
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マメ・エンドウ・インゲン・アズキ（本多, 2000）（＊飼育データ） 
＜国外＞ 
アカザ科：フダンソウ属（Beta spp.）、アカザ属の１種（Chenopodium sp.）＊・テンサイ＊、ニシキ
ギ科：ニシキギ属の１種（Euonymus europaea） 、マメ科：ソラマメ＊・ゲンゲ属の１種
（Phaseolus sp.）＊、ソラマメ属（Vicia spp.）等約 1,000種以上の寄主植物が記録されている**。

（CABI, 2007 Jorg, E. and G. Lampel, 1995b ＊Secondary host, **Holman, 2009） 
 

本種は最も食性の広いアブラムシの一つで、花卉・観賞用植物を含む200種類以上の植物に寄
生する。冬寄主はヨーロッパマユミ Euonymus europea、ヨウシュカンボク Viburnum opulus、バ
イカウツギ属の一種 Philadelphus sp.等である（CABI, 2007）。 

 
イヌホオズキアブラムシ 
＜国内＞ 
キク科：タカアザミ・チョウセンアザミ・キツネアザミ、セリ科、ナス科：イヌホオズキ、ニシキギ科：ツ

リバナ、リュウゼツラン科：キミガヨラン（高橋・稲泉, 1989） 
＜国外＞ 
キク科：アザミ属＊・セイヨウトゲアザミ、ナス科：イヌホオズキ＊、ニシキギ科：ニシキギ属の１種

（Euonymus europaea）（Jorg, E. and G. Lampel, 1995a）（Jorg, E. and G. Lampel, 
1995b ＊Secondary host） 

A. fabae. cirsiiacanthoidis 
別表１参照 

A. fabae . mordwilkoi 
別表２参照 

A. fabae euomymi 
別表３参照 

 
４．地理的分布  
＜日本＞（本多, 2000、杉本, 2008） 
マメクロアブラムシ： 日本に広く分布 
イヌホオズキアブラムシ： 北海道、栃木県 

＜世界＞（CPC, 2007） 
マメクロアブラムシ 
（１）アジア 

アフガニスタン、中華人民共和国、グルジア、インド、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、カザ

フスタン、大韓民国、キルギス、レバノン、マレーシア、ネパール、パキスタン、フィリピン、スリラ

ンカ、シリア、タジキスタン、トルコ、トルクメニスタン、アゼルバイジャン 
（２）ヨーロッパ 

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェッコ、チェッコスロバキア、デン

マーク、フィンランド、旧ユーゴスラビア、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、ア

イルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、マルタ、オランダ、ノールウェー、ポーランド、ポルトガ

ル、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナ、

英国 
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（３）アフリカ 
アルジェリア、ブルンジ、カメルーン、コンゴ、コートジボアール、エジプト、エチオピア、ケニア、

リビア、マラウイ、モロッコ、ニジェール、ナイジュリア、南アフリカ、スーダン、タンザニア、チュニ

ジア、ウガンダ、ザンビア 
（４）南北アメリカ 

アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、メキシコ、ペルー、プエルトリコ、アメリカ合衆国、ウルグ

アイ、バミューダ諸島（英） 
 
イヌホオズキアブラムシ 
以下のような分布が未確認ではあるが記録されている（CABI, 2007）。 
（１）アジア 
インド、レバノン、イエメン 

（２）ヨーロッパ 
ドイツ 

（３）南北アメリカ 
ブラジル 

A. fabae. cirsiiacanthoidis 
オーストラリア、スイス、リヒテンスタイン、デンマーク、ドイツ、イタリア、ラトビア、ラトビア、モルドバ、

英国（Jorg, E. and G. Lampel, 1995a） 
A. fabae. mordwilkoi 

スイス、ドイツ、イタリア、英国、トルコ（Jorg, E. and G. Lampel, 1995a） 
A. fabae euonymi 

ベルギー、英国 
 
５．分布拡大の記録 

二亜種は近年日本へ侵入したものと考えられる（香川・稲泉・高橋, 1995）。しかしながら、杉本（2008）
によれば、少なくとも 1960 年代にはすでに日本に広く分布していたとしている。また、過去の文献の形
態や寄主植物の記述から 1900年代前半には A. fabaeが生息していた可能性を示唆している。 
南米にも分布を拡大している（Blackman and Eastop, 1984） 

 
６．移動分散方法 

中距離飛翔（CABI, 2007）。自ら歩行、風により分散する。本種の場合、飛来密度が 3,400/103 m3に

達する（Johnson, 1969）。 
 
７．形態及び生態 
（１）各生育ステージの形態 
マメクロアブラムシ 
卵 
卵は一般に長だ円形か紡錘型で扁平なものもある（田中, 1976）。 

幼虫 
光沢のない黒色。有翅型はワックスを被る（本多, 2000）｡ 

成虫 
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腹部背面の節ごとにやや小型のキチン板があり、触角第３節上の刺毛の長さがその直径とほぼ等し

く、口吻末端節の２次刺毛が長い。光沢のない黒色。（本多, 2000） 
外見はワタアブラムシに酷似しており肉眼では判別が困難だが，実体顕微鏡での観察により，尾片

の刺毛数等で判別できる（宮城県, 1999）。 
（２）生活史 

本種は 1993 年、10 月下旬に北海道 伊達市のテンサイで発生が認められた。同年の「モノヒカリ」
は抽苔が多めで、アブラムシの寄生はこの花茎先端付近に多かった。晩秋に胎生成虫だけがいたこと

から、これらは不完全生活環の群と判断される。寒冷地では越冬困難だが、マメクロアブラムシは道南

地域では越冬の可能性が示唆されている（十勝農試研究部, 1993）。 
欧米では、ニシキギ類（Euonymus）等の冬寄主上で卵越冬。春、越冬卵からふ化した幹母が無翅
虫を生じて数世代を経過した後、有翅虫が出現して夏寄主に移動し、葉裏や茎頂にコロニーを作る。

低温のために夏寄主への移住が遅れたり、移住が起こらないこともある（CABI, 2007）。夏寄主上の個
体は度々、有翅虫を生じて他の夏寄主植物に分散しながら、夏季を通じて繁殖を続ける（Alford, 
1995）。秋になると、有性生殖世代の有翅型の産雌虫が出現して冬寄主に移動して産卵雌虫を産出
し、そこで雄と交尾して樹皮上に越冬卵を産下する。 
気候の温暖な地域では有性生殖世代を経過することなく、無翅胎生雌虫態で越冬することも可能で

ある。また、寄主交代は必ずしも必要ではなく、１年を通じてニシキギ類（Euonymus）上で生活可能で
ある（CABI, 2007）。 

 
イヌホオズキアブラムシ 
宇都宮市、札幌市ではイヌホウズキに７月～12月まで普通に見られる。秋遅くまで胎生世代は見られ
たが、有性世代の出現は確認できなかった（高橋・稲泉, 1989）。 

（３）増殖能力 
15℃で約２週間で成虫になる（本多, 2000）。 

（４）世代数 
晩秋～初冬にかけて野外で確認された個体は，無翅虫と有翅虫でコロニーを形成していた。室内

飼育(室温 22℃前後)の結果では，産子された幼虫は２週間弱で成虫となった（宮城県, 1999）。 
（５）環境の影響 

ヨーロッパ産のマメクロアブラムシでは、低温短日条件に反応して有性世代が出現する（Tsitsipis 
and Mittler, 1976, 1977 ）。大阪府で採集されたマメクロアブラムシのクローンは、同様に有性世代
を産出しない不完全生活環を持つと考えられた（本多, 2000）。 
気候の温暖な地域では有性生殖世代を経過することなく、無翅胎生雌虫態で越冬することも可能で

ある（CABI, 2007）。 
寄主交代は必ずしも必要ではなく、１年を通じてニシキギ類 Euonymus 上で生活可能である
（CABI, 2007）。 

 
８．被害 
（１）被害の症状 

テンサイの花茎先端付近に多く寄生（十勝農業試験場, 1993）。 
テンサイでは被害葉は下方に巻いて著しく変形する。葉縁部から葉全体が壊死症状を起こす。激発

時には成熟した大きな個体の葉でも枯れ上がることがある（Summers et al, 1998）。そのため、根の
発育が不完全になり、糖分含量が低下する。また、採種用個体の花序にも寄生して、種子形成を阻害
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する。さらに、甘露を分泌するため、すす病が発生する（CABI, 2007）。薬剤や天敵により、本種が死
滅すれば、テンサイは新葉を出して再び生育を始める（Summers et al, 1998）。 
本種は他の植物においても、あらゆる部位に寄生する。葉の変形は起こらないが、唾液の作用によ

り生育に悪影響が生じ、花付きも悪くなる。 
（２）被害の実例 

ソラマメで 1993年、1994年の春に大発生した（香川・稲泉・高橋, 1995）。 
草丈約１mのソラマメで２～３割の下部に本種とマメアブラムシが混在してコロニーを形成していた。 

（３）ベクター 
媒介するウイルス（付表） 
マメクロアブラムシは 30種類以上の植物ウイルスを媒介する（本多, 2000）。 
本種が媒介するウイルスには以下のものが含まれる（Brunt et al., 1996）。 
非永続型：Artichoke latent potyvirus*, Iris fulva mosaic potyvirus*, Beet mosaic 

potyvirus, Potato Y potyvirus 
半永続型：Beet yellows closterovirus 
永続型：Faba bean necrotic yellows nanavirus*、Beet yellow net virus* 
これらのうち、*印を付したものは日本未発生である。 

 

９．防除 
（１）モニタリング 

４・５月栽植のテンサイの場合、発芽後６～８週間が防除に最も重要な時期である。葉巻症状やアブ

ラムシ密度をモニタリングして薬剤防除の要否を決定する（Summers et al, 1998）。 
（２）生物学的防除 

アブラムシ類を攻撃する捕食者や寄生者は普通に存在し種類も多い。これらがマメクロアブラムシも

攻撃する。テントウムシ類、クサカゲロウやハナアブの幼虫がしばしば、マメクロアブラムシのコロニーと

ともに見いだされる。定期的なモニタリングの際に、これら天敵の発生とマメクロアブラムシ個体数への

影響に注目する。これらの天敵が存在し、アブラムシの個体数が減少している場合は薬剤散布を遅ら

せる。 
また、マメクロアブラムシには繁殖力の強い寄生蜂 Lysiphlebus testaceipes が寄生する。本種は
数日の間にマメクロアブラムシの大規模な個体群を制御することができる。従って、本種の活動が明ら

かな場合は、薬剤散布を遅らせるか、中止する。 
また、ある種の糸状菌はマメクロアブラムシを攻撃し、数日間でその個体数を制御するようである。 
ほとんどの場合、マメクロアブラムシの個体数は、これら生物学的要因の組み合わせによって制御さ

れている（Summers et al, 1998）。 
（３）化学的防除 

イミダクロプリド剤、ダイアジノン、クロルピリフォス等を散布（Summers et al, 1998）。 
（４）防除管理計画 

日本では発生予察事業の対象害虫となっており、発生予察の結果に基づき、地方公共団体等の指

導により適切に薬剤防除が実施されている。 
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