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参考資料１．ツマジロクサヨトウの寄主植物一覧（CABI (2019) より） 
学名  科  属名  和名  英名  

Abelmoschus 

esculentus  

アオイ科  トロロアオイ属  オクラ  okra  

Althaea rosea 

(=Alcea rosea)  

アオイ科  ビロードアオイ属   Hollyhock  

Gossypium  アオイ科  ワタ属  ワタ属  cotton  

Gossypium 

herbaceum  

アオイ科  ワタ属  シロバナワタ  short staple cotton  

Gossypium hirsutum  アオイ科  ワタ属  ケブカワタ  Bourbon cotton  

Hibiscus cannabinus  アオイ科  フヨウ属 

（ハイビスカス）  

ケナフ  kenaf  

Beta  アカザ科  フダンソウ属 

（トウジサ属）  

フダンソウ属 

（トウジサ属） 

 

Beta vulgaris  アカザ科  フダンソウ属 

（トウジサ属）  

 beetroot  

Beta vulgaris var. 

cicla  

アカザ科  フダンソウ属 

（トウジサ属）  

フダンソウ  

Beta vulgaris var. 

saccharifera  

アカザ科  フダンソウ属 

（トウジサ属）  

 sugarbeet  

Chenopodium album  アカザ科  アカザ属  シロザ  fat hen  

Chenopodium 

quinoa  

アカザ科  アカザ属  キノア  quinoa  

Spinacia oleracea  アカザ科  ホウレンソウ属  ホウレンソウ  spinach  

Coffea arabica  アカネ科  コーヒーノキ属  アラビアコーヒー  arabica coffee  

Brassica napus  

var. napus  

アブラナ科  アブラナ属  セイヨウアブラナ  rape  

Brassica oleracea  アブラナ科  アブラナ属  ヤセイカンラン  cabbages, 

cauliflowers  

Brassica oleracea 

var. botrytis  

アブラナ科  アブラナ属  カリフラワー  cauliflower  

Brassica oleracea 

var. capitata  

アブラナ科  アブラナ属  キャベツ  cabbage  

Brassica oleracea 

var. viridis  

アブラナ科  アブラナ属   collards  
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Brassica rapa  アブラナ科  アブラナ属  カブ  

Brassica rapa 

subsp. oleifera  

アブラナ科  アブラナ属   turnip rape  

Brassica rapa 

subsp. rapa  

アブラナ科  アブラナ属   turnip  

Brassicaceae  アブラナ科  アブラナ科   cruciferous crops  

Raphanus sativus  アブラナ科  ダイコン属  ダイコン  radish  

Linum  

usitatissimum  

アマ科  アマ属  アマ  flax  

Gladiolus  アヤメ科  グラジオラス属  グラジオラス属  sword lily  

Gladiolus hybrids  アヤメ科  グラジオラス属   sword lily  

Agrostis  イネ科  ヌカボ属  ヌカボ属  bentgrasses  

Agrostis gigantea  イネ科  ヌカボ属   black bent  

Agrostis stolonifera  イネ科  ヌカボ属   creeping bentgrass  

Andropogon 

virginicus  

イネ科  ウシクサ属  メリケンカルカヤ  broomsedge  

Avena sativa  イネ科  カラスムギ属  えん麦  oats  

Avena strigosa  イネ科  カラスムギ属  セイヨウチャヒキ  black oat  

Cenchrus incertus  イネ科  クリノイガ属   Spiny burrgrass  

Chloris gayana  イネ科  オヒゲシバ属  アフリカヒゲシバ  rhodes grass  

Cynodon dactylon  イネ科  ギョウギシバ属  ギョウギシバ 

（バーミュダグラス）  

Bermuda grass  

Dactyloctenium 

aegyptium  

イネ科  タツノツメガヤ属   crowfoot grass  

Digitaria  イネ科  メヒシバ属  メヒシバ属  crabgrass  

Digitaria 

sanguinalis  

イネ科  メヒシバ属  サンギナーリス  large crabgrass  

Echinochloa colona  イネ科  ヒエ属  コヒメビエ  junglerice  

Echinochloa  

crus-galli  

イネ科  ヒエ属  イヌビエ  barnyard grass  

Eleusine indica  イネ科  オヒシバ属  オヒシバ  goose grass  

Elymus repens  イネ科  エゾムギ属   quackgrass  

Eremochloa 

ophiuroides  

イネ科  ムカデシバ属   centipedegrass  

Eriochloa punctata  イネ科  ナルコビエ属    
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Festuca 

arundinacea  

イネ科  ウシノケグサ属  オニウシノケグサ  tall fescue  

Hordeum vulgare  イネ科  オオムギ属  オオムギ  barley  

Lolium multiflorum  イネ科  ドクムギ属  ネズミムギ（イタリアン

ライグラス） 

Italian ryegrass  

Megathyrsus 

maximus  

イネ科  Megathyrsus属   Guinea grass  

Miscanthus × 

giganteus  

イネ科  ススキ属    

Oryza sativa  イネ科  イネ属（コメ）  イネ  rice  

Panicum  イネ科  キビ属  キビ属  millets  

Panicum miliaceum  イネ科  キビ属  キビ  millet  

Panicum virgatum  イネ科  キビ属    

Paspalum  イネ科  スズメノヒエ属  スズメノヒエ属  

Paspalum dilatatum  イネ科  スズメノヒエ属  シマスズメノヒエ  dallisgrass  

Paspalum distichum  イネ科  スズメノヒエ属  キシュウスズメノヒエ  knotgrass  

Paspalum 

fimbriatum  

イネ科  スズメノヒエ属    

Paspalum notatum  イネ科  スズメノヒエ属  アメリカスズメノヒエ  bahiagrass  

Paspalum urvillei  イネ科  スズメノヒエ属   Vasey grass  

Pennisetum 

clandestinum  

イネ科  チカラシバ属   Kikuyu grass  

Pennisetum glaucum  イネ科  チカラシバ属   pearl millet  

Phalaris canariensis  イネ科  クサヨシ属  ヤリクサヨシ 

（カナリーグラス）  

Canarygrass  

Phleum pratense  イネ科  アワガエリ属  チモシー  timothy grass  

Poa annua  イネ科  イチゴツナギ属  スズメノカタビラ  annual meadowgrass  

Poa pratensis  イネ科  イチゴツナギ属  ナガハグサ（ケンタッキ

ーブルーグラス） 

smooth meadow-

grass  

Poaceae  イネ科   イネ科 grasses  

Saccharum 

officinarum  

イネ科  サトウキビ属  サトウキビ  sugarcane  

Secale cereale  イネ科  ライムギ属  ライムギ  rye  

Setaria italica  イネ科  エノコログサ属  アワ  foxtail millet  

Setaria parviflora  イネ科  エノコログサ属   knotroot foxtail  
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Setaria viridis  イネ科  エノコログサ属  エノコログサ  green foxtail  

Sorghum  イネ科  モロコシ属  モロコシ属  

Sorghum bicolor  イネ科  モロコシ属  モロコシ  sorghum  

Sorghum caffrorum  イネ科  モロコシ属  サトウモロコシ  

Sorghum halepense  イネ科  モロコシ属  セイバンモロコシ  Johnson grass  

Sorghum sudanense  イネ科  モロコシ属  スーダンモロコシ 

（スーダングラス） 

Sudan grass  

Triticum  イネ科  コムギ属  コムギ属  wheat  

Triticum aestivum  イネ科  コムギ属  コムギ  wheat  

turfgrasses  イネ科   芝生  

Urochloa  イネ科  Urochloa属    

Urochloa 

decumbens  

イネ科  Urochloa属   signal grass  

Urochloa mutica  イネ科  Urochloa属   para grass  

Urochloa ramosa  イネ科  Urochloa属   browntop millet  

Urochloa texana  イネ科  Urochloa属    

Zea mays  イネ科  トウモロコシ属  トウモロコシ  maize  

Zea mays  

subsp. mays  

イネ科  トウモロコシ属   sweetcorn  

Zea mays  

subsp. mexicana  

イネ科  トウモロコシ属  テオシント  teosinte  

Zoysia  イネ科  シバ属  シバ属  

Citrullus lanatus  ウリ科  スイカ属   watermelon  

Cucumis melo  ウリ科  キュウリ属  メロン  melon  

Cucumis sativus  ウリ科  キュウリ属  キュウリ  cucumber  

Cucurbita 

argyrosperma  

ウリ科  カボチャ属   silver-seed gourd  

Cucurbita maxima  ウリ科  カボチャ属  セイヨウカボチャ  giant pumpkin  

Cucurbitaceae  ウリ科   ウリ科 cucurbits  

Mangifera indica  ウルシ科  マンゴウ属  マンゴウ（マンゴー）  mango  

Asclepias  ガガイモ科  トウワタ属  トウワタ属  Silkweed  

Carex  カヤツリグサ科  スゲ属  スゲ属  sedges  

Cyperus rotundus  カヤツリグサ科  カヤツリグサ属  ハマスゲ  purple nutsedge  

Carduus  キク科  ヤハズアザミ属  ヤハズアザミ属  thistle  

Chrysanthemum  キク科  キク属  キク属  daisy  
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Chrysanthemum 

morifolium  

キク科  キク属  キク  chrysanthemum 

(florists')  

Cichorium intybus  キク科  キクジシャ属  チコリ  chicory  

Cynara cardunculus  キク科  チョウセンアザミ属  カルドン  cardoon  

Dahlia pinnata  キク科  ダリア属  テンジクボタン  garden dahlia  

Helianthus annuus  キク科  ヒマワリ属  ヒマワリ  sunflower  

Lactuca sativa  キク科  アキノノゲシ属  チシャ  lettuce  

Tanacetum 

cinerariifolium  

キク科  タナケツム属   Pyrethrum  

Taraxacum 

officinale complex  

キク科  タンポポ属  セイヨウタンポポ  dandelion  

Xanthium 

strumarium  

キク科  オナモミ属  オナモミ  common cocklebur  

Plumeria  キョウチクトウ科 プルメリア属  プルメリア属  frangipani  

Plumeria rubra  キョウチクトウ科 プルメリア属  インドソケイ  red frangipani  

Malpighia glabra  キントラノオ科  ヒイラギトラノオ属  アセロラ  acerola  

Maranta  クズウコン科  クズウコン属  クズウコン属  arrowroot  

Carya  クルミ科  ペカン属  ペカン属  hickories  

Carya illinoinensis  クルミ科  ペカン属  ペカン  pecan  

Ficus  クワ科  イチジク属  イチジク属  

Piper  コショウ科  コショウ属  コショウ属  pepper  

Sesamum indicum  ゴマ科  ゴマ属  ゴマ  sesame  

Schlumbergera 

truncata  

サボテン科  シュルンベルゲラ属   christmas cactus  

Terminalia catappa  シクンシ科  モモタマナ属  モモタマナ  Singapore almond  

Zingiber officinale  ショウガ科  ショウガ属  ショウガ  ginger  

Platanus 

occidentalis  

スズカケノキ科  スズカケノキ属  アメリカスズカケノキ  sycamore  

Portulaca oleracea  スベリヒユ科  スベリヒユ属  スベリヒユ  purslane  

Viola  スミレ科  スミレ属  スミレ属  violet  

Eryngium foetidum  セリ科  エリンジューム属  オオバコエンドロ  

Fagopyrum 

esculentum  

タデ科  ソバ属  ソバ  buckwheat  

Asplenium nidus  チャセンシダ科  チャセンシダ属  シマオオタニワタリ  bird's nest fern  

Vaccinium  ツツジ科  スノキ属（コケモモ属） スノキ属（コケモモ属）  blueberries  
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Vaccinium 

corymbosum  

ツツジ科  スノキ属（コケモモ属） ヌマスノキ 

（ブルーベリー）  

blueberry  

Acalypha  トウダイグサ科  アカリーファ属  アカリーファ属  Copperleaf  

Codiaeum 

variegatum  

トウダイグサ科  クロトンノキ属  ヘンヨウボク  croton  

Hevea brasiliensis  トウダイグサ科  パラゴムノキ属  パラゴムノキ  rubber  

Ricinus communis  トウダイグサ科  トウゴマ属  トウゴマ（ヒマ）  castor bean  

Passiflora  トケイソウ科  トケイソウ属  トケイソウ属  passionflower  

Passiflora laurifolia  トケイソウ科  トケイソウ属  ミズレモン 

（タマゴトケイ） 

 

Atropa belladonna  ナス科  オオカミナスビ属  セイヨウハシリドコロ  deadly nightshade  

Capsicum  ナス科  トウガラシ属  トウガラシ属  peppers  

Capsicum annuum  ナス科  トウガラシ属  トウガラシ  bell pepper  

Capsicum frutescens  ナス科  トウガラシ属  キダチトウガラシ  chilli  

Nicotiana tabacum  ナス科  タバコ属  タバコ  tobacco  

Solanum  ナス科  ナス属  ナス属  nightshade  

Solanum 

lycopersicum  

ナス科  トマト属  トマト  tomato  

Solanum melongena  ナス科  ナス属  ナス  aubergine  

Solanum tuberosum  ナス科  ナス属  バレイショ 

（ジャガイモ）  

potato  

Dianthus 

caryophyllus  

ナデシコ科  ナデシコ属  カーネーション  carnation  

Musa  バショウ科  バショウ属  バショウ属（バナナ）  banana  

Musa x paradisiaca  バショウ科  バショウ属  ムサ・パラシシアカ  plantain  

Carica papaya  パパイア科  パパイヤ属  パパイヤ  pawpaw  

Cydonia oblonga  バラ科  カリン属  マルメロ  quince  

Fragaria ananassa  バラ科  オランダイチゴ属   strawberry  

Fragaria chiloensis  バラ科  オランダイチゴ属  チリイチゴ  Chilean strawberry  

Fragaria vesca  バラ科  オランダイチゴ属  エゾヘビイチゴ  wild strawberry  

Malus domestica  バラ科  リンゴ属  リンゴ  apple  

Prunus persica  バラ科  サクラ属  モモ  peach  

Pyrus communis  バラ科  ナシ属  ピルス・コンムニス  European pear  

Rosa  バラ科  バラ属  バラ属  roses  

Amaranthus  ヒユ科  ヒユ属  ヒユ属  amaranth  
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Amaranthus 

quitensis  

ヒユ科  ヒユ属  アマランサス・ 

クイテンシス 

 

Amaranthus 

spinosus  

ヒユ科  ヒユ属  ハリビユ  spiny amaranth  

Convolvulus  ヒルガオ科  セイヨウヒルガオ属  セイヨウヒルガオ属  morning glory  

Convolvulus 

arvensis  

ヒルガオ科  セイヨウヒルガオ属  セイヨウヒルガオ  bindweed  

Ipomoea  ヒルガオ科  サツマイモ属  サツマイモ属  morning glory  

Ipomoea batatas  ヒルガオ科  サツマイモ属  サツマイモ  sweet potato  

Ipomoea purpurea  ヒルガオ科  サツマイモ属   tall morning glory  

Pelargonium  フウロソウ科  ペラルゴニューム属 ペラルゴニューム属  pelargoniums  

Vitis  ブドウ科  ブドウ属  ブドウ属  grape  

Vitis vinifera  ブドウ科  ブドウ属  ヨーロッパブドウ  grapevine  

Eucalyptus  フトモモ科  ユーカリノキ属  ユーカリノキ属  

Eucalyptus 

camaldulensis  

フトモモ科  ユーカリノキ属  エウカリプツス・ 

カマルドゥレンシス  

red gum  

Eucalyptus 

urophylla  

フトモモ科  ユーカリノキ属   Timor mountain 

gum  

Psidium guajava  フトモモ科  バンジロウ属  バンジロウ（グアバ）  guava  

Pinus  マツ科  マツ属  マツ属  pines  

Pinus caribaea  マツ科  マツ属  カリビア  Caribbean pine  

Arachis hypogaea  マメ科  ラッカセイ属  ラッカセイ 

（ピーナッツ）  

groundnut  

Cajanus cajan  マメ科  リュウキュウマメ属  キマメ  pigeon pea  

Cicer arietinum  マメ科  ヒヨコマメ属  ヒヨコマメ  chickpea  

Glycine max  マメ科  ダイズ属  ダイズ  soyabean  

Lespedeza bicolor  マメ科  ハギ属  ヤマハギ  bicolor lespedeza  

Medicago sativa  マメ科  ウマゴヤシ属  アルファルファ  lucerne  

Melilotus albus  マメ科  シナガワハギ属   honey clover  

Mucuna pruriens  マメ科  ハツショウマメ属  ムクナ・プルリエンス  velvet bean  

Mucuna pruriens  マメ科  ハツショウマメ属  ムクナ・プルリエンス  velvet bean  

Phaseolus  マメ科  インゲン属  インゲン属  beans  

Phaseolus lunatus  マメ科  インゲン属  ライマメ  lima bean  

Phaseolus vulgaris  マメ科  インゲン属  インゲンマメ  common bean  

Pisum sativum  マメ科  エンドウ属  エンドウ  pea  
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Pueraria montana 

var. lobata  

マメ科  クズ属   kudzu  

Trifolium  マメ科  シャジクソウ属  シャジクソウ属  clovers  

Trifolium 

incarnatum  

マメ科  シャジクソウ属  ベニバナツメクサ  Crimson clover  

Trifolium pratense  マメ科  シャジクソウ属  ムラサキツメクサ  red clover  

Trifolium repens  マメ科  シャジクソウ属  シロツメクサ  white clover  

Vicia faba  マメ科  ソラマメ属  ソラマメ  faba bean  

Vigna unguiculata  マメ科  ササゲ属  ササゲ  cowpea  

Vigna unguiculata 

subsp. unguiculata  

マメ科  ササゲ属    

Wisteria sinensis  マメ科  フジ属   Chinese wisteria  

Citrus aurantium  ミカン科  ミカン属（カンキツ属） ダイダイ  sour orange  

Citrus limon  ミカン科  ミカン属（カンキツ属） レモン  lemon  

Citrus reticulata  ミカン科  ミカン属（カンキツ属） マンダリン  mandarin  

Citrus sinensis  ミカン科  ミカン属（カンキツ属） オレンジ  navel orange  

Allium  ユリ科  ネギ属  ネギ属   

Allium cepa  ユリ科  ネギ属  タマネギ  onion  

Allium sativum  ユリ科  ネギ属  ニンニク  garlic  

Asparagus 

officinalis  

ユリ科  アスパラガス属  アスパラガス  asparagus  
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