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病害虫侵入警戒調査の強化
アリモ ドキゾウムシ ・火傷病菌調査の追加

はじめに

近年、我が国に輸入される植物は世界各地から

多種 ・大量に入っており、また、海外旅行者数の

増加や地方空港の国際化等により海外からの重要

な病害虫の侵入の機会が益々増大している。

一方、我が国の南西諸島や小笠原諸島に発生し

ているアリモ ドキゾウムシ、イモゾウムシ等の病

害虫についても、発生地域との人 ・物の交流が盛

んになっていることから未発生地域へまん延する

おそれが高まっている。

ここ数年における重要害虫の誘殺 ・発生事例を

みても、植物防疫所や都道府県の侵入警戒調査に

おいてミカンコミバエ種群やアリモ ドキゾウムシ

等の誘殺事例が増えており、また、我が国未記録

であったオオモンシロチョウ、インゲンテン トウ

等の発生も確認されている。

侵入警戒調査実施要領の改正内容

このような情勢を踏まえ、国内外からの重要病

害虫の侵入 ・まん延に備え、植物防疫所が海空港

等を中心に実施している侵入警戒調査体制をより
一層強化するため、本年4月 に 「ミバエ類等侵入

警戒調査実施要領」(農産園芸局長通達)が 一部

改正された。

今回の主な改正事項は、①新たにサツマイモの

重要害虫であるアリモ ドキゾウムシ及びリンゴ ・

ナシ等の重要病害である火傷病菌の追加、②現行

のミバエ類の調査方法で調査可能なナタールミバ

エ、モモミバエ等5種 類のミバエの追加、③これ

まで調査期間は地域別に設定されていたが、これ

を病害虫の生態を考慮した調査地域の平均気温を

基準にして設定する方法に変更したこと等であ

る。

(ロー ト型)(簡 易 型)

ア リモ ドキ ゾウムシ トラ ップ  火傷 病病徴



対象病害虫の調査方法等

アリモ ドキゾウムシの調査は 、雄を誘引する合

成性 フェロモンを ゴムセ プタに 吸着 させ た ス

ウィー トビルア剤を トラップに吊し誘引捕捉する

方法である。現在使用している トラップは 、ロー

ト型と簡易型の2種 類があり、誘引剤は毎月1回

交換する。

ロー ト型は高さ23cm、 下部直径28cm程 度の 円錐

形状のプラスチック製で 、上部に誘引剤を吊し、

誘引された当虫はその下に取 り付けられたロー ト

に落ち込み捕捉されることになっている。また 、

簡易型は、高さ50cm程 の木の杭に粘着板と誘引剤

を取 り付け、誘引されたゾウムシを粘着板で捕捉

する方法である。

調査 トラップは、寄主植物周辺の地上部に設置

する。調査間隔は毎月2回 である。

火傷病菌の調査方法は、リンゴ、ナシ等の好適

寄主植物を選定して、その植物の開花及び新梢伸

長期から果実肥大期までの間、毎月2回 病徴の有

無を調査する。疑似症状が確認された場合は選択

培地や抗血清を用いて検定する。

侵入を警戒する対象病害虫と寄主植物、調査方

法等は表1、2の とおりである。

おわりに

植物防疫所では本年4月 からの 「輸出国に対す

る栽培地検査を要求する制度」(本誌第55号参照)

の開始、侵入警戒調査の強化等、国内外の病害虫

の侵入 ・まん延防止のため植物検疫対策の強化を

図っているところである。

都道府県等においても我が国が侵入を警戒して

いる病害虫の類似種や疑似症状を発見した場合は

最寄りの植物防疫所まで通報をお願いする。

表1　 侵入警戒調査対象病害虫,そ の寄主植

物及び分布地域
表2　 侵入警戒調査方法及び期間

対象病害虫　 寄 主 植 物　 分 布 地 域

調査対象病害虫

調 査 方 法

調査期間

チチュウカイミバエ

い ちじく属,い んげん属,

か き属,み かん科,な す科,

バ ラ科等の生果実

中東,ヨ ー ロッパ,中 南米,

アフ リカ,オ ース トラリア,

ハワイ等

使 用トラップ使用誘引剤 誘 引 剤の交換

一
ト ラ ッ プ設置場所

チチ ュウカイ ミバエ

ナタール ミバエ

スタイナー型トリメ ドルア剤毎月1回
※

風通しのよ
い木陰(寄
主植物が好

ましい)等
の地上1.5

m程 度の位

置

日最高気
温の月別

平年値が
14度以上
の月

ナタール ミバエ　 もも,柑 橘類,な し,り ん

ご,パ パイヤ,ア ボカ ド,

ネクタ リン等

東南アフリカ

ミカンコミバエ種群
モモミバエ

メチルオイ
ゲノール剤

毎月1回

ミカンコミバ工

種群
柑橘類,熱 帯果樹,果 菜類
等の生果実

東南 アジア,ハ ワイ,ミ ク

ロネシア等

ウリミバエ

クインスランドミバエ
キュウルア剤

ウリミバエ うり科,な す科植物等の生
果実

東南 アジア,ハ ワイ,ミ ク

ロネ シア等

カリブミバエ

セイブオウトウミバエ
マレーシアミバエ
ミナミアメリカミバエ

メキシコミバエ

リンゴミバエ

マックフ

ァイル型

蛋白加水分
解物

毎月2回

クインスランド
ミバエ

柑橘類,熱 帯果樹類,も も,

りんご,ぶ ど う,ト マ ト,

ピーマン等

オー ス トラリア,ソ シエテ

諸島,ニ ューカ レ ドニア等

モモミバエ もも,柑橘類,熱帯果樹類,

りんご等及び果菜類の一部
東南アジア

コ ドリンガ 粘着式 コドレルア

剤
毎月1回 日最高気

温の月別
平年値が
12度以上

の月

マレーシアミバ

エ
とうが らし,な す,ト マ ト

等のナ ス科植物

東南アジア,ハ ワイ等

カリブミバエ 柑橘類,熱 帯 果樹類,も も,

ピーマン,ト マ ト等

西イン ド諸島,米 国フロリダ州

アリモドキゾウムシ

 ロート型又は粘着

式簡易型

スウィー ト

ビルア剤

(1)ロー ト

型はでき
る限り寄
主植物周

辺の地上
部

(2)粘着式
は地上50

㎝程度

 日最高気

温の月別
平年値が
20度以上

の月

ミナミアメリカ
ミバエ

もも,ば んじろう,せ いよ

うな し,ぶ どう,オ レンジ,

か き,り んご等

北米,中 米,南 米

メキシコミバエ マンゴウ,柑 橘類,も も等 北 米,中 米

リンゴミバエ りんご,あ んず,も も,せ

いようなし等
北米等

セイブオウ トウ

ミバエ
おうとう及び近縁のさくら

属植物生果実

北米
火傷病菌 (1)主な寄主植物の病徴の有無について,肉眼

により調査する。

(2)火傷病の類似症状が確認された場合は,

選択培地及び抗血清を用いて検定し,火 傷病菌

と疑わしいものは横浜植物防疫所調査研究部
に送付して同定する。

なお,分離された細菌は,同定結果が得られ
るまで火傷病菌のまん延防止対策と同等の対

策を講じた上保存する。

主な植物
の開花及

び新梢伸

長期から
果実肥大

期までの
月

コドリンガ くるみ,り んご,あ んず,

もも,な し等

西 アジア,ヨ ー ロッパ,北

米,南 米,ア フリカ,オ ー

ス トラリア等

アリモ ドキゾウ
ムシ

あさがお属,さつまいも属,

ひるがお属の生塊根等
東南アジア,ア フ リカ,南

西諸島の一部,小 笠原諸島

火傷病菌 なし,り ん ご,な なか まど

等の植物

西アジア,ヨ ーロッパ,北

米,ニ ュージーラン ド等  ※ただし,日 最高気温の月別平年値が30度以上の月にあっては,毎 月2回 とする。
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