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森林生物資源の輸入と随伴侵入生物
Introduced microscopic organisms associated with imported woody materials and forest related insects
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摘　　要
「外来生物法」は侵入生物を規制する重要な法律であるが，対象生物を目視できる

もの，既に侵入定着して生態系，人の生命・身体，農林水産業へ被害を及ぼすものと
しているため，非意図的に資材や生物に随伴して導入され在来生態系への影響が不明
な肉眼で確認できない生物に対する対策がとられていなかった。そこで輸入生物資材
に伴う菌，線虫，ダニなどのリスク評価を行うために，インベントリ作成とリスク解
明を行った。その結果，検疫対象外の加工木材は青変菌や材内に巣を作る昆虫の侵入
経路となっていること，ペット昆虫は寄生生物を含む多種多様な随伴生物の導入源と
なっていることがわかった。これらの見えない侵入生物には，侵入経路の規制を含む
早期の対策が不可欠である。
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1．はじめに

生きた動植物および動植物由来の物品の輸入に際
しては，世界中のほとんどの国で自国の動物・植物
検疫法に基づく港湾等における検査，および病害虫
防除処理が行われているが，目視できない小型生物
が日常的に往来していることも事実である。このよ
うな随伴小型生物は寄生生物の可能性が高い。中に
は，わが国のマツ林に壊滅的な被害を与えているマ
ツノザイセンチュウ Bursaphelenchus xylophilus のよ
うに在来生態系では問題なかったものが，侵入地で
突然病原性を示すことがある 1）。小型生物の特徴の
一つは発見されにくいことで，そのため原因が特定
される以前に蔓延し，根絶が不可能になることが多
い。したがって侵入生物対策には侵入を未然に防ぐ
予防対策と早期根絶のためのリスク評価が不可欠で
ある。

これらの侵入微生物の国内における探索も非常に
遅れており，すでに導入され定着している生物が見
過ごされている可能性が高いことから，まずどのよ
うな小型外来生物が導入されているか実態調査を行
う必要がある。対策手法の開発のためには，在来生
物の把握（在来種のインベントリの作成），輸入資材
の調査によるリスクの高い導入経路の特定，導入・
定着が懸念される生物の生態解明に基づく定着後の

リスク評価が必要である。また病害虫としてリスト
アップされていない小型寄生生物や，潜在的被害種
である在来寄主についての研究調査は依然国内外で
ほとんど手をつけられていないが，寄主寄生者両者
の生物学的情報の収集を含めた研究の蓄積と，これ
らを共有することのできる国際的ネットワークの形
成は不可欠である。しかしそれらの体制は，わが国
ではまだ十分に構築されているとはいえない。

本稿では，検疫対象にならない加工材，輸入が許
可されているペット昆虫などに伴って日本に持ち込
まれた小型生物の導入実態を紹介する。またこれら
の生物の生態系リスク評価結果，および今後の対策
についても言及する。

2．小型外来生物の侵入実態

2.1　木材加工品に伴って侵入した生物
2010 年のわが国の木材自給率は 26％であり，近年

日本の木材需要のほとんどは輸入材に頼っている 2）。
日本に輸入されてくる木材のうち製材，防腐木材，
木工品，竹工品および家具什器等の加工品などは，
わが国の輸入植物検疫の対象外である 3）。貿易用の
木製コンテナなどのいわゆる木製梱包材は 2002 年
以前は必ずしも検疫対象とされなかったが，材内に
潜むさまざまな病害虫を各地に運ぶ危険性が高いこ
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とから，国連食糧農業機構（FAO）加盟国が『国際貿
易における木製梱包材料の規制ガイドライン』

（ISPM No.15）を採択して，現在では多くの国が検
疫規制を制定している 4）。では，乾燥処理を施した
加工材や製材化した木材（木材加工品）は，病害虫の
媒介という観点から安全といえるだろうか。

ホームセンターなどで販売されている輸入製材を
調べてみると，目視で糸状菌による汚染が見分けら
れるものがある（図 1）。また庭の整備に使用する輸
入樹皮片も加工済みとして植物検疫の対象外である
が，随伴生物に関する情報はない。そこでこれらの
商品から菌を分離培養して同定し，既存の種に関す
る生態情報から輸入製材へ随伴して侵入する可能性
について検討した。例えば今回の製材の調査では外
国産ヨーロッパアカマツより Fusarium 属の植物寄
生菌のほか，青変菌の Leptographium truncatum，
木材腐朽菌の Sistotrema brinkmannii が検出された

（表 1）。またガーデニング用のマツ樹皮から Ophi-
ostoma floccosum，O. ips，O. nigrocarpum，O. quercus，
O. piceae，Sporothrix variecibatus が検出された。オ
ーストラリア産のヒノキ科樹木のチップ，ラジアー
タマツの樹皮といったガーデニングに用いる園芸用
資材からも非常にさまざまな糸状菌が検出された。
その中でも特に材に変色を引き起こす Ophiostoma
属菌や植物寄生菌である Botryosphaeria 属菌等，複
数の潜在的植物寄生菌が複数種検出されたことは注
目すべきである。Leptographium truncatum は日本
に分布しているとされる近縁種も多いが，分散戦略
はキクイムシ等節足動物に依存している 5）。また樹
皮からは材を上回る数の Ophiostoma 科菌類（青変
菌）が検出されたが，このグループのほとんどの種
も節足動物に分散を依存している 5）。菌が検出され
た木材には輸入後のキクイムシによる加害の形跡が
ないため，この随伴菌はいずれも木材，樹皮に伴っ
て侵入した可能性が非常に高い。一方で，これらキ
クイムシは今回見出された加工材に穿入できないた
め，随伴菌がキクイムシを介して拡散するリスクは
現時点では低いと考えられる。ただし，今回の調査
は限定的なものであるため，検出される糸状菌はい
まだ全てが把握されているわけではない。分散を昆
虫等に依存しない寄生菌は侵入先でベクターを探す

必要がないため，より危険かもしれない。例えば
Phytophthora 属菌には樹木を枯死させる種が含まれ
ているが，分散を水や土壌に依存しており，すでに
国外で木材からの検出報告があることから注意すべ
きグループといえる（例えば Ahumada et al.6））。幸
いこれらのグループは本調査では検出されていな
い。一方，上記の調査で Ophiostoma 属菌や Botryo-
sphaeria 属菌等が検出されたオーストラリア産のヒ
ノキ科樹木のチップ，ラジアータマツの樹皮といっ
たガーデニン用資材からは，細菌食の線虫 Poikilo-
laimus sp. と糸状菌食の Aphelenchoides sp. も検出さ
れた。いずれも通常土壌，枯死材，および昆虫から
検出される属であるが，Aphelenchoides 属は複数の
植物寄生線虫を含むことから，警戒の対象と考える
べきだろう。

また国内の侵入樹木病害として，北海道のニレ類
を対象にニレ立枯病菌の探索を行った。ニレ立枯病
菌（O. ulmi および O. novo-ulmi）はわが国の植物防
疫法により，まん延した場合に有用な植物に損害を
与えるおそれがあることが明らかである真菌に指定
されている。しかし，従来は日本への侵入定着は確
認されていなかった。そこで樹皮下穿孔性キクイム

図 1　販売されている輸入製材はしばしばカビに汚染されている．

表 1　 ロシア産ヨーロッパアカマツ材，ニュージーラ
ンド産アカマツ樹皮片から分離された糸状菌．

生態 分散様式

材

Trichothecium roseum 腐生 風

Fusarium tricinctum 腐生 風

Alternaria tenuissima 腐生－植物寄生 風

Cladosporium cladosporioides 腐生 風

Dipodascums sp. 腐生 風・節足動物

Sistotrema brinkmannii 腐生（木材腐朽菌） 風

Leptographium truncatum 腐生－樹木寄生 キクイムシ

樹皮

Penicillium spp. 腐生 風

Cladosporium cladosporioides 腐生 風

Ophiostoma floccosum 腐生（木材変色菌） 水滴，節足動物

O. ips 腐生－樹木寄生 キクイムシ，ダニ

O. nigrocarpum 腐生 キクイムシ，ダニ

O. quercus 腐生（木材変色菌） キクイムシ，ダニ

O. piceae 腐生（木材変色菌） キクイムシ，ダニ

Sporothrix variecibatus 腐生 キクイムシ，ダニ 
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シによる穿孔が見られるニレ樹皮を鉈で切り取り，
実験室に持ち帰り分離に供試した。その結果 2009
年に本病原菌を確認し，以後ハルニレ，オヒョウの
樹皮とそこに穿孔しているニレノオオキクイムシ
Scolytus esuriens の体表よりニレ立枯病菌を検出し
た 7）。虫体からの出現頻度はほぼ 100％であり，穿
孔している全てのキクイムシ孔道から検出された。
分離された菌はコロニーの形状，子実体の形態，遺
伝子解析により，全て O. ulmi，O. novo-ulmi のい
ずれかであることが明らかになった。

2006 年前後に岐阜県安八町と愛知県豊田市周辺
で，中国大陸～台湾に分布するタイワンタケクマバ
チ（Xylocopa tranquebarorum；以下タケクマバチと
する）が発見された。この時点でこのハチの原産地
は特定できなかった。世界の主に熱帯～亜熱帯に分
布するクマバチの巣には，しばしばダニが共生して
いる。そこで豊田産のタケクマバチの共生ダニと，
日本在来のキムネクマバチ Xylocopa appendiculata 
circumvolans の共生ダニ（クマバチコナダニ；
Sennertia spp.）の DNA を比べてみたが，中国大陸
産のダニが入手できなかったため DNA での原産地
特定には至らなかった。このためすでに報告されて
いた中国本土～アッサム地方で採集されたダニと台

湾で採集されたダニの形態的特徴を比べたところ，
豊田産のダニはキムネクマバチ共生ダニとは異なる
ことがわかった 8）。また近年の竹輸入状況を調査し
た結果，1990 年代前半に日本への竹輸出国が台湾
から中国大陸域に大きくシフトし，タケクマバチの
侵入が確認された 2000 年代は 9 割以上の輸入竹が
中国大陸産であることがわかった（図 2）。生態調査
によってタケクマバチはやや乾燥した枯死竹に好ん
で営巣することがわかったので，タケクマバチと随
伴ダニは植物検疫の対象外である竹加工材（乾燥材
を含む）とともに輸入されたと推測した 9）。
2.2　輸入昆虫に伴って侵入した生物

日本の植物防疫法では有害な昆虫の輸入が禁じら
れているが，天敵，送粉，ペットなどの目的で有用
昆虫は輸入可能である 3），10）。過去にはハウス栽培ト
マトなどの受粉昆虫として輸入されたセイヨウオオ
マルハナバチ Bombus terrestris から，マルハナバチ
ポリプダニ Locastacarus buchneri という寄生ダニが
発見された 11）。ペット動物の侵入生物化はすでに多
数報告があり，懸念されている 12）。しかしペット動
物に随伴する小型生物の実態はほとんどわかってい
ない。

1999 年にクワガタムシの輸入が解禁になってか
ら数年のうちに，外国産クワガタムシの輸入総個体
数は 100 万頭を超えた（WWF 私信）。輸入解禁以前
にクワガタムシやカブトムシなどのペット昆虫が寄
生生物を持ち込むリスクについて検討されていない
が，クワガタムシにはクワガタナカセと呼ばれるダ
ニが外部寄生していることがある。輸入解禁後の調
査では，日本のクワガタムシにも外国産のクワガタ
ムシにもそれぞれ固有のダニが寄生していることが
わかった 13），14）。さらに調査を続けた結果，日本で
購入した現地野外採集品のパラワン産ヒラタクワガ
タ Dorcus titanus の鞘翅下，体表背面に体液を吸う
寄生性のダニを発見した（図 3a，b）。このダニは同
寄主の外骨格表面に多数生息するクワガタナカセ

（本種は Canestrinia spectanda）とは別種であった。
本種の生態や日本産のクワガタムシに対するリスク

図 2　日本に輸入された竹材．
　　   政府統計 e-Stat より作成．

図 3　パラワン産ヒラタクワガタに寄生するクワガタナカセの一種．
a：クワガタムシ背面上のクワガタナカセ（翅を除去したところ）．
 b：クワガタナカセの口器．先端が細くとがる．　　　　　  　　　
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等は全くわかっていない。さらにコクワガタナカセ
Haitlingeria sp1，オオクワガタナカセ Haitlingeria 
sp2，アカアシクワガタナカセ Canestriniidae sp. な
どの日本固有の寄生ダニからは絶対寄生菌であるラ
ブルベニア菌（図 4）が発見されたほか，その他の随

伴菌が複数確認された。外国産クワガタムシからも
同様にクワガタナカセ寄生菌が発見されている 15）。
同様の寄生生物が外来クワガタムシにも現地で感染
しているとすれば，国内への導入はすでに行われて
いる可能性が高い。

線虫もまた，目に見えない随伴生物の 1 グループ
である。そこで外国産クワガタとの寄生線虫相の 
違いを検討できるよう，日本在来のクワガタムシの
うち 8 種（約 150 個体）を野外採集し，線虫を分離し
た（図 5）。分離された線虫は，一例を除きすべて
Diplogastridae 科細菌食性線虫の耐久（分散）型幼虫
で，体表面（鞘翅下の背面），もしくは，外部生殖器
官（交尾器，産卵管）の隙間に侵入していたことか
ら，クワガタムシ類を媒介者として能動的かつ恒常
的に利用しているものと考えた。

3．小型外来生物の生態系リスク評価　

3.1　輸入製材および園芸用資材随伴菌類の評価
輸入製材や園芸用木質資材から発見された菌類に

は，製材に青変を起こす菌や樹木に腐朽を起こす菌
も発見された。今のところ極めて危険性の高い病原
菌は発見されていないが，引き続き探索を続ける必
要がある。また輸入木材から分離された菌類の多く
で随伴菌と確定した根拠は，これらの菌類は通常昆
虫によって媒介されるが日本国内で昆虫が穿孔した
形跡がなかったことにある。一方，このような昆虫
媒介性の菌類は日本に媒介可能な昆虫がいるか，実
際に菌類が媒介者をスイッチできるかが，日本への
定着の決め手になる。

北海道全域 10 カ所のニレ立枯病調査では道東を
中心に 6 地点から，O. ulmi と O. novo-ulmi 両種が
検出された。O. ulmi と O. novo-ulmi が同所的に存
在することは非常に少ないという事実と，O. ulmi
は急速に O. novo-ulmi に置き換わることが知られて
いることから，北海道で両種が同所的に存在するの
は本病原菌の侵入後まだ長時間が経過していないた
めと推定された。日本国内ではニレノオオキクイム
シから O. ulmi と O. novo-ulmi が検出されている
が，海外では別のキクイムシである Scolytus multi-
striatus が主要なベクターであることが知られてい
る。このことから国内ではすでに，ベクタースイッ
チが起こっていることも明らかになった。今後，本
病原菌の北海道以外の分布，病原力の評価を行う計
画である。また 1950 年代に芦別市で，現在のニレ
立枯病菌の国内ベクターであるニレノオオキクイム
シによる集団枯損が起こっていたことがわかった。
このことから病害侵入時期や媒介昆虫の重要性につ
いて，あらためて検討する必要があるといえよう。

2010 年には初めてニレ立枯病菌によると思われ
るハルニレ Ulmus davidiana var. japonica の枯死が
国内で発見された。日本のハルニレやケヤキ Zelko-

図 5　国産クワガタムシから分離された線虫．
Koerneria luziae（A, E）, Pseudodiplogasteroides compositus 

（B, F）, Rhabditidoides sp.（C, G）, Bursaphelenchus tadamiensis
（D, H）, Koerneria lucani（I）, Pristionchus spp.（J, K）．

図 4　 コクワガタナカセ脚に寄生するラブルベニア菌
（矢印）Dimeromyces japonicus．
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va serrata 等に対する本病原菌の病原性はこれまで
明らかになっていないが，本観察により感染樹は枝
先の後食加害による枯死から始まり，時間をかけて
ゆっくりと枯れてゆくと考えられる。このような発
見をもとに，現在，われわれは本病害の拡散リスク
の評価のためのさまざまな情報収集を行っている。
これまで本州ではニレ立枯病菌は報告されていない
が，引き続き監視を続ける必要がある。
3.2　タイワンタケクマバチおよび共生ダニの評価

タケクマバチの現地調査によって，農家で刺傷害
があったこと，建造物被害はないものの竹業者の貯
木場でタケクマバチの営巣による竹材の穿孔被害が
起こっていることが明らかとなった。しかし現地で
は園芸植物も含めた花卉が豊富で，餌資源を巡る在
来種との競合は少ないと考えた。共生ダニはタケク
マバチの巣外でもハチ幼虫の餌である花粉団子や，
タケクマバチ幼虫の糞を餌として増殖可能だった。
巣内では大量に増殖して第二若虫期（便乗ステージ）
になりクマバチ成虫に便乗したが，以降はタケクマ
バチなしで人工的に増殖させることはできなかっ
た。また巣内に特別な病原菌はなかった。これらの
ことからダニのハウスダスト化や病原菌の伝搬の可
能性は低いと考えた。しかし在来クマバチが竹林を
飛翔していたこと，在来クマバチは既存の穴を越冬
場所として利用することから，仮に在来クマバチが
タケクマバチ廃巣で越冬した場合，そこに残されて
いた外来ダニがホストスイッチすることは可能で，
このことによるダニ在来種との競合の可能性が高い
と考えた 9）。寄生生物がホストスイッチによって病
原性を発現することは，ミツバチヘギイタダニ Var-
roa spp. などでよく知られていることから，寄主転
換の影響についてはさらに検討する必要がある 16）。
これらの評価をもとに愛知県では，タイワンタケク
マバチが「自然環境の保全及び緑化の推進に関する
条例」に基づく移入種として認識された。
3.3　クワガタムシ寄生生物の評価

今のところ在来クワガタムシと在来寄生生物の関
係は安定しているようだが，外来ダニの国産クワガ
タムシへのホストスイッチは実験的に証明されてい
る。このようなホストスイッチの生態影響は未知で
あり，今後さらなる検討が必要である 14）。ラブルベ
ニア菌を含むダニ寄生菌については，クワガタナカ
セ寄生性種のみならずほとんどの種で寄生影響の情
報がないため，リスク評価は困難である。また国産
クワガタから抽出された線虫のうち，Koerneria luz-
iae と Pseudodiplogasteroides composites の 2 種，お
よびノコギリクワガタより得られた K. lucani は，
過去，ドイツにおいて，クワガタムシ類より記載さ
れた種であり，非常に広い分布域と媒介昆虫範囲を
有していると考えられる 17）。これら媒介昆虫特異性
が低い広域分布種は，海外から日本列島へ侵入した
場合，在来媒介昆虫種を利用して比較的容易に分散

すると予想された。今回の国産クワガタムシの調査
では，昆虫に対して病原性のある線虫は発見されな
かった。しかし，その後の予備的調査において，東
南アジア地域より輸入された外国産クワガタムシか
らも複数種の線虫が検出されていることから

（Kanzaki et al., unpublished. data），今後外国産クワ
ガタムシに随伴する線虫について，その種同定，国
産種への影響など，詳細な検討をする必要がある。

4．おわりに

微小な随伴侵入生物は目視が困難なため，検疫体
制を整備することが困難である。そこで検疫対象で
はない輸入資材に対しても，随伴侵入の有無を定期
的に検査することが効果的だろう。外来種として定
着後の微小な生物の根絶は極めて難しいことから，
水際の対策が有効と考えるからである。このような
検査の結果，外来生物そのものだけでなく侵入経路
のリスク評価を実施し，その後の侵入を阻止する対
策をとることが必要と考え，図 6 に示すフローを
提案する 18）。特に早期の対応が重要である。例えば
ニュージーランドでは 1989 年頃ニレ立枯病が侵入
したと考えられるが，1990 年にはすでに対策委員
会を立ち上げるなど，迅速で徹底した防除によって
10 年後にはほぼ根絶した 19）。

オーストラリアの Weed Risk Assessment やハワ
イでの植物リスク評価など近年リスク評価手法は，
改善されより充実してきている 20）－22）。今後は対象
生物の経済的リスク評価だけでなく，生態系へのリ
スクに関する研究も必要だろう。生態学的観点から
のリスク評価には原産国での分布や生態情報が欠か
せない。現在，生物多様性保全などの観点から生物

図 6　輸入資材の検疫と検査．
      Okabe et al.18）より改変．
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分布情報のデータベースが充実してきている（GBIF
など）が，これらに微生物情報や生態情報を入力し
てゆくことは，侵入生物防除の観点からも重要であ
る。
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