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１ トマト黄化葉巻病

(１）病気の特徴

発病初期は、新葉が葉縁から退緑しながら表側に葉巻症状となり、後に葉脈間

が黄化して縮葉症状となる。症状が進むと生長点付近で節間が短縮し、株全体が

萎縮する。発病後は開花しても結実しないことが多く、生育初期に発病すると収

穫皆無になることもある（写真１、２ 。）

写真１ トマト黄化葉巻病 写真２ トマト黄化葉巻病

（２）山口県における発生分布

平成 年１月に下関市でトマト黄化葉巻病が初確認され、その後、県内全18

域で発生している（図１ 。）

図１ トマト黄化葉巻病とタバココナジラミ

バイオタイプＱの確認状況

（平成 年３月現在）22
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（３） 発生生態

ア 病原

トマト黄化葉巻ウイルス（ ： ）Tomato yellow leaf curl virus TYLCV

媒介虫：タバココナジラミ（バイオタイプＱ及びＢ）

イ ウイルスの伝搬

タバココナジラミにより永続的に伝搬し、接ぎ木でも伝染する。

接触伝染や土壌伝染はしない。

ウ 潜伏期間

感染から病徴発現までの潜伏期間は、７～ 日（ ℃）程度である。20 25

エ 媒介虫の寄主植物

Q 30 88 B 30 64タバココナジラミバイオタイプ は 科 種、バイオタイプ は 科

種の植物に寄生する。

オ 感染植物

被害が出る植物はトマト、ミニトマト、トルコギキョウなどである。また、

感染しても被害の出ない植物はピーマン、ジャガイモ、ノゲシなどがある。

カ タバココナジラミの活動

10 14山口県では主として施設内で越冬し、日平均気温 ℃程度、日最高気温

℃程度から活動が活発になる。野外では越冬できない。

キ タバココナジラミの一生

気温 ℃で卵期間が約７日、１齢幼虫約４日、２齢幼虫が約３日、３齢幼25

虫が約２日、４齢幼虫が約６日の合計 日で成虫となる。22

ク タバココナジラミのバイオタイプとは？

タバココナジラミのバイオタイプとは、外部形態ではお互いに区別できない

が、寄主植物や生理生態的な性質は異なるものである。

参考）（

本病を媒介するタバココナジラミバイオタイプはＱと である。バイオタイプＱは多B

くの殺虫剤に対する抵抗性が発達している。なお、バイオタイプＢは以前シルバーリー

フコナジラミと呼ばれていたため、農薬の適用病害虫名にシルバーリーフコナジラミと

記載されているものもある。

ケ タバココナジラミバイオタイプＱの分布

山口県では、平成 年１月に下関市で多くの殺虫剤に対する抵抗性が発達18

しているタバココナジラミタイプＱが初確認され、その後、岩国市、光市、山

口市、防府市、宇部市、萩市で確認されている（図１ 。）
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（４）タバココナジラミとオンシツコナジラミの見分け方

トマトには、タバココナジラミによく似たオンシツコナジラミも発生する。

見分け方は次のとおりであるが、若齢幼虫での区別は困難である（表１ 。）

表１ タバココナジラミとオンシツコナジラミの違い

タバココナジラミ オンシツコナジラミ

成虫 ａ 体は小さく細い。 ａ 体は大きく太い。

(写真３､４) ｂ 翅は葉面に対して 度 ｂ 翅は葉に対して平行に閉45

以上の角度で屋根型に閉 じ、翅先が重なっている。

じ、翅先が重ならない。 ｃ 体の色は白っぽい黄色で

ｃ 体の色は黄色味が強い。 ある。

老齢幼虫 ａ 全体に黄色が強い。 ａ 半透明で部分的に淡い黄

(写真５､６) ｂ 長楕円形で中央部が盛り 色である。

上がり、周辺部は薄い。 ｂ 小判型で体全体に厚みが

ｃ 体の周辺から毛が生えて ある。

いない。 ｃ 体の周辺から毛が生えて

いる。

写真３ タバココナジラミ成虫 写真４ オンシツコナジラミ成虫

写真５ タバココナジラミ老齢幼虫 写真６ オンシツコナジラミ老齢幼虫
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（５）コナジラミ類の発生消長

下関市の施設外側に設置した黄色粘着板によるコナジラミ類調査では、６月

から 月まで発生があった。特に、６月の誘殺数が多く、主な作型である促11

成トマトの収穫が終了する時期と一致している（図２ 。）

図２ 施設外のホリバー（黄色粘着板）による

コナジラミ類の誘殺数（平成 年）20

２ 防除対策

（１）育苗・定植期の侵入・感染防止（入れない）

ア 健全苗の導入

黄化症状等のウイルス感染苗や、タバココナジラミが寄生がしていない苗で

あることをよく確認する。

イ 施設の開口部への防虫ネットの設置

、育苗ほ場や栽培施設の開口部に 以下の目合いの防虫ネットを展張し0.4mm

タバココナジラミの侵入を防ぐ。特に、出入り口は二重にして、開放状態にな

らないように注意する。

室内におけるタバココナジラミの防虫ネット通過実験では、 以下の0.4mm

ネットが有効である（図３ 。）

図３ 防虫ネットによるタバココナジラミ

侵入防止効果
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（参考）暑熱対策

細かな目合いのネットを使用する際には、施設内の温度上昇に注意する。

換気扇や循環扇を利用すれば、トマトの生育や収量への影響を少なくできる。

電池式ファンがついた空調服と反射ネット付き麦わら帽子の着用は、作業者

の暑熱対策として有効である（写真７、図４、５、６ 。）

写真７ 空調服と反射ネット 図４ 空調服の模式図

付き麦わら帽子

図５ 空調服着用による発汗量比較 図６ 空調服着用による体温比較
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ウ タバココナジラミのモニタリング（発生確認）

黄色粘着板をトマトの高さか、それより ～ 高い位置に取り付け、10 20cm

出入り口や施設の開口部を中心に 当たり か所を目安として設置し、２10a 10

～３週間間隔で交換する。毎日黄色粘着板を確認し、タバココナジラミの数を

確認する（写真８ 。）

黄色粘着板の価格は、商品名；ホリバー（ 枚入り、アリスタライフサイ10

エンス社）の場合、約 円である。1,000

写真８ 黄色粘着板の設置状況

エ タバココナジラミの大量捕殺

黄色粘着ロールを用いる場合、施設の内側と外側に設置する方法があり、施

設の内側設置では、作業のじゃまにならないトマトの上部に取り付ける。施設

の端から近いと施設外からタバココナジラミを誘引するので、端から２ｍ程度

は離して設置する。施設の外側設置では、施設の開口部の高さに設置し、風の

影響でロールがからまるのを避けるため、２～３ｍ間隔で割り箸でロールを挟

む（写真９ 。）

黄色粘着板を用いる場合、モニタリングに比べ設置か所を増やして捕殺する

（ 枚／ 。100 10a）

黄色粘着ロールの価格は、商品名；ホリバーロール（ ｍ巻き、アリスタ150

ライフサイエンス社）の場合、約 円である。17,000

写真９ 黄色粘着ロールの設置状況（施設外側）
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オ 反射資材の設置による媒介虫の侵入防止

昼間に活動する虫は常に背中に光を受けて飛んでいるため、下から強い光が

当たると上下の感覚を失ってうまく飛べなくなる。この性質をを利用し、反射

資材をほ場周辺部に設置して、タバココナジラミの侵入を防止する（白色マル

チ等 。この方法は、コナジラミ類のほかアザミウマ類やアブラムシ類にも有）

効である。

カ 紫外線カットフィルムによる媒介虫の侵入防止

（ ） 「 」 、昆虫類は近紫外領域の光 紫外線 を 見る ことによって活動しているが

「 」近紫外線が透過されないフィルムで覆われた栽培施設は昆虫類にとって 暗黒

に近い環境条件であると考えられ、多くの昆虫が近紫外線を除去した空間を避

。 、 、けることが知られている このことを利用し 紫外線カットフィルムで被覆し

タバココナジラミ成虫の侵入を防止する。

ただし、ミツバチとマルハナバチの活動も悪くなるので、これらの導入施設

では使用が困難である。

キ 育苗期・定植時の粒剤処理による感染抑制

育苗期及び定植時には必ず粒剤を施用する。

粒剤では、ベストガード粒剤、スタークル粒剤（アルバリン粒剤）の効果が

高い。ただし、別の試験から処理後１か月以降の効果は低くなる（図７ 。）

図７ タバココナジラミに対する粒剤の防除効果

（２）定植後の感染拡大防止（増やさない）

ア 感染株の早期発見・早期抜き取り

トマト黄化葉巻病発病株は伝染源となるので、発病株を発見したらすぐに抜

き取り、袋に詰めるなどして適切に処分する。

イ 散布剤によるタバココナジラミの密度抑制

タバココナジラミに対して農薬の効果が落ちた場合、抵抗性の発達が疑われ

るので、農薬を変更するともに、抵抗性の発達しにくい気門封鎖剤（でんぷん
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ウ 生物農薬によるタバココナジラミの密度抑制

生物農薬（プリファード水和剤）の３回散布は、タバココナジラミ幼虫密度

を低く抑える効果がある（図８ 。本剤はマルハナバチへの影響の少ない剤で）

ある。

図８ 生物農薬（プリファード水和剤）の防除効果

エ 媒介虫の増殖源となる施設内と周辺の雑草の除去

タバココナジラミはトマト以外にも多くの雑草に寄生するので、施設内と

周辺の雑草を除去する。

オ 家庭菜園や露地栽培の発病トマトの除去の依頼

家庭菜園や露地栽培におけるトマト黄化葉巻病発病株については、栽培者へ

理解を求めて抜き取りを依頼する。

カ 媒介虫及び病原ウイルスの増殖源となる野良生えトマトの除去

芽かきした茎葉や廃棄果実から発生する野良生えトマトは、夏期のタバコ

コナジラミ及びトマト黄化葉巻ウイルスの増殖源となるため、適切に処分す

る。

（３）栽培終了時の蒸し込み・残渣処理（出さない）

ア 施設の密閉による媒介虫の拡散防止

栽培終了時には株を切断・抜根して枯死させると同時に、施設を密閉して蒸

し込み処理を行い、生息しているタバココナジラミを死滅させてウイルス保毒

表４ タバココナジラミバイオタイプＢ幼虫における農薬の効果（山口市）
一般名 商品名 調査虫数 死亡虫数 倍率 補正死虫率

（頭） （頭） （倍） （％）
ピリダベン20% サンマイトフロアブル 226 226 1000 100
トルフェンピラド15% ハチハチ乳剤 215 209 1000 97
ミルベメクチン1% コロマイト乳剤 140 135 1500 96
ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ・ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ4%/20% アプロードエースフロアブル 270 254 1000 94
ニテンピラム10% ベストガード水溶剤 144 134 1000 93
ジノテフラン20% アルバリン（スタークル）顆粒水溶剤 214 192 2000 90
チアクロプリド30% バリアード顆粒水和剤 127 107 2000 84
イミダクロプリド10% アドマイヤー水和剤 279 224 2000 79
アセタミプリド20% モスピラン水溶剤 136 97 2000 72
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虫の施設外への拡散を防ぐ。タバココナジラミは ℃以上になると短時間で44

死亡する。

トマトの茎が「パキッ」と折れるまで乾燥させることを目安として、１週間

以上の施設の密閉処理が有効である。

イ 除草の徹底

施設内に雑草があるとタバココナジラミが生き残るので、完全に除草する。

（４）その他

ア 産地の作型統一

タバココナジラミの成虫寿命は約 日であり、トマトの栽培が終了してか30

ら 日間トマトを栽培しなければ、トマト黄化葉巻ウイルスを施設から一掃60

することができる。

産地で作型を統一して、トマトを栽培しない期間を 日以上とることがで60

きれば、トマト黄化葉巻病の発生を抑えることができる。

イ 抵抗性品種の利用

抵抗性品種は発病はしなくても感染するため、増殖源となる可能性があるの

で注意が必要である。
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４ トマト黄化葉巻病の防除体系技術

（１）トマト黄化葉巻病の防除体系技術

トマト黄化葉巻病の防除体系技術は、次のとおりであり、組み合わせて防除

する（表５ 。）

注 ○は必須技術

表５ トマト黄化葉巻病対策

施設内へのタバココナジラミの侵入を防止するため、側窓、天窓、換気扇
等開口部に対し防虫ネット（0.4mm以下）を設置する。

○

施設内へのタバココナジラミの侵入を防止するため、出入り口に0.4mm以
下の防虫ネットを設置する。

○

粒剤施用 タバココナジラミの発生を抑えるため、粒剤を施用する。 ○

黄色粘着板設置 タバココナジラミをモニタリングするため、黄色粘着板を設置する。 ○

施設内へのタバココナジラミの侵入を防止するため、側窓、天窓、換気扇
等開口部に対し防虫ネット（0.4mm以下）を設置する。

○

施設内へのタバココナジラミの侵入を防止するため、出入り口に0.4mm以
下の防虫ネットを設置する。

○

紫外線カットフィルム設
置

施設内へのタバココナジラミの侵入を防止するため、栽培施設を紫外線除
去フィルムで被覆する。

健全苗定植
黄化症状等ウイルスが感染していない苗やタバココナジラミの寄生がない
苗を定植する。

○

黄色粘着板設置 タバココナジラミをモニタリングするため、黄色粘着板を設置する。 ○

黄色粘着ロール設置 タバココナジラミの大量捕殺のため、黄色粘着ロールを設置する。

反射資材設置
施設内へのタバココナジラミの侵入を防止するため、反射資材を設置す
る。

粒剤施用 タバココナジラミの発生を抑えるため、粒剤を施用する。 ○

定植３週
間後から

有効化学農薬散布
黄色粘着板でタバココナジラミの発生を確認し、有効化学農薬を散布す
る。

○

有効化学農薬散布
黄色粘着板でタバココナジラミの発生を確認し、有効化学農薬を散布す
る。ただし、ハチを導入している施設では使用を控える。

○

生物農薬散布 黄色粘着板でタバココナジラミの発生を確認し、生物農薬を散布する。

気門封鎖剤散布 黄色粘着板でタバココナジラミの発生を確認し、気門封鎖剤を散布する。

株の処理 収穫後は株を切断し、抜根する。 ○

蒸し込み 施設を密閉して蒸し込み、株を枯らす。 ○

発病株抜き取り 伝染源となる発病株を早期に発見し、抜き取る。 ○

雑草の除去 雑草でタバココナジラミが生存するので完全に除草する。

育苗施設

実施
状況

定植前

定植時

収穫期

収穫終了
後

本ぽ施設

必須施設 時期 防除技術

防虫ネット設置

防虫ネット設置

播種時

内容

播種前

栽培期間
全般
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トマト黄化葉巻病の発病株調査では、Ａハウス（防除体系実証ほ）では発病

株率は ％と前作に比べて少なくなった（図 。Ｂハウス（対照ほ）では0.4 14）

発病株率約２％であった。Ａハウス（防除体系実証ほ）でのトマト黄化葉巻病

の発病株率は、Ｂハウス（対照ほ）に比べ低くなった。

ハウス（対照ほ）では施設外のコナジラミが多く、施設への侵入も多かっB

たことから、トマトでの密度が高かったと考えられる。両ハウスの使用薬剤は

次のとおりである（表８ 。）

図 トマト黄化葉巻病の発病状況14

（２）経済的試算

Ａハウス（防除体系実証ほ）では、Ｂハウス（対照ほ）より約8,000円／10a

ほど高くなった（表９ 。）

表９ 防除費比較

ハウス（円／ ａ） ハウス（円／ ａ）A 10 B 10

項目 （防除体系実証ほ） （対照ほ）

17,000 37,000薬剤費 粒剤 散布剤 約 約（ 、 ）

42,000ラノーテープ 約

23,000 100 0黄色粘着ロール 約 （ ｍ×２

回として計算）

47,000 0天窓防虫ネット設置 約 （耐用年数５

（ ネット） 年で計算）0.4mm

87,000 79,000計 約 約

（３）総合評価

ハウス（防除体系実証ほ）のコストは、 ハウス（対照ほ）に比べると若A B

、 。干高くなったが 防除回数は少ないながらもトマト黄化葉巻病の発病を抑えた

表８ 薬剤処理実績
Aハウス Bハウス

月日 薬剤名 月日 薬剤名
7月22日 ネマトリン粒剤 8月29日 スタークル粒剤
8月12日 スタークル粒剤 8月29日 サンクリスタル乳剤
8月19日 ブリザード水和剤 9月5日 サンクリスタル乳剤
8月27日 トリフミン水和剤 9月11日 ベストガード水溶剤
8月27日 アファーム乳剤 9月14日 サンクリスタル乳剤
9月2日 ダコニール1000 9月16日 サンマイトフロアブル
9月2日 ベストガード水溶剤 9月22日 サンクリスタル乳剤

9月17日 サンマイトフロアブル 9月26日 アファーム乳剤
11月5日 アミスター２０フロアブル 9月29日 サンクリスタル乳剤
11月5日 スタークル顆粒水和剤 10月16日 モスピラン水溶剤
12月3日 ベルクート水和剤 10月27日 ノーモルト乳剤
12月3日 コテツフロアブル 10月27日 マッチ乳剤
1月18日 アミスター２０フロアブル 11月14日 サンヨール

12月14日 アファーム乳剤
12月14日 ノーモルト乳剤
12月14日 ゲッター水和剤
1月29日 モスピラン水溶剤
1月29日 ゲッター水和剤

ラノーテープ
計 13剤（内4剤） 19剤（内15剤）
注 赤字はタバココナジラミ（コナジラミ類を含む）に適用あり
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６ 最後に

トマト黄化葉巻病の発生を防止するには、本ウイルスを保毒したタバココナジ

ラミの侵入防止、増殖防止及び適正なトマト残渣処理が重要であり、各種防除技

術を組み合わせて使用することが効果的である。

トマト黄化葉巻病防除対策について、本県、独立行政法人及び他県の研究機関

の情報を踏まえて本手引きを作成したので、トマト、ミニトマトの栽培指導に役

立てていただければ幸いである。
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生産者用

トマト黄化葉巻病対策

１ 病気の特徴
本病はトマト黄化 葉巻ウイルスの感染によって発病するウイルス病で
（ ）。 （ 、す 写真１ このウイルスはタバココナジラミにより伝染します 写真２

３ 。症状が進むと節間が短縮し、株全体が萎縮します。発病後は開花して）
も結実しないことが多く、生育初期に発病すると収穫皆無になることもあり
ます。

写真１ トマト黄化葉巻病 写真２ タバココナ 写真３ タバココナジラミ

ジラミ成虫 幼虫

２ 発生状況
平成 年に下関市でトマト黄化葉巻病が初確認され、その後、県内全域18

で発生しています。

３ 防除対策

タバココナジラミを「入れない 「増やさない 「出さない」こ」、 」、
とが重要です。

、 。各種防除技術について 複数組み合わせて使用すると効果的です
・防虫ネット（ 目合以下）の設置0.4mm
・黄色粘着板の設置（ 枚／ 程度）10 10a
・黄色粘着ロールの設置
・健全苗の導入
・定植時の粒剤施用
・黄色粘着板で確認後、有効化学農薬の散布
・生物農薬、気門封鎖型殺虫剤の散布
・発病株の除去
・収穫終了後の蒸し込み

注 は必須技術です・除草 赤字
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トマト黄化葉巻病防除対策（タバココナジラミ主体 （防除例））

時期 管理 防除薬剤 防除のポイント 物理的防除等

９月 播種 （育苗施設）

0.4mm・防虫ネット（

１０月 鉢上げ 目合い）の設置ベストガード粒剤（成

・ハウス周囲に光反射虫・幼虫に効果）

シートを設置

１１月 定植 黄色粘着板で発 ・黄色粘着板設置スタークル粒剤（アル

（成虫に 生状況を確認し （栽培施設）バリン粒剤）

効果） 防除が遅れない 同上

ラノーテープ ようにする

１２月 収穫開始 ミニトマトは収 病徴を示す株は直ちにサンマイトフロアブル

（成虫・幼虫に効果） 穫 日前まで 抜き取る21

スタークル顆粒水溶剤

（アルバリン顆粒水和

（成虫に効果）剤）

ベストガード水溶剤１月

（成虫・幼虫に効果）

コロマイト乳剤２月

（幼虫に効果）

３月 ハチ導入 モスピラン水溶剤 粘着くん液剤等

気門封鎖型殺虫

４月 プリファード水和剤 剤を使用する。

プリファード水和剤

５月 プリファード水和剤

ベストガード水溶剤ハチ終了

（成虫・幼虫に効果）

スタークル顆粒水溶剤６月

（アルバリン顆粒水和

（成虫に効果）剤）

７月 収穫終了 ミニトマトでは 施設外への拡散を防ぐサンマイトフロアブル

（成虫・幼虫に効果） ベストガード ため、収穫終了後すべ

ての株を地際から切断

、した上で施設を密閉し

全ての株が枯れるまで

蒸し込む。

除草を行う。

注 はバイオタイプ に有効な薬剤赤字 Q


