
発生予察調査基準（案）ナスのアザミウマ類 

 

 アザミウマ類 

 ナスには、主にミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミ

ウマ、ネギアザミウマが寄生することは知られており、地域やほ場によって優占種は異なる。

特にミナミキイロアザミウマによる被害は甚だしく、低密度の寄生でも被害果となるので、

早期に予察することが必要である。 

    

１．調 査 

(1)  定点における調査 

ア．ほ場発生消長調査 

（調査方法及び調査項目） 

その地方を代表すると考えられる作型を選び、ほ場内で任意の 25～50 株を選定

し、各株の上位、中位葉、下位葉それぞれ１葉、及び２花について、成幼虫の寄生

虫数を調査し、複数種が混発している場合は、成虫を持ち帰り同定する。 

また、花棲性アザミウマ類の被害がある作型、品種などの場合は、各株任意の 2

花を選び、寄生状況を調べ、寄生花率を求める。 

 

（調査間隔） 

定植から約 15 日毎に調査を行う。 

イ．青色粘着板による発生消長調査 

（調査方法及び調査項目） 

ほ場内のサイド部と中央部の 2 か所において、青色粘着板を畦面より約 1.5ｍの高

さに設置し、約 15 日毎に誘殺されたアザミウマ類の成虫数を種類ごとに調査する。 

(2) 巡回による調査 

発生状況調査 

(調査方法及び調査項目) 

標準的な栽培ほ場を選び調査する。ほ場内で任意の 25～50 株を選定し、それぞれ

の株の任意の中位葉を 2 葉選び、寄生状況を調査し、寄生葉率を求める。 

また、花棲性アザミウマ類の被害がある作型、品種などの場合は、各株任意の 2

花を選び、寄生状況を調べ、寄生花率を求める。 

発生程度は次の基準による。 
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発生程度別基準） 

  
発 生 程 度 

備  考 
無 少 中 多 甚 

寄生葉率 ０ 1～10 11～30 31～50 51 以上 

（％） 

 

寄生花率 ０ １～25 26～50 51～75 76 以上 

（％） 

 

   (調査間隔) 

    15～30 日間隔 

 

  ２．予 察 法 

葉及び花への寄生状況、天敵の定着状況、気象条件等から、発生量を予察する。 
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ナスのアザミウマ類 発生予察調査実施マニュアル 

１．概説 

 ナスに寄生するアザミウマ類は、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、

ヒラズハナアザミウマ、ネギアザミウマが知られており、地域やほ場によって優占種は異

なる。特にミナミキイロアザミウマによる被害は甚だしく、低密度の寄生でも被害果が発

生し、早期に予察・対処することが必要である。 

 

２．調査方法 

 葉の表裏、開花している花に寄生しているアザミウマ類を見取りで調査する。幼虫で種

類を見分けるのは難しいが、被害葉の状況（写真―１，２）、成虫の形態、大きさ(写真―

３)等から寄生しているアザミウマ類の種類を判定する。 

 

＜ミナミキイロアザミウマ＞、葉では最初葉脈に沿って不規則な白斑を生じ、寄生密度が

高まると白斑は次第に全面に広がり、葉を食いつくすと茶褐色となり落葉する。果実では

低密度時には果梗やヘタに白斑の食害痕を生じる程度であるが、寄生密度が高まると果皮

にも線状の傷や不規則な食害痕が見られるようになる。さらに高密度になると果皮のすべ

てがケロイド症状となって黒紫色の部分が皆無となる。 

＜ミカンキイロアザミウマ＞は吸汁された部分が、カスリ状の褐色の小斑点となり、次第

に光沢を帯びて銀色に光りだす。加害が激しい場合には葉表にも白色の小斑点ができる。 

＜ヒラズハナアザミウマ＞葉では主に幼虫が葉裏に寄生して吸汁するため、吸汁された部

分が、カスリ状の褐色の小斑点となり、次第に光沢を帯びて銀色に光りだす。加害が激し

い場合には葉表にも白色の小斑点ができる。ミナミキイロアザミウマやミカンキイロアザ

ミウマによる被害と酷似する。ミカンキイロアザミウマとヒラズハナアザミウマは、果実

の被害はほとんど問題にならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

写真―１ミナミキイロアザミウマによる被害葉       写真―２ミカンキイロアザミウマによる被害葉 

 

-213-



 

      写真―３ 主なアザミウマ（雌）の形態、大きさの比較 
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調査基準案調査基準案調査基準案調査基準案（（（（キュウリキュウリキュウリキュウリ    アザミウマ類アザミウマ類アザミウマ類アザミウマ類）））） 

ＥＥＥＥ    アザミウマ類アザミウマ類アザミウマ類アザミウマ類 

キュウリに発生するアザミウマ類は、主にミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザ

ミウマ、ネギアザミウマで、成幼虫ともに植物表面を吸汁加害する。ミナミキイロアザミ

ウマは、メロン黄化えそウイルス（ＭＹＳＶ）の媒介虫であり、ウイルスに感染すると生

長点付近の葉の葉脈黄化やモザイク症状を呈し、生育が著しく阻害される。 

アザミウマ類による被害軽減を図るには、初期発生及び発生推移の把握が重要であるた

め、ほ場への侵入時期と発生量の推移を重点に予察を行う。 

１．１．１．１．調査調査調査調査 

（１）（１）（１）（１）定点における調査定点における調査定点における調査定点における調査 

ア．発生状況調査ア．発生状況調査ア．発生状況調査ア．発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

１１１１ほ場あたりほ場あたりほ場あたりほ場あたり 25～～～～50 株を任意に選び、主づるの上（生長点含む）（生長点含む）（生長点含む）（生長点含む）～中位２葉（25

～～～～50 株×2 葉／株＝50～～～～100 葉）における、寄生虫数（成幼虫数）を調査する。 

（(調査時期及び調査間隔) 

定植期定植期定植期定植期以降以降以降以降生育期間を通じ、月１～2 回。 

イ．イ．イ．イ．粘着板粘着板粘着板粘着板による調査による調査による調査による調査 

            施設内に侵入した施設内に侵入した施設内に侵入した施設内に侵入したアザミウマ類アザミウマ類アザミウマ類アザミウマ類の発生状況を調査する。の発生状況を調査する。の発生状況を調査する。の発生状況を調査する。 

(調査方法および調査項目) 

定点施設内の側面に２～４ケ所設置する。定点施設内の側面に２～４ケ所設置する。定点施設内の側面に２～４ケ所設置する。定点施設内の側面に２～４ケ所設置する。施設内の侵入状況やほ場内の発生状施設内の侵入状況やほ場内の発生状施設内の侵入状況やほ場内の発生状施設内の侵入状況やほ場内の発生状

況を調査するため、施設開口部周辺や加温器周辺等況を調査するため、施設開口部周辺や加温器周辺等況を調査するため、施設開口部周辺や加温器周辺等況を調査するため、施設開口部周辺や加温器周辺等アザミウマアザミウマアザミウマアザミウマ類が発生し易い場類が発生し易い場類が発生し易い場類が発生し易い場

所に設置する。青色粘着板は、所に設置する。青色粘着板は、所に設置する。青色粘着板は、所に設置する。青色粘着板は、下下下下端端端端がががが最上位葉の高さになるよう設置し、ほ殺さ

れた成虫数を調査する。 

(調査時期及び調査間隔) 

定植苗から施設内に侵入する恐れがある期間に設置し、１～２週間ごとに調査定植苗から施設内に侵入する恐れがある期間に設置し、１～２週間ごとに調査定植苗から施設内に侵入する恐れがある期間に設置し、１～２週間ごとに調査定植苗から施設内に侵入する恐れがある期間に設置し、１～２週間ごとに調査

する。する。する。する。 

 

（２）（２）（２）（２）巡回調査巡回調査巡回調査巡回調査 

ア．発生状況調査ア．発生状況調査ア．発生状況調査ア．発生状況調査 

 標準的な栽培ほ場を選び調査する。ほ場内で任意の２５～５０株を選定し、そ

れぞれの株の任意の中位葉を２葉選び、寄生虫数を調査する。または、任意の中

位葉（５０～１００葉）について寄生の有無を確認して寄生葉率を求める。 

  

（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

1 葉あたり寄生虫数（頭） ０ １～25 26～50 51～75 76～ 

寄生葉率（％） 0 １～5 6～20 21～50 51～ 

 

２．２．２．２．予察法予察法予察法予察法 

青色粘着板による成虫の発生消長調査によって、周辺からほ場へ侵入する成虫の発生
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を予察する。 

発生状況調査における成幼虫密度の推移と気象要因等から栽培期間中の発生量等を

予察する。ただし、施設でのアザミウマ類の発生量は年次による差が大きいため、地

域における発生状況、気象条件などから、その発生量を予察する。 

キュウリにおけるアザミウマ類の被害は、吸汁による直接被害だけでなくウイルス病

の媒介虫としての役割が重要であるので、ウイルス病の発生状況に注意する。 
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キュウリのアザミウマ類 発生予察調査実施マニュアル(案) 

 

１．１．１．１．    概要概要概要概要    

キュウリに発生するアザミウマ類は、主にミナミキイロアザミウマ、ミカンキイ

ロアザミウマ、ネギアザミウマなどで、成幼虫ともに植物表面を吸汁加害する。葉

の寄生虫数や青色粘着板を活用した調査により、成幼虫密度の推移が推定できる。 

 

２．２．２．２．    調査調査調査調査方法方法方法方法    

（１）（１）（１）（１）    調査方法の概要調査方法の概要調査方法の概要調査方法の概要    

調査方法は、葉の寄生虫数を肉眼で観察する見取り調査と、青色粘着板調査方法は、葉の寄生虫数を肉眼で観察する見取り調査と、青色粘着板調査方法は、葉の寄生虫数を肉眼で観察する見取り調査と、青色粘着板調査方法は、葉の寄生虫数を肉眼で観察する見取り調査と、青色粘着板ののののほほほほ殺殺殺殺

数を調査する方法がある数を調査する方法がある数を調査する方法がある数を調査する方法がある。。。。それぞれの特徴を踏まえて活用する。それぞれの特徴を踏まえて活用する。それぞれの特徴を踏まえて活用する。それぞれの特徴を踏まえて活用する。    

見取り調査は、主に葉に寄生するアザミウマ類を観察し、寄生の有無・密見取り調査は、主に葉に寄生するアザミウマ類を観察し、寄生の有無・密見取り調査は、主に葉に寄生するアザミウマ類を観察し、寄生の有無・密見取り調査は、主に葉に寄生するアザミウマ類を観察し、寄生の有無・密度を度を度を度を

確確確確認する方法である。寄生部位は、認する方法である。寄生部位は、認する方法である。寄生部位は、認する方法である。寄生部位は、５葉までの５葉までの５葉までの５葉までの上位葉上位葉上位葉上位葉で行で行で行で行い、成幼虫を調査する。い、成幼虫を調査する。い、成幼虫を調査する。い、成幼虫を調査する。    

青色粘着板による調査は、粘着板をハウス内に設置することにより、初発・侵青色粘着板による調査は、粘着板をハウス内に設置することにより、初発・侵青色粘着板による調査は、粘着板をハウス内に設置することにより、初発・侵青色粘着板による調査は、粘着板をハウス内に設置することにより、初発・侵

入状況の把握に有効である。ただし、虫種を確認するために２週間以内に交換す入状況の把握に有効である。ただし、虫種を確認するために２週間以内に交換す入状況の把握に有効である。ただし、虫種を確認するために２週間以内に交換す入状況の把握に有効である。ただし、虫種を確認するために２週間以内に交換す

る必要がある。る必要がある。る必要がある。る必要がある。    

（２）（２）（２）（２）    調査調査調査調査    

① 見取り調査見取り調査見取り調査見取り調査     

50 株を任意に選び、主づるの上（生長点でも可能）（生長点でも可能）（生長点でも可能）（生長点でも可能）～中位２葉（50 株×2 葉／株

＝100 葉）の表裏面の寄生虫数（成幼虫数）を数える。主に裏面に生息しているが、

多発生の場合は表面にも生息している。(図１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[調査に使用する道具] 

・ ルーぺ：５～10 倍。あまり倍率が高いと現場では見にくい。(図２) 

・ カウンター：調査葉数、成幼虫数をカウントする。３個以上あると便利。 

図３ 面相筆とスクリュー管瓶 

成虫 

幼虫 

図１葉裏面の成幼虫と食害(銀葉化) 

図２ ルーペ 

幼虫及び幼虫 
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・ 踏み台：生育が進むと、調査葉の位置が 150 ㎝以上となとなとなとなるためるためるためるため必要必要必要必要な場合もあるな場合もあるな場合もあるな場合もある。。。。 

・ サンプル採集面相筆と管瓶(図３)：アザミウマ類を同定するための面相筆（捕獲用）

と管瓶（持ち帰り用にエタノールを入れたスクリュー式）。 

②青色粘着板②青色粘着板②青色粘着板②青色粘着板    

青色粘着板が最上位葉の高さになるよう設置する。支柱柱柱柱にににに置するか置するか置するか置するか、ハウスの支柱等

からぶら下げ、ダブルクリップ等等等等で固定する。（図４,５,６) 

１～２週間の間隔で、ほ殺された成虫を実体顕微鏡でカウントする。設置期間が長く

なると、顕微鏡でも虫の判別が困難になるため、間隔は長くて２週間とする。粘着板

を持ち帰る際は、重ねられるトレー（図７）に入れて運ぶと便利である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・青色粘着板（格子線を引いておくと虫が数えやすい：図６） 

  （資材費の目安：青色粘着板 1 枚 50 円程度） 

 

（３）（３）（３）（３）    アザミウマの種の同定アザミウマの種の同定アザミウマの種の同定アザミウマの種の同定 

ミナミキイロアザミウマは、黄色いアザミウマで、翅

を広げていないとき、刺毛が黒く目立つ。(図８)※正確

に見分けるためには、プレパラート標本を作成して顕微

鏡で確認確認確認確認する必要がある。 

 

図４青色粘着板設置状況（設置直後） 図５青色粘着板設置状況（150 ㎝高） 

図８ミナミキイロアザミウマ成虫 

図７粘着板運搬用のトレー 

図６青色粘着板 
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発生予察調査基準（案）トマトコナジラミ類 

 

Ｅ コナジラミ類 

トマトに寄生するコナジラミ類は、タバココナジラミおよびオンシツコナジラミである。

タバココナジラミには複数のバイオタイプが存在するがトマトで発生しているのは、バイオ

タイプＢおよびバイオタイプＱである。コナジラミ類による直接的な吸汁被害は大きくない

が、多発した場合は排泄される甘露にすす病が発生し問題となる。また、タバココナジラミ

はトマト黄化葉巻ウイルス（TYLCV）およびトマト黄化ウイルス（ToCV）、オンシツコナジラ

ミはトマト黄化ウイルスを媒介する。これらのウイルスはトマトに対して生育抑制、減収な

ど大きな被害を与える。さらに、コナジラミ類は薬剤抵抗性が発達しやすい害虫のひとつで

ある。特に、バイオタイプＱは、ネオニコチノイド剤、合成ピレスロイド剤等に対する感受

性が低下しており、難防除害虫となっている。 

 

１．調査 

(1) 定点における調査 

ア．施設周辺における発生調査 

 施設周辺に黄色粘着板を設置し、栽培地域における発生量および発生時期を把握す

る。 

（調査方法及び調査項目） 

 施設の外側面から30cm離した位置に支柱を立て、上端が地表面より高さ１ｍ以下と

なるよう黄色粘着板を設置し、誘殺されたコナジラミ類成虫を計数する。設置は施設

の南側を含む１～４箇所とする。なお、黄色粘着板は、種類によって誘殺効率が異な

るため、同じ製品を継続して用いる。 

（調査時期及び調査間隔） 

 調査は、定植１か月前から日最高気温が15度以下になる時期まで継続する。また、

黄色粘着板は１～２週間ごとに交換する。 

 

イ. 施設内への侵入状況調査 

 側面開口部の内側に黄色粘着板を設置し、施設内への侵入量を把握する。 

（調査方法及び調査項目） 

 側面開口部に隣接する畝の中央付近に、上端が畝面から高さ150cmとなるよう黄色粘

着板を設置し、誘殺されたコナジラミ類成虫を計数する。設置は、各側面開口部に１

箇所、合計２箇所とする。なお、黄色粘着板は、種類によって誘殺効率が異なるため、

同じ製品を継続して用いる。 

 

（調査時期及び調査間隔） 

調査は定植直後から日最高気温が15度以下になる時期まで継続し、黄色粘着板は１
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～２週間ごとに交換する。 

ウ．施設内における発生調査 

黄色粘着板により施設内におけるコナジラミ類の発生量を把握する。 

（調査方法及び調査項目） 

 各側面開口部から３畝程度内側の畝の中央部に１枚ずつ、上端が畝面から高さ約150

ｃｍとなるよう黄色粘着板を設置し、誘殺されたコナジラミ類成虫を計数する。ただ

し、オンシツコナジラミが優占種の場合は、黄色粘着板の下端をトマト生長点の高さ

とし、トマトの生長に合わせ移動させるのが望ましい。 

（調査時期及び調査間隔） 

 調査は定植直後から開始し、黄色粘着板は２週間ごとに交換する。 

 

(2) 巡回による調査 

ア．発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

 地域内から複数の施設を選び、調査施設とする。各調査施設内の異なる２畝からそ

れぞれ任意に合計25株、合計または50株を選び、各株の上位および中位の１複葉に寄

生するコナジラミ類成虫数を種類別に調査し、1複葉当たりの寄生虫数を求める。また

は、各複葉について成虫の有無を調査する。 

なお、発生が少ない場合は、可能であれば(1)-ウに示した黄色粘着板による発生調査

を併用する。 

（調査時期及び調査間隔） 

 調査は、定植期から２週間～１カ月間隔で実施する。 

（発生程度別基準） 

 発生程度は地域や作型、防虫ネットの設置状況、防除の有無などによって異なるが、

おおむね次の基準を標準とする。 

 

２．予察法  

(1) コナジラミ類の侵入防止対策として防虫ネットが普及している。施設内の発生量は、

同一地域内であっても設置される防虫ネットの目合いで差がみられる。このため、施設

内の発生状況、気象条件だけでなく施設周辺の発生状況、防虫ネットの設置状況を考慮

し、発生量を予測する。 

程度 無 少 中 多 甚 

１複葉当たり寄生虫数 ０ 0.01～９ 10～29 30～59 60以上 

寄生葉率（％） 0 1～30 31～50 51～80 81％ 

以上 
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トマトのコナジラミ類 発生予察調査実施マニュアル（案） 

平成 24 年 12 月 28 日 

岐阜県病害虫防除所 

熊本県病害虫防除所 

                                 

１．概説 

 トマトに寄生するコナジラミ類は、タバココナジラミおよびオンシツコナジラミであ

る。タバココナジラミには複数のバイオタイプが存在するがトマトで発生しているのは、

バイオタイプＢおよびバイオタイプＱである。コナジラミ類による直接的な吸汁被害は

大きくないが、多発した場合は排泄される甘露にすす病が発生し問題となる。また、タ

バココナジラミはトマト黄化葉巻ウイルス（TYLCV）およびトマト黄化ウイルス（ToCV）、

オンシツコナジラミはトマト黄化ウイルスを媒介する。これらのウイルスはトマトに対

して生育抑制、減収など大きな被害を与える。さらに、コナジラミ類は薬剤抵抗性が発

達しやすい害虫のひとつである。特に、バイオタイプＱは、ネオニコチノイド剤、合成

ピレスロイド剤等に対する感受性が低下しており、難防除害虫となっている。 

コナジラミ類は、トマトの葉裏に生息し、葉裏を調査することにより発生密度を推定で

きる。また、黄色に誘引される習性があるので、黄色粘着板により、発生推移を確認でき

る。 

 

 

（１）調査方法の概略 

 調査方法には、見取り調査と黄色粘着板調査がある。 

見取り調査は、主に葉の裏側に寄生するコナジラミ類を肉眼で観察し、寄生の有無・密

度を確認する方法である。コナジラミ類の寄生部位は種類によって異なり、オンシツコナ

ジラミは上位葉に集中し、タバココナジラミは中位葉に多い傾向にある。このため、上位

葉および中位葉の両方を調査対象とする。 

黄色粘着板調査は、黄色粘着板に誘殺された成虫数から周辺に生息するコナジラミ類密

度を把握する方法である。ほ場以外にも設置可能で、施設周辺に設置することで、地域の

発生状況を調査できる。また、黄色粘着板調査は見取り調査に比べて検出力が高く、初発

確認や侵入状況の把握、防虫ネットを設置する等の侵入防止対策を実施している施設にお

ける発生状況の把握に有効な手段である。 
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２．調査方法 

Ａ．見取り調査 

（１）見取り調査の調査方法 

①調査の方法 

トマトの複葉を静かに裏返し、肉眼で寄生してい

るコナジラミ類成虫を種類別に計数する（写真１）。  

施設内から２畝を選び、それぞれ中央部分の 25 株

（合計 50 株）について各株の上位 1 複葉と中位１複

葉に寄生するコナジラミ類成虫を計数する。 

 コナジラミ類は側面および谷間の開口部から侵入す

るため、開口部に近い畝・列の密度が高い。施設内の

密度を推定するには、連棟施設の場合、両側面開口部

より内側に３畝目前後の畝、単棟施設の場合、両側面

開口部に隣接した列を除く列を調査場所に選ぶ。 

調査は、定植直後から開始し、２週間～１ヶ月間隔で実施する。なお、1 複葉当たりの寄

生虫数が少ない場合、黄色粘着板による発生調査を併用する。 

 発生程度は地域や作型、防虫ネットの設置状況、防除の有無などによって異なるが、お

おむね次の基準を標準とする。 

（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

１複葉当た
り寄生虫数 

０ 0.01～９ 10～29 30～59 60以上 

 

Ｂ．黄色粘着板調査 

（１）黄色粘着板調査に使用する道具 

 ①黄色粘着板 

 市販のロール式黄色粘着シートまたは防除用黄色粘着板

（10cm×20cm 程度）を使用する。ロール式黄色粘着シートを使用

する場合は、シートを 10cm×10cm に切断し、非粘着面を耐水紙に

張り付けて黄色粘着板を作成する（写真２）。 

黄色粘着シートや黄色粘着板は多く種類が市販されている。種

類によって誘引効率が異なるため、調査には同じ製品を継続して

用いる。 

 ②実体顕微鏡 

 ルーペあるいは実体顕微鏡を用いて、黄色粘着板に誘殺されたコナジラミ類成虫数を調

査する（写真３）。実体顕微鏡を使用する場合は、黄色粘着板の粘着面を食品用ラップフ

ィルムで覆い回収する。なお、実体顕微鏡下で計数すると、誘殺後に日数が過ぎ、羽が透

写真２ ロール式黄色
粘着シートで作成した
粘着板 

写真１．コナジラミの寄生状況 
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明になった個体も識別できる。 

 

（２）黄色粘着板調査方法 

 ①施設周辺における発生調査 

 施設の外側面から 30cm 離れた位置に長さ

約 120cm の棒を地面に立て、黄色粘着板を固

定する（写真４）。黄色粘着板は、上端が地

表面より高さ1ｍ以下になるように設置する

が、地表面に近いと土の跳ね上がりや繁茂し

た雑草が付着し、計数が困難になるため注意

する。なお、黄色粘着板の設置高を一定にす

るため、黄色粘着板の上端と下端にあたる位

置にダブルクリップを針金などで取り付け、

黄色粘着板を固定する。黄色粘着板は、誘殺

数が多い施設南側を含む１～４カ所に設置する。なお、年次比較をする場合、調査施設や

設置場所、設置高、黄色粘着板の種類は変えないことが望ましい。 

 調査は、定植１か月前からコナジラミ類が施設外の活動が終息するまで行う。なお、タ

バココナジラミを調査対象とする場合、活動が終息する日最高気温 15℃を目安に調査期間

を設定する。黄色粘着板に捕獲された成虫は、時間が経過するとカビが生え、ハネが透明

となるため計数が難しくなる。このため、１～２週間ごとに交換する。 

 

②施設内への侵入状況調査 

 コナジラミ類成虫が侵入する両側面開口部に隣接する畝の中央付近に、上端の高さが畝

面より約 150cm となるよう黄色粘着板を設置する。１施設当たり２ヶ所以上に、管理作業

の障害にならないように注意し、誘引用の支柱や番線へ固定する（写真５）。黄色粘着板

は定植期から２週間ごとに交換し、回収した黄色粘着板に誘殺されたコナジラミ類成虫を

計数する。 

 

写真４ 施設周辺における黄色粘着板の 
設置状況 

写真３ 黄色粘着シート（左）および黄色粘着板（右）への誘殺状況 
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③施設内における発生調査 

 コナジラミ類の発生は、侵入場所に近い両側面開口部で多い傾向にある。施設内の平均

的な発生密度を把握するには、側面開口部から離れた畝の中央付近に黄色粘着板を設置す

る。連棟施設の場合は、側面開口部から３畝程度内側の畝に、単棟施設では側面開口部に

隣接していない列に設置する。 

黄色粘着板は上端の高さが畝面から約 150cm になるよう設置する。ただし、オンシツコ

ナジラミ成虫は、生長点

付近の展開葉に集中して

寄生する。このため、優

占種がオンシツコナジラ

ミである場合、トマト株

の生長点に黄色粘着板の

下端をあわせ、生長にし

たがって設置位置を変え

ながら調査することが望

ましい（写真５）。 

 

３．コナジラミ類の同定方法 

 温暖地域の平坦部の冬春トマトではタバココナジラミが、高冷地の夏秋トマトでは、オ

ンシツコナジラミが主に発生しているが、表１の特徴により肉眼やルーペで識別可能であ

る。しかし、タバココナジラミバイオタイプＢ、Ｑについては形態に差違はなく、肉眼に

よる区別は困難である。区別が必要な場合にはＰＣＲ法により行う。 

表１ オンシツコナジラミとタバココナジラミ（バイオタイプＢ、Ｑ）の見分け方 

 オンシツコナジラミ タバココナジラミ 

４

齢

幼

虫 

大きさ 体長 0.7～1.0mm 

幅  0.5～0.7mm 

体長 0.8～1.0mm 

幅  0.6～0.8mm 

体色 部分的に淡黄色 全体的に淡黄色 

形 コロッケ状で厚みがある 楕円形で後端は細くなる 

体の中央が膨らみ、周辺は薄い 

蛹殻周辺の剛毛 見られる 見られない 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真５ 施設内の設置状況 
 左：固定式（常に黄色粘着板は同じ高さに設置） 

右：可動式（黄色粘着板の下端がトマト株の生長点と同じ高
さになるように設置） 

１mm 

１mm 

上 端 の
高 さ 約
150cm 

生
長

点
の

高
さ
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成

虫 

大きさ 体長 1.0mm程度 体長 0.8mm程度 

静止時の翅の形 前翅の間はくっついており、翅

先が重なっている。 

翅は葉面と平行となる 

前翅の間は開いていて、翅先が

重なり合わない。 

翅は屋根型に閉じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

１mm １mm 
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発生予察調査基準（案）ナスのコナジラミ類（その１） 

 

 コナジラミ類 

 ナスには、タバココナジラミとオンシツコナジラミが寄生する。直接的な吸汁害もある

が排泄物の甘露に発生するすす病の被害が大きい。 

    

１．調 査 

１．調 査 

(1)定点における調査 

ア．ほ場発生消長調査 

（調査方法及び調査項目） 

その地方を代表すると考えられる作型を選び、ほ場内で任意の 25～50 株を選定

し、上位、中位葉、下位葉それぞれ１葉について、種類ごとの成幼虫の寄生虫数を

調査する。 

（調査間隔） 

定植から 15 日毎に調査を行う。 

イ．黄色粘着板による発生消長調査 

（調査方法及び調査項目） 

ほ場内のサイド部と中央部の 2 か所において、黄色粘着板を畦面より約１ｍの高さ

に設置し、約 15 日毎に誘殺されたコナジラミ類の成虫数を調査する。 

 (2)巡回による調査 

発生状況調査 

(調査方法及び調査項目) 

標準的な栽培ほ場を選び調査する。ほ場内で任意の 25～50 株を選定し、各株任意

の中位葉を２葉選び、成幼虫の寄生虫数を調査する。発生程度は次の基準による。 

（発生程度別調査基準） 

 病 害 虫 名 
発 生 程 度 

備  考 
無 少 中 多 甚 

寄生虫数(頭／葉) 0 1～10 11～50 51～200 200 頭以上  

(調査間隔) 

    15～30 日間隔 

     

２．予 察 法 

葉への寄生状況、天敵の定着状況、気象条件等から、発生量を予察する。 
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発生予察調査基準（案）ナスのコナジラミ類（その２） 

 

 コナジラミ類 

 ナスには、タバココナジラミとオンシツコナジラミが寄生する。直接的な吸汁害もある

が排泄物の甘露に発生するすす病の被害が大きい。 

    

１．調 査 

１．調 査 

(1) 定点における調査 

ア．ほ場発生消長調査 

（調査方法及び調査項目） 

その地方を代表すると考えられる作型を選び、ほ場内の任意の 25～50 株を選定

し、上位、中位葉、下位葉それぞれ１葉、について、種類ごとの成幼虫の寄生虫数

を調査する。 

（調査間隔） 

定植から 15 日毎に調査を行う。 

イ．黄色粘着板による発生消長調査 

（調査方法及び調査項目） 

ほ場内のサイド部と中央部の 2 か所において、黄色粘着板を畦面より約１ｍの高さ

に設置し、約 15 日毎に誘殺されたコナジラミ類の成虫数を調査する。 

(2) 巡回による調査 

発生状況調査 

(調査方法及び調査項目) 

標準的な栽培ほ場を選び調査する。ほ場内で任意の 25～50 株を選定し、各株任意

の中位葉を２葉を選び、成幼虫の寄生状況を調査し、寄生葉率を調査する。 

発生程度は次の基準による。 

（発生程度別調査基準） 

 病 害 虫 名 
発 生 程 度 

備  考 
無 少 中 多 甚 

寄生葉率 0 1～30 31～50 51～80 81％ 

以上 

 

(調査間隔) 

    15～30 日間隔 

 

２．予 察 法 

葉への寄生状況、天敵の定着状況、気象条件等から、発生量を予察する。 
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ナスのコナジラミ類 発生予察調査実施マニュアル 

１．概説 

 ナスに寄生するコナジラミ類は、タバココナジラミとオンシツコナジラミである。ナス

を吸汁することにより生長を阻害するほか、排泄される甘露が付着した部位に黒色のカビ

を生じる（すす病）。果実にすす病が発生すると商品価値が低下する。 

 

２．調査方法 

 葉に寄生するコナジラミ類を見取りで調査する。葉の表裏に寄生しているコナジラミ数

をカウントする。卵～２齢幼虫は非常に小さいため、調査対象は３齢幼虫以上とする。成

虫と蛹の形態により、コナジラミの種類を判別する（写真１～４、表―１） 

写真―１ タバココナジラミ成虫                 写真―２ オンシツコナジラミ成虫           

写真―３タバココナジラミ蛹                  写真―４オンシツコナジラミ蛹 

            表―１ コナジラミ類の見分け方 

 オンシツコナジラミ タバココナジラミ 

蛹 半透明で、厚みのある小判型、周囲に長

い刺状突起を生ずる。 

黄色で中央部が隆起し周囲は薄い。

赤色の複眼が透けて見える。 

成虫 翅、胸部とも白色で、タバココナジラミ

よりやや大きく、翅先が重なる。 

翅は白色だが胸部は淡黄色～オレン

ジ色で、翅先は重ならない。 
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