
発生予察調査基準（案）キュウリのコナジラミ類 

 

Ｅ コナジラミ類 

キュウリに寄生するコナジラミ類には、タバココナジラミ、オンシツコナジラミの２

種類がある。タバココナジラミには複数のバイオタイプが存在し、野菜類に発生するの

はバイオタイプＢとバイオタイプＱである。これらコナジラミ類が多発した場合、排泄

された甘露にすす病が発生し、農作物の品質低下を引き起こす。また、タバココナジラ

ミはウリ類退緑黄化ウイルス(CCYV)を媒介するため、キュウリ栽培上重要な害虫の一つ

である。これらコナジラミ類の種類と発生量を調査するとともに、CCYVによる退緑黄化

病の発生予測に資することに重点をおく。 

１．調査 

(1) 定点における調査 

ア．黄色粘着板による調査(施設周辺) 

野外コナジラミ類は、施設栽培での発生源となるため、種類ごとにその飛来量を

把握する。 

（調査方法及び調査項目） 

定点施設側面に２～４カ所設置する。黄色粘着板は、上端が地上より高さ１ｍ以

内になるよう設置する。なお、黄色粘着板の種類により誘殺数が異なるため、調査

にあたっては同じ種類の黄色粘着板を継続して使用する。 

(調査時期及び調査間隔) 

定植前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。 

イ．黄色粘着板による調査(施設内) 

施設内に侵入したコナジラミ類の発生状況を調査する。 

（調査方法及び調査項目） 

定点施設内に２～４カ所設置する。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機周辺等コナジラミ類が発生し易い場所に設置す

る。 

（調査時期及び調査間隔） 

定植期から栽培期間中設置し、１～２週間ごとに調査する。 

(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） 

数か所のほ場を選び、それぞれ任意に選んだ25～50株について、２葉（上・中位

葉各１葉）のコナジラミ類の成虫数を調査し、１葉当たりの寄生虫数を求める。ま

たは、各葉についてコナジラミ類成虫の寄生の有無を確認する。 
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（発生程度別基準） 

発生程度は地域、作型、薬剤、防除の有無などによって著しく異なるので、それぞれ

の地域、作型で調査を重ね検討を要するが、おおむね次の基準を標準とする。 

程度 無 少 中 多 甚 

１葉当たり寄

生虫数（頭） 

０ 0.0１～10 11～30 31～100 101以上 

寄生葉率

（％） 

0 1～30 31～50 51～80 81％ 

以上 

（調査時期及び調査間隔） 

定植期から２週間～１ヶ月ごと。 

２．予察法 

(1)施設でのコナジラミ類の発生量は年次によって、かなり差が見られる。地域におけ

る発生状況、施設内密度、増殖能力、気象条件などから、その後の発生量を予察す

る。 
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キュウリのコナジラミ類 発生予察調査実施マニュアル 

 

 

１．概説 

 キュウリに寄生するコナジラミ類には、タバココナジラミ、オンシツコナジラミの２種

類がある。タバココナジラミには複数のバイオタイプが存在し、野菜類に発生するのはバ

イオタイプＢとバイオタイプＱである。これらコナジラミ類が多発した場合、排泄された

甘露にすす病が発生し、農作物の品質低下を引き起こす。また、タバココナジラミはウリ

類退緑黄化ウイルス(CCYV)を媒介するため、キュウリ栽培上重要な害虫の一つである。こ

れらコナジラミ類は葉裏で観察されるとともに黄色に誘引される習性を持つため、葉裏調

査及び黄色粘着板による調査により発生密度を推定できる。 

 

２．調査方法 

 キュウリのコナジラミ類の調査方法は、黄色粘着板による調査と見取り調査の２種類が

ある。黄色粘着板による調査は、一定期間設置した黄色粘着板によるコナジラミ類の誘殺

数を調査するもので、施設周囲や施設内のコナジラミ類の発生状況、特に施設内では初発

の発生確認に適した調査方法である。見取り調査は、キュウリの葉裏を肉眼で観察し、コ

ナジラミ類の寄生の有無を確認する方法である。 

 黄色粘着板を施設外に設置することにより施設周囲のコナジラミ類の発生状況を確認す

ることができる。また、施設内に設置することによりコナジラミ類の施設への侵入時期や

初発の確認をすることができる。 

 見取り調査では、調査時点でのコナジラミ類の発生状況や施設内分布状況を的確に把握

することができる。また、調査時点の生存虫を確認するため、防除等キュウリの管理作業

によるコナジラミ類の増減を的確に反映できる。 

 

Ａ．黄色粘着板による調査 

（１）調査に使用する道具 

  黄色粘着板、設置用支柱、ゴム手袋等 

施設内外に発生するコナジラミ類成虫を、粘着板に誘引し

て計数する。粘着板は種類によって誘引能力が異なるため、

同一種類・同一サイズのものを継続して使用する（黄色粘着

板例、写真１）。また、粘着板は、両面に粘着物質が塗布し

てあるため、ゴム手袋等を使用して作業することが望ましい。 

 

 

 

写真１．黄色粘着板例 
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（２）施設周辺の発生調査 

（ア）設置方法 

黄色粘着板を南側を含む施設側面２～４カ所に上端が地上より高さ１ｍ以内になる

よう設置する。設置方法は、支柱から横に針金を張り出し、クリップで固定する方法（写

真２）や支柱に直接粘着板を固定する方法（写真３）などが考えられる。支柱に直接固

定する場合は、粘着板が施設の外側に向くようにし、設置位置にマジック等で印をつけ、

同じ高さでの調査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）調査間隔及び計数方法 

粘着板は 1～２週間間隔で交換し、コナジラミ類の誘殺数を計数し、日･トラップ当た

り虫数を算出する。 

計数方法は、ほ場での計数（ほ場計数）とラップ等で粘着面を保護し、持ち帰って計

数（ラップ保護計数）する方法が考えられる。ほ場計数は、コナジラミ類の翅が目視で

確認しやすく誘殺数が少ない時に適した計数方法である。ラップ保護計数は持ち帰って

の調査が可能となるため、誘殺数が多い時に適した計数方法である。しかし、ラップの

圧着によりコナジラミ類が粘着物質に埋没して、目視での判定が困難となるため、ルー

ペや実体顕微鏡による検鏡が必要となる。 

 

 

写真２．クリップで固定 写真３．直接固定 
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（３）施設内の発生調査 

（ア）設置方法 

黄色粘着板を施設内に２～４カ所設置する。施設開口部周辺や加温機周辺等コナジラ

ミ類が発生し易い場所に設置すると効果的に誘殺数を計数できる。 

設置する場所は、管理作業の妨げにならないように畝中央の作物荷重等に吊り下げる

ことが望ましい（写真４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）調査間隔及び計数方法 

 施設周辺の発生調査に準じる。 

 

Ｂ．見取り調査 

（１）発生状況調査 

ほ場内の任意の 50 株について、各株上位

葉 1 葉、中位葉１葉の合計２葉の葉裏のを

中心に成虫の寄生虫数を計数する（写真５）。 

コナジラミ類は刺激を受けるとすぐに飛

翔して移動するため、葉裏を確認する際は

ゆっくりと葉を裏返し、コナジラミ類に不

用意に刺激を与えないようにする。調査は、

100 葉に寄生している頭数を合計し、葉当

たり虫数を算出する。 

 

 

写真４．施設内設置状況 

写真５．見取り調査 
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３．コナジラミ類の種同定 

 コナジラミ類成虫の種同定は、外部形態によって行うことができる。 

和名 オンシツコナジラミ タバココナジラミ 

（バイオタイプは外観での判別不能） 

写真 

  

外観特徴 翅を重ねて止まるため、腹部が見えな

い。 

翅先がやや広がって見える。 

翅を立てて止まるため、隙間ができ

る。 

翅の間から腹部が見える。 

体型がほっそりして見える。 
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2015.02.16  

チャのチャトゲコナジラミ発生予察調査実施基準（案） 

 

静岡県農林技術研究所茶業研究センター（協力：静岡県病害虫防除所） / 京都府農林水産技術セン

ター農林センター茶業研究所・京都府病害虫防除所 / 農研機構野菜茶業研究所（金谷） 

 

◎◎◎◎ⅩⅦⅩⅦⅩⅦⅩⅦ        チャの病害虫チャの病害虫チャの病害虫チャの病害虫    （追加）（追加）（追加）（追加）    ・・・府県の発生予察圃場等の定点調査用・・・府県の発生予察圃場等の定点調査用・・・府県の発生予察圃場等の定点調査用・・・府県の発生予察圃場等の定点調査用    

 

Ｎ．チャトゲコナジラミ 

 本種は、一番茶期をはじめとする摘採期に成虫が多発し、管理作業の著しい妨げとなる。また、

特に夏以後、幼虫が排出した多量の甘露がすす病を誘発する等してチャの生育に影響を与える。予

察の重点は、一番茶期における越冬成虫の発生量と第一世代以後の防除適期と防除要否を的確に判

定することにある。 

１．調  査 

ア． 発生密度調査 

発生量の予察及び防除要否の判定に資する。 

  （調査方法及び調査項目） 

   次のいずれかの方法により調査する。 

（ア） 寄生葉率調査 

 慣行管理の成木園から約２a の調査区を選び、裾葉 100 葉をランダムに採集し、寄生してい

る幼虫の齢期や脱皮殻を調査し、寄生葉率（脱皮殻含む）を求める。 

（イ） 50葉あたりの寄生程度調査 

上記の寄生葉率調査の代わりに、葉ごとの寄生幼虫数を下記基準に従って指数化し、50葉あ

たりの寄生程度を算出する。 

表  チャトゲコナジラミの寄生虫幼虫数と指数の目安 

指数 葉あたり寄生幼虫数 

２ 10匹以上 

１ １～９匹 

０ 寄生が見られない 

〔50葉あたりの寄生程度の算出式〕 

50葉あたりの寄生程度＝（０×Ｎ０＋１×Ｎ１＋２×Ｎ２）/Ｎ×50 

Ｎi：上表の「葉あたり寄生幼虫数；寄生が見られない」（指数 i）の葉数 

但し、Ｎ＝Ｎ０＋Ｎ１＋Ｎ２ 

  （調査方時期） 

   ２～11月 原則月１回以上（各世代の中老齢幼虫期は必須） 

 

イ． 黄色粘着トラップによる発生消長調査 

 黄色粘着トラップによる成虫の捕獲状況から、発生消長を把握し、防除適期を予測する。 

（調査方法及び調査項目） 

  摘採面上に黄色粘着トラップ（資材によって捕獲効率が異なるので注意）設置し、付着した

成虫数を調査する。 
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 （調査時期） 

  ３～11月 ２～７日おき（発生密度や調査目的により決定する）。 

＊黄色粘着トラップによる本種成虫の捕獲効率は極めて高いので注意する。 

＊有効積算温度則等を利用し、各世代の成虫発生期を重点的に調査しても良い。 

 

ウ．天敵調査 

 天敵の発生状況や寄生状況を調査し、発生量の予察や防除資材の検討に資する。 

（調査方法及び調査項目） 

 上記ア．（ア）の調査の際に、裾葉100葉に生息する天敵類の発生数を種類別に調査する。また、

脱皮殻の脱出痕から、シルベストリコバチ等の寄生蜂の寄生率を推測する。 

 

２．予察法 

（1）発生時期の予察 

 ア．越冬世代幼虫の発育状況から、有効積算温度則等を用いて、一番茶期の成虫発生時期を予察

する。 

 イ．黄色粘着トラップによる成虫の発生消長調査から、次世代虫の防除適期を予測する。前世代

成虫の終息時期が次世代虫の防除適期に相当するが、夏以後発生がばらつくと防除適期が掴

みにくい。 

 ウ．寄生葉率調査時における幼虫の齢別構成比率データから、有効積算温度則等を使って、次世

代（場合によって当該世代）の防除適期予測が可能である。 

（2）発生量の予察  

 ア．越冬世代幼虫の発生密度調査から、一番茶期の成虫発生量を予察できる。 

 イ．天敵特にシルベストリコバチの寄生率が本種の発生量に大きく影響する。 

 

 

◎チャの巡回調査実施方法（◎チャの巡回調査実施方法（◎チャの巡回調査実施方法（◎チャの巡回調査実施方法（表に表に表に表に追加分）・・・巡回調査法追加分）・・・巡回調査法追加分）・・・巡回調査法追加分）・・・巡回調査法    

→チャでは表にまとめられているので、調査項目等を追加するだけです。 

 

・チャトゲコナジラミ： 

調査項目 寄生葉率または寄生程度 注４）  時期；２～11月 各世代の中老齢幼虫期 

 

注４）「裾葉100葉における幼虫・脱皮殻の寄生葉率」または「50葉あたりの寄生程度」 

 

◎◎◎◎発生程度基準発生程度基準発生程度基準発生程度基準（追加（追加（追加（追加分分分分））））    

→これもチャでは表が羅列されているだけなので、 

定点調査の項で検討した基準をここにもってくるだけです。 

寄生葉率と50葉あたりの寄生程度（50葉あたりの寄生程度指数の合計値）の 

二つの基準があるので、これを一つの表にまとめます。 

（既存の他病害虫の発生程度に合わせた体裁の表にします） 
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ス．チャトゲコナジラミ 

程 度 寄生葉率（％） 50葉あたりの寄生程度 

無 ０ ０ 

少 １～２０ １～１０ 

中 ２１～６０ １１～４０ 

多 ６１～９５ ４１～９０ 

甚 ９６ 以上 ９１ 以上 
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チャのチャトゲコナジラミ 発生予察調査実施マニュアル 

 

静岡県農林技術研究所茶業研究センター（協力：静岡県病害虫防除所）/京都府農林水産技術セ

ンター農林センター茶業研究所・京都府病害虫防除所/農研機構野菜茶業研究所（金谷） 

 

１．概説 

 チャトゲコナジラミは、2004 年に近畿で初確認され、2011

年に新種記載された侵入害虫である。本種は、明治時代に日本

に侵入しカンキツ害虫となったミカントゲコナジラミとは別

種のトゲコナジラミであり、日本侵入後急速に分布域を拡大、

2015年12月末現在では我が国の主要茶産地の大部分を含む35

都府県で発生が確認されている。幼虫が排出する多量の甘露が

すす病を誘発しチャの生育に悪影響を与えるほか、一番茶期を

はじめとする摘採期に成虫が群発し、管理作業の著しい妨げと

なっている。 

本種は、幼虫が葉

裏に固着して生息するため、葉裏を調査するこ

とで発生密度を推定できる。また、成虫が黄色

に強く誘引される習性があるため、黄色粘着ト

ラップによる発生消長の調査が可能である。予

察の重点は、一番茶期における越冬成虫の発生

量と第一世代以後の防除適期と防除要否を的確

に判定することにある。 

 

２．調査 

（１）調査方法の概略 

 調査には、発生密度調査と発生消長調査がある。 

発生密度調査は、葉裏に寄生する本種幼虫を観察し、寄生の有無や密度を確認して、発

生量の予察や防除要否の判定に資することを目的とする。調査時期によっては、同様に葉

裏に寄生するカンザワハダニの調査と同時に行うことも

可能である。発生消長調査は、黄色粘着トラップによる本

種成虫の捕獲状況から発生消長を把握し、防除適期を予測

することを目的とする。調査時期や発生密度によっては、

本種同様に黄色粘着トラップに捕獲されるチャノミドリ

ヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマとの同時調査も可

能である。なお、本種の発生量の予察においては、シルベ

図１ 新芽に群がる 

チャトゲコナジラミ成虫 

図２ すす病が発生した茶園 

図３ 裾葉を調査する 
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ストリコバチ等の天敵類の発生状況や寄生状況の調査

が重要である。これらを調べて発生量の予測や防除資材

選択の検討に資する。 

 

（２）調査方法 

ア．発生密度調査（定点調査、巡回調査） 

 次のいずれかの方法により調査する。調査時期は、２

～11 月に原則月１回以上程度とし、各世代の中老齢幼虫

期の調査を必須とする。なお、表２に本種の発生程度基準を示す。 

（ア） 寄生葉率調査 

 慣行管理の成木園から約２a の調査区を選び、裾

葉 100 葉をランダムに採集し、これに寄生している

幼虫の齢期や脱皮殻を調査し、寄生葉率（脱皮殻含

む）を求める。 

（イ） 50 葉あたりの寄生程度調査 

上記の寄生葉率調査の代わりに、葉ごとの寄生幼

虫数を下記基準に従って指数化し、50 葉あたりの寄

生程度を算出する。 

 

表１ チャトゲコナジラミの寄生虫幼虫数と指数の目安 

指数 葉あたり寄生幼虫数 

２ 10匹以上 

１ １～９匹 

０ 寄生が見られない 

〔50 葉あたりの寄生程度の算出式〕 

50 葉あたりの寄生程度＝（０×Ｎ０＋１×Ｎ１＋２×Ｎ２）/Ｎ×50 

Ｎi：上表の「葉あたり寄生幼虫数（指数 i）」の葉数 

但し、Ｎ＝Ｎ０＋Ｎ１＋Ｎ２ 

 

表２ チャトゲコナジラミの発生程度基準と寄生葉率、50 葉あたりに寄生程度 

程 度 寄生葉率（％） 50 葉あたりの寄生程度 

無 ０ ０ 

少 １～２０ １～１０ 

中 ２１～６０ １１～４０ 

多 ６１～９５ ４１～９０ 

甚 ９６ 以上 ９１ 以上 

図５ 葉裏に寄生する幼虫 

図４ ４齢幼虫（拡大） 
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イ．黄色粘着トラップによる発生消長調査（定点調査） 

黄色粘着トラップによる成虫の捕獲状況から、発生消長を把握し、防除適期の予測等に資

する。 

（ア） 黄色粘着トラップによる発生消長調査 

①黄色粘着トラップ 

 多くの種類の資材が市販され

ている。本種は黄色に強く誘引さ

れるため、どの資材でも捕獲され

るが、捕獲効率は資材によって大

きく異なる。また、資材によって

野外での取り扱いが面倒なもの

もあるので注意する。使用目的に

よって適当な資材＊を利用すれ

ば良いが、継続調査や比較調査を

行う際には同一資材を継続利用

する。 

＊侵入モニタリング調査には、捕獲効率の高い「バッグスキャン（分割）」が優れる。発

生消長の調査には、小型（粘着面３×10cm）で取り扱いが容易かつ調査の省力化が期待で

きる「ミニフック」が優れる。 

②設置法 

 黄色粘着トラップは、針金などでダブルクリップを取りつけた園芸用支柱等を用いて、

粘着トラップの下辺が茶畝の摘採面に接する高さに設置する。設置トラップ数は調査目的

により１圃場あたり１～５個程度とし、互いに５m以上離して設置する。設置する場所は、

園端でも良いが、継続調査する場合は、設置場所を変えないことが望ましい。調査時期は、

原則３～11 月とするが、有効積算温度則等を利用し、各世代の成虫発生期を重点的に調

査しても良い。発生密度や調査目的によりトラップを２～７日おきに交換しながら成虫の

捕獲消長を調査する。 

回収した黄色粘着トラップは粘着面を計

数用シート等で覆って保存するが、保存状態

が悪いと翅が透明になり、識別しにくくなる。

拡大鏡や実体顕微鏡を使うと、翅が透明にな

った個体も認識しやすい。 

 

ウ．天敵調査（定点調査、巡回調査） 

 シルベストリコバチ等の天敵類の発生状

況材の検討に資する。 

図６ 黄色粘着トラップの設置状況 

左；捕獲効率の高い「バグスキャン（分割タイプ）」 

右；小型で省力調査性に優れる「ミニフック」 

図７ 有望天敵シルベストリコバチ 

♂♂♂♂    ♀♀♀♀    
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（ア）天敵類調査 

 チャトゲコナジラミの発生

密度調査（上記ア．（ア））の際

に、裾葉 100 葉に生息する天敵類

の発生数を種類別に調査する。ま

た、脱皮殻の脱出痕＊から、シル

ベストリコバチ等の寄生蜂の寄

生率を推測する。 

＊チャトゲコナジラミの脱出痕は

逆Ｙ字型であるのに対し、シルベ

ストリコバチの脱出痕は丸い孔

になる。 

 

 

 

３．予察法 

（１）発生時期の予察 

ア．越冬世代幼虫の発育状況から、有効積算温度則等を用いて、一番茶期の成虫発生時期

を予察する。 

イ．黄色粘着トラップによる成虫の発生消長調査から、次世代虫の防除適期を予測する。

前世代成虫の終息時期が次世代虫の防除適期に相当するが、夏以後発生がばらつくと

防除適期が掴みにくい。 

ウ．寄生葉率調査時における幼虫の齢別構成比率データから、有効積算温度則等を使って、

次世代（場合によって当該世代）の防除適期予測が可能である。 

（２）発生量の予察 

ア．越冬世代幼虫の発生密度調査から、一番茶期の成虫発生量を予察できる。 

イ．天敵特にシルベストリコバチの寄生率が本種の発生量に大きく影響する。 

 

図９ チャトゲコナジラミの主要天敵類 

左；クロツヤテントウ成虫、中；タマバエ類幼虫、右；昆虫寄生菌 

図８ 脱皮殻の脱出痕で寄生率を調査する 

左；チャトゲコナジラミが羽化、 

右；シルベストリコバチが羽化（脱出痕が丸い） 
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