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トマトキバガについて
農林水産省　消費・安全局　植物防疫課　防疫対策室 

トマトキバガ（Tuta absoluta (Meyrick)）は、チョ
ウ目キバガ科に属する開張約 10mm の小型のガ
であり（図 1）、海外ではトマト、バレイショ、
ナス等のナス科植物に被害を与える害虫として
知られている。

■寄主植物
ナ ス科： トマト（Lycopersicon esculentum）、タバコ

（Nicotiana tabacum）、トウガラシ（Capsicum 
annuum）、ナス（Solanum melongena）、チョ
ウセンアサガオ類（Datura spp.）など

マメ科：インゲンマメ（Phaseolus vulgaris）

■生態
1 年に複数の世代が発生し、繁殖力が高い。

発生世代数は環境条件によって異なり、地域に
よって差はあるが、年に 10～12 世代発生する地
域もある。卵～成虫になるまでの期間は 24～38
日程度で、気温が低い時期はさらに延びる。成
虫は夜行性で、日中は葉の間に隠れていること
が多く、雌は一生のうち平均で約 260 個の卵を
寄主植物の葉の裏面などに産み付ける。

また、海外では、ピレスロイド系やジアミド
系などの殺虫剤に対する抵抗性を獲得した個体
群の発生が報告されている（CABI, 2018）。

■移動分散方法
（1）自然分散

 　成虫は飛翔により自力で数 km 移動する。風
に乗ってさらに長距離の移動も可能である。

（2）人為分散
 　海外では、トマトの苗及び果実の移動に
伴い分散することが報告されている（EPPO, 
2005）。また、その他の寄主植物の苗の移動に
よる分散も考えられる。

■分布
本種は南米原産であるが、2006 年にスペイン

への侵入が確認されて以降、ヨーロッパ、アフ
リカ、中央アメリカ、西アジア、アラビア半島、
インド、ネパール、東南アジアに分布を拡大し、
2021 年 5 月までに台湾、中国、中央アジア諸国
等の近隣地域でも発生が確認されている（図 2）。

■寄生部位
卵　： 寄主植物の茎葉、がく片及び未成熟果（外

部寄生）
幼虫： 寄主植物の茎葉（内部及び外部寄生）、ト

マト、シマホオズキの果実及びバレイ
ショ塊茎（内部寄生）

蛹　： 土壌中及び寄主植物の茎葉（内部及び外
部寄生）
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図 1　トマトキバガ成虫

図 3　トマトキバガ幼虫（飼育個体）

図 2　本種の発生状況（2022 年 5 月現在）
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■トマトキバガの同定ポイント
トマトキバガ用フェロモントラップへの誘殺個

体、ナス科作物（トマト、ナス、バレイショ等）
を加害する幼虫（終齢に限る。）について、以下に
示す特徴が確認できれば本種と同定可能である。
トラップからの虫体の回収方法及び交尾器の観察
方法については、本誌第 118 号を参照されたい。

1．成虫
（外観：図 8）開張約 10mm、前翅長約 5mm。ラ

ビアル・パルプスは発達して牙状となり、上方に湾
曲する。前翅は灰褐色の地色に黒色斑が散在する。
後翅は一様に淡黒褐色、翅頂下でえぐれる（→）。

（雄交尾器：図 9）ウンクスは丸みを帯びる。
バルバは内側中央に突起（→）がある。サック
スは細長く伸長する。挿入器はほぼ円筒形で直
線状、基部（図では下側）はやや膨らむ。
（雌交尾器：図 10）腹部第 8 腹板に 1 対の弧状

の硬化部（褐色に着色する）があり、硬化部は
アポフィシス・アンテリオリスにつらなる。ア
ントルム（褐色の硬化部）はやや幅広い。交尾
のうには鎌形のシグヌムがある。

 

 

2．終齢幼虫
体長約 8mm、体色は淡緑色～淡赤色。頭部は

淡褐色。前胸の背面後方に細い黒色横帯がある
（図 11）。

 

■近似種との識別
ナ ス 科 作 物 の 害 虫 で あ る ジ ャ ガ イ モ ガ

Phthorimaea operculella（図 12）は、成虫の外観が
トマトキバガと酷似するが、以下の特徴を示す
ことで識別可能。
（雄交尾器）バルバはより細長く、中央に突起

を欠く。
（雌交尾器）腹部第 8 腹板は広範囲で硬化する。
（終齢幼虫）体長約 10mm。前胸背面の黒色横

帯は太い。
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図 8　トマトキバガ成虫

図 9　トマトキバガ交尾器（雄）
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図 11　トマトキバガ終齢幼虫
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図 12　ジャガイモガ
（A：成虫、B：終齢幼虫、C：交尾器（雄）、D：交尾器（雌））
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■被害
トマトでは、茎葉の内部に幼虫が潜り込んで

食害し（図 3）、孔道が形成される。食害部分は
表面のみを残して薄皮状になり、白～褐変した
外観となる（図 4）。果実では、幼虫がせん孔侵
入して内部組織を食害するため、果実表面に数
mm 程度のせん孔痕が生じるとともに食害部分の
腐敗が生じ果実品質が著しく低下する（図 5）。
また、バレイショでは地上部を加害し（図 6）、
塊茎は直接加害しないとされてきたものの、近
年、まれに塊茎への加害が報告されている。

■防除対策
海外では、農薬を用いた化学的防除、天敵で

あるタバコカスミカメ類を用いた生物的防除が
行われている。

我が国では、2022 年 5 月現在、本種に対する登
録農薬はないが、被害を防止するため、植物防疫
法第 29 条第 1 項に基づき、チョウ目害虫に効果
のある農薬による防除の指導が行われている。

■国内の発生状況
我が国では、海外における本種の近年の分布

拡大を踏まえ、国内への侵入を警戒していたと
ころ、2021 年 10 月に熊本県、11 月に宮崎県のト
マトほ場で初めて確認された。それ以降、両県
に加えて、鹿児島県、大分県、福岡県、長崎県、
愛媛県及び和歌山県においてフェロモントラッ
プ（図 7）による誘殺が確認されている。トラッ
プへの誘殺が確認された場合、トラップ周辺の
寄主植物栽培ほ場で、各県が調査を実施してい
るが、これまで本種による農作物への被害は確
認されていない（2022 年 5 月末現在）。

 
■侵入原因

本種が我が国に侵入した原因については、こ
れまでの状況から、海外の近隣地域からの飛来
の可能性が考えられるが、引き続き、検証が必
要である。

我が国では、トマトキバガの発生が確認され
たものの、現在のところ農作物への被害は確認
されていない。しかし、海外の被害状況を踏ま
えると、引き続き、関係機関が協力し、その発
生状況等を注視していくことが重要である。

図 4　トマト葉の食痕（飼育個体）

図 5　トマト果実の食痕（飼育個体）

図 6　バレイショ葉の食痕（飼育個体）

図 7　フェロモントラップ

未入



植物防疫所病害虫情報 第 127 号（2022 年 7 月 15 日）

－ 2－

植物防疫所病害虫情報 第 127 号（2022 年 7 月 15 日）

－ 3－

■トマトキバガの同定ポイント
トマトキバガ用フェロモントラップへの誘殺個

体、ナス科作物（トマト、ナス、バレイショ等）
を加害する幼虫（終齢に限る。）について、以下に
示す特徴が確認できれば本種と同定可能である。
トラップからの虫体の回収方法及び交尾器の観察
方法については、本誌第 118 号を参照されたい。

1．成虫
（外観：図 8）開張約 10mm、前翅長約 5mm。ラ

ビアル・パルプスは発達して牙状となり、上方に湾
曲する。前翅は灰褐色の地色に黒色斑が散在する。
後翅は一様に淡黒褐色、翅頂下でえぐれる（→）。

（雄交尾器：図 9）ウンクスは丸みを帯びる。
バルバは内側中央に突起（→）がある。サック
スは細長く伸長する。挿入器はほぼ円筒形で直
線状、基部（図では下側）はやや膨らむ。
（雌交尾器：図 10）腹部第 8 腹板に 1 対の弧状

の硬化部（褐色に着色する）があり、硬化部は
アポフィシス・アンテリオリスにつらなる。ア
ントルム（褐色の硬化部）はやや幅広い。交尾
のうには鎌形のシグヌムがある。

 

 

2．終齢幼虫
体長約 8mm、体色は淡緑色～淡赤色。頭部は

淡褐色。前胸の背面後方に細い黒色横帯がある
（図 11）。

 

■近似種との識別
ナ ス 科 作 物 の 害 虫 で あ る ジ ャ ガ イ モ ガ

Phthorimaea operculella（図 12）は、成虫の外観が
トマトキバガと酷似するが、以下の特徴を示す
ことで識別可能。
（雄交尾器）バルバはより細長く、中央に突起

を欠く。
（雌交尾器）腹部第 8 腹板は広範囲で硬化する。
（終齢幼虫）体長約 10mm。前胸背面の黒色横

帯は太い。

参考文献：
CABI (2018) Crop Protection Compendium. Data sheet on Tuta 

absoluta. (online), available from <https://www.cabi.org/cpc/
datasheet/49260>, (Last modified 2018-9-19).

EPPO (2005) Data sheets on quarantine pests. Tuta absoluta. EPPO 
Bulletin 35: 434-435.

Huemer, P. & O. Karsholt (eds.), 2010. Microlepidoptera of Europe, 
volume 6. Gelechiidae II (Gelechiinae: Gnorimoschemini). Apollo 
Books, Stenstrup: 586 pp.

植物防疫所（2019）病害虫の同定に係る技術情報－チョ
ウ目編（1）－．植物防疫所病害虫情報，(118): 3-4. [https://
www.maff.go.jp/pps/j/guidance/pestinfo/attach/pdf/index-16.pdf]

図 8　トマトキバガ成虫

図 9　トマトキバガ交尾器（雄）

ウンクス
バルバ

サックス

0.5mm

腹面 側面挿入器

図 10　トマトキバガ交尾器（雌）

シグヌム

弧状の
硬化部

アントルム

アポフィシス・
アンテリオリス

1.0mm

交尾のう

図 11　トマトキバガ終齢幼虫

黒色横帯

図 12　ジャガイモガ
（A：成虫、B：終齢幼虫、C：交尾器（雄）、D：交尾器（雌））

A

C D

B

バルバ

硬化部

腹面 側面

0.5mm

1.0mm

ラビアル・パルプス

頭部（側面）

後翅先端

植物防疫所病害虫情報 第 127 号（2022 年 7 月 15 日）

－ 2－

植物防疫所病害虫情報 第 127 号（2022 年 7 月 15 日）

－ 3－

■被害
トマトでは、茎葉の内部に幼虫が潜り込んで

食害し（図 3）、孔道が形成される。食害部分は
表面のみを残して薄皮状になり、白～褐変した
外観となる（図 4）。果実では、幼虫がせん孔侵
入して内部組織を食害するため、果実表面に数
mm 程度のせん孔痕が生じるとともに食害部分の
腐敗が生じ果実品質が著しく低下する（図 5）。
また、バレイショでは地上部を加害し（図 6）、
塊茎は直接加害しないとされてきたものの、近
年、まれに塊茎への加害が報告されている。

■防除対策
海外では、農薬を用いた化学的防除、天敵で

あるタバコカスミカメ類を用いた生物的防除が
行われている。

我が国では、2022 年 5 月現在、本種に対する登
録農薬はないが、被害を防止するため、植物防疫
法第 29 条第 1 項に基づき、チョウ目害虫に効果
のある農薬による防除の指導が行われている。

■国内の発生状況
我が国では、海外における本種の近年の分布

拡大を踏まえ、国内への侵入を警戒していたと
ころ、2021 年 10 月に熊本県、11 月に宮崎県のト
マトほ場で初めて確認された。それ以降、両県
に加えて、鹿児島県、大分県、福岡県、長崎県、
愛媛県及び和歌山県においてフェロモントラッ
プ（図 7）による誘殺が確認されている。トラッ
プへの誘殺が確認された場合、トラップ周辺の
寄主植物栽培ほ場で、各県が調査を実施してい
るが、これまで本種による農作物への被害は確
認されていない（2022 年 5 月末現在）。

 
■侵入原因

本種が我が国に侵入した原因については、こ
れまでの状況から、海外の近隣地域からの飛来
の可能性が考えられるが、引き続き、検証が必
要である。

我が国では、トマトキバガの発生が確認され
たものの、現在のところ農作物への被害は確認
されていない。しかし、海外の被害状況を踏ま
えると、引き続き、関係機関が協力し、その発
生状況等を注視していくことが重要である。

図 4　トマト葉の食痕（飼育個体）

図 5　トマト果実の食痕（飼育個体）

図 6　バレイショ葉の食痕（飼育個体）

図 7　フェロモントラップ

未入


