
トマト

＜抑制栽培＞

(1) 化学肥料の使用量（窒素成分）及び化学合成農薬の使用成分回数の上限

品目 作 型
化学肥料の使用量

(窒素成分量 kg/10a)

化学合成農薬の

使用成分回数(回)

トマト 抑制 8.3 11

※上記使用基準は、茨城県特別栽培農産物認証制度対象農産物並びに農薬および化学肥料使用基準に準じる

(2) 施肥

ア 土壌管理

(ｱ) 土づくり

排水性、通気性に富む耕土の深い土壌が適する。排水が良い肥よくな土づくり

が不可欠である。

(ｲ) 土壌診断

トマトの最適な土壌 pH(KCl)は 6.0～6.5 で、これを目標に pH を矯正する。さ

らに、塩類集積が生じないように定期的な土壌診断を行い、過剰施肥とならない

ように注意する。

(ｳ) 除塩方法

塩類集積が進んでしまった場合は、除塩が必要となる。除塩方法には、クリー

ニングクロップの導入、深耕、被覆資材の除去がある。

(ｴ) 地力維持

土壌の物理性、生物性、地力の維持にはたい肥など有機物の利用が有効である。

また、緑肥の導入も土壌へ炭素を補給し地力の維持に有効である。

イ 減化学肥料栽培における有機物利用と肥料の組み合わせ

(ｱ) 肥料の組み合わせ

抑制トマトの化学肥料窒素施肥基準量は 16.6kg/10a である。たい肥・有機質

肥料併用、たい肥・化学肥料併用、有機質・化学肥料併用など有機物と化学肥料

をうまく組み合わせて化学肥料の使用を基準量の半分（窒素成分量 8.3kg/10a）

以下にする。抑制トマトは、基肥にたい肥等の有機質肥料を施用し、液肥による

追肥を行うなどして樹勢を管理する必要がある。

(ｲ) 有機質肥料及びたい肥の利用

たい肥を用いた施肥設計は、「第２章－２－(2)家畜ふんたい肥の肥料としての

利用法」を参考に行う。一般的に家畜ふんたい肥は、窒素に比べリン酸、カリの

含有量が多いため、窒素を基準に施用するとリン酸、カリが過剰施用になる場合

がある。このような場合、リン酸、カリ含有量が低い化学肥料や窒素単肥との組

み合わせ等でリン酸、カリ施肥量を調整する。

市販の有機入り肥料（50％有機入り肥料等）は、減化学肥料栽培に使用が可能

である。なお、配合肥料に表示されている有機質の割合（有機○○％など）は、

特に示されていない場合には重量に対する割合である。さらに、配合肥料を用い



る場合、保証成分に占める有機質の割合は製造または販売元に確認する必要があ

る。

また、たい肥などの成分保証がなされていない有機物を用いる場合、成分が表

示されているもの、分析値が明示されているものを優先して使用する。

(3) 病害虫・雑草防除

ア 発生する主要病害虫と発生消長

病害・・黄化葉巻病、葉かび病、すすかび病、輪紋病、灰色かび病、青枯病、萎凋

病

害虫・・コナジラミ類、ネコブセンチュウ類、アブラムシ類、アザミウマ類、チョ

ウ目害虫、ハダニ類、サビダニ類、ハモグリバエ類

※（生育ステージの凡例 ○：は種、△：仮植・鉢上げ、 ：定植、□：収穫期間）

イ 防除法

(ｱ) 病害

被害部位や株は見つけ次第除去し、収穫後の残渣はできるだけ丁寧に集めて処

分する。薬剤耐性菌の出現を防ぐため、異なる系統の薬剤のローテーション散布

を徹底する。

ａ 黄化葉巻病

タバココナジラミによって媒介されるトマト黄化葉巻ウイルス（TYLCV）によ

って引き起こされるウイルス病である。

新葉が葉縁から退緑しながら葉巻症状となり、後に葉脈間が黄化し縮葉となる。

症状が進行すると、節間が短縮し株全体が萎縮症状を示す。発病前に着果した果

実は正常に生育するが、発病後は結実しないため著しい減収となる。

生育初期に発病すると致命的な病害であるため、媒介虫であるタバココナジラ

○ ○

○ ○

黄化葉巻病

黄化えそ病

葉かび病

すすかび病

輪紋病

灰色かび病

青枯病

萎凋病

コナジラミ類

アザミウマ類
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ミの防除を徹底する（後述）。

ｂ 黄化えそ病

アザミウマ類によって媒介されるトマト黄化えそウイルス（TSWV）によって引

き起こされるウイルス病である。

感染すると、葉に褐色のえそ斑点、茎にえそ条斑や内部の空洞化を生じ、葉先

から黄化してしおれることもある。果実では褐色のえそ斑点を生じて、こぶ状に

隆起し奇形となる。

黄化葉巻病と同様に、発病すると致命的な病害であるため、媒介虫であるアザ

ミウマ類の防除を徹底する（後述）。

ｃ 葉かび病

発病適温は 20～25℃で、多湿条件で多発生しやすい。排水対策や換気を徹底し、

ハウス内の湿度を下げる。肥料切れを起こさないよう管理に注意する。常発ほ場

では、抵抗性品種（Cf-９）を作付する。

ｄ すすかび病

病斑は、葉かび病に酷似する。多湿条件で発生しやすいので、排水対策や換気

を徹底しハウス内の湿度を下げる。肥料切れを起こさないよう管理に注意する。

一度発生すると防除が困難になるので、薬剤を予防的に散布する。

ｅ 輪紋病

発病適温は 28～30℃で、比較的高温条件で発生が多い。主に葉に発生し、はじ

め暗褐色で水浸状の小斑点を生じ、次第に拡大して同心輪紋状の病斑となる。多

発生すると下葉から枯れあがる。着果負担がかかり、肥料が不足し樹勢が衰えて

くると発生しやすいため、適切な肥培管理を行う。

ｆ 灰色かび病

発病適温は約 20℃で、多湿条件で発生が多い。ハウスでは、換気により施設内

の湿度を下げるとともに、摘葉などにより過繁茂を避けて風通しを良くする。主

に果実、花弁や葉に多く発生するが、茎に発生することもある。発病部位は、伝

染源となるので早めに除去する。薬剤を予防的に散布するとともに、発生初期の

防除を徹底する。

ｇ 青枯病

土壌中の病原細菌が根から侵入し、株はしおれと回復を繰り返した後、枯死す

る。発病株の根から病原細菌が隣接株へ伝染したり、発病株のわき芽掻き等で病

原細菌が健全株へ伝染したりするので、発病株は早期に抜き取る。常発ほ場では、

土壌くん蒸剤等による土壌消毒を実施し、耐病性台木に接ぎ木を行う。

ｈ 萎凋病

下葉から黄化し、さらに病勢が進むとしおれ、枯死する。作付前に還元型太陽

熱土壌消毒を実施する。また、抵抗性品種の利用もしくは抵抗性台木品種への接

ぎ木が有効である。発病株は早期に抜き取る。

(ｲ) 害虫

育苗時には、ハウス開口部に目合い 0.4mm の防虫ネットを展張する。また、薬



剤抵抗性の発達を避けるため、異なる系統の薬剤のローテーション散布を徹底す

る。

ａ コナジラミ類

タバココナジラミは、トマト黄化葉巻ウイルス(TYLCV)を媒介する。トマト黄

化葉巻ウイルスは非常に感染力が強く、育苗期に発病すると致命的な病害となる

ため、媒介虫であるタバココナジラミの防除を徹底する。育苗ハウスおよび本圃

には、必ずハウス開口部に 0.4mm 目合いの防虫ネットを展張し、コナジラミ類の

ハウス内への侵入を防止する。育苗を 0.4mm 目合いのトンネル内で行うことも有

効である。

育苗時にアルバリン/スタークル粒剤を処理し、定植時にベストガード粒剤を

処理して初期防除を行う。粒剤の残効が切れる８月上旬にサンマイトフロアブル

を散布し、生育期の防除を行う。８月上旬にアルバリン／スタークル顆粒水溶剤

を散布して、収穫まで発生を抑制する。

また、ハウス内に黄色粘着板を設置して飛び込みした成虫を捕殺するとともに、

ハウス内における成虫の発生状況をモニタリングする。発生が確認されたら、オ

レート液剤などの気門封鎖型の剤を複数回散布すると効果がある。

ｂ ハダニ類・トマトサビダニ

盛夏期に発生する。トマトサビダニは、体長は 0.2mm 程度であり、肉眼ではほ

とんど見えない。0.4mm 目合いのネットも通り抜けるために注意が必要である。

ハダニ類は葉を、トマトサビダニは葉と果実に被害を与える。始めスポット状に

圃場の数カ所に被害が見られるので初期防除の時期を見逃さないことが重要で

ある。定植後の発生初期にあたる９月上旬に、コロマイト乳剤（成分回数０回）

を散布する。

ｃ アザミウマ類

トマト黄化えそウイルス（TSWV）を媒介する。さらに、アザミウマ類は、果実

表面への傷や、果実に産卵することによって白ぶくれ症状を引き起こして、商品

価値を低下させる。このため、８月中旬から防除を行う。８月中旬にはスピノエ

ース顆粒水和剤を散布し、その後も定期的に薬剤防除を行う。

ｄ ハモグリバエ類

トマト葉芯部内に幼虫が食入し、葉肉部を食害する。ハウス開口部に 0.4mm 目

合いの防虫ネットを展張し、ハウス内への侵入を防止することで、高い防除効果

を得ることができる。多発が予想される場合は、スピノエース顆粒水和剤などの

薬剤を散布する。

e チョウ目害虫

８月～10 月にハスモンヨトウやオオタバコガが発生し、葉や果実を食害する。

コナジラミ対策としてハウス開口部に0.4mm目合いの防虫ネットを展張すること

によって、チョウ目害虫の飛来も防止できる。チョウ目害虫対象であれば、防虫

ネットの目合いは 4mm 程度でも飛来防止効果がある。成虫の侵入時には、初期に

ＢＴ剤を散布する。老齢幼虫や、果実内部に食入した幼虫に対しては効果が劣る

ので注意する。



(ｳ) 雑草

圃場全面をマルチで被覆する。雑草は、害虫の発生源となるため、ハウス内及

び周辺の除草を徹底する。

(4) 参考モデル例

ア 施肥

イ 病害虫・雑草防除

①たい肥・化学肥料併用タイプ

総量 化学合成成分量
基肥 豚ぷんたい肥 ( 2.0 3.0 2.0 ) 0 500 5.0 0
追肥 NK化成 （ 15 0 15 ) 15 40 6.0 6
計 11.0 6

・豚ぷんたい肥の窒素肥効率は50%で試算した。

・追肥は水に溶かし、１回あたり窒素成分で3kg/10aを３回に分施する。

②有機質肥料・化学肥料併用タイプ

総量 化学合成成分量
基肥 ロイヤルベスト ( 6.0 8.0 4.0 ) 9 83 5.0 0.5
追肥 NK化成 （ 15 0 15 ) 15 40 6.0 6
計 11.0 6.5

・市販のロイヤルベスト（有機質91%配合）を利用。
・追肥は水に溶かし、１回あたり窒素成分で3kg/10aを３回に分施する。

化学合成された窒素成分(%) 施肥量(kg/10a)
窒素成分量(kg/10a)

窒素成分量(kg/10a)

・豚ぷんたい肥は一般的に、窒素成分に比べてリン酸やカリ成分含有量が多い傾向があるため、土壌中にこれらの成分が過剰に蓄積しないよう
窒素の代替率は60%程度とする。

時期 資材名(N-P2O5-K2O%) 化学合成された窒素成分(%) 施肥量(kg/10a)

時期 資材名(N-P2O5-K2O%)

は種：6月上旬、定植7月上旬、収穫8月下旬

月 旬 作業 対象病害虫
農薬名

（成分回数）
希釈倍率または

処理量

7 上 定植 コナジラミ類 ベストガード粒剤（1） 1～2g/株

9 上 収穫

コナジラミ類
トマトサビダニ
ハモグリバエ類

コロマイト乳剤
（0）

1500倍

葉かび病
アフェットフロアブル

（1）
2000倍

ダコニール1000
（1）

1000倍

コナジラミ類
アブラムシ類

コルト顆粒水和剤
（1）

4000倍

8 下 収穫

葉かび病
すすかび病

輪紋病

カッパーシン水和剤／
カスミンボルドー

(0)
1000倍

アザミウマ類
ハモグリバエ類

スピノエース顆粒水和剤
（0）

5000倍

8 中

葉かび病、輪紋病

1000倍

コナジラミ類
サンマイトフロアブル

（1）
1000～1500倍

8 上

葉かび病

アルバリン/
スタークル粒剤

（1）
1～2g/株6 中 鉢上げ コナジラミ類

ポリオキシンAL水和剤
(0)



月 旬 作業 対象病害虫
農薬名

（成分回数）
希釈倍率または

処理量

成分回数合計 9回

以下を参考に薬剤散布する。

※ここに記載した農薬は、2012年8月20日現在登録のある薬剤である。

・前年度にネコブセンチュウ類が多発した圃場では、還元型太陽熱土壌消毒やネコブセンチュウ

ホルモン処理
トマトトーン

(1)

◎本表は、予防を主体とした防除体系であるため、病害虫の発生が認められた場合は

・疫病が発生した場合は、ランマンフロアブル（成分回数1回）等を発生初期に散布する。

9 下 収穫

オオタバコガ
ハスモンヨトウ
コナジラミ類

ハモグリバエ類
ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ

・灰色かび病が発生した場合は、セイビアーフロアブル20（成分回数1回）等を発生初期に

・オオタバコガ、ハスモンヨトウ等のチョウ目害虫が発生した場合は、発生初期に

アニキ乳剤
(1)

2000倍

9 中 収穫

葉かび病
灰色かび病

ポリオキシンAL水和剤
(0)

1000倍

アブラムシ類
コナジラミ類
アザミウマ類
トマトサビダニ

ハチハチフロアブル
（1）

1000倍

BT剤（成分回数0回）を散布する。

対抗植物などにより圃場内密度をあらかじめ減らしておく。

散布する。


