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ま え が き

吸蛾類対策 としての電燈照明 につ いて は,早 くよ り大

森 ・森(1962),石 谷 ・八田(1962)な どの研究が あ り,

また山梨県身延 町では当時 より既 にこれが実施 されてお

り,そ の歴史はかな り古い もの といえる。またその効 果

も他方法 に比較 してかな り有望視 される ものであ り,最

近では大串 ら(1964)や 塩入 ・早河(1965)の くわ しい

報告があ る。 しか し電燈照明 の効果解析 や,そ れ と光条

件 との関係な どの基礎 的事項 については,従 来ほ とん ど

研究 されて いない。筆者 らは1961年 以来 これ らの問題 に

つ いて研究 してきたが,蛾 の複眼の状態 と活動性 との関

係 および各種光条 件(特 に波長)の 影響 について は,一

応 の知見 を得たので ここに大要を報告す る。 またこれに

関連 して使用すべ き光源の種類 について も,二 三 の考察

を加えてみたい。大方の御批判を得 られれば幸 である。

本研究を行な うに当た り,サ ン トリー株式 会社山梨農

場,長 野県塩入良貞技師 よ りは材料 その他 で多大の御支

援 を賜わ り,ま た信州大学小 山長雄博士 よ りは複眼研究

について懇切 なる御教示 をいただいた。調査実験 につい

て は,農 電研究所上平末男,古 館敬 一,関 山哲雄,板 久

安信,青 木正則 の諸氏 および千葉 大学 茂木昇,高 柳 淳,

佐 々木堯,市 村皓 の諸氏 に負 うところが多い。上記諸氏

に対 し感謝 の意 を表す る。

複 眼 の状 態 と活 動 性

一般 に蛾 の複眼は夜間(暗 黒時)は 暗適応状態 にある

が,こ れが照明を受 けると明適応 に変化す る。暗適応 時

には,複 眼の中央部(ひ とみ)は 鮮紅色 に輝 いて見 え る

が,照 明を受 けるとこの部分が次第 に減少 し,つ いには

輝 きを失な う。 こ うした暗適応 か ら明適応 への複眼外貌

の変化 について は,八 木 ・小 山(1963)が くわ し く述 べ

てい るが,明 適応 化 した蛾 では著 し く活動性が低下す る

のが普通であ る。

筆者 らは,吸 蛾類 に対す る電燈照 明の効果 は,飛 来防

止 または誘釈以外 にこう した面 もあるのではないか と考

え,以 下の ような調査実験を行 なった。

(1) 照明下における吸害作用

これ について は既 に野村(1962)が 小論 したが,そ の

後 さ らに群馬県沼 田市千葉大学農場 においてアケ ビコノ

ハAdris tyrannus amurensis STAUDINGERお よびオ

オ エグ リバCalpe gruesa DRAUDTを 対象 に下記の実験

を行 なった。高 さ50cm,直 径30cmの 円筒状飼育か ご(カ

ン レイシ ャ張 り)内 に蛾 を放 ち,24時 間後 に供与 したモ

モへの刺孔 数を調査す る。 照明区で は か ご上方30cmの

ところに20W蛍 光燈(桃 色,青 色)を 点 じ,対 照 区は終始

暗黒 とした。供試蛾数 は各 区4～8頭 であった。本実験

の結果は第1表 の通 りで,照 明 区(蛾 の複 眼は明適応 化)

の方が刺孔数が少 なかった。

第1表 照明下における2種 吸蛾類の吸害作用,表 中の

数字は平均1頭 当たりの刺孔数(1962)

(2) 照明園での観察

1962年8月,群 馬県沼 田市千葉大学農場 内の モモ園で

白熱電球照明下 にお ける吸蛾類複 眼の状態 および各個体

の活動状況を観察 した。暗適応をD,明 適応 をL,中 間

をDLで 表 わす と,オ オエ グ リバ では次 の結果 を得た。

加害 中の ものは総 てDま たはDLで,一 方葉上 に静止 し

てい るものにはLが 多 く,DLは その半数程 度,Dは 該 当

例 を見 出 さなか った。アケ ビコノハ は明所 には発見で き
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ず,は っき りした傾向はつかめなか ったが,暗 所で吸害

中の ものはすべて暗適応 個体であ った。

(3) 明適応個 体による吸害実験

以上によ り明適応個体では吸害活動が抑制 されること

が推 定 され るが,こ の点を さらに追究す るため次 の実験

を行 な った。野外で採集 した アケビコノハ,オ オエ グ リ

バ を1～2日 絶食 させた後,照 明 して明適応 とす る。 こ

の明適 応個体を暗黒下 にお き,そ の吸害性 を検討 す る。

吸害活動の程度 は,果 汁を入れ たシ ャー レ紙 ぶたの刺孔

数 によって判定す る。本実験 は1964年8月 沼田市 におい

て行な ったが,結 果 は第2表 の通 りで ある。

第2表 暗適応 ・明適応個体の暗黒下における吸害作用,

表中の数字は平均1頭 当た りの刺孔数(1964)

明適応個体を暗所 にお くと,1～2時 間で暗適応 に も

ど るか ら,第2表 の12時 間後刺孔数 は参考程度 に見 られ

たい。 しか し明適応個体群 では,12時 間経過 後で も一般

に刺孔数 には大 した増加が な く,一 種 の後作用的効果が

み られ るの は興味深 い。 さて 明適応 個体 と暗適応 個体 と

の吸害活動 の比較で あるが,上 記両種 とも絶食1日 の場

合 には明 らか に明適応個体 の活動性 が弱 く,上 記(1)(2)

の観察事項が裏書 きされたといえよ う。 しか し絶食2日

の個体で は,た とえ 明適応状態 にあ って もかな り吸害性

を発揮す るよ うで,特 にアケ ビコノハでは この傾向が強

い と認め られ る。

第2表 は暗所 における実験 であ ったが,複 眼条件 と照

明の有無 との組 み合 わせを考 え ると,こ れ以外に明適応

-照 明,暗 適応-照 明の場合 も考 え られ る。そ こで前の

方法 に準 じて これ らにつ いて も検討 したが,絶 食1日 の

ものについての実験結果 は第3表 の通 りであ る(供 試虫

数 は各 区4頭)。 ただ し,明 適応-暗 黒区の数字は第2

表 よ りとった。第3表 か ら明 らかなよ うに,明 適応-照

明 とい う条件下 では,一 そ う活動性 が抑制 され るようで,

反 対 に暗適応個体 はたとえ明所 におかれて も吸害活動 は

必ず しも阻止 されない と推 察 され る。

第3表 吸蛾類の活動性 と複眼の状態,照 明条件 との

関係,表 中の数字 は平均1頭 当た り40分間 お

よび12時 間の刺孔数(1964)

(4) 総 括

筆者 らは,照 明によって吸蛾 類の複眼を明適 化 させれ

ば,活 動性が低下 し,ひ いては被害 も軽減で きるであろ

うと考え,上 記 のよ うに種 々の角度か ら検 討 し て き た

が,ア ケビ コノハ,オ オエ グ リバに関 しては この想定は

肯定 され るものと思 う。他種 について は,く わ しくは検

討 していないが,こ れまでの観察か らほぼ同様で あろう

と推定 される。塩 入 ・早河(1964)の 照明モモ園 にお け

る調査 で も,キ ンイロエ グ リバ,ア カエ グリバ で吸害個

体 よ り休止個体 の方が多い ことが示 されてい るの は,上

述 の想定 を裏書 きす るもの といえ よう。

もちろん照 明の効 果は,こ ればか りでな く飛来防止,

誘殺 などに も求 め ることがで きるが,こ れ らの 中で誘殺

は種類 によ ってかな り効果差があ り,そ うい う意味で普

遍性 はや や乏 しい と思 う(野 村,1965)。 照明に よる飛

来防止効果 と吸害 活動抑制効 果 とのいずれを重要視すべ

きか は,光 源 の種類,点 燈条件な どに よって も相違す る

か ら(後述),一 概 には論ぜ られないが,筆 者 らは後者の

意義を過小評価 すべ きでない こと,ま たそれは複眼の明

適応 化に ともな って誘発 され ることを重ねて強調 して お

きたい 。

光 条 件 と複 眼 の 明適 応 化

筆者 らは上記 研究 と並行 して,複 眼の明適応 化 と波長

および照度 との関係について も検討 したが,な るべ く短

時 間の照 射で明適応 化す る波長の探索に重点をおいた。

(1) 波 長

1. 研究方法

各種波 長の効 果を比較検討す るため,次 の4方 法を採

用 した。

a. フィル ター法 各種 フ ィル ターを用いて異な る波

長 を作 用 させ,複 眼が暗適応か ら明適応へ転ず る所要時

間 を測定 す る。蛾 は木わ くに固定 し,照 射下 に静止 させ

てお く。ただ しこの場合 には,完 全な明適応化を 目標 に

しないで,複 眼 ひとみの輝 きが消失す るまで と した。実

験 装置には写真用 引伸器を用い,フ ィル ター は東芝製 の
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VR-3, VO-2, VG-1, VB-2, VC-1を 使 用 した 。 照 度

(複 眼 の位 置 に お け る)は 各 波 長 と も 一 定 とな る よ うに

した(通 常50lux)。

第1図 各種フィルターの分光透過率

VC-1, VB-2な どはフィルター名を示す

ILは 白熱電球のそれを示す

b. プ リズム法 光を2台 の三角 プ リズムによ って分

光 し,こ れを鏡 によって直下 させ,蛾 の複眼 に作 用 させ

る。以下は フ ィル ター法の場合 に同 じ。

c. 各種蛍光燈 による比較 波長 の異 な る次の5種 蛍

光燈(い ずれ も20W)を 用 いて,上 記 と同 じ要領で複眼

明適化の遅速を比較す る。

ブラ ックライ ト蛍光燈(東 芝製),青 色 カラー ドランプ

(三菱製),白 色蛍光燈(東 芝製),黄 色 カ ラー ドランプ

(三菱製),赤 色 カラー ドランプ(三 菱製)。

第2図 各 種螢光燈の分光 エネルギー分布

Bk:ブ ラック ライ ト螢光燈,B:青 色カ ラー ドラ

ンプ,Y:黄 色 カラー ドランプ,W:白 色螢光

燈,R:赤 色 カラー ドラ ンプ

d. 複眼色素粒 の移 動測定(セ クシ ョン法)複 眼の明

適応 化の程度 は,上 記の ように外貌観察 によって も判定

で きるが,複 眼色素粒の移動状況を調査 できればさ らに

完全で ある。所定時間各種波長 を作用 させ た蛾 の頭 部を

切断 して固定液(カ ル ノワ液)で 固定 した後,複 眼を ミ

クロ トームで切断 して セ クシ ョンを作 り検 鏡す る。色 素

粒の移動程度 は,小 山博士 の教示 によ り次式によ ってあ

らわ した。

移動率M=m/e×100(%)

m:そ の時間内の色素粒移動距離,e:暗 適応状態から完全

に明適応になった場合の色素粒移動距離

2. 結 果

上記各方法 にはそれぞ れ一長一 短があ る上に,供 試 蛾

の個体差や実験者 の熟練 さ も関係 したためか,得 られた

結果 は各方法お よび実験年次 によ って多少相違 す る部分

もあ る。 しか し,過 去3箇 年 の実験 か ら,アケ ビコノハ,

オオ エグ リバ お よ び アカエ グ リバOraesia excavata 

BUTLERの3種 については,だ いたいの傾向を察知す る

ことがで きた。

a. アケ ビコノハ フ ィル ター法によれば,青 色 域お

よび橙色域 において 明適応化 の時間が速 いが(第4表),

プ リズム法や各種蛍光燈 による比 較実験 ではむ しろ黄色

域の方が効果 的と認 あ られる(第3図)。 またセ クシ ョン

第4表 照明(照 度50lux)に よって供試全個体(各 区
3頭供試)が 明適応化するに要した時間(フ

ィルター法,1963)

法で は,VO-2とVR-3の 比較 しかないが,こ の両者

間で は前者の方が効率が高 く,第3図 の傾 向と符合 して

い る(第4図)。

b. オオエ グ リバ 第4表 お よび第3～4図 か ら推察

す ると,オ オ エグ リバ に対 して はアケ ビコノハ の場合 よ

りやや短い波長の方が効率が高 いと認 め られ る。す なわ

ち本種 に対 して は,青 色域が最 も有効 と思われ るので あ

るが,し か し黄色域 にお いて もそれ ほどの遜色 のないこ

とは注 目されてよか ろう。
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第3図 波長 と明適 応化所 要時間 との関係Ap:ア ケ ビ

コノハ(プ リズム法),As:同 種(各 種螢光

燈),Cp:オ オエグ リバ(プ リズム法),Os:

アカエ グ リバ(各 種螢光燈)

第4図 波長 と網膜色素細 胞の移動,符 号は使用 フィ

ル ターの種類 を示す(1963)

第5表 各種 吸蛾類の複眼を短時間で明適応化 する波長(1962～1964の 総括)

c. アカエ グ リバ 傾 向はオオ エグ リバ の場合 に似て

い る(第3図)。 青色域 また は黄色域が効率が 高い と思 わ

れ る。

以上を整理す ると,第5表 の よ うにまとめ られ る。吸

蛾類の種類 によって,有 効な波長(短 時 間で複 眼を明適

応化す る波長)は 多少相違す るが,上 記3種 を通 じてみ

ると,青 色域 または黄色域の範囲が好適 と思われ る1)。

しか し後述す る他要因を も考慮すれ ば,黄 色域 の方 が一

そ う有利であ ると考察 され る。

(2) 照 度

1962年,上 記 フ ィルター法 によ り各種波 長の効果 比較

実験を行な った際,照 度を変 えた区 も設 けて照 度の影響

も検討 した。それ によれ ば,同 一光源(波 長)で は照度

が大 きい ほど,複 眼の明適応化が 促進 される傾向を認め

た。例えば アケ ビコノハ に白熱電球 を照射 し た 場 合 に

は,明 適応 に至 る所要時 間は次 の通 りであ った。

1lux:40分,10lux:16分,30lux:6分,50lux:10分 。

以上 により,照 度 は大 きいほど効果 的であ ると推論 さ

れ るが,照 度が大 きい ことは明適 化が促進 され る以外に

も,直 接飛来 ない し加害防止 に貢献 す る面 があ るよ うで

(後述),こ の意味 で照度 は前記波 長 とともに重要 な条件

と考え られ る。

(3) 総 括

以上,波 長 および照度 の影響 について論 じたが,筆 者

らは この外 に光 エネルギーおよび輝度 について も若干の

検討を行 なった。 これ らに関 しては他 日報告 の予定であ

るが,複 眼を短時間 で明適 化 させ る光源 の探索 とい う立

場か らいえば,さ し当 た り波長 および照度 を主対象 に考

えて大過ない もの と考え る。

波長 は蛾の種類 によ り効果 的範 囲に多少 のず れはある

が,ア ケ ビコノハ,オ オエグ リバ,ア カエ グ リバの3種

を総括 して考 えると,青 色 または黄色域 が一応 の 目安 と

1) 上記 実験は照度を一定(光 エネルギーは不同)と して行 な った もので あるが,1964年 には アケ ビコノハを対象 に光 エネ

ルギーを一定に しての波長比較実験 を行 な った(フ ィル ター法に よる)。 その結果 は先 の第4表 の傾向 とよ く符合 した。
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な る らしい。 しか し,飛 来あ るい は加害抑制効果(後 述)

な ども考え合 わせ る と,黄 色 域の方がよ り好適で あろ う

と考え られ る。次 に,照 度 は大 きいほ ど効果的 と認 め ら

れ るが,こ れは点燈方法 に も関係があ ることで,こ れ と

の関連 において論議 されるべ きであ る。なお照度 と複眼

明適化速度 とが直線 的関係を示 すか どうかは 不 詳 で あ

り,こ れ につ いては今後 の検 討を期す ものであ る。

光 源 につ い て の二 三 の 考 察

上記の ことか らいえば,使 用 す る光源は複眼明適化の

速い もので あることが望 ま しく,そ れには波長 について

特 に考慮す る必要が あると思 われ る。 しか し実際問題 と

して考え ると,電 燈照 明の効果 は上記 活動性の低下ばか

りでな く,一 部 は飛来抑制 その他 に も帰せ られ る面が あ

り,光 源の選択 は種 々の角度か ら総合 的に行なわれ るべ

きであ る。

この よ うな趣 旨か ら,筆 者 らは上記 諸実験 と 並 行 し

て,光 源 および点燈法 を変 えての圃場試験 も度 々行な っ

た。 ここにその一 部(波 長関係の)を 掲げ,あ わせて光

源 につ いて の二三 の考察 を述 べ る。

(1) 光源(波 長)別 効果比較試 験

1964年8月,群 馬県勢 多郡宮城村 にあ る農電研究所試

験 圃場 内のモモ園で,主 波 長の相違す る5種 蛍光燈(第

2図 参照)に ついての比較試験を 行 な っ た。1試 験 区

(1光 源)当 た り3本 の指定樹を定め,各 樹 には熟度 の

一定 したモモ果実10箇 をつ るしたが,不 点燈(8月4日

～7日)→ 点 燈(9～11日)→ 不点燈(12～13日)と 照

明条件の変 るたび に果実を更新 して条件 をそろえた。蛍

光燈 は各種 とも20Wの もの2本 を垂直 直列につな ぎ地上

5mの 位置 に懸垂 した。各晩 における吸蛾類 の飛来数調

査 は午後8時 に行 な った。当地方ではアカエ グ リバが優

占種で あ ったが,ほ かにアケ ビコノハ,オ オエ グ リバ,

ヒメエグ リバ も認め られた。本実験の結果を要約す ると

第6表 の通 りで,光 源(波 長)に よ って飛来率(暗 夜 に

対比 しての)お よび被害程 度にはかな り差異のあ ること

が示 された。結果 的にみ ると,黄 色 カラー ドランプが最

も有効 と認 め られた。

第6表 各種螢光燈の効果比較実験(1964)

第5図 は この果樹園 に飛来 した吸蛾数 およびその中で

の吸害蛾 数 と,刺 孔数 との関係を示 したものであるが,

暗夜の場合 と点燈時 とを比較す ると,照 明の効果 が単 に

飛来数 あるい は吸害蛾数を低下せ しめるだけでな く,そ

れ に加えていわゆ る忌避的効果 もある らしい ことが うか

がわれ る(暗 夜群,点 燈群 と して大観 する と両者 は非連

続的で ある)。

こ うした点 をさ らに くわ しく検 討すれば,照 明の意義

や各光源(波 長)の 比較論 も一 そ う明確 にな ると思 うが,

ここでは飛来蛾数 に対 す る吸害蛾 数の比率(吸 害蛾率),

第5図 点燈,無 点燈の場合の吸蛾類個体数と被害との関係,点 燈の場合の番

号は光源の種類を示す(第6表 参照)

▲ 無点燈時の飛来蛾数 ● 点燈時の飛来蛾数

△ 無点燈時の吸害蛾数 ○ 点燈時の吸害蛾数
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第7表 各区における吸害蛾率および果実面最高照度対被害果率の関係(1964)

註)1. 暗夜 における吸害 蛾率は平均69%で ある。 しか し全 夜を通 して考え ると,100%に 近いであ ろう。

2. 表中-印 の もの は,そ の照 度があ らわれなか ったことを示す 。 この表に よっても1お よび5は 照度が低 く,か つ光

の到達性 の悪い ことが理解 され よ う。

3. 被害 果率は刺孔数5以 上の ものを対象 と して算 出 した。

および果面 照度の問題を採 りあげて みたい。第7表 はそ

れの要約で あるが,各 蛍光燈 によ り効果 のあ らわれ方 に

はかな り明瞭な差異が見 られ る。黄色 カ ラー ドランプで

は吸害蛾率が低 く,か つ低照度 で も被害 をお さえてい る

点が注 目され,ま た逆 にブ ラックライ ト蛍光燈では これ

らの点で劣 ることが指摘 され る。赤色カ ラー ドランプも

低照度 でか な り被害 をおさえてお り,こ の点に関 して は

黄色 カラー ドランプに次 ぐものと思 われ る。ただ し,光

の到達性の悪い ことは,実 用上 問題 となろ う。

第5図 の点燈群各点 の配列状況 は,必 ず しも規則的 と

はいえないが,蛾 の個体数 に加 えて上述 したよ うな局所

的忌避効果を も考慮すれ ば,各 種光源 の効果 優劣は一 そ

うよ く説明で きるようで ある。 なおは じめに述べ た複眼

明適応化所要時間の短い ことも,重 要 な考慮事項 にな る

ことはい うまでない。

(2) 考 察

以上,波 長問題を中心 に述べて きたが,次 に使 用光源

についての総括的考察を加えて みよ う。まず順序 として

照 明の効果 内訳を考え ると,筆 者 らの見解 は次の通 りで

あ る。

A 果樹園への飛来防止

B 飛来 した蛾 について

a 活動抑制{

1 複眼の明適応化による吸害活動の
抑制

2 それへの照射によ る追加的効果,
または局所的な忌避効果

b 誘 殺

筆者 らは,一 般的 にみてA(飛 来 防止)お よびBa(活 動

抑制)に 多 くの期待 をか ける。誘殺効果 は種 類によ り,

また条件 によってふれが あ り,全 般 的にはあま り期待で

きないので,こ こで は触れない ことにする。Aお よびBa

のいずれが効果が高いか は,光 源 の種 類や照 明条件 によ

って も相違 す るか ら,簡 単 には比較で きないが,白 熱電

球 によ る普 通程度の照明の場合 にはほぼ同程度 といえ よ

う。 しか しAの 効果を さらに強調す るためには点燈数を

多 くした り,あ るい は回転燈(塩 入 ・早河,1965)を 使

用す るな ど,相 当の負担がかか るので,今 後 の効果増大

への期待はBよ り低い といえ よ う。Bで は光源 や照 明条

件 の改善によ って相当効果を あげ得 る見透 しが あ り,そ

の意味でAよ りもBの 方 によ り多 くの期待が持 たれる。

さて,各 種光源(波 長)に ついて上記項 目別 に考察す

ると,黄 色 カラー ドランプはAに もBaに も共通 して効

果 的に働 くと考え られ,蛍 光燈の 中で はきわめて有望視

され る。

上記AとBaと の総合効果を簡単 に予測す るには,照

明時 におけ る

飛 来率 ×吸害蛾率 ÷1002)

(ただし 飛来 率=
照明時飛来蛾数/
暗夜飛来蛾数

×100

吸害蛾率=
吸 害 蛾 数/

飛来総蛾数
×100)

を とりあげ ることがで きる。くわ しくいえば,前記 のよ う

に これに局所的な忌避効果や照度分布(光 の到達性)な ど

を加 味すべ きで あるが,単 に “飛来率 ×吸害蛾率 ÷100”

によ って もだいたい の見 当はつ くよ うである。黄色 カ ラ

ー ドランプで はこの値 は20 ,ブ ラックライ ト蛍 光燈では

38と な り,前者がす ぐれてい ることが よ く表 われている。

実 際面 では 白熱電球が使用 され,高 い効果を示 してい

る例が少な くな いが(野 村,1962;塩 入 ・早河,1965),白

熱電 球は波長の方か らみ ると必ず しも好適 とは考 え られ

ない。 しか し高い照度が得やす く,か つ距離 による照度

の逓減が蛍光燈よ り少 ないので,少 数点燈 で間 に合 うこ

と,ま た回転燈を使用す る場合 にはこれ によ らなけれ ば

2) この値は,概 略で はあるが,暗 夜 の場 合に対 する実動加害蛾数の%を 示す ものと解 釈で きよう。
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な らない こと,な どの理由によ り十分利用性が あると考

え られる。特 に高所 か らの樹上照明 には,こ れ に依 存す

べ き場合が多い と思われ る。

なお光条件 としては,照 度 も重要 な要 因であるが,こ

れ は光源の種類だ けでな く,照 明方法(特 に点燈 数)が

大いに関係 して くるか ら,こ こで は触 れないでお く。

以上は効果面か らの検討で あ ったが,こ のほか二 次加

害種 の飛来の多少 も重要な項 目といえよ う。二 次加害種

の飛来が多い と,腐敗を促進す る傾 向が あ り(野村,1962;

藤 村,1963),二 次加害種 の飛来 を誘発 す る光 源は好ま し

くない。筆者 らの観察 によると,波 長 の短 い光源はその

危 険性が大 き く,ブ ラ ックライ ト蛍 光燈や青色蛍光燈 は

この見地か らも支持 し難 い。白熱電 球は比較的無難であ

る。なお ほか に,経 済性や植物 への影 響性な ども考察事

項 にな るが,こ れ らは別 の機会 にゆず る。

以上 によ り,使 用すべ き光源 の種 類はだいたいの方 向

が 指示 され,現 段 階では黄色 カ ラー ドランプ また は白熱

電 球が支持 され るのであるが,も ちろん これ に関連 して

照 明方法(点 燈位 置,燈 数 な ど)も問題にな る。樹上照明

と樹間照 明のいず れに重点 をお くかで,光 源の選択ない

し照明設計 も当然変 って くるはずであ る。樹上,樹 間の

両 照 明を行 な う場 合には,白 熱電球 と黄 色 カラー ドラン

プの併用3)も 考 え られ るが,そ れぞれの燈数 は樹種 や繁

茂状 況 を考慮 して定め られ ることが望 ましい。一般 的に

い えば,照 度分布か らみて 白熱電球 より蛍光燈の方が多

くを要 する と思 われ るが(大 串1964の 結果 も それを 裏

書 き してい る),し か し樹 間照明で は強光少燈 よ りも弱

光 多燈の方が効 果的 と推察 され る根拠 もあ り,こ れ らの

細 部について各 場合 ごとに討議 されな ければな るまい。

これ ら照明設計に関す る事項 は,次 報で論議す る予定

で あ る。

摘 要

1. 電燈照明の効果内訳を検討す る目的で,そ の一つ

と考え られ る複眼明適応化 による活動性の低下 をと りあ

げ,ア ケ ビコノハ,オ オ エグ リバ について研究 した。明

適 応個体は暗黒下にあ って も吸害作用が低調で,暗 適応

個 体に くらべて活動性の低下が著 しか った。

2. 明適応 個体を照 明す ると,上 記活動性の低下 は一

そ う強調 され る。果樹 園を照明す ることは,吸 蛾類を こ

う した状態 に追 い こむ ことにな り,加 害軽減化 に相当効

果 があると期待 され る。

3. 応用面か らいえ ば,暗 適応複 眼をなるべ く速かに

明適応化す ることが望 ま しいが,こ の明適応 化所要 時間

と各種光条件(特 に波長)と の関係をフ ィル ター法な ど

4方 法 によ りアケ ビコノハ,オ オエグ リバ な どについて

実験的 に検討 した。その結果,波 長は重要要 因 と認め ら

れ たが,蛾 の種類 によ って有効光色 域には多少 の相違が

見 られ た。 しか し総括 的にみる と,青 色または黄 色域が

効率が高 く,こ れに他 の要 因 も考慮 して実 用上では黄色

域の採用 を提 唱する。また照度 も影 響性が大 きい(照 度

大 なるほど効果 的)。

4. 各種波長 の実 際的効果 を比較す るため,主 波長の

相違 する5種 類 の蛍光燈を使用 してモモ園で実験を行な

った。 これ らの中では,黄 色 カラー ドランプ(主 波長約

580mμ)を 使用 した区が飛来 数少 な く,ま た実際の被害

も軽微 で最 も効果が高か った。 これ に反 しブラ ックライ

ト蛍光燈 は,か な り効果が劣 った。 この よう な 効 果 差

は,主 として飛 来 ・吸害蛾数の多少に起因す るが,さ ら

に果面照度(照 度分布)な ども関連す るよ うで,各 光源

について これ らの問題 も検討 した。

5. 適 性光 源と して具備すべ き条件はいろ い ろ あ る

が,上 述 の効果 のみな らず二 次加害 種の飛来の少ない こ

と も考慮 して検 討す ると,蛍 光燈の中では上記黄色 カラ

ー ドランプが最 も有 望視 され る。一 方,実 際面では 白熱

電球 が多 く使 用 され るが,こ れは波長 とは別に光の到達

性 のよいこ とその他の理由によ るもので,そ の実用性は

決 して否定 される ものではない。状 況によ っては,白 熱

電球(回 転燈 も含あて)と 黄色 カ ラー ドランプ との併用

も考え られ よう。
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Summary

Studies on Orchard Illumination against Fruit-Piercing Moths.

I. Analysis of Illumination Effects, and Influence of 

Light Elements on Moths' Activities.

By Ken'ichi NOMURA, Shingo OYA

Faculty of Horticulture, Chiba University, Matsudo

Ichiro WATANABE and Hiromi KAWAMURA

Agricultural Laboratory, Central Research Institute of Electric Power Industry, 

Abiko, Chiba Prefecture

In mountainous districts of Japan, fruit-piercing 

moths such as Adris tyrannus amurensis STAU-

DINGER, Calpe gruesa DRAUDT, Oraesia excavata 

BUTLER and others are important nocturnal pests 

for various fruits. The authors studied some 

fundamental problems of the orchard illumination, 

one of the useful methods for controlling them, by 

means of many experiments and observations. The 

results obtained are summarized as follows.

1. According to many experiments, the relationship 

between the moths' activities and the physiological 

condition of compound eyes, namely dark or light 

adaptation, was considered, and it was recognized 

that their activities were controlled remarkably 

in the eye condition of light adaptation, even if 

under dark environment.

2. Under the illuminated environmet the activities 

of moths with light adaptation eyes were inhibited 

more remarkably. It is considered as an important 

reason for the illumination effects.

3. The influence of light elements, such as wave 

ength, brightness, illumination level and light 

energy, on the change to light adaptation from 

dark adaptation were examined by the filter method 

mainly. From these experiments both the wave 

length and the illumination level were pointed out 

as important elments concerning the promotion of 

light adaptation. It is concluded that the range 

between blue and yellow of wave length is more 

effective as well as higher illumination level in 

general.

4. In order to compare with the practical effects 

of different wave length, the authors practised 

some field experiments by using of several kinds 

of fluorescent lamps. Among these lamps, the 

yellow colored lamp, the dominant wave length is 

about 580mƒÊ, was most effective due to the in-

hibition of moths' coming and piercing.

5. Considering the influence of illumination on 

other nocturnal pests in orchards, the authors 

recommend the yellow colored lamp mentioned 

above or the incandescent lamp as an available 

light for the orchard illumination.


