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千葉農試研報（Bull.Chiba Agric. Exp. Stn.) 19 : 83-89 ( 1978) 

I 緒

黄色灯照明のナシ園の吸蛾類に対する防除効果

津田正明

言

つで，付近一帯にはナシ園が多く，試験園に隣接する三

方はナシ園である。園の南西側には幅のせまい雑木林を

隔て道路が通っている。また，付近には吸蛾類の発生源

ナシに限らず，柑橘類，モモ，ブドウなどの果樹栽培 となる山林も散在しているが，周辺の状況を総合すると，

にとって，吸蛾類による被害は重大な生産阻害要因とな この園における吸蛾類の主な飛来は北西方向からと推定

っており，この生態や防除法については1957年～1960年 される。なお，試験に先だちこの園における吸蛾類の被

に農林省の助成により「果実吸蛾類の防除に関する研 害について園主から聞き取り調査を行ったところ，例年

究」3,6, 8,10,16,17）が組織的に行われて以来，本格的な研 の被害果率は平均5%程度であるが，園の北西側に被害

究が始められた。電灯照明が吸蛾類の防除に有効である が多い傾向であったということであり，蛾の飛来方向の

ことは，すでに1950年代初めごろから伊予市の早生温州 推定と一致した。 1971年および1972年は照明の効果を知

栽培地区に集団設置された畿光灯の例で知られていたが， る基礎調査として，黄色および白色の20W後光灯を1971

当初の研究は主に青色畿光灯を使った誘殺による防除で 年は各4灯， 1972年は各6灯を第l図のような配置で，

あった 6,16,18)0 野村ら15）は山梨県身延町のブドウ園で白 棚下に管底が地上約80cmの高さになるよう垂直に設置し

熱電球を使って効果をあげている例をみて，光源の種類 た。 1971年は照明の効果および黄色灯と白色灯の比較の

（波長および照度）について検討を行い，黄色後光灯の ため. 8月14日から28日までの収穫期間中毎夜20～22時

被害回避効果の高いことや，その効果解析について報告 に1～2回圏内を巡回し，あらかじめ選定した各区10樹

した。その後，多くの研究者によって光源の種類や，そ について，果実にとまっている吸蛾類を捕虫網で捕えた。

の点灯方法などについて基礎的な研究や，実際の点灯試 なお，園の北西側約%を無照明区とした。 1972年は加害

験例などが報告されたが 2,4, 9,22），ナシ園での事例は比 種の確認とその飛来消長の調査を主な目的として，収穫

較的少ない。そこで，著者は棚仕立てのナシ園における 期の 7月25日から 8月27日まで，前年と同様に夜間圏内

照明方法について検討するため， 1971年～1972年に若干 を巡回して黄色灯区および白色灯区それぞれ10樹につい

の基礎調査を行った後， 1973年～1975年に実証試験を実 て，果実にとまっている吸蛾類を捕えた。 8月8日まで

施したのでそれらの結果を報告する。 は吸蛾類以外の蛾も全て捕え，二次加害種の調査も行っ

本報告にあたり，当場病害虫研究室長井雄治室長から た。

は報告のとりまとめについて種々のご指導を賜った。ま 1973年一1975年はこれまでと同じ園の南西側半分（30

た，当場発生予察研究室市原伊助室長，同病害虫研究室 a）を使って，棚上照明と棚下照明の併用効果および棚下

萩谷俊一技師，同果樹研究室大野敏朗前室長および同故 照明の点灯密度について検討した。なお，園の北東側は

高梨平吉主任農業助手の諸氏からは試験実施上，ご指導 園主が独自に電灯照明を行ったが灯火数は少なし試験

とご協力をいただいた。なおまた，印搭郡白井町鵜沢勝 への影響はほとんどないと思われる。 3年とも第2図に

治氏には試験園の提供ならびに調査などに多大のこ協力 示したような配置で，棚上照明は 1本の柱の棚上約 2m

をいただいた。ここに上記諸氏に対し感謝の意を表する。 の位置に20W黄色後光灯を背中合わせに 2灯つけたもの

を5か所に設置し，また捌下照明は園を15aずつの 2区に

II 試験方法 分け， 60W黄色電球をlOaあたり 8灯（多灯区）と H丁（少

灯区）の区を設けた。黄色電球は地上約60cmの高さに棚

試験は現地および農試場内のナシ園てい行った。 から吊り下げた。なお，点灯期間中は両区とも夜間圏内

印旗郡白井町の現地農家ナシ園では， 1971年から1975 を巡回して吸蛾類の捕殺も合わせて行っている。 1973年

年までの 5年間試験を行った。試験園は約55aて、植栽聞 は8月17日， 22日， 28日の 3回，当日の全収穫呆を対象

隔は5.4m×5.4mで，幸水を主体とした析哀式棚仕立て に， 1974年および1975年は全収穫期間中の全収穫果を対

の成木園である。この地域は県内の主要なナシ産地のー 象に被害呆率を調査した。
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第1図 白井町試験園の灯火配置（1971～1972)

注 0, c: 20W骨量光灯，棚下に各1本（0印
1971年不点灯）
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第2図 白井町試験園の灯火配置（1973～ 1975)

注 1)*: 20W黄色後光灯，棚上に各2本。
2) 0: 60W黄色電球，棚下に各1個。
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第3図農試場内試験園の灯火配置
注 1)*: 20W黄色鑑光灯，棚上に各2本。

2) 0: 60W黄色電球，棚下に各1個。

千葉市大膳野町の農試場内ナシ閤では1974年および

1975年の 2年間，棚上・棚下両面照明の効果を，主に棚

下照明の有効性について検討した。試験園は30a，品種は

幸水および長十郎（ただし，調査対象としたのは幸水の

み），植栽間隔は 7m×7mで杯状形棚仕立ての成木国で

ある。園に隣接する西側ナシ園，南側はカキ園，ブドウ

園などがあるが，付近一帯はほとんど畑地または山林で

ある。吸蛾類に対するこの閣の立地条件は明らかでなか

ったため， 1973年に予備試験を行い園の東側の方が被害

の多い傾向のあることを確認している（西側区の被害果

率1.5%に対し，東側区は2.6%）。1974年， 1975年の試験に

おける灯火の配置は第 3図のとおりで，灯火の種類，設

置方法は白井町のものと同様で、ある。灯火密度も棚上照

明は同じ，棚下照明は白井町の多灯区と同じ（lOaあたり

8灯）である。試験園は東西の 2区に分け，西側区は棚

上照明のみ，被害の多い傾向のある東側区は棚上・棚下

同時照明を行った。調査樹は両区の対称、位置にある各3

樹を選ぴ，各樹の全収穫果の被害呆率を調査した。

白井町試験園での点灯時間は日没前から夜半すぎまで，

農試場内試験園では日没前から翌朝までであり，両試験

園の各年の点灯期間および幸水の収穫期間は第1表のと

おりである。

III 結 果

1 .飛来蛾の種類と飛来消長

白井町試験園で1972年に採集されたナシその他果実に

対する一次加害性とみなされる吸蛾類は，第2表に示し

た6種であった。これら以外の飛来蛾は主にヨトウガ類

とシャクガ類で，一次加害の可能性の全くない種類であ

った。この園における主要な 2種の吸蛾類，アケビコノ

ハおよびアカエグリパの半句別飛来消長は第3表のよう

第 1表

試験園 年次

1971 

1972 

白井町 1973 

1974 

1975 

1974 
農 試

1975 

各年の点灯期間および幸水の収穫期間

点灯期間

月．日月．日

8 1～8 28 

7.25～8.27 

7. 26～ 8.31 

7 .25～8.27 

7 25～8 30 

7.25～8.30 

7 .25～8.26 

収穫期間

月．日月．日

8 14～ 8.29 

8 10～8.28 

8.10～9.3 

8 11～ 8.28 

8 10～8 .31 

8.16～8.31 

8.13～ 8 27 

収穫間隔

ほぽ毎日

1～ 2日おき
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第2表ナシ園に飛来した吸蛾類

種 名 捕殺数 捕殺期間

アカエグリパ 56 7 .25～8.27 

(Oraesia exc仰 αtaBuTL.ER) 

アケビコノハ 55 
(Ad Tis tyrαnnus amurests STAUDINGER) 

ムクゲコノハ
( Dermaleipa j即日 DALMAN) 

ネジロフトクチパ
( Serrodes campanαGuENEι） 

トモエガ 38 7 25～8.8 
(Speiredon日 JαpanicαGuENE主）

オオトモエ 4 

(Erebus crepusculαris UNN主）

に1971年， 1772年ともに，両種とも 8月第 3～4半句に

多かった。

2.照明による飛来防止効果と蛍光灯の色との関係

白井町における1971年～1972年の各区への吸蛾類の飛

来数は第 3表に示したとおりで， 1971年の無照明区への

飛来は照明区に比べて著しく多く，照明による飛来防止

効果は明らかであった。すなわち，アカエグリパの照明

区への飛来は全くみられず，アケビコノハも黄色灯区と

白色灯区の聞に大差はなく，無照明区の17～21%の飛来

であった。次に1972年は無照明区をとっていないので、前

年との比較はできないが，黄色灯区，白色灯区ともにか

なりの飛来がみられた。両区の飛来数を比較すると，ア

ヵエグリバに差はなかったが，アケビコノハでは黄色灯

区は白色灯区の約50%で，この点においてのみ黄色灯の

方が優れているかのように思われた。しかし， 2年聞の

結果を総じてみると電灯照明の効果は認められるが，告を

光灯の色との関係は明らかて”なかった。

なお，この試験では呆実の被害についての調査は行っ

ていないが，園主の話では1971年の照明区の被害は無照

明区より明らかに少なししかも黄色灯区は白色灯区よ

りもやや少なかったという。 1972年もほぼ、同様で，黄色

灯区の被害は白色灯区より若干少ない程度だった。

3 .棚下照明の被害防止効果

白井町での3年聞の試験結果は第4表のように全般的

に被害が少なしまた，年によって蛾の発生量が異なる

ため被害呆率は著しく変動しているが，槻下多灯区は少

灯区の24～66%の被害で，いずれの年も棚下点灯数の多

い方が被害が少ない傾向であった。

次に農試場内での 2年間の試験結果は第 5表のとおり

で，やはり蛾の発生量の違いから両年の被害量は異なる

第3表後光灯の飛来防止効果と色による効果の比較

年次

1971 

1972 

月半句

8. 3 

4 

黄色灯区 白色灯区 無照明区

A.t. 0.e. A.t. 0.e. A.t. O.e. 

。
8 

。
。。

6 0 10 

4 0 45 16 

。
。

13 

8 

合計 16 0 13 0 76 33 

7. 6 0 1 0 

8. 1 

3 

3 17 6 

4 9 7 13 11 

4 

0 2 0 0 

合計 18 26 37 30 

注 1 ）毎夜各区10樹あたりの捕殺数を半句ごとに集計した。

ただし， 1971年 8月第3半旬は14日から調査開始のため
2日分の数である。

2) A.t. ．アケビコノハ， Oe. ：アカエグリパ

第4表棚下照明の点灯密度の違いによる被害防止効果

棚下多灯区 棚下少灯区
年次

調査果数 被害果率 調査果数 被害呆率

% % 

1973 3,6日D 0. 75 3,600 1.14 

1974 17 ,400 0.006 16,200 0.025 

1975 11, 900 0.05 12, lCO 0.20 

第5表棚下照明の被害防止効果

棚上照明区 棚上・下回明区
年次

調査果数被害果率 調査呆数 被害果率

% % 

1974 1,517 0.13 2,079 0.19 

1975 1,594 1.63 l, 758 2.10 

が，いずれも棚上・下照明区は棚上照明区よりも若干被

害が多く， 1973年の予備調査で園の東恨u（棚上・下照明

区恨U）に被害の多い傾向があったことを考慮すれば，こ

の場合の棚下照明は被害の軽減に多少役立つているかも
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知れないが明らかな効果とは言えず，白井町試験園の結

果と異なった。

W 考 察

1 .千葉県における吸蛾の種類とナシ園への飛来消長

服部3）は26種の一次加害種中，ナシにおいては13種で

あるとしている。一方，野村10）は自らの調査に杉20）の記

録を加えて23種を一次加害種とし，このうち，千葉県で

の確認種として 6種を報告している。両報告に共通する

種，すなわち，千葉県におけるナシでの一次加害種は，

アケビコノノ、ヒメエグリノ勺アカエグリノ℃ムクゲコ

ノハの4種ということになる。これらのうち白井町の調

査ではヒメエグリパを除く 3種が得られたが，ムクゲコ

ノハは服部3）による口器の形態からみても，一次加害を

し得るものの二次加害が主であると息われ，また，個体

数も少ないので白井町では主要な一次加害種とは思われ

ない。このほか，白井町の調査で採集きれたネジロフト

クチノ勺 トモエガ，オオトモエの 3種はナシ以外の樹種

で一次加害の記録があり 3），ナシでも可能性のある種と

考えられる。

なお，ヒメエグリパは県北部で発生しているとの情報

もあったが，未確認で、ある。

次に，吸蛾類の果樹園への飛来消長については既に多

くの報告があり l,8 ,10，円いずれも果実の成熟期に飛来

の多いことを認めている。野村 10~まブドウの熟度別の飛

来数を調査してこの事実を裏づけている。 1971年， 1972

年の白井町における調査では，アケビコノハ，アカエグ

リパとも 8月第3～4半句に最も多く飛来した。 1971年

は8月第 5半句の飛来も比較的多しまた， 1972年のこ

の時期は雨の日が多〈，気温も低かったため飛来が少な

かったと思われる。これらの時期は幸水の収穫初期～最

盛期にあたり，これまでの報告と一致している。

2.電灯照明の効果

1971年に白井町で無照明区を設けて照明区との比較を

行った。照明区への飛来数は無！照明区へのそれの12～15

%で照明の効果は高かった。これに対して1972年は全園

を照明したためか黄色灯区，白色灯区ともかなりの飛来

がみられた。これは，蛾の発生量の年次変動によるもの

もあると思われるので一概には言えないが， 1971年には

飛来した蛾が無照明区に集中したためではないかと考え

られる。このような現象は農試場内でも電灯未設置園で

被害が増えたことや，一宮町で集団点灯したところ，点

灯していない首木園場のわずかな果実を集中加害してい

た例にもみられる。これらのことは電灯照明による飛来

防止効果の表われにほかならないと考える。ところが，

逆の面から全園を照明した場合に飛来が多かったことを

考えると，地域全体で電灯照明を実施するような場合は

単独園の場合よりも，各圏内をより十分な明るさに保っ

ていなければ効果があがらないことも予想される。この

点については現在何も解明されておらず，今後の課題で

ある。

3 .光の色（波長）

この点については野村ら15），渡部ら21）の詳細な研究に

よって吸蛾類の複眼を明適応化させるのに黄色光が最も

優れ，また，飛来防止効果も高いことが明らかにされた。

しかし，著者の試験結果では黄色後光灯と白色鐙光灯と

の聞に明らかな差はみられず，賞色光がとくに有効であ

る結果は得られなかった。前記の野村らほかの研究は，

白色光など他の波長光に比べ明適応化させる時聞が短い，

有効闇値 Oux）が低いなとーの意味において黄色光が優れ

ているといつことであり，ある程度以上の明るきならば

白色光でも青色光でも明適応化させることはできるわけ

である。本試験での白色後光灯がこの意味で十分な明る

きであったかどうかは不明である。

4.点灯法および点灯密度（明るさ）

電灯照明の吸蛾類に対する防除効果は圏内の明るさ

（照度）に関係する。実用上有効な明るさは 1～3lux程度

であることは明らかにされているが11,14, 21），光源の種類

はいろいろあり，また同じ灯火を設置しても園の状況，

設置方法などの諸要因により園内の明るさは違ってくる。

これらの要因のすべてにわたって検討することは不可能

であるから，白井町試験園における1973年～1975年の試

験では野村11,12），星野ら5），鳥取果試（1970～1974），三

重農技センター（1971）などの試験例を参考に，妥当と

思われる点灯法および点灯密度を決めた。その基本的な

要件は，（1）棚仕立てのナシ園の場合は棚上照明と棚下

照明を併用するのが効果的である。（2) 棚上照明は光の

到達性の良い明るいものを設置する。（3) 棚下照明は個

個の果実をできるだけむらなく照らすため，光の弱いも

のでも良いから灯火数を多く設置する。以上の 3点であ

る。

具体的にはまず，棚上照明に20W黄色後光灯を使い，

l本の柱に 2灯を背中合わせに取り付けた。こうするこ

とにより，自らの柱の影をなくすことができる。高さは

棚上約 2mとした。野村13）は40Wの方が光の到達性が良

〈，忌避効果も優れていると述べているが，著者はブド

ウのような棚上の見通しが良い場合には有利で、あろうが，

ナシのように棚上に徒長枝が多く伸ぴ，光がさえぎられ

やすいものでは無駄が多くなるので20Wで十分と考える。
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灯火密度は鳥取果試（1973）の例などからlOaあたり 2か

所ぐらいが適当と思われたが，本試験では 1か所に 2灯

ずつ付けているので，これより若干少なく 30aで5か所

(lOf丁）とした。

次に，棚下照明は灯火数を多くとは言え，できるだけ

少なくてすむよう点灯位置を低くして照射範囲を広〈し

たい。しかし，雨などによる土砂のはね上がりを防ぐた

め，地上50～60cmが適当と考えた。個々の果実をむらな

く照らすことが目的であるから，各樹聞に 1灯ずつ設置

すれば理想的だが，これをどの程度まで減らすことがで

きるかが問題となる。本試験では10aあたり 81:丁と 4灯と

を比較検討した。光i原の種類は高価な後光灯を使う必要

はなく， 40W黄色電球で十分と考えたが入手できず， 60

W黄色電球を使用した。

以上のような背景で計画設計された試験を 3年間継続

して行い，安定した効果が得られるかどうか検討した。

結果はいずれの年も被害は軽微であり，電灯照明を実施

するまでは例年5%前後の被害があったという園主の話

からみても，黄色灯照明の効果は十分であったと言えよ

う。棚下照明の点灯量は多い方が被害は少ない傾向にあ

ったが，一応，lOaあたり 4灯でも実用的には十分な効果

といえる。

5 .棚上照明と榔下照明の関係

農試場内で、の試験は主に棚下照明の有効性について，

白井町での試験と対比きせながら検討するものであった。

白井町の試験て棚上照明は両区とも同じ条件で点灯して

おり，この園における吸蛾類の飛来は北西方向からと推

定されることや，聞き取り調査でも例年この側に被害の

多い傾向のあったことなどを考慮すれば，棚下照明の被

害防止効果は試験結果（第4表）以上に高かったのでは

ないかと推定できる。一方，農試場内の試験では園の場

所による差の方が大きく，棚下照明の効果は判然としな

かった。このように両試験で棚下照明の効果が異なった

原因について考えてみると，一つには植栽間隔の違いが

挙げられる。前者は5.4m×5.4mの成木園で枝は棚面い

っぱいに張り，ほとんど隙聞のない状態であるが，後者

では 7m×7mと間隔が広〈，棚面にかなりの空間がみ

られる。このため，棚上照明の光は前者に比べ後者の方

が到達性が良く，有効に働いているのではないだろうか。

言い換えれば，前者のような園では棚下照明が棚上照明

と同等に，あるいはそれ以上に重要であるが，後者のよ

うな園または未成木園などでは棚上照明がより重要な役

割を果しているものと考えられる。

V 摘 要

棚仕立てしたナシ園における吸蛾類防除のための黄色

灯照明の効果とその設置方法の検討のため，基礎調査お

よび実証試験を印施郡白井町の一般農家園場および千葉

市大膳野町の農試場内圃場で行い，次の結果を得た。

1. 白井町のナシ園に飛来する主要な一次加害種はア

ケビコノハおよびアカエグリパの 2種であった。これら

2種の飛来盛期は 8月第3～ 4半句ごろで，これまでの

多くの報告と同様，果実の熟期と関連していた。

2.棚下に20W黄色または白色後光灯を点灯したとこ

ろ，吸蛾類の飛来は無照明区の12～15%であった。次年

に全園を照明したところ，かなりの飛来がみられたこと

から，照明による飛来防止効果は認められるが，無照明

部分があれば蛾はここに集中加害するものと思われた。

3.黄色後光灯と白色後光灯で吸蛾類の飛来防止効果

に差は認められなかった。

4.槻上照明として棚上2mの高きに20W黄色畿光灯

2灯を 1本の柱の背中合わせに取り付け， 30aに5か所点

灯し，同時に棚下照明として地上60cmの高きに60W黄色

電球を捌から吊り下げ，lOaあたり 8灯の場合と 4灯の場

合て三 3年間その効果を比較検討したところ， 4灯で実

用上は十分な効果が得られた。

5. 白井町試験固と農試場内試験園では，棚下照明の

効果に違いがみられたが，その原因のーっとして，後者

て、は棚面にかなりの隙聞があり，棚上照明の光が棚下ま

で良〈到達するため，前者に比べ棚上照明がより重要な

役割を果しているためではないかと考えた。
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Effects of Yellow Illumination for the Control of 

Fruit-piercing Moths in Japanese Pear Orchard 

Masaaki SAWADA 

Summary 

89 

百ieinjury by the fruit-piercing moths is血ecause of great loss to the cultivation of Japanese pear 

and many other fruits. 

The author carried out some primary and some proving experiments at 2 different orchards inαiiba 

Prefecture during 5 years from 1971 to 1975, so as to examine the effects of the yellow illuminations 

and these lighting methods for the control of fruit-piercing moths in the trellised Japanese pear orchards. 

In the test orchard at Shiroi Town, most seriously i吋uriousspecies were Oraesia excavata and Adris 

ぴrannusamurensis. Many moths of these species came flying into the orchard in the middle of August 

when the Japanese pear “Kohsui”matured. In case of lighting with yellow or white fluorescent lamps 

under the trellis, the moths kept away from the illuminated parts and gathered at dark places, and 

inhibitive effects of yellow illumination did not differ from white one in this experiment. 

In the proving experiments, 2 yellow fluorescent lamps (20W) were furnished on a pole back to 

back at a height of 2m above the trellis as upper illumination, and the instruments were set up 5 in 30a 

orchard. While as under illumination, 60W yellow bulbs were suspended from trellises at a height of 

60cm above the ground, and the effects of these illuminations were compared with 8 and 4 per lOa. 

According to the results of the experiments for 3 years, the effects of lighting with 4 bulbs per lOa were 

practical enough. 

It was suggested that the efficiency of the illumination above the trellises depended on the density 

of branches and leaves in the orchard. 
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