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III. ウンカ類の長翅型 と短翅型におけ る形態的お よび生理的相違について

岸 本 良 一

京都大学農学部昆虫学研究室

ま え が き

筆者はすでに数種の ウンカにつ いて,そ の長翅型,短

翅型の出現機構についての研究 を報告 したが(岸 本1956 

a, b, c),一 般 に短翅型が好適な飼育条件下で 出現す るの

に対 して,長 翅型はそれ か ら外れた,た とえば,萎 凋 し

た餌,高 密度 の場 合な どに出現す ることが明 らかにな っ

た。この翅型決定 は2令 ～4令 の 中令期に決 定 され る も

ので あるが,こ の よ うにして得 られ た2翅 型の成 虫が ど

の よ うな性質 を もっているか を明 らかにす るため,い く

つか の形質 について比較 した。
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形 態 的 性 質 の ち が い に つ い て

2型 の外 見的特長 の最 も明 らかなのは前翅,後 翅の発

達程度 である。短翅型 では前翅 も腹 端にまで達せず,後

翅は痕跡的 であ る。体各部 を さらに くわ し く測定 した結

果 を第1表 に示す 。材料 は各種 とも前報(岸 本1956 a, 

b)で 飼育 された2翅 型で,測 定部位 は,頭 巾(両 複眼

を含む頭部の 最大 巾),小 楯板 の巾 と長 さ,前 翅長,後

翅長,後 脚の脛節,腿 節 の長 さ,雌 では この外に産卵管

の長 さであ る。 ヒメ トビウンカでは雄 の短翅型が休眠 経

過個体か らしか多 く得 られ ないので,休 眠 経過個体を用

いた。 セジロウンカでは雄 の短 翅型は実験 的に も得 られ

てい ない。

各種類は雌 雄 とも,短 翅型 は長翅型 よ り前翅,後 翅 と

もには るかに短 く,セ ジ ロウンカで見 られ た少数 の雌 の

中翅型(長 谷川,1955)を 除 けば,2翅 型の差は不連続

であ る。 これに伴 って,翅 脈の発達 も,短 翅型では不完

全で,と くに後翅ではま った く機能 を失 って いる。小楯

板 に もこれ と同 じよ うな差が見 られ る。巾では差 は少な

第1表 ウンカ3種 にお ける体各部 の測定値(単 位 mm)

Nilaparvata lugensト ビ イ ロ ウ ン カ

So gata furciferaセ ジ ロ ウ ン カ

Delphacodes striatellaヒ メ ト ビ ウ ン カ

*長 翅 型 と短翅 型の中間型
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いが,長 さでは短翅型 はは っきり短い。翅 に関係 す る運

動器官が全体 として,短 翅型 では発 育不完全であ るとい

える。

逆 に後 脚の腿節,脛 節の長 さでは短翅型がやや大 きい

傾向にあ り,ま た産卵 管長 において もこの傾向が うかが

われ る。頭 巾では差はほ とん ど見 られない。

小楯板の発達は翅のそれ と平行的であ ることは 当然で

あろ うが,他 の運動器官であ る脚の大 きさが翅 とは逆の

傾向 を示す こ とは興味深い 。 もちろん,脚 の場合 は長 さ

が違 うだけで,そ の機能 や形態的特長 にまで差 が認 め ら

れたのではない。したが って,こ れ は産卵管長 な どとと

もに,翅 を除いた体 型が一般 的に短翅型 が長 翅型 よ り大

きい ことを示すのか も知れない。の ちにのべ るよ うに体

重で も,短 翅型の ほ うがやや重い傾向 を示 してい る。長

谷川(1955)は 短翅型が全体 として やや小型 になる と述

べ てい るが,同 一時期 に得 られ た材料 の間 ではむしろ逆

にな る。翅の発達 と一般的体型の発達 とは この よ うな場

合一応区別す る必要が あ る。

今,長 翅型を基準に とって,短 翅型の翅お よび小楯 板

が どの程度 にまで発達 してい るか の指標 として,短 翅 型

と長翅型 との比 をとる と第2表 のよ うにな る。発達 の程

度 は種 によ って多少異 なるが,体 の各部 におけ る発達 程

度 の順序は 同じで,後 翅 の未発達 の程度 が一 番高いのは

当然 として,つ いで 前翅,小 楯板 の長 さ,巾 の順であ

る。同一器 官であ る小楯 板で も長 さのほ うが 巾よ りも未

発達 の程度が高い ことは興味があ る。 セジ ロウンカで見

られ た2頭 の中間型を見 ると,前 翅 よ り後翅の ほ うが よ

り大 き く長 翅型に近づいてい る。すなわ ち,後 翅や小楯

板 が,短 翅型化を強 く表現 してい ることを示 している。

種 によ って,こ の未発 達の程度 を比べ てみ る と,ト ビ

イロウンカが 最 も強 く,セ ジ ロ,ヒ メ トビウンカはよ く

似 た値 を示している。短翅型出現の難易(岸 本, 1956 a)

第2表 ウンカ3種 におけ る長翅 型を1

とした場合の短翅型の比

の程度 と平行 してい ると考 えられ,興 味深 い。性 による

差 はほ とん どない。

次に,ト ビイロ ウンカについて,飼 育の餌の条 件を変

えて,常 に萎れ させた場合 とと きど き萎 れ させた場合を

作 り,密 度 は1と し,密 度 の影響な しに長翅型を出現 さ

せた場合の測定結果は第3表 の とお りであ る。短翅型雌

は萎凋区に,長 翅型雌は対照区にそれぞれ 出現 しなか っ

たが,各 翅型 と も,餌 の不適化 につれ て各測値部位 とも

小型に な ってお り,翅 型の ちがいに よる 特定部位の 発

達,未 発達 の現象 とは別 の傾 向を示す こ とが わか る。

幼 虫期の飼育密度 をかえて 得 られ た 個体(岸 本1956 

b,第1図)に ついて 測定 した 場合に も,各 翅型 と も,

密度 が高 くな ると,各 部 分の測定値は平行的に減少 して

い る(第4表)。 短翅型にお ける後翅の長 さでは 多少不

規則な ところが あるが,こ の部分が非常 に不安定 で外部

の 影響 を うけやすいか らであろ う。また雄 短翅 型の密度

第3表 トビ ィ ロ ウ ン カ にお い て,萎 凋 させ た 餌 ・と きど き萎 凋 させ た 餌 で 飼 育 し た も の の 体各 部

の測 定 値(単 位mm)。Cは 対 照 区,SDは と きど き萎 凋 させ た場 合,Dは 萎 凋 させ た場 合

(1952年9月11日 ～10月12日)
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第4表 トビ イ ロ ウン カ に お い て,種 々 な 密 度 で 飼 育 した 成 虫 の 体 各 部 の 測 定 値(単 位 mm)

(1954年8月22日 ～9月16日)

*1個 体 だ け

1, 20の 場合は測定個体が1匹 であ るか ら信 頼度 は低 い。

上の二つの例か らわか るよ うに,長 翅型,短 翅型の形

態的な違いは ほとん ど不連続 で,一 度 いず れかの型に決

定 され ると,そ の後環境要 因の影響を うけ て も,体 の

各部の大 きさは ほぼ平行的に変化 し,翅 型 によ る違いの

よ うに,体 の部分に よって変化 の傾 向が変 る よ うな こと

は見 られない。いわ ゆる中翅型 は,こ こで調査 した範囲

内では安定 した翅型 とは考 えられ ない。高密度 や萎 凋 し

た餌は,長 翅型 になる個体の比率 を増加 させ るが,長 翅

型にな った個体の形態的特長 をよ り長 翅化 させ るとい う

作用は ない。 むしろ 短 翅型にな った 個体に 対す ると同

様,体 全体 として小型 にす る作 用を示す。

色彩 について見 ると,各 種 と も,同 翅型内で も個体に

よ って黒色化,褐 色化 の程度 が ちが う。黒褐色化の ま っ

た く見 られ ない ものか ら,胸,腹 部 の大部 分が黒褐色化

してい る もの まで漸進的 に変化 が見 られ る。気温の低い

時期に生 育した ものは黒褐色化が強 く,セ ジ ロウンカで

は雄 の前 翅端に黒斑がは っき り現われ,ヒ メ トビウンカ

では小楯 板背面の黒色化が強い。高温下では一般に小型

で,着 色の程度 が弱い。また同 じ条 件下 では短翅型 は長

翅型 よ り着色の程度が弱 く,前 者 では ま った く着色 して

いない もの も容易に得 られ るが,長 翅型 では多少 と も着

色が見 られ る。 ヒメ トビウンカで休眠 に入 った幼 虫はや

や黒化 して お り,成 虫 で も両性,両 翅型 と も黒色化が強

い。飼育密度 によ って着 色程度 に差は見 られなか った。

産 卵 習性 につ い て

ウンカ類は成 虫の寿 命が長 く,そ の間連続 して多数の

卵 を うむので,各 個体 の総 産卵数,寿 命を調査す ること

は困難 で,こ の間,外 部要 因の影響 を うけやすい。今ま

での研究 結果 で も,方 法のちがいな どによ ってかな りち

が ってい る(江 崎 ・橋本,1929;徳 永 ・木寺,1948な ど)。

材料 および方法 供 試成 虫は両翅型同時に室内飼育 し

た ものである。羽化 後24時 間以内に同時に羽 化して き

た雌雄1対 ず つを径2cm,長 さ17.5cmの 試験管 に入

れ,毎 朝餌お よび容器 を取 りか えて稲茎 内に産 まれ た卵

数 を ビノキュラーの下で調査 した。飼育は 自然温度,日

長 の下で行い,ヒ メ トビウンカでは1954年7月 上旬 よ

り,セ ジ ロウンカ,ト ビイロウンカでは9月 上旬か ら調

査 を始 めた。 前者にはやや大 きい稲苗 を,あ との2種 に

は出穗前後の葉鞘部 を与 えた。

産 卵方法を見 ると,ヒ メ トビウンカは柔 らか い葉の裏

面 中肋を好んで少数ずつかた めて1列 に うみ,堅 い部分

は好まない。 セジ ロウンカは葉鞘,葉 身の つけ根 の部分

を好む。 トビイロウンカでは葉 鞘に うむが,葉 の表面 中

肋 に うむ場合 もあ り,ま えの2種 よ りやや堅 い ところで

もうむ 。各種 とも葉鞘 に うむ場合 には中肋 か ら3～4番

目の葉脈 の溝 に最 も多 くうまれ る。 ヒメ トビウンカ,ト

ビイ ロウンカでは,稲 の組織内に うみ こまれた卵の端が

外 か ら見 え,そ の部 分は膠状物質で連な ってい る。並び
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方は トビイロウンカでは やや不ぞ ろいである。セジ ロウ

ンカでは外部か ら卵はま った く見 えず,切 り開かれ た葉

鞘の さけ 目のみが見 られ,そ の奥に卵が並べ られ ている

が,各 卵はば らば らで連結 されていない。

産卵前期 羽 化直後の雌は卵 も発達 してお らず,外 見

的 に も腹部 は全然ふ くらんでいない。あ る期間の産卵前

期 を経 る と急激 に蔵卵数 を増 し,産 卵 を始 め る。 各種に

つ いて得 られた 産卵 前期 の頻度分 布を第5表 に示 す。 た

だ し,ま った く産卵せず死 亡した個体 は除いた。

第5表 各種 の2翅 型 における産卵前期間の変異

一般 に長 翅型は短翅型に比べ て産卵前期が長 く,そ の

個 体変 異 も大 きい。長 翅型では,短 翅型 とほ とん ど同 じ

くらいに早 く産卵 を始 め る ものがあ るに対 し一部かな り

産卵 開始が お くれ るものがある。 この産卵開始 のお くれ

につ いてはのちに くわし く述べ る。

産卵能力 と成虫生 存期間 産卵 を始めた個体は,日 に

よ って顕著 な産卵数 の変 動を示 しなが ら,相 当長期間に

わた って産卵す る。外見的 に も雌 の腹 部の大 きさに変 化

が見 られ るが,週 期 は必ず し もは っきりした ものではな

く,個体に よ って も変動の非常 に大 きい もの や,い つ もか

な り平均的に産卵す る もの もあ る。長翅型,短 翅型に よ

って も区別は見 られない。産卵 期間のあ とのほ うになる

につれて多少産卵数の低下が見 られる個体 もあるが,一

般 にはは っ きりした傾向は な く,ま たは っきりした産卵

後期 とい うもの も見 られない場合が多い。 と くに寿命の

長か った個体では死 亡の2, 3日 前はま った く産卵 せず,

産卵 のために 作 った と 思われ る穴が 見 られ る 場合があ

る。この よ うに産卵期間 が長 いか ら,そ の間の栄養な ど

飼 育条 件が作用す る余 地が広 く,全 産 卵能力,寿 命な ど

を決定 す ることは困難であ る。調査結果の平均産卵数,

第1図 ウンカ3種 における成 虫生存 日数 と総産卵数 と
の相関関係Mは 長翅型,Bは 短 翅型を示す
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平均成虫寿命,お よびそれ らの間の 回帰直線 を求 め ると

第6表,第1図 の とお りであ る。

第6表 各種 ウンカにおける平均産 卵数,平 均生

存 日数 お よび生存 日数(X)と 産卵数(Y)

との回帰直線の式

総産卵数,成 虫寿命 ともに個体によ るふれが非 常に大

きく,50日 にわ た って1000個 以上 の卵 を うむ個体 があ

る。翅 型に よって あま りは っきりしたちがいはないが,

産卵数 は短翅 型がや や多 く,寿命 では長 翅型がやや長 い。

長翅型は産卵 前期が長いか ら,実 際 の産 卵期間は同 じ程

度 で ある。

総産卵数 と寿命 の間には,か な りは っ きりした相関関

係が見 られ る。 日平 均産卵数 には差が少な く,つ ぎつ ぎ

と長期 にわた って産卵 す るため この よ うな関係が現われ

る もの と思 われ る。産卵 能力はかな り大 きいが,そ れは

長時間 にわ た って表 われ るか ら,実 際野外では,こ れ よ

りか な り減 る もの と思われ る。

なお同実験 の結果得 られた雄成 虫の寿命を示す と第7

表の通 りである。

第7表 3種 ウンカの雄の生存 日数

産 卵前期間に及ぼす諸要 因 長翅 型の産卵前期間が短

翅 型よ り長 い ことは,ウ ンカ類の習性を示唆す る もの と

して興 味があ る。 トビイロウンカを材料 にして,2, 3の

要 因についてその影響 を調べ た。

羽化後の温度 について,20°, 25°, 30℃ の3区 を作

って調べ た。幼虫期間は20℃ で過 した。成虫の飼育方

法は今 まで と同じで ある。結果は第2図 に示す とお りで

あ る。

第2図 トビイロウンカにおけ る羽化後の飼育

温度 と産卵前期間 との関係

短翅 型,長 翅型 ともに低 温にな るほ ど産 卯前期間は長

くなるが,そ の程度 は長 翅型のほ うが大 きい。すなわ ち

高温では少 ない差が,低 温にな ると鋏状に拡が る。 この

場合,短 翅型の変化が少ない こと も興味があ る。 この鋏

状の差は,幼 虫発育期間に対 す る高密度の延長効果に も

見 られた(岸 本, 1956)。

ウンカは雄 を与えないで も,産 卵す る。 この場合,20°

Cで 飼育す ると,短 翅型では産 卵前期間は10.4日,長

翅型では19.8日 で,と もに雄 を与 えた場合 よ りは るか

に延長す るが,そ の延長割合は むしろ短翅型の ほ うが大

きい。未 受精 雌の産 卵数は正常な ものに比べ て少 な く,

孵化は見 られなか った。

羽化後直 ちに8～12℃ の氷 冷蔵庫に入れ,1, 2日 後

に取 り出して,も との20℃ においたが,両 翅型 と も,

それぞれ冷蔵 期間だけ産卵期間が延長 し,そ の後 におよ

ぼす影響はま った く見 られなか った。ついで,羽 化後 た

だちに,長 翅型を30℃ に1, 2日 お き,あ とは20℃

に もどした。 この場合には産卵が促進 され たが全期間 を

25°, 30℃ においた場合の程度には達 しない。単純 な高

温の生理過程促進に過 ぎない ものか も知 れない。

以上の よ うに,短 翅型では羽化後,産 卵 を開始す るた

めの内部 変化が急速に行われ,た とえば低温 な どの よ う

な不良環境 要因な どに よ って もあま り顕著 には阻 げ られ

ないが,長 翅 型は影響を うけやすい ことがわか る。 むし
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ろ長翅型 では,何 かの刺激 によ って促 進 されなければ,

短翅型 に近 い程度 の発育速度 を示 す ことがで きない もの

と考 え られる。羽 化後の高温度は この作用 を もつ ことが

わか ったが,ほ か には今 の ところ発見で きなか った。

絶食状態に おけ る成 虫の寿命 羽化後 キチンが固ま っ

たの ち,1対 ずつ,水 を含 ませ た脱脂綿 だけを入 れた試

験 管に入 れ,寿 命を調 べた。飼 育温度は幼虫期か らすべ

て20℃,自 然 日長で あ った。 結 果は第3図 の とお りで

ある。

第3図 トビ イロウン カを羽化後水以外の食物

を 与えず 飼育 した場 合の累積死亡率曲線

飼 育温度は20℃

明 らかに雌雄 ともに長 翅型の ほ うが短翅型 よ り寿命が

長い。観察 によると短翅 型では絶食状態におかれて も多

少腹部 の 膨脹が 見 られ るが 長翅 型で はま った く見 られ

ず,こ の間,活 動 性が初 めはむしろ高ま る傾 向にあ る。

長翅型 は このよ うな状 態で容易に飛翔を行 うことがで き

るのではないか と考え られ る。

羽 化 後 の成 虫 体 重 の 変 化 と産 卵

す でに述べ た とお り,長 翅型 は短翅 型よ り産卵 前期間

が有意 に長 い。 ウンカな どでは羽化後の体重の変化は卵

巣の発達 や蔵卵数 の変化 による面 が大 きい と思われ るの

で,各 個体 ごとに羽化後 の体重 を毎 日測定 した。

材料 および方法1956年9月 下旬羽化 した トビ イロ ウ

ンカお よび セジ ロウンカ成虫 を1対 ず つ今 までの実験 ど

お り稲茎 とと もに試験管 に入れ,毎 日一定 時間に体重 と

産 卵数を調査 した。体 重は0.05mg目 盛 の トーシ ョンバ

ランスを用いて測 り,その時成虫は エーテルで麻 酔 した。

飼 育は約25℃ の恒 温室で行 った。麻酔の影響 を見 るた

めに体重測定 をしない 個体 をお き,産卵数 だけを調べ た。

孵 化直後の成虫は腹部が膨脹 してお り,体 表 皮な どが固

ま る頃には扁平にな る。 この間0.05～0.1mg体 重が減

少す る場合が ある。羽化直後の体重測定 は,操 作中な ど

の影響 で その後 に 悪 影響 があ るか も知 れないので 行わ

ず,い ったんおちついてか ら測定 した。

測 定結果 毎 日の測定結果 を変化率(当 日の体重/前 日

の体重)で 示す と第4図 の とお りであ る。5～6頭 につ

いて得 た結果 の平 均である。

第4図 トビイロウンカおよびセジ ロウンカに

おけ る体重の 日増加率 の変動 の傾 向 飼育

温度は25℃,矢 印は産卵開始 日を示す

増加率 は産卵 開始前に一つの ピー クを示 し,そ れか ら

やや減少 した頃か ら産卵 が始 ま る。その後は1.0を 中心

にかな り振 動する。 最初の ピー クは卵巣の発達に よる も

の であるが,一 定 量増加 す るとその後は産 卵によ る減少

と新 しい卵 の形成 によ る増加 とのバ ランスで振動す る。

両種 とも短翅型 は羽 化後す ぐに増加 を始 め1～2日 後

に ピー クに達す る。長翅 型では最初の1日 はほ とん ど増

加せず,ピ ー クに達 す る日 も短翅型よ り1～2日 お くれ

る。産卵 前期 も両種 ともそれぞれ1日 長 い。産卵開始後

5～9日 で測定 を中止 した。 この間体重の変動はあ るが次

第 に減少 して行 くよ うな傾 向は見 られなか った。

雄 では羽化後体 重の変 化はほ とん どな く,ト ビイロウ

ンカでは やや減 少の傾 向が見 られただけであ る。翅型に

よるちが い もほ とん どない。両種について体 重の測定 値

を第8表 に示す。

短翅型 は長翅型 よ りも,羽 化直 後,産 卵 期間中 ともに

体重が やや重 い。 トビイ ロウンカでは産卵数 もやや多い

が,と もにその差はわず かであ る。羽化直 後か ら産卵 中
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第8表 トビ イ ロ ウ ン カお よ び セ ジ ロ ウン カ の 体 重

お よ び 日平 均 産 卵 数(25℃)(第4図 参 照)

の平均 体重へ の増加率 は非 常に大 きいが,こ れ で も短翅

型の ほ うが やや大 きい。

短翅型 と長翅 型 との産卵 習性の上で最 もは っ きりした

ちが いである産卵 前期間は,前 者 では羽化後ただ ちに体

重が増加す るの に対 し,後 者 では一 時体 重増加 がお くれ

ることによる もの であることが わか った。 この期間は成

虫 の行動 も敏感 で,飛 び立 ちやすい。また この期間は食

物が不適 な場合 や低 温の場合 に容易に延長す ることが観

察 され た。 い ったん体 重増加 を始 めたの ちは両翅型でそ

の傾向は同 じと見 るのが妥当であろ う。結局体重増加 を

開始 させ る内部 機構(多 分 ホル モン的機構 であろ う)に

ちが いがあ るもの と推測 され る。

産卵 を始 めてか らの体 重変化は産卵数の多少に よ って

大 きく変動 し,体 重測定が1日1回 であ るか ら,過 少評

価 され るが,両 翅 型 とも平体 重の20%に も達す る。多

い ときには30%に なるこ ともあ り,そ の 変化が1～2

日とい う短時 日の うちに起 る。 これ はウ ンカの産 卵能力

が大 きい こ とを示す と同時 に,ま た非常 に不安定 で,食

物 とか気侯な どの外因に よって影響 を うけやすい ことを

示 してい る。今までの産卵数調査 の諸結果 が大 き くちが

うの も当然 であろ う。

考 察

以上種 々な形 質について2翅 型間の ちが いについて述

べ たが,翅 の長 さ,発 達の程度 の ほかに もいろいろなち

がいがあ ることがわか る。翅 と密接な関係にあ る小楯板

の発達 が翅 のそれ と平 行 してい ることは容易に理解 され

るが,別 の運動器 官であ る脚の大 きさでは翅 と逆の傾 向

を示 す ことは興味 があ る。短 翅型,長 翅型はそれぞれの

発現 によ って好適 な条 件があ るが,そ の条件のみに よ っ

てこの 差 がみ ちび かれた もので ない ことは 明 らかで あ

る。す なわ ち,飼 育密度 や餌の条件な どは両翅型に大体

平行的 に作 用し,同 じ条 件下 で飼育 された両翅型間に も

差が見 られ る。 しか し短翅型 は産卵 管長 において も長翅

型 よ りや や長 く,体 重 もやや重 い ことか ら考 えて,翅 の

長 さと脚の長 さを対比 させ るよ り,翅 とそれ 以外 の一般

的体型 を対比 させ るべ きか も知れ ない。翅 におけ るちが

いは質的な もの と考 えられ,例 外的 に種 によ っては中間

位の長 さを もつ もの もあ るが,高 密度,餌 の萎 凋な ど,

長翅型個体の率 を増加 させ る要 因 も各個体 に対 して,よ

り長 翅型的性質 を もたせ るよ うな作 用は示 さない。

短翅型では 翅はその 機能 をほとん ど完 全に 失 ってお

り,と きに前翅 を立て ることは見 られ るが,振 動 させ る

ことはで きない。 長翅型が 基本的 な もの と考 え られ る

が,短 翅型 では,形 態発生 の過程で,翅 が未発達の まま

で成虫にな ったのか,あ るいは い ったん 最終令 幼虫では

かな り翅が発達 していて もの ちに羽化頃 にふたたび退 化

した ものか,さ らに組織学的研究が必要 であ る。SELLIER 

(1953)がPteronemobius heydeni FISH.(コ オロギ科)

について研 究 した ところ,翅 型 と産卵 習性 との間に重要

な関係のあ ることがわか った。す なわ ち,こ の種 では各

個 体は長翅型にな るはずだが短翅型 になる個体 では羽化

に近づ くと前翅は そのまま発達 を続け るのに対 し後翅で

は退化が起 り,羽 化す ると短翅型にな る。生殖腺の発達

もその時期に行われ,短 翅型では幼虫期に完全に発達す

るのに対 し,長 翅型 では しば しばsterileに な る。 この

種では翅型に よ って脱皮 回数 も変 るな どウンカ とは もち

ろんいろいろな点において異な るで あろ うが,ウ ンカに

み られ る産卵習性上の ちがい もやは り翅 の発達 と関係 が

あ るのではないか と想像 され る。

産 卵習性において翅型に よる最 も大 きい ちがいは産卵

前期 間であ ることがわか った。 しか もその差は,飼 育 温

度 が 下 るにつれて 長 翅型が 急速に 変化す る ことによ っ

て,し だいに大 き くな る。短翅型では温度に よる産卵前

期間 の変化 が少ない ことか ら考 えて,長 翅型に おける産

卵 前期 間の延長 は生理過程の速度に及 ぼす低温の作用だ

けではな く,生 殖 腺刺激ホルモ ン,多 分WIGGLESWORTH 

(1948)の 研究 に見 られ るよ うにア ラタ体ホル モンで あ

ろ うが,そ の分泌 開始 をお くらせ ることが大 きい作用 を

もつ もの と思われ る。秋期山地 で発現 され る長 翅型では

卵巣の発達が非常 に少 ない とい う事実(秋 田農 試,1957)

は,こ の よ うな時期 における低 温な どが卵 巣の発達 をお

くらせてい ることを示 してい る と思われ る。観察結果 で

は,雄 の成熟については この よ うな ちが いは,ま だ発見

で きなか った。

産 卵数や成 虫寿命に関 しては,あ ま りは っきりした差

は見 られ なか った。 さらに精密 に調査すれば,や や短翅
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型の ほ うが 大 きい とい う結果が 得 られ る と想 像され る

が,こ の場合の実験の よ うに,好 適条件 をそ ろえれば,

翅 型によ る産卵 能力の差はあま り大 きな ものではない と

考 え られ る。 ウンカのよ うに条 件によ っては相 当長期間

生存 す ることがで き,あ るいは他方非常に不安定な産卵

習性 を もつ と考 え られ る場合 には,産 卵総数や最大生存

期間な どよ りも,産 卵 前期 間な どのほ うがむしろその種

の増殖能 力を左右す る面 が大 きい と考え られ る。 すでに

報告 した(岸 本,1956 a, b)幼 虫発 育期間 や産卵 前期 間

に おいて見 られ たよ うに,飼 育条 件をしだいに悪 くすれ

ば,産 卵数 な どにおいて も翅 型によ るちがいがは っきり

して くる もの と想像 され る。

さらに絶 食状態 における成虫 寿命の翅 型によ る差を加

えて,各 翅 型の もつ適応的意 義を考 えてみよ う。最近直

翅 目についてJOLY (1954), SELLIER (1955)ら の実験

に よって,短 翅型 やバ ッタのsolitaria phase (KENNEDY 

1956)に よれば これ もbrachypterousだ と考え ら れ

ている)は アラタ体 ホルモ ンの 作用が 強い場合に 導か

れ る ことが わか り,KENNEDY (1956)は 短翅型 はよ り

juvenile的 な もの,長 翅型は よ りadult的 な もの と考

え,翅型の ちが いは発生段階の ちがいだ と考 えた。adult

の機能 として新 しい棲 息場所を発見す ることをあげ,し

たが って感覚 や運動器官が発達 してお り,juvenileの 機

能 として,そ の棲息場所 を利 用し成長,増 殖 す ることを

あげ,生 殖物質の生産は よ りjuvenile的 な 機 能だ と考

えてい る。そ してバ ッタの類 では この よ うな二つの生活

方法(mode of life)の 間 を往来 してその種 が維 持 され

てい る。 ウンカと直翅 目では いろいろな点 で差が あ ると

思われ るが,こ のmacropterous-brachypterous関 係

をadult-juvenile関 係 とみ るのは非常 に示唆 に とむ も

のであ る。 短翅型が 低密度 や 好適餌条 件下 で 多 く出現

し,産 卵 前期間が短 く,低 温に よって もこの期間が あま

り延長 されないな どの ことは 上 にのべ たjuvenile的 機

能 に対 す る適 応 と考 え ることがで きよ う。 また一方長翅

型が高 密度,不 適当な食 物条件で多 く出現 し,産 卵 前期

間 が長 い こと,絶 食状態で も短翅型 よ り生存 日数が長い

ことな どは,正 常 な飛翔能力 を もつ こととと もにadult

的機能 に対す る適応 と見 ることがで きる。それぞれの型

がそれ ぞれの外部要因に対 して適応的性質 を もっと考 え

られ る。 もちろん このよ うな二つの生活方法 を想定 して

も,野 外におけ るセジ ロウンカや トビイロウンカの生活

史をただ ちに予測し,説 明す ることは今の ところ困難で

あ る。しか し水 田にお ける夏 期の大発生な ど と,越 冬,

飛来な どの問題 とは一応区別 し,生 活史上の別の現象 と

考え るべ きであろ う。

雄 におけ る翅型によ るちがいは,形 態的形質 や絶食状

態におけ る寿命 な どにおいて雌 と平行 してい る面が ある

が,適 応 的意 義については さらに検討す る必要 があ る。

雄 では翅型決 定機構 も雌 よ りかな り複雑 で,意 義づけ も

困難であ ろ う。

成虫 の成熟 と体 重変化については,同 じ く羽化後卵 が

発達す るバ ッタ類 を材料 として,Locusta migratoria 

mi gratorioides (R. & F.)に ついてPHIPPS (1950), 

Schistocerca gregaria FORSK.に つ いてNORRIS (1954)

がそれぞれ研究 して いる。いずれ の場合 も卵 巣の成熟 に

つれ て体重が大 き く増加 し,産 卵 が始 ま ると蔵 卵の程 度

に よ って体重 の大 きな変動 をし続 け るこ とが明 らか にさ

れ,ウ ンカの場合 とかな り似てい る。バ ッタでは雄で も

雌 と同様成熟 前に か な りな(た とえばS. gregariaで

は約50%)体 重増加 が見 られ るが,ウ ンカではほ とん ど

変 化が ない ことは非常 に ちが ってい る。

ウンカの増殖能 力は潜 在的には非 常に大 き く,反 面非

常 に不安定 である ことがわか ったが,こ のよ うな性質 を

もつ場合 には,好 適条件がそろえば大 発生は非常に短時

日の間 に もた らされ ることがで きると考え られ,逐 世 代

的に 個体数が 増殖 し大発生 に 至 るいわゆ るgradation

型 とは 異な る大発生様相 を示す もの と思われ る。

摘 要

トビイロウ ンカ,セ ジロ ウンカ,ヒ メ トビウンカにつ

いて,い ろい ろな形質の翅型 による差 を調べ た。

1) 形態的形質 についてみ ると,前,後 翅 とも長 翅型

は完 全で,短 翅型は短 く,不 完 全な発育 しかせず,後 翅

は まった く痕跡的 で ある。 小楯板 に も同様 の 差が み ら

れ,長 径 においてその差がは っきりしてい る。

2) 後脚の長 さ,産 卵管長 では逆 に短 翅型 のほ うが大

き く,羽 化直後お よび産卵期間 中の平均 体重 で もこの傾

向が見 られ,翅 を除 く一般 的体型においては短翅型が大

きい と考 え られ た。

3) 総産卵数は個体に よる変化が大 きく,翅 型に よる

差はは っ きりしない。同様に成虫寿命にお いて も差はは

っき りしないが,産 卵期間 中の平均体重な どとと もに考

えれば,や や短翅型の ほ うが,産 卵数に おいて もまさる

よ うであ る。個体 ごとにみて,産 卵数 と寿命の間にはは

っき りした正の相関が見 られ る。

4) 産卵前期間では,短 翅型の ほ うが明 らかに短 く,

低 温に よって もあま り延長 しないが,長 翅型では低 温に

よって大 きく延長す る。



172 日 本 応 用 動 物 昆 虫 学 会 誌 第1巻 第3号

5) 羽化 後,水 以外の食 物を与 えず寿命を調べた とこ

ろ,雌 雄 とも長翅型 のほ うが明 らかに長い。

6) 羽化 後毎 日体 重を測定 した ところ,短 翅型ではす

ぐに体重増加 が見 られ るのに対 し,長 翅型では1～2日

お くれ る。 これ によ って産 卵前期間の差が生ず る もの と

思 われ る。 羽化直 後か ら産卵 開始までに 体重は70～80

%増 加す る。産卵 開始後 も平均値を中心に20～30%の

範囲 内で上下 に変動 しなが ら産 卵を続け る。雄 では体重

の変化は ほ とん どない。

7) 短翅型-長 翅型関係 をadult-jevenile関 係 とみ

な して,そ れぞれの もの適応的意義 について論じた。
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Summary

Studies on the Polymorphism in the Planthoppers (Homoptera, Araeopidae)

III. Differences in Several Morphological and Physiological Characters 

between Two Wing-forms of the Planthoppers

by Ryoiti KISIMOTO

Entomological Laboratory, College of Agriculture, Kyoto University, Kyoto

Differences in several morphological and physio-

logical characters between two wing-forms of 

the brown planthopper Nilaparvata lugens STAL, 

the white-back planthopper Sogata furcifera HOR-

VATH and the small brown planthopper Delphacodes 

striatella FALLEN were studied.

1. The macropterous form has normal fore-

wings and hindwings, and the brachypterous form 

has short and incomplete forewings and rudimental 

hindwings. Similar differences are found in scutel-

lum, the brachypterous form being smaller in 

length and width of it than the macropterous 

form.

2. In length of femur and tibia of hind leg, on 

the other hand, a reverse relation is observed 

between the two wing-forms. Body weight at 

emergence and during ovipositional period of the 

brachypterous form exceed in some degree those of 

the macropterous form. It is supposed from the 

facts mentioned above that the flying organs of 

the macropterous form are superior to those of 

the brachypterous form, but that it is inferior in 

general body size.

3. Number of eggs deposited shows a wide 

variation, some being over a thousand, and little 

difference between wing-forms is observed, though 

the brachypterous form shows a little higher fec-

undity in the white-back planthopper. Reproduc-

tive rate is clearly correlated with adult longevity 

in both wing-forms.

4. Pre-ovipositional period is shown to differ 

from each other in two wing-forms, the macrop-

terous form having a longer pre-ovipositional 

period than the brachypterous form. It is shown 

in the brown planthopper that the pre-oviposi-

tional period is considerably lengthened by low 

temperature after emergence in the macropterous 

form, while the period is shorter in the brachyp-

terous form.

5. The macropterous form has a longer adult 

longevity without any food excepting water than 

the brachypterous form, in both sexes.

6. By daily weighing of body after emergence 

until the 14th or 15th day, it is found that a rapid
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increase of body weight occurs from the next day 

of emergence in the brachypterous form, and 

after attaining to 1.7 times the weight at emergence 

oviposition begins. In the macropterous form the 

initial increase of body weight shows a little lag, 

and therefore, oviposition begins later. This lag 

is supposed to be responsible for the clear elonga-

tion of pre-ovipositional period of the macrop-

terous female under low temperature. During 

ovipositional period body weight fluctuates within 

a range of 20 to 30 per cent of the average weight. 

No fluctuation of the body weight was found in 

the male, continuing to show a constant value from 

emergence.

7. The macropterous-barchypterous form rela-

tion is considered as the adult-juvenile relation, 

and the adaptive significance of each form to the 

life of the planthoppers was discussed.


