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ま え が き

トビイロウ ンカの越冬 につ いては一 部の地方です でに

その実態が明 らかに され てい る。す なわち,糸 賀 ら(19

55)に よれば鹿児 島県 の冬季温暖 な特殊環境地では周年

その世代を く りかえ してお り,一 般 ほ場 で も卵 または幼

虫態 で越 冬 し,越 年世代の成虫は4月 か ら5月 にわ た っ

て現われ る ことが認 められ た。鮫島(1956)は 宮崎県 に

おけ る調査 で3月 上旬 まで僅 少の生存幼虫を認め,二 番

芽生 産下 卵を加温 した結果3月 中旬 まで少数 なが らふ 化

し,自 然 温下 で も幼虫のふ化を確認 した。 また,立 石

(1955)は 水 田のある山間 地の水辺雑草 中で2月 中旬幼

虫を採集 し,二 番芽生 に産下 され た卵は3月 下旬 イネの

組織が軟化腐敗 して も4月 上旬 までわずか なが らふ化可

能 卵が残存す ると述べ てい る。

以上の結果はいずれ も暖地帯におけ る本種 の越 冬実態

を示す もの として注 目され る。著者 ら(1957,1958)は

秋 おそ くイネの二番芽生に産下 させた トビイロ ウンカ卵

を組織 から個 々に取 り出 し,人 為的な湿室内に収容 して

野外飼育を試み,加 温す ることに よって飼育卵 の発育ふ

化 の状態 を調査 した結果,3月22日 の加温で もふ化す る

卵 を認 め,卵 態越冬 の可能 性が高い ことを指摘 した。本

報では秋末産下卵 を前 回同様 の方法で湿室内に収容 して

野外飼育 を行 ない,野 外 の自然温下 で卵 が完全に越 冬 し

て翌春ふ化 して くる状態 と越冬卵か らふ 化 した幼 虫の早

春季 の発育経過について1957年 と1959年 の2ヵ 年 間に行

な った調査の一部を と りまとめて報告 し,大 方 の参考 に

供す る。

なお,本 研究 を実施す るにあた り農業技術研究 所昆 虫

科長深谷 昌次博士,九 州農業試験場環境第一部長末永一

博 士,神 奈川県農業試験場 病害虫専門技 術員二宮融技師

な らびに病 虫科長 和泉清久技 師に御指 導 と御助言を頂い

た。 また,深 谷昌次博士に は御校 閲の労 をわず らわ し

た。 ここに感謝の意を表す る次第 である。

自然 温 下 に お け る卵 態 越 冬

材 料および方法

1957年 におけ る調査 では秋 季 トビイロウンカの多発 し

た水 田か ら採 集 した成虫(長 翅 と短翅)が 野外 の網室内

で大型 の植木鉢 に栽植 した イネの二番芽生(早 期栽培,

農林17号 の刈株 に生 えた)に 産下 した卵を用いた。

産卵後はそ のま ま野 外の自然 温下 にお き,12月1日 か

ら同12日 にわた って各時期別産下卵 とも双 眼顕微 鏡で イ

ネの組織か ら卵塊 ごとに取 り出 し,さ きに著者 ら(1957)

が報告 した方法(秤 量管を用いた)で 湿室内に卵を収容

して室温下に置 き,翌 年 の1月7日 に死 卵はす べて除去

し,生 卵 と判定 され た もののみについて外観的に胚子発

育期 を調査 してか ら,湿 田に設置 した百葉箱に移 して野

外飼育 を行な った。

調査 は原則 として各 月とも上旬,中 旬お よび下旬の3

回行 ない,越 冬卵 のふ化が終 った5月 上旬 まで計12回 実

施 し,越 冬卵 の発育ふ化 の状態 を記録 した。なお,卵 の

外観 的な胚 子発育期は奈須 ら(1958)が セジロ ウンカに

ついて行な った分類基準に よった。

1959年 におけ る調査 では出穂 した イネを飼料 として ガ

ラス室 内で 累代飼 育中の成虫(長 翅)を1/50,000のポッ トに

栽植 した イネ(幼 穂 形成 期か ら穂ば らみ期,農 林8号)に

放飼 してガラス室 内で産 卵させ た卵を用いた。産卵後の

イネはそ のまま室温下 に置 き,12月25日 に1957年 におけ

る調査 と同 じ方法で採卵 し,湿 室 に収 容 して野外飼育に

1 本研究の一部は昭和34年 度 日本応 用動物 昆虫学 会大会において発表 した。

(1960年11月15日 受領)
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移 した。翌年 の1月8日 に死卵 を除去 し,生 卵のみにつ

い て外観 的な胚子発 育期 を調査 して継続飼育 した。なお

1月8日 以降におけ る調査 の時期な らびに方法は1957年

の場合 とほぼ同様であ る。

調 査結果

1957年 の調査 におけ る供試卵の越冬前におけ る胚子 の

状態 は第1表 に示され るとお りであ る。11月1日 か ら同

5日 に産下 した卵は黄斑 期か ら眼点後期 まで胚 子が発育

して越冬に入 ったが,特 に眼点期卵が多か った。11月6

日か ら同10日 に産下 した卵 は大部分 が黄斑 期 と眼点初期

で,ま た,11月11日 か ら同15日 に産下 した卵は黄斑期 まで

胚 子が発育 してそれ ぞれ越 冬に入 った。 この ように胚子

第1表 1957年 にお ける供試卵 の胚子発育期 別

卵 数

発育期の異な った各時期別産下卵 の自然 温下 におけ る越

冬 状況を調査 した結果が第2表 で ある。11月1日 か ら同

第2表 1957年 における越冬卵

5日 の産下卵は越 冬中す べて死卵 とな り,越 冬卵は全 く

認 められ なか った。11月6日 か ら同10日 の産下卵は翌春

気温 の上昇 に伴 い,発 育卵 が現われ,供 試卵 の7.3%が

胚子 完成卵 とな り,1頭 がふ化 した。 また,11月11日 か

ら同15日 の産下卵 では多数の越 冬卵が見 られ,供 試卵の

23.1%が 胚子 完成卵 とな り,15頭が 自然温下でふ化 した。

第3表 は自然温下 におけ るこれ ら越冬卵 の胚子完成時期

な らびにふ 化時期を示 した ものであ るが,胚 子完成卵は

4月18日 以 降の調査 か ら認 め られ,4月27日 と5月8日

の調 査でふ化が見 られ た。

1959年 に行な った調査 結果は第4表 か ら第7表 に示 し

第3表 1957年 に おける越 冬卵 の胚 子完成な らび にふ化 の時期

第4表 1959年 におけ る供試卵の胚子発育期別

卵数

た。第4表 は供試卵の越冬前におけ る胚子発育期別卵数

である。11月25日 か ら12月1日 にわた って産下 された卵

のある ものは黄斑初期か ら眼点初期 まで発育 して越冬に

入 ったが過半数 は黄斑 中期卵で,つ いで黄斑後期卵が多

か った 。また,12月2日 か ら同12日 にわた る産下卵 は胚帯

期か ら眼点初期 まで胚 子が発育 して越冬に入 ったが,黄

斑 中期卵 が最 も多 く,つ いで黄斑後期 と同初期卵であ っ

た。 これ ら両 時期別 産下卵 の越冬状 態を調 査 した結果は



42 日 本 応 用 動 物 昆 虫 学 会 誌 第5巻 第1号

第5表 1959年 に お け る 越 冬 卵

*越 冬後 自然温の上昇 に伴 い明 らかに胚子発育を再開 したもの

第6表 1959年 におけ る越冬卵の胚子完成 な らびにふ化 の時期

備考 表 中の数字 は胚子完成卵 数な らびにふ化卵数を示す

第7表 越 冬後完全 にふ化 した卵 の越冬期間中にお ける発育経過(1959年)

(25/XI～12/XII産 下 卵)
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第5表 の とお りであ る。11月25日 か ら12月1日 の産下卵

は大部分が厳寒 期を経過 して翌春発育を再開 し,供 試卵

の21.4%が 胚子完成卵 とな り12頭がふ化 した。12月2日

か ら同12日 にわ たる産下卵 はかな り多数の卵が厳寒期を

経過 し翌春発育を再開 したが胚子 を完 成 した卵は非常に

少なか った。すなわち,供 試卵 の4.3%が 胚 子を完成 し

て1頭 がふ化 した。 また,第6表 は越冬卵 の翌春 におけ

る胚 子完成な らびにふ化の時期を示 した ものであ るが,

1957年 におけ る調査 結果 とほぼ同様に4月18日 の調査以

降に胚子完成卵が現われ,4月27日 と5月8日 の調査で

ふ化幼虫が認め られた。第7表 は越 冬を完 成 し,翌 春正

常 にふ化 した卵の越冬期間 中におけ る胚子 の発 育経過 を

示 した もので ある。 この結果に よれば越冬卵は1月 か ら

2月 中旬 にわた る低温期を発育停止の状態で経過 し,平

均気温が6.5℃ とな った2月 下旬 頃か ら除 々に発育 を

再開 し,平 均気温が10.2℃ とな った3月 中旬 以降に反

転卵が現われ,平 均気温が12.5℃ とな った4月 中旬に

は卵 内胚 子はほぼ完成 して大部分が4月 下旬にふ 化出現

した。

越 冬 後 に お け る発 育 経 過

野 外の自然温下 での越 冬卵か らふ化 した幼虫が しだ い

に発育 して一般水 田に飛来す るまで の発育経過 を明 らか

にす るため次の調 査を行な った。

材料および 方法

秤量管 を用 いた湿 室内に卵を収容 して野外 の自然温下

で越冬 した卵か ら4月27日 と同28日 の両 日にふ化 した幼

虫を1/50,000のポッ トに栽植 した イネ苗(農 林17号)に 移

し,上 面を ガーゼで覆 ったガ ラス円筒(40×15cm)を

かぶ せて無加 温の飼育室 内で継続飼育を行ない,成 虫 の

羽 化時期 を調 査 した。

調 査結果

調査結果は第8表 の とお りであ る。 自然温下で の越冬

卵 か ら4月27日 と同28日 の両 日にふ 化 した幼 虫は次第に

発 育 し,5月28日 か ら同31日 にわ た って越 冬卵 に由来す

る春季第1化 の成 虫が羽化 した。 この第1化 成 虫の生 存

期間は最短13日,最 長31日 で,か な り長期にわた って産

卵が見 られ た。第1化 成 虫の産下 卵か らきわめて 多数の

幼虫がふ化 した。 しか し飼育中食 草を交換 した ため,か

な りの若令幼虫が死亡 したので,第2化 成 虫の羽化期間

な らびに羽化 虫数等は正確 を期 しがたいが,7月2日 か

ら同23日 にわた って第2化 成虫が羽化 出現 した。

考 察

セジロウ ンカ,ト ビイ ロウンカの越 冬については古 く

か ら数多 くの調 査研究 が行なわれ てきた。近年,三 宅 ら

(1954)な らびに末永 ら(1953,1954,1955)の 研究に

より,セ ジ ロウンカに生態型のあ ることが明 らか とな り

第8表 越冬卵か らふ化 した幼 虫を継続 飼育 した場合 の成 虫の羽化状 況(1957年)
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トビイロウンカもセジロ ウンカに準 じた地域的特性 のあ

ることが指摘 され た。

これ らのす ぐれ た研究 に よって両種 ウンカとも内地越

冬 が方向づけ られ,つ ぎつ ぎ と越 冬の実態が明 らかに さ

れて きた。

す なわち,糸 賀ら(1956),立 石(1956)お よび鮫 島

(1956)の 報告に よれば鹿児 島県では厳寒期を卵態 また

は幼虫態で経過 し,越 年 世代 の成 虫は4月 か ら5月 にわ

た って現われ ることを認 め,宮 崎 と福 岡の両県で も卵態

または幼虫態で僅少 の個体が越 冬 しうることを 実 証 し

た。 これ らの調査結果 を総括す ると,九 州地方におけ る

本種の越冬は卵 と幼 虫の両態 で行なわれ,卵 態 または幼

虫態のいずれかに一定 した越 冬様式 を とらない ことが う

かがわれ る。

著者 ら(1957)は 本種 の卵態越 冬を実験 的に究 明す る

ため,晩 秋季 イネ二番芽生に産下 させ た卵 を人為 的な湿

室内に収容 して野外飼育を行ない,加 温 に よって卵越 冬

の能 否を検討 した結果,3月22日 におけ る加温で もふ化

卵 の存在す ることを認め,卵 態越冬 の可能性が 高い こと

を報 告 したが,今 回の調 査で本種 の越冬 は卵 態で行なわ

れ る ことが明 らか とな った。 さきに 著者 ら(1957)は 越

冬卵 の胚子 発育期は卵越冬の能否 ときわ めて密接 な関連

を有 し,眼点未形成卵のみが越冬す ると述べ,奈 須 ら(19

58)は ウ ンカの胚子発育に関す る研究 の中で ウンカ類 の

卵越冬あ るい は休 眼 との関連 において注 目すべ き胚子発

育期 は黄斑期 である ことを指摘 したが,本 調査 の結果で

も越冬完成卵 は黄斑 期卵 であ り,厳 寒期 中発育休止 の状

態で経過 した もので ある ことが明 らか とな った。 また,

越冬卵 は4月 下旬か ら5月 上旬(多 くは4月 下旬 まで に

ふ化す る)に ふ化 し,越 冬卵 に由来す る春季第1回 目の

成虫は5月 下旬に羽化 し,つ いで 第2回 目の成虫は7月

に現われ ることがわか った 。一 方,神 奈川県におけ る ト

ビイロウンカの常発地で ある三浦半 島の苗 代 で は5月

中,下 旬すでに成虫 の棲息が認 められ る。 これ らの早期

捕 獲虫は越冬卵に由来す る第1回 目の羽化成 虫であ ると

考え られ る。 また,神 奈川 県の一般水 田におけ る トビイ

ロウンカ成虫の初飛来は 早い年で6月 下旬,普 通 は7月

にな ってか らで,今 回 の調査で 明らか とな った ように越

冬 卵に由来す る第2回 目の成 虫の羽化 時期 とほぼ一致す

ることがわか った 。

前に ものべ た ように九 州の一部では卵態 と幼虫態に よ

る越冬 の事実が 知 られ てい るが,著 者 の成績か ら推定 し

て九州地 方で も越冬 の主体はおそ ら く卵態で はないか と

考え られ る。

摘 要

トビ イロ ウンカの卵態越冬を明 らか にす るため,秋 お

そ くイネに産下 させ た卵を人為的な湿室内に収容 して野

外飼育 を行ない,自 然温下におけ る卵 の越冬 と越冬後に

おけ る発 育経過について調査 した。結果 を要約すれば次

の とお りであ る。

1) 秋 おそ くイネに産下 した卵は野外 の自然温状態下

で比較的容易 に越冬す る。越 冬卵は翌春 自然温の上昇に

伴 い発育をは じめ4月 下旬か ら5月 上旬 頃ふ化す る。

2) 越冬卵か らふ化 した幼 虫に イネを 与えて継続飼育

した結果,越 年世代の成虫は5月 下旬 に羽化 し,次 世代

の成 虫は7月 に羽化出現す ることが 明 らか とな った。

3) 神奈川県で トビイロウ ンカが一般水 田に飛 来す る

時期 は普通7月 であ り,こ の成 虫は越 冬卵 に由来す る第

2世 代の成虫であ ると考 えられ る。
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Summary

Studies on the Overwintering of the Brown Planthopper, 

Niraparvata lugens STAL

I Overwintering of the Brown Planthopper Egg 

under the Natural Temperature Condition

By Hideo TAKEZAWA

Kanagawa Agricultural Experiment Station, Ofuna, Kanagawa Pref.

The object of the work described in this paper 

was to investigate experimentally the overwinter-

ing of the brown planthopper eggs and the growth 

of the larvae hatched from hibernation eggs under 

the natural temperature condition.

Rearing of eggs were carried out in the weigh-

ing bottles containing the small quantity of water, 

absorbent cotton and filter paper under the natural 

temperature condition.

The larvae hatched from hibernation eggs were 

reared in the insectarium using the rice plants 

cultured in pot.

The results obtained are summarized as follows:

1) According to the results investigated by means 

of artificial rearing under the natural temperature, 

it was cleared that brown planthoppers hiber-

nated easily in the egg form and the hibernation 

eggs hatched from the latter part of April to the 

early part of May.

2) As the results of successive rearing of the 

larvae hatched from hibernation eggs, it was 

cleared that the adults of the first generation 

emerged in the lastpart of May and the adults of 

the second generation in July.

3) In Kanagawa district, the first occurrence 

of the brown planthopper are found generally in 

the macropterous form (long-winged) at rice fields 

from the last part of June to July, and from 

the experiments mentioned above, it was con-

sidered that this adults were second generation.


