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九州 において黄 萎病の発生が確認 さ れたの は,1950年

の ことであ る(桐 生1950)。 その後,数 年のあいだに南

九州全域 にまんえん し,実 害 もかな り大 きいよ うであ る。

特 に宮崎県 では黄萎病 の被害が 著 しく,昨 年 および1昨

年の減収の主因 は,黄 萎病 による もの とみ られている。

特 に本県沿海稲作地帯で は,こ のままで はイネの栽培 そ

の ものが危ぶまれ る状態であ る。黄萎病が この ように流

行 した原 因は,イ ネの作季の変動 と,そ の複雑化 に伴 っ

て,黄 萎病 の媒介 昆虫 ツマグロヨコバ イの増殖が容易 に

な ったことではないかと考 え られ る。

黄萎病 の防除 に当た っては,そ の媒介昆虫 ツマグロヨ

コバ イを防除すればよい ことはい うまで もない。 しか し,

南 九州 では黄萎病 の伝染 に最 も関連のあ るツマグロヨコ

バ イの防除 の適期 は,ま だ判 っていない。そ こで,ツ マ

グロヨコバイの発生動 態を調査 し,黄 萎病 との関係 を明

らか にす るために試験 に着手 した。本稿で は,ま ず ツマ

グロヨコバ イの発生経過 な らびに黄萎病伝染 の時期につ

い て若干 の試験結果 を報告す る。

本稿 を草す るに当た って,ご 指 導を頂 いた当農 試場長

土持綱 男博 士に謝意を表する。

I ツ マ グ ロ ヨ コバ イ の発 生 経 過

黄萎病の流行 に最 も関与す ると思われ るツマグロヨコ

バ イの発生時期は,秋 冬季か ら翌年初夏までであ る。そ

こで,こ の時期の虫の発生経過を明 らか にしようとした。

虫の発 生消長は,当 農試に設置 されてい る予察灯(60W

電 球)の 誘殺状 況(第1図)お よび後述のほ場の生 息密

度調査 によ ってほぼその概要 を知 ることができ るが,こ

の成績 では各 世代 の経過 を詳細 に知 ることは因難である。

そ こで,世 代別 に この点を究 明するため,ま ず越冬 虫の

春 季まで の経過 と,春 季以 降とに分けて試験 を行な った。

a. 越冬虫の春季 までの経過

1月 上旬 に当農試付近の水 田あぜか ら採集 したツマグ

ロヨコバ イの成 ・幼 虫を態別 および令別 に分けて定期的

に生存の可否,令 期別 虫数 および羽化状況を調査 した。

飼育環境 は,(1)当 農試昆 虫飼育室 ベ ランダー 下の ポ

ッ トに置い たガ ラス円筒(直 径14cm,高 さ30cm)。(2)

網室 内の ポ ッ トに置い た 金網 円筒(直 径15cm,高 さ25

cm)。(3)昆 虫飼育 室内の大型 試験管(直 径3cm,

高 さ20cm)の3と お りであ る。食草 はいずれ もスズメ

ノテ ッポウとした。試験 は1月6～12日 よ り開始 し,

態別 および令期別 の集団飼育を行な った。

時期別生 存状 況は前記(2)お よび(3)の 環境 で

は,飼 育開始時 に成 虫態 および3～5令 幼 虫で あ った

ものいずれ も,1月 上旬 よ り試験 中止の4月12日 に至

るまで,生 存が認め られ た。 しか し,(1)の 環境で

は,日 中の温度上昇がはげ しいため に,早 死す るもの

が多か った。幼虫 について定期的 に令の進行 および羽

化状 況を網室内の金網円筒で調査 したがその結果 は,

第2図 に示 したよ うであ る。羽化 開始の時期は5令 虫

では2月 中旬,4令 虫では3月 初め,3令 虫では3月第1図 予 察灯によ るツマ グロヨコバ イの発生消長
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第2図 越冬幼虫の 羽化状 況

第1表 越冬世 代成虫の時期別生存率

末であ った。羽化が最 も多 く行 なわれ た時期 は,5令 虫

で は3月 中旬,4令 虫および3令 虫で は3月 下旬で あ っ

た。 なお,飼 育 室内の大 型試験管 で飼育 した 虫の経過 は,

網 室の もの とほとん ど同 じ経過をた ど ったが,ガ ラス円

筒 で飼育 した ものは,日 中の高温のためか,1月 中旬か

ら羽化 し始めた。

b. 越 冬成 ・幼虫の生存期間

春季(4月19日)に 野外 よ り成 虫を採 集 して,前 述の

金網 円筒を用い,全 部の個体が死亡す るまで の期間 を調

査 した。

この時期で の野外成 虫には幼 虫で越年 し春季に羽化 し

た ものと,成 虫越年 した ものとが含 まれてい る。食 草を

イネとスズメ ノテ ッポ ウに分けて飼育 し,生 存率を調べ

た結果 は第1表 に示 したとお りであ る。 スズメノテ ッポ

ウでの飼育について見 ると,虫 は5月 中旬まで はか な り

高 率に生存 し,その後急激に減少 したが,5月 末頃 まで生

存 す る個体が認め られ た。 イネでの飼育 はスズメ ノテ ッ

ポウよ り著 しく生存率が悪 く,5月 中旬 の生 存虫は きわ

めて少数であ った 。イネの場合の

生存率が悪か った原因 としては,

供試 イネの生育不良が考え られ る。

この時期の野外での食草 はスズメ

ノテ ッポウが大部分で ある。以上

の結果 か ら越 冬虫は明 らか に5月

まで生 息する ことが認め られ る。

c. 春季のほ 場の生息密度

病害 虫発生予察事業の調査要領

に従 って,冬 季 よ り春季にわ た っ

て一定 期 日ごとに,当 農試場内の

休 閑 田(ス ズメノテ ッポウとレン

ゲが混生)に おいてす くい取 り調

査(捕 虫網25回 往復)を 行 ない,

ツマグ ロヨコバ イの生息数を調 べ

た。

第3図 に示 したとお り昭和35,

36両 年の越冬虫の生息密度は平年

に比べて多 く,こ とに,35年 は成

虫の生息密度のはなは だ高い こと

が注 目され る。 しか し,第1図 の

予察灯の誘殺結果で はむ しろ36年

の7～8月 の誘殺数が多 いので,

単 に越冬 虫の生 息密度 のみで以後 の増殖状 況を予想す る

ことは適 当で ない。幼 虫の生 息密度が4月10日 ～20日 で

最少数 とな り,成 虫は逆 に最 多に達 してい ることは,越

冬幼虫の羽化終期 を示 して いるものと認 め られ る。

第3図 休閑 田におけ る越冬虫の生息密度

d. 各世代の発生経過

1月9日 および3月2日 に,当 農 試近 辺の休 閑田(ス
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第4図 ツマグロ ヨコバ イ各世代虫の発生時期 とイネの作 季

ズメ ノテ ッポウとレンゲが混生)か ら採集 した成 ・幼 虫

を態別 お よび令別 に分けて,飼 育室 内で大型試験管を使

って個体別 に継続飼育 し,盛 夏期までの発生 経過を調べ

た。供試食草 は,第1世 代幼虫まで はスズメノテ ッポウ,

第1世 代成虫以 降は イネ苗 であ る。

両採 集時期 の成績 を総合 し,個 体飼育 した各 世代の成

・幼 虫および卵について,飼 育始 めと終 りの時期をつな

ぎ合 わせた ものが第4図 であ る。越冬世代虫の寿命は比

較的長 く,羽 化 が2月 中旬頃 か ら始 ま って4月 中旬 に終

わ り,5月 下旬 まで生 存 してい ることがわか った。 この

越 冬世代 の虫に由来 する第1世 代 の幼虫は4月 上旬 には

発生 したが,羽 化 し始 めるのは5月 中旬 であ り,こ の成

虫は7,月 上旬 まで生 き残 った。第2世 代 の成 虫は7月 上

旬か ら8月 中旬 まで生存 した。す なわ ち,成 虫期につい

て見 ると,越 冬世代 と第1世 代 とのあいだには重な りが

あ るが,第1世 代 と第2世 代で は飼育 による寿命短縮 を

考慮 に入 れて もあ ま り重 な りが見 られて いない。そ の後

は,飼 育 を継続 して いないが,第3世 代成 虫がす ぐ発生

す るので,こ の第3世 代 と第2世 代成 虫は通常 重なる。

以上 の発生経過 を,南 九州におけ るイネの作季 に結 び

つけ ると第4図 下欄 のよ うになる。す なわ ち,早 期水稲

は,越 冬成 虫の生存が きわ めて多 い時期か ら本 田期 にあ

って,第2世 代成 ・幼 虫の多 い時期 に収穫 されて いる。

普通期水稲は,越 冬成 虫の末期 に播種 されて第2世 代成

虫が現 われ る前 に本 田期 に入 る。晩期水稲は,第1世 代

成虫の末期 に播種 されて第2世 代成 虫の末期頃 に本 田期

とな る。

なお,本 県 においては,初 冬期まで に産卵 されて卵態

越冬 し,2～3月 頃 にふ化す る虫も僅かあ るが,こ の 虫

の経過 について は,別 の機会

に明 らか にしたい。

II ツ マ グ ロ ヨ コバ イ の

黄 萎 病 保 毒 お よ び イ

ネ の ウイル ス感 染 の

時 期

ツマグロヨコバイによる黄

萎病保 毒および媒 介について

は,既 に新海(1950,'51,'58,
'59

,'61)に よ って詳 細な研究

がな されてい るが,こ こでは

南 九州におけ るツマグロヨコ

バ イの ウイルスの獲 得,播 伝,

イネの発 病な どの時期的関係 を明 らかに しようとした。

a. ツマグロヨコバイの黄萎病保毒の時期

流行地(宮 崎市)の 野外 よ り採 集 した越冬世代の成 虫

50頭(こ の中には保毒虫が含 まれてい る)を,ポ ッ ト植

えの健全 イネ(早 期水稲)に3日 間(4月18～21日)接

種 した。 この接種 イネか ら虫が ウイルスを獲得で きる時

期 を調 べ るために,無 毒幼虫を一定 期 日ごとに48時 間つ

け て,健 全 イネに戻 し接種 を試みた。 この戻 し接種 に当

た っては,虫 は大型試験管 に入 れた健全 イネで飼育 し,

7日 ごとにイネを取 り換 えた。 この試験 開始 期 日は,南

九州で は早期水稲の平坦地帯 におけ る本 田移植期 に相 当

す る。

第2表 黄萎病感 染イネを吸収 したツマグ ロヨコバ

イの ウィル ス媒介の時期

* :6月29日,-:無 発 病,+:発 病

野外採 集虫を接種 した結果 は第2表 のよ うであ る。接

種 イネに肉眼的発 病徴候 が見 られたのは6月29日 であ っ

た。 したが って,こ の時期までの約70日 間は イネ体内の

潜 伏期間 に当た る。 この潜 伏期間中の イネか らは,虫 は
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ウイルスを獲得す る ことがで ぎなか った。虫の ウイル ス

獲得は,イ ネの発病 と同時 に始 ま り,ウ イルスは獲得 虫

体 内で21～28日 間の潜伏期を経て,ウ イルスの媒 介が認

め られた。 したが って,越 冬虫の伝染 によ って発病 した

稲 か ら虫が ウイルスを獲得 し,こ の 虫が ウイルスを媒介

で き る状 態にな る時期は,以 上の結果か らおおむね7月

下旬頃 と推定 され る。

b. ツマグロヨコバ イ各世代 の保毒虫率

当農試付近 のほぼ同一水 田(早 期水稲)お よび あぜか

らそ れぞ れの時期 に成 ・幼 虫を採 集 し,直 ちに大型試験

管 内の健全 イネを48時 間吸収 させ,こ の吸収 イネの発病

の有 無によ って保毒虫か否かの検定 を行 な った。

第3表 ツマグロ ヨコバ イ各世 代成 ・幼 虫の黄萎病

の保 毒虫率

* :25℃ 定 温 で 行 な う。

第3表 に示す よ うに,4月 初めの成虫の保毒 虫率 は6,

7%で あ った。そ の後5月 中下 旬の幼虫お よび6月 中旬

か ら7月 中旬 までの成 虫には保毒虫が認 め られず,7月

下 旬 に4～8%の 保毒 虫が認 め られた。

c. 野外採集虫を早期水稲に放飼 した場合の イネの発

病

流行地(宮 崎市)の 水 田あぜか ら時期別 に採集 した ツ

マ グロヨコバ イの成 虫を ワグネルポ ッ ト植 えの健全 早期

水稲 に48時 間放飼 し,発 病の有無 を調 べた。水稲品種は

農 林17号(早 期栽培)で1ポ ッ ト(3本 植)当 た り30頭

を放 飼 した。

結果 は第4表 に示 したが,イ ネの発 病は4月 中旬か ら

5月 中旬 まで の虫と7月 下旬 の虫によ って認め られた。

2回 目の感染す なわ ち7月 下旬 には,早 期水稲はすで に

第4表 野外採集虫を早期水稲 に放飼 した場合の イ

ネの発病

一:無 発病
,廾:2株 発病,卅:3株 発病

収穫期(8月 上旬)に 近づいてい る。

d. 伝 染源 としてのスズ メノテ ッポ ウ

ス ズメノテ ッポウは,冬 季間 のツマグロヨコバイの最

も重要 な食草で あると共 に,黄 萎病 ウイルスの寄主植物

で もある(新 海,1960a)。 ここで は,ス ズメ ノテ ッポ ウ

が黄萎病 に感染 して いるか否か を調べ た。春季(5月)に,

前年黄萎病の発生 した水 田あぜ に自生す るスズメ ノテ ッ

ポウの中か ら葉色が黄変 してい る株10個 体 を採集 し,ツ

マ グロヨコバ イをつけて,ウ イル スを獲得で きるか否か

を調べた。 この場合は,無 毒幼 虫にスズメノテ ッポウを

48時 間吸収 させ,以 後健全 イネに移 して,約50日 間 にわ

た って接種飼育を続けた。 しか し,イ ネにはいずれ も発

病が見 られなか った。 したが って,ス ズメ ノテ ッポウは

春季 におけ る黄萎病の重要な伝染源 になるとは認 めが た

い。なお,こ の問題 は今後 と も検討 を続けたい。

考 察

ツマグロヨコバ イの発生経過 については,す でに江 崎

・橋本(1926 ,'30,'31,'32,'33,'34,'35,'36),江

崎 ・鮫 島(1937,'38,'39),最 近では橋爪(1958)の 報

告 があるが,黄 萎病 ウイルスの媒 介昆虫と して これを見

ると,な お究明を要 す る点が多い。特 に黄萎病の場合は,

冬季 を経過 す る虫の発生動 態が重要 で ある。そ こで,ま

ず冬季か ら春季 にかけ て,虫 の発生経 過を調べた。そ の

結果,越 冬世代 の虫は5月 末まで生存す ることが明 らか

とな った。越冬 虫の次世代すなわ ち第1世 代虫 は,4月

上旬 か ら現 われて7月 上旬 に終わ り,つ いで第2世 代虫

が6月 中旬 か ら8月 中旬 の あいだ に,第3世 代虫が7月
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中旬か ら出現 す る。

宮崎県 の早期水稲 と ツマグ ロヨコバ イの発生 との関連

について見 ると,次 のよ うであ る。早期水稲は3月 中旬

に播種,4月 上旬 に除紙,4月 下旬 に移植 を行ない,7

月下旬～8月 上旬 に収穫す る。本県 の ツマグ ロヨ コバ イ

の越 冬世代 は3月 中下旬 にはほとん どが成虫 とな り,早

期水稲の除紙が行 なわれ る頃 には,す で に活発 な移動 を

始めて いる。したが って,早 期水稲で は除紙 と同時 に越 冬

虫の飛び込みが始ま り,本 田期の5月 末 まで この世代 の

虫が集中加害 し,5月 中旬か ら7月 上旬 まで は第1世 代

成 虫,7月 上旬か ら刈 り取 りまで第2世 代成 虫が生 息す

る。ま た,普 通期水稲 は5月 下旬 に播種 されるので,僅

か に越冬世代虫の加害が あるが,ほ とんど第1世 代以 降

の 虫の生息 になる。流行地か ら採集 した虫を,早 期水稲

に放飼 した結果か ら黄萎病感染の時期を見 ると,感 染 は

4月 中旬か ら5月 下旬 まで(第1次 伝染)と7月 下旬

(第2次 伝染)に 起 こ っていて,6月 か ら7月 中旬 まで

は感染が認め られない。以上の結果 は,越 冬世代成 虫の

生 存の終 りが第1次 伝染 の最後で あることを示 して いる。

次 に,ツ マ グロヨコバ イの黄萎病保毒虫率の問題 に触

れてみ たい。黄萎病の保毒虫率 について は,最 近 にな っ

て千葉 ・長野両県の流 行地の結果が新海(1960b,'61)

に よ って報告 されて いる。 また,鹿 児島(鹿 児 島農試会

議 資料,1961)で も調べ られている。それ らによ ると,

夏か ら秋に発生 する虫および秋ふ化 して翌春まで生 き残

る越冬 世代 に高 率の保毒虫が認め られ,越 冬次世代の虫

には保毒虫が認め られていない。筆者 らの行な った試験

で も4月 上旬 に採 集 した越冬世代成虫 と,7月 下旬 採集

虫に保毒虫が認め られ,5月 上旬 か ら7月 中旬 の あいだ

に採 集 した越 冬次 世代(第1世 代)虫 および第2世 代虫

では保毒虫が認め られ なか った。供試虫数が少 ない結果

で はあるが,千 葉 ・長野 の流行地 と同一傾 向が見 られた

ことは興味深 い問題で ある。 この保毒虫率の消長 につい

ては,今 後 とも試験 を継続 したい。

本 県の イネにおけ る黄萎病の最初の発病(第1次 発病)

の時期 は,6月 末～7月 初めであ る。 この発病は,ツ マ

グ ロヨコバ イの越冬 世代成虫がい(蝟)集 す る早期水稲

に 多 く,普 通 期水稲 に少 ない。 この ことは,越 冬世代成

虫 が黄萎病の第1次 伝染 に重要な役 割を果た してい るこ

とを示 している。第2次 発病 の時期 は,8月 末頃であ る。

な お,第1世 代虫 に保毒虫が発見 されていない ことは,

越冬 したイネの二番芽生 およびスズメ ノテ ッポ ウの罹病

株が,春 季の ウイル ス源 となる可能 性が きわ めて低 い こ

と を示 して いる。筆者 らの観察 によると,罹 病稲株二番

芽生は第1世 代幼虫の出現す る4月 上旬 には乾 田で は生

存せず,き わめて狭い局地の湿 田,し か も湧水ま たは無

霜地に僅かに生存す るだけで あって,こ の世代の虫の保

毒 に全般 的に影響 してい るものとは考え られない。 これ

らの ことか ら考察 して,本 県におけ る黄萎病の第1次 伝

染 は,ツ マグ ロヨ コバ イの越冬世代 が主体とな ってい る

と考 えて さ しつか えなか ろ う。

なお,す で に述べ たよ うに,早 期水稲 は黄萎病に感染

す る機会が多 いので,普 通期水稲 のみが栽 培される場合

よ りも発病株が多 くなる。 この早期水稲 の発病株が伝染

源 とな って,第2世 代虫以降の保毒虫が急速 に増加 し,

その ため本病の おび ただ しいまんえんを もた らして いる

もの と思われ る。以上の ことか らして,本 県 において も

黄萎病防除の ための ツマグロヨコバ イの防除 は,ま ず越

冬世代虫 に重点を おいて実施す る ことが要 点と認 め られ

る。

今後 は,黄 萎病の第2次 伝染 とツマグロヨコバ イとの

関連 および発病稲二番芽生の多少 と保毒 虫率 の問題 を追

求 し,黄 萎病の発生予察 の方法 を確立 したいと思 う。

摘 要

最近,発 生 の著 しい黄萎病 の伝染 と ツマグロヨ コバ イ

の生態 との関係 について調査 した結果 を記 述 した。

1) ツマグロヨコバ イの越 冬世 代の第3～5令 幼 虫は

2月 中旬～3月 初旬 よ り羽化 を始 めて4月 初めにはほと

んどが成 虫態 とな った。 この成 虫は5月 中旬 よ り急激 に

減少 したが,5月 末まで生存す る個体 もあった。

2) す くい取 りによ る春季の生 息密度と予察燈 誘殺 虫

数 の消長 とは一 致 しない。す くい取 りで幼虫の密度 が最

少 とな る4月 上中旬 は越冬虫の羽化終期に当た るよ うに

思われ る。

3) 冬期 よ り盛 夏期 まで の虫の経過 を系統 飼育によ り

検 した結果,第1世 代は幼虫が4月 上旬よ り発生 し,5

月 中旬 か ら羽化を始 めて,7月 上旬 まで生 存 した。第2

世代 成虫は7月 上旬 よ り8月 中旬 の あいだに,ま た第3

世代 は引 き続 き重な り合 って発 生す る。

4) 虫の発生経過 と イネの作季との関係 は,早 期水稲

で は越冬 世代 と第1世 代 の加 害が多 く,収 穫期に第2世

代 の成 幼虫が増加 す る。普通水稲 は越 冬成 虫,晩 期水稲

は第1世 代成 虫の生存末期 に播種 される。

5) 越 冬虫によ って ウイル スを伝染 された早期水稲 は

70日 間 の潜 伏期 を経 て6月 末に発病 した。また,こ の病

稲 よ りウイルスを獲得 した虫の体内潜 伏期間 は21～28日

間で あった。 したが って この期 の虫が媒介能 力を うる時
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期はおおむね7月 下旬 となる。

6) 4月 初旬お よび7月 下旬の成虫 は若干 の保 毒虫率

を示 したが,5月 中下旬の幼虫 および6月 中旬 よ り7月

中旬までの成虫,す なわ ち第1世 代 および第2世 代 初期

と考え られ る虫は全 く保毒 していなか った。

7) 早期水稲 におけ る黄萎病の感染時期 は4月 中旬か

ら5月 中旬まで続 き,そ の後 は無感染 とな り,7月 下旬

に再び伝染が なされて いる。再度 の感染によ る早期水稲

は立毛中に発病せず刈株の再生稲 に病徴が現われ るよ う

で ある。

8) 春季 に野外 の スズメ ノテ ッポウについて黄萎病感

染 の有無 を検 したが いず れ も陰性 に終 った。

9) 黄萎病 ウイル スは虫の越 冬世代が主体 とな って イ

ネに第1次 伝染 し,第2世 代以 降がお もに この早期発病

稲 よ り保毒 して以後 の発生源 とな ってい るものと思われ

る。

引 用 文 献

江崎悌三 ・橋本士郎(1929, '30, '31, '32, '33, '34, 

'35
, '36)農 林省委託浮塵 子駆 除予防試験報告 1～8: 

～(1), ～(2), ～(3), 3～13 (4), 3～21 

(5), 3～16 (6), 3～16 (7), 3～17 (8).

江 崎 悌 三 ・鮫 島徳 造(1937, '38, '39)農 林 省 委託 浮

塵 子 駆 除 予防 試 験 報 告 9～11: 3～16 (9), 3～27 (10), 

3～21 (11).

橋 爪 文 次(1958)植 物 防 疫 12: 394～400.

桐 生 知次 郎(1952)植 物 防 疫 6・193～195.

鹿 児 島 県 農 業 試 験 場(1961)西 南 地 方 に お け る水 田 高 度

利 用 方 式 に関 す る病 害 虫防 除 試験 成 績: 1～8 (謄 写).

新 海 昭(1950)日 植 病 報 15: 42.

新 海 昭(1951)日 植 病 報 15: 107～108.

新 海 昭(1958)日 本 ウ ィル ス学 会 総 会 演 説抄 録 第6

回: 19～20.

新 海 昭(1959a)ウ ィル ス 9 (1): 73.

新 海 昭(1959b)日 植 病 報 24: 29.

新 海 昭(1959c)日 植 病 報 24 (1): 36.

新 海 昭(1950a)日 植 病 報 25 (1): 16.

新 海 昭(1960b)関 東 東 山 病 害 虫 研 究 会 年 報 第7集: 

19.

新 海 昭(1961)関 東 東 山 病 害 虫 研 究 会 年 報 第8集: 

12.

Summary

Relation between the Life-history of Green Rice Leafhopper, Nephotettix 

cincticeps UHLER, and Rice Yellow Dwarf Propagation

By Tokuzo SAMESHIMA and Kiyofumi NAGAI
Miyazaki Agricultural Experiment Station, Miyazaki Pref.

The present experiment was carried out in order 

to investigate the relationship between the life-cycle 

of green rice leafhopper and rice yellow dwarf occurr-

ing in a large scale.

The results obtained are summarized as follows; 

1. The adult of the overwintering generation 

begins to emerge out from the 2nd decade of 

February to the 1st decade of March, and almost 

all of the imagoes become adults in the beginning of 

April. The population of these adults decreased 

rapidly from the middle of May, but some 

individuals survived until the end of May.

2. The population density in spring counted by 

sweeping did not coincide with the number of in-

dividuals caught in light trap. First and 2nd decades 

of April when the population of imagoes become to 

minimum seems to the end of emergence.

3. As the result of rearing test from winter to 

mid-summer, imagoes appear till the 1st decade of 

April in the first generation, and start to emerge 

from the 2nd decade of May and survive till the 1st 

decade of July. The second generation adults appear 

from the beginning of July till middle of August, 

and the third generation continues.

4. The relation between the life-cycle of leafhopper 

and the growth of rice plant is that the damage from 

overwintering and the first generations is heavy in 

case of early cultivated rice plant, and the second
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generation adults increase in number at harvesting 

time. Rice seed of normal cultivation will be sown 

about at the end of overintering adult stage, and 

that of late cultivation at the end of first generation 

in adult stage.

5. Diseased plants are recognized at the end of 

June about 70 days after virus is transmitted into 

early cultivated rice plant by overwintering hoppers. 

The latent period of the virus in the hopper taken 

from diseased plant was from 21 to 28 days. These 

hoppers, therefore, will become able to transmit virus 

about at the end of July.

6. Some adults at the beginning of April and at 

the end of July are recognized as virus vectors, but 

imagoes from the middle to end of May and adults 

from the middle of June to the middle of July, i. e., 

leafhoppers of the first generation and early period 

of the second generation have no virus.

7. Infection period of yellow dwarf virus to the 

early cultivated rice plant continues from the middle 

of May. However, it becomes non-infectious until 

the end of July. No symptom of yellow dwarf is 

observed on the early cultivated rice plant infected 

twice while it is growing, appears on young shoot 

from the rice stubble.

8. The wild plant, Alopeculus auqualis SOBOL was 

examined in spring but was found not infected.

9. The overwintering generation of leafhopper is 

most important as the vector of the yellow dwarf 

virus as the primary infection in the paddy field. It 

is considered that the generations from the 2nd are 

chiefly transmitting virus from these diseased early 

rice plants.


