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は じ め に

セ ジロウンカ(Sogata furcifera)お よび トビイロウ

ンカ(Nilaparvata lugens)は わが国稲作の大害虫 であ

って,両 種 におけ る生態 とくに越冬経過 につい ては古 く

か ら多 くの調 査,研 究 がな されて きたが,近 年次第 に両

種 の越冬生態や休眠への条件 が明 らか にされ てきた(糸

賀,1955;立 石,1955;鮫 島,1956;竹 沢 ら,1957,

1958;竹 沢,1961 a, b;三 宅 ら,1962;末 永,1963)。

本 実験 では さきの三 宅 ら(1962)の セ ジロお よび トビ

イ ロウンカの卵 の休 眠についての報告 におい て,休 眠の

決 定時 期がは っきりしていないので,両 種の休眠の決定

時 期や休眠 に入 る条件 について調べた結果,若 干の知見

を得 たので報告す る。

本 文に入 るに先 だち,終 始 ご指導下 さった当研究室 内

田俊郎教授 に心か ら感謝 の意 を表す る。また実験を進め

るに当 って ご援助 いただいた河野達郎助 教授は じめ研究

室 の諸 氏に深謝 す る。なお快 く材料 を提供 して下 さった

農林省九州農業試験場 の久野英二 氏お よび京 都大学農学

部附属摂津農場 の小堀 乃助手 に もここにお礼申 し上げ

る次第 である。

材 料 お よび 方 法

材料 として用いた セジロウンカお よび トビイ ロウ ンカ

は,1962年7月 福岡県筑後市農林省九州農業試験場 の

ほ場で採集 された ものの子孫 である。両種 の累代飼育 は

27.5℃ の恒温,長 日(16時 間明-8時 間暗,以 下 同じ)

下 で 大型の ガ ラス 製試験管(直 径3.6cm,高 さ20

cm)で27.5℃ の恒温室で 無 肥料 で芽出 しした稲幼苗

を食 物 とした。

実験 の飼育条件 として 日長 は長 日(16時 間明-8時 間

暗)お よび短 日(8時 間明-16時 間暗)の2つ であ って,

その照明 には20Wの 螢光灯 を30～40cmの 高 さに設

け てその直下 に試験管立 てを置いて飼育 した。飼育 温度

は28,27.5,20,15℃ の4段 階 とした。それ ぞれ の温

度のふれは27.5,20℃ では1℃ 以 内で,28,15℃ で

は1～2℃ の範囲 であった。飼育 には直径1.8cm,高

さ18cmの ガラス製試験管 を用 い,開 口部 を綿あ るい

は寒冷紗でふた を し底 に少量 の水道水 を入れ てその中に

食物 を入れ植物の萎凋 を防 ぐよ うに した。 なお食物 とし

て次の ものを与 えた。

イネ(Oryza sativa)は 幼苗 と出穂期 から登熟期 にか

け ての葉鞘 を用いた。 幼苗 は 実験室 内で 種 モ ミ(農 林

17号)を 無 肥料で芽出 しして10cm位 に生育 した もの。

稲 葉鞘は大阪府 高槻市 にある京都大学附属摂津農場 で栽

培 された農林17号 や越後早稲 あるいは実験室 のほ場 や

温 室のポ ッ トで栽 培 した農林17号 や赤毛で ある。雑草

は イ ヌビエ(Panicum crusgalli var. submutica)と し,

これ は実験用 ほ場 内にあ る網室 内で生育 した ものや,京

都市 北白川の 京 都大 学農学部の グラウ ン ド内や その近

辺,あ るいは京 都市北白川の吉田山で採集 した もので,

すべて出穂 した ものを選んだ。食物 として稲の葉鞘 に相

当す る部位 を与 えた。

植 物は幼 虫期では稲幼 苗で2～3日 お きに,稲 葉鞘お

よび雑草 では毎 日あ るいは1～2日 お きに取 り替 えた。

成 虫期 では毎 日植 物を取 り替 えて産 卵前期 間を1日 単位

で調べた。それ ぞれの飼育条件 の下 で各 日に新 しく産卵

された寄主植物 はその 飼育条件 と 同一 の 条件 の下 に お

き,卵 の発育状態お よび卵期間 を調査 した。

食物の量は 幼苗 では10cm位 伸びた ものを試験管1

本当 り1～3本,稲 葉鞘お よび雑 草では葉を少々残 して

10～12cm位 に切 断 した ものを1本 とした。 この ような

食物を入れた試験管1本 当 りセジロウンカ,ま たは トビ

イ ロウンカの成虫を1対 入れた ものを低密 度 とし,10対

入れ た ものを高密 度 とした。幼 虫では,両 種 とも雌雄の

区別な く20匹 入れ た高密 度で飼育 した。なお本 実験に
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供試 した成虫のはね(翅)型 はすべ て長 ばね型 ばか りで

あった。

セ ジ ロ ウ ン カに つ い て の 実 験 結 果

休眠卵の発現の有無:幼 ・成 虫期 を通 して食 物はすべ

て出穂 した イヌ ビエ とした 。幼 虫期 の密 度はすべて高密

度 として,日 長 と温 度をそれ ぞれ 長 日27.5℃,短 日20

℃,短 日15℃ の条件 で飼育 して得 た成 虫を,日 長 と

温度 は幼 虫期 と同 じ条件 に して飼育密 度を高密 度 と低 密

度 にわ けて飼育 した。長 日27.5℃ の条件 で羽化 した直

後 の成 虫の一 部を短 日20℃,短 日15℃ の条件 に移 し

て前者 では低密度飼育,後 者では高密 度お よび低密度飼

育 して,セ ジロウンカの成虫の飼育条件 と産卵前期間,

卵期 間お よび休眠卵 の発現 の割合 を示 したのが第1表 で

あ る。

第1表 の成 虫の飼育 条件 の中で太い活字で示 した条件

(短 日,15℃,出 穂 したイ ヌビエ,高 ・低 密度)に おい

て休 眠卵 の 発現 が 見 られた。 ここで 休眠卵 とい うのは

15℃ におけ る普通の卵の発育 日数すなわ ち,24～25日

間を15℃ において もなおふ化せず,こ れ を高温(27.5

℃)に 移 し10日 間おいて も ふ化 しな か った もの を い

う。 外観 的に双眼顕微鏡で 観 察 した結果,卵 は 奈須 ら

(1958)に よる黄 斑後期か ら眼点前期 にかけ ての卵 に相 当

す るものであ って,そ の大部分は赤色の眼 点のつ きは じ

めた頃の卵であ った。

これ らの条件下での卵期間はふ化 してきた個体 のみの

平均値で ある。幼 ・成虫期 を問わず短 日,低 温 区では卵

期間は24～25日 にな って他 の区 よ りも延長 した が,こ

れは恐 らくただ単 に有効積算温度が小 さい ために期 間が

延長 した にす ぎない と考 えられ,特 別 な発育遅延 の よう

な現象が見 られ た とは思 われ ない。長 日,高 温下 で飼育

された成 虫が産 んだ卵 を15℃,短 日の条 件下 において

発育 日数を調査 した 別の実験結 果は ここに得 られ た値 よ

り僅か に 短か ったが,ほ とん ど違 いが なか ったか らで

あ る。

温度 が27.5℃ や20℃ では幼 ・成 虫期を通 じて,あ

るい は成 虫期 のみを短 日,雑 草,高 密 度あ るいは低密 度

飼育 して も休 眠卵 は発現 しなか ったが,15℃ では発現

した。幼 虫期を長 日,27.5℃,高 密 度,出 穂 した イヌビ

エで飼育 した羽化 直後の成虫 を短 日,15℃,出 穂 した イ

ヌビエで飼育 す ると 休眠卵の 発現が 見 られた。 すなわ

ち,成 虫期のみ を低温(15℃),短 日,出 穂 した イヌ ビ

エで飼育 しても休眠卵の発現が見 られ る。

休 眠卵の発現率:第1表 におい て太い活字 で示 した4

つの区におい て若干の死卵が見 られたが,そ れ らを除い

た もの につい てふ化率お よび休眠率 を計算 した。成 虫期

のみを休眠誘起 の条件 におい た場 合 と幼 ・成 虫期 を通 じ

て休眠誘起の条件 にお いた場合 とで休 眠卵 の発現率 を比

較す ると,そ れぞれ平均 して78.8%,85.2%と なった

が,こ の間 にほとん ど差 はない と思 われ る。低密 度 どう

しで統計学的検定 を 行 なった ところ 全 く有意 な差 はな

く,高 密度 でも危険率5%で 有意差が見 られ るにすぎな

い。 したが って休眠卵 を産 む とい う条件 づけは大 部分が

成 虫期の飼育条件 によってい るとい うことがで きる。休

眠卵 の発現率 を 高密度 と低密度 に ついて 比較 してみ る

と,成 虫期 のみ の場合 で も幼 ・成 虫期の場合 におい ても

統計的 に有意 な差 は認 め られ なか った。

産卵経過 に伴 う休 眠卵の発現:成 虫期のみ を休眠誘起

第1表 セジロウンカの成虫 の飼育条件 と産 卵前期間,卵 期間お よび休眠卵発現 の割合

註 食物 はす べて出穂 したイ ヌビエ。

成 虫の密 度は雌 雄同数,密 度20と い うの は10対 の意 味である。

ふ化 した個体 のみ の平均。

産卵開始か ら5日 目まで の調査卵総数,他 の区においては10日 目までの調 査卵総数 を示す 。
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の条件(短 日,15℃,出 穂 した イヌ ビエ,低 ・高密度)に

移 した成虫 につい ての産卵経過 日数 に伴 う休眠卵 の発現

の状態,お よび幼 ・成虫期 を通 じて上述の休眠誘起 の条

件で飼育 した成虫の産卵経過 に伴 う休眠卵の発現の状態

を調べた ところ,そ れぞれの区 におい て大体 同 じ傾向が

み られ,第1図 にその代表的な一例を示 した。高密度は

10頭 の雌,低 密 度は1頭 の雌の経過 日数に伴 う産卵状

態 を示 した もので,こ こでは死卵を除外 した。

第1図 から成 虫期のみ休眠誘 起の条件においた場合は

最初 に産 まれ た卵 はすべ てふ化卵 であ るが,そ の後数 日

の うちにふ化卵 は出現 しな くな り,産 卵経 過 とともに休

眠卵ばか りとなったことがわか る。実験 結果全 体につい

て産卵開始以後の経過 日数 に ともな う休眠卵 の発現率 を

示 したのが第2図 で あるが,第1図 とほぼ同様 の結果を

知 ることがで きる。休眠卵の発現率 は産卵経過 日数 に と

もな って徐 々に増加 してい る。完全 に休眠卵 を産 むため

第1図 セジ ロウ ンカの産 卵経過 に伴 う休眠卵

の発現数 を示 した各 区における代表的

な1例

休眠 卵,非 休眠卵

A:成 虫期 だけ処理 した区 高密 度(10対)

B:同 上 低密度(1対)

C:幼 ・成虫期 とも処理 した区 高密度(10対)

D:同 上 低密度(1対)

第2図 セジ ロウンカの産 卵開始以後の経過 日

数 に伴 う休眠卵の発現 率(各 区におけ

る平均 を示す)

A:成 虫期 だけ処理 した区 高密度(10対)

B:同 上 低密度(1対)

C:幼 ・成 虫期 とも処理 した区 高密度(10対)

D:同 上 低密度(1対)

には産卵前期間が終 って卵 を産み始 めてか ら数 日を経過

す ることが必要であ る。一方幼 ・成虫期 を通 じて休眠誘

起の条件で飼育 した場合 には この ような現象は認め られ

ないで,最 初 の産卵か ら休眠卵を産み,し か もその割合

は非常に高い。 その後にな って20～40%ぐ らいの非休

眠卵 を散 発的に産 んでい る(第2図)。 しか しこの原 因に

つ いては何 ともわか らない。

トビ イ ロ ウ ン カに つ い て の 実 験 結 果

休眠卵の発現の有無:幼 ・成 虫期 を通 じて日長はすべ

て短 日としてその他 の条件 は幼 虫期を28℃,高 密度,

出穂 した稲葉鞘で飼育 した 羽化直後の 成虫の一部 を20

℃ へ移 し,他 はその まま28℃ として両温度 におけ る

飼育密 度は低密 度 とし食 物を稲幼苗,稲 葉鞘,イ ヌ ビエ

としてそれ ぞれ について産卵前 期間お よび卵 期間を調べ

たのが第2表 であ る。

どの飼育 条件 の 区に おいて も 休眠卵 が み られ なか っ

た。産卵前期 間は食 物が雑草 であ るイヌビエの ときに延

びてい る。 と くに28℃ に比べて20℃ では顕著 であ

る。卵 期間ではほ とん ど差 がみ られ ない。

つ ぎに幼 ・成 虫期 を通 じて食 物を出穂期 から登熟期 に

かけての 稲葉鞘 として 他 の 飼育条件 は 幼 虫期 を長 日,

27.5℃,高 密度 とし,そ の羽化直後 の 成 虫の一部 を短

日20℃ と,短 日15℃ へ移 して低密度飼育 したもの,

他 は 日長,温 度 は幼 虫期 と同 じ条件 として高密度 と低密

度飼育 した ものお よび幼 ・成 虫期を通 じて 日長,温 度 は

短 日で20℃ として幼 虫期を高密度飼育 し成 虫期にな っ
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第2表 トビイ ロウンカの成虫期の食物 の違い による産 卵前期 間および卵期 間

註 稲葉鞘,イ ヌビエはすべて 出穂 した もの。 日長 はす べて短 日。

成虫 の密度 は雌雄 同数,密 度2と い うのは1対 の意味であ る。

第3表 トビイ ロウンカの成 虫の飼 育条件の相違 と産卵前期間お よび卵期 間

註 食物 はす べて出穂期か ら登熟期にかけての稲葉鞘。

成 虫の密 度は雌 雄同数,密 度20と い うのは10対 の意味で ある。

ふ化 した個体 のみについての平均 。

て高密 度お よび低密 度飼育 して休眠卵の有無 を調べ 同時

に産卵前 期間お よび卵 期間を も調べた(第3表)。

第3表 の太い活字で示 した区(短 日,15℃,低 密度,

出穂 期か ら登熟 期にかけての稲葉鞘)に おい て休眠卵が

み られ た。 この区におけ る卵 期間はふ化 して きた卵のみ

についての平均値であ る。また この区 におけ る産下卵 の

うちわけを示 したのが第4表 であ る。

第4表 産卵開始か ら10日 目まで の

総産卵数 について

死卵 を除い たふ化卵+休 眠卵 を総産卵数 とした

ときの休眠卵の発現率 を示す。

休眠卵の出現率:ト ビイロウンカもセジロウンカ と同

じように成虫期のみ を休眠誘起 の条件 においただ けでも

74.71%の 休眠卵を産んでい る。 ここで見 られた休眠卵

はすべ て胚子発育の黄斑期頃の卵で あった。

考 察

三 宅 ら(1962)は セジロお よび トビイ ロウンカが休眠

卵 を産むための環境 要因を実験的 に明 らか にしたが,そ

れ に よるとセ ジロウンカの休眠の条件 として,温 度,日

長 はかな りの低温(18℃),短 日(10時 間以下)を 必要

とし,幼 虫期 にイヌ ビエ,ス ズメノカタ ビラ等 の雑草 を

飼料 とす る必要があ るとしてい る。 これ はふ化幼虫か ら

成 虫にな って産卵す るまで この ような条件 においた時 に

休 眠卵 を得 てい るのであ るが,本 実験 では幼 虫期 を三宅

ら(1962)の い う上記の休眠誘起の条件におかな くても,

成 虫期だけをその ような条件 においただ けで も休眠卵の

発現 が見 られた。

また トビイロウンカが休眠卵を産むための条件 として

三宅 ら(1962)は 幼虫時代 を低温(上 の限界18℃ あた

り),短 日(10時 間以下)で 高密度下,出 穂稲葉鞘で飼育

す る必要があ ると述べ てい るが,本 実験 では セジ ロウン

カの時 と同様 に幼 虫期 を上記 のよ うな休眠卵 を産む条件

で飼育 しな くても,成 虫期のみ を休眠誘起の条件 におい

ただけで休眠卵の発現 をみた。

すなわち,両 種 とも成 虫期のみ を休眠誘起 の条件 にお

いただけで も,そ の成虫 は休眠卵 を産 むよ うになる。

本 実験 におい てセジロウンカの成 虫期 を低温,短 日に

移 して餌の条件は幼虫期 と同 じにした場合,徐 々に休眠
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卵 が現 われ てい る。 この ような現 象は本 種が好適 な環境

条件か ら不適 な環境条 件へ と移 され た場合,徐 々 に休眠

誘起 の刺激 を受 けて非休眠か ら休眠 への切 りかわ りが行

なわれ てい ることを示 している。そ のき りか わ りはかな

り短期間 に起 こってい る。 これ とよ く似た現 象は リン ゴ

ハダニ(Metatetranychus ulmi)の 夏卵,冬 卵(休 眠

卵)の 発現において見 られ てい る(LEES, 1953)。

このよ うな現 象を本種 の野外 のほ場 におけ る生態 と結

びつ けて考 える と,秋 末期頃 に生存 してい る成 虫はすべ

て生存 上不適 と考え られ る環境条件 に遭遇すれ ば,比 較

的短期間 に休眠卵を産み,容 易 に越冬状態 に入 るこ とが

でき ると考 え られ る。三 宅 ら(1962)に よれば幼虫か ら

成 虫に至 るまでの長期 間を低 温,短 日とい った休眠誘起

の条件 におかれ なけれ ば 休眠卵 を 産 まない わけで あ る

が,そ の ような長期間 にわた る休眠誘起 の環境条件 の下

に虫がおかれ るとい うことは 自然状態 におい ては考 えに

くい。 トビイ ロウンカの卵 で野外 の自然温度 下で秋期お

そ く産卵 された もの ほ ど越冬卵が 多い(竹 沢,1961 

a, b)こ とな どと考 え合 せ ると大へん興味深 く思われ,

この ような現 象は両種 の越冬問題 を解 く重要な カギ にな

る と考 えられ る。

両種 の幼 虫期 の飼育環境条件(と くに生息密度 や食物)

がその成虫のはね型 に及 ぼす発現機構 につ いては幾 多の

報告があ るが(岸 本,1956a, b, 1959;三 宅,1959;

城野,1963な ど),両 種 にとって不適 と考 えられ る環境

条件 の時 に長 ばね型が生 じてい る。 この長ばね型がおか

れ る環境条件(と くに 日長,温 度)が この成虫の生存 に

とって不適 になる と休眠卵 を産 む。長 ばね型にな るか短

ばね型 になるか とい うはね型決定 は従来 の研究 に よって

明 らかな ように幼 虫期 におい て行なわれ る。 しか しそれ

に反 して上述 の ように休眠,非 休眠卵の発現の決定 はむ

しろ成 虫期 において行 なわれ てい る。従 って,は ね型決

定 と休眠決定 とはこれ にあずかる環境 条件が違 うとい う

よ り,環 境条件が作用す る令期(幼 虫期 であ るか成 虫期

であるか)の 違い によっているもの と考 え られ る。 この

ことは次 に述べ る 生息密度の 影響 に つい ても うなず か

れ る。

生息密 度 と休眠卵の発現 との関係 につい て見 る と,本

実験で セジロウンカにおい て成虫期の飼育密度 の高低 を

問わず同様 な割合で休眠卵が発現 してい る。 ところが三

宅 ら(1962)の トビイロウンカの実験では幼虫期の密度

が高 いほ ど休眠卵 の発現率 が 高 くな って い る。 すなわ

ち,休 眠卵 の発現 に関 してはセ ジロウンカでは成 虫期の

密度 に関係 な く,ト ビイ ロウンカでは幼 虫期 の密 度が関

係 している。 この ような違いは種 の違い によってい るの

ではな くて,両 種 のはね型が決定 され る幼 虫時 代の生息

密度 にそ の違い の原 因が あるもの と考 えたい。 したが っ

て本質的 には両種間の休眠卵の発現の仕方 には違 いのな

い もの と考え られ,恐 らく トビイロウンカで も成 虫期 の

密度 は休 眠卵 の発現 に関与 していないだ ろうし,ま た セ

ジロウ ンカにおいて も幼虫期の密 度は休眠卵の発現 に関

与 している もの と想像 され る。

摘 要

セ ジロウンカでは幼 ・成虫期 を通 じて短 日,低 温,出

穂 したイ ヌビエで飼育 すれ ば,そ の成虫は休眠卵を産む

ことが知 られ てい るが,幼 虫期を長 日,高 温(27.5℃)

の非休眠条件 で飼育 した 羽化直後 の 成 虫を短 日,低 温

(15℃)で 飼育 す るとそ の成虫は休眠卵 を産んだ。 す な

わち,成 虫期 のみを休眠誘起の環境 条件 においただけで

休眠卵 を産 むこ とが わか った。その休眠 誘起 の剌 激は徐

々に受 けるもの と考 えられ る。

トビイロウンカでは幼虫期を長 日,高 温(27.5℃),

高密 度,出 穂稲 の葉 鞘で飼育 して も羽 化直後の成虫を短

日,低 温(15℃),低 密 度(1対),出 穂稲 の葉鞘で 飼

育す る とその成 虫の産 んだ卵 の中には発育遅延 が見 られ

た。
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Summary

Induction of Diapause in Eggs of the Planthoppers, Sogata furcifera 

and Nilaparvata lugens, by Changing Rearing 

Condition of Their Adult Life

By Takasi OKUMURA

Entomological Laboratory, Kyoto University

The white back planthopper, Sogata furcifera, 

and the brown planthopper, Nilaparvata lugens, 

have been well known as very serious pests of 

the rice plant in Japan. For a long time, however, 

it has not been known where these species spent 

the winter.

Recently, MIYAKE and FUZIWARA (1962) found 

experimentally that there were diapause in eggs 

of these species. It is interesting in relation to 

the problem of hibernation in both species. 

Since their paper seems to be insufficient in 

regard to the factor analysis of the induction of 

diapause in eggs of both species, the present 

author intended the experiments to make clear 

these uncertained points.

1. White back planthopper

The adult just after the emergence was reared 

separately (one pair) or together (ten pairs) 

in a glass tube with supply of headed grass of 

Panicum crusgalli var. submutica under the photo-

period of 8 hours illumination and low tempera-

ture of 15•Ž. Then greater part of their de-

posited eggs entered into diapause, even if they 

spent their larval life under the condition of high 

temperature of 27.5•Ž, long day of 16 hours, and

crowding, which is very favourable condition for 

their development.

It is considered that the adult receives the 

stimuli of induction to diapause gradually, when 

they spent their adult life under the condition 

mentioned above. Because, preoviposition period 

of these adults was rather prolonged and the 

percentage of diapausing eggs was gradually 

increased with lapse of adult life.

Most of the diapaused eggs stopped at the stage 

of eye pigmentation of their embryonic develop-

ment.

2. Brown planthopper

A similar result was also obtained in the 

brown planthopper. When the adults were reared 

separately in a rearing tube (one pair) feeding 

under short day of photoperiod and low tempera-

ture of 15•Ž, some of their deposited eggs were 

not hatched and their development was retarded, 

even though they spent their larval life under 

the condition of high temperature of 27.5•Ž, long 

day of 16 hours, high population density and leaf 

sheath of rice plant after heading as larval food. 

All of the retarded eggs were at the stage of 

yellow spot.


