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The probing punctures by N. cincticeps on the rice plant leaf were found abundantly 
in the area adjacent to stomata on the both of abaxial and adaxial sides of the midde 
leaf veins, although some of them were found also on the moter cells and small leaf 
veins. The mouth parts inserted into the host tissue in situ were obtained by killing 
insects with high voltage shock, and they were fixed and sectioned for histological 
study. When the stylet is inserted into the plant tissues, the salivary sheath is formed 
with saliva secreted from the tip of the stylet. The salivary sheath having the form 
of ramifying root was observed frequently. Sometimes the stylets curved, but only to 
the right and left directions. The stylets or stylet track usually reached the phloem 
or xylem, although they terminated in the mesophyll or parenchyma in the leaf tissue. 
In average, 70.3 per cent of the salivary sheaths left by N. cincticeps within the leaf 
sheaths of rice plant reached the vascular bundles, while only 29.7 per cent terminated 
in the mesophyll or parenchyma. From these results, it is considered that the feeding 
habit of the leafhopper belongs to the vascular bundle type.

ツマグロ ヨコバ イは,イ ネ科作物 に吸害 を与え るばか

りでな く,イ ネのウイルス病 を媒介 す る重要害 虫であ る

が,寄 主植物の組識 内へ の口針挿入 ・吸汁 の様 相を明 ら

か にす ることは,ウ イルスの伝播機構 や吸害 によ る作物

の障害を究明す る上 に重要な ことで ある。 し か し な が

ら,ヨ コバ イについて はアブラムシ,カ メム シなどに比

べて,比 較的少数の研究 しかな く,こ とにイネ科作物 を

対象に した ものはほ とん ど見当 たらな い。筆者 らは,こ

のよ うな見地 か ら,ツ マ グロヨコバ イの 口針挿入 に関す

る一連 の研究を行な った。

口 針 挿 入 開 始 部 位

方法 ・材料: 十分生長 した水 稲の葉を供試 し,ガ ラス

チ ュー ブ法(内 藤,1964)に よ り,各 ケー ジ内に成虫 は

3頭,4令 幼虫 は4頭,2令 幼 虫は7頭 を放 飼 し,2, 

3日 後に供試葉を取 り出 し,染 色法(内 藤,1963, 1964)

によ って食痕を検査 し,挿 入開始部位 を調査 した。供試

水 稲は農 林29号 を用い,葉 の表側,裏 側 それぞれについ

て,中 葉脈を 中心 に左右 の小葉脈 までの部分 を,気 孔細

胞列,機 動細胞列 などに分 け,そ れぞれに残 された食痕

1 現在 パキス タン農業機械化訓練 センター(東 パキス タン,ダ ツカ)
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を数え た。調査食痕 数は成 虫532, 2令 幼虫299, 4令 幼

虫67で あ る。

結果: 水稲の葉 は中央部 に太 い葉 脈(中 肋)が あ り,

その両側 は多数の 中葉脈 と小葉脈 が縦走す る。 各葉脈の

両側に は気孔細胞がな らび,そ の中間は機動細胞 とな っ

てい る。 調査結果は第1図 の ようである。

まず葉 の表 側についてみ ると,成 虫 では中葉 脈および

気孔細胞 付近か ら挿入す るものが多 く,小 葉脈 や機動細

胞上 か らは比較的少ない。2令 幼虫で は成虫 とやや異な

り,中 葉脈上 か ら挿 入す るものが最 も多 く,気 孔細胞付

近 が これについで多か った。 しか し機動細 胞上か らはや

は り少なか った。4令 幼虫 は調査 数が少 ないため図示 し

なか ったが,成 虫の場合 とほぼ同様 で,や は り気 孔細胞

付近 および中葉脈か らの挿入が比較的多 い傾 向が認め ら

れ た。

葉 の裏側 についてみ ると,成 虫で は気孔細胞 付近 に多

く,ま た機動細 胞の裏側にあた る部分 にもかな りみ られ

た。 しか し中葉脈 や小葉 脈には少なか った。2令 幼虫 は

中葉脈,気 孔細胞,機 動細胞の裏側 にあ たる部分 に多 く

み られ,小 葉 脈上 には少 なか った。

第1図 イネ葉面 における ツマ グロヨコバ イ(成 虫お よび

2令 幼虫)の 口針挿入位 置。

第2図 口針を挿入 した ままの状態で殺す 高圧電気 シ ョ

ック装 置。

口針 到達 部 位

1. 切 片 に よ る証 明

方法 ・材料: 寄主植物組織 内に,ツ マグ ロヨコバ イが

口針を挿入 してい る状態を調べ るため,次 のよ うな装 置

を用 い,口 針を挿入 したままの状態 で殺 し,固 定 ・包埋

を経て連続 切片を作 り,挿 入状態 を調べ た。 す な わ ち

EMSLEY (1958)お よびLEDBETTER and FLEMION (1954)

の考案 した高圧電気 ショック法 を参考 に し,自 動車用の

12Vイ グニ シ ョンコイル と12Vの バ ッテ リーを第2図 の

よ うに配線 し,ス イッチで電流を切 るときに生ず る数万

ボル トの瞬 間的な高圧 電流 を虫体に流 し,口 針を挿入 し

たままで シ ョック死 させた。 この場合,マ イナス側 の電

極 には金属板 か金属製洗濯挾を と りつ け,金 属板 は植物

体 の根元 に差 し込 み,洗 濯挾で は植物体を挾んで電流 が

流れやす いよ うに した。プ ラス側の電極 は先端を尖鋭 に

し,こ の部分 を吸汁中の虫体 に近づ け,高 圧電流 を虫体

に流す。 この方法 では3令 幼虫が最 も成功 率 が 高 か っ

た。5令 幼虫 ではかな り困難で,成 虫で はほとん ど成功

しなかった。

次 に口針 を挿入 したままの状態で殺 した幼虫 は,植 物

体 とともにアル コール ・醋 酸液で固定 し,アル コール,キ

シロー ルない しn-ブ チル アル コールを経てパ ラフィンに

包埋 し,8～15μ の連続切片 として検鏡 した。 染色には

デ ラフ ィル ドヘマ トキ シ リンおよびエオ シンを用いた。

なお水稲 のほかに,一 部オーチ ャー ドグ ラスおよびス

ズ メノテ ッポウの葉 も調査 材料 として用いた。

結果: 調査 したプ レパ ラー トは約130枚 に及 んだが,

この うち口針 を挿入 したままの状 態でみ ることがで きた

の は約50枚 であ った。他 の ものは切片 の作製 過程か染 色

の段階で 口針 が脱落 したものである。
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第3図 口針の挿入お よび到達部位A. 幼虫(3令)の 水稲葉へ の挿入(×50)。 B. Aと 同 じ(×約100)。C. 幼虫(4令)

のス ズメノテ ッポ ウ葉への挿入,口 針 の先端 は向側に曲 る(×80)。D. 口針の先端 は植物組織 内で鈎状 に曲げられ る,

4令 幼虫(×360)。E. 維管束 に向って進入 する口針(×200)。F. 維 管束に向 って90° 近 く曲げられ た口針(×200) 

GとH. 維管束 に到達 してい る唾液鞘,水 稲葉 を染色後透 明化 した もの(×50)。 ↑ 印は維管束。

切片 によ る観察結果 は第3図 に示 したが,口 針 の挿入

は植物 体の表 面に対 して,ほ ぼ直角 に近 い角度 で行なわ

れる。 しか しまれに,60° 位の斜めの 角度 で挿入 されて

い る もの もみ られた。

多 くの場合,口 針 は維管束 に向かい,先 端 部が篩管部

ない し導管部に到達 して いることが認め られる。 しか し

口針の組織 内への進入 は維管束 に対 して直進 的でな く,

い ったん葉肉内に挿入 された ものが,中 途 から彎 曲 して
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維 管束に向 うものが少な くない。彎 曲の度合 は軽 度の も

のか ら,ほ とん ど直角に近 く曲げ られ た ものまであ り,

角度の変更 はかな り自由にで きるよ うである。 口針が維

管 束以外の葉肉ない し柔組織 に挿入 されている場合 もあ

るがその例 は比較的少なか った。篩管部 と導 管部を比較

す ると,前 者の ほ うに挿入 が多 い傾向が認め られた。

組織内に挿入 された 口針 の周 囲には,す みやか に唾液

鞘が形成 され るが,こ の物質 は きわめて安定 した も の

で,植 物組織 内にそのまま半永 久的に残 され る。 した が

って,口 針 が脱落 した もので も唾液鞘の形成状態か ら,

間接的 に口針 がどこに進入到達 したかを知 ることが可能

で ある。 この方法 によって切片 を調 べ ると,や はり維管

束 に到達 した形跡 のあるものが多か った。唾液鞘の形態

をみ ると,木 の根 のよ うに枝分 れ した ものがみ られ る。

これ は,挿 入 した口針を い ったん分 岐点まで戻 し,再 び

別の方 向に挿入 したためである。 この場合,唾 液鞘の先

端の一方が維管束 に到達 していて も,他 方は葉肉に向 け

られてい るものが観察 され た。

2. 透 視 に よ る証 明

方法 ・材料: 5, 6葉 令の水稲 苗を用意 し,試験管 内で

葉鞘 の白色部 のみ を吸汁 するよ うに工夫 し,ツ マ グロヨ

コバ イ雄成虫1頭 ずつを放飼 して数 日後 に取 り出 し,エ

リス ロシ ン1%液 に浸漬 して内部に形成 された唾液鞘を

十 分 に染色 した。続 いて よ く水洗 してキ シロール中に投

例1 例2

第4図 イネの葉 鞘におけ る唾液 鞘の形態 の例。 染色後

キ シロール で透明化 した もので維管 束(斜 線の部

分)へ の口針の到達状態がわか る。

第1表 維管束へ のツマグロ ヨコバ イの 口針到達割合

入 し,植物体を透明 化す ると,橙赤色 に染色 され た唾液鞘

が透視 され る。唾液鞘が維管束 に到達 して いれ ば,口 針

も当然維管束 に到達 したもの とみ なされ るわけである。

結果: イネ葉鞘部 における唾液鞘 の形成状態 を外面 か

らみ ると,第4図 の よ うで ある。 この図 をみて もわかる

よ うに,唾 液鞘 は多 くの場合維管束 に向か って ピ ンで刺

した ように透視 され る。そ して先端部 は維管束 に到達 し

てい るもの とそうでな いものとに区別す るこ と が で き

る。 この よ うに して維管束 に到達 して いる唾液鞘数 の割

合を調べた結果 は第1表 に示す ようであ る。すなわ ち透

視法に よると,個 体 によって多少の差 はあるが,平 均 し

て70.3%の ものが維管束に挿入 され,残 りの29.7%の も

のがそれ以外の組織に挿入 されてい ることがわか る。

考 察

口針挿入部位 について は,先 端部の到達が,切 片 によ

る場合 も,透 視 による場合 も維管束が多 か った。 このこ

とは,幼 虫が,植 物体 に口針を挿入 したまま付着 して い

る幼虫脱皮殻を,植 物体 とともに切片を作 って調べ た結

果,維 管束付近 に挿入 されて いるものが多 か ったことか

らも推定 されて いたことで あるが(内 藤1962),そ の後

さ らに調査を重ね た結果,脱 皮時 のものでも,直 接維管

束 に口針 が到達 して いる ものがかな り得 られている(第

5図,A～E参 照)。SMITHら(1931)は ヨコバ イ類の

Empoasca属 の もの にいて,摂 食習性を比較 し,主 と し

て維管束 に挿入 するグループ と,葉 肉内に挿入 するグル

ー プに分 けた。 その後DAYら(1952)は ヨコバ イの数

種の属 につ いて 口針挿入状 態を検討 し,維 管束 に挿入 す
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第5図 脱皮殻切片に おける口針挿入 と唾液鞘A. 水稲葉内に作 られた根状 の唾 液鞘(×300)。B. 口針が左右に曲げ られ

た形跡が見 られ る(×300)。C. 維管束 以外 の葉 肉内に挿入 された 口針(×300)。DとE. 維管束に挿入 された 口針

(×200, ×300)。F. 寒天ゲル内に作 られた根状 の唾液鞘,成 虫(×100)。G. Fと 同 じ唾液鞘を上面か らみた,分 枝は

左右に向 ってのびる(×50)。

るものの うち,主 と して篩管 部に挿入す るもの と,篩 管

と導管 の両方 に挿入 するものがあ ることを明 ら か に し

た。 このよ うな見方 か らする と,ツ マグ ロヨコバ イの摂

食習性 は篩管 ない し導管 に挿入 す る,い わゆ る維管束 タ

イプに属 する もの と思 われ る。

口針 の挿入 開始 部位が,吸 汁部位 とどういう関係 にあ

るか明 らかでないが,一 つは植物体表面の物理的 な形状

が関係 して いると思 われ る。水稲葉 の場合 は,葉 脈間 の

距離が400μ 内外であ るが,こ れ に対 して ツマグロ ヨコ

バ イの雌球虫で は,奈 須(1963)に よれ ば大腮針 の全長

が約830～890μ であ り,実 際 に下唇 か ら繰 出され る口針

の長 さは,筆 者 らの測定で は最長約400μ で葉脈 間の巾

とほぼ同様で ある。 したが って,ど の位置か ら挿 入 して

も十分 目的の組織 に到達 で きるはずである。機動細胞 上
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に少ないの は,こ の部分 が谷 間状 に低 くな ってお り,挿

入 しに くい ことが考 え られ る。 この点,気 孔細胞付近 か

らの挿入 は最 も好都 合のよ うに思 われ る。葉脈上か らの

挿入 は,維 管束 との間に硬 い亜 鈴状細胞の組織が あ り,

また維管束 への距 離が近す ぎてかえ って挿入 しに くいこ

とが考 え られ る。 しか し2令 幼虫で は中葉脈上 か らの挿

入 が多 か ったが,こ れは若令幼虫の場合 の口針 の太 さや

長 さが関係 してい るのか も しれない。

次 に組織 内に進 入 した口針の運動 につ いて みる と,か

な り自由に角度をかえて 目的部位 に到達 して いる ことが

わか る。口針の進入過程について は,WEBER (1928)が

最初キ ジラ ミの一種 について観察 し,後 にSNODGRASS 

(1935)が これを半翅 目昆虫 の一般形式 と して模式 化 して

い るように,ツ マグ ロヨコバイの場合 も,左 右の大腮針

が交互 に繰 り出 されて前進 し,こ れに伴 って小腮針が誘

導 され るよ うである。 このよ うな進入過程 は,い くつ か

の切片 に見 られ る口針 の状 態か らも裏付 けされ た。 ただ

興味 あることに,ツ マ グロヨコバ イで は体 に直角 の左右

方 向にのみ運 動が限 られてお り,し たが って唾液鞘 の分

枝 は上面 か ら見 ると,第5図Gの よ うに,左 右一直線 に

見 られ ることであ る。 これ は他の半翅 目昆虫 たとえばア

ブ ラム シや カメムシとは異な った点 といえ よ う。

ここで唾液鞘について少 しく触れてみ たい。唾 液鞘 は

口針挿入の際吐 出され る粘液性 の唾 液(Viscaus saliva)

のすみやかな凝固でな され るが,ツ マグ ロヨコバ イでは,

唾液鞘を形成す る物質(Salivary sheath material)が

1種 類 ではな さそ うで,少 な くとも2種 類あ るよ うに見

受 け られ る。一 つは鞘 部の主 体をなす もので固 く,他 方

はその周囲 を覆 うよ うに存在 し,比 較的柔 らかい感 じを

もつ物質 で,染 色性 も多少異 な ってい る。唾液鞘の役割

につ いては,従来,口 針内の気密を 保つ と同時 に口針 を固

定 させ る とい うことのほかに,フ ィル ターの役 目をな し,

吸液中に含まれ る細菌や顆粒物質を濾過す る作用 がある

とみな されて きた。 しか し近年MILES (1964)が アブ ラ

ム シの一種Myzus persicae (SULZER)に つ いて実験 し,

大 きさ0.5～1μ 程度の もの は体 内に吸収 されてい る事

実をつ きとめ,唾 液鞘の先端 は開いて いるであろ うこと

を報告 して いる。 た しかにツマグ ロヨコバ イの唾液鞘は

先端部 にお いて きわめて薄 くな ってい ることが認め られ

る。ツマグ ロヨコバ イは,1日 に何回 とな く口針を挿 し替

え て吸汁するが,こ のよ うな行動 は同一個所か ら長時間

吸汁 す ることに,何 らかの不都合が生ず るためで はある

まいか。 もしそ うだ とすれば唾液鞘の先端の孔隙 が徐 々

に塞が って くるとい った現象 も想像 され る ことである。

最後 に,ツ マ グロヨコバ イの 口針挿入 にともな うイネ

体組織 の障害 についてみ ると,ま ず 口針の進行方 向の細

胞 は口針の貫 通によ って破壊 され,ま た唾液鞘 によって

その周 辺細胞が塗 りか ため られ るため,付 近 の細胞は機

能を失 う。 特 に先端 付近で は吸汁 にともな って,多 量

の唾液鞘物質が放 出され ることがあ り,し ば しば篩管部

や導管部の細胞が この物質で満 たされ る ことがある。 こ

の よ うな場合 は当然 同化生産物 の流転 や養 分の移 行が妨

げ られ るであろ う。 このほか唾液中に含まれ る毒 素(酵

素)に よる生理 的障害 も当然考 え られ ることであ る。

摘 要

ツマグ ロヨコバ イの水稲葉面 にお ける口針 の挿入開始

部 位は,一 般に中葉脈の両側 にある気孔細胞 付 近 が 多

く,機 動細胞や小葉脈上 には少 ない。 しか し2令 幼 虫で

は中葉 脈上 に多か った。

高圧電気 シ ョック法を用 い,植 物体 に口針 を挿入 した

ま まの状態で殺 し,切 片 によって植物組織 内への挿入状

態を調べた結果,ツ マグロ ヨコバ イの口針 は,左 右方 向

に は自由に曲げることが でき,口 針 の先端 は維管束,す

なわ ち篩管部 ない し導管部 に到達 して いる ものが多 か っ

た。 その際 口針 の進入 にともなって,根 状 の唾 液鞘 が形

成 され る。 また口針 の維管束へ の到達割合 を透視法 によ

って調べ たところ,平 均70.3%の ものが維管束 に,29.7

%の ものが葉 肉内に挿入 されていた。 この ことか ら本種

の摂食習性 はいわゆる維管束 タイプに属 する もの と思 わ

れ る。
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