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The brown planthopper, Nilaparvata lugens STAL and the smaller brown planthopper 

Laodelphax striatellus FALLEN were reared on the rice seedling in grass tubes under 

the conditions of constant temperature of 27.5•Ž and day lenght of 16hr illnmination 

per day. In N. lugens, the percentage of the number of the brachypterous females was 

increased by reducing the density of hoppers per rice seedling whenever the density 

of hoppers per tube was high. While, in L. striatellus the appearance of the brachy-

pterous female was induced under the rearing condition of the low hopper density per 

food plant or per tube. In N. lugens the appearance of brachypterous male was induced 

by the high hopper density when the quantity of food was sufficient for the hopper. 

In L. striatellus, brachypterous male appeared very few through the present experiment. 

In both species, the feeding on the feeble rice seedling scarcely caused the appearance 

of brachypterous male and female even under the isolated rearing. The visual stimulation 

effect among hoppers for the determination of the wing-forms of L. striatellus was not 

clear in this experiment. It was statistically examined that the first instar hoppers of 

both species had a habit of aggregation.

は じ め に

ウンカ類 には長 ばね型,短 ばね型 とい う多型現 象のあ

ることはすでに よ く知 られて いる。 その出現 の機 構につ

いては,特 に1951年 以後多 くの研究 が行 なわれ,そ の分

析結果 が報告 されてい る。末永(1951)は 寄主 であるイネ

のグル コース成分 の多少,あ るいはその他の イネの化学

的成分 の状態 がはね型決定 に与え る影響 について述べて

い る。 三 宅 ら(1951 a, b, 1965)は 生息密度,食 物の

質,日 長な どが影響 する ことを述 べてい る。 岸本(1956 

a, b)は イネの無機塩類成分 によ る飼料 の状 態 と高密 度

によってもた らされ る生物学 的条件付 け,す なわち排泄

物,呼 吸代謝物 などによる生育場所 の悪 化のもた らす影

響 について報告 して いる。城野(1963)は 生育密度 の影

響 を とりあげ,は ね型 出現 に及 ぼす密度効果 は成虫 と幼

虫の間に も,異 種の ウンカの間に も働 くことを指摘 し,

密 度の感受方法 として個体間の相互刺激が重要な役割 を

して いると述べ ている。

これ ら従来 の密度効果 の実験 に共通 してい るのは,飼

料 が量 的に一定 とい う条件の もとで,虫 数を変 化 させて
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そ の結果 を見て いる ことであ る。 この場 合,空 間あた り

の密度が そのまま飼料 あた りの密度 とな ってお り,幼 虫

間 の相互影響 とい うものが飼料 に対 して高密度なため に

働 くのか,そ れ とも空間に対 して高密度なため に幼虫間

の相互影響 が働 くのかが きわめて不明確に されてい る。

また,三 宅 ら(1951 a, b)は トビイロウ ンカにおいて視

覚 によ る相互 認識 とはね型決定の関係を重要視 して いる

が城野(1961)は これを否定 してい る。 この点 に関 して

どち らが正 しいのか,他 の ウンカで はど うな のかとい っ

た問題 が残 されてい る。 このよ うな問題を解 明す る第一

歩 として,著 者は密度効果の 内容 と して飼料 あた りの集

合 の効果 と空間あた りの集合の効果を 区別 して考え,本

文 に述べ るよ うな実験を試み考察を行 なった。

本 文に入 るに先だ ち,種 々御指導下 さ った内田俊郎教

授 をは じめ と し,多 くの御指摘を いただいた京都大学農

学 部昆虫学研究室 の諸氏 に深 く感謝 す る。

材 料 と 方 法

トビイロウ ンカNilaparvata lugensは 京都大学農学

部昆虫学研究室で奥村氏 が飼育 していた ものを,ヒ メ ト

ビウンカLaodelphax striatellusは 京都市 左京区の圃

場 において採取 したものを恒温室 内で累代飼育 し実験 に

使 用 した。飼育容器 と して は口径1.8cm深 さ18cmの も

の と口径3.0cm深 さ20cmの ものを使用 した。飼 料 とした

芽 出 しイネは金南風種を用 い,城 野(1963)と 同 じ方法

に より生育 させ たものを用 いた。各実験 区 とも孵化後24

時 間以 内の幼虫を供試 し,飼 料 は試験 管 ごと2日 お きに

取 りかえ た。全実験 を通 じて温度は27.5℃ の恒温に,

日長 は16時 間照 明に調整 された室 内で,20W蛍 光燈下10

～20cmの 所 で飼育 した。

実 験 結 果

1. 試験管あた りの幼 虫数 と芽生 しイネの本数を種 々

組み合わせた各区 の飼育結果:ト ビイ ロウンカと ヒメ ト

ビウ ンカにつ いてそれぞれ口径3cm深 さ20cmの 試験管 に

芽 出 し本数 を1, 5, 10, 25と し,虫 数を1, 5, 10, 

25, 50と してそれ ぞれを組 み合 わせた区を作 り第1図 に

示 すよ うな方法 で飼育 を行ない,各 区の供試虫数はすべ

て50頭 となるよ うに した。 羽化成虫の雄,雌 別の長 ・短 ば

ね 出現比 を調べ た結果 は第2図,第3図 に示す通 りであ

る。 トビイ ロウ ンカの雌 については芽 出 し本数 に対す る

虫数 の比 が2.5を 越 えないすべての区において短ばね型

出現率 が100%か きわめてそれに近い値にな った。 三宅

ら(1965)も 高密度で も飼料 を増せ ば雌 の短ばね型が出現

第1図 試 験管あた りの幼虫数 と芽 出 し数の組 み合わせ方の
一例 。A:幼 虫1頭 芽 出 し1本(1/1区), B:幼

虫5頭 芽出 し1本(5/1区), C:幼 虫5頭 芽

出 し5本(5/5区), D:幼 虫1頭 芽出 し5本

(1/5区)。

しや すい と述 べてお り,そ れを裏付 ける結果 とな った。

短 ばね型の出現がないのは虫数10に 対 し芽 出 し1本 の区

(これ を10/1区 と し以下の区 も同様 に記す)と25/1区

で あ り,残 りの区は同 じ芽 出 し本数 に対す る虫数 の比で

も虫数,芽 出 し本 数 ともに多い区の方が短ばね型を多 く

出現 して いる傾向が見 られ る。 ヒメ トビウ ンカの雌 につ

いて は全体 として トビイロウ ンカの雌 よ りも短 ばね型 の

出現率 が低 い。 芽出 し本数に対す る虫数の比 が1を 越え

る区においては5/1区,50/25区 を除 き他 は短 ばね型が

出現 していないが,1を 越えない区 において は短 ばね型

が出現 してお り,す べての区の うちで も1頭 区の短 ばね

型 出現率 が高 くな ってい る。 なお両 ウ ンカとも50/1区

においては過 密のため全個体死亡 し,1/25区 は実験事故

のためはね型 出現 の結 果が得 られて いな い。

両 ウ ンカの幼虫死 亡率 は第1表 に示す通 りで,虫 数,

芽 出 し比 の高 い部分で高 くな る傾向が見 られ る。

2. 衰弱 した芽 出 しによる単独飼育の結果:芽 出 し

を無栄養状態 で黄 変 しかか るまで放 置 したものを1本 ず

つ 口径1.8cm深 さ18cmの 試験管 に入れ,両 ウンカとも

単独飼育 した結果 は第2表 に示す通 りであ り,ト ビイロ

ウ ンカでは雌 で短 ばね型出現率が7.7%,雄 で0%,ヒ

メ トビウ ンカでは雌 で0%,雄 も0%と な った。

3. 視覚 のみ による相互認識とはね型決定の関係を調

べ る実験:ヒ メ トビウンカを用い,飼 育容器 と して 口

径3.0cm深 さ20cmの 試験 管中に 口径1.8cm深 さ18cmの 試

験管を入れて重管 とし,中 側を1/1区 とし外側を6/3区

と して飼育 した。別 に中側 を1/1区 とし外側を0/3区 と
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ト ビ イ ロ ウ ン カ

第2図 試験 管あた りの幼虫数 と芽出 しイネの本数 を種 々組 み合 わせた各区で トビイロウンカを飼育 し

た場合 のはね型結果。 灰色部分は短ばね率,白 色部分は長ばね率。

ヒ メ ト ビ ウ ン カ

第3図 試験 管あた りの幼虫数 と芽出 しイネの本 数を種 組々

合 せた各区で ヒメ トビウンカを飼 育 した場合のはね型

結果。灰 色部分 は短ばね率,白 色部分 は長ばね率。

して対照 区 としそれぞれ40回 くり返 した。 その結果 は,

第3表 に示す通 り外側の6/3区 の雌短 ばね型 出現率 は低

いが中側の区 は対照 区とほとん ど同様 の結果 とな り,雄

の短 ばね型は外側区 にわず か1頭 出現 しただけで中側 の

区は出現せ ず,対 照区 も出現 しなか った。

第1表 試験管あたりの幼虫数と芽出し本数を

種々組み合わせた各区の幼虫死亡率(全

区50頭供試)

第2表 衰弱した芽出しによる単独飼育とはね型出現結果
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第3表 二重試験管におけ るヒメ トビウンカの飼育 と

はね型 出現 結果

4. 幼 虫の行動の観察:集 合 区において両 ウ ンカの

幼虫が どのよ うに相互干渉を行な って いるか を 観 察 し

た。25/1区 のよ うな飼料に対 して きわめて虫 数の多い

区では,幼 虫は管 壁を歩 き廻 った り芽 出 し上 の好適部位

へ のせ りあいをする ことが著 しいが,空 間あた りの虫数

の多 い区でも飼料 の多 い区では動 きが きわめて少ない。

そこで芽 出 し,虫 数 と もに複数以 上の区での幼虫の分布

を明 らかにするために,2/2区 につ き口径1.8cm,深 さ

18cmの 試験管25本 による飼育 を し,ヒ メ トビウンカで は

1～4令 の幼虫 につ き,ト ビイ ロウンカでは1～2令 の

幼虫 につ き芽 出 しあた りの虫 数を数えた。観 察は12時 ～

13時 までの間 に行な い,1令 期 あた り連続2日 観察 した

ものを合計 し,そ の令期の資料 と した。結果 は第4表 に

示 す通 り両 ウ ンカともに1令 で 同一芽 出 し上へ の集 中性

が見 られたが,そ れ以後の令で は集 中性 が見 られず,ヒ

メ トビウンカでは2, 3令 に分散性が見 られ た。

考 察

はね型 決定 に与え る密度の影響を考え るとき,密 度 の

内容 と して空 間あた りの虫数 と,飼 料あた りの虫数を 区

別 して考 える ことは重要 である。著 者の行な った実験 区

の中か ら典型的な1/1区,25/1区,25/25区 の3区 を と

りあげて検討す ると次の よ うになる。幼 虫間の相互影響

の様式は25/1区 と25/25区 の場合 で異 な り,25/1区 の場

合 は生育条件が悪化 して いることは死亡率 の高 さか らも

推定 され る し,実 際 にとりかえ た芽 出 しの萎凋 が短 時間

の うちに起 り始 め ることか らも判断で きる。 このよ うな

区においては密 度効果 とい うものが飼料その ものの量的

不足,質 的悪 化,生 育場所 の汚染,幼 虫間の生存競争的

な相互干渉 などを とお して働 く面 が強 くでて くる。 これ

と違 って25/25区 の場 合は飼料の量 ・質的条件 は1/1区 と

大 差な く,密 度効果 とい うものが空 間あた りに集合 した

とい うことのみ による個体間 の相互影響 として働 く面 が

強い といえ る。

トビイ ロウンカの雌の場合 は短 ばね型を抑制す る因子

と して飼料 あた りの集合が決定的であ り,虫 数 に見合 っ

て飼料 を増 やせ ば空 間あた りの集合は短ばね型 出現を抑

制 しないといえ る。 それゆえ三宅 ら(1951 a, b)が はね

型決定 には幼 虫間の視覚のみ による相互認識 も関与 し,

虫 間距離 が小 さければ管壁のあ るな しにかか わ らず長 ば

ね型 出現 が促進 され ると述べてい ることと矛盾す るわけ

である。城 野(1963)は 幼虫間の直接的相互刺激が第一

義的にはね型 に影響 し,飼 料を通 しての影響 は第二義的

であ ると して いるが,著 者 の行 な った衰 弱 した芽 出 し上

におけ る単独飼育 において ほとん ど短 ばね型 が出現 しな

か った ことを考え ると,飼 料 あた りの集 合度が飼料を著

し く悪化 させ るほど高い場合 には単 に飼料 の悪 化のみに

よ って短ばね型 出現 が抑制 され て しま うことは十 分考え

得 るので,幼 虫間の直接的相互刺激 を第一 義的 とす るこ

とには無理があ り,む しろ飼料不足が第一義 的に働 くと

考 え られ る。 ヒメ トビウ ンカの雌 において は飼料 あた り

の集 合が短ばね型出現を抑制す る因子 と して決定的で あ

第4表 各令幼虫の芽出しイネでの分布(芽 出し2本 あたり虫数2入 れた場合の頻度)
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るが,空 間あた りの集合 も同様に働 くといえ る。

両 ウンカの雄では雌の場合 と根本的 に異 って お り,ト

ビイ ロウンカの雄の短ばね型 出現率 は飼料不足 にな らな

い限界内で密度が高い場合に高 くな るといえ る。 ヒメ ト

ビウンカの雄では こうい った現象が見 られなか ったが,

飼育 条件を変えればあ るいは この ような現象 も起 り得 る

か も知 れない。

ヒメ トビウンカの雌のはね型 と トビイロウ ンカの雄 の

はね型 に関 しては空間あた りの集合が影響 して いる こと

がわか ったが,幼 虫の各個体が どの よ うな方法 で相互 に

感知 し,そ れがはね型 に影響 してい るかとい う問題 は今

後に残 されてい る。

以 上の ことか ら トビイロウ ンカの はね型 が長 日下,成

長期の イネ上 での増殖 にとって有利 な適応現象を示 して

い ると見 られ るので次の ように分析整理を試み た。

a. 個体あた りの飼料が十分で空間 あた りの虫数 が少

ない場 合:次 世代に とって も生育条件が良 く,雌 が短 ば

ね型 とな り移動 しないが,雄 は長ばね型 とな り交尾条 件

の不利が補われ る。

b. 個体あた りの飼料が十分で空間 あた りの虫数 が多

い場合:次 世代 にとって も生育条件 が良 く,雌 が短 ばね

型 とな り移動せず,雄 も短 ばね型を多 く出現 しても近 く

に雌がい るため交尾条件 は良 い。

c. 飼料あた り空間 あたりの虫数が多 い場 合:次 世 代

に とって も生育条件が悪 く,雌 も雄 も長 ばね型 とな り,

生育条件の良い場所へ飛 び去 るのに適 する。

KUNO (1963)は トビイロウンカ,ヒ メ トビウ ンカと

もに圃場 において幼虫 が特定 の株 に集中的であ ることを

述べて いる。著者 の行 な った芽 出 し上での分布 の観察で

は1令 のみ集合性 が見 られ他 の令 では見 られない。 この

ことは互 いに矛盾す る もので はな く,1令 以後幼虫の分

散が始 まって も,移 動性 が少 ないために圃場全体へは分

散せず,産 卵 の片寄 りによ り株 あた りの集 合性を示す と

考え られ る。 この株 あた りの集合傾 向 と増 殖に対 す るは

ね型の適応現象を合わせ考え ると トビイ ロウ ンカにおい

て は,あ る株 に産卵 が始 ま ってそれが上記cの 状態にな

るまで,す なわち飼料 に変質 を起 こす よ うな高密度にな

るまで は同一株や近接株 に産 卵増殖 が行 なわれ るわけで

あるか ら,局 部 的なイネの枯死,い わゆ る坪枯れを起 こ

しや すいといえるのではなかろ うか。

摘 要

1) トビイ ロウンカの雌においては,飼 料 あたりの虫

数 が少 い場 合に短ばね型 出現率が高 くな り,空 間あ た り

の集合は短ばね型出現を抑制 していない。 ヒメ トビウ ン

カの雌 では飼料 あた りの虫数が少ない ことが短ばね型 出

現 の第一 条件であ るが,空 間あた りの虫数が多い ことに

よ って短 ばね型 出現が抑制 され る。 トビイロウ ンカの雄

においては空間あた りの集合が短ばね型 出現を促進す る

が,飼 料 あた りの集 合は これを抑制す る。 ヒメ トビウ ン

カの雄 の短ばね型は著 者の行な った実験方法で はご くま

れ に しか出現 しなか った。

2) 衰 弱 した芽出 しイネでの単独飼育では両 ウ ンカと

も雌 も雄 も短ばね型の出現が全 くないか,ご くわずかで

あ った。

3) ヒ トメビウンカにおいて管壁を隔てての視覚 によ

る相互 認識がはね型に影響す るとい う証明は得 られなか

った。

4) 幼 虫の芽 出 しイネ上 での分布の仕方は,両 ウンカ

とも1令 のみに同一芽 出 しイネへの集中性が見 られた。
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