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Daily every leafhopper left several tens of its oral probing punctures on the host 

plant. The probing frequency (the number of probing punctures on the test leaf 

per adult in 48hr) was influenced by enviromental conditions. The probing frequen-

cy was significantly increased or decreased according to the high or low of the 

temperature. The highest frequency was observed at about 30•Ž. It was genarally 

found that the probing frequency of the adult collected from the field was more 

frequent than that of those reared indoors, especially the adult inhabiting in the field 

of dent foxtail, Alopeculus aequalis SOBOLEWASKY var. amurensis OHWI was more fre-

quently. Diurnal rythm of the feeding behavior of the leafhopper: the probing was 

not active in the forenoon and midnight but activity increased very much from 

about six to nine in the evening. Average time of the stylet inserting period was 29.2

min. and average interval between insertions was 5.1min. The ratio of total 

feeding time in a given period was 84.9 per cent average. It was generally found 

that the probing frequency was well connected with the activity of the leafhopper.

前報(内 藤 ・正木,1967)に おいて,ツ マグ ロヨコバ

イが寄主植物の組織 内にどのように口針 を挿入す るかを

明 らかに したが,本 報で は口針挿入頻度 を中心 に した摂

食行動について報告 したい。一般 に ヨコバ イ類 は,ア ブ

ラムシの ように一 か所 に固定 して長 時間吸汁 す るのでは

な く,1日 のうちに何回 とな く場所 を変 えて頻 ぱんに 口

針 を挿入す る性質 を もってい る。 吸汁に よる寄主植物の

障害や ウイルスの伝播 は,こ のよ うな摂食 行動 とも深い

関連 がある ものと思 われ る。

成 虫期 間 に お け る 口針 挿 入数

ツマグ ロヨコバ イ成 虫の 口針挿入 頻度が,羽 化 してか

ら死亡す るまで,ど のように変化す るかを次 のよ うに し

て調査 した。

材料 ・方法: 供試虫 は室 内飼育 の ものを用い,羽 化

翌 日より個体別 に1～3日,5～7日,9～11日 とい う

ように1日 間隔 をおき,そ れぞれ2昼 夜48時 間におけ る

食痕数を,ガ ラスチ ューブ法(内 藤,1964)に よ り水稲

葉を供試 して継続 的に調 べた。供 試虫数は雌 雄それぞれ

8頭 と し,実 験 の合 間の1日 は雌雄を合せて一対 と し,

別 に用意 した水稲 苗に移 して飼育 し,交 尾産卵な どを 自

由に行なわせ た。

結果: 各個体 の成 虫期間および1昼 夜あた りの挿入

数を示す と第1表 のよ うであ る。すなわ ち雌で は成虫期
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第1表 ツマグ ロヨコバ イの成虫期間にお ける

口針挿入 数(イ ネ成葉供試)

間は最短24日,最 長42日,平 均29.0日 であ り,挿 入 数は

少 ない もので31.7,多 い もので54.0,平 均43.7±9.2で

あ った。雄 も雌 とほぼ同様で,成 虫期 間は平均30.0日,

挿入 数は少 ない もので27.5,多 い もので47.9,平 均は

40.7±7.8で あ った。成虫期間 および1日 あた りの挿入

数か ら計算 した成 虫期間に お け る 平均総挿入 数は雌 で

12485±4343,雄 では12609±6693に 達す る。次 に羽化後

の経過 に ともな う挿入頻度 の変動 をみると第2表 のよ う

に,羽 化後1～3日 目の頻度が雌雄 ともに少 ない。 しか

しその後 は気 温な どの環境要因 との関連 において変 動 し

ているよ うで,気 温の高 か った17～19日 目(6月14日 ～

16日)と25～27日 目(6月22日 ～24日)に はいずれ も挿

入頻度が高 ま ってい る。気圧 との関連 をみ ると,気 圧 が

低 い時 に挿入頻度 が高 い傾向がみ られ る。 これ は気圧が

一般 に気温 の高低 と逆比 例の関係にあ るので
,挿 入頻度

と直接関係が あるかど うか明 らかでない。 しか し挿入頻

度が最 も高 か った25～27日 目(6月22日 ～24日)は 気温

が高か ったばか りでな く,不 連続 線の通過があ り,一 時

第2表 羽化後の経過 日数に ともな うツマ グロヨコバ

イの口針挿入数 の変動(イ ネ成葉供試)

註) 実 験開始1963年5月29日,供 試虫 当初雌,雄 各8頭,

途 中死亡に より25～27日 は各7頭,29～31日 は雌3頭

雄2頭 に減少,挿 入数は24時 間 あた り。

的 にかな り気圧 が低 くな った時で もあ る。 この時期には

誘蛾灯 の誘殺数 も多 く,第2回 成 虫の ピー クとな ってい

る。

なお羽化後 の経過 にと もな う挿入頻 度の変 動が,雌 雄

とも同様 な傾 向を示 していることか らみ ると,卵 巣発育

と挿入頻度 との間には ヒメ トビウンカに見 られ るよ うな

関係(NAITO, 1965)は ない ものと想 像 され る。

口針 挿 入 頻 度 に及 ぼす 温 度 の影 響

前項の実験か ら挿入頻度が温度 と密接 な関係 にあると

思われたので,次 のような実験を行 なった。

材料 ・方法: 前項の実験 と同様 ガラスチューブ法 に

より,成 虫を1頭 ずつ供試 し,2昼 夜48時 間後に おける

水稲葉上 に残 され た食痕数を調査 した。供試虫 は室 内継

続飼育で羽化後数 日を経過 したものを用い,ま た対照 と

して野外 のスズメノテ ッポウ草生地 より採集 して きた成

虫 も用いた。供試虫数 は雌雄各8頭,温 度は5, 10 (11), 

15, 20, 25, 28.5, 33.5℃ の7段 階においてそれぞれ

定 温 と し,恒 温器のガ ラス面か らの採光で,日 長は 自然

日長 と した。なお温度の振れは ±0.5～1.0℃ であ った。

結果: 第1図 に見 られ るように,ツ マ グロヨコバイ

の口針 挿入 頻度は温度 と密接な正の関係がみ られ る。 す

なわち室内飼育 の雌成虫についてみ ると,5℃ では きわ

めて少な く,48時 間あた り挿入数はわずかに3.9に す ぎ

ないが,11℃ では17.2, 15℃ では19.4, 20℃ では

29.8, 25℃ では48.4と 増加をた どり,28.5℃ では急激

に増加 して最高の160.2に 達す る。 しか し,33.5℃ では
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第1図 温度 とツマ グロ ヨコバ イ成虫の 口針挿入頻 度

との関係(48時 間あた り)。

白丸は雄,黒 丸 は雌,Aは 野外の スズメノテ

ッポか ら採集,B, Cは 室 内飼育 を用いた。

逆 に92.2と 減少 した。 雄成 虫 もこれ とほぼ同様な傾 向を

示 した。 これ に対 して野外のスズ メノテ ッポウ草生地か

ら採集 して きた成虫 は,各 温度段階 とも挿入頻度が はる

かに高 く,10℃ ですでに26.6を 示 し,15℃: 59.6, 

20℃: 115.6, 25℃: 170.8と 直線的 に増加 し,28.5℃

では最高の226.4に 達す るが,33.5℃ で はや はり183.2

と減少 してい る。

口針 挿 入 頻 度 に及 ぼす 食 餌 植 物 の影 響

前項 の温度実験 において,野 外の スズメノテ ッポウ草

生地 か ら採 集 して きた成虫は,室 内飼育の もの に比べ て

い ちぢ る しく挿入頻 度が高か ったが,こ れ は食餌植物 の

ちがいによ るのではないか と思われたので,次 のような

二,三 の実験 を行な った。

(1) 苗代 およびスズ メノテ ッポウ草生地か ら採集 して

きた成 虫の挿入 頻度

材料 ・方法: 早 期苗代お よびスズ メノテ ッポウ草生

地 よ り成虫をす くい取 りで採集 し,試験管法(内 藤,1964)

によ り,水 稲葉を供試 し,48時 間あ たりの食痕数 を調査

した。 実験 の条件は25℃ の定温,照 明 は20W蛍 光灯 に

よ る全照明 と した。供試虫 は雄を15頭 ずつ用 いた。

結果: 第3表 に示すよ うに,挿 入頻度 はかな り個体

差があ るが,ス ズメノテ ッポウ草生地か ら採集 してきた

ものは,平 均281.3で,苗 代か ら採集 してきた ものの

199.3に 比較 して多い傾 向がみ られた。 ま たスズメノテ

ッポウか ら採集 して きた もの は,動 作が活発で,実 験 中

試験 管内において盛んに動 き回 ることが観察 され た。

(2) イネ苗およびスズ メノテ ッポウで飼育 した ものの

挿 入頻度

第3表 苗代お よび スズメノテ ッポウ草生地 よ り

採 集 した ツマ グロヨコバ イ雄成虫 のイネ

成 葉に対す る口針挿入数 の比較

(48時 間あた り)

材料 ・方法: この実験 は成虫期 のある期 間食餌植物

を代えた場合 と,幼 虫期 のある期間食餌植物 を代 えた場

合の二 つについ て行 な った。前者 はスズ メノテ ッポ ウ草

生地 より採集 してきた成虫 を,一 方 はそのままスズ メノ

テ ッポウ,他 方 はイネ苗 でそれぞれ5日 間飼育箱内で飼

育 し,試 験管法 によ って48時 間あた りの食痕数を調査 し

た。後者 は3令 幼虫以後一 方はスズ メノテ ッポウ,他方 は

イネ苗 で飼育 し,こ れか ら羽化 した成虫ついて,前 と同

様 な手法 で食痕 数を調査 した。なお このあ と,ス ズメノテ

ッポウで飼育 した供試虫を イネ苗飼育 に代え,イ ネ苗 に

移 した場合 の口針 挿入頻度の経時的な減少を調査 した。

第4表 雄成虫を5日 間スズメノテ ッポウで飼育 し

たものとイネ苗で飼育したもののイネ成葉

に対する口針挿入数の比較(48時 間あた り)

第5表 スズメノテ ッポ ウまたは イネ苗で幼虫か ら

飼育 した ツマグ ロヨコバ イ成虫の イネ成葉

に対す る口針挿入 数の比較(48時 間あた り)

結果: 実験結果 は第4～5表 お よび第2図 に示す。

まず成虫 を5日 間スズ メノテ ッポウとイネ苗 で飼育 した

ものについてみ ると第4表 の ように,ス ズメノテ ッポウ

を給与 した ものは,平 均挿入 数が多 くな る傾 向があ り,

平均挿入 数の比率 を イネ苗を100と すれ ば,136.5を 示

している。

次 に幼虫期 か らスズメ ノテ ッポウとイネ苗で飼育 した

ものについて比較 す ると,第5表 の ように,や はり前者

のほうが平均挿入 数が多い傾向がみ られ る。 その差 は成
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虫 期に給与 した ものよ りさ らに大 きくな ってい るが,個

体差 がかな り大 きく,必 ず しも明 りょうな差が あるとは

いえないよ うであ る。

第2図 食餌植物をス ズメノテ ッポ ウか らイネに移 し

た場 合の ツマ グロヨコバイ成 虫の口針挿入頻

度の経時的減少。

挿入指 数は イネ飼育を100と した場 合を示す。

さらに,ス ズメノテ ッポ ウか らイネ苗に移 した場合 の

挿入頻度の減少過程をみ ると,第2図 のよ うに,日 時を

経 るに したが って減少 し,約1週 間程 度で イネで継続飼

育 した ものと差が な くなるようであ る。

(3) 食飼植物 の質 的条件 と口針 挿入 頻度

材料 ・方法: 苗令2, 3令 の芽出 しイネ苗を用い,

栄養条件 を変 えるため,一 方をそのまま,他 方は胚乳を

除去 して栄養飢餓状 態に した苗を成虫に給与 し,前 項 の

実験 と同様試験管法 によ り,水 稲葉面 に残 された48時 間

あた りの食痕数 を調査 した。 なお栄養 条件の異な る苗の

給与 は2日 間 と したが,こ れは2日 以上にな ると,胚 乳

除去苗 では死亡個体 が激増 し,供 試 個体を うることが困

難なた めで ある。

結果: 第6表 に示す よ うに,正 常な苗を給与 した も

第6表 栄養状態の異なるイネ苗で飼育 したツマ

グロヨコバイ成虫のイネ成葉に対する口

針挿入数の比較(48時 間あた り)

の と,栄 養飢餓状態の苗を給与 したものでは,挿 入頻 度

に差 が認め られなか った。 これ は単 なる栄養 の量 的な も

のでは,挿 入行動に影響を及ぼ さないことを示 している

ように も思 われ る。スズ メノテ ッポウとイネ苗 を給与 し

た もので挿入頻 度が異な るのは,食 餌植物の質的 な条件

が 関与 してい るのか も しれない。

口針 挿 入 行 動 の 日周 変 動

ツマ グロヨコバ イ成虫が,こ れまで の実験結果 から,

1昼 夜 に少 な くと も30回 か ら多い場合 は100回 以上,寄

主植物体 に口針 を挿入す ることがわか ったが,こ のよう

な挿入行動が どのよ うな 日周変動の もとに行なわれ るか

を知 るた め次 のような観 察を行な った。

材料 ・方法: 実験 は天候 な どの影響を考えて,2回

に分 けて行な った。第1回 は1964年8月21日,第2回 は

8月27日 である。 いず れ も成 虫雌雄各2頭 合計4頭 を供

試 し,1頭 ずつ試験管法(内 藤,1964)に 準 じ,水 稲の

葉を与え,摂 食行動 を観察 し易 いよ うに,窓 際にお き,

周囲を囲 って人 の動 きなどによ って,供 試虫が影響 され

ないよ うに工夫 した。供試虫 は前 日の うちに,あ らか じ

め用意 した装置 に収 めて落着 かせ,翌 日早朝よ り前夜半

まで連続 して 口針挿入行動 の観察 を行な った。 早朝およ

び 日没後 は2燭 光 の電灯 をとも し,供 試 虫の行 動を読み

取 れ る程 度に照明 した。

結果: まず8月21日 の観察結果 につ いてみると,第

3図 のよ うに早朝5～6時 頃に多少動 き回 り,や や頻繁

第3図 ツマ グロヨコバ イ成虫 の摂食行動の 日周変動

(8月21日 の観 察)。矢印は挿入開始,黒 帯は挿入

時間の長 さを表わす 。I, IIは 雌III, IVは 雄個体。

に挿入活動 を行 なう個体 があ るが,6時 半以後には,企

個体が 口針 を挿入 したままの姿勢で静止 し,15時 半頃ま

で この状態が継続す る。 この間10～11時 頃挿入 位置を代

え るものが少数 あっただけで,他 はいず れ も上翅 や脚 を

わずか に動かすか,排 泄 の際尾端 を動 かす程 度 で あ っ

た。 しか し16時前後か ら次第 に動 きが活発 とな り,歩 き

回 りなが ら寄主植物 のあちこちに口針 を挿入す るとい う

動作が くり返 され る。 このよ うな活動 は22時 頃まで続 く

が,最 も盛ん なのは18～21時 の間であ る。その後徐 々に
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落着 き,20時 以後 には再 び口針 を挿入 したままで静止す

るよ うにな る。

第4図 ツマ グロヨコバ イ成虫の摂食行動 の 日周変動

(8月27日 の観 察)。 矢印は挿入開始,黒 帯 は

挿入時間の長 さを表わす。V, VIは 雌VII, 

VIII,は雄個体。

次 に8月27日 の観察結果 についてみ ると,第4図 の よ

うに前半 は前回 と同様 に,早 朝 か らほ とん ど活動が行な

われず,正 午過 ぎまで口針 を挿入 したままの状態で静止

す る個体が多 いが,後 半 におけ る活動開始 時刻がかな り

早 く,13時 半頃から始 ま り,や は り動 き回 りなが ら挿入

行動 をかな り頻繁 に行 な った。 この活動は20時 頃まで続

けられたが,全 般 的にみて,27日 の場合は前回 よりかな

り低調 であった。20時 頃か らは徐 々に落着 き,再 び午前

中のように口針 を挿入 したままで静止 したが,こ の活動

の終息時期 も,前 回 に比 べて約2時 間早か った。

このように,日 によ って 口周変動の様相が 異 な る の

は,お そ らく環境条 件,こ とに気温の高低が影響 してい

る ものと思 われ る。 第5図 をみて もわか るように,21日

第5図 摂食行動 の日周 変動 を観察 した 日の気温。

Aは8月21日,Bは8月27日 を示す。

は曇天 ではあ ったが,日 中は30℃ 近 くまで上昇 した。

これに対 して27日 の場合は朝か ら小雨が降 り続いて肌寒

く,最 高気温で も26℃ にす ぎず,気 温 の較差 も わ ず か

2.5℃ にとどま った。す なわち21日 は ほぼ平年 並であ っ

たが,27日 はかな り低温で変則的な気 象であ った といえ

る。27日 の挿入活動 が低調 であ った ことは,前 述の温度

と挿入 頻度の結 果か らもうなづ けることであ る。

これ らのことか らす ると,通 常 ツマ グロヨコバ イの 口

針挿入活動 は,21日 の場合のよ うに朝か ら15時 頃まで低

調 で,口 針 を挿入 したままで静止す るが,そ れ以後徐 々

に盛 んにな り夕刻か ら前夜半にか けて最 も盛ん となる。

しか し22時以後 には再び低調にな り,口 針 を挿入 したま

まで静止 す るとい った 日周変動を くり返す ものと思 われ

る。

考 察

ツマ グロヨコバ イの 口針挿入が,摂 食(吸 汁)を 目的

と してい ることはい うま でもないが,な ぜ頻 繁に,1日

に何10回 も場所をかえて挿入す るのか,は なはだ興 味あ

る問題で ある。一つ には同一 か所 か ら長 く吸汁す ること

に,何 らかの不都合が生ず るためではないか と考え られ

る。前報で報告 したように,植 物組織 内に挿入 した口針

の周囲 には唾液鞘 が形成 され,そ の先端部は きわめて薄

くな って いるが,も しこれまで もいわれて きたよ うに,

唾液鞘が細菌 などを消過す るいわゆ る円筒沢紙のよ うな

役 目を もってお り,最 近MILES (1964)が 報告 してい る

よ うに,微 細 な小穎 粒の通過 を許す程度に先端が開 口 し

てい るに して も,そ の 目が徐 々に塞 って,長 い時間 の吸

汁 に耐え ないとい うことが考 え られ る。 しか し,こ れで

数秒 ない し数 分とい った短時間の挿入 と,深 夜か ら午前

中にかけての10数 時間ない し数時間 とい う長時間 の挿入

を同一 に考 え ることは困難であ る。挿入場所を代え ると

いうのは,も っとほかに理 由が ありそうに思 われ る。

一方本 種を絶 食 させた場合,そ の許容時間 は,ヒ メ ト

ビウ ンカなどに比較す るとかな り短か く,植 物 ウイルス

研究所 の新海博士の言に よれば,お そら く3時 間が限度

であろ うといわれてい る。実際 口針を挿入 している時 間

の割合 を第3図 か ら計算 してみ ると,第7表 のように,

口針 を挿入 してい る時間を毎回 の平均 でみ ると29.2分 と

な り,こ れに対 して 口針を抜い てい る時間 は平均5.1分

にす ぎない。 また全体の総合計でみ ると,口 針を挿入 し

てい る時間は84.9%で,口 針を抜いてい る時間 は15.1%

にとどま ってい る。いずれ に して も口針 を抜 いている時

間は,普 通は ご く短かい ことが わかる。 これ は絶食時 間

を長 くとれない ことに関連があ りそうで ある。

さて口針 の挿入行動を観察す ると,ま ず下唇 の先端 で

植物 体表面を探 り,適 当な場所をみつ けると脚 で体 を固
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第7表 ツマグ ロヨコバ イ成虫の1回 の口針挿入 時間

と,口 針を抜いてい る時間の比較(第3図 よ

り計算)

I, IIは 雌,III, IVは 雄 個 体 。

定 し,下 唇を強 く押 しつけ,続 いてその先端か ら口針を

くり出 して挿入す る。 ある時間吸汁 を行な うと口針を抜

き,別 の場所 に挿入す る。 同一 か所 に再 び挿入す ること

はない。 したが って,こ の間に次 の挿入 場所 まで体を移

動 させて挿入す るので あるが,こ の時間は上述 のよ うに

比較的短か く,新 たな場所 に移動 したな らば,そ の場所

ですみやかに 口針を挿入す ることが多 いのである。 この

よ うにみて くると,ツ マグロ ヨコバ イの口針 の挿入点 を

示 す食痕の数および位置は,彼 らの行動 に関連づ けてみ

る ことがで きるよ うに思 われ る。

す なわち食 痕が少 ない個体は同一か所で の挿入時 間が

長 く,こ れに反 して食痕が多い個体 は同一 か所 での挿入

時間が短か く,次 々と場所をかえてい ることが推測 され

る。実 際ケージ内では,動 き回 るものほど食痕 が多い こ

とが観察 されている。た とえば前述の温度 と挿入頻度 の

実験 では,低 温では低 く,高 温にな るほど高いが,ツ マ

グロ ヨコバ イの動 き もこれとほぼ同様で低温で は不活発

であ るが,高 温 になるに したがい動 きが盛んにな ること

がみ られ る。 また室 内飼育 の ものに比 べて野外か ら採集

して きた ものの方 が挿入頻度 が高い。 特にスズ メノテ ッ

ポウ草生地 から採集 してきた ものは高いが,動 きをみ る

と,や はり後者の ほうが活発 である。次 に挿入頻度の 日

周変動をみて も,彼 らの動 きとよ く一 致 してお り,午 前

中は 口針を挿入 したままで静止す るため,挿 入頻度は低

いが,夕 刻か ら前夜半 にかけては盛ん に活動 を行 ない,

挿入頻度 もい ちぢる しく高 まる。以上 はケージ内におけ

る動 きと挿入頻 度の関係で あるが,野 外 における ツマグ

ロヨコバ イの活動をみて もこれ とほぼ同様 で,午 前 中は

あま り動 かないが,夕 刻か ら前夜半 にかけては盛ん に活

動 し,誘 蛾灯 への飛来 もこの頃 に最 も多い。第1表 の成

虫期 間における挿入頻 度の時期的変動で,不 連続線が通

過 した6月23日 前後 の挿入 頻度お よび誘蛾灯へ の飛来が

共 に多か ったことは興 味あ る事実 であ る。また春先 スズ

メノテ ッポウ草生地 では,ツ マ グロヨコバ イの成虫の活

動が盛んで,晴 天 の場合,日 中で も飛び交 うのが観察 さ

れ る。 これ らの成虫 は徐 々に苗代 に移 動 してそ こに落着

つ くが苗代で はこのような現象 はほとんど見 られないの

であ る。

以上の こ と か ら,ツ マグロ ヨコバ イの口針 挿入 頻度

は,ケ ージ内におけ る彼 らの動 き回 る性質 とかな り密接

な関係 があ るとい うことがで きよう。 また ケージ内にお

ける動 きは,野 外におけ る活動性 と比較的 よ く一致 した

傾 向がみ られ るが,こ れについては今後 さらに検討を要

す る問題 である。

な お,な ぜ頻繁 に場所 をかえて挿入 しな ければな らな

いか疑問が多いが,こ れ については虫体側の条件 だけで

な く,食 物 と しての寄主植物側 の生理 的な諸条件 も合せ

て今後検討の必要が あると思われ る。

摘 要

ツマグ ロヨバ コイ成虫の イネに対す る口針挿入 は,室

内飼育 の もので通常1昼 夜に30～50回 で あるが,羽 化後

2～3日 間は一般 に 少 な い。 雌雄間 にあ まり差 はない

が,雄 がやや少 ない傾向がみ られ る。

口針挿入頻 度 と温度は密接な関係が あり,低 温 では低

いが,高 温にな るに したがい増加 し,30℃ 付近 で最高

に達す る。気 圧 とは逆の関係がみ られ る。

室 内飼育 の ものに比 べて野外か ら採集 して きた もの は

口針 の挿入頻度 が高 い傾向があ り,特 にス ズメノテ ッポ

ウ草生地 から採集 してきた ものは この傾向が強い。ス ズ

メノテ ッポウを与え ると挿入頻度 は高ま る。

胚乳を除去 した栄養 の悪 い芽 出 し苗を与えて も,正 常

な苗で飼育 した ものと挿入 頻度に差 がみ られなか った。

口針挿入行動(摂 食行動)の 日周変動をみ ると,普 通

午前中は 口針を挿入 したままで静止す る ものが多 く,き

わめて低調であ るが,午 後か ら活動が始 ま り,18～21時

の間が最 も盛んであ った。 しか し22時以後 には低下 し,

再 び口針を挿入 したままで静止を続 ける。

口針を挿入 してい る時間に比べて,口 針を抜い てい る

時間は短か く,前 者の平均29.2分 に対 して,後 者 は5.1

分 で約1/6に す ぎない。

ツマグ ロヨコバ イ成 虫の 口針挿入頻度 は,多 く の 場

合,彼 らの活動性 と比較 的 よ く一致 した傾 向 が み ら れ

た。
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