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Daily periodicity of flight activity of the brown planthopper, Nilaparvata lugens STAL, in

the 4th and 5th emergence periods from late August to early September and late September 

to October, and that of the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps UHLER, in the same 

period was investigated with a JOHNSON & TAYLOR'S suction trap of 12 inches. N. lugens adults 

took off at sunrise and sunset in late August. Light intensity adequate for take-off was about 

1-200 lux. It was considered that the periodicity of N. lugens was a bimodal crepuscular type. 

But in the later season as a result of suppression by low temperature three types of flight 

periodicity curves were observed. Namely, bimodal crepuscular, unimodal crepuscular at sunset 

and diurnal. The threshold temperature for take-off was about 17℃. Flight behaviour was 

also suppressed by wind of over 11km/hr. N. cincticeps adults took off only after sunset. Light 

intensity for take-off was 0.1-20 lux, considerably lower than that for N. lugens. Take-off was 

suppressed by winds of over 12km/hr, but no clear suppression by low temperature was evi-

dent, at least until the beginning of October, when density of N. cincticeps became low. It 

was observed that N. lugens aduls to take off moved up to the top of rice plants and after 

take-off flew upright unless drifted by wind. The simultaneous take-off of many adults was 

observed. Sex-ratio (% of females) of take-off adults of N. lugens was about 20% in the 

beginning of each emergence period and tended to increase to 60%, representing 44.1% as an 

average. Almost the same trend was observed in N. cincticeps. No N. lugens that mated was 

captured among the flying 46 and 96 females at the peak period of each generation. These 

flights were considered to have the characteristics of migratory flights.

トビイロウンカには長翅型,短 翅型 とい う翅 型の多型

現象が雌雄 にみ られ,長 翅型 は高密度 や悪いえ さ条件等

で出現 し,移 動 に適 した型 であ り,短 翅 型は低密度 や よ

いえさ条件 で出現 し,定 着地 におけ る個体群の増加の主

役 をはたす型 であ るといわれ てい る(岸 本,1956 a, b, 

1965;大 久保,1967)。 この ウンカについては イネ以外で

の生態 は ほ とん ど わか っていないが,水 田への 出現 は

「初 期異常飛来」 と呼ばれ る不連続的 な飛び こみ をもっ

て始ま る。 これ らの ことは長翅 型成虫の飛 し ょう行動 の

研究の必要性 を示唆す るが,そ の行動的分析 はほ とん ど

行 なわれ てい ない。 これ が この害虫の移動 の意義のは っ

き りしない 一つの理 由 と考 え られ る。

アブラムシの1種Aphis fabaeで は翅 型の多型現象の

分析 とともに 移動 に 関係 した 飛 しょう行動 の 研究が進

み,飛 しょう行動 を起 こす成 虫時 期やその 日周期性が明

らか にされ た(JOHNSON, 1963; JOHNSON and TAYLOR, 

1957)。 それ に よれ ば,飛 し ょう前期間 とい う特 定の成

虫期 に働 く温度 の影 響や飛 しょう行動 を制限す る気温や

明 るさな どの気 象要因の働 き方 の組み合 わせに よって,

その 日周 期性が説明で きるといわれ てい る。 この ような
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分析 は トビイ ロウ ンカで は実験的 な活動性 の研究(加 藤,

1953)や 飛 しょう前期 間に 働 く温度 の影 響(大 久保,

1968)な どわずかであ る。 飛 しょう行動 の 日周 期性につ

いて も同 じウンカ類の ヒメ トビウンカの例(KISIMOTO, 

1967)が あ るが 行動その もの か らの 分析は不十分で あ

る。

このため著者 らは トビイロウンカの移動 を行動 面か ら

分析す るために水 田における第4, 5回 成 虫期 の飛 しょ

う行 動の 日周期性 の特徴 をサ クシ ョン トラ ップを使 って

調査 し,そ の行動 を制限 する要 因の働 き方 を解明 しよう

と考 えた。 さらにツマ グロヨコバイの個体数 も多か った

ので同様 の分析ので きる所はあわせて行ない比較 した。

トビイロウンカの6月 下旬か らみ られ る水 田の飛び こ

み成 虫の飛来源 につい ては確定的 な ことはわか っていな

いが,南 部九州以南 で認 められ る4～5月 の成 虫を第1

回成 虫 とみな し,6月 下 旬～7月 中旬の飛 び こみ成 虫を

第2回 成 虫 とした。

この調査を行 な うにあた って一部援助 していただいた

大 韓民国農 村振興 庁植物環境 研究所昆虫科の朴重秀技師

に感謝致 します。

圃 場 お よび 調査 方 法

調査 圃場 は福 岡県筑 後市 の九州農試 虫害研究室 の無防

除 予察 田でそ の位置 や 区画 は第1図 に示 した。 第1～5

圃場 の 田植 え 日は5月 中旬か ら6月 上 旬で 早植 え,第

6, 7圃 場 の田植え 日は6月 下 旬で普通植 えで あ った。

第1図 調査 ほ場区画 と トラップの位置H単 位は メー トル。

第2図 ジ ョソン ・テ イ ラー の サ クシ ョン トラ ップ 。

イネの品種 はどちらも 「ほうよ く」で株間は24cm×24

cmで あった。

サ クシ ョン トラップはJOHNSON and TAYLOR Insect 

Suction Trap(英 国Barkard MfG. Co. Ltd.製 作)で

吸入 口の直径は30cmで あ った(第2図)。 トラップの

位置 はは じめ第3圃 場 内であ ったが,10月3日 の午後か

らは第7圃 場 内に 移 した(第1図)。 トラ ップの 口は地

面か ら約150cmの 高 さであった。調査期間 は1969年

8月18日 ～10月10日 であった。気温お よび風速 は圃

場 の北約100mの 所にあ る九 州農試農業気 象研究室 露場

の観 測資料 を借用 した。

この年の トビイロウンカの水田への飛来 は6月 下旬か

ら7月 上旬に集 中し,第3回 成虫期は7月 末か ら8月 中

旬 にみ られた(岸 本,未 発表)。 第4回 成虫期にはほ とん

ど長翅型 だけが観察 され,8月20日 ころか ら第1～ 第

5圃 場で羽化 し始 め,す で に坪枯れ状態 とな り,イ ネは

枯死寸前 であった。9月 上旬 には周 辺の一部 を除い て,

ほ とん ど枯れ た。第5回 成 虫は9月20日 ころか ら,主

に第6圃 場 の周 辺部 や第7圃 場さ らにまわ りの調査対 象

外の圃場で羽化 が始 ま り,第6圃 場 は9月15日 ころ,

坪枯れ 状態 となった。10月10日 ころには 第7圃 場 も

ほ とん ど枯れあが った。

結 果

観察 によれば,サ クシ ョン トラ ップで捕 虫され た成 虫

はほ とん どイネか ら空に向か って飛 びた った直後 のもの

であった。 また飛 び立 ち行動の 日周 期性 は同一個 体の反

復結果ではな く,1個 体は1回 だけその圃場か ら飛び立

った もの と考 えられた。

飛 し ょう行動の 日周期性

水 田における第4回 成 虫の飛び立 ち行動の最 も一般的

な形 を トラ ップに よる1日 の全捕 虫数 にたいす る時間 あ

た りの捕 虫数 の割合 で 示 した(第3図)。 それ による と
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第3図 時間あた り捕虫率の日周期的変化。

飛び立 ちは夜明 け前後5～6時 と日没前後18～20時 の

2回 に集中 し,明 らかに1日 二山型の薄明飛 し ょう型で

あ った。山の形は朝,夕 方 ともに前半は概 して急で,後

半は急な場合 と少 しなび く場合があ った。

第5回 成虫期の 日周期活動の形は第4回 成虫期 のよ う

に一つの型で はな く,10月1日 で 代表 され る 夜明 け前

後 と日没前後の二山型,10月4日 で代表 され る 夕方 だ

けの一山型,10月9日 の昼間型の3種 類がみ られた(第

3図)。 さらに昼間少 し飛び立 ち,夕 方近 くで多 く飛 び

立つ ような中間型 もみ られた。山の形はい ろい ろで あっ

たが,特 に夕方の一山型 は前半が なび き,後 半急 な場合

が多か った。

飛 し ょう行動の特徴

飛 し ょう行動 の うち,と くに朝方 と夕方一斉 に起 こる

飛び立 ち行動の特徴 を圃場 において観察 した。それ には

次の ような特徴がみ られた。す なわ ち,行 動 を起 こす前

にイネの葉の上部に上 って来 ること,風 があれば流 され

るが原則的 には空 に向か って真上 に飛び立 ち,そ の後 の

行動 も同様であ ること,飛 び立 ち時刻 に斉一性の あるこ

とで あった。これ らは最後 の特徴 をのぞい て,B. JOHNSON

 (1958)やKENNEDY and BOOTH (1963)に よって明らか

にされ たAphis fabaeの 有翅型 に似た飛 しょう行動 であ

る。 これはか く乱 などによって,飛 び立 って もす ぐに近

くの イネに定着 した り,と な りの イネの株 に移 った りす

る通常飛 し ょう(結 果的 にはあ ま り高 く飛ば ない)と は

明 らか に異 なるようで あって,移 動飛 しょうと考 えられ

る。 昼間は飛 し ょう行動が ちが うため,少 しくらい飛 び

立 って も捕 虫 されなか った もの と考え られ る。

日周期性 の解析

飛 しょう行動 の 日周期性はJOHNSON and TAYLOR 

(1957)に よれば,気 温や 明 るさなどの要因 に よってい

ろい ろな型にな るといわれてい るので,飛 び立 ち行動の

制 限要因 と考 え られ る気温,光 の強 さ,風 速の働 き方 を

調べた。気 温 と光 の強 さの影響については第4, 5回 成

虫期の各々の個体数の多い期間 を調べ,風 速については

両世代 にわた って調べた。第5回 成虫期の後半 には都合

上,途 中で トラ ップの位 置 をかえたがその影響は この場

合無 視 した。
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第4図 日没時における光の強さの時刻別変化。

○印 晴天,● 印 曇天,矢 印は日の入 り時刻。

第4回 成虫期 には最 もよ く飛び立つ時刻の明 るさを調

べ るた めに,朝5～7時,夕 方18～20時 の間 を5分 間

隔に光 の強 さを 東芝5号 照度計で はか って,15分 間の

平均照度 を求 めた。捕虫は15分 間隔で行 ない,朝 と夕

方各 々の山別 に全捕 虫数 にたいす る15分 間 あた りの捕

虫数 の割合 を求 めて捕 虫率 と した。 調査期間 は8月27

日～9月5日 であった。1ル ックス以下 の明 るさは測定

で きなか ったので 便 宜的 にそれ 以下 の 明 るさは すべて

0.1ル ックスに統 一 した。 日没時 を中心 とした時 刻別照

度 の変化 の うち,晴 天 と曇天の 日の ちがいの代表的な も

のを示す と第4図 とな った。 日没時刻か ら後の明 るさは

両 者 ともあま りかわ らなか った。

その結 果,朝 方 と夕方 の飛び立つ時刻の明 るさはほ と

ん ど違わず,約1ル ックスか ら200ル ックス の間で よ く

飛び立 ち,100ル ックス前後で最大であ った(第5図A)。

また捕虫数の少ない 日も多い 日とほ とん どかわ らなか っ

た。 圃場において もその明 るさを中心に15分 の幅の時

間内に一斉に飛び立 ち,そ れ以外の時刻ではほ とん ど飛

び立た ない ことが観察 された。 この明 るさの時刻は世代

の後半にな るに したが って,昼 間の方 に移 るので,飛 び

立つ時刻 も同様 に移 っていた ことになる。

この よ うに朝5～6時,夕 方18～20時 は明 るさ とし

ては飛 び立つ のに十分であ るが,そ の間 の時間 あた りの

捕 虫数 と平均気温 の関係 をみ ると,す べ て20℃ 以上 の

日で,温 度が下 っても捕 虫数 は少 くならず,飛 び立 ち行

動 は抑制 され てい なか った と思われ る(第6図)。

第5回 成 虫期 につい ても第4回 成 虫期 と同様 の分析 を

行 なったが,夕 方 は日が短 くなってい て 日没時 刻が移 っ

て い たので 明るさを 調べ たのは17～19時 の間 で あ っ

た。調査期間 は9月30日 ～10月10日 で捕虫数10頭

第5図 光の強さと捕虫率の関係。

第6図 気温と捕虫数の関係。

以下 の 日は除 いた。世代 の前半 は都合 によ り調べ られ な

か ったが,日 周 期の形 はほ とん ど二 山型 であ った。

明 るさ と捕 虫率 の関係 をみる と第4回 成 虫期 に くらべ

て明 るい時 刻に飛 び立 ち,し か も 日によ る違 いが認 めら

れ,同 一傾向は示 さなか った(第5図B)。 この調査期

間についてさ らに くわ しく調べ ると二 山型の 日周期性 を

示 した 日は9月30日 と10月1日 であ って,よ く飛 び

立つ時刻の明 るさは50～1000ル ックスであった。5～

7時,17～19時 の平均気温は各々22.4±3.7℃,21.5

±0.7℃ であ った。夕方の一山型の 日は10月3日 ～8
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第7図 風速と捕虫数の関係。

日で朝5～7時 の平均気温は13.2±2.4℃ で1頭 も捕

虫 されなか った。飛 び立 つ時刻の明 るさは50～4000ル

ックスで,17～19時 の平均気温 は17.7±1.3℃ であ っ

た。 昼間のみ捕 虫され た 日は10月9日 と10日 で5～7

時,17～19時 の平均気温 は 各々12.6±1.5℃,12.3

±1.8℃ で1頭 も捕 虫 され なか った。

これ らをま とめて,飛 び立 ち行動 を制限す る気温 を調

べ るために,第5回 成 虫期の9月21日 か ら10月10日

まで,明 るさ としては飛 び立 つ可能性 のあ る朝5～7時,

夕方12～19時 の時間 あた りの捕 虫数 と時 間あた りの平

均気温 の関係 をみる と,17℃ 前 後をさかいに それ以下

の気温 ではほ とん ど捕 虫され なか った(第6図)。 この

値 は飛 び立 ち行動 の温度 閾値 と思われ る。

風速 と捕 虫数 の関係 は8月24日 ～9月7日,9月21

日～10月2日 の うち 飛 び立 ちに十 分な 気温 と明 るさの

5～7時,18～20時 の時 間あた りの捕 虫数 と風速(km/

hr)の 関係 を示 した(第7図)。 これ をみ ると11km/hr

以上の風速 では捕 虫数 は少なか った。 成虫数 が少 なか っ

た とみ られ る世代 の 初 めや 終わ りで この値以上の 風速

の 日は少なか った。 この結 果か らは11km/hr以 上の風

速 で飛 び立 ち 行動 が 抑 えられたか,捕 虫効 果が 下 った

かの どちらかの原因 に よるもの と思われ るが,JOHNSON 

(1950)に よれば サ クシ ョン トラ ップの吸入率は 風が強

くな って もあま り下 らない こと,TAYLOR (1962)に よ

れば,ト ビイ ロウンカくらいの大 きさの昆虫では風が全

然 ない時に くらべて20km/hrの 風速において も トラ ッ

プの捕虫効果は15%く らい しか下 らない ことが知 られ

てい る。さ らに実際風の強い 日には飛び立 ち数は 目立 っ

て少ない ことが観察 され,強 風に よる飛び立 ち行動の抑

制 と考 え られた。 この結 果 を換算すれば,約3m/にsec

なるが瞬間風速 と平均風速 との関係が明 らかで ない ので

第8図 ツマ グロヨコバ イにおけ る捕虫率の 日周期的変化。

第9図 ツマ グロヨコバ イにおけ る光の強 さと

捕虫率の関係。

この値が飛び立 ちを抑制す る風 速閾値か どうか は ここで

は きめられ ない。風 の強 い 日において も少 し捕 虫され て

い る場合が あるが これ は一瞬風 の弱 ま る時 に飛 び立 って

い ることに よるもの と思われ る。

ツマグ ロヨコバ イの飛 し ょう行動の 日周期性

トビイ ロウンカ との比較 のためにツマ グロヨコバイの

最 もよ く飛 び立つ時刻 の明 るさ と飛 び立 ちを制限す る風

の強 さにつ いて調べ た。時間 あた りの捕 虫率をみ ると夕

方の一山型 であって夜 明け時 の山はは っきりしなかつた

(第8図)。 このた め8月27日 か ら9月5日 の夕方18

～20時 の15分 間隔 の 捕 虫率(1日 の全捕 虫数 に たい

す る割合)と そ の時間 の平均照度 の関係 を示 した(第9

図)。 それ によれ ば,ト ビイ ロウ ンカに くらべ てか な り

暗い時刻 に飛 び立 っていた ことがわか る。そ の時刻 の明

るさは0.1～20ル ックスの間であ って,1～2ル ックス

で最大で あった。 この明 るさは夜 明け時 にもあ るのにそ

の時刻 にほ とん ど飛び立 たなか ったのは何故か は,こ の

結果か らは明 らか では ない。

これ らの結 果か ら,明 るさ としては飛 び立 つのに十分

と考 え られ る18～20時 の時 間あた りの捕 虫率 と風速 の
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第10図 ツマグロヨコバイにおける風速と捕虫数の関係。

関係 を求 めた。調査 期間はツマグ ロヨコバイが圃場 にみ

られ た8月22日 か ら10月1日 の間で あ った。 約12

km/hr以 上 の風速 では 飛 び立 ち行動 は 制限 され てい る

ようであ った(第10図)。 この値 は トビイ ロウ ンカの

場合 とあま り違わ なか った。

低温 に よる飛 び立 ち行動 の抑制 は考 え られ るが,10月

上旬か ら圃場 にあま りツマグ ロヨコバイがみ られ なか っ

たので分析で きなか った。

飛び立 ち成虫の性比

トラ ップで捕 虫され た トビイ ロウ ンカについて5日 間

ごとの 捕 虫数 とその 性 比(雌 の割合)を 示 した(第11

図)。5日 間の総計 であらわ し たのは主 に 風の強 さによ

って捕 虫数 の少ない 日が あ ったためである。 この結 果捕

虫数か ら世代 はか な りは っき り二つ に分 けられ る ようで

ある。第5回 成 虫期の後半は捕 虫数が少 な くな ってい る

が,圃 場 には まだ多数の成虫がみ られ たことか ら,主 に

朝方 あるいは 夕方の低温 によって飛び立 たなか った こと

によると思われ る。

性 比をみ ると両世代 とも初 めは低 く,世 代 のおわ り近

くで高 くなった。 これ は雄 の方が幼 虫期間が短い ことに

よるもの と思われる 。飛び立 ち時刻は雌雄の間で ほ とん

ど違わ なか った。全 体 として性比は44.1%で 雄 の方が

よ く飛び立 っていた。 しか し圃場 に残 った成虫の性比や

短翅型成虫の割合 などがわか らないので雄が多か ったか

どうか を断定す ることはで きない。

ツ マグロヨコバ イでは8月 末か ら9月 末 までは同 じ世

代 と考 え られてい るが,9月 中旬で捕虫数が少 くな って

い る。 この原因はわか らないが世代の初めは トビイロウ

ンカと同 じように雄 の方が 多か った。 全体 に 性比は高

く,52.5%で あ った。

飛び立ち雌の未交尾率

トビイロウンカの雌は交尾す ると貯精の うに精子 をた

め ることが知 られてい るので,そ の ことによって交尾 し

た個 体か どうか を判 定で きる。 そのため,飛 び立 った雌

の貯精の うを生理 食塩水の 中で さいて,精 子があ るか ど

うか を調べた。調査 した雌成虫は第4回 成虫期は9月2

日の朝,第5回 成虫期は10月2日 の夕方,飛 び立 った

個 体を直接捕虫網で捕 えた ものであ る。捕 虫後ただちに

雌雄 を分け,夕 方 の ものは一晩 イネを与えておいて翌 日

調べた。

その結果,第4回 成虫期では捕虫雌47頭 の うち未交

尾46,被 寄生 と み られ るもの1頭 であ った。 第5回 成

虫期では捕 虫雌96頭 の うち 未交尾93,被 寄生 と み ら

れ るもの3頭 であ った。 また これ らの雌成虫の卵そ うは

ほ とん ど発育 していなか った。 この ように両 世代 とも交

尾雌はいなか った。 ただ し,捕 虫 日は両 世代 とも1回 で

第11図 トビ イロウン カとツマグ ロヨコバ イの捕虫数 と性比の変化
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第1表 調査期間中に捕虫された トビイロウンカ

以外のウンカ類とその個体数

あ り,し か も最 もよく飛び立 っていた時刻であ ることな

どか ら,交 尾雌が全然飛び立 ってい なか った とは断定で

きないが,少 なくとも朝夕の飛び立 ち雌はほ とん ど未交

尾の ものであ った と思われ る。 この ように トビイロウン

カでは性的 未成 熟個 体(雌)が 飛 び立 っていた ことを示 し

てい る。

他の ウンカ類

8月20日 か ら10月10日 までに トビイ ロ ウンカ以

外 に どんな種類 のウ ンカが捕 虫され ていたかを参考 のた

め示 した(第1表)。 どの種類 も数 は少ないが雄 の方 がや

や多か った。 捕 虫時刻 はだいたい トビイ ロ ウ ンカに 似

ていて,8月 下旬～9月 上旬 では朝方 と夕方 お よび夜 間

に,9月 下 旬～10月 上 旬では夕方 に 捕 虫 され た。 この

中でイネの害 虫であ るヒメ トビウ ンカ とセ ジロウンカが

8月 下旬か らあま り捕 虫され なか ったのは水 田にほ とん

どみ られ なか った ことによ るもの と思 われ る。

考 察

サ クシ ョン トラ ップに よる野外調査 では トビイ ロウン

カの飛 しょう行動 は一般的 に,夜 明け前 後 と日没前後の

2回 に限れ,そ の時刻 の明 るさは約1ル ックスか ら200

ル ックスの狭 い範囲で,い わゆ る薄明飛 し ょう型であ っ

た。 この場合 の飛 しょう行動 は飛 び立 ち行動が主体であ

ったが,そ の温度 閾値 は約17℃ であ った。 この ような

飛 しよう行動 の 日周 期性 については秋 野の実験 を引用 し

た加 藤(1953)や 大久保(1968)に よって,朝 方 と夕方

に活 ぱつに動 きまわ った り,飛 び立 った りす ことが 明 ら

かにされ てい る。 また三宅 ・藤原(1956)は 昼間 は株元

にいてあま り動か ない こと,光 の強 さにたいす る反応が

0.1ル ックス以上 のある幅 をもっている ことも明 らか に

した。 これ らは飛 し ょう行動 の 日周期性 の一面 をあらわ

しているもの と思われ る。 また飛び立 ちの 日周期性 の世

代 による変化 をみ ると,LEWIS and TAYLOR (1964)に よ

り示 され た同 じ薄明飛 しょう型 の昆 虫に一般的 にみ られ

る現象 と思われ る。す なわ ち,第4回 成 虫期 のように気

温 の高い 時期 には 明 るさによって 飛び立 ち 時刻が きま

り,そ の時刻 は 日が短 くなるにしたが って,昼 間 の方 に

移 った。明 るさの点では飛 び立 ちに十分 であ っても,そ

の時刻 の気温が閾値以下 にな った第5回 成 虫期 の後半 に

は昼間 にわずか に飛 び立 ちがみ られ るよ うにな った。そ

の中間 の時期 には 夕方 の一山型 の 日にみ られ るよ うに,

少 し明 るい時刻 に飛 び立 ち,気 温 の低下 を予測す るよう

な現象がみ られた。

第4回 成虫 と第5回 成虫期前半 にみ られた飛び立 ちの

斉一性 の原因 の一つ と考 え られ る羽化 の斉一性 につい て

は,大 久保(1968)が 実験的 にたしか めてい るが,こ の

調査では 行 なって い ない ので た しか なことは わか らな

い。 しか し飛 し ょう可能 に なった個体(post-teneral成

虫)が た とえ一斉にあ らわれて も,あ る明 るさにな らな

ければ飛び立た ない ことか ら,第4回 成虫期 と第5回 成

虫期前半にお ける光 の強 さは,飛 び立ち行動の 日周期性

をきめ る 主要因であ ると考 え られ る。 だか らJOHNSON 

and TAYLOR (1957)のAphis fabaeの 例の ように飛 し

ょう可能個 体の畜積 も十分考 えられ る。一方第5回 成虫

期の後半にみ られた低温の抑制,両 世代 にわた ってみ ら

れ た強風の 抑制な どは 気温 と 風の強 さが 飛 しょう行 動

の制限要因で あ ることを 示 してい る もの と 思われ る。

TAYLOR (1957, 1963)もAphis fabaeそ の他の昆虫の

飛 しょう行 動の制限要因 としての低,高 温の効 果を強調

してい る。 これ らの点か ら トビイロウンカにおいて も飛

しょう行動 の 日周 期の型は主に明 るさと気温 に よって き

ま り,風 の強 さは山の高さを きめ る要因 と考 えた方 が よ

い と思われ る。 ただ し,こ れ らの要因の働 き方について

は実験的な分析 による裏づ けが必要であ る。

これ らの要因の影響 を受 けて起 こった飛 しょう行動 は

移動 飛 しょうの性格 をもっていて,通 常飛 しょうとこと

な ること,飛 び立 った雌は未交尾であった こと,大 久保

(1968)に よれ ば飛 しょう前 期間のあ ることな どによっ

て,第4, 5回 成 虫期にみ られ た朝方 と夕方 の飛 しょう

行動 は特定 の成 虫期,す なわちpost-teneral性 的未成熟

期 に起 ってい たことにな り,一 般的 にはJOHNSON (1960, 

1963)の アブ ラムシに似 た移動飛 しょう現象 といえ る。

ただ し,飛 び立 った成 虫の行 き先 は世代 によって異 なる

と思われ るがそ の点はさ らに調査す る必要が ある。 この

ような結果か ら,初 期飛来源か らの移動 にも同 じ現象の

み られ ることが推察 され る。

この ような未交尾 の移動成虫 とちが って,蔵 卵雌はサ
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クシ ョン トラ ップには かか ら なか った。 その 個体数は

別 として,低 い所 を 短距離飛ぶ ら しい ことは,大 久保

(1968)に よって 明 らかに されてい る。 圃場 において こ

の ような両者の行動の違い を明 らかにす るため には,他

の方法を併用す る必要があ る。

同 じイネの害虫であ って もツマ グロヨコバ イの飛 し ょ

う行動の 日周 期性は夕方 だ けの一山型で,ト ビイロウン

カに くらべて少 し暗い時 刻に飛び立 った。 尾崎(1932)

も誘殺燈 に集 ま る行動 は 日没後,数 時間に限 られ ること

を明 らかに してい る。 この ように トビイ ロウンカの薄 明

飛 しょう型に くらべ て,ツ マグ ロヨコバイは夕方 だけで

あ ることか ら,む しろ 夜 間飛 しょう型に 近い と 思われ

る。 ただ し,ツ マグ ロヨコバイの飛 しょうが トビイ ロウ

ンカ と同 じような移動飛 しょう行動 か どうかは疑問 で,

そ の点 はさらに検討す る必要が ある。

予察燈 につい てその誘引性の問題 を別にすれば,夜 行

性の ニカメイガなどには 有効 に 働い てい ることが 上遠

(1930)や 鏑木(1950)ら に よって 明 らかに されてい る

が,こ の ような飛 しょう行動の 日周 期か らいえば,ト ビイ

ロウンカの第4, 5回 成虫期の移動飛 しょうとしてい る

成虫数 は過少評価にな る可能性が強い こと,交 尾後の蔵

卵雌な どをどの位の効率で捕虫で きるかな どに よって,

あま り効 果は期待 で きない と思われ る。 ツマ グロヨコバ

イは トビイ ロウ ンカ よりは効 率が よい ように思われ る。

この ような成 虫の飛 しょう行動 の観察 に よって,部 分

的で あるが従来 のよ うに一つ の方法 によって成 虫数,特

に移動個体数 を推定す ることに疑問 の点が示 され,く わ

しい行動面か らのアプ ローチが必要 である ことを示唆 し

ている。

摘 要

ジ ョン ソン ・テ イラー式 サ クシ ョン トラ ップを 使 っ

て,ト ビイ ロウンカの第4, 5回 成虫期の飛 しょう行動

の 日周 期性を調査 した。 個体数 の多か ったツマ グロヨコ

バ イの飛 しょう行動 について も調べ,比 較 した。

トビイ ロウ ンカ成 虫は第4回 成 虫期 には夜 明け前 後 と

日没前後 に飛 び立 ち,薄 明飛 しょう,二 山型 の 日周期性

を示 した。飛 び立 ち時刻 の明 るさは朝 夕 ともに約1ル ッ

クスか ら200ル ックス の狭 い範囲で あった。第5回 成 虫

期 には主 に低温 による飛 び立 ち行動 の抑制 によって朝 夕

の二山型,夕 方だ けの一山型,昼 間型 の3種 類 の 日周期

性の型がみ られた。飛び立 ち行動の温度閾値は17.0℃

前後であ った。 また11km/hr以 上の風速 も飛び立 ち行

動 を抑制 した。

一般的に飛び立 ち行動 には移動飛 しょう行動の特徴が

み られた。また飛び立 った雌成虫は未交尾であ って,移

動 飛 しょうは性的 未成熟期に起 こるもの と思われ る。

両 成虫期 とも,前 半には雌が多 く,後 半には雌が多 く

飛 び立 つ傾 向であ ったが,全 体では性比は44.1%で 雄

の方 が多か った。

ツマグ ロヨコバイは 日没 後のみ飛 び立 ち,そ の時刻 の

明 るさは0.1か ら20ル ックスの 範 囲であ って,ト ビ

イ ロウ ンカの薄 明飛 しょう型 と比較 して,む しろ夜行型

に近か った。 また12km/hr以 上の風速 も飛び立 ち行動

を抑制 した。
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