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The quantitative and qualitative changes of proteins, free amino acids, and sugar fractions 
in the leaf blade of rice plants infested with the brown planthopper, Nilaparvata lugens (STAL), 
were examined. The amount of protein in the leaf blades showed a steady decrease in pro-

portion with increased disease severity. Its concentrations in the chlorotic and browned leaf 
blades decreased by about 33% and 73% respectively when compared with healthy leaf blades.
On the contrary, a remarkable accumulation of free amino acids was found in the chlorotic leaf 
blades, where the total free amino acid contents increased by about 4.1 times compared to 
that of the healthy leaf blades, and considerable amouts of arginine and amides such as 
asparagine and glutamine appeared. The browned leaf blades still contained about 1.8 times 
more free amino acids than the healthy ones. There was no definite difference in the total 
sugar concentrations between the healthy and chlorotic leaf blades, but the amounts of reduc-
ing sugars such as glucose and fructose which were very few in the former increased markedly 
in the latter. In the browned leaf blades, almost all sugars disappeared. It is reasonable to 
assume that the decrease in the protein level and the accumulation of free amino acids and 
amides in the infested leaf blades were due to disturbanses in protein metabolism as a result 
of the draining of free amino acids and a hormone-like substance to regulate protein synthesis 
in the leaf blade by the sucking of the brown planthopper.

緒 言

古 くか ら イ ネ の大 害 虫 ど して 著 名 な トビイ ロ ウン カ

は,主 と して秋 期,西 南 日本 に多 発 し,水 稲 の葉 鞘 部 に む

らが って寄 生 し下 葉 か ら漸 次褐 変 枯 死 させ,生 息密 度 が

高 い 場 合 に は 全 株 を 急 速 に枯 死 倒 伏 させ,い わ ゆ る坪 枯

れ を 起 す こ とは 周 知 の とお りで あ る。 そ して従 来 か ら ト

ビイ ロ ウ ン カ に よ る この よ う に激 しい害 徴 が,ウ ン カ に

よ って イ ネ体 内 に注 入 され る あ る種 の 有 毒 物質 に 起 因 す

る と も言 わ れ て お り,そ の 可 能 性 を暗 示 す る報 告 もあ る

(三 宅 ・藤原,1954)。 他 の 半 翅 目昆 虫,例 え ば,ア ブ ラ

ム シの1種,Therioaphis maculata (BuGKToN), (DICKSON

ら,1955),タ カ ネ ウ ン カ(NUORTEVA, 1958),キ ジ ラ

ミの1種,Psylla pyricola FOERSTER, (WILLIAMS and 

LINDNER, 1965),お よび ア ワ フ キ ム シの1種,Prosapia 

bicincta (SAY), (BYERS and WELLS, 1966)な ど に よ る寄

主植 物の病 変 もこれ らの昆虫が分泌す る有毒物質がその

原因 と考 え られてい る。 しか しいずれの場合 も,有 毒 な

病原物質 の分離確認 には至 っていない。CARTER (1936)

は上述 のよ うな昆虫に"toxicogenic insect"と い う用語

を与 えているが,寄 主植物の外部病徴か ら直ちに有 毒物

質の関与 を想定す る ことは,現 象を一元 的に とらえす ぎ

てい る と思 われ る。被害植 物の病 変は,昆 虫の寄生 に も

とづ く何 らかの原因 に よる異常代謝の結果なのであ るか

ら,ま ず 被 害 植 物 の 代 謝 の 異 常 を 明 らか に し,次 にそ の

様 な異 常 を も た らす原 因 を 分 析 す る こ とに よ り,い わ ゆ

るtoxicogenic insectsに よ る吸 害 の 本 質 を 明 確 にす る

こ とが 可 能 に な る と考 え られ る。 そ の 点,ヒ メ ヨ コバ イ

類 の 吸 害 を植 物病 理 学 的 立 場 か ら調 査 したGRANOVSKY 

(1930), JOHNSON (1934), HIBBS et al. (1964), LADD 

and RAWLINS (1965),お よ びJAYARAJ (1967, 1969)

らの研 究 は 吸 害 とい う現 象 を よ り具 体 的 に理 解 す る うえ

1  本研究は昭和45年 度文部省科学研究費によった。
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に有益 な知見 を提供 している と言 える。 一方 トビイ ロウ

ンカの吸害 に関す る この方面 の研究 としては,被 害稲 の

主 として炭水化 物成分 の変動 を調 べた三 田(1959)の 報

告が あるのみ で,十 分 に究 明されてはいない。そ こで本

報で は,ト ビイ ロウンカの吸害に より病変 した水稲葉身

中の蛋白質,遊 離ア ミノ酸,お よび可溶性糖の定量 ・定

性的変動 について調べた結 果を述べ ると共に,本 種の寄

生 によ ってその様 な含有成分 の変動が生 じる機構 につい

て も若 干の考察 を試みた。

本 文に入 るに先 だち,ご 指導いただいた名古屋大学農

学 部害虫学教 室の弥冨喜三 教授お よび斎藤哲夫助教授,

な らびに助言 をいただいた同教室の諸兄に感謝の意を表

す る。

材 料 と 方 法

1/5000aの ワグナー ポ ッ トに硫安19を 添加 した埴壌

土3kgを 入れ,葉 令4～5葉 期の稲苗(品 種東山38号)

を1本 づつ移植 し(1969年6月24日),約40日 間温室 内

で栽培 し,そ の後高 さ1m,直 径30cmの プラスチ ック

製円筒型 ケイジで稲株全体をおおい,内 部 に5対 の トビ

イロウンカ長翅型成 虫を放飼(8月6日)し 増殖 させ た。

約1か 月後(9月3日),次 世代成虫が羽化 し始め る頃 に

な ると小分けつ茎は枯死 し,有 効分けつ茎 も新葉 を残 し

他の葉は黄変 または褐変枯死 し,株 全体 の80%以 上 に

病変が認め られ るよ うになった。 この様 な被害様相 を呈

す る水稲3株 の中位以上 の葉か ら,黄 変 が進行 しつつあ

る葉 身 と,す でに褐変枯 死 した葉身を任意 に採取 し分析

試料 とした。 なお正常 な葉身はウン カを接種 しなか った

稲株 か ら採取 した。 採取 した葉身は直 ちに塩化 カルシ ウ

ムを入れ た真空デシケー クー中で脱水 乾燥後,一 定重量

の試料 をまず クロロホル ムで抽出 し色素等 を除 き,次 い

で80%エ タノールで遊離ア ミノ酸お よび糖を抽出 し,

比 色定量お よびペーパー クロマ トグラフ ィーと薄層 クロ

マ トグラフ ィーによる定性分析 に供 した。更 に80%エ

タノールで抽出 した残渣を6N塩 酸で加温 しつつ16時

間加 水分 解 し,遊 離 した ア ミノ酸を比色定量 し蛋 白質含

量 を間接的 に求めた。

ア ミノ酸 お よび 全糖の比色定量は それぞれ ニン ヒ ド

リン ・塩化錫試薬お よび アンス ロン ・硫酸試薬(寒 川,

1970a)を 用いて行ない,還 元糧は ジニ トロサ リチル酸

法(堀 越,1958)で 比色定量 した。糖類 の定性分析 は各

試料 に含 まれ る糖成分 をブタノール:酢 酸:水(4:1:

2)を 展開剤 とす る一次元 ペーパーク ロマ トグラフ ィー

法で分離 し,全 ての糖成分 をアニ リン塩酸塩試薬 で,還

元糖 をアンモニア性 硝酸銀試薬で,そ して果糖 と庶 糖を

レゾルシン ・塩 酸試薬で検出 し同定 した。 遊離ア ミノ酸

組成 の分 析は二 次元 シ リカゲル薄層 クロマ トグラフ ィー

法(寒 川,1970b)で 行 な った。

結 果

葉身部の蛋白質含量は病変の進行 と共に減少 し,黄 変

した葉身では約2/3に,褐 変枯死 した葉身では1/3.6に

減少 していた。逆に遊離 ア ミノ酸含量は黄変 した葉身で

は4.1倍 に増加 してお り,褐 変枯死 した葉 において もな

お1.8倍 の値を示 した(第1図)。 正常な葉身に存在す る

第1図 トビイロウンカの吸害 によ り病変 した水稲葉 身中

の蛋 白質(A),遊 離 ア ミノ酸(B),全 糖(C),お よび還

元糖(D)の 増減(同 乾物重量 の正常 な葉 身中の各成 分

含量 を1と す る)。

遊離 ア ミノ酸 はア ラニン,ア スパ ラギン酸,グ ル タ ミン

酸,バ リン,セ リン ・グ リシ ン,お よび ロイシ ン ・イ ソ

ロイシンであ るが,ア ラニ ンとグル タ ミン酸以外の ア ミ

ノ酸 の濃度 は低 い。一方 黄変 した葉身中には正常な葉身

か ら検 出されなか った アスパ ラギ ン,ア ルギ ニン,お よ

び グル タ ミンが多量に含まれてお り,そ の他の ア ミノ酸

の濃度 も高 くな っていた。褐変枯死 した葉身中の遊離 ア

第1表 正常な水稲葉身および トビイロウンカの吸害によ

り黄化,褐 変した葉身中の遊離アミノ酸組成の比較
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ミノ酸組成 は黄変 した葉身の場合 とほぼ同様 であ った。

(第1表)。

正常 な葉 身中に存在 す る糖の大部分は庶糖で あるが,

黄変 した葉身か らは庶糖 と共 に多量の ブ ドウ糖お よび果

糖が検 出され,同 葉身 中の これ ら還元 糖の濃度は正常な

葉身の場合の約4.5倍 で あった(第1図,第2図)。 褐 変

枯死 した葉身では,糖 はほ とん ど消失 していた。

第2図 正常 な水稲葉 身(A),お よび トビイ ロウンカの吸

害 によ り黄化(B),褐 変(C)し た葉身中に含まれ る可

溶性糖類 のペーパ ーク ロマ トグ ラム(発 色剤:ア ニ リン

塩酸塩試薬)。Rf値0.14-庶 糖,0.20-ブ ドウ糖,

0.24-果 糖

論 議

水稲 の葉身部は 高度 の 蛋白合成 能力を もっ器官で あ

り,他 の器官 に くらべ常 に窒素濃度が高 く,し か も蛋 白

態窒素 の占める割合 が多い とされ てい る(村山,1960)。

しか し トビイ ロウン カの加 害を受け病変 しつつあ る葉身

で は蛋 白質が 減少 し,遊 離 ア ミノ酸が増加 してお り,何

らか の原因で 蛋白代謝 の動的 平衡状態が みだ され,著 る

しく分解的方向 に傾 いている ことが判 明 した(第1図)。

同様 な事実 としてJOHNSON (1934)は ヒメ ヨコバイの1

種,Empoasca fabae (HARRIS),の 吸害 によってアルフ

ァルフ ァの葉中の全窒素含量は低下 し,可 溶性窒素含量

が増加 す ることを認めてい る。 しか しRICOU and DU-

VAL (1969)は ヨコバ イ類の加害を受けた牧草の窒素含量

の変動 に明確 な傾 向を見 い出せ なか った。 トビイロウン

カの寄生 による水稲 葉身中の蛋白質含量低下 の一因 とし

て,ウ ンカが吸汁時稲体か ら蛋 白合成 の組材 とな る遊離

ア ミノ酸 を相 当量奪取 する事実(寒 川,1970a,b)を 無

視す ることはで きない。 なぜ な らば一般 に植物組織 にお

け る蛋白質濃度は可溶性窒素化合物,主 にア ミノ酸,の

濃度 と相関関係を もつ ことが観察 され てい るか らで ある

(折谷 ・葭田,1969)。 特に トビイロウンカの場合 は,ア

ミノ酸 の活発 な合成器 官であ る根 部(吉 田 ・宮松,1968)

とそれ を必要 とす る葉身部 との中継部位 であ る葉鞘部に

集 中寄生 し(三 宅 ・藤原,1962),し か も専 ら維 管束か ら

汁液を摂取す るので(寒 川,1970b),他 の ウンカ ・ヨコ

バイ類 の場合 よ りも葉 身部へ のア ミノ酸供給量 を減少 さ

せ る程度が 大 きい と 考 え られ る。 また寄生 虫数が 少 な

く,褐 変枯死 とい う吸害の特徴的害徴が現われ ない場合

で も,生 育相全体をみれば,草 高,分 けつの減少等の被

害 が認め られ る(末 永,1959;IRRI,1966)。

このよ うな被 害 も,例 えば水 稲の分 けつ活性が稲体中

の窒素含量 によ り左右 され る こと(田中,1957)を 考 えれ

ば,や は り トビイ ロウンカによる稲体 か らの遊離 ア ミノ

酸の奪取 による 結果 と考 え られ る。 一例 として 高橋 ら

(1951)の デー タを もとに各生育期の水稲の遊離 ア ミ ノ

酸含量を求め,1頭 の トビイロウンカ雌成虫が1目 に約

12μgの 遊離 ア ミノ酸を甘露 と共 に排出 してい ること(寒

川,1970b)か ら,実 際の遊離 ア ミノ酸摂取量が少な く

ともその値以上であ ると考 えた場合,生 育初 期の水稲で

は茎1本 当た り10頭 前後,後 期では20頭 前後 の ウン

カが寄生 すれ ば1日 で茎中の遊離ア ミノ酸 プールが大 略

枯渇す る ことになるはず である。 この様 な事実 を更 に詳

細 に調査す る ことによ り,本 種 の被害解析上有益 な基礎

資料を得 ることがで きると思 う。

しか し トビイロウンカの吸害が単 に稲体か ら遊離 ア ミ

ノ酸を奪取 す ることのみで発現す るのであれば,そ の病

徴 は窒素欠乏にな った水稲 葉,ま たは老化 葉の場合 と同

様 のはず である。一般 に窒 素欠乏にな り黄化 した葉では

蛋 白態窒素含量 と共 に,ア ミノ態窒素含量 も同様 に減少

し,蛋 白代謝 の強 さは減退す るが,そ の代謝の動的平衡

状態は依然 として保 たれ てお り(藤原,1956),蛋 白質が

分解的状態を呈 し,遊 離 ア ミノ酸が集積す る トビイロウ

ンカによる被害葉は窒素欠乏の場合 とは明 らか に異な る

現 象面を もってい る。 また老化 した葉で も蛋 白質の著 る

しい分解が生 じてい るが,そ の結果生 じた ア ミノ酸は他

の伸長 の旺盛な部位へ転流 してい くため,蛋 白態窒素は

もちろんア ミノ態窒素の含量 も低下 してい る(木 内 ・渡

辺,1969)。 しか しなが ら切断 に よ り根 部 との連絡を断 た

れ た水稲 の葉部 では蛋白質の急激 な分解 と共 に遊離ア ミ

ノ酸 およびアマイ ドであるアスパ ラギン とグル タ ミンの

顕著 な蓄積が生 じる ことが 知 られ ている(折 谷 ・葭 田,
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1969)。 切断 された葉 身中での この様 な現 象は トビイロ

ウ ンカの加 害に よ り病変 した葉身に認め られ る現象 と類

似 した傾向を示 してお り,そ の原 因に共通性があ るとも

考 え られ る。その一つ として根部で合成 され葉身部の蛋

白代謝を制御す るサ イ トカイニン様 ホル モン物質(葭 田

ら,1970)の 供給阻害 を想定す る ことがで きる。即 ち,

葉鞘部 に集 中寄生 し維管束か らさかん に吸汁す る トビイ

ロウンカが根部か ら送 られ て くる上記 の ごときホルモ ン

様物質 を汁液 と共 に吸 汁摂取 し,葉 身部へ の移行 を妨げ

る結 果,摘 採葉 と同様 な影 響がその葉身部に現 われ るも

の と考 え られ る。 この点を明 らかにす るためには トビイ

ロウンカの甘露中 に同様な ホル モン様物質が存在す るか

否かを確めてみ る必要が ある。半翅 目昆 虫が 吸汁 によ り

寄主植物か らホル モンを奪 い病変 をもたらす別 の事例が

MAXWELL and PAINTER (1962a,b)に よ って報告 され

ている。 また同様 な観 点か らみて,植 物ホルモンの処 理

によ り ある種の 半翅 目害 虫の 吸害 を軽減でき ると い う

FISHER et al. (1946)お よびALLEN (1947)の 研 究結果

は非常 に示 唆に富んでいる。

正 常な水稲の葉身中には可溶性糖類 として,庶 糖,ブ

ドウ糖,お よび果糖が存在 し,そ の内非還元糖で ある庶

糖の占め る割合は圧倒的に多 く,ま た単糖か ら庶糖への

高 い合成能を有 してい る(村山 ら,1955)。 しか し トビイ

ロウンカの寄生に よ り被害 を受けた葉 身部で は還元糖 で

あ るブ ドウ糖 と果糖の含量が著 るしく増加 してお り(第

1,2図),糖 代謝の面 にも明 らか な変調が うかが える。

同様 な事実 としてGRANOVSKY (1930), JOHNSON (1934),

お よびFERNANDO (1959)は ヒメヨコバイ類の加 害を受

けた寄主植 物の葉部 において還元糖が 増加 する ことを見

い出 してい る。 また内藤(1970)は 葉柄部に ミ ドリヒメ

ヨコバ イの加 害を うけた ラジノクローバで同化産物の移

行 阻害 が生 じてい ることを明 らかに してい る。維管束の

篩 管部か らも吸汁 し,多 量の糖を排泄す る トビイロウン

カも(寒川,1970b)同 様な影響を イネに与 えてい る可能

性があ る。地上部か ら根部への 同化産物の移行 阻害 は必

然的 に根部 におけ る生理活性の低下 を招来す る ことが考

えられ るが,そ の一例 としTALIAFERRO et al. (1967)

はア ワフキムシの1種,Prosapia bicincta (SAY)に 加 害

され た牧草 は地 上部のみな らず,根 部の生長 を も著 るし

く阻害 され ている ことを示 した。 また三 田(1959)も ト

ビイ ロウンカによる水稲 の根 部障害 の発生 を示す事 実 と

して,地 上部の鉄含量 の増加 お よび再 生芽が生 じない こ

とを指摘 してい る。

以上 トビイロウン カの吸害のため病変 した水稲葉身中

の含有 成分の変動面か ら,本 種の吸害 につい て考察 を試

みた。水稲の正常 な生育 は機能的 に分業化 した葉 身部 と

根部 との有機的つ なが りなくしては考 えられ ないが,本

種が他種の ウンカ・ヨコバイ と異 な り,葉身部 と根部 との

中継部位 である葉鞘 部に集 中寄生 し,維 管 束内を上下移

動す る各種 必須成分 を吸汁によ り奪取 する ことは,稲 体

か ら単 に栄 養成分 を奪 い生 育を抑 制す るに とどま らず,

寄生 虫数 が多い場合には葉身部 と根部 との有 機的な連け

いを断 ち,両 者に急性的な致死的影響を与え ることも可

能 と考 え られ,本 種の寄生吸汁 による激 しい害徴の原因

を この様な本種の吸汁習性 に求め る ことがで きるよ うに

思われ る。半翅 目昆 虫の吸害 を植物 の病態生理生化学 の

面か ら更 に深 く研究 を進 める ことによ り,従 来 か らこれ

ら昆 虫が 吸汁時分 泌す る有毒成分 の浸透的効 果の結 果 と

み なされ てい る各種の植 物病の中には,そ の様な仮説に

よ らず とも,そ の原 因を説明で きる場合が多々出て くる

と思 われ る。

摘 要

トビイロウンカの吸害 によ り病変 した水稲葉 身部 の蛋

白質,遊 離 ア ミノ酸,お よび糖 の定量定性的変動 を明 ら

かに し,そ の原因 を考察 した。

分折の結果,ト ビイ ロウンカの吸害 によ り黄変 しつ つ

ある葉 身部で は蛋 白質が減少 し,遊 離 ア ミノ酸 とアマイ

ドが著 るしく集積 してお り,蛋 白代 謝の動的定常状態 が

みだ され,分 解的方 向に傾 いている ことが明 らかにな っ

た。そ の原 因 として,ト ビイ ロウン カが葉鞘部に集 中寄

生 し維管束 か ら吸汁す る際に,根 部で合成 され葉身部へ

補給 され るア ミノ酸類や蛋白代謝を制御す るホルモン様

物質 を,汁 液 と共に奪取す るためであ ると考 え られた。

また黄 変 した葉身部か らは還元糖で あるブ ドウ糖 と果糖

も多量 に検出された。
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