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In the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps, flight ability of adults in relation to the 

number of days that elapsed after their emergence (Expt. I), the influence of maternal age (Expt. 

II), and of rearing density (Expt. III) upon flight activity of adults were studied by tethered flight 

experiments. The insects used in Expt. I had been reared at 25•Ž, under 24hr illumination, 

while those in Expts. II and III, were reared at 30•Ž, under 16hr illumination. The tethered 

flight experiment was conducted at a temperature of 30•Ž with a headwind of 1-2m/sec.

 From the 2nd day after emergence in the case of the female and 4th day in the male, the adults 

began to fly, and on about the 8th day, which was 1 or 2 days before oviposition (the mean 

pre-oviposition period was 9.7 days), the flight duration and percentage of adults which flew 

attained their maxima. Differences between •gfly•h and •gnon-fly•h adults in their flight activity 

and in the physiological characteristics were compared with each other among the progeny 

derived from different ages of famale adults: 1st to 3rd (young mother), 6th to 8th (middle-

aged mother) and later than 11th (old mother) day after the beginning of oviposition. In the 

offspring derived from young mothers, the •gfly•h adults had inferior physiological characteristics, 

e.g. shorter life span of adult, longer preoviposition period, and lesser number of eggs 

deposited, compared with those of the •gnon-fly,•h but these relationships were reversed for 

offspring from old mothers. These facts suggested that there existed a tendency of specialization 

of migrants and residents among offsprings produced from young mothers, and that only vigorous 

individuals are able to fly among those from old mothers. Flight activity was compared between 

adults which had been reared as nymphs at a high population density (5 larvae/tube) and isolated. 

The former had high flight activity and inferior physiological characteristics compared with the 

latter. This suggested that the high larval population density urges the specialization of migrants 

and residents. In this respect, population density during adulthood was ineffective.

は じ め に

一般 に 昆 虫 の 移動 は 繁 殖 場 所 間 の 一 定 の 方 向 を持 っ た

大 規 模 な移 動(migration)と,生 息 場 所 内 を摂 食 や 産 卵

の ため に移 動 す る小 規 模 な 移動(dispersal)に 区 別 され

る(JOHNSON, 1969)。 前者 の よ うな 移 動 が 認 め られ る

有 名 な もの に サバ ク トビバ ッタSchistocerca gregariaや

Monarch Butterfly, Danaus plexippusな どが あ る(JOHN-

SON, 1969)。 後者の移動 はほ とん どの昆 虫に一般的 に見

られ る。 いずれ の場合 に も飛 しょうは重要な役割を果た

してお り,と くに一年生 の植 物を寄主 とす る多化性の昆

虫 にお いては,そ の生 活環 を一年を通 じて完結 させ るた

め に移動が繁殖 とともに種 の維持 に とって基 本的 に重要

な機能 を果 た している(SOUTHWOOD, 1962)。

この移動 と繁殖の機能が主 に同 じ個体 でなされ る場合

もあるが,し ば しば移動 と繁殖 の機能 の分業(KENNEDY,
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1961)が なされ ることがあ る。た とえば アブラムシや ウ

ン カにおいて有翅 型または長翅 型 と,無 翅型 または短翅

型 とい う形態 的分化を しめ し,前 者は移動の,後 者は繁

殖 の機能を果た してい ることは衆知の事実で ある。

一方,ウ ン カやア ブラムシの ように明確な不連続的 な

形態的 差異は示 さないが,同 じよ うな生態的多型 を示す

種類 もあ る。UVAROV (1921)に よって相変異 とよばれ た

トビバ ッタの群居相(gregaria)と 孤 独相(solitaria),

あるいは ヨツモンマメゾウムシにみ られ る飛ぶ型 と飛 ば

ない型(内 田,1954)は これ にあたる。

バ ッタの場合 には両者 の変異が 連続的 であ ることか ら

前記の ウンカや アブラムシのよ うな不 連続 な多型 とは異

なるもので ある とい う主張が なされ ている(巌,1967)。

しか し最近,SHAW (1970)は ア ブラムシの有翅虫の 中で

も産子後 に飛ぶ型(flyer)と 全 く飛 ばない型(non-flyer),

また無翅 虫の中に も典 型的 な無翅虫か ら翅型以外の点で

は有翅 虫に近い個体 まで みられ,生 理 的及び翅型を除 く

内部形態についていえば,有 翅虫 と無翅虫の間の変異 も

連続的 であ ることを示 した。また トビイロウンカにつ い

て もアブラムシ と同様な変異の連続性が見いだ され てい

る(森 ・桐谷,投 稿中)。

ここにあげた移動の機能 を果す型(移 動型)と 繁殖 の

機能を果す型(定 住型)の 分化 にはいずれ も生息密度が

これ らの多型の出現比率の決定 に大 きな役割 を果 た して

い る。

他方,JOHNSON (1967)は 昆 虫の移動 はその時 の環境

の悪化(例 えば成 虫期 の高密度)に 対す る直 接の適応 反

応 としてお こる行動 とい うよ り,む しろ不 安定な生 息場

所(例 えば一年生植物)に 住 むすべての昆虫が生 まれつ

きも っている生活 の リズ ムの ような もので 目立たないな

が らもつね に昆虫は移動 してい るのだ と考 えてい る。

ここに扱 ったツマ グロヨコバイNephotettix cincticeps

の ように一年生のイ ネを食草 と し,密 度依存的 な生態的

多型 もみ られない昆虫ではJOHNSON (1967)の 主張す る

ように移動は個体の生来の性質で ある可能性が強 い。そ

れで固定式飛行法(tethered flight)を用いて ツマグロ ヨ

コバ イ成虫の飛 しょう能力 と羽化後の経過 日数,親 の 日

齢,お よび飼育密度 との関係,ま た飛 しょう能 力 と他 の

生理的 な性質 との関係 を調べ る ことによ り本種 の成 虫に

飛 しょう能力の変異が あるか どうか,ま たある とすれ ば

それ を左右 している要因は何か について検討 した。

なお本文 に入 るに先立 ちいろいろ御指 導 と助言 を して

いただいた高 知大学農学部教授小 島圭三博 士,高 知県農

林技術研究所川原幸 夫,笹 波 隆文,中 筋房 夫,山 中久明,

松崎 征美の諸氏 に厚 く感謝す る。

材 料 と 方 法

この実験では飛 しょう能 力を羽化後 の経過 日数(実 験

I),親 の 日齢(実 験II),飼 育 密度(実 験III)と の関係

で調べた。

供試虫:実 験 に使用 したツマグ ロヨコバイは波川系統

と南国系統で,こ れ らはおのおの高 知県吾川郡伊野町波

川 の高 知県農林 技術研 究所の圃場 と,高 知県南国市で採

集 され,共 に25℃, 80%RH, 24時 間照明下で1ヶ ー

ジ 〔30cm(奥 行 き)×50cm(幅)×35cm(高 さ)〕当 り平

均1,500個 の卵 密度で少な くとも十数世代集合飼育 され

ていた ものであ る(集 合飼育ス トック)。

飼 育法:集 合飼育ス トックか らの5齢 幼虫 を1頭 ずつ

上 部を ナイロンゴースでおおい,底 部は餌お よび産卵場

所 としての イネの芽出 し苗 をは さんだ ポ リウ レタンで閉

じた3cm(径)×22cmの ガラス シ リンダーに移 して個体

飼育 した。羽化成 虫は実験III-c(成 虫期 の密度 の影響 を

調べ る実験)以 外ではすべ て雌雄一対 に し,同 一 の容器

で飼育 した。餌料 は毎 日交換 し,成 虫の羽化後 は産卵 の

有無 を調べ た。

この子世代 を実験 に使用す る場合 は産卵 された卵 を,

0.8cm(径)×4.5cmの ガ ラス管 に 水 に 湿 したろ紙 と共

に入れ,ろ 紙が乾燥 しない ように保 ってふ化 させた。ふ

化幼 虫は1日 以 内に2.5cm(径)×7.5cmの ガ ラス管 に

1頭,ま たは5頭 ずつ移 した。 このガ ラス管の底には水

を湿 らした綿を敷 き,餌 として発芽後約1cmに 伸びた

イネの芽出 し苗を2本 ずつ入れ,上 部は ナイ ロンゴース

で閉 じた。 芽出 し苗は1週 間 に2回 交換 し,幼 虫の 脱

皮,生 死は毎 日調査 した。羽化成 虫は親世代成 虫 と同 じ

方法で飼育 した。

個 々の実験の詳細 につ いては以下 の通 りで ある。

実験I:こ の試験 は羽化後 の経過 日数 と飛 しょう能 力

の関係 を調べ るために行 な った。

実験 には波川 系統 を用 い,飼 育 はすべて25℃, 80%

RH, 24時 間照 明下で行 な った。

実験II:こ の実験 は雌 の産卵 開始後 の 日数(産 卵 開始

後1-3日,6-8日,11日 目以後)と それ ぞれ の卵 に由来

す る子世代成 虫の飛 しょう能力の関係 を調べるために行

な った。

実験 には南国系統を用い,飼 育は以下の実験IIIととも

にすべて30℃, 70%RH, 16時 間照明下で行 な った。

実験III-a～c:こ れ らの実験は飼育密度 と飛 しょう

能力の関係 を調べ るために行な った。
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III-a:こ の実験は中老齢期幼虫の飼育密度の影響 を

調べ るために行 な った。実験には南国系統 を用い,集 合

飼育ス トックか らえた2～3齢 幼虫を,単 独区(1頭/チ

ューブ)と,集 合区(5頭/チ ューブ)に分 け,羽 化成虫

は同 じ飼育密度 か ら得 た雌雄成虫を対に して飼育 した。

III-b:こ の実 験は全幼 虫期間を通 じての飼育密度の

影響 を調べ るために行 な った

実 験には南 国系統 を用い,雌 が産卵開始後1-3日 に生

まれた卵 か らふ化 した幼虫を,III-aと 同様に単独区 と

集合 区に分 け,羽 化成虫は同 じ飼 育密度か ら得 た雌雄成

虫を対 に して飼育 した。

III-c:こ の実験 は成虫期の飼育密度 の影響を調べ る

ために行 な った。実 験I(波 川系統)の 雌が産 卵開始後

8日 目までに 産卵 した 卵 に 由来 する子世 代を 単独飼育

し,成 虫が羽化後1頭 ず つ単独で飼育 する もの と,雌 雄

一対で飼育す るもの とに分 けた
。

飛 しょう実験:飛 しょう行動,飛 しょう時 間の測定 に

は固定式飛 しょう法(tethered flight)を 採用 した。 こ

の方法はRYGG(1966)がfrit flyに 用 いたの とほぼ同 じ

方法で ある。実験はすべ て30℃, 70%RH,の 恒温 室

内で行 なった。方法 は第1図 のよ うに約5cmの 魚 つ り

用 のテグスの片端 に検定 虫の前胸 背板 を速乾 性接着剤 で

固定 し,テ グス の他 の端は ウ レタンにはさみ,針 金 で作

った固定台に固定 した。上方約10cmよ り20Wの 螢光

燈で 照明 し,前 方約1.5mよ り扇風機で1～2m/sec

の風を送 りなが ら連続 して45分 間観察 し,そ の時間 中

の飛 しょう行 動時間の合 計を飛 しょう時間 と した。飛 し

ょう虫率は飛 しょう検定個体中で少 しで も飛 しょう行動

を した ものの割合 をい う。

検 定に使 用 した虫は検定後ていねいにテ グスか ら離 し

第1図 ツマグ ロヨコパ イの固定式飛 しょう法

(tethered flight)に よる実験装置 。

その後 も継続飼育 した。

実験Iで は同一個体 について1回 のみ(雌 雄 とも羽化

後1日-羽 化 当日,2日,4日,6日,8日,10日,12

日目,そ の後雌では18日 目,雄 では14日 目の個体)

飛 しょう実験 を行ない,飛 しょう行動 を調べた。

実験II, IIIでは同一個体 につ いて羽化後3日 目,6日

目,9日 目の3回 飛 しょう実験を行ない,そ の3回 の飛

しょう時間を算術平均 した値 をもってその個体の飛 しょ

う時間 とした。ただ し,羽 化後3日 目まで に死亡 した個

体は実験対象 よ り除 き,羽 化後4日 目か ら9日 目までに

死亡 した個体では1回(3日 目)ま たは2回(3日 目と

6日 目)の 飛 しょう時間を算術平均 した値を もってその

個体 の飛 しょう時間 とした。

これ らの実験 で飛 しょう時 間(t秒)は 個体変異が大

きか ったため,統 計操作 の便 を計 るため個体 ごとにlog

(t+1)に 変換 した後 平均 した ものをグループ間の比較

に使用 した。

結 果

1.羽 化後 の経過 日数 と飛 しょう能 力

25℃ 全 日照 明下 で飼育 され ていたツマグ ロヨコバイ

が羽化後 日齢 を経 るに従 い飛 しょう能 力が どのよ うに移

り変わ るかについて調 べた(実 験1)。

第2図 に雌雄の飛 しょう時間,飛 しょう虫率 と羽化後

の経過 日数 との関係 を示 した。雌雄 とも羽化 当 日は飛 し

ょう行動 を示 さず雌で は2日 目,雄 では4日 目よ り飛 し

ょうを始め,雌 雄 ともほぼ8日 目に飛 しょう時間,飛 し

ょう虫率の ピークに達 し,以 後 ほぼ一定の値 を保つ。雄

では14日 目に飛 しょう虫率が100%に な ってい るが実

験個体数が少なか った(2頭)た め信頼性に乏 しい。な

お この結果は,RYGG (1966)がfrit flyで 行な った結

果 とよく似てい る。

雌 の産卵 前期間は この実験で飛 しょうした個体 の平均

が9.7日 であ った。 したが って産卵 開始 の少 しまえに飛

しょう行動 が ピー クに達 した ことになる。

2. 親の 日齢が 子世 代成虫の飛 しょう能 力に及 ぼす影

響

ツマグ ロヨコバイの親の 日齢 が子世代 のいろいろな形

質 に影響 を及 ぼす ことはKIRITANI (1969), MURAI and 

KIRITANI (1970), ICHIKAWA and KIRITANI(投 稿 中)に よ

って研究 され ているが,こ こで は親の 日齢が子世代成 虫

の飛 しょう能 力に及 ぼす影響 について調べ た(実 験II)。

ツマグ ロヨコバ イの雌成虫は連続的 に13～14卵 よ り

な る卵塊で産卵す るが,産 卵数の経時的変化 をみてみ る
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第2図 羽化後の経過 日数(横 軸)と 飛 し ょう虫率(点 線)お よび飛 し ょう時間

(実線)の 関係。飛 し ょう時間 はlog(t+1)秒 で示 した。

とほぼ3～4日 の周期 をもち,各 々の産卵周期 中の産 卵

は,ミ ナ ミアオ カメムシNezara viridulaな どに見 られ

る各々の 大卵塊 に 相 当す ると考 え られ る(MURAI and 

KIRITANI, 1970)。 しか も 一つの周 期内の総産卵数 は こ

の虫の卵巣小管 の数(22本)と ほぼ一致す る(ICHIKAWA 

and KIRITANI(投 稿 中)。 しか し,こ こでは この産卵周

期 との関係 を無視 し,雌 成 虫が産卵 開始 後1-3日(若

齢の親に 由来する子),6-8日(中 齢の 親に 由来す る

子),11日 目以後(老 齢の親に由来す る子)に 生 まれた

卵 を とりそれ ぞれ の卵 に由来 する子世 代成虫の飛 しょう

行動 を比較 した。

第3図 は親の産 卵開始後の 日数(親 の 日齢)と その期

第3図 親の産 卵開始 後の 日数(日 令)と 子

世 代成虫の飛 しょう時間(log(t+1)秒),

お よび飛 し ょう虫率 との関係。

第1表 羽化後の日数 と飛 しょ能力(同 一個体を連続 して使用)

-:飛 し ょう実験せず,D:死 亡



ツマグロヨコバ イの飛 し ょう能力 83

間に産卵 された 卵に 由来す る 子世代成虫の 飛 しょう時

間,飛 しょう虫率 との関係 を示 した ものであ る。雌雄で

飛 しょう時 間,飛 しょう虫率に大 きな違いはなか ったの

で両 者を こみに して示 した。

飛 しょう時 間は親の 日齢に よ りそれほ ど大 きな差はな

か ったが,飛 しょう虫率は中齢の親に由来す る子が最 も

高 く次いで若齢の親に由来す る子,老 齢の親に 由来す る

子は一番低か った。

ところで ツマグ ロヨコバイの飛 しょう能力を評価す る

場合,単 に飛 しょう時 間の長 短についてのみ比較す るの

でな く,あ る個体 が飛 ぶか飛ばないか とい うことについ

ても注 目してみる必要 があ る。第1表 は以前,予 備実験

としてツグ ロヨコバイ雌成 虫の同一個体を使 った連 日,

及 び隔 日飛 しょう実験 の結 果を示 した ものであ る。飼育

器具,飛 しょう実験 の方法 は本 実験 と同 じ(飛 しょう実

験 の観察時 間のみ異 る)で あ り,使 用 した ツマグロヨコ

バイは波川 系統 の越冬世 代5齢 幼虫を 野外で 採集 し,

25℃, 80% RH, 24時 間照明で飼育,羽 化後 は雌雄一

対で同条件の下で飼育 され ていた もので ある。

この表で も明 らかな よ うに採用 した実験条件下では ツ

マグロヨコバ イには飛ぶ個体 と飛ば ない個体 とが あ り,

それは2・3回 の飛 しょう実験で ほぼ判断で きる ことが

推測 され る。そ こで この飛ぶか飛 ばないか とい うことに

注 目 して親の 日齢 と子世代成 虫の飛 しょう能 力 との関係

を調べてみた。

この実験で飛 しょう行動は原則 と して3回(羽 化後3

日目,6日 目,9日 目)測 定 したが,実 験 中死亡す る個

体があ って3回 とも飛 しょう実験 をす る ことが きた個体

は全体の31%し か なか った。そ こで最初 の2回,す な

わち羽化後3日 目 と6日 目の実験結 果(全 体 の58%の

個体)に 注 目 し,(i)2回 の飛 しょう実験 とも飛 しょう

した もの,(ii)2回 の うち1回 しか飛 しょうしなか った

もの,(iii)2回 とも飛 しょうしなか ったものの3っ に分

け,こ の(i)-飛 んだ個体 と,(iii)-飛 ばなか った個体

第4図 飛んだ個体 と飛ばなか った個体の生理,形 態的差異 と親 の日齢 との関係 。A～Cは ♂,D～Iは ♀,
-●-は2回 とも飛んだ個体,… ○ …は2回 と も飛 ばなか った個体 。A:幼 虫期 間(日),B:成 虫寿命(日),

C:後 翅幅/脛 節長,D:幼 虫期間(日),E:成 虫寿命(日),F:後 翅幅/脛 節長,G:産 卵前期間(日),

H:総 産 卵数,I:日 当 り産 卵数。
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についていろいろな生理的性質 と形態 の違いを親の 日齢

グループ別 に比較 した。 すなわち雌 雄 とも幼虫期間,成

虫寿 命,後 翅幅/後 脚 脛節長(跳 躍力 と飛 しょう力の 相

対指数)を,さ らに雌 については産卵前期間,総 産卵数,

日当 り産卵数 を も比較 した(第4図)。2回 の飛 しょう

実験の うち1回 しか飛 しょう しなか った もの(ii)に つ い

ては,ほ ぼ中間的な値を示 したので省略 した。

若齢の親に由来す る子世代についてみ ると,飛 んだ個

体は飛ばなか った個体に比べ生理的条件が劣 って いる。

すなわち成虫寿命が短 く,総 産卵数 と日当 り産卵数は少

い。 ところが老齢の親に由来す る子世代では逆 に飛んだ

個体は飛ばなか った個体に比べ幼虫期間が短か く,成 虫

寿 命は長 くかつ総産卵数 も多 く,生 理的条件が よくなっ

てい る。 これ らの ことは親の 日齢が進む に従 って飛んだ

個体 と飛ばなか った個体の間で飛 しょう能力 と生理的条

件 との関係 が逆転 してい ることを示 してい る。一方後翅

幅/後 脚脛節長は,雄 では 常に 飛んだ個体は 飛ば なか

った個体 よ りその値が大 きく,し か も飛んだ個体では若

齢の親か らの子世代のほ うが よ り飛 しょうに適 した形質

を もっている。 しか し,雌 成虫については雄の よ うな関

られ なか った。 しか し,雌 成虫では飛んだ個体 も飛ばな

係 は 見か った個体 も後 翅幅/後 脚脛節長が 小 さい 個体

(翅が小 さい個体)は 総産卵数が多 く,逆 に大 きい個体

は総産卵数 が少い とい う対応関係 がみ られ ることは注 目

され る(第4図)。

これ らの結 果 よ り,若 齢の親か らの子世代は飛ばない

が産卵数が 多い とい う定住 型 と,飛 ぶが産卵数 が少い と

い う移動型へ の分化 の傾 向が見 られ るの対 し,老 齢の親

か らの子世代 はVigourの 強 いものが飛 び,Vigourの

弱 いものが飛 ばない とい う単 なる生理的 な違 いに よるも

のと考 え られ る。

3. 飼育密度が飛 しょう能力に及ぼす影響

幼虫期 または成 虫期 の生息密度が飛 しょう行動 に影 響

を及 ぼすか どうか とい うことは,こ の虫の個体群密度 の

制御機構 におけ る移動 の役割を評価す る上 で興味がある

ことであ る。

そ こで(i)幼 虫期の初期(2～3齢)ま で集 合飼育,

以後成虫の羽化までは単独,ま たは5頭 の集合で飼育 し

成虫期は雌雄一対で飼育 した場合(実 験III-a), (ii)ふ

化後1日 以内 よ り羽化 まで単独,ま たは5頭 ずつ の集合

で飼育 し,成 虫期 は雌雄一対で飼育 した場合(実 験III-

b), (iii)幼 虫期は単独飼育,成 虫期 に雌 または雄 一頭

ずつ(単 独)と,雌 雄 一対(集 合)で 飼育 した場合(実

験III-c)の3通 りについて成 虫の飛 は う時間 と飛 しょ

う虫率 を比較 した(第5図)。 第3図 と同様雌雄 は こみ

に して示 した。幼 虫の若齢期 は集合で 中,老 齢期 を単独

または集合で飼育 した場合 は,飛 しょう時間 は密度 によ

る違いは ほ とん ど見 られず,飛 しょう虫率 は集合 区で高

くな った(第5図A)。 次 に,幼 虫期 のみ を単独,ま た

は集合で飼育 した場合 には,飛 しょう時間 も飛 しょう虫

率 も集合飼育 区で高 くな った(第5図B)。 成 虫期 の 単

独,ま たは集合の影響 につ いては ほ とん ど差がみ られ な

か った(第5図C)。

この ことか らツマグ ロヨコバイの飛 しょう行動 に及 ぼす

密度の影響は,幼 虫期 の密度 の影響が強 く現われ成 虫期

の密度の影響は あま りないもの と思 われ る。 ただ この実

験では成虫期の集合区は雌雄一対の もので,同 じ性 に属

す る個体 を使用 していないため,成 虫期 の密度が飛 しょ

うに及ぼす影響 につ いてはなお問題が ある。

前節でみた よ うに若齢 の親 に由来 した子世代で は,飛

ぶ個体は飛ばない個体 と比較 して幼 虫期間 はあま り差が

なか ったが,産 卵前期 間は短 く,成 虫寿 命も短 く,総 産

第5図 飼育密度 と飛 し ょう時間(log(t+1)秒)お よび飛 しょう虫率 との関係 。

(A):本 文実験III-a, (B):実 験III-b, (C):実 験III-c。
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第2表 幼虫期の飼育密度が発育期間,成 虫の寿命,産 卵数ならびに

飛しょう能力に及ぼす影響(実 験III)

卵数は少 ない ことがみ られ た(第4図)。 そ こで若齢の

親に 由来 した子世代で実験 を行 なったIII-bに ついて幼

虫期の飼育密度が幼 虫期,な らびに成 虫期の これ らの形

質 に及ぼす影響 をみ た(第2表)。 なお 飛 しょう時 間は

一 たん幾何平均 したものを再 び秒 に直 して示 した
。

第2表 よ り集合飼育 は飛 しょう時 間,飛 しょう虫率を

高めたが,他 方で は幼 虫期 間は長 く,成 虫寿 命は短 く産

卵前期 間は短 くな り,総 産卵数 は単独飼 育の約25%に

減少 してお り,生 育 中の密度 は飛 ぶ個 体 と飛ばない個体

の生理的形質 の分化 を促進す るもの と思われ る。

考 察

昆虫の成 虫期の移動,た とえば越冬場所な どへの移動

はふつ う産 卵前期中のTeneral flightに よって多 くの場

合特徴 づけ られてい る(JOHNSON, 1969)。 ツマグロ ヨコ

バ イの飛 しょう行動の ピー クは羽化後8日 目頃で産卵開

始期の少 し前にあた るが,そ れの前後で飛 しょう行動 に

それほ ど大 きな差がみ られない ことか らみて特別 に長距

離移動 の 飛 しょうに 特 化 した ものでは ない と 考 え られ

る。

SHAW (JOHNSON, 1969, p. 215)は マ メアブ ラAphis 

fabaeで有翅型は高密度で飼育 した ときに出現す る こと,

若い親か らの有翅虫 には産子後飛ぶ個体(flyer)や 全 く

飛ばない個体(non-flyer)の 出現率が高 く,中 齢 の親か

らの有翅型 の多くは産仔前 に飛ぶ移動型(migrant)で あ

り,親 が老齢 になるに従 い,子 の有翅型 にnon-flyerの

割合が増す ことを見た。 ツマグ ロヨコバイで もこれ とほ

ぼ 同 じよ うに中齢 の親 に由来す る子 で飛 ぶ個体 の割合 が

最 も高 く,親 が老齢 になる と飛 ばない個体 の割合 が多 く

なる ことが わか った。 また親の 日齢 と子世代成虫の飛 し

ょう能 力 との関係 を,飛 ぶか,飛 ばないか とい うことか

ら分析 した結 果,ツ マグ ロヨコバイで若齢の親に由来 し

た子世代 成虫に移動 型 と定住 型の分化の傾向がみ られ る

こと,逆 に老齢の親か らの子世代成虫では飛 しょうは単

に よ りVigourの 高い ものに よって お こなわれ る ことが

推察 された(第4図)。 この ことの生態学的意義 につい

ては今後に残 された問題で あるが 自然 では親世代 の成 虫

が老齢期 まで生存す る ことが少 なく,し たが って自然淘

汰 は主 と して親が若齢期間 中に生ん だ子世代成 虫に働 く

もの と思われ る。淘汰 はおそ らく画 一的 な移動個体 を産

出す るのではな く,む しろ定住的 な繁殖型 と移住的 な移

動 型の分化 を促進す る方向に働いてい るのではなか ろう

か。

久野(1968)やKIRITANI et al. (1970)は ツマグロヨコ

バイの個 体群密度の変動が密度依存 的過程を通 して調節

されてい る可能性を示 した。特にKIRITANI et al. (1970)

は成虫期に密度依存的な調節機構(成 虫の産卵数の低下

と移動 ・分散)が 強 く働 くことを示唆 した。 また記号放

遂法に よる成虫の野外での研究で もツマグロヨコバ イの

移動は密度依存的にお こることが示唆 されて いる(桐 谷

ら,未 発表)。

本実験で幼虫期 を高密度で飼育 された成虫は飛 しょう

能力が高い こと,ま た低密度で飼育 された もの に比べ幼

虫期間の延長,成 虫寿命 の短命化,産 卵数の減少な どの

生理的変化 をともなって いる ことがわか った。

ウンカ,ア ブラムシ,ト ビバ ッタな どでは幼虫期の密

度 によ って 成 虫 の 形態的,機 能的分化が もた らされ る

が,こ れは将来(成 虫期)の 環境条件 の悪化 の近接要因

(Proximate factor) (LACK, 1954)と して生育密度 を感

知す る結果生 じ,成 虫期 の移動が その時 の環境条件 の悪

化 に直接影響 され ない と考 える ことが できる。 したが っ

て繁殖 と移動 の機 能的分化 が形態的分化 にまで至 ってい

ないツマグ ロヨコバイ成 虫において も移動行動 は,必 ず

しもその時(成 虫期)の 環境の悪化 に対 する直 接的 な適

応行動 ではな く,本 質的 には ウン カ ・アブ ラムシな どと

同様 な ことを本 実験の結 果は しめ してい る。

最近,大 久保 ・岸本(1971)に よ り行 なわれた野外調

査結 果 よ りツマグロヨコバ イの飛 しょう行 動の 日周 期性

は夕方だけの山型で,む しろ夜間飛 しょう型に近い と思

われ るとの結果が出 された。一方,本 実験での飛 しょう

実験は,上 方10cmよ り螢光燈で照明 しなが らの明 るい

条件 の下で行 なった。 よ って,よ り正確 なツマグロ ヨコ

バイの移動飛 しょう能 力を知るためには飼育条件 や飛 し

ょう実験 の条件(特 に光 の強 さ)を考 りょに入れ,さ らに
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くわ しい実験が必要 と思われ る。

摘 要

固定飛 しょう法を用いて ツマグロヨコバ イ成虫の飛 し

ょう能力に及ぼす羽化後の経過 日数(実 験I),親 の産

卵開始後の 日齢(実 験II),飼 育密度の影響(実 験III)

を調べた。

実験Iの 飼 育は25℃,24時 間照 明下で,実 験II, IIIの

それ は30℃,16時 間照 明下 で行 ない,飛 しょう実験は30

℃ の恒温室 内で,固 定 したテグスの一端 に試験虫の前

胸背板 を固定 し,上 方よ り螢光燈 で照 明,前 方 よ り扇風

機で1-2m/secの 風を送 りなが ら行な った。

羽化後,雌 では2日 目,雄 で は4日 目よ り飛 しょうを

始め,雌 雄 とも羽化後約8日 目に飛 しょう時間,飛 しょ

う虫率 とも ピークに達 した。 この時期 は産卵 開始 日(平

均9.7日)の 少 し前 であった。

親 の 日齢 の影響 は若齢 の親(産 卵開始後1-3日 目),

中齢 の親(6-8日 目),老 齢 の 親(9日 目以後)に 産

卵 された卵 を とり,そ れ に由来す る子世 代間で飛 しょう

能 力 と生理的諸形質(幼 虫期間,成 虫寿 命,総 産卵数,

日当 り産卵数,後 翅幅/後 脚脛節長)と の関係 を比較 し

た。若齢の親 に 由来す る 子世代で は 飛ぶ個体 は 飛 ばな

い個体 に比べ,生 理的形質の悪化がみ られたが,老 齢の

親 に由来す る子世代で はそ の関係が逆転 していた。 した

が って 若齢の 親 に 申来す る 子世代で定住型 と移動型 の

分化がみ られ るが 老齢の 親 に由来す る 子世代 では 単 に

vigourの 強い個体が よく飛ぶ とい うことが推察 され た。

幼虫期の飼育密度 を変 えた個体間では集合 区(チ ュー

ブ当 り5頭)の 個体が単独区の個体 に比べ飛 しょう能 力

が高か ったのに対 し,生理的諸形質がすべ て劣 っていた。

この ことか ら幼虫期の集合飼育は定住型 と移動型 の分化

を促す もの と思われ る。成 虫期 の飼育密度 の影響 は飼育

密度が低か ったせい もあってはっき りしなか った。
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