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われわれの実験室で累代飼育してきた ツマグロヨコバイの1

系統から体色の黒い個体が現われ,そ の飼育個体群を つくるこ

とができた。ツマグロヨコバイにおいては稀に翅色が 青色を帯

びる個体が見られる(江 崎 ・橋本,1933)し,ま た野外の採集

個体で体色の黒化した個体をみたという情報もあるが,黒 化個

体の飼育個体群がえられたのは 最初のことで あるのでここに簡

単に報告する。

黒化個体の現われた系統は1966年 夏に愛媛県土居町で採集 し

たツマグロヨコバイをその後実験室に おいてイネの幼苗を与え

て累代飼育してきたものである。1967年 夏にこの系統から1頭

の黒色個体が現われ,そ の後さらに10数 頭の黒化個体が出現

し,こ れを正常の個体と交配したところ その子孫に黒色個体が

出現することを知った。その後も黒色個体が 次第に多 く現われ

るようになったので,そ の形質の遺伝様式をしらべるとともに,

黒色個体だけの飼育群の確立をはかった。

黒色個体は第1,3図 に示すように成虫では,体,肢 翅の外

部色彩がすべて黒～黒褐色である。 成虫は羽化直後は淡黄色で

次第に緑色を呈するようになる点は正常個体と全 く同様である。

また,雄 では翅色の緑化とともに前翅(お おい翅)の 先端がまず

黒化して,こ の段階ではやは り正常個体と外観上何等差は みら

れない。しかし羽化後数時間を経過すると緑色が次第に 黒色を

帯びてくる。腹側の黒化は頭胸部から始ま り,最 後は腹部に及

ぶ。完全に黒化するまでの時間は 若干個体差が あるようである

が,10時 間位経過すればすべて完全に黒化してしまう。完全に

黒化 した個体の前翅先端の膜質部は 雌雄とも黒色が ややぬけて

むしろ不透明を呈する。

黒色個体は幼虫期の体色もふ化当初から茶褐色～黒褐色を呈

し,正 常個体 とは明らかに区別することができる(第2図)。 た

だし幼虫の場合も脱皮直後は淡黄色を呈することは成虫羽化時

と同様で,そ の段階では正常個体と区別できない。

この黒色形質の遺伝様式をしらべた。 交配はすべて1対 ごと

には行なわず,処 女雌と童貞雄のそれぞれ約10頭 宛を集団的に

交配させた。その結果は第1表 の通 りで,黒 色雌と黒色雄のF1

はすべて黒色,黒 色 と正常のF1は いずれを雌としてもすべて

正常である。また黒色と正常のF2は 黒色と正常の個体に分離

し,そ の分離比は交配親において黒色,正 常のいずれを雌にし

てもほぼ1:3に 近い値となる。さらに交雑F1を 黒色個体へ

戻し交配した結果1:1に 近い分離比がえられた。これ らの分

離の際黒色と正常の 中間型を呈する個体はみられなか った。以

上のことから,こ の黒色形質は常染色体上の劣性単一遺伝子に

よって支配されるものであることが明らかになった。

前記の通 り,1966年 夏に野外か ら採集 し,約1年 間の累代飼

育ののちに最初の黒色個体が出現 したのであるが,そ の前後に

おいて飼育系統の個体群が種々の事情で小さくなった。 このこ

とがその個体群の持 っていた劣性の 遺伝子の ホモ接合の確率を

高め,黒 色個体の出現を 促進することに なったと考えられる。

第1表 黒色型の遺伝

1) B:黒 色個 体,N:正 常個 体.

奈須(1963)は Nephotettix 属3種 の覆翅の色彩の変異につ

いて記 し,ま たLINNAVUORI (1960)は 西 カロ リン群 島で雄 の

覆翅が部分的,特 異的に黒化 した クロスジツマグロヨ コバ イの

亜種を記載 し,そ の後 この亜種 はGHAURI (1971)に よ って

N. nigropictus yapicola とされた。 ツマグロヨコバ イの黒色

型においても外部性殖器その他二,三 の形態的特徴に ついては

すでに簡単な報告が行われているが(岩 田 ・川瀬,1970)な お検

討が続けられている。

この形質は昆虫色素に関する生理学上興味あることで あると

同時に,ま たツマグロヨコバイの 標識形質として利用の途も考

えられる。

おわりに,文 献について御教示を うけた 農業技術研究所 長谷

川仁技官に感謝する。
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第1図 ツマグ ロヨコバ イ成虫の黒色型(上 段)と 正常型(下 段)。

第2図 ツマ グロヨコバ イ幼虫の黒色型(上 段)と 正常型(下 段)。

第3図 ツマ グロヨコバ イ雌成虫黒化の推移。上:脊 側,下:腹 側。


