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それ らに与 え る物 理 的環境 条件 の影 響
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Experimental Studies on the Flight of Planthoppers by the Tethered Flight Technique. I 

Characteristics of Flight of the Brown Planthopper Nilaparvata lugens STAL and Effects of 

Some Physical Factors. Nobuo OHKUBO (Entomological Laboratory, Faculty of Agriculture, 

Kyoto University, Sakyo-Ku, Kyoto) Jap. J. appl. Ent. Zool. 17: 10•`18 (1973)

To elucidate the characters of flight and the effect of physical factors on them, adults of 

the brown planthopper were tethered for flight by attaching a fine glass pin to the dorsum of 

the thorax coloured with a water-colour paint. The flight can be classified from the viewpoint 

of its duration to the following 3 types: (1) continuous flight for several hr, (2) repeated flight 

of short period and (3) no flight. Most individuals belonged to the 1st type, suggesting that 

this planthopper had the ability of long-range migration. Live-weight of body decreased greatly 

during several hours from the beginning of flight and then the rate of decrease diminished. 

Rearing temperature in teneral period affected its duration. The higher the temperature, the 

shorter was the duration of the teneral period. Its duration in the female was about a day at 

27.5•Ž and several hours shorter in the male. Threshold temperature for flight was about 16.5•Ž 

in average. Above this threshold, there was little variation in the duration of flight. The stronger 

the wind velocity, the shorter was the flight duration. Flight was stopped at over about 5.5

m/sec of wind. The higher the relative humidity, the longer was the flight duration. Par-

ticularly at 85% RH, many individuals flew for more than 10hr. Average flight duration 

under the conditions of 27.5•Ž, 60% RH and the wind velocity of 3m/sec, was about 4hr, 

although individual variation was great. It is probable that such variations resulted from internal 

factors such as the quantity of energy source for flight, rather than from external structural 

differences. These results suggest that this species can migrate long distance during the rainy 

season in Japan, Tsuyu, when the temeprature is relatively low and the humidity is high.

は じ め に

トビイロウンカは イネの害虫 として古 くか ら知 られて

い るが,越 冬の実態はあ ま り明 らかに されなか った。そ

の中で三宅 ・藤原(1962),奥 村(1963)ら は卵休眠,日 本

本土越冬の可能性を追求 したが,最 近に なって本土以外

の発生地か らの長距離移動 を裏づ ける事実が次 々に明 ら

か にされつつ ある(例 えば,鶴 岡,1968;岸 本,1971ら)。

しか しそれ らの事実 も,日 本か ら離れた海上な どで ウン

カが採集 されたに とどま り,実 際長時間の飛 しょうに耐

えられ るよ うな飛 しょう行動や,生 理的条件 を備 えてい

るかは 不 明であ る。 この よ うな 問題を 解決す るために

は,移 動 の事 実を把握す ることとは別に,飛 しょう能力

や,ど の よ うな体内物質を エネル ギー源 と して長時間飛

しょうす るか などの実験的裏づ けが必要で ある。 しか し

今 日まで ウンカの飛 しょう実験のための有効な方法は開

発 されていない。 このため操作が簡単な宙 吊 り飛 しょう

法(tethered flight)を ウンカに適用 し,そ の特徴,お よ

び どの よ うな物理的環境条件が長時間飛 しょうさせ るの

に適当であ るかを検討 した。

ところで この宙 吊 り飛 しょう法はKENNEDY and BO-

OTH (1963)が 考察 したfree flight法(通 常飛 しょう法
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とい える)と は対照的に胸部の一部を固定 させた ままで

飛 しょうさせ るものであ る。 この方法 は大型昆虫,例 え

ばバ ッタ類,ガ 類 などを飛 しょうさせ るため に古 くか ら

使用 され,主 に飛 ょう筋 肉の運動の神経生理学的分析や

飛 しょう能 力を求めた りす る目的で適用 され た(バ ッタ

類ではWILSON, 1961ら,ガ 類ではTREAT and ROEDER, 

1959ら)。一方小型昆 虫ではWILLIAMS et al. (1943), WIG-

GLESWORTH (1949)がDrosophilaに 適 用 した。 ま た

JOHNSON (1958), COCKBAIN (1961a, b, c)は アブ ラム

シ類 に適用 した。 とくに後者は この方法 による飛 しょう

自体の問題 と して,Aphis fabaeに お ける飛 しょうエネ

ルギ ー源 とな るグ リコーゲンや脂肪の消耗 の仕方,お よ

び飛 しょうがその後の生理面 に与 える影響 な ど詳 しく分

析 した。

この方法は大別 して,飛 しょうの生理的解明 と飛 しょ

う能力の測定のため適用 されてい るが,ト ビイロウンカ

において は自然状態 にお ける通常の飛 しょうとの関連性

が明 らかで ないため,あ る程度の 目やす となる飛 しょう

能力,成 虫初期の生理的性質,お よびそれ らに与 える気

温,相 対湿度,風 速 などの物理的環境条件の作用 を明ら

か にす ることに限定 した。

なお この実験方法を直接伝 えて下 さ り,そ の後の研究

に も便宜 をはか って下 さった農林省九州農業試験場環境

部の岸本良一博士,こ の研究 に多大の教示,助 言 を与 え

て下 さった京都大学農学部の内 田俊郎教授,高 橋史樹助

教授ほか昆虫学研究室の皆様に感謝致 します。

材 料 お よび 方法

1.供 試虫

実験に用いた トビイロウンカは1969年9月,福 岡県

筑後市に ある農林省九州農業試験場の圃場か ら採集 した

長翅型雌雄を母体に27.5℃ の恒温室内で イネの芽 出 し

苗を与えて,経 代飼育 した子孫であ った。その幼虫期の

飼育方法は直径6cm,高 さ13cmの ガラス瓶に イネ苗

を作 り,密 度は1瓶 あた り1,000頭 位であ った。 この場

合の成虫の長翅率は雌,雄 ともに90%以 上で あった。

2.飛 し ょう方法

この研究に用いた宙 吊 り飛 しょう法はJOHNSON (1958)

お よびCOCKBAIN (1961a)の 方法 とあ ま りかわ らない。

まず直径3mm程 度の ガラス管 の先 を細 く伸 ば し,先 端

か ら3cmの 所で直角に曲げ,そ の先端に 白色絵 具(サ

クラ絵具株式会社製の不透明水彩絵具)を 少 しつ け,そ

れに ウンカの前胸部背板を接着 し,1分 間程度その まま

の状態において絵具を乾 燥 させ る。その後 ガラス管を軽

くたた くと,ウ ン カはその先 に固定されたままで翅 を動

か して飛 しょうす る。第1図 に飛んでい る場合 と休 んで

い る場合,お よび飛 しょうで きな くな った状態の姿勢 を

示 した。JOHNSON (1958)ら はガラス管 に接着す る前 に

ア ブラムシの成虫を炭酸 ガス麻 酔 してい るが,筆 者 は行

なわなか った。なお ウン カをガ ラス管 か ら離す場合 は少

し強 くガ ラス管の中程をたた くと絵貝はすべ てガ ラス管

に残 って,き れいに離れ る。

また風速を一定に保つため,お よびガ ラス管 の固定 の

ために第2図 に示 した飛 しょう箱を使 用 した。 左側の扇

風器は三菱電機株式会社製作の室内空気循環 用シ ロッコ

フ ァンであ って,風 は図左か ら右側に向 って流れ る。右

側の風の出 口は開いたままであ った。 この装置を気温,

相対 湿度 ともほぼ一定に保たれた恒温室内に設置 し,図

の よ うに ガラス管を固定 させて飛 しょうさせた。図には

1個 体を代表させて示 したが,実 験では1回10～15個

休を同時に飛 しょうさせた。

飛 しょう時間の長 さは飛び始 めてか ら,5時 間経過す

るまではすべての個体について,飛 んでい るか どうかを

つ きき りで直 接観察 して,実 際飛んでいた時 間の合計 値

とした。5時 間経過以降は15分 間隔で観察 し,飛 んで

いない個体 についてはそれが観察 され た時点 までの飛 し

ょう時 間の合計 値 とした。 また飛べな くな った個体 も念

のため,死 ぬまではガ ラス管に固定 したままに しておい

た。生 死の判 別は飛ばな くな った個体 だけを15分 間隔

に装置外に とり出 して,ガ ラス管 を軽 くたたいた り,息を

吹 きかけた りして脚や翅を動 かすか どうかで行 なった。

飛 しょう時 の気象条件 は27.5±0.5℃, 60±5%RH, 

3.0±0.2m/秒 の風 速を標 準 とし,こ れ と異 なる場合 は

それぞれの結 果の所 で示す。

ウン カの生 体重量は個 体別 に島津 製作所 製の直 示微量

天秤LM型 で,ま た風速は大成電 子工業株式会社 製の

熱線 風速計 を用いて測定 した。

第1図 宙吊 り飛 し ょう法に よる飛 しょう姿勢。

1.飛 しょう中,2.休 息中,3.飛 しょうで

きな くな った直後。
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第2図 飛 しょう箱 。IF:フ ァン入 口,F:フ ァン本体,OF:フ ァン出 口,

GT:ガ ラス管,GP:ガ ラス板(単 位はmm)。

結 果

1.飛 しょう前期 間

トビイロウンカの成 虫は羽化後す ぐには飛ぶ ことはで

きない。羽化後か ら飛べ るよ うになるまでの期間 は飛 し

ょう前期間(teneral period)で 翅の伸展,硬 化,体 色 の褐

色化,飛 しょうの ための生理的準備 などが行 なわれ る。

この期間はTAYLOR (1957)ら のAphis fabaeの 研究 に

おい ても明 らかな よ うに,主 に気温 によってその長 さが

決 まることか ら,各 気温 にお ける飛 しょう前期 間の長 さ

を比較 した。気温の区分 は15, 20, 25, 27.5, 30℃ の

5段 階 と し,羽 化後か らそれ らの条件下 におき,イ ネ苗

を与 え,2時 間 ごとに25℃ の部屋 に移 して宙 吊 り飛 し

ょうさせた。 く り返 しは雌雄 ともに各気温25～30個 体

で あって,羽 化後始め て5秒 以上飛 しょうでき るまでの

時間 をその個体の飛 しょう前期間 とした。

第3図 に各気温 にお ける飛 しょう前期 間の長 さ,お よ

びその逆数値(発 育速度)両 者 の平均 値を示 した。 この

結 果か ら,27.5℃ における飛 しょう前期 間は雌 約23時

間,雄 約21.5時 間であ り,ま た気温 が低 い程 その期間

が長 くなる ことが わか る。 本 種の 幼 虫期 間の 適 温は約

27.5℃ であって,そ れ以上 の気温 ではその期 間の長 さ

は逆 に伸 びるが,飛 しょう前期 間に関す るか ぎ り,15～

30℃ の間に適温が ない結 果 となった。 さ らに気温 と飛

しょう前期 間の逆数値の間の 回帰直線 は図に示 した とう

りであって,そ の横軸 との交点(発 育期 間の考 え方か ら

すれ ば,発 育零 点)は 雌7.1℃,雄6.7℃ であった。

岸本(1965)に よれ ば,幼 虫期 間の発 育零 点は雌 雄 とも

に約9℃ であるか ら,そ の値 よ りも少 し低 い ことにな

るが,25℃ 以下 の気温 における飛 しょう前 期間は2時

第3図 各気温における飛しょう前期間とその逆数値。

○-雌,●-雄,破 線-飛 しょう前期間,実 線
-逆 数値。

間 ごとに25℃ に移 して飛 ばす とい う実験方法か ら,実

際は も う少 し長 くなる ことが予想 され,し たがってその

逆数値 も小 さ くな り,零 点は少 し高 い値 になる と考 え ら

れ るので,両 者の値 はほぼ近 い値 になる と思われ る。

この結果か ら本 種の飛 しょう前期 間は標準条件 とした

27.5℃ で雌 は約1日,雄 は雌 よ り数時 間短 い ことがわ

か ったが,そ の期 間経過後す ぐに長時 間飛 しょうしない

ので,さ らに1日 間イネ苗 を与 え,27.5℃ の条件下 に

おい て,日 令2日 の成 虫を標準 として実験 に使 った。

2.宙 吊 り飛 しょうの特徴

飛 しょう継続時 間 と飛 しょう回数

トビイ ロウンカを宙吊 り飛 しょうさせ ると飛 しょうの

仕方 は個体 によって少 し異 るが,大 き く分 ける と第4図

に示 した よ うに三 つの型が観察 され た。横軸 に継続飛 し
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よう(飛 び始 めか らや めるまでの1回 の飛 しょう)の 始

めか ら飛べ なくなるまでの 回数 をと り,縦 軸 にその回の

飛 しょう時間 を個体別 にとった。 く り返 しは雌15個 体

で あった。

第4図 始めか らの飛しょう回数 とその飛しょう時間。

第1型 長時 間継続飛 しょう型

これは1回 の長時間継続飛 し ょうと0回 以上の短時間

飛 し ょうを含む個体で第4図 の1～10の 個体が これに あ

た る。 この うち1～3は 短時間飛 し ょうのない個体,4

～8は 短時 間飛 しょうが長時 間飛 し ょうの前後,あ るい

は どち らかにあ る個体,9～10は 長時 間飛 し ょうが1～

8に くらべ て少 し短いが,短 時 間飛 し ょうの回数 が多い

個体 であった。9～10を 除いて,1～8の 個体の飛 し ょ

う時 間(死 ぬまでに実際 飛んでいた時 間の合 計で,第4

図における個体 あた りの全飛 しょう時 間にあた る)は1

回の長時間飛 しょうの長 さにほぼ等 しい。

第2型 中程度 の飛 しょうを繰 り返す型

第4図 の11～12に 示 したよ うに,長 時 間継続飛 しょ

うは第1型 とくらべ て短 いが,飛 べ な くな るまでに中程

度 の時間の飛 しょうを何 回か行 ない,飛 しょう時 間は第

1型 とあま り違わ ない型で ある。

第3型 飛 ばない型

翅 には外見上 の欠陥が ない と見 られ たので原 因不 明で

あったが,数 秒 の短時 間飛 しょうを数 回行 な うだけか,

あ るいは 全 然飛ばないで 翅 も拡げない 個 体が この 型 に

入 り,3個 体にみ られたが,図 か らは省 いた。 この原 因

として第1に 内的要因,第2に 外見上 区別 できない翅 な

ど体 の一 部に欠陥があ る,第3に ガ ラス管 との接着 の不

備が考 え られ るが第3の 原 因については,数 回接着 しな

お して も結 果は同 じであ った。

このよ うに 飛 しょうの 仕 方には 三 つの 型が み られ た

が,大 部分 は第1, 2の 型 であって,飛 しょう時 間やそ

の他 の分析 には第3の 型 の個体 は含めない ことに した。

なお,第1と2の 型 においては,飛 べ な くなる少 し前

か ら,第1図3に 示 したよ うな 翅 を拡 げた 姿勢 を とっ

た。飛 ばな くなってもす ぐには死亡 しないので,こ の姿

勢 によって長時間空 中に漂 うことが可能 にな る。

飛 しょうによる生体 重量 の減少

宙 吊 り飛 しょうさせ た個体 の生体重量 の飛 しょうによ

る減少 を調べ て,飛 しょうさせ ない個体 の生体 重減少 と

比較 した。飛 しょうさせ た方の くり返 しは雌37個 体 で

あった。各個体 の始 めの生体重か ら飛 しょうを終 った時

点の生体重の差を減少量 として,飛 しょう時間 との関係

を第5図Aに 示 したが,図 には飛 しょう時間 を1時 間 ご

とに区切 って,そ の間の飛 しょう時間 と体重減少量 の平

均値 と標準偏差 を示 した。飛 しょうさせ ない方の く り返

しは20個 体で2時 間 ごとに生体重の減少量 を測定 し,

同図 に平均値だ け示 した。

この図か ら明 らかな よ うに,飛 し ょうさせない場合の

体重減少量は直線的 に増加す るの にたい して,飛 しょう

による体重減少量は始めの2～3時 間が大 きく,そ れ以

後は あま り増加 しない傾向 を示 した。両者の差 も2～3

時間の間が最 も大 きく,そ れ以後は あま り違わな くな っ

た。この時の雌の飛 しょう前の平均体重は2.259±0.165

mgで あったか ら,5～6時 間後の飛 しょうと体内水分

の蒸発 による体重減少量は始めの生体重 にたい して,20

%程 度で あった。

雄 も同様の傾向で あったが,第5図Bに その結果を示

した。ただ し雄 については飛 しょうさせた場合の く り返

しは25個 体,飛 ば さなか った場合は20個 体であ った。

また飛 しょう前の 平均体重は1.245±0.115mgで あ っ

て,5～6時 間後の 減少量は約0.25mgで あ るか ら,

始めの生体重 にたい して20%程 度減少 してい ることに

な り,雌 と同様の結果であ った。

3.宙 吊 り飛 しょうに与える物理的環境条件の影響

飛 しょう時間 に影響を与 える物理的環境条件の うち気

温,風 速,相 対湿度の働 きを調べた。なお気温の影響の

中で宙 吊 り飛 しょうの温度閾値を,相 対湿度の影響の 中
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第5図 飛 し ょう時間 と生体重量減少量 の関係。A-雌,B-雄,

○-飛 し ょうさせた場合,×-飛 しょうさせない場合。

で絶食寿命をそれぞれ求めた。

気 温

宙吊 り飛 しょうの温度閾値 と して,飛 しょう可能個体

(気温25℃ において飛んだ個体)の うち,各 気温で実

際飛 しょうした個体の割合 の百分 率を飛 しょう率 と して

求 め,50%の 気温 とした。 く り返 しは雌雄 ともに各気

温 で25～30個 体 であ った。

その結 果を第6図 に示 した。約10℃ か ら飛ぶ個体が

あ らわれ,20℃ まで飛 しょう率は増加 した。 この関係

か ら宙吊 り飛 しょうの温度 閾値(個 体の平均 値)を 求 め

る と雌雄 ともにほぼ16.5℃ であ った。

一方15～30℃ までの各気温 における飛 しょう時 間の

平均 値 とその標準偏差 を第7図 に示 した。 くり返 しは各

気温で雌25～30個 体 であった。 どの気温条件 において

も個体差が大 き く,差 が ある とはいえないが,高 温 にな

るに したが って飛 しょう時間 は多少短 くなる傾 向を示 し

た。なお15～20℃ の間の気温で は飛ば ない個体が いた

が,そ れ らは第7図 か ら除外 して ある。

第6図 各気温におけ る飛 しょう率。

○-雌,●-雄 。

第7図 各気温における飛しょう時間。

風 速

は じめは3m/秒 程 度の風速下 で飛 しょうさせ,始 め

の数分以 内に 目的 とす る風速 として,飛 び続けた個体に

ついて飛 しょう時 間を求め,各 風速単位で平均 し,風 速

と飛 しょう時 間の 関係を 求 めた。 くり返 しは 各区 とも

25～30個 体で あった。

結果 を 第8図 に示 し,各 点には 標準 偏差 をつけ加 え

た。個体差の大 きな ことは第7図 の結 果 と同様で あった

が,風 速が増す に したが って飛 しょう時間 は短 くなる傾

向であ った。

この関 係の回帰直線 は,図 に示 した と うりで あって,

これか ら単純 に飛べ な くなる風速(飛 しょう時間が0の

点)を 求め ると約5.6m/秒 で あった。

これ とは別 に3m/秒 の風速か ら強 さを増 してい って,
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第8図 各風速下における飛しょう時間。

(○および×印本文中説明)

飛べな くな った風速を15個 体について求めた平均値 は

5.5±0.1m/秒 であ った(第8図 の横軸上の○印)。 逆 に

6m/秒 の風速か ら弱 く してい って,飛 べ るようにな る風

速を15個 体について求めた平均値は5.1±0.1m/秒 で

あ った(第8図 の横軸上の ×印)。 これ らの二つの 値 は

どちらも第8図 の直線回帰式か ら求めた値 に近か った。

さらに この第8図 の関係か ら無風状態 にお ける飛 しょ

う時間 を求め ると約400分 で あった。27.5℃, 60%RH

の条件 において,理 論的 には6.5時 間程度の飛 しょうが

可能で ある ことになる。 しか し実際は無風状態で は長時

間飛 しょうさせ る ことは困難 な場合が 多 く,こ の数値 に

つい ての検討はで きなか った。

相対湿度

標準条件 とした60±5%RHの ほかに70±5, 85±5

%RH条 件 におけ る飛 しょう時 間を比較 す るとともに,

各湿度 区にお ける絶食寿 命を飛 しょうさせた場合 とさせ

なか った場合 につ いて求め て比較 した。 くり返 しは各 区

ともに雌25～30個 体で あった。

その結 果を第9図 に平均 値であ らわ した。 この図か ら

相対湿度が高 い条件下 ほ ど,飛 しょう時 間が長 くな るこ

とがわか る。 とくに85%RHで は10時 間以上 飛んだ個

体が 多くな り,最 高23時 間を記録 した。飛 しょう時 間

の個体差が大 きい ことか ら,各 湿度 区間で有意 な差 があ

るとはいえないが,相 対 湿度が高い程長 時間飛ぶ個体が

増加 する ことは確 かであ る。 また飛 しょう時 間は どの湿

度 区において も絶食寿 命の1/2程 度であ ることも明 らか

であ る。絶食寿 命は飛 しょうさせない場 合の方が飛 しょ

うさせた場合 よ りも少 し長 い ことも注 目に値す る。

4.飛 しょう時 間の個体 変異

第7, 8図 に示 した ように宙吊 り飛 しょうさせた場合

第9図 各相対湿度における飛しょう時間および絶食寿命。
×-飛 しょう時間,○-飛 しょうさせた場合の絶

食寿命,●-飛 しょうさせない場合の絶食寿命。

の飛 しょう時間の個体差は非常に大 きか った。その原 因

と しては個体の体の構造上の相違 と内的な機能の相違が

考 えられ る。 この点 を判定す るため に,飛 しょう時間 と

最 も関係が あると考 えられ る前翅の長 さ,お よび生体重

量を測定 し,そ れ らの値 と 飛 しょう時間の 関係 を 調べ

た。 く り返 しは雌24個 体,雄20個 体であ った。

第10図 に雌雄の飛 しょう前の前翅長,お よび生体重

と飛 しょう時間の関係 を示 した。 この結果か ら雄の生体

重 と飛 しょう時間の間 に少 し相関が あることを除いて,

他 には一定の傾向は認め られ なか った。

一方,第9図 の相対湿度 と飛 しょう時間,お よび絶食

寿 命 との関係か ら,相 対湿度が 高 いほど 絶食寿命が 長

く,間 接的 に飛 しょう時間が伸 びる ことか ら,同 じ環境

条件 にお いも,寿 命 の長 い個体 ほど飛 しょう時間が長い

ことが予想 され る。 このため飛 しょうさせ た個体の絶食

寿 命 とその飛 しょう時間の 関係 を第11図 に示 した。 く

り返 しは雌 のみ19個 体 であった。 この結 果か ら絶食寿

命 の 長 い個体 ほ ど長時間飛 しょう している ことが わか

る。 ただ しこの両者 の間 の相 関関係 は図に示 したよ うに

あま り高 い とはいえず,寿 命 の長 さだけで飛 しょう時間

を説 明する ことが できない ことが わか る。

この よ うに第10図 の結 果か ら飛 しょう時間 の個体差

は外的 な体 の構 造上 の相違か らは説 明できず,第11図

の結 果で,あ る程度寿 命の長 さで きま ることか ら,個 体

の寿 命を伸 ばす ような内的 要因,例 えば飛 しょうエネル

ギー源 とな る物質な ど体 内物質の量が関係 している と考

え られ るが,そ の点の詳 しい分析 はで きなか った。

考 察

昆虫が長 距離移動す るためには,1)自 力で方向を 定

めなが ら飛 しょうす る場合 と,2)自 力では方向を 定 め
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第10図 前翅長お よび生体重量 と飛 し ょう時間 の関係。

A-雌,B-雄 。

第11図 絶食寿命と飛しょう時間の関係。

る ことはできないが,季 節的 な風の流 れに したがい,そ

れ に乗 るための適応的 な飛 しょう行動 をす る場合 とがみ

られ る(JOHNSON, 1969)。 そ して両者 ともに,長 時 間飛

しょうす るための体 内物質の蓄積 と飛 ょう行動 をす るこ

とが 知 られ ている。 とくに後者 にはアブ ラムシや ヨコバ

イ類 のよ うな 小 型の昆虫の 移動 に 多 くの 例 がみ られ る

(JOHNSON, 1969)。 は じめに述 べたよ うに,ト ビイ ロウ

ンカにおいては,岸 本(1971)の 東 シナ海上 および九州

における採集,鶴 岡(1968)ら の南方定 点におけ る採集

か ら,少 くとも500km以 上 の長距 離移動 の可能性 が強

ま り,大 久保 ・岸本(1971)は さ らに移動初 期の飛 しょ

う行動 の観察 か ら,風 の流れ に乗 る第2の 型 の長距 離移

動 をす る ことが確か め られ ている。 しか しこのよ うな野

外の 観察 だけで は,本 種が 長時 間飛 しょうできる 能 力

や,長 時間 の絶食状態 に耐 える能 力な どの生理的裏づ け

はできなかった。筆者 はその点の解 明には第1に 実 験的

に飛 しょうさせ る方法 を見い出す ことが必要 であ ると考

え,宙 吊 り飛 しょう法に よって,飛 しょう行動に関す る

諸性 質を明 らかに した。

まず本種の宙吊 り飛 しょうの特徴の中には二 つの重要

な事 実が含まれてい ることであ る。第1は 大 部分 の個体

が 長時 間休まずに 継 続的に 飛 しょうす る 性質である。

JOHNSON (1966)は この飛 しょう行動が 風 による長距 離

移動 の第1の 必要 条件 であ るとしてい る。また大 久保 ・

岸本(1971)が 明 らかに した本種の移動時の飛 しょう行

動 とも あわせて,長 距離移動を 可能にす る特 徴 といえ

る。 つま り,始 めの飛 しょうが長 く続 くことに よって空

中高 く上 が り,そ れだけ違方に運ばれ る可能 性が強ま る

か らであ る。

第2は 飛 しょうの 始 めの 数時 間 とその後 の 期間 とで

は,生 体 重減少量 に相違がみ られた ことであ る。COCK-

BAIN (1961, a, b)もAphis fabaeに おいて同様 の事 実を

明 らかに してい るが,そ の場合始 めの減少量 の多い期間

は相対的 にグ リコーゲンが 消費 され,減 少量 が少 くなる

後 の期 間は脂肪 の消費 によ って飛 びつづける ことが明 ら

か になってい る。 トビイ ロウンカの場合,そ の現 象が ど

のよ うな機構 で起 こるかは今 後の問題 であるが,長 時間

飛 び続 ける能 力をあ る程度 示 した興味 ある事実 である。

この飛 しょう方法 によって,移 動時 の飛 しょう行動 と

直接結 び つかないが,関 連 性のある 成 虫初期 の 特徴 も
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明 らかになった。 まず 本 種の 飛 しょう前 期間(teneral 

period)の 長 さが 気温の 高低に よって きま ることは,

TAYLOR (1957)のAphis fabaeの 結 果 と同様 であった。

一方JOHNSON (1963)は 飛 しょう前期 間経過後 の移動 飛

しょうの重要性 を種々の昆 虫につ いて強調 したが,本 種

にお ける卵巣発達が移動 を終 った のちの定着以後 に始 ま

る事実(大 久保 ・岸本,1971)か らも,典 型的 な例 とい

える。 この よ うに飛 しょう前期間経過後 に始め て飛 しょ

うで きるよ うにな るが,大 久保 ・岸本(1971)の 野外観

察か ら,17.0℃ 以上の気温でない と 飛び立たない こと

が明 らかにな ってい る。 この値は飛 しょう行動の温度閾

値 と考 え られ るが,本 報の方法で実験的に求め られた温

度 閾値は16.5℃ であ って,野 外で得 られた値 とほぼ一

致 した。 この温度 閾値 を求 め ることは,そ の値 が16.5

℃ とい う低温 であ ることか ら,移動 開始時期 の気 象条件

か ら言 って,実 際 にそれ程意味 のある ことで はないが,

移動高度 を 予測す る上 に 重要 な こ とで ある と考 えられ

る。す なわ ち16.5℃ まで気温が下がれば,半 数程度の

個体が飛ぶのをやめ ることにな り,こ の考え方か らすれ

ば,一 般的に地上の気温が25℃ の場合約1,500mの

高度では16.5℃ 前後で あって,そ の高 さまで飛び続け

ることにな る。 移動 高度はその時 の気象条件 のほかに絶

食寿命の影響を受け るので,上 記 の ような単純な計算で

割 り出す ことはで きないが,比 較的低 い高 度であろ うと

思われ る。

飛 しょう時間それ 自体 に与 える物理的環境条件 の影響

を明 らか にす ることは,こ の方法 を トビイ ロウンカに適

用 して長時間飛 しょうす るための気象条件の選択 とい う

目的があ ったけれ ども,そ れだ けで なく,移 動 中の環境

条件 に よって飛 し ょう時間が変化す ることが予想 された

か らで もあ る。結果 としては飛 しよう時間が風の強 さと

相対湿 度に よって きま ることが明 らか とな った。風速が

強 い程,飛 しょう時 間が短い ことは風 の圧力に よるエ ネ

ルギー消耗度 か ら 当然の結 果 といえ る。 また5.5m/秒

以上 の風速で飛べな くな る事実 は,大 久保 ・岸本(1971)

の移動初期 の行動 とあわせ て,移 動 中の飛 しょう行動 を

推測す る裏づ け となる。す なわち,こ の値 を風 にたい し

て正常 に 飛 しょうで きる 相対的 な 風速 の 臨 界値 とすれ

ば,無 風状態 にお ける 飛 しょう速度に5.5m/秒 を加 え

た値の風速以上では,翅 を動かす ことがで きず にまった

く風向に したが うことにな る。 しか し実際は真上 に向 っ

て飛び続け るので,そ の値は もっと小 さくな ることが予

想 され る。

相対湿度 の働 きは直接的 に飛 しょう時 間に影響を与え

るよ りも,絶 食状態 における寿 命を伸 ば し,そ の結 果 と

して飛 しょう時 間が伸 び ることも明 らかになった。 この

結 果は岸本(1971)の 東 シナ海上,お よび九州本土 にお

けるウンカの集 中的 な捕獲 の事実 とあわせ て,ウ ンカの

長距離移動が高湿度状態で ある ことが必要で ある ことを

示 してい る。

飛 しょう時間は個体差が大 きく,す べ ての個体が最良

の 環境条件 に して も 長時間飛び 続け るとはいえなか っ

た。COCKBAIN (1961a)はAphis fabaeの 飛 しょう能力

の個体差が飛 しょうエ ネルギー源 とな るグ リコーゲン と

脂肪の量によ って きま ることを明 らかに してい るが,本

種においては体内に蓄積されてい る物質の量の差 によ る

だろ うとい う推測 の域 を出なかった。 この ように原 因は

不明 であったが,す べ ての個体が そろって長時間飛 しょ

うで きない ことは,移 動途 中における大量の死亡が起 る

ことを示唆 してい る。

この よ うに トビイロウンカが長時間飛 しょうで きる能

力を持 ち,飛 しょう前期間後ま もな く飛び立つ こと,風

に よる飛 しょう行動,絶 食寿命が高湿度状態で長い こと

な ど,長 距離移動す る行動的,生 理 的条件 を十分 備えて

い ることが明 らか とな り,野 外におけ る梅 雨期の集 中的

飛来な どの結 果 とあわせて,日 本本 土以外の発生地 か ら

移動 して来 ることの裏 づけはなされ た と考 え られ る。 し

か し,日 本へ 飛来 する源 とな る地域 は現在 も依然 として

不明 である上 に移動初期 の朝,夕 の飛 び立 ち行動 と異常

飛来の時期が断続的 となる ことの関係,移 動 中の空 中に

お ける虫の分布,お よびどの よ うな物質 を飛 しょうエネ

ルギ ー源 と してい るかな ど残 された問題 も多い。 また三

宅 ・藤原(1962)や 奥村(1968)ら が論 じてい る本種の

休眠性については,否 定的な結果が出ない ままにな って

い るが,飛 来源 とな る地域に よっては再 検討す る必要が

あ ると考 え られ る。

摘 要

トビイ ロウンカの飛 しょう行動 の特徴 とそれ に与 える

物理的環境条件 の影響 を明 らかにす るため,い わ ゆる宙

吊 り飛 しょう法(tethered flight)の方法 を適用 した。

宙 吊 り飛 しょうには3種 の飛 しょう型が観察 された。

第1は 長時間継続飛 しょう型,第2は 短時間飛 しょうを

く り返 し,飛 しょう時間 は 第1の 型 とあ ま り違わない

型,第3は ほ とん ど 飛 しょう しない型であ った。 しか

し,ほ とん どの個体は第1の 型に属 し,そ の特 徴か らい

って,本 種が長 距離移動 型の性質を持 ってい ることが明

らか となった。
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飛 しょうに よる 体重減少量は は じめの 数時間が 大 き

く,そ れ以後 だんだん小さ くな った。

飛 しょう前期間の長 さは気温が高い程短か く,雌 のそ

れは27.5℃ の条件で約1日 であ った。雄の飛 しょう前

期間は雌に くらべて,数 時間短かか った。

飛 しょう行動の温度 閾値は約16.5℃ であ って,そ の

値以上の気温の違い による飛 しょう時間の差はほ とん ど

なか った。 風速が強い 条件程飛 しょう時間は短 く,約

5.5m/秒 で飛ぶ ことがで きなくな った。相対湿度が高 い

程,絶 食寿命が長 く,飛 しょう時間 も長か った。 とくに

85%RHに おいては,ほ とん どの個体が10時 間以上飛

しょうした。

標準条件 と した27.5℃, 60%RH,3m/秒 の風速 に

お ける平均飛 しょう時間は約4時 間で あったが,10時 間

以上飛ぶ個体 もあって,そ の個体差 は非常 に大 き く,そ

の原因 として体の構造上 などの外的要因 よ りも,内 的 な

物質の量の差 によるもの と考 え られ た。

これ らの結 果か ら,比 較的低 い気温,高 湿度,弱 い風

速の3条 件が そろえば,ほ とん どの個体 が長時 間飛 しょ

うす る。 とくに高湿度条 件 と風 向によ って,日 本の梅雨

期 にあたる季節 の長距離移動が可能 にな ることを明 らか

に した。
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