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A sexually mature female of the brown planthopper, N. lugens, vibrated her abdomen 
before the male approached her. This abdominal vibration seemed to be induced by the vis-
ual cue from the male. The visual cue was also probably important for the male to recog-
nized the female. In some cases, however, the male failed to distinguish females from males 
of the same species or females of the small brown planthopper, Laodelphax striatellus FALLEN. 
When a male approached a copulated mature female, she showed a characteristic refusal response; 
an immature female did not show the response, but escaped the male's temptation. Males 

preferred brachypterous to macropterous females as their mates when both forms were under 
their choice. This may be ascribed to a behavioral difference between the two wing forms; 
the brachypterous female has a stronger tendency to stay on the plant than the macropterous 
female. The pre-mating period of females ranged from two to five days in the brachypterous 
form and from three to seven days in the macropterous. Many males became sexually ma-
ture within the first day after emergence and most by the second day. There was no appa-
rent difference between the males of the different wing-forms in the frequency of copulation 
during the adult life. The male's ability to copulate increased for the first five days after 
emergence and then decreased.

ま え が き

トビイ ロウン カ(Nilaparvata lugens STAL)は イネの

害虫 として,飛 翔行動(大 久保 ・岸本,1971;岸 本,

1971;大 久保,1973)や 翅型 におけ る 多型の 発現機構

(城野,1963;岸 本,1965;渡 辺,1967)な ど 多 くの 報

告がなされて きた。 しか しなが ら,ト ビイ ロウンカの雌

雄 が どの ように出合い,交 尾を完了す るのか,配 偶行動

に果す翅型の役割は ど うか等 については従来 ほ とん ど論

じられてお らず,そ の増殖過程 を考 える上 で不十分 であ

ると思われた。 また,半 翅 目昆虫全般 について も配偶行

動の観察が ほとん どされていなか った。そ こで筆者は,

トビイロウンカの配偶行動 を観察 し,そ れに関連す る若

干の実験を行な った。

雌の性的成熟 は,従 来最初 の産卵 および成熟卵 の形 成

を目やす に して調べ られていたが,実 際 交尾 がそれに先

ん じて起 こるもの と思 われる。 それゆえ,筆 者 は成熟の

目やす として,羽 化か ら交尾 までの期 間を とるべ きだ と

考えた。 また,雄 につ いてはあま り注 目されてい なか っ

たので,こ れ らの性的成熟,交 尾能力を調べ,雌 お よび

両翅型で比較 した。

本文 に先だち,本 研究の開始 を指示 され,全 面的 な指

導をいただいた京都大学農学部 内田俊郎教授,施 設お よ

び諸 々の援助を下 さった同石井象二郎教授,ま た 日頃い

ろい ろ助言を下 さった市川俊英氏は じめ京都大学農薬研

究施設 の 諸氏に 深 く感謝す る。 長崎県果試 大久保宣雄

氏,四 国農試小山光雄 氏にも教示 を受 けた。謝意 を表す

る。

材 料 お よび飼 育 方 法

材料 は,1969年9月 福 岡県筑後市九州農業試験場 内で

採集 し,そ の後,広 口ビン(直 径8cm,高 さ13cm)で

継代飼育(25℃, 14時 間照 明)し たもので,そ の 中か ら

羽化後24時 間以 内の雌雄成 虫を取 り出 し,供 試 した。餌

植物 は,す べ てイネ幼苗(品 種金南風)を 用 いた。

容器 は,直 径1.7cm,高 さ17cmの ガ ラス管 に,イ
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ネ幼苗(4cm)を3本 いれ,そ の両端を海綿状の ポ リウ

レタン樹脂で栓 を し,下 端部 を水で浸 した。

実験中の温度は22～25℃ に保 った。

結 果

1. 配偶行動

トビイロウンカの配偶行 動に,次 の一連の行 動が観察

された。

雄が雌に接近 し,雌 の斜め後方位 置に とまる(第1図

A)。 ここで雄の求愛行 動がお こるが,雄 の接近に先だ

ち,よ く成熟 した未交尾雌では,腹 部の上下微振動が観

察 された。雄の求愛行 動は,中 脚に よる雌腹部への接触

と前翅の振動(約10秒 間隔)で あ った。 しか し,短 翅型

だけでな く,前 翅切 除雄 も正 常に交尾を 行 な った。 雄

は,同 種の雄 お よびその死骸に対 し,ま た ヒメ トビウン

カ(Laodelphax striatellus FALLEN)雌 に対 して も頻繁に

求 愛行動 を とり交尾器 の結合動作を とった。求 愛行動 の

後,雄 は腹部末 端にあ る交 尾器で,雌 腹部中央にあ る雌

交 尾器を把握す る(第1図B)。 交 尾継続時 間は短翅 型

雄 で1分55秒 ±33.4秒,長 翅型雄 で2分08秒 ±20.7

秒(x±t√S2/n, α≡Pr{｜t｜>tα}=5%)で あ った。交

尾 は雌 が動 き出す ことによ って解除され る。交尾 を済ま

せ た雌 はイネ苗 の根元 に降 りて吸汁する。既交尾 雌に対

しても雄 の求愛行動 が行 なわれるが,交 尾 の前段 階で明

らかな拒否行動 が観察 され た。 これは腹部 の激 しい横振

動 と,産 卵管 をたて る行動 であ った。前者 は求愛 を受 け

た雄 によって も見 られ た。

A B

第1図 求愛(A)と 交尾(B)。

上:短 翅型雌,下:長 翅型雄

これ ら一連の行動について次の よ うな解析を試みた。

(1) 雌の腹部微振動 を起 させ る要因

雄の接近に先 だ ってお こる,雌 の腹部微振動が何に よ

って起 こるかを知るため,次 の実験 を行な った。

大 きな試験管(直 径3cm,高 さ19.5cm)の 内側に小

さな試験管(直 径1.7cm,高 さ18cm)を 入れて2重 管

をつ く り,できた二つの空間の外側に雌5個 体 をいれた。

内側の空間(小 試験管 内の空間)の 雄,ヒ メ トビウン カ

雄(い ず れも長翅型5個 体 を用いた)な どに対す る雌の

反応 と,雄 の行動 を観察 した。また,腹 部振動を行な う

雌は,通 常 口吻 を餌植物に挿入 してい るが,腹 部振動に

吸汁行動が必要か否か を明 らかにす るため,イ ネ区,ヒ

エ区 などを設けた。なお,二 つの空間の間の空気の交流

を遮断す るため,内 側試験管の上部はパ ラフィル ムで密

閉 した。設定 した区,お よび結果は第1表 の通 りであ る。

雌の腹部上下振動は,内 側 の試験管内に雄の存 在 しな

い場合にはほ とん どみ られなか った。餌 植物に対す る反

応は,イ ネ>ヒ エ>植 物な しの順で あった。雌 は腹部振

動に際 して,餌 植物へ 口吻挿入を行な うが,そ れは吸汁

その ものが腹部振動 のために必要で あるとい うよりも,

虫体の安定をはか るために行なわれ るのであろ うと判断

され る。なぜな ら,餌 植物ではない ヒエに対 して,口 吻

の挿入が観察 され るか らで ある。また この腹部振動 は,

雄の静止 してい る時 より動 いてい る時に多いよ うに思 わ

れた(第2図 も参照)。

(2) 雄 によ る雌 の認知

A. 雌腹部微振動 に対 す る雄 の反応

ガラス管内に成熟 した雌1個 体,雄1個 体 をいれ,雌

の腹部振動 に対す る雄 の反応をみるために,1分 間隔 で

両 者の位 置 と 行動 を追跡 した。 一例 を第2図 に示 した

が,こ こでは長翅型雌-長 翅型雄 および長翅型雌-短 翅型

雄 の組 み合 わせ が使 われた。

これ を見る と,雌 の腹部振動 によ って雄 の行動が変化

した とは思 われず,雄 が雌 に接近 したのは,は じめて雌

の腹部振動 があ ってか ら2時 間以上経過 していた。 こ こ

では,は じめて雌 の腹 部振動がお こった時の雌雄間の距

離は,短 翅型雄 区4.5cm,長 翅型雄区 で7cm,雄 が雌 に

接近 を開始 した時 の両者 の距離は3cmと 短かか った。

B. 雄触角,雌 前後翅切除 区の交尾率の変化

嗅覚刺 激の可能性 を想定 してCO2で 麻酔 した雄の触

角(感 覚盤 よ り先 の部分)を 切除 した区,視 覚刺激の可

能性 を想定 して雌 の前後翅 を切除 した区(CO2麻 酔),

お よび対照区(CO2麻 酔)の 交尾率 を比較 した。

結果は,雄 触角切除区6/10=60%,雌 前後翅切除区

8/14=57%,対 照区9/13=69%で いずれ も差は ない と

考 えられ る。

(3) 交尾拒否行動

既交尾の雌個体は,交 尾拒否行動 を示 した。後に述べ
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第1表 成熟雌 の雄,他 種 ウンカ雄 な どへの反応

注+は 腹部微振動を行なった雌数を5個 体中の反応数で示 した。○ はイネ苗の存在を示す。

(A)

(B)

第2図 雌 の腹部微振動 と雄 の行動。

A:長 翅型雌,長 翅型雄,B:長 翅型雌,短 翅

型雄,*:雌 の腹部振動,C:交 尾,V:前 翅

振動,!:交 尾拒否行動,破 線 は管壁 か らの落

下 を示 している。

るように,雌 には性的未成熟期があ って,こ の時 期には

交尾を行 なわない。それで,既 交尾雌 と性的 未成熟雌の

交尾拒否行動 におけ る差異を明 らかにす るため,次 の3

区を設けて観察を行な った。

(i) 交尾後1時 間経過 した長翅型雌1個 体(羽 化後

7日)に 対 して,短 翅型雄3個 体 と長翅型雄3個 体(い

ずれ も羽化後5～10日)を 共存 させた区。

(ii) 羽化後4時 間以内の長翅型雌(性 的未成熟)1

個体 に対 して,羽 化後5～9日 の短翅型雄5個 体 と長翅

型雄5個 体を共存 させた区。

(iii) 羽化後5日 目の長翅型雌(未 交尾)1個 体に対

して,羽 化後5～9日 の短翅型雄5個 体 と長翅型雄5個

体 を共存 させた区。

繰 り返 しはそれぞれ(i) 10回,(ii) 5回,(iii) 5

回 で,観 察は2時 間行 なった。(i)で は雄の求愛行動 に

対 してすべ ての雌個体が腹部の激 しい横振動 と産卵管を

たて る行動 を行 なった。(ii)で は短翅型雄(2例),長 翅

型雄(1例)が 求愛行動 をとったが,雌 は(i)で み られ

た行動 を示 さず,イ ネ苗上を移動 し雄か ら離れ交尾は成

立 しなか った。(iii)では5個 体中4個 体が交尾を行 な っ

た。

2. 翅型 と配偶行動

(1) 異 なった翅型,雌 雄 の組合せ と交尾率
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第2表 両翅型雄による雌翅型の選択

注1♂ ×6♀ [3B, 3M] 10時 間共存

長翅型 また は短翅型の雄1個 体 に対 し,長 翅型雌3個

体,短 翅型雌3個 体 を10時 間共存 させ,交 尾 にさい し

て雄 による雌両翅型 に対す る選好実験 を行 な った。雄 は

異 なった羽化後 日令の ものを用いたが,雌 は両翅型 であ

ま り差のない もの(羽 化後 日令の差が,最 大3日 以 内の

もの)を 用いた。供試虫の羽化後 日令 と結果は第2表 に

示 した。

短翅型雄の交尾数は,短 翅型雌 と38,長 翅型雌 と17,

計55, %で は69.1:30.9。 長翅型雄の交尾数は,短 翅

雌 と27,長 翅型 雌 と18,計45, %で は60.0:40.0で 両

翅 型雄 とも短翅 型雌を選好 した(短 翅型雄:x2=14.80, 

P<0.005,長 翅型雄:x2=2.88, P>0.05で,短 翅型

雌 は長 翅型雌 に比べ 短翅型雄 に交尾 されやすか ったが,

短 翅型雌 は長翅型雌 に比べ長 翅型雄 に交尾 されやすい と

はいえなか った)。 また,短 翅型雄,長 翅型雄 間の選好

性に も有 意な差 はなか った(x2=0.8991 P>0.25)。 今

度 は,短 翅型雌 を選好 した雄 の数 でみ る と,短 翅 型では

20雄 中15雄,長 翅型 で19雄 中11雄 。長翅型雌 を

選好 した雄 はそれ ぞれ3雄 であ った。短翅型雌選好雄率

は75%:57.9%で あった。

(2) 両翅型雌雄の行動上の差異

(1)の 結 果 を 説 明 す るた め に,両 翅 型 雌 雄 の 行 動 の 違

い を考 え た 。

A) (1)と 同様 の組 合 せ で 両 翅 型 雌 雄 の 試 験管 上 の

位 置 を2時 間 ご とに記 録 した(第3図A)。 試験 管 の底

か ら0～5cmの 所 に は イ ネ苗 が は い って お り,こ の 部分

に い る個 体 を イ ネ苗 定 着 個体 と し,5～14cmに い る も

の を 離 脱 個 体 とみ な した 。

B) 次 に雌 と雄 を比 較 す る た め に,雌 と雄 の数 を逆 転

させ て 雄 の 両 翅 型 間 の行 動 の ちが い を見 た(第3図B)。

C) 密 度 の 影 響 を考 え,雌1個 体,雄 両 翅 型1個 体 区

を つ く って(第3図C), B)と の 比 較 を行 な った 。

Aで は 長 翅 型 雌 の イ ネか らの 離 脱 傾 向 が,短 翅 型 雌 の

そ れ よ り顕 著 に 高 い(x2=18.15, P<0.005)が,雄 で

は 差 は な く(x2=0.25, P>0.5)。 Bで は や や 長 翅 型 の

離 脱傾 向 が高 い が有 意 な 差 は な く(x2=2.21, P>0.1),

雌 で は ま った<差 は な か った 。(x2=0.36, P>0.5)。 C

で は雌 雄 と も両 翅 型 間 の 離 脱傾 向 に 差 は な か った(x2=

2.74, P>0.05, x2=1.69, P>0.1)。 雌 の 離 脱傾 向 をA

高 密 度,C低 密 度 で比 べ る と高 密 度 区 が高 く(x2=7.96, 

P<0.005),高 密 度 区 で のA雌,B雄 の 離脱 傾 向 は雌 が

高 か った(x2=43.28, P<0.005)。
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(A)

(B)

(C)

第3図 雌雄両翅型のイネ苗離脱傾向の差異。

1試 験管に(A) 1♂:3B♀, 3M♀, (B) 3B♂, 

3M♂:1♀, (C) 1♂:1B♀, 1M♀ を共存 さ

せその試験管上の位置を スケ ッチした ものを共存

後の時間 ごとに翅型性別 を分 けて示 した もので,

各反復を一 まとめに して ある。 ・ 長翅型雌,○

短翅型雌,▲ 長翅 型雄,△ 短翅型雄。試験管 の

底か ら0～5cmに はイ ネ苗が はい ってお りこの

部分 の個体 をイネ苗定着個体5～10cmの ものを

イネ苗離脱個体 とみ な した。

3. 雌雄両翅型の性的成熟および雄両翅型の交尾能力

の比較

(1) 雌両翅型の性的成熟

羽化後0, 1, 2,～7日 間を雌のみで飼育 した両翅型

の雌1個 体 と羽化後24時 間経過 した長翅型の雄1個 体

を ガラス管 に収容 した。24時 間共存 させた後,生 理食

塩水中で雌貯精嚢 を解剖 し精子の有無 を調べ,精 子の存

在す るもの を交尾個体 とした。貯精嚢 中の精子の量につ

いては多少の幅が大 きく,不 明瞭 なものは卵 を孵化 させ

て二重に確認 した。

結果は第3表 上段 に示 した。雌 の羽化か ら交尾 に至 る

期間は短翅型 では2～4日 間,長 翅型 では3～7日 間 で

あった。

(2) 雄両翅型の性的成熟

(1)と 同様 に羽化後0, 1～5日 間(0, 1～8日 間)雄

のみ で飼育 した両翅型雄1個 体 に対 し,羽 化後5～6日

目の短翅型雌1個 体 を12時 間共存 させ,(1)と 同 じ方

法で交尾個体 を確認 した。共存時間は12時 間 と し午前

5時 ～午後5時,午 後5時 ～午前5時 までの2区 に分け

た。

そ の結果 は第3表 下段 に示 した。雄 の羽化後交尾 に至

る期間 は雌 に比べ短か く,羽 化後12～36時 間 で長翅型

33%(午 前5:00～ 午後5:00), 33%(午 後5:00～

午前5:00);短 翅型50%(午 前5:00～ 午後5:00), 

0%(午 後5:00～ 午前5:00)の 個体が性的成熟 を終

えていた。60時 間 目以後,交 尾率 が低下 した場合 があ

ったが,そ の理 由は明 らかではない。

(3) 雄 の交尾能 力

雄 の交尾能 力を調べ るために次 の三つの条件を設定 し

た。

(i) 羽化後24時 間経 過 した短 翅型 あ るいは長 翅型

の雄1個 体に対 して成熟 した未交尾の短 翅型 雌1個 体 を

共存 させ た。共存後 雌を とり出 し,新 たに未 交尾雌1個

体 と共存 させ,雄 が死ぬまで毎 日この操作 を くり返 した。

とり出 した雌を解剖 し交尾の有無 を確 認 した。繰 り返 し

は両翅型でそれぞれ10回 ずつ行 な った。

結 果は第4表 の通 りで,各 個体の交尾回数 は短翅型 で

3～9回,長 翅型で1～10回 とバ ラつ き,特 に顕著 な周

期性は認め られなか った。交尾能力の持続 を10個 体 で

ま とめてみ ると,2日 目より除々に低 下 したが,特 に短

翅型の低下が早 く見 られた。生 存 日数あた りの交尾数 は

短翅型0.51,長 翅型0.56で あった。交尾数お よび10

個体合計の交尾数の 日変化 を分散分析 した結果は,両 翅

型間 に 有意 な差は 存在 しなか った(F=0.4737, F=
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第3表 雌雄両翅型の羽化から交尾可能状態に至る期間

注 雌では共 存時 間24時 間,雄 では共 存時 間12時 間(AM 5:00～PM 5:00[上 段],PM 5:00～AM 5:00[下 段])LD 

14:10, AM 10:00点 灯,M:長 翅型,B:短 翅型

第4表 両 翅型 雄の交尾数の 日変化

注1♂ ×1♀(B), 24時 間共存,交 尾+ 非交尾-

0.1090)。

(ii) (i)に おいては供 試 された雌が1個 体であ り,

雄の交尾能力が最高 に発揮されていなか った。今度は,

羽化後4時 間以内の雄1個 体に成熟 した長翅型雌10個

体 を24時 間 ごとに共存 させ,羽 化後の交尾数を追 った。

第4図 に示 した よ うに,交 尾回数,交 尾周期 とも個体

ごとの変動があ って顕著な傾向は認め られない。最大交

尾回数 は1日 あた り短翅型で6回,長 翅型4回,全 生 存

期間を通 じて短翅型で21回/16日,長 翅型18回/14日

であ った。生存 日数 あた りの交尾雌数は,そ れぞれ短翅
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第4図 雄における交尾回数の変異の数例。

第5図 雄 の羽化後交尾能 力の変化 。

○ 短翅型雄,・ 長翅型雄

雄:雌=1:6,共 存時間:10時 間

型:1.00, 1.31,長 翅型:0.80, 1.25, 1.00で あ った。

(iii)羽 化後何 日目に雄の交尾能 力が最 も高 くなるか

を調べ るために,羽 化後1, 2,～19日 間雄のみで飼育 し

た雄1個 体に対 し,成 熟 した長翅 型の未交尾雌6個 体を

毎 日10時 間共存 させ て,交 尾数 を調べ た。

第5図 に示 した よ うに,雄 の交尾 回数 は羽化後5日 目

頃 まで次第 に高 くな り,10日 目以降 は下降 した。1日 あ

た りの最大交尾数は6回 で あったが,こ れ は供試雌数 の

上 限値であ り,供 試個体を増せば,こ れ を上 まわ るか も

しれなか った。

考 察

トビイロウンカの配偶行動 におい て,雄 が何 によ って

雌を認知す るか とい う問題が ある。雄の接近 に先だ ち,

雌の腹部上下振動が観察 されたが 同様 の行動 は ヒメ トビ

ウンカにおいて も観察 され てい る(小 山,1972)。 第1

表 の結 果か らこれは雄の存 在に よる視覚刺 激に よる外因

性 の行動 であ るとみなされた。従 って,こ れは,嗅 覚物

質 が重要 な役割 を果た している多 くの昆虫の例で観察 さ

れた よ うな,雌 の生理的 な リズ ムによ ってもた らされ る

行動 とは異 なっていると思われた。

アメ リ シ ロヒ トリ(Hyphantria cunea DRURY)で は,

雄は3mの 雌のにおいの誘引圏にはい ると"random 

flight"か ら"searching flight"を 始 める とい う(HIDA-

KA, 1972)。

トビイ ロウン カにおいて も,雌 の腹 部振動 の後,雄 の

行動が変化す るか と思 われ たが,第2図 ではそ のよ うな

様子は なか った。 また雄 は,同 種 の雄やそ の死骸,他 種

ウンカに対 して も求愛行動 を とった。 さ らに雄の触角切

除区で,交 尾率の大 きな低下がみ られなか った ことな ど

か ら,ト ビイ ロウン カの配偶行動 においては,sex phe-

romone等 嗅覚刺 激物質 が重要 な役割 をにな ってい ると

は考 えに くい。 む しろ,雄 に対 する求愛行動 および雌雄

間の体色の著 しい相違 などを考 える と,視 覚刺激が重要

で,し か もその認識 はあま り厳密 では ないの ではないか

と思われ る。

OSSIANNILSSON (1949)に よれば,北 欧に棲 む ウン カ類

の中に,雄 がその腹部の振動に よって発音す る種が数 種

報告 されてい る。従 って,ト ビイロウンカにおいて も雌

の腹 部振動 が聴 覚刺 激であ る可能性があ るが,し か し,

雄 に対 する求愛行動 は,そ れ では説 明する ことが で きな

い。 また彼 の方法 によ って,筆 者 は本種 の発音 を確認す

る ことは できなか った。

小原(1964)は モンシロチ ョウ雌の交尾拒否姿勢 を調

べた。小原は この拒否姿勢に明瞭な信号機能の存在を否

定 しつつ も,そ れに対す る雄の反応の分化に注 目し,こ

の拒否行動 は信号 機能を備 えつつあ る段 階ではないか と

い う推測 を行 な っている。

トビイ ロウンカにおいて,肥 大 した腹部 を持 つ雌 には

2種 類 あるが(既 交尾雌 と成熟未交尾雌),か りに未交

尾雌腹部の上下振動が交尾受容の信号で,既 交尾雌の腹

部振動お よび産卵管たてが交尾拒否の信号機能を持 つ も

の とす ると,腹 部肥大雌への雄の行動が極めて能率化 さ

れ る ことになる。

小原 はさ らに,交 尾拒 否姿勢 の起源 について触れ,こ

れ は飛 びたちの初発行動 の定形化 の過程で はないか と述

べてい る。

トビイ ロウンカの場合 の産卵管たて行動は未成熟雌に

は見 られず,従 って これは交尾 を済 ませた雌の産卵衝動

の高ま りに よる産卵の初発行動の定形化過程 と考え られ
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るが,こ の点は今後産卵行動 との比較検討 を行 な う必要

が ある。

また第4図A, B, Cで 明 らか なよ うに,短 翅型-長

翅型,雌-雄 の間 にはイネか らの離脱傾向 が高密度 な ど

で異 なってお り,こ の ことが第2表 に見 られた短翅型 雌

選好性の原 因にな っている と思 われ る。大 久保(1969)

も歩行距離 とともに雌 の試験管壁,お よびイネ苗上 の分

布 を調べ,高 密度で 長翅型 の イネ苗 離脱傾 向が 高 くな

り,そ れ ゆえ機会的 にイネ苗へ の産卵数 が低下 す ると報

告 している。 この ことはまた,産 卵数 の変 化だけでな く

両翅型 の雌雄 の配 偶頻度 をも決 定する と思われた。岸本

(1965)は 産卵習 性の分析 か ら短翅型 雌を増 殖型 とよん

だが,こ の実験 か ら短 翅型 雌はよ く交尾 され る型 で もあ

る ことが推察 され た。

トビイ ロウン カの雌には,産 卵 前期間の存 在が知 られ

ている。 岸本(1965)は 短 翅型 で2～4日,長 翅型で3

～10日 としてい る。MOCHIDA (1970)は 成熟卵形成を短

翅型 で1～7日,長 翅 型で3～14日 と報告 してお り,前

者に比べややバ ラつ きが大 きくな ってい る。筆者の調べ

た羽化か ら交尾 までの期間 も,わ りあい これ らに近か っ

た。従来,成 熟の尺度 としては産卵前期間や成熟卵形成

が用い られて きたが,次 の点で交尾までの期間を直接求

めた方がよいのではないか と思われ る。第1に 交尾は産

卵 に先行 す る。第2に 雄 との比較が可能であ る。 さて,

雄 は雌に比べ早 く成熟す る。雄の成熟に至 る正確な時間

は時間区分を細 分化すれば出 るが,雌 との十分な共存時

間を考慮す ると実験設定上の困難があ る。雄の交尾率が

羽化数 日後に低下す るものが あったが,こ の原因 につい

てはは っき りしない。雄の交尾が飼育条件に よ り強 く影

響 され るためか,KENNEDY (1958)の い うよ うに飛翔 と定

着の拮抗反射の結果で あるのか,ま た飛翔衝動の高 まっ

た雄が試験管上部 を俳徊 していたため にイネ苗上 に定着

していた雌個体 と機会的 に遭遇 しなか ったのか,と い っ

た可能性が考 えられ る。飛翔行動 の ピークは市川(1972)

によれば,羽 化後2～4日 で あ った。長翅型雌 の交尾率

の増大は この ピークの直後 にみ られ てい る。大久保 ・岸

本(1970)は 飛翔 中の雌 固体 はすべ て未交尾で あ った と報

告 している。従 って,本 種の交尾 はteneral period→ 飛

翔→定着の直後 にお こり,交 尾後 ただ ちに産卵が行 なわ

れ るもの と思われ る。 なお第3表 下段 におい て飛翔 ピー

クを過 ぎた雄 の交尾率が100%に 達 しなか ったものがか

な りあ った。前述 のよ うに,雄 は同種雄個体 に対 して も

激 しい求愛行動 を とる ことが明 らか にな った。雌雄 を共

存 させ る前 の雄 の隔離 期間 中にも このよ うな行動 は起 こ

っていた もの と思 われ る。 従 って これが雄 の交尾衝動 を

低下 させ た可能 性があ り,第3表 の結 果は これに起因す

るのではないか と考 え られ るが確 かではない。も っとも

こうした状況 は野外条件では考え られない。

雄 の交尾能 力は短翅型,長 翅型 で有意な差はなか った

が,第4表 では短翅型 の交尾水 準が長翅型 に比べやや早

く低下す る傾 向があ った。第5図 において もその傾 向が

うかがわれた。 しか し,第5図 では短翅型の交尾水準が

早 く上昇 す る傾 向が見 られた(6日 目までの傾向は α≡

Pr{｜t｜>tα}=5%で 有 意)。 これは短翅型 が飛翔 しない

とい うことによ るのか もしれない。また,短 翅型雄発現

の生態的 意味が,長 翅型 と同程度の交尾能力を獲得す る

までの時間を短縮す ることに あるとす るな らば,天 敵等

にさ らされ る野外条件に あっては,そ の幼虫期間が短い

とい うことと重な って,種 々の死亡要因に遭遇す る確 率

を減 す こととな り,こ の ことが高い生存価を持つ ことに

な るのでは あるまいか。 この点については野外での実験

的検 討を待ちたい。

本実験で供試 した個体は全て飼育室での累代飼育を行

な った もので ある。従 って,雄 の交尾能力は野外個体群

で期待 され る値 よ りも低い可能性があ ることを付記 して

お きたい。

摘 要

トビイ ロウンカの配偶行動 を観察 し,そ の行動解析 と

交尾に関す る若干の実験 を行 なった。

(1) 雄の接近 に先だつ成熟雌の腹部上下微振動 は,

雄の存在 による視覚刺激 によって起 こる。雄 による雌の

認識は視覚刺激が重要で ある と思 われ るが,そ の程度 は

あま り厳密 なものでは なか った。

未成熟雌個体 は既交尾個体 でみ られ た ような交尾拒否

行動 を とらず,イ ネ苗上 を移動 して雄 か らのがれた。

(2) 両翅型 の雄 に両翅型 の雌を選択 させ る組 合わせ

を作 る と,どち らの場 合も短翅型 の雌がよ く選好 された。

これ は短翅型 の雌 がイネ苗によ り多 くとどまる ことによ

る と思われ た。

(3) 雌 の羽化 か ら交 尾に至るまでの期間は短翅型 で

2～4日,長 翅型 で3～7日 であ った。雄 では1日 以内

にか な りの個体が成熟 を完 了 していた。

雄 の交尾能 力は短翅型 と長翅 型で明 らかな違いがなか

った。観察期間 中の最高 交尾 回数 は1日6回,全 生存期

間 を通 して21回 であ った。
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