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The relation between the ovarial development and the copulation was examined with the 

green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps (Jassidae), the brown planthopper, Nilaparvata lugens, 

the white back planthopper, Sogatella furcifera, and the small brown planthopper, Laodelphax striatel-

lus (Delphacidae) by vivisecting the insects reared in a laboratory. The ovarial development in 

the three species of delphacids progressed more rapidly than in N. cincticeps, that is, the earliest 

females having full grown eggs appeared on the 3rd day of emergence in the delphacids, while 

on the 6th or 7th day in N. cincticeps, at the same temperature of 25•Ž. However, the speed of 

ovarial development varied widely even in the same species and more than 20 percent of females 

examined possessed undeveloped ovaries even at the 15th day of emergence in N. cincticeps and 

at the 10th day of emergence in N. lugens and L. striatellus. In the delphacides, copulation began 

on the second to the 3rd day of emergence and most females completed copulation by the 4th 

or 5th day of emergence, though more than 10 percent of females remained uncopulated through-

out the observation period of 8 to 10 days. On the contrary, the copulation of N. cincticeps 

began on the 4th day of emergence and all the females copulated by the 9th day of emergence. 

Many females of N. cincticeps copulated successfully before the ovarial maturation, while in the 

delphacid females having no full grown eggs seldom copulated successfully. Thus, N. cincticeps 

differed from the three species of delphacids in the time of copulation in relation to the ovarial 

development.

緒 言

ヒ メ トビ ウン カLaodelphax striatellus FALLEN,セ ジ

ロ ウ ン カSogatella furcifera HORVATH,ト ビ イ ロ ウ ン

カNilaparvata lugens STALお よび ツ マ グ ロ ヨコ バ イ

Nephotettix cincticeps UHLERな どの ウ ン カ,ヨ コ バ イ類

の 大 発 生 は,そ れ に 先 立 つ 異 常 に多 い産 卵 数-高 い生 殖

能 力-に よ って もた ら され る。 この 生 殖 能 力 の解 明 の た

め,従 来 卵 巣 の 発 育 状 況 と蔵 卵 数,産 卵 前 期 間 あ る い は

1雌 当 た りの 産 卵 数 等 に つ い て,多 くの 調 査 が な され て

きた(末 永,中 塚,1958;奈 須,1963;末 永,1963;岸

本,1965な ど)。 また,最 近 ウ ン カ類 の 配 偶 行 動 に つ い

て も,興 味 あ る報 告 が な され て い る(竹 田,1974;市 川

1974; ICHIKAWA and ISHII, 1974な ど)。

しか しこれ ら ウ ン カ,ヨ コバ イ類 にお い て,交 尾 は卵

巣の発育状況 とどのよ うに関連 しているのか,こ の関係

は種に よって どの よ うに異な るか等 につ いては,従 来 あ

ま り論 じられていなか った。そ こで筆者 は上記 の4種 の

ウンカ ・ヨコバ イ類 につ いて,こ の問題 を検討 した ので

その結果 を報告す る。

本研究は昭和49年 度病害 虫発生予察員特別研修生 と

して,農 事試験場 虫害第1研 究室 にお いて実施 した。終

始 ご懇切な ご指導 を賜わ り,原 稿の校閲 をしていただ い

た岸本良一室長に厚 くお礼 を申 しあげ る。 また,同 研究

室の鶴町昌市技官 な らび に伊藤清光技官 には,種 々ご指

導御助言 をいただ いた。 あわせ て感謝の意 を表す る。

材 料 お よび 方 法

供試虫の由来 と飼育条件は第1表 の とお りで,セ ジ ロ

ウン カ以外は採集後 す ぐに飼育箱に入れて産卵 させた。
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第1表 供試虫の由来と飼育条件

餌植物はすべて イ ネ幼苗(品 種 日本 晴)を 用 い,25℃ 

24時 間照明下 で飼育 した。 まず,飼 育箱(33×29×29

cm)で 集 団飼育 した 幼虫か ら5令 幼虫 を選び,広 口ビ

ン(直 径9cm×18cm)に 移 して,さ らに成虫 にな るま

で集 団飼育 した。 羽化 した成虫は毎 日朝(8:30～9:00),

夕(17:00～17:30)の2回 選び出 して,雌 雄5対 づつ大

型試験管(直 径2.7cm×20cm)に 移 し,所 定の 日数 を

経過 した もの を供 試 した。

調査は生 理食塩水 を満た した時 計皿で,双 眼顕微鏡 に

よ り生体解剖 し,1個 体について大 きい順に5本 の卵巣

小管 を選び,各 卵巣小管内の最大卵母細胞 を ミクロメー

ターで測定 して,そ れの平均値 を求めた。 また,交 尾 し

たか どうか を知 るために,そ れ ぞれ ウンカ類 については

貯精の うと交尾の う内の,ヨ コバイについては貯精の う

と輸卵管基部の膨張部(第1図)内 の精子の有 無 とその

量 を調べた。 調査には1種 類1日10頭 を供 試 した。 な

お,飼 育方法 の関係で,ウ ン カ類は短翅 型個体が少なか

ったので,こ の調査では長 翅型 を用いた。

調 査 結 果

1. 羽化後 経過 日数 と卵 巣発育

一般 にウン カ類3種 では,羽 化後 比較的 短期間で卵巣

が発育 したが,ツ マ グロヨコバイでは ウンカ類 よ りも発

育 が遅 れた。 この関係 を第2図 に示 したが,卵 巣の発 育

は個体差 が きわめて 大 きいので,図 の中に 調査値 の 最

大,最 小 の幅 を縦 の線 で示 した。 羽化後 経過 日数 と成 熟

卵 を1個 以上 もった成熟卵 個体率 との関係 を第3図 に示

した。

各種 類別 の卵巣発育状況 は次 の とお りである。

セジ ロウンカ:本 種の卵巣発育 は非常 に早 く,羽 化後

3日 目には成熟卵 をもった 個体 が約20%,卵 黄形成 の

は じま った個 体が70%以 上 出現 し,卵 母細 胞の平均長

は359.5μ で成熟卵の約54%の 長 さに達 した。 その後

第1図 ツマグロヨコバ イ輸卵管基部 の膨張部分。A:矢

印の部分が膨張部で 交尾個体では この中に 精子が入

ってい る,B:膨 張部の クローズア ップ。

第2図 羽化後経過日数と卵巣発育。A:セ ジロウンカ,

B:ヒ メ トビウンカ,C:ト ビイロウンカ.D:ツ

マグロヨコバイ(各 グラフの縦線は調査値の最大,

最小の幅を示す)。

も成熟卵 をもった個体が増加 したが,羽 化後1週 聞 を経

過 して も卵巣未発育の個体がみ られ,卵 巣発育の個体間

差が非常に大 きい。なお,羽 化8日 後の調査では,個 体

間差が ほとん どな いよ うな結果にな ったが,こ れは供 試

個体数が少なか ったためで ある。卵黄形成初期の卵母細

胞の長 さは200～250μ で,卵 殼形成 を終 えた卵巣内の

成熟卵の長 さは650～690μ であ った。

ヒメ トビウンカ:卵 巣発育は セジロウンカと同様非常

に早 く,羽 化後2～3日 で 成熟卵 を もった 個体が出現

し,そ の後成熟卵 をもった個体は 目ごとに増加 したが,
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第3図 羽化後日数と成熟卵蔵卵個体率。--□--:ヒ メ ト

ビウンカ,-■-:ト ビイロウンカ,=○=:セ

ジロウンカ,-●-:ツ マグロヨコバイ。

セジ ロウンカ同様羽化後10日 を経過 して も,卵 巣 未発

育 の個体 もみ られ た。本 種の卵黄形成初期 の卵母細 胞の

長 さは200～250μ,成 熟卵 は670～720μ であ った。

トビイロウンカ:羽 化後3日 目には成熟卵 をもった個

体 が出現 し,そ の後急増 した。 しか し前2種 同様 羽化後

10日 を経過 しても,成 熟卵 をもたない個 体が み られた。

卵黄形成初期 の卵母細胞 の長 さは265～275μ で,成 熟

卵 は840～890μ であ った。

ツマグロ ヨコバイ:本 種の卵巣発育 は ウン カ類に くら

べ てかな り遅れ るが,羽 化後6～7日 で急速に卵母細胞

が発 育 し,7日 目には成 熟卵 をもった個体が出現 した。

また,ウ ンカ類 同様発育 の遅 い 個体 がみ られ,羽 化後

15日 経過 して も約20%の 個体 では,卵 巣 が未発育 であ

った。卵黄 形成初期 の卵母細胞 の長 さは300～350μ で

成 熟卵は960～1010μ であ った。

第3図 に示 した ように,ツ マ グロヨコバイの卵巣発育

はウンカ類 に くらべ て4日 ほ ど遅 れた。 また,ど の種類

で も調査期 間中つねに約20%は,成 熟卵 をもたない卵

巣未発育個体 であ った。

2. 羽 化後 日数 と交尾個体数

第4図 に各種 類について,羽 化後 経過 日数 と交尾個体

率 の関係 を示 した。 ウン カ類の交尾 はツマ グロヨコバ イ

よりも早 く,羽 化後2～3日 で交尾 個体が出現 しは じめ

羽化4～5日 後 には大 半の個 体が交尾 を完了 した。 しか

し調査期間中つねに10%以 上 の個体は未交尾の ままで

あ った。

これに対 して,ツ マグロヨコバ イでは ウンカ類 よ りも2

日遅れて,羽 化後4日 目か ら交尾個体が出現 し,そ の後

交尾個体は急増 して,7日 後 には90%, 9日 以降 は調

査全個体が交尾 を完了 していた。 この点で,調 査期間 中

つね に未交尾個体が観察 された ウンカ類 とは,著 る しい

第4図 羽 化 後 日数 と交 尾 との 関 係 。--□--:ヒ メ トビ ウ

ン カ,-■-:ト ビ イ ロ ウ ン カ,=○=:セ ジ ロ

ウ ン カ,-●-ツ マ グ ロ ヨ コバ イ。

第5図 卵細胞の大きさと交尾 との関係。(卵細胞の大きさ

別の交尾,未 交尾個体のひん度分布)。

対照 を示 した。

3. 卵巣発育と交 尾との 関係

各 種類 ごとの卵母細胞の大 きさ別の既交尾,未 交尾個

体のひん度 分布 を第5図 に示 した。

ツ マグロヨコバイでは,卵 母細胞の長 さが200μ 以下

の未発育卵巣 をもった個体で も,一 部の ものは交尾 を完

了 していた。また,卵 母細胞の大 きさが401μ 以上の個

体で,未 交尾はみ られなか った。

ウンカ類ではツ マグロヨコバ イといち じる しい対照 を

な し,交 尾個体はそれぞれの種類の卵母細胞の大 きさの

上限附近 にのみ集 中 し,未 交尾個体は卵母細胞の大 きさ

が400μ 以下の卵巣未発育な個体に多か った。 しか し卵

巣が発育 した個体で も,未 交尾の もの もみ られた。

次 に,卵 巣の成熟程度 と交尾 との関係 を第6図 に示 し

た。 これ による と,卵 巣発育 と交尾 との関係 の種間差が

さ らに明瞭 に示 され ている。す なわ ち,ツ マグ ロヨコバ
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第6図 卵巣 の成熟程度 と交尾 との関係 。(交 尾個体 にお け

る卵巣発育 ステージ別割合;1:卵 黄 形成以前 の卵

細胞 をもった個体。2:卵 黄形成 中の卵細胞 を もっ

た個体。3:成 熟卵1～4個 蔵卵 した個体。4:成 熟

卵5個 以上蔵卵 した個体),A:ツ マ グロヨ コバ イ,

B:ヒ メ トビウンカ,C:ト ビイロウンカ,D:セ

ジロウンカ。

イでは,卵 黄形成期以前の卵母細胞 をもった卵巣未発育

個体で も,一 部の ものは交尾 を完了 してお り,交 尾 を終

えた個体の うち,成 熟卵 を1個 ももたな い卵巣未発育個

体が,そ の40%近 くを占めていた。 さらに,成 熟卵4

個以下の個体が全体では70%に 達 した。

一方 ウンカ類では,卵 黄形成期以前の卵母細胞 をもっ

た個体では,交 尾 を完了 した ものはな く,交 尾完了個体

の うち,成 熟卵 を1個 ももたない卵巣 未発 育個体 は,ヒ

メ トビウンガで17%,ト ビイ ロウンカ,セ ジ ロウンカ

でそれ ぞれ8%, 7%し か な く,ウ ンカ類 では卵巣 が発

育 してか ら交尾す る個体が 多か った。

最後 に,卵 黄形成,成 熟卵形成 と交尾時期 との関係 を

第7図 に示 した。 ツマグ ロヨコバイの交尾 は,成 熟卵形

成 よ りもか な り時期的 に早 く,卵 黄形成期 と相前後 して

行われ る。 ヒメ トビウンカでは交尾は卵黄形成期 よ りか

な り遅れ,成 熟卵形成の直後 に行われ る。 これ に対 して

トビイロウンカ,セ ジロウンカでは,交 尾は成熟卵形成

と相前後 して行われ る傾向 を示 して いる。

考 察

従来 ウン カ類については,卵 巣発 育状況 と産卵,あ る

いは卵巣発育 と飛翔 との関係についてい くつかの報告が

あるが(三 宅 ・藤原,1962;末 永,1963;吉 目木,1966 

MOCHIDA, 1970;大 久保 ・岸本,1971な ど),ツ マグ ロ

ヨコバイでは比較的少ない(奈 須,1963;橋 爪,1964;

法橋,1972な ど)。

MOCHIDA (1970)は トビイロウンカの卵巣発育 につ い

て解剖学的,組 織学的 に詳細な研究 を行な い,羽 化後経

過 日数 と卵母細胞の平均長の変化,お よび羽化後 日数 と

成熟卵蔵卵個体率の変化 について,今 回の調査結果 とほ

ぼ同様な結果 を報告 してい る。 奈須(1963)は ツマグロ

第7図 卵黄形成,成 熟卵形成 と交尾 との関係。(--:卵 黄

形成 を開始 した ♀の個体率,-:成 熟卵蔵卵個 体率,
---:交 尾 ♀個体率)。A:ト ビイロウンカ,B:

セ ジロウンカ,C:ヒ メ トビウンカ,D:ツ マ グロ

ヨコバイ。

ヨコバ イの卵巣発育 につ いて,解 剖学的,組 織学的な調

査 を行な い,卵 巣発育程度 についてqualitativeな 記載

を行な ってい る。 しか しこれ ら以外の種類では,羽 化後

日数 と卵巣発育 につ いての詳 しい報告はみあた らない。

杉本 ・山崎(1968)は トビイ ロウンカについて,羽 化

後 一定時間,雄 と接触 させ た雌にイ ネ苗へ産卵 させ,そ

の卵のふ化率 をみ ることによ って,羽 化後経過時 間 と交

尾 との関係 を調べた。 それ による と交尾 は羽化後24時

間以上 た ってか ら始 ま り,多 くは48時 間以後 に交尾す

る らしい とした。 この結 果 と今 回の長翅型 のみ の調査結

果 と比較す る と,や や交尾開始が早 いよ うに思われ る。

一方
,竹 田(1974)に よる と トビイ ロウンカの雌 を解剖

して貯精 の う内の精子 の有無 による交尾個体の調査で,

羽化か ら交尾 に至 るまでの期間は短翅型で2～4日,長

翅型では3～7日 であ ると報告 してい る。 これは今回の

長翅型の結果 と比較す るとよく一致 してい る。MOCHIDA 

(1973)は キタウンカJavesella pellucida (F.)に ついて

卵巣発育 と交尾,産 卵 について詳細な研究 を行な ってい

るが,そ れに よると,キ タウンカでは交尾個 体は短翅型

で,羽 化2日 後30%, 3日 後90%, 5日 後 には100%

にな り,長 翅 型では短翅 型 よ りおそいが,7日 後 に100
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%に な った とい う。

今回の調査で,卵 巣の発育 と交尾 について生理,生 態

的に,ツ マ グロヨコバ イは ウンカ類 とかな りは っき りと

相違 してい ることが明 らかにな った。すなわち,ツ マグ

ロヨコバ イでは交尾は卵巣未発育の個体で も高率 に行わ

れ るが,ウ ンカ類では卵巣が発育 して成熟卵 を蔵 した個

体でな いと,ほ とん ど 交尾は 行われない。 この ことは

MOCHIDA (1973)も キタウンカで,短 翅型 では卵巣が発

育 し,成 熟卵がで きた後で,産 卵 の前 に交尾 が行 われ る

と報告 している。

ウンカ類 の飛翔 と卵巣発育 に 関 し て,三 宅 ・藤 原

(1962),末 永(1963),吉 目木(1966)は,そ れぞれ移

動個体群 は ほ とん ど卵巣未発育 で あ った と 報告 してい

る。 また,大 久保 ・岸本(1971)に よれば,ト ビイロウ

ン カの飛翔中の雌個体はすべて未交尾で,卵 巣は ほとん

ど発育 していなか った とい う。従 って,ウ ンカ類 にあ っ

ては,成 虫の羽化→ 移動分散→卵巣発育→交尾→産卵 と

い う順序で,飛 翔後 定着 し,新 しい餌植物 を吸汁 して卵

巣の発育 と同時に交尾が行われ るもの と思われ る。

これに対 して,ツ マグロヨコバ イでは法橋(1972)に

よると,飛 翔個体はか な り高率 に成熟卵 をも っていて,

ツマグロヨコバ イ雌の飛翔の型 は上述 のウンカ類 とちが

って,摂 食や産卵 に密接 に関連 した ものだ とい う。今 回

の調査で ツマグロヨコバ イは,卵 巣が完全 に発育 し,5

個以上の 成熟卵 を 蔵卵す るよ うに な る前 に,大 半 の個

体(70%)が す でに交尾 を完了 している こと,お よび法

橋(1972)の 上記 の調査結果 とあわせ考 える と,ツ マ グ

ロヨ コバイで は,成 虫羽化→交尾→卵巣発育→移動分散

→産卵 とい う順序 になるのではなか ろ うか。

なお,ツ マグ ロヨコバイには,ウ ンカ類 のよ うな短翅

型 はないが,今 回の調査 でウンカ類 と同様 に卵巣発育 の

個体差 が非常 に大 き く,羽 化7日 後 ぐらいで急速に卵巣

の発育 する個体 と,羽 化15日 後 で も卵巣 の未熟な個 体

があ った。 この ことか ら生理的 に ウン カ類におけ る短翅

型,長 翅 型に相 当する ものがあ るか も知れない。 この点

は,今 後 さ らに飛翔,産 卵等 の生態的 な面 と合わせて調

査す る必要があろ う。

最後に,今 回の調査では,ウ ンカ類で羽化後7～10日

た って も,未 交尾の個体がみ られたが,竹 田(1974)は

トビイロウンカで,交 尾の際に短翅型雌が長翅型雌 よ り

も雄に よってよく選好 された と報 じてい るので,今 回 の

調査は長翅型だけのために,こ の よ うな未交尾雌が残 っ

た ことも考 えられ る。

摘 要

ヒメ トビウンカ,セ ジロウンカ,ト ビイロウンカお よ

びツマ グロヨコバ イの卵巣発育 と交尾 との関係 を,室 内

飼育虫の卵巣解剖に よって調査 した。

1. ウンカ類は ツマグロヨコバ イよ りも卵巣発育速度

が速 く,羽 化後3日 目ごろか ら成熟卵蔵卵 個体が 出現 し

た。 ツマグ ロヨコバイでは,羽 化後6～7日 目にな って

成熟卵蔵卵個体が 出現 しは じめた。 しか し卵巣発育 の個

体間差が どの種でも非常 に大 きく,各 種 とも調 査期間の

最後 まで,卵 巣未発 育の個 体が10%以 上 み られた。

2. ウンカ類では羽 化後3日 目ごろか ら交尾 が行 われ

羽化4～5日 後 には大半 の個体が交尾 を完了 した。 しか

し,調 査期間中つねに10%以 上 の個体が未交尾のまま

であ った。 これに対 して,ツ マグロヨコバ イは羽化4日

後 か ら交尾個体が出現 し,そ の後 交尾個体は急増 し,羽

化後9日 以降はすべての個体が交尾 を完了 していた。

3. ツ マグロヨコバ イでは,交 尾は卵巣未発育の個体

で も,か な りの率で行われたが,ウ ンカ類では卵巣が発

育 して成熟卵 をもった個体で ないと,ほ とん ど交尾は行

われなか った。従 って,ツ マグ ロヨコバイは卵巣発育 と

交尾 との関係で,生 理,生 態的 にウンカ類 と,か な りは

っき りと相違 して いると考 えられた。
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