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The feeding habits of the green rice leafhopper Nephotettix cincticeps UHLER in each develop-

mental stages from 1st instar larva to adult were compared histologically with the salivary sheaths 

or feeding tracks remained in the tissues of the test plant, sorgham leaf. The basic type of their 

feeding habits did not change through all stages, but some differences were found. A few salivary 

sheaths of a 1st instar larva terminated in the large vascular bundles. This seems to be related 

with the length of the stylets. In all larval stages more salivary sheaths terminated in the xylem 

tissue than in the phloem tissue. It may have some relation with their nutritional requirement 

in the growing stages. The frequency of plagging in the conducting phloem and xylem tissues 

with the sheath materials increased according to the developmental stages of the larva.

ま え が き

前報において,飼 料作物 を加害す るヨコバ イ10種 の

摂食習性を成 虫について比較 し,そ れぞれの種が特有 の

食摂習性 をもってい ることを報告 したが,幼 虫か ら成 虫

にいた る発育段階を通 じて,は た して摂食習性が一定 か

ど うか とい うここが,次 の問題 として考 え られ る。

分類学的 にヨコバ イに近 い昆 虫の なか には,ア ワフキ

ムシの よ うに,幼 虫 と成 虫で明 らか に,摂 食習性が異 な

り,幼 虫は主 と して木部 に口針を挿入 して道管液 を吸汁

す るの に反 し,成 虫は木部 にはほ とん どなく,師 部や葉

肉に挿入が多い こ とが 知 られて いる(HAGLEY, 1966; 

WIEGERT, 1964;内 藤,未 発表)。 ヨコバ イもアワフキ

ムシほ どでないに して も,あ るてい ど幼 虫か ら成 虫にな

る段階で変化す るのではないか,と い うこ とも考 えられ

る。 しか しこの方面に関す る研究は ほ とん どな く,PUT-

MAN (1941)の 断片的 な観察 があるほかは,DAYら(1952)

がOrosins argentatusの 幼虫 と成虫につい て,テ ンサ イ

葉柄組織に 対す る 口針挿入状態の比較が あ るに す ぎな

い。 しか しDAYら(1951)の 報告は 調査数が少な く,

上記の問題 に答 えるに十分な情報 とな っていな い。

材 料 お よ び方 法

ツマグ ロヨコバイの各 齢期幼 虫および成 虫について前

報(内 藤,1976)に 述べ た摂食習性 の比較試 験に準 じソ

ルゴー葉 を用 い,中 肋付 近の特 定部 分だけを摂 食させ て

のち,こ の部分を切取 り,固 定包埋 ののち連続切片 を作

り,染 色 して永久 プレパ ラー トとした。 これ を顕微鏡下

で調 査 し,主 として 口針挿 入の際,植 物組織 内に形成 さ

れ る唾液鞘の各組 織へ の到達状 態か ら口針挿 入部位 の比

較 を行 な った。方法 の細 部については前報を参 照にされ

たい。

供 試虫数 は各8～10頭 を用 い,1～2齢 幼 虫1ケ ージ

2頭,3齢 以上 の幼虫は1ケ ージ1頭 ずつを入 れて2昼

夜摂 食させ た。 摂食の途中において,一 部脱 皮を行 ない

次 の齢期 に進 む ものが見 られたが,こ れ らは 除外 して別

の ものを追加 す るよ うに した。なお摂食ケージ内におい

て,摂 食させ る露出中肋部分は,供 試虫の大 きさに応 じ,

齢期 の若い ものほ ど小さ くした。各組織 に対 す る到 達数

の計算は,前 報 と同様に,分 枝数でな く,唾 液鞘数を基

準に して行 な った。

なお ソル ゴーは,ツ マグロヨコバ イに とって必ず しも
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適当な寄主植物では ないが,こ れ を供 試植物 として用 い

たのは,こ れ までの実 験(内 藤 ・正木,1967;内 藤,

1976)か ら,口 針挿入か らみ た摂 食習性 が,ソ ル ゴーに

お いても,彼 らが最 も好適 な寄主植物 とす る水稲 を供 試

した場合 と,ほ ぼ同様な結 果が得 られ ている ことと同時

に,植 物組織切片 の作製が,他 のイネ科作物 のよ うに困

難 でない理 由による。

結 果

唾液鞘 の到達部位 を,維 管束 とその他 の葉 肉柔組織 に

分 けてみ る と,第1表 のよ うに幼 虫各齢期お よび成 虫 と

も,維 管束 にやや高 い数値が得 られ,こ れ を両組織 に対

す る到達百分比でみ る と,幼 虫は 平均63.6:36.4,成

虫は平均72.3:27.7で あ って,全 体的 にみ て,お よそ

7:3の 割合で あった。 成 虫につい ては 水稲 にお ける調

査成績(内 藤 ・正木,1967)と ほぼ同様で あった。数字

としては表 に示 していな いが,第1表 の数値か ら,唾 液

鞘 の 維管束へ の 到達率 を 計算 してみ る と,幼 虫期平均

92.3%,成 虫平均93.5%で いずれ もかな り高 く,殊 に

3齢 幼 虫では ほぼ100%に 達 した。 これは大部分 の唾液

第1表 ソルゴー葉における維管束と葉肉柔組織に対する

ツマグロヨコバイ各発育段階の口針挿入状態の比較

第2表 ソルゴー葉における大維管束と小維管束に対する
ツマグロヨコバイ各発育段階の口針挿入状態の比較

鞘 が維管 束に到 達 している ここを示 している。

維管 束の種類,大 維管 束 と小 維管束に対 す る唾液鞘の

到 達は第2表 のよ うに,幼 虫期,成 虫期 とも小維管 束に

多 く,両 組織へ の到 達百 分比は幼虫期15.9:84.1,成 虫

期24.3:75.7で あった。大維管束 に少ない傾 向は1齢

幼 虫にお いて特 に強か った。成 虫の雌雄 間ではほ とんど

差が なか った。

次 に大維管束 に到 達 しているものについて,そ の内部

組織であ る篩部 と木部 に対す る唾 液鞘の到 達割合 を見 る

と,第3表 のよ うに幼 虫期は各齢期 ともいずれ も木 部に

やや高 い傾 向が あ り,両 組織へ の到 達百 分比 の平均値は

41.2:58.8で あ った。 成 虫では 両組織へ の到 達百 分比

は48.6:51.5で,ほ とん ど差 がなか ったが,雌 はや や

木部 に多く,雄 は その逆 に篩部は 多い数値 を示 した。 な

お1～3表 にお ける成 虫雌 の数値は,前 報 のものを使用

した こ とを,こ こに断 わなてお きたい。

唾液鞘物質 による通道組織(師 部 と木部)の 閉そ くひ

ん度 を,唾 液鞘が到達 している大維管 束につ いて調査 し

てみ る と第4表 のよ うで ある。本 表の数値は,表 の脚註

にも述べ てあ るよ うに,断 面積 に して,組 織 の1/4以 上

閉そ くされ ている ものの割合 を示 した ものであ って,い

第3表 ソルゴー葉における師部(師部)と木部(導管)に対す

るツマグロヨコバイ各発育段階の口針挿入状態の比較

第4表 ツマグロヨコバイの各発育段階の唾液鞘物質による

通道組織の閉そくひん度*

＊ 唾液鞘到達の大維管束につ いて調査。

断面積で組織 の約1/4以 上の閉そ くのな った ものの割合。
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第1図 ツマグ ロヨコバ イ幼 虫各齢期 および成 虫における唾液鞘 の形成状態 ならびに通道組織の閉そ く状況(い

ずれ もソルゴー葉,×150)。

1: 1齢 幼虫,小 維管束に到達。2: 2齢 幼虫,同 。3: 3齢 幼虫,大 維管束の師部 と木部に到達。4: 4

齢幼虫,小 維管束 と葉肉に到達。5: 5齢 幼 虫,大 維管束木部に到達。6:成 虫,大 維管束 の師部 と木部

に到達。7:唾 液 鞘物質に よる通道組織,環 紋道管 の閉 そく。8:同 じく師部の閉そ く。

わ ゆる閉そ くの程度 を表 わす ものでは ない。 さて本 表を

み てもわか るよ うに,1齢 幼 虫では師部,木 部 とも閉 そ

くされ ているものは まったくみ られ ないが,2齢 幼 虫で

はそれぞれ14.3%, 7.1%の ものが大 な り小な り閉そ く

され,以 後齢期が進 んだ ものほ ど閉そ くひん度 が,高 い

傾向がみ られた。成 虫は4, 5齢 幼 虫 と大差な いよ うで

あった。

参考 まで に,幼 虫各齢期お よび成 虫の唾液鞘 の形成 な

らび に唾液鞘物質 による通道組織 の閉そ く状況 を例示す

る と第1図 のよ うであ る。

考 察

ツマグ ロヨコバ イの成 虫につい ては,こ れ までの報告

(内藤 ・正 木,1967)や 前報 でも 明らか なよ うに,い わ

ゆる維管束摂 食者で ある ことが 知られ ているが,こ の実

験か ら,幼 虫の摂 食習性 も成 虫 とあ ま り変 らないとい う

ことができよ う。た だ細部 の点 につい ては,発 育段階や

性別 によって,多 少 の差異がみ られ る。それ らの差異に

つい て若干 の考察 を加 えてみたい。

1齢 幼 虫が大維管束 に挿入が少ない のは,口 針の長 さ

と関連 があ るよ うに思 われ る。 ヨコバ イ幼虫の 口針長は

齢数 とほぼ正 の相 関があ るが,実 際,吸 汁の際下唇か ら

繰 出され る部分 の長 さ も同様 に,1齢 幼 虫が最 も短い こ

とが知られ ている(POLLARD, 1968)。 一方 イネ科植物

の組織 につ いてみ ると,大 維管束 の外側 には,厚 膜細胞

か らな る亜 鈴状組織が あ り,この組織がかな り硬 いため,
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通常 ヨコバ イは これを避 けて,そ の両側か ら口針 を挿入

す る。 これに対 して,小 維管束は,外 側 の亜鈴状組織が

ほ とん ど発達せず,し か も維管束の位置が よ り表層近 く

に存在 す るため,1齢 幼虫の ように 口針が短い もので も

直接上 部か ら挿入到達が可能 と考え られ る。

師部 と木部に対す る唾液鞘の到達をみ ると,幼 虫は各

齢期 とも木 部に多い ことが注 目され る。通道組織の役割

は,師 部 と師管 が主 として同化 産物の移行を行 ない,木

部の道管 が根 から吸収 した水 分,無 機物お よびそれ と同

化産物 の結合物 を上方 に運搬 す る役割 を果 してい ること

は,一 般 によ く知られ ている ことである。両組 織を移行

する液 の成分は,質 的 にか な り異な り,た とえばMITT-

LLER (1958)が,口 針挿入 中のアブ ラムシを利用 して ヤ

ナギの1種 の師管液 を分析 した結 果では,8.18～8.60%

の糖含量であ った のに対 し,ア ミノ酸 な どの含窒 素化合

物は0.2%で あ った とし,WIEGERT (1964)が トマ トの

道管液を分析 した結果では,糖 は ほ とん どな く,含 まれ

てい る有機化合物の98%が ア ミノ酸で あった こ とを報

告 してい る。 ヨコバ イの発育 にとって,こ うした吸汁 液

の成分が,食 物栄養 として重要な関係 をもっている こと

はい うまで もない。果 して ヨコバ イの発育段階 によって

師管液道管液の どち らを多 く吸汁す るかは興味あ る問題

であるが,こ れは 口針挿 入部位 だ けでな く,寒 川(1970)

が行 な ったよ うな,排 せ つ甘露の調 査な どをあわせて検

討 してみ る必要があ ろう。

摘 要

ツマグ ロヨコバイの摂 食習性 が,1齢 幼 虫か ら成虫に

いたる発育段階 によって変わ るか どうかを,前 報 と同 じ

方法 によって調査 した。 その結 果,基 本的 な摂食習性は

発育段階や性別 によって変 わ ることは なか ったが,若 干

の相違がみ られた。

そ の1つ は幼 虫1齢 期 にお いて,大 維管 束へ の挿 入が

特 に少ない こ とで あ り,こ れは 口針 の長 さ と関連 がある

よ うに思われ る。

幼 虫期は 一般 に師部 よ り木部へ の挿入が 多 く,成 虫で

は雌にお いて同様 の傾 向がみ られた。

唾液鞘物質 による師部 や木 部の閉そ くは,幼 虫の発育

段階が進 んだ ものほ ど多 くなる傾 向がみ られたが,成 虫

は4, 5齢 幼虫 と大差なか った。
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