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Effects of Photoperiod on the Induction of Diapause in the Green Rice Leafhopper, Nephote-

ttix cincticeps UHLER (Hemiptera: Cicadellidae). Shingo OYA (Hokuriku National Agricultural 

Experiment Station, Joetsu, Niigata 943-01). Jap. J. appl. Ent. Zool. 22: 108•`114 (1978)

The green rice leafhopper hibernates mainly at the fourth larval instar. The non-diapause 

larvae generally complete their development in about 20 days at 25•Ž, while the longest duration 

of diapause lasted more than 40 days. The diapause was induced under short-day conditions. 

The short-day conditions acting only on the larval stage was not effective. The short-day condi-

tions in the egg stage alone were sufficient to induce diapause. The most sensitive stage was after 

the eye-spot formation stage, during the three days before hatching. The critical day lengths for 

the induction and termination of diapause were 12.5•`13.0 hours and 12.5 hours, respectively, 

at 25•Ž At a low temperature of 20•Ž, the first instar larvae were also susceptible to photoperiod, 

but the induced diapause was about half the duration of that induced in the egg stage. Long-day 

conditions in the larval stage, however, terminated the diapause easily and accelerated the growth. 

It is inferred that the first occurrence of overwintering larvae is determined by the photoperiod 

before hatching, and thereafter the gradual reduction in photoperiod and temperature induces 

and maintains diapause.

緒 言

北陸 地方のツ マグ ロヨコバイ,Nepkotettix cincticeps 

UHLER,は 出穂期前後 に高密度 とな り,茎 葉や穂 を吸汁

加 害 し,直 接吸汁 害を もた らす水稲の重要害虫で ある。

当地方の発生 の特徴 は,冬 期間の多量の降雪に よ り大 き

な淘 汰を受け,春 先の 生息密度が 著 しく 低い ことで あ

る。積雪量および積雪期間 と翌年の発生量 には関連が あ

り,多 雪年は一般にツ マグロヨコバイの発生量が少ない

と言 われてい る(常 楽 ・嘉 藤,1974; OTAKE, 1966)。 こ

の ように多雪条件下 の越冬生 態の解明は,翌 年の発生予

察に極 めて重要 である。そ こで越冬生 態を解明す る一環

と して,越 冬幼 虫の出現機構 を明 らかに しよ うと した。

ツマグ ロヨコバイは幼 虫休眠 し,主 に4令 幼虫で越冬

す る。 その休眠現 象は奈須(1958), KISIMOTO (1959a)

に よっては じめて確 認され,日 長 条件 が主導的役割 をも

ち,温 度条件 も関与 している ことが明 らかにされた。新

潟県上越市 では,9月1日 前後 のふ化幼 虫か ら休眠現 象

を示 し,ふ 化時 にはす でに休眠誘起 の条件付 けが なされ

ていた(大 矢,1975)。

本報告 では越冬幼 虫出現初 期の温度下 におけ る休眠誘

起 の 日長条件,そ れを感受す る発育段階,休 眠の維持 に

必要 な 日長条件等 を調査 し,若 干の知見 を得たので報告

す る。

本文 に入 るに先 だち,終 始有益 な御助 言をいただいた

北陸農業試験場 佐 藤昭夫虫害研 究室長 な らびに,虫 害

研究室の諸 兄に厚 く感 謝の意 を表す る。

材 料 お よび 方 法

供試虫

1974年11月 に新潟 県上越市 の北 陸農 業試験場 内のほ

場 で越冬幼 虫を採集 し,野 外 で越冬 させ,1975年 春に羽

化 した第1回 成 虫の卵 か らふ化 した幼 虫および,そ の子

孫 を用いた。

飼育方法

鈴木(1961),杉 本(1969)の イネ幼苗飼育法 に 基づ

いて採卵,飼 育 を行 なった。直径9cmの プ ラスチ ック

シャー レに約250粒 の籾 を播種 し,第1葉 が抽 出 し始 め

1 本報告の一部は昭和51年 度日本応用動物昆虫学会大会(京 都)に おいて発表した.
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る ころ餌 と して与 え,5～6日 ごとに交換 した。 プラス

チ ックシ ャー レに直径8.5cm,高 さ15cmの 網付透明塩

化 ビニール円筒 をか ぶせ飼 育容 器 と し,ふ 化後24時 間

以 内の幼 虫を1容 器 当た り60頭(一 部の試験は100頭)

放飼 した。羽化 した成 虫は毎 日と り除 き,幼 虫期間を調

査 した。飼育温度 は越冬幼 虫出現初 期の8月 第6半 旬～

9月 第1半 旬 の平均気温 を考慮 して,特 に記 さないか ぎ

り25℃ と したが,温 度条件 の影響をみ るため20℃ の

処理 区も設 けた。

日長処理

白色螢光灯 を用 い,タ イ ムスイ ッチに よって 日長条件

を設定 した。照 明時 間はすべて24時 間周期 と した。供

試 虫の前処理 および 日長条件の具体的処理方法は,各 試

験 ごとに述べ る。

結 果

1. 幼虫期の 日長 条件 と休眠誘起

野外の 日長,温 度条件下で1975年6月5日 にふ化 し

た第1世 代幼虫 を6, 8, 10, 12, 14, 16時 間照 明(以

下16Lと す る)で 飼育 し,幼 虫期 間を調 査 した。結 果

は第1表 の とお りで ある。各 日長条件下 で幼 虫は正常 に

発育 し,雌 の幼虫期間は約20日 間 で,羽 化は極 めて斉

一に行なわれた
。6月 上旬のふ化幼 虫は25℃ では,幼

虫期のみの短 日条件では休眠が誘起 され なか った。

2. 成虫および卵期の 日長 条件 と休眠誘起

前報(大 矢,1975)に おいて,越 冬幼 虫は幼 虫ふ化時

にはすで に休眠誘起の条件付 けが なされ ている ことを報

告 した。上述 の結果か らも休眠誘起 は幼 虫ふ化時 以前 に

な されて いることが うかがわれ た。 そ こで,親 の世 代お

よび卵期 の 日長条件 の影響を明 らかに しようと した。

親 の世代 および卵 期を6, 8, 10, 12, 14, 16Lで 飼

育 し,各 日長条件 でふ化 した幼 虫をそれぞれ6, 8, 10, 

12, 14, 16Lの 各 日長条件へ 移 し,幼 虫期間 を 調査 し

た。処理 区数 は36処 理であ る。

ツマグロ ヨコバイでは休眠個体 と非休眠 個体がは っき

第1表 第1世 代幼虫の各日長条件における幼虫期間

＊ 平均 ±95%信 頼限界

第1図 ツマグロヨコバイの羽化状況の3つ の型.

I:非 休眠幼虫(16L-6L区), II:非 休眠幼虫と休

眠幼虫が混在(16L-10L区), III:休眠幼虫(8L-

8L区).

り分離せず,20～25℃ では発育遅 延を示 しなが ら羽化

して成 虫とな り,休 眠 は 幼 虫期 間の 延長 として 現 われ

る。成 虫の羽化状況 には第1図 のよ うに,主 に3つ の型

が認め られた。第I型 は非休眠幼虫で,羽 化が斉一に行

なわれていた。第II型 は非休眠幼虫 と同様に羽化す る個

体 と発育遅延を示す個体 とが混在 してお り,発 育遅延の

程度 は第III型に比べ軽度であ った。第III型はすべ ての個

体 が発 育遅延 し,休 眠幼虫 とな った。 この ような休眠程

度 を現わす方法 と して,奈 須(1963)の 提案 した休眠指

数 を用 いる と第2図 のよ うにな る。

休眠指数=
休眠幼虫期間-非 休眠幼虫期間/

最長休眠幼虫期間-非 休眠幼虫期間
×100

各処理 区 とも雌 と雄 は同傾向を示 したので,休 眠 指数

は雌 について算 出 した。最長 休眠幼 虫期間は親および卵

期8L,幼 虫期8L区(以 下8L-8L区 とす る)の

第2図 親 および卵期 の 日長条件 と幼 虫期 の 日長条件が休

眠誘起 に及 ぼす影響(休 眠 指数).

幼 虫期 の 日長 条件(△ ……△ 6L, ▲-▲ 8L,

□ ……□ 10L, ■-■ 12L, ●……● 14L,

〇-〇 16L).
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第3図 親および卵期の日長条件と幼虫期の 日長条件が休

眠誘起に及ぼす影響(発 育遅延幼虫率).

図中の記号は第2図 と同じ.

44.9日,非 休眠幼 虫期間 は16L-6L区 の21.0日 を川

いた。 さらに,第1図II型 の よ うに発育遅延 をす る個体

の占め る 割合 を 示す ため,非 休眠 区の 最長幼 虫期間,

(雌26日,雄25日)を 越 える個体 の割合 を,発 育遅 延

幼 虫率 と して第3図 に示 した。

幼 虫期 の 日長条件が14, 16L区 では親 および卵期 の

日長条件 にかかわ りなく休眠指数 は5～10,発 育遅 延幼

虫率0～5%で 休眠現象 は認 め られ なか った。親 および

卵期が12L以 下 で幼 虫期が8～12L区 では幼 虫期間が

40日 を越 え,休 眠指数 は80以 上,発 育遅 延幼 虫率 は

いずれ も100%と な り,顕 著 な休眠現象が認 め られ た。

親 および卵期が14, 16Lで 幼 虫期 を12L以 下 にす る

と,第1図II型 の羽化状況 を示 した。す なわち,親 お よ

び卵期が14L区 では休眠指数が25前 後,発 育 遅延幼

虫率 は30前 後 とな り,約1/3の 幼 虫が軽 い発 育遅 延を

示 した。親 および卵期 が16L区 では14L区 に比べ両

指標 とも小 さ くな り,一 部 の幼 虫が ご く軽 い発 育遅 延を

示 したにす ぎなか った。

これ らの結 果か ら,ツ マグ ロヨコバイの休眠 は親お よ

び 卵期 が12L以 下 の 短 日条件 で 誘起 され,幼 虫期が

12L以 下 の短 日条件で維持 され る。 しか し,幼 虫期 を

14L以 上 の長 日条件にす ると幼 虫は正 常 に 発育 し,休

眠 が覚醒 され る。親お よび卵期が14L以 上の長 日条件

で幼虫期を12L以 下の短 日条件にす ると一部の幼虫は

軽い発育遅延を示すが,顕 著な休眠誘起は認め られなか

った。

3. 臨界 日長

臨界 日長は前記2試 験か ら12Lと14Lの 間に ある

ことが うかがわれたので,25℃ におけ る休眠誘起お よ

び維持 に必要な臨界 日長 を明 らかに しようと した。

親お よび卵期 を12.5, 13.0, 13.5Lで 飼育 し,ふ 化

第2表 休眠誘起の臨界日長

＊ 第2 , 3図 より抜すい. ＊＊ 平均 ±95%信 頼限界.

した幼 虫を12.5, 13.0, 13.5Lの 各区へそれぞれ移 し,

幼 虫期間 を調査 した。結 果は第2表 の とお りであ る。親

および卵期 が12.5, 13.0Lで 幼虫期 を12.5Lに す る

と,休 眠 指数 が約50,発 育遅延幼虫率は67～68%と な

った。親 および卵期 が13.5L,幼 虫期 を13.0L以 上 に

す ると,顕 著 な発 育遅 延は認め られなか った。第2表,

第3図 よ り親 の世 代か ら同一 日長条件で飼育 した場合の

発育遅延幼 虫率 を示す と第4図 の ようにな る。光周反応

は長 日型 を示 し,極 端な短 日条件の6Lで は発育遅延幼

虫率78.2%,休 眠指数56.9と な り,非 休眠発育 の傾向

が認 め られた。

これ らの結 果か ら,親 お よび卵期 の休眠誘起 の臨界 日

長 は12.5～13.0Lで あ り,休 眠 の維持 に必要 な幼 虫期

の臨 界 日長は12.5Lで あると思われ る。

4. 卵 期の 日長 条件 と休眠誘起

親の世 代 と卵 期 を区分 し,光 周期 を感受す る発育段階

第4図 親の世代から同一日長条件飼育における光周反応

曲線
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第3表 長 日条件の成虫を短 日条件へ移した 場合の産卵日

と幼虫期間の関係

＊ 成 虫の短 日処理 日を起点 とす る.

＊＊ 平均 ±95%信 頼 限界.

を明 らかに しようと した。

親の世 代を14, 16Lの 長 日条件で飼育 し,羽 化 した

成 虫を羽化後7日 目に14L区 は12Lへ,16L区 は8L

の短 日条件 へ移 した。短 日処理2日 前 および短 日処理後

2日 ごとに採卵 し,卵 お よびふ化幼虫 を親 の短 日処理 と

同一の 日長条件で飼育 し,幼 虫期問 を調査 した。結 果は

第3表 の とお りで ある。

各処 理区 とも幼虫期間は約40日 とな り,発 育遅延幼

虫率は100%と な った。親の世 代が14, 16Lの 長 日条

件 で も,卵 を産み付 け後2日 以内に14L→12L, 16L

→8Lの よ うに短 日条 件に移す と顕著な発育遅延がみ ら

れ,卵 期の短 日条件 が休眠誘起に重要な役割 をもってい

ることが明 らかにな った。

5. 光 周期を感受す る卵の 発育段階

前 記試験4よ り,休 眠誘起は卵期の 日長条件 によって

起 こることが推 定 されたので,光 周期 を感受す る卵の発

育 段階を明 らかに しようと した。

親の世 代を8L, 16Lで 飼育 し,羽 化 した成虫が産み

付 けた卵 を供試 した。卵 は幼 苗を1日 ごとに交換 し,産

み付 け後24時 間以内の ものを用いた。25℃ におけ る

卵期 間は約9日 である。 そ こで卵期 間を3等 分 し,3日

間 を単位 に短 日条件(8L),長 日条件(16L)の 日長処

理 を し,幼 虫期 は短 日条件(8L)で 飼 育 した。 日長処

理お よび結果は第5図 のとお りである。

親の世代 の日長条件が8, 16L区 とも全卵期 間(1, 

8区),ふ 化前6日 間(2, 9区),ふ 化前3日 間(3, 

10区)の 短 日条件 によって 顕著 な発育遅延が 認 め られ

た。ふ化前3日 間以上 を長 日条件(4, 5, 6, 11, 12, 

13区)に す ると親 の 世代 の 日長条件 にかかわ りな く,

発育遅延幼虫率が0～5%で,幼 虫は正常 に発育 した。

25℃ におけ る休眠誘起は親 の世代 の 日長条件(8,

第5図 卵の発育段階別 日長処理 と休眠誘起の関係

16L)に ほ とん ど影響されず,ふ 化前3日 間の短 日条件

(8L)に よ って認 め られた。 この時期 を 長 日条件 にす

ると,そ の前後 が短 日条件 で も休 眠誘 起は認 め られず,

幼 虫ふ化直前 の 日長条件 が休眠 誘起に極めて重要であ る

ことが 明 らかにな った。光周期 を最 も敏感 に感 受す る発

育段 階は胚 子発育 の眼点形成期であ るといえ よう。

6. 休眠の維持 と幼虫期の 日長 条件

前 記2, 3試 験 か ら,休 眠 は幼 虫期 の短 日条件 に よっ

て維持 され るが,ふ 化 当初 か ら長 日条件 にする と発 育遅

延 は認 め られず,卵 期 に誘起 され た休眠が覚醒 され た。

そこで,休 眠 の維持 に及 ぼす幼 虫期 の 日長条件 の影響 を

明 らか に しよ うと した。

前記試験5と 同様 の方法で採卵 し,卵 期 を短 日条件下

にお き休眠誘起 の条件付 けをされ てふ化 した幼虫 を供試

した。幼虫の各発育時期 に長 日条件へ移 し,発 育促進効

果 を調べた。 日長処理お よび結果は第6図 の とお りで あ

第6図 休眠維持,覚 醒に及ぼす幼虫期の日長条件の影響.
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る。

ふ化後5日 間の長 日条件(4, 6区)に よ って幼 虫の

発育遅延は認め られず,ふ 化後3日 間 の長 日条件(3, 

5区)で5区 では発育遅延は認 め られず,3区 では休眠

指数が34.2と な った。 休眠幼 虫を2令(7区),3令

(8区),4令(9区)か ら長 日条件へ 移す と,休 眠 指数

は21.1, 42.7, 63.3と な り長 日処理後 の幼 虫期 間が短

縮 し,発 育 の促進がみ られ た。 このよ うに休眠幼 虫を長

日条件 にす ると,容 易 に休眠覚醒が起 る ことが明 らかに

なった。休眠 の維持 には卵期か ら継続 した短 日条件 が必

要 である。

7. 20℃ にお ける幼虫期の 日長条件 と休 眠誘 起およ

び 維持

野外 においては越冬幼 虫出現初期 の9月 上 旬以降 気温

が経 日的 に低下す る。 そ こで気温 の低下 と幼 虫期の 日長

条件が休眠誘起 および維持 に及 ぼす影響 を明 らかに しよ

うと した。

親 および卵期 を25℃, 8ま たは16Lで 飼 育 し,ふ 化

した幼 虫を20℃ で 飼育 した。 日長処理 および 結 果は

第7図 のとお りである。 休眠指数 は非 休眠雌幼 虫期間

33.7日(10区),最 長休眠雌幼 虫期間57.8日(3区)を

用 いて算 出 した。発育遅延幼 虫率 は雌38日,雄36日

を越 える幼 虫の割合 と して算 出 した。

顕著な 発育遅延は,ふ 化前3日 間 以上 を 短 日条件 と

し,卵 期 に休眠誘起 され てふ化 した幼 虫を短 日条件 で飼

育 した処理区(1, 2, 3区)に 認め られ た。休眠誘起 の

条件付 けをされず にふ化 した幼 虫をふ化直後か ら短 日条

件(4区)に す ると,約 半数 の個体が発育遅延 を示 し,

第7図 20℃ における幼虫期の 日長条件が休眠誘起,維

持,覚 醒に及ぼす影響.

休眠指数は48.0と な った。ふ化後3日 目か らの短 日条

件(5区)で は休眠指数 が20.9と な り,軽 い発育遅 延

がみ られ た。ふ化後6日 目か らの短 日条件(6区)で は

発育遅延が 認 め られず,正 常 に 発育 した。 このよ うに

20℃ では1令 幼 虫 も光周期 を感受 して休眠 が誘起され

るが,そ の深度 は卵期 に誘 起された ものに比べ約半分で

あ った。

休眠誘起 の条件付 けをされてふ化 した幼 虫をふ化直後

か ら長 日条件 にす ると,9日 間までの長 日条件(7, 8

区)で は発育遅 延が 認 め られたが,12日 間の長 日条件

(9区)に よ ってほぼ休眠 覚醒 が起 った もの と思われ る。

休眠 覚醒 に必要 な長 日の期間は,25℃ の約3倍 とな っ

た。休眠幼 虫をふ化直後(11区),ふ 化後12日 目(12

区),24日 目(13区)か ら長 日条件にす ると,長 日処理

後 の 幼 虫期 間が 短縮 した。 しか し,発 育遅 延幼 虫率は

12, 13区 でそれぞれ90.4, 100%と かな り大 きな値を

示 した。 これ は長 日条件へ 移す前の発 育遅 延がそのまま

発育遅延幼 虫率 に組み こまれ たためである。25℃ で も

同様 の傾 向であ った(第6図8, 9区)。 本実験では休眠

誘起,維 持 の関連 で休眠指数 と発育遅 延幼 虫率 を用 いた

が,休 眠覚醒効 果は短 日条件 で休眠 が維持 されている処

理 区の休眠指数100か ら,長 日条件へ 移 した処理 区の休

眠指数 を引 いた値が,長 日条件 によ る発育 促進効 果を現

わ してい るといえ よ う。20℃ でも長 日条件 によって発

育の促進がみ られ,比 較的容 易に休眠が覚醒 する ものと

思われ る。

考 察

ツマグロヨコバ イの越冬幼 虫を加温す ると羽化す るこ

とか ら,こ の種 には休眠現象が な く,気 温 の低下 による

発育遅延 と考 え られ ていた(三 宅,1932;新 海,1954)。

その後,奈 須(1958)は 第3世 代 と第4世 代幼 虫を25

° Cで 飼育 し,第4世 代 の幼 虫期間が延長 し,さ らに,生

殖巣の発育休止 を認 め,こ のよ うな発育遅延 は休眠現象

で あることを報告 した。KISIMOTO (1959b)も20℃, 8L

の短 日条件 で初令 よ り飼育す ると4, 5令 で明 らか な発

育遅延 を認 め,一 種 の休眠状態 であると述べ ている。

ツマグロヨコバ イの休眠幼虫 は適 当な温度条件の もと

では摂食 し,発 育遅延 を示 しなが らも羽化 して成虫 とな

る。 したが って,休 眠は幼虫期間の 延長 と して 現 われ

る。休眠幼虫の幼虫期間は25℃ で約45日 とな り,非

休眠幼虫の2倍 以上 とな った。休眠幼虫は各令期間が延

長す るが3, 4令 期 の 延長が 顕著 に 現われ る(奈 須,

1958;大 矢,未 発表)。 しか し,不 十分な休眠誘起条件
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では正常に発育す る個体 と発育遅延す る個体が混在 し,

羽化が斉一に行なわれない。 この ような休眠現象の程度

を示す方法 として,発 育遅延幼虫率 と奈須(1963)の 休

眠指数 を用いた。発育遅延幼虫率は休眠率 に相 当す るも

ので あ り,休 眠指数は 休眠の 深 さを示す 指標 である。

25℃ におけ る休眠指数10は 平均幼 虫期間が2.4日 延

長 した ことを示 してい る。両指標は ほぼ同様 の傾 向を示

し(第2, 3図),ツ マグロヨ コバイのよ うな休眠現象 を

示す昆 虫の休眠程度 を示す指標 と して有効 な方法 と思 わ

れ る。

新潟県上越市 における越冬幼 虫の初期 ふ化時 期は9月

1日 前後で あ り,ふ 化幼 虫はす でに休眠誘起 の条件付 け

が なされ ていた(大 矢,1975)。25℃ では幼 虫期のみの

短 日条件 では休眠誘起が認 め られず(第1表),9月1日

前後の平均気温が25℃ で あることか ら,幼 虫期 の 日長

条件の影響 よ りも,ふ 化時以前 の 日長条件 に よって休眠

が誘起 され ることが本試験か らも明 らか にな った。 しか

し,20℃ ではふ化 当初か ら短 日条件(8L)に す ると,

約半数 の個体 に休眠誘起が 認め られた(第7図)。KISI-

MOTO (1959a, b)は 幼 虫期 の短 日条件 によ って20℃

では発育遅延がみ られ,30℃ で は正常 に発育 し,あ る

範囲 内の温度 で幼 虫期 の短 日効 果が現 われ ると述べ てい

る。25℃ はKISIMOTO (1959b)の 言 うある範 囲を越 え

た高温条件 であ り,幼 虫期 の短 日効 果によ る休眠誘 起は

ほ とん ど認め られ なか った。

ふ化以前の 日長条件 の影響 を検 討 した結果,卵 期 の短

日条件 によって休眠が 誘起 され(第3表),ふ 化前3日

間が光周感受期で あった(第5図)。25℃ における胚子

発育は産卵後約5日 目に反転期 をむか え,眼 点形成期 を

経てふ化期 をむか える(奈 須,1958)。 光周期 を 最 も敏

感 に感受 して休眠が誘起 され る発育段 階は眼点形成期 で

あると思われ る。

奈須(1963)は 親 の世代が13L以 下 の 日長条件 で生

育す ることに よって休眠が誘起 され,14～16Lで は誘起

されず,ま た,親 の世代の 日長条件 にかかわ りな く子 の

世代(卵 と幼 虫)を8L以 下 で飼育 する と休眠 に 入 る

が,そ の休眠指数はやや低い と述べ,親 の世代 の 日長条

件 を重視 した。本実験 では14Lの 成 虫が産み付 けた卵

を2日 以内 に12Lに す ると休眠が誘起 され(第3表),

光周感受期は 眼点形成期で あった(第5図)。 さ らに,

野外では同一の成虫の子世代が9月1日 前後のふ化 日を

境 に して,非 休眠幼虫 と休眠幼虫 に分かれ ることが推察

された(大 矢,1975)。 これ らの結果か ら,ツ マグ ロヨ

コバイは親の世代の 日長条件 よ りも卵 期の 日長条件 の影

響 をよ り強 く受けて休眠す るもの と思われ る。河部 ・腰

原(1975)も 親の世代の短 日条件が果たす役割 を重視す

る必要はない と述 べてい る。

光 周反応は長 日型 を示 し,休 眠誘起の臨界 日長は12.5

～13.0Lで あ り,休 眠維持に必要な 幼虫期の臨界 日長

は,休 眠誘起の臨界 日長 よ りやや短か く12.5Lで あ っ

た(第2表,第4図)。

休眠は卵期か ら継続 した短 日条件 によって維持 されて

いた(第6, 7図)。 卵期 に誘起 された休眠が25℃ で

はふ化後3～5日 間の 長 日条件で 覚醒 され(第6図),

また休眠幼虫 を各発育段階か ら長 日条件 にす ると発育の

促進がみ られ(第6図),20℃ で も同様の傾向が認め ら

れた(第7図)。 一般 に活性化の 過程は高温 によって抑

制 され ると言われて いるが(DANILEVSKII, 1961),ツ マ

グロヨコバイの休眠は長 日条件 によって比較的容易に覚

醒が起 こる。奈須(1963)は 休眠の地域性 を調べ,奄 美

大島産は 殆ん ど休眠せず,福 岡産 と 福井産は 休眠す る

が,北 の産地 ほど長 日条件で休眠す ると述べてい る。 こ

の ように休眠の地理的分化が発達 して きた とはいえ,上

越市産の ツマグロヨコバイは適 当な温度条件の もとでは

短 日条件で も羽化 して成虫 とな り,ま た,休 眠は長 日条

件 で容易 に覚醒 され ることか ら,十 分安定 した休眠現 象

を示す とは言い難い よ うに思われ る。

当地方では9月1日 前後か ら越冬幼虫が出現 し,こ の

時期の平均気温は25℃ で ある。 このよ うに生育 に適 し

た温度条件で休眠が誘起 され,越 冬体制の準備 を行な っ

てい る。それ以後 にふ化 した幼 虫はいずれ も休眠 し,10

月25日 ふ化幼虫 も野外では一部4令 まで発育 し,越 冬

幼虫 とな った(大 矢 ・鈴木,1973;大 矢,1975)。 越冬

幼虫の出現初期 には 日長条件が主要因 と して働 き休眠が

誘起 され るが,そ れ以後ふ化す る幼虫は 日長の短縮 と気

温の低下 によって,一 層確実 に休眠の誘起お よび維持が

な され て越冬幼虫 になるものと思われ る。

摘 要

ツマグロヨコバイの越冬生態 を解明す る一環 と して,

越冬幼虫の出現機構 を明 らか に しよ うと した。初期越冬

幼虫のふ化時期の気温 を考慮 して,25℃ にお ける休眠

誘起 に及ぼす 日長の影響,臨 界 日長,光 周感受期,休 眠

の維持 に必要な 日長条件 について調査 した。

1. ツマグロヨコバイは休眠個体 と非休眠個体には っ

き り分離せず,休 眠 は幼虫期間の延長 と して現われ る。

2. 第1世 代幼虫 をふ 化直後か ら短 日条件(12L以

下)に して も発育遅延 は認め られず,幼 虫期のみの短 日
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条件 では休眠が誘 起されなか った。

3. 長 日条件(14L)の 成 虫が産 み付けた卵 を2日 以

内に短 日条件(12L)に す ると発育が遅延 し,卵 期の短

日条件 によって休眠が誘 起 された。

4. ふ化前3日 間の短 日条件(8L)に よって休眠が

誘 起された。光周 期に敏感 な卵 の発育段階は眼点形成期

である。

5. 幼 虫期を長 日条件 にす ると容易に休眠が覚醒 し,

休眠 の維持 には 卵期か ら継続 した 短 日条件 が 必要であ

る。

6. 休眠誘起 の臨 界 日長 は12.5～13.0Lで あ り,休

眠維持 の臨 界 日長 は12.5Lで あ った。

7. 20℃ ではふ化 当初か ら短 日条件(8L)に す る

と卵期 に誘起 され た休眠 の半分程度 の深度 の休眠 が認 め

られ,1令 幼 虫も光周期 を感 受する もの と思 われ る。

8. 越冬幼 虫の出現初期 には,日 長条件が主要因 とし

て休眠が誘起 され,そ れ以後 は気温 の低下 と日長 の短縮

によって休眠 の誘起 および維持が なされ,越 冬幼 虫にな

る。
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