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Differential reactions of the Joetsu (Hokuriku) and Chikugo (Kyushu) populations of the 

green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps, were comparatively studied to identify their biotypic 
differentiation. The reactions of the Joetsu-Chikugo hybrid progenies, and of other 13 local 

populations to IR24 were also examined preliminarily.
Nymphs of the Joetsu population did not prefer the rice varieties, IR24, IR28, IR32, and 

Kanto PL3, whereas those of the Chikugo population accepted these varieties as well as suscep-
tible varieties. High percentages of the Chikugo nymphs emerged to adults on these varieties, 
unlike the Joetsu nymphs. Although the first instar nymphs of the Joetsu and Chikugo popu-
lations excreted a nearly equal amount of honeydew on IR24, the latter excreted much larger 
amounts of ninhydrin positive honeydew indicative of phloem sucking on IR24 than did the 
former.

Nymphs of the F1 progeny from the crosses between the Joetsu and Chikugo populations 
showed a non-preference for IR24, and only a few individuals reached the adult stage on the same 
variety. The host preference and nymphal growth responses to IR24 of the F2 were interme-
diate between those of the parental populations.

The Kagoshima and Chikugo populations from Kyushu, and the Kainan population from 
South Shikoku had a normal ability to develop and reproduce on IR24. The nymphal mor-
tality of the Ino population from South Shikoku, and the Shirahama and Owase populations 
from the Kii Peninsula was high in the first generation on IR24, but decreased markedly in the 
subsequent 2 to 3 generations on the variety. The first generation of the populations from 
Hokuriku, Kinki, San'in, and North Shikoku did not survive on IR24, except the Sakai popu-
lation which reached the third generation with a marked decrease in the number of individuals.

緒 言

SATO and SOGAWA (1981)は,新 潟県上越市 と福 岡県

筑後 市の ツマ グロヨコバ イ,Nephotettix cincticeps,個体

群 のIR24に 対す る寄生性 に,明 らか な相違 がある こと

を見い出 した。 この事 実は,本 邦産 ツマ グロヨコバ イの

地方 個体群 間に,バ イオタ イプ的変異が存在す ることを

示 唆 してお り,本 種の稲作害虫 としての様相の地方的差

異(那 波,1979; KIDOKORO, 1979)と も関連 した,重 要

な新知見である と考え られ る。

本報 では,上 越 お よび筑後個体群の対 品種反応の相違

を一層明確 に し,さ らに両個体 群の遺伝性 と,類 似個体

群の地理 的分 布を予備 的に調査 した結果を報告す る。

本文 に先だち,ツ マ グロヨコバ イ地方個体群 の入手に ご

協 力いただいた,名 古屋大学農学部 の伊藤嘉昭助教授,

九州農業試験場 の大矢慎吾氏,お よび 島根県農業試験場

の野 田博明氏に,厚 く御礼申 し上げ る。

材 料 お よび 方 法

1. ツマ グロヨコバ イ個体群

前報(SATO and SOGAWA, 1981)で 記述 した,上 越

お よび筑後個体群を,基 準個体群 と して用いた。供試 し

た各地方個体群 の 採集地,採 集年 月,お よび 採集者は

Table 1に 示 した。各個体群の名称には,採 集地の市,ま

たは町名を冠 した。上越 ・筑後交雑個体群は,両 個体群

か ら未交尾 の雌雄成虫を任意 に抽 出 し,5対 ずつ正逆交
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Table 1. Local Populations of the Green Rice Leafhopper Employed in the Present Experiments

雑 して得 た。全 ての個体 群は,28℃, 16時 間照 明の定温

室 で,日 本晴幼苗 を与えて飼 育 した。

2. 稲品種

IR24を 判別 品種,日 本晴を対照 品種 として 常用 し

た。 集団幼苗検定にかけた32品 種(Table 2参 照)

中,関 東PL3号 と関東PL6号 は,そ れぞれPe-bi-

hunとTadukanを 日本稲に交配 し,農事試験場が育種

した ツマ グロヨコバ イ抵抗性中間母本品種であ り,愛 知

42号 と愛知49号 は,Rantaj Emas 2を 母本に,愛 知県

農業総合試験 場が作出 した ツマ グロヨコバ イお よび萎 縮

病抵抗性品種であ る。

3. 試験方法

1) 集団幼苗検定お よび幼虫個体飼育

前報(SATO and SOGAWA, 1981)と 同 じ方 法を用 い

た。

2) 選好性試験

土を入れた プラスチ ックシ ャー レ(径9cm,深 さ2

cm)に,発 芽後2日 目のIR24と 日本晴幼 苗を,2本

ずつ交互等間隔の2個 所 に移植 し,円 筒型 プラスチ ック

ケージ(径7cm,高 さ20cm)を かぶせ,1日 間静置 し

た。試 験開始時,ケ ージ内に1齢 幼虫約20頭 放 し,4

時間後に両品種上の虫数を記録 した。以後24時 間毎に

4日 間,両 品種上の虫数 の変化を調べた。

3) 増殖試験

プラスチ ックシャー レに密植 したIR24に,円 筒型 プ

ラスチ ックケー ジをかけ,当 初10対 の成虫を入れ,累

代飼育の 可否 を 調べ た。 幼苗 は卵期 間以外毎週 更新 し

た。特定 の個体 群については,大 型 ケージ(37×25×37

cm)を 用 いて追試 した。

4) 摂食試験

IR24幼 苗上で,上 越お よび筑後個体 群1齢 幼虫が,

吸汁時排出す る甘露の量 と,そ の ニンヒ ドリン反応を,

下記の方法で比較 した。

プラスチ ックシャー レに細土を満た し,水 を含 ませ,

あ らか じめ催芽 させたIR24種 子2粒 を,胚芽部 が シャ

ー レの中心点に位置す るよ うに播種 し,中 心に5mmの

小孔をあけた プラスチ ックの蓋を した。2日 後,発 芽 し

た幼苗が,蓋 の中心孔か ら外へ1～1.5cm伸 びた時,試

験 に用いた。幼苗 を中心 に蓋 の外表面 に東洋沢紙(No.2,

径7cm),ま たは5×5cmに 裁断 した雨滴調査用 ウォー

ターブルー沢紙(練 馬製作所)を 敷 き,そ の上に 底を

切 り取 り,ナ イロ ンゴースを張 った プラスチ ックカ ップ

(径6.5cm,深 さ3.5cm)を 倒置 し,幼 苗 と沢紙をお

お った。各 カ ップ内に,1齢 幼虫を10頭 ずつ入れ,幼

苗を2日 間吸汁 させ,そ の間に排出 された甘露を,装 着

した沢紙に吸収 させた。その後,沢 紙を回収 し,東 洋沢

紙は0.1%ニ ンヒ ドリンアセ トン溶液に,瞬 時浸漬 した

後,90℃ で10分 間加熱 し発色 させた。 ウォーターブ

ル ー沢紙は,無 処理の まま,甘 露の水分を吸収 し,青 色

に呈色 した面積を比較 した。

4. 試験条件

全て の試験は,28℃, 16時 間照明の定温室内で実施

した。

結 果

1. 上越および筑後個体群の反応

集団幼苗検定に供 した稲品種は,ツ マ グロヨコバ イ幼

虫 の選好性反応 の相違に よって,検 定開始時の寄生虫数

が,そ のまま 保持 され るか,あ るいは 増加す る品種群

と,寄生虫数が,経 時的 に減少す る品種群 とに大別で きた
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Table 2. Preference Response of the Green Rice Leaf-
hopper Nymphs of the Joetsu and Chikugo 

Populations

a) 100 (B-A)/A; A: No. of nymphs at the beginning 

of the experiments, B: No. of nymphs after 3 days.

(Table 2)。 上越 お よび筑後両個体 群は,ほ とんどの品

種 に対 して,同 様 な反応を示 した。 しか し,IR24, IR

28, IR32,お よび関東PL3号 に対する両個体群 の反応

の相違は 明確であ った。す なわ ち,上 越個体群が,上 記

4品 種か ら離脱 し,明 らかな非選好性を示 した のに対 し

て,筑 後個体群は これ らの品種 にも選好性を示 した

(Table 2)。

IR24 , IR28, IR32,お よび関東PL3号 幼苗上で

の,上 越お よび筑後個体群の幼虫発育を,個 体飼育法で

比較 した結果,上 越個体群は,成 虫 まで 発育 できなか っ

たが,筑 後個体群中には,発 育を完了 し羽化で きる個体

Table 3. Differential Nymphal Development of the 

Joetsu and Chikugo Populations of the Green 
Rice Leafhopper on Selected Rice Varieties

a) Susceptible check .
b) Resistant check .

Fig. 1. Honeydew excreted by the first instar nymphs 

of the Joetsu and Chikugo populations on IR24 
seedlings.
A: Honeydew detected by water-blue filter 

paper, indicating the total amount of honey-
dew excreted.

B: Honeydew detected by treating the filter 

papers with ninhydrin reagent, indicating 
that the honeydew resulted from phloem 
sucking.

が 少なか らず含 まれていた(Table 3)。

ウォーターブル ー沢紙 を用 いて,上 越お よび筑後個体

群幼 虫の,IR24幼 苗上で の甘露総排 出量 を比較 した が,

両個体群 間に 明瞭な差ば 認め られなか った(Fig. 1)。

しか し,筑 後個体 群は,上 越個休群 よりも,明 らか に多

量 の ニンヒ ドリン陽性 の甘露を排出 していた(Fig. 1)。

2. 上越 ・筑後 交雑個体群の反応

F1個 体群 のIR24幼 苗上で の幼虫発育は,筑 後個体

群 よりも著 しく劣 った 。 しか し,上 越 個体 群 よりは幼 虫
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Fig. 2. Nymphal development of the Joetsu and 

Chikugo populations, and their F1 and F2 pro-

genies on IR24 seedlings.

Lines show the survival trends of nymphs. 

Shaded areas indicate the accumulated percent-

ages of adults which emerged and the period of 

adult emergence. The vertical and horizontal 

shaded areas in the bottom figure indicate adult 

emergence in the F2 of Joetsu•~Chikugo and 

that of Chikugo•~Joetsu, respectively.

初期 死亡 率がや や低 く,一 部幼 虫は成虫にな った(Fig. 

2)。 F2個 体群 は,IR24幼 苗上で,上 越お よびF1個 体

群 よりも,明 らか に良好 な幼虫発育 を示 したが,成 虫羽

化 率は,筑 後個体群 よりも低 かった(Fig. 2)。 F1個 体

群 のIR24に 対す る選好性は,上 越個体群 と同様 であっ

たが,F2個 体群は,両 親個体群 のほぼ中間 の反応を示 し

た(Fig. 3)。

3. 地方個体群の反応

鹿児 島,筑 後,お よび海南個体群 は,IR24幼 苗上

Fig. 3. Preference response of the first instar nymphs 

of the Joetsu and Chikugo populations and their 

hybrid progenies to IR 24 (○) and Nipponbare 

(●).

で,50%以 上 の高 い成虫羽化率 を示 し,同 品種上 での累

代飼育 も,初 代か ら容 易であ った(Table 5)。 伊野,白

浜,お よび尾鷲個体 群の,IR24上 での成虫羽化 率は低

く,累 代飼 育 した 場合 も,第1世 代 の羽化 率は 低か っ

た 。 しか し,第2,第3世 代以降は,IR24上 で容易 に

発育増殖 した(Table 4)。 IR24上 で孵化 した 白浜 お よ

び尾鷲個体群 の第1～4世 代幼虫の,IR24上 での羽化

率の変化をFig. 4に 示 した。IR24上 で2～3世 代累

代 飼育す る ことに よって,両個体 群のIR24上 での幼虫

発育が,確 実 に向上す る ことが 明白である。

一方,松 任,富 山,上 越,お よび寺泊個体群 の幼虫

は,IR24上 で若齢期 に大部分 の幼虫が死亡 し,成 虫は

羽化 しなか った。 また,出 雲,鴨 島,湖 北,お よび加賀

個体群 も,IR24上 で,極 少数の成虫が羽化 したが,次

世代を得 ることはで きなか った(Table 4)。堺 個体群の

IR24上 での羽化率 も同様に低か ったが,同 品種上で個

体数を減少 させつつ も,3世 代継代す ることが可能で あ

った。 第2お よび第3世 代幼虫 の,IR24上 で の 発育

は,第1世 代 と同様 に不良 なままで あった(Fig. 4)。



284 寒川一成 ・佐藤 昭夫

Table 4. Nymphal Development and Continuous Rearing 

of the Local Populations of the Green Rice 

Leafhopper on IR24

Fig. 4. Changes in the percentage of emergence of 

adults on IR24 seedlings in the Shirahama, 

Owase, and Sakai populations reared success-

ively on the variety.

考 察

上越 お よび筑後 ツマ グロヨコバ イ個体群幼虫 の,IR24

上で の発育,お よび同品種に対す る選好性が,顕 著 に相

違す る ことを既報 した(SATO and SOGAWA, 1981)。両

個体群間 の同様 な寄生性 の相違が,IR28, IR32,お よ

び関東PL3号 幼苗上において も認め られ ることが判 っ

た。関東PL3号 の母本であ るPe-bi-hunの ツマ グロ

ヨコバ イ抵抗性には,2つ の優性同義遺伝子が関与 して

お り(金 田,1980),上 越お よび筑 後個体群に対 して抵抗

性 である。関東PL3号 は,Pe-bi-hunが 有す る2個 の

抵抗性遺伝子 の うち,1個 のみを受け継いでお り,ま た

IR24の 抵抗性 も単優性 である(金 田,1980)。 そ して両

品種 とも,上 越個体 群 に対 して のみ,抵 抗性 なのであ

る。 しか し,IR24, IR28, IR32,お よび関東PL3

号が,同 じ抵抗性 遺伝子を持ち,そ の遺伝子 に支配 され

た形 質が,両 個体 群の寄 生性 の相違の原因 とな っている

のか否 かについては不明である。

ツマ グロヨコバイに 対す る,稲 の 品種抵抗性 の 機作

は,化 学的 因子に よる篩管か らの吸汁阻害 にある とされ

ている(河 部,1979)。 IR24幼 苗上 で,上 越 お よび筑後

個体群幼 虫が排 出す る甘露の うち,篩 管吸 汁を示唆す る

ニ ンヒ ドリン陽性 の甘露(OYA, 1980)の 排 出量 に,顕

著 な差異が認 め られ たどす なわち,筑 後個体 群は,上 越

個体群 よりも,IR24の 篩管か ら多量 に吸汁 してお り,

後者 に対 して有効に作用す るIR24の 吸汁阻害因子 も,

前者 に対 しては,効 果が弱 い ことを示 してい る。同様 な

現象は,抵 抗性 品種上 で発達す る,ト ビイ ロウ ンカのバ

イオタイプの吸汁 反応に も認 め られている(SOGAWA, 

1981)。

上越 ・筑後個体群 間の集 団交雑試験 の結果は,筑 後個

体群 のIR24に 対す る寄生性が,量 的遺伝形質であ る ら

しい こ とを示 した。 その形 質は,IR24に 対 して非寄生

性であ る上越個体群 と交雑 して も,一 部 の後代個体 に遺

伝 されていた。 しか し,そ の遺伝様式 については,さ ら

に詳細 な検討が必要で あろ う。

供試 した ツマ グロヨコバ イ地方個体群 は,IR24に 対

す る反応に もとついて,下 記 の3群 に類別で きた。

1. 大部分 の個体が,IR24上 で幼虫発育を全 うで き

ず,低 率で羽化す る成虫 も,IR24上 ではほ とん ど産卵

しないため,IR24上 で の個体群 の維持が不可能な個体

群:-北 陸各地 の個体群,出 雲,湖 北,鴨 島,お よび

堺個体群。

2. IR24上 で正常 に幼虫発育で きる個体が混在 して

お り,羽 化成虫はIR24上 で産卵す る。IR24上 で累代

飼 育す る ことに よって,同 品種上での成虫羽化率が,速

や かに向上する個体群:-伊 野,白 浜,お よび尾鷲個

体 群。

3. 初世 代か らIR24で,正 常 に幼虫発育,増 殖で き

る個体群:-鹿 児 島,筑 後,お よび海 南個体群。

IR24に 寄生性を示す ツマ グロヨコバ イの個体あ るい

は個体群 は,北 陸地方 を中心 に分布 している様相が うか

がわれた。そ して,IR24に 対す るツマグ ロヨコバ イ地

方個体群 の 寄生性 の 地理的変異 は,各 個体群 中 におけ

る,IR24寄 生性個体 の出現頻度 の相違 に帰せ られ る現

象 とみ なされた 。



ツマ グロヨコバイ の寄生性の変異 285

奈須(1963)は,ツ マグ ロヨコバ イの休眠性 に地理的

変異を認め,地 方個体群間に よっては,生 理的隔離が生

じてい ることを見い出 してい る。そ して この よ うな生理

的分 化が,地 理的条件に対 する適応に よってのみ,も た

らされた ものなのか,あ るいは ツマ グロヨコバ イが,日

本列 島へ分布 した経路,時 代の違 いが関与 してい るかに

ついては,考 察 の余地 があろ うと述べてい る。

本 報で記述 した ツマ グロヨコバ イ地方個体群の,IR24

に対す る寄生性 の地理的 変異 も,ツ マ グロヨコバ イと稲

品種 との,直 接的 因果関係の中で発現 した現象 とは考え

難 い。上越 お よび筑後個体群 に代表 される,北 陸 系お よ

び西南暖地 系個体 群に保持 され ている,異 質な生理 的形

質の1つ と考え られ,IR24は その ような変異を選 別す

る 「篩」の役 目を果 したにす ぎない ように思 われる。今

後,両 個体 群間の生理,生 態,お よび遺 伝的 諸性質の比

較研究 と共 に,こ の ようなバイオタ イプ的種 内変異を も

た らした要因 の究 明が望 まれ る ところである。

摘 要

ツマ グロヨコバ イ地方個体群 の,対 稲 品種反応を比較

調査 し,バ イオタイプ的変異 の存在を 明 らか に した。

1. 上越 お よび筑後個体群 は,IR24, IR28, IR32,

お よび関東PL3号 に対 して,そ れぞれ非選好性お よび

選好性を示 した。 これ らの品種上で の,両 個体群 の幼虫

発育 も有意 に相違 した。 また,IR24上 で,後 者は前者

よ りも,多 量の ニン ヒ ドリン陽性甘露を排出 した。

2. 上越 ・筑後交雑F1個 体群幼虫は,IR24に 対 し

非選好性を示 し,同 品種上で の羽化率 も極め て 低 か っ

た。F2個 体群 のIR24に 対 す る選好性,お よび同品種

上での羽化率は,両 親個体群のほぼ中間であ った。

3. 九州,四 国南部,お よび南紀 に分 布 す る,鹿 児

島,筑 後,海 南,伊 野,白 浜,お よび尾鷲個体群は,

IR24上 で も発育増殖 し,個 体群が維持 さ れ た。た だ

し,伊 野,白 浜,お よび尾鷲個体群 の,IR24上 での,

第1お よび第2世 代幼虫 の死亡率は高か った。一方,北

陸各地,出 雲,湖 北,鴨 島,お よび堺個体群は,IR24

に対す る寄生性を欠いてお り,同 品種上で累代飼育で き

なか った。
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