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稲品種 に対す る反応 を異にす る上越お よび

筑 後産 ツマ グロヨ コバイ個体群 の形 態

お よび生理 的形質 の比較

寒川 一成 ・佐藤 昭夫

北陸農業試験場

Differences in Morphological and Physiological Characters between the Joetsu and Chiku-

go Green Rice Leafhopper Populations with Differential Reactions to Rice Varieties. Kazu-

shige SOGAWA and Akio SATO (Hokuriku National Agricultural Experiment Station, Joetsu, 

Niigata 943-01, Japan). Jap. J. appl. Ent. Zool. 27: 22-27 (1983)

Morphological and physiological characteristics of the Joetsu and Chikugo populations of 

the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps UHLER, with differential reactions to rice varie-

ties were comparatively studied. 1. Male adults with heavier black pigmentation on the face, 

lateral side of abdomen, and tip of tegmen occurred more frequently in the Joetsu population 

than in the Chikugo population. Width of head, and length of hind tibia and tegmen of the 

females in the Joetsu population were larger than those in the Chikugo population. 2. No 

clear difference in the non-diapausing nymphal development at 18-33•Ž under 16L:8D 

photoperiod, the diapausing development at 28•Ž under 12L:12D photoperiod, and the 

ability to overwinter was found between the two populations. 3. The females in the Chikugo 

population laid about 2.5 times more eggs than did those in the Joetsu population on an 

average. About 15 and 11 eggs were deposited daily by a female of the Chikugo and Joetsu 

populations, respectively. 4. The females of the Joetsu population excreted more honeydew 

on the three differential rice varieties than those of the Chikugo population. Optimum fluid 

uptake through a parafilm membrane by the females of the Joetsu and Chikugo populations 

was obtained in 10% and 14% sucrose solutions, respectively.

緒 言

著者 らは,上 越(北 陸)産 と 筑後(九 州)産 ツマ グロヨ

コバ イ,Nephotettix cincticeps,個体群が,特 定 の稲品種 に

対 して異な った親和性を示す こ と を 発見 し,両 個体群

の対品種反応の相違 とそ の遺伝性,お よび 同様 な寄生性

変異個体群 の地理的分布 を予備的 に調査 した(SATO and 

SOGAWA, 1981;寒 川 ・佐藤,1981)。 ツマグ ロヨコバ イ

地方個体群間にお け る バ イオタイプ的種 内 変異 の存在

は,本 種 の稲作を中心 とす る 農生態系 で の 害虫化 の過

程,お よび稲 作害虫 としての生態 の地方的変異(那 波,

1979; KIDOKORO, 1979)を 究明す るため の 興味 深 い糸

口を与えている ように思われ る。

本報では,ツ マ グロヨコバ イの寄生性変異に関す る研

究 のなかで,著 者 らが基準 個体群 として多用 してい る上

越 お よび筑後両個体群 の稲品種 に対す る反応以外 の,諸

形 質 の相違 の有無を調べた結果を報告す る。

材 料 と 方 法

1. ツマゲ ロヨコバイ供試個体群

上越 お よび筑 後産 ツマ グロヨコバ イ室内飼 育 個 体 群

(SATO and SOGAWA, 1981)を 用いた。両個体群は28℃, 

16時 間照 明 の非休 眠条件下で,日 本晴幼苗を 用 い,す

でに20世 代 以上 隔離累代飼育 されてい る。

2. 実験方 法

(1) 成虫 の外部形質

供試個体群 か ら約50頭 の雄成 虫を任 意抽出 し,頭 部,

腹部,お よび覆翅 の黒 化程度 を比較 した。 また(2)の

実験 で得 た成虫 の頭 幅,後 脚脛節長,お よび覆翅 長を比

較 した。

(2) 幼虫発育

18, 23, 28,お よび33℃, 16時 間照 明の 定 温 器 内1982年6月11日 受 領(Received June 11, 1982)
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Table 1. Percentages of male adults of the Joetsu and Chikugo populations presenting different 
degrees of blackpigmentation on the face, the lateral side of abdomen, the apical portion 
of tegmen and the submarginal band on the vertex

a)L, Light; I, Intermediate; D , Dense.
b)1 , Detached at the center; 2, Narrowed at the center; 3, Thickly traversed.

で,発 芽後2～8日 の 日本晴幼苗を与え既報の方法(SA

TO and SOGAWA, 1981)で 個体 飼育 し,幼 虫発育を比 較

した。 また28℃, 12時 間照 明の 短 日条件下 で産 下 され

た卵か ら孵化 した約50頭 の幼 虫を円筒型 有窓 プラ ス チ

ックケージ(直 径7cm,高 さ20cm)を 用 いて,同 短 日

条件下 で集団飼育 し,発 育遅延程度 を比較 した。

(3) 産卵

15本 の 日本晴幼苗(発 芽後2日 目)を 植 えた 既 出 の

円筒形有窓 プラスチ ックケージ内に,羽 化後5日 目の成

虫 を1対 ずつ放 し,28℃, 16時 間照 明下 で雌成虫 が死亡

す るまで飼育 した。そ の間約1週 間 ご とに幼 苗を取 り替

え,回 収 した幼苗をエ タノールで脱色 し,組 織 内に産み

込 まれた卵数を実体顕微鏡下 で調べた。各 ツマ グロヨコ

バ イ個体群につ き10対 の成虫を供試 した。

(4) 越冬

コシヒカ リを植えた水 田に設置 した網室(1.8×1.8×

1.8m)内 で,1981年6月 か ら 自然繁殖 させた上越 およ

び筑後個体群 の幼虫を,11月7～11日 に スズメノテ ッ

ポ ウを密植 し,ナ イロン網 ケージ(直 径18cm,高 さ30

cm)を かけた1/5,000aの ポ ッ トに,70～100頭 ずつ放

し,消 雪パ イプを敷設 した野外 のコ ンク リー ト床上に,

1982年3月11日 まで 放 置 した。 その後ポ ッ トを20℃

以上に加温 した ガラス室に入れ,3月23日 に羽化 成 虫

と残存幼虫数 を調べ た。

(5) 摂食活動

移植後42日 目のIR 24,日 本晴,お よびLepedumai

の葉身 中央部 に,パ ラフィルム製 の小袋(3×3cm) (SO

GAWA, 1981)を 装着 し,そ のなか に雌成 虫を1頭 ず つ

入れ,28℃ で24時 間吸汁 させた。 その間に小 袋に排 出

させた甘露を秤量 した。

(6) 蔗糖溶液に対す る吸汁反応

内径2.5cm,高 さ2cmの ガ ラス リング上面 に0.5ml

の6～18%の 蔗糖水溶液,ま たは蒸溜水を封入 した2枚

のパ ラフ ィル ムを伸展 しつつ装着 し,ガ ラス リング内壁

に黒色 ラシャ紙製 リングを密接す るよ うにはめた後,雌

成虫を1頭 導入 し濾紙を敷いたバ ッ ト上に並べた。 ガラ

ス リング上方か ら黄色 フ ィル ムを透過 した螢光灯 で照 明

し,28℃ で24時 間吸汁 させた。吸汁量は吸汁前後 の装

置 の重量差か ら求めた。

結 果

1. 成虫の外部形質

雄成 虫の顔面,腹 部腹面 両側部,お よび覆翅 黒斑の黒

化程 度に連続 的変異 が認め られたが,筑 後 個体群 では黒

化程度 の 弱 い 雄成 虫の 出現頻度が 高 く,逆 に上越 個体

群では著 しく黒化 した 個体が 高頻度で出現 した(Table 

1)。 しか し頭部 黒条帯 の変異 に関 しては,両 個体 群 間

に有意差 はなかった。

雌成 虫の頭 幅,後 脚脛節 長,お よび覆翅 長は,飼 育温

度 に よって変動 したが,同 一温度 で個体飼育 して得 た両

個体群雌成虫 の上記各部 の平均長 を比較 した場合,上 越

個体群雌成虫 は筑後個体群雌成 虫 よりも常 に大 きい傾 向

が認 め られた(Fig. 1)。 雄成虫 では18° と25℃ で幼

虫発育 した場合に のみ,同 様な傾 向が認め られた。

2. 幼虫発育

両個体群 とも,幼 虫 の発育零点は15～15.5℃ であ っ

たが,上 越個体群幼虫は筑後個体群幼虫 よ りも発育速度

がわずかに 速い傾向が うかがえた(Table 2)。 積 算温

度法則で示せば次の とお りであ った。

上越個体群 雌 Y(X-15.5)=192.3

雄 Y(X-15.2)=188.7

筑後個体群 雌 Y(X-15.3)=208.4

雄 Y(X-15.0)=200.0

(Y,発 育 日数;X,温 度 ℃)

両個体群 の幼虫発育は28℃ で最良で,90%以 上 の羽

化 率を示 した。33℃ では28℃ の場合 よ りも速 く発育

したが,積 算温度法則か らはずれ,羽 化率 も低下 した。

18℃ では幼虫期間が著 しく延 長 し,と くに 筑後個体群

幼虫 の発育が遅延 した。

12時 間照 明28℃ の短 日条件下 で,両 個体群 の幼虫発
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Fig. 1. Mean width of head capsule, and mean length of hind tibia and tegmen 

of adult leafhoppers of the Joetsu (•›) and Chikugo (•E) populations reared 

individually on rice seedlings (var. Nipponbare) at different temperatures 

under a long day photoperiod (16L:8D). The length of vertical bar attached 

to each spot indicates S.E.

Table 2. Nymphal development of the Joetsu and Chikugo populations on 

rice seedlings (var. Nipponbare) at different temperatures under a 

long day photoperiod (16L:8D)

育 が遅延 し(Fig. 2),平 均幼 虫期 間が約3日 長 くな っ

た。両者 の休眠指数(奈 須,1963)は 約25で あ った。

上越個体群雌幼虫 の発育遅延幼 虫率 と休眠 指数 は,筑 後

個体群 の雌幼 虫のそれ らよりも 高い 値 を示 した(Table

 3)。

3. 産 卵

両個体群雌成虫が生存期間 中に産む卵 の総数 は,個 体

に よる変動が大 きか ったが,筑 後個体群 では1雌 当 り平

均429個,上 越個体群 では174個 であ り,前 者 は後者 よ

りも約2.5倍 多産 であった(Fig. 3)。 筑後 お よび上 越

個体群 の1雌 当 り日平均産卵数 は,そ れ ぞ れ 約15個 お

よび11個 であ った。 また 両個体群 の卵塊構成卵数 の平

均値は,そ れぞれ7.9個 お よび5.8個 で,お のお ののモ

ー ドは5個 お よび4個 であ った。

4. 越 冬

冬期約4ヵ 月間室外に放置 した上越お よび筑後個体群

幼虫 の うち,そ れぞれ37.5%お よび25%の 幼虫が越冬

し,成 虫 または老齢幼虫 と して回収 された(Table 4)。

5. 摂食活動

両 個体群 の雌 成虫の甘露排出量には,大 きな個体変動

があ ったが,供 試 した3品 種上での筑後個体群雌成虫の

日平均 甘露排出量は,上 越個体群雌成虫 よ りも少量 であ
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Fig. 2. Trends of adult emergence in the Joetsu 

(•›,•¤) and Chikugo (•E,•¥) populations reared 

at 28•Ž under a short day photoperiod(12L

: 12D;-•›-,-•E-)and a long day photoperiod 

った(Table 5)。

6. 蔗糖 溶液 に対 する吸汁反応

両個体群雌成 虫1頭 が1日 に吸汁する蒸溜水の量 は約

25mgに す ぎないが,蔗 糖溶液 は適当な濃度で強い吸汁

促進作用を示 し,吸 汁量を90mg以 上に増加 さ せた。

上越個体群 雌成虫に対 しては,溶 液 中の 蔗糖濃 度 が14

%の とき,筑 後個体群雌成虫 に 対 して は10%の と き

に,吸 汁が最 も促進 された(Fig. 4)。

Fig. 3. Total number of eggs deposited by the sur-

viving females (started with 10 females) of 

the Joetsu (columns shaded with horizontal 

lines) and Chikugo (columns shaded with ver-

tical lines) populations during each period indi-

cated in days after emergence to adult stage, 

and survival curves for the Joetsu (•›) and 

Chikugo (•E) populations.

考 察

本実験に供試 した上越産 と筑後産 ツマ グロヨコバ イ個

体群は,と もに定温恒照 明の非休眠条件下で,同 じ食餌

Table 3. Nymphal development of the Joetsu and Chikugo populations on rice seedlings (var. 

Nipponbare) at 28•Ž under a short day photoperiod (12L:12D)

a)Percentages of nymphs whose nymphal period was longer than the longest nymphal period at 

28•Ž under a long day photoperiod (16L:8D).

Table 4. Overwintering ability of green leafhopper nymphs of the Joetsu and Chikugo populations
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Table 5. Amounts of honeydew excreted by the adult 
females of the Joetsu and Chikugo popula-

tions on the three rice varieties

品種 を用 い,す でに20世 代以上隔離累代飼育 を続 けて

きた室内個体群であ るが,両 個体群は稲品種 に対す る寄

生反応 の変異ばか りでな く,形 態的,生 理的変異 も保持

してお り,両 者の遺伝子構成にかな りの相違点があ るよ

うに思われた。

上越個体群は一般的に黒化 と大型 化の傾 向を示 した。

奈須(1958)に よる色彩型の類別に従えぼ,上 越個体群

ではII型(翅 端黒,腹 部腹面黒)が,筑 後個体群で はVI

型(翅 端淡黄褐,腹 部腹面淡黄褐)の 雄成虫 の相対 出現

頻度が高か った。佐賀県 と富山県におけ るツマグ ロヨ コ

バ イ野外個体群 の成虫サ イズの調査結果(橋 爪,1964;

関 口 ・成瀬,1980)か らも,北 陸産個体群が九州産個体

群 よ りも大型であ る傾向が うかがえた。 また筑後個体群

雌成虫は上越個体群雌成虫 よ りも明 らか に多 産 で あ っ

た。両個体群 の産卵数 の相違は,日 平均産卵能力 よ りも

産卵期間 の差に よるところが大 きい と思われ,こ の点 の

再確認が必要であ る。 しか し本種 の産卵に関す る既往の

知見は,産 卵数 が温度(KISHIMOTO, 1959;腰 原 ・河部,

1968),稲 の生育ステー ジ(笹 波 ・桐谷,1971),施 肥条

件(大 矢 ・鈴 木,1971),世 代(奈 須,1963;橋 爪,

1964;久 野,1968)等 に よって変動 する ことを明 らかに

してい るが,産 卵数 の地理 的変異 の指摘は見 当 た ら な

い。幼 虫発育 に関 しては,上 越 お よび筑後 個体群 間に明

らかな差異 はなか った。 この点は,各 地 での本種 の幼虫

発 育に関する調査結果(KISHIMOTO, 1959;奈 須,1963,

大 矢,1967,腰 原 ・河部,1968)の 比較か らも裏づ け ら

れ る。奈 須(1963)は 幼虫 の休眠性 に地理的変異 がある

こ とを証 明 している。 しか し本実験 では,上 越,筑 後両

個体群幼 虫の短 日条件下(12L:12D)に おけ る発育遅

延程度や冬期間 の生存率 に重大 な差異 は認め られず,両

個体群 の寄生性 の変異 と気候適応 とが独立 した現象 であ

Fig. 4. Average amounts of solutions containing 

sucrose at indicated concentrations taken up 

by a single adult female of the Joetsu (•›) 

and Chikugo (•E) populations.

るこ とを うかが わせた。一方,上 越 個体群 と筑後 個体群

間 に認め られた摂食生理上 の変異 は,寄 生性の変異 との

関連上注 目され た。

上越 お よび筑後 個体 群が示 す上述の ごとき多面 的な形

質 の変異 を,さ らに詳 しく比較 吟味する ことに よって,

稲品種 との相互作用 に よって発現 した とは考 えに くい両

個体群 の寄生性 の変異 が,地 理 的環 境要 因に対す る適応

分化 の結果派生 した現象 なのか,あ るいは異個体群 の重

複侵入や導入交雑等 による現象 なのか を明 らか にす る端

緒が得 られ るものと思われ る。

摘 要

稲品種に対す る寄生性が異 なる上越産 と筑後産 ツマグ

ロヨコバ イ個体群 の形態的 お よ び 生理的諸形質を比 較

し,下 記 の結果を得た。

1) 上越個体群雌雄成虫は,筑 後個体群 のそれ らよ り

も,そ れぞれ黒化お よび大型化 の傾向を示 した。

2) 両個体群 幼虫の長 日と短 日条件下での発育や,冬

期 間の生 存率に大差 はなかった。

3) 筑後 個体群 雌成虫は,上 越 個体群 雌成虫 よりも,

約2.5倍 多 く産卵 した。

4) 上越個体群雌成 虫は,筑 後 個体群雌成 虫 よりも多

量 の甘露 を排 出 した。また前者 は14%,後 者 は10%の

蔗糖溶液 で吸汁 が最 も強 く促進 され た。
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