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短 報

短 日条件下でのウンカの人工飼育
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Abstract: Effects of a short photoperiod (8L-16D) on 

the nymphal growth were examined in Laodelphax striatellus, 

Sogatella furcifera and Sogatella longifurcifera. The short pho-

toperiod caused marked elongation of nymphal duration 

especially of the 4th instar in L. striatellus, while no dif-

ference was observed between long and short photo-

periods in other two species.

ヒメ トビウンカの人工飼料 による飼育 は,小 山 ・三 橋(1969)

に よ り始め られ,こ の方法 に より栄養 要求な ど 多 くの 研究が進

め られ た(小 山,1974, 1979b; MITSUHASHI, 1974, 1979)。 ま

た,こ の方法 あるいは その改良法 に より,他 の 数種の ウンカ ・

ヨコバ イ類 も飼育す る ことが 可能 になった(小 山,1973, 1979

a; HOU and BROOKS, 1975; HOU and LIN, 1979;小 山 ・三

橋,1980;小 山 ら,1981)。 これ まで行われた ウンカ ・ヨコバ イ

類 の人工飼料 による飼育 は 飼育法,栄 養 要求な どの 研究が 目的

で あったので,光 の条 件はすべて 長 日条件で 行われてお り,短

日条件下で の飼育例 はない。短 日条 件では多 くの 昆虫が 発育遅

延を起 こす ことが知 られ てお り,ウ ン カ ・ヨコバイ類 で も,古

くか ら日長条件 と発育 の関 係が 調 べ られ て,と くに ヒメ トビウ

ンカについ ては,短 日条件が 幼虫発育を 遅延 させ,休 眠状態 を

誘起す ることが報告 され てい る(三 宅,1932a, b; KISIMOTO, 

1958)。

しか し,こ れ までの 実験は,自 然光を 使 った り,温 度 が一定

でなか った り,飼 料に イネを用いた ため 栄養条 件が 一定 でなか

ったので実験条件の 再現が 困難で あった。 そ こで,人 工光,恒

温室,人 工飼料を用い てこれ らの条 件を よ り厳密 に 設定 し,短

日条件が ヒメ トビウンカ,セ ジ ロウンカ および セジ ロウンカモ

ドキの幼虫発育に及ぼす影響を検討 した。

材 料 お よび方 法

供試昆虫:実 験に供 した ヒメ トビウンカは,1975年9月 埼玉

県農業試験場で採集,セ ジ ロウンカは,1979年8月 旧農業技術

研究所(東 京都北区西 ヶ原)構 内の 草地 よ り採集,セ ジ ロウン

カモ ドキは,1980年10月 茨城県筑波 の 農業技術研究所構 内の

草地 よ り採集 し,い ずれ も 採集後,実 験室 内で イネ芽 出しを用

い て,25℃,長 日条件(16L-8D)下 で,小 型 の試験管 で継代

飼育 してい るウンカであ る。

照明:植 物育成用螢光灯(ナ シ ョナル ・ホ モ ル クス,三 菱 ・

ル ミグ リー ン)を 用 い,タ イマー に よ り16L-8Dお よび8

L-16Dの2種 の 照 明条件 を設定 した。 明る さは 飼育容器 の位

置 で100 luxで あ った。 温度は16L-8D, 8L-16Dと もに

25℃ に設定 した。

飼育方法:ヒ メ トビウンカの場合は,MITSUHASHI (1970)の

人工採卵容器を用いて採卵 し,え られた卵 は水 中 に保護 し,孵

化1日 くらい前に湿 った濾紙の上に 移 して 孵化 させた。 セジ ロ

ウン カとセ ジロウンカモ ドキの 場合は,産 卵 させた イネ芽出 し

か ら孵化1日 くらい前に実体顕微鏡下で針を 用い て 卵を と りだ

し,湿 った濾紙の上にのせ て孵化 させ た。 卵期 間中 は いずれ の

卵 も16L-8Dに 保護 し,孵 化 し た 幼虫は24時 間以 内にそれ

ぞれの 実験条件下 に 移 し,人 工飼料を 与 えた。 人工飼料 には

MED-1 (MITSUHASHI and KOYAMA, 1971)を 用 い,引 き伸 ば

した フジ ・シー ロンフ ィル ムを 通 して 吸汁 させ た。飼料 には防

腐剤や抗生物質 などを 添加 していないため 変質 するので1日 お

きに取 り換 えた。供試虫は各区100頭 とし,個 体飼育 を 行 い,

その発育状態を調べ た。

結 果

ヒメ トビウンカ,セ ジ ロウンカ および セジ ロウンカモ ドキを

16L-8Dお よ び8L-16Dで 飼 育 し た 場 合 の 各 齢期 間 は

Table 1の とお りである。 ヒメ トビウン カ で は,16L-8Dに

くらべ て8L-16Dで は,い ず れの 齢期間 も長 くなった。 と く

に8L-16Dの4齢 では齢期間 の 個体差が大 き く,ま た 平均齢

期間 も顕著に長 くな った。 セジ ロウンカ と セジ ロウンカモ ドキ

では各齢期 間は16L-8Dと8L-16Dで は ほ とん ど差が なか

った。 ヒメ トビウンカ の 羽化状 況をFig. 1に 示 す。 こ の 図か

ら16L-8Dで は羽化は 比較的斉一 に起 こるが(最 短 と最長 の

幅は13日),8L-16Dで は非常に 個体差 が 大 き く(最 短 と最

長の幅は60日),全 体 として羽化 までの 日数(全 幼虫期 間)が,

16L-8Dに くらべて顕 著に 長 くなっている ことがわ か る。一

方,セ ジロウンカ と セジ ロウン カモ ドキ で は,16L-8Dと8

L-16Dで 羽化状況 に差 は み られず,い ずれ も 羽化は短期間に

日本応用動物昆虫学会誌(応 動 昆)第27巻 第1号:69-71 (1983)

1982年10月22日 受 領(Received October 22, 1982)



70 短 報

Table 1. Durations of each instar under a long photoperiod (16L-8D) and 

a short photoperiod (8L-16D)

Fig. 1. Cumulative ratios of adult emergence in L. 

striatellus under a long photoperiod (16L-8D) 
and a short photoperiod (8L-16D).

Fig. 2. Cumulative ratios of adult emergence in S. 

furcifera (A) and S. longifurcifera (B) under a long 

photoperiod (16L-8D) and a short photo-

period (8L-16D).
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Fig. 3. Ratio of remaining nymphs in L. striatellus 
under a long photoperiod (16L-8D) and a 
short photoperiod (8L-16D).

斉 一に起 こった(Fig. 2)。

残存幼 虫率 は,ヒ メ トビウン カではFig. 3の ように 変化 し

た。 この図か らわ かる ように16L-8Dで は孵化後27日 までに

成虫 になるか,幼 虫で 死亡 したが,8L-16Dで は数 パー セン

トではあ るが100日 以上 も4齢 幼虫 の まま生 存した 個体がみ ら

れた。 セジロウンカ,セ ジロウンカモ ドキの 残存幼虫率 の 経過

はFig. 4の ようであった。

考 察

ヒメ トビウンカについては,温 度25℃ 以下,短 日条件で休

眠 し,主 として4齢 幼虫 で 越 冬す る ことが 報告 されている(三

宅,1932a, b)。 またKISIMOTO (1958)は ヒメ トビウン カを

初齢か ら20～22℃ で飼育 した場合,日 長が8～10時 間 で休眠

率が100%に な り,休 眠 した 個体は4齢 期間が 延び,そ の変異

は非常に大 き くな ることを 示 した。今回の 人工飼料に よるヒメ

トビウンカ幼虫の 発 育遅延現象は三宅(1932a, b)お よびKISI-

MOTO (1958)の 結 果 と一致 した。

セ ジロウンカは 幼虫期 には 休眠 しない ことが 知 られ て い る

(三宅 ・藤原,1962;奥 村,1963)。 本実験において も,セ ジロ

ウ カカの幼虫発育 は短 日条件に よって遅延す ることが なか った。

セジ ロウンカモ ドキ につい ては,こ れ まで 飼育記 録 もな く,ま

た越 冬態 も不 明である。今 回の 実験 か ら,本 種 も短 日条件に よ

り幼虫 の発育が影響 され ない ことが 判 明 したので,幼 虫休眠を

Fig. 4. Ratio of remaining nymphs in S. furcifera (A) 
and S. longifurcifera (B) under a long photoperiod 

(16L-8D) and a short photoperiod (8L-16D).

しないであろうことが推察された。
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