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イ ネ 加 害性 ウ ンカ3種 の寄 生 習 性

野 田 博 明
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Vertical Distribution and Position of Rice Planthoppers on the Host Rice Plant (Homoptera: 
Delphacidae). Hiroaki NODA (Shimane Agricultural Experiment Station, Izumo, Shimane 693, 

Japan). Jpn. J. Appl. Ent. Zool. 31: 156-161 (1987)
Factors which control the vertical distribution and position of rice planthoppers, Nilaparvata 

lugens, Sogatella furcifera and Laodelphax striatellus, on rice plants have been studied to determine why 
N. lugens tend to gather in the lower part of the stem (leaf sheath) of rice plants and why the rice 

planthoppers settle on rice plants with their head upward. Release of planthoppers on rice plants 
revealed that N. lugens preferred the lower part of the stem, and that few of them climbed the stem 
whereas many of them came down from the leaves to the stem. The reasons why N. lugens attack 
the lower part of the stem can be explained in terms of preference to or sedentariness on it and of 
downward movement of the planthopper. As for the position of the planthoppers on the rice plant, 
three factors appear to be associated with the upward position. First, the insects settled on the rice 
stem with their head oriented to the same direction as the vertical axis of the rice plant. Second, 
the upward position appeared to be safer than the downward position for planthoppers to support 
the body weight with their legs. Third, the planthoppers oriented themselves to the light, which 
comes from above in the field.

緒 言

水田内 には普通 トビイ ロウンカNilaparvata lugens,セ

ジロウンカSogatella furcifera,ヒ メ トビウンカLaodelphax 

striatellusの3種 イネ加害性 のウンカが生息 している。 こ

れ ら3種 のイネ ウンカはイネの維管束 に口針 を挿入 し,

汁液 を摂取 して生活 してい る。 しか し,水 田内で稲株上

の寄生 部位 を観察す ると トビイ ロウンカが イネの下 の方

にだけ寄生 しているのに対 し,セ ジ ロウンカとヒメ トビ

ウンカは上 の方 に も寄 生 している。 トビイ ロウンカは水

田内へ飛来侵入 して きた直後 と密度 が異常 に高 まる時期

を除 けば,主 として株元 に寄生 している。 しか し,こ れ

まで ど うして3種 のウンカの間で寄生部位 に違 いがあ る

のかについて述べた報告は見当た らない。 また3種 のイ

ネ ウンカが水田内のイネに とまってい るときは,ほ とん

どの個体が頭 を上に して とまってお り,下 を向 いた り横

を向いてい る個体 は きわめて少ない。 この基本的 なウン

カの寄生姿勢 が,ど のよ うな要因によ って支配 されてい

るのか とい うことも,こ れまで検討 された ことはない。

本研究 は,上 記 の二 つの疑問,す なわち トビイ ロウン

カがなぜ株元 に寄生す るか,ま た3種 ウンカがなぜ上 を

向いてイネ に とまるか とい うこ とにつ いて検討 した もの

で ある。 また,イ ネウンカの被害発生機構 との関連 につ

いて も若干考察 した。

材 料 お よび 方 法

3種 のイネ ウンカは,島 根県農業試験場 でイネの芽出

しを用 いて累代飼 育 している もの を供試 した。以下の実

験 は夏季 に室温で行 った。

1. ポ ッ ト栽培イネへ の放飼

ワグナ ーポ ッ ト(1/5,000a)で 栽培 したイネ(品 種:日

本晴,コ シヒカ リ)に ウンカ中老齢幼 虫を数十頭放 し,

寄生位置 を観察 した。 イ ネ は草丈 が60～80cmの もの

を用い,観 察 しやす くす るた めに,分 げつ茎 を3本 だけ

残 し,他 はすべて株 元か ら切 り取 った。

このイネを室内に持 ち込み,逆 さにした り,横 にした

りして,そ れ ぞれ の株元 または葉 先に虫 を放 した。イネ

の位置 は,普 通 に置 いた もの(正 常位置),逆 さに した も

の(逆 位置),横 に倒 した もの(横 位置)の3通 りとした。

正常位置 のものはそ のまま床 に置 いたが,逆 位置 の もの

はポ ッ トか ら稲株 を土 ごと取 り出 したのち,2本 の棒 の

間に通 して逆 さに吊 した。その際,根 部の土 をビニール
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袋 で包 み乾燥 を防いだ。横位 置の ものはポ ッ ト植の まま

横 に倒 し,窓 に対 して横 向 きに置いて,光 が横か ら当た

るよ うに した。正常位置 の株 元放飼 では株 元に直接虫 を

放 し,逆 位置 の葉先放飼 ではプ ラスチ ック盆 の上 に虫 を

置 き,葉 先 を盆 の上 に接 するよ うに して,虫 が葉 に移れ

るよ うに した。 それ以外 の ものでは,管 ビン(径1.5cm,

長 さ13cm)内 に虫 を入れ,そ の管 口が所 定の放飼場所

に接触す るよ うに,棒 を立 ててその棒 に管 ビンを取 り付

けた。 虫が管 口か ら自然 にイネに乗 り移 れ るよ うにし,

株元放飼 では株元 か ら数cmの ところへ,葉 先放飼では

葉 の先端 に近 い適 当な位置 に放 した。

観察 は翌 日 と翌 々 日に行 ったが,逆 位 置のイネでは時

間が経過す る と葉 が開いて しま うので,す べて翌 日の観

察結果 で比較 した。定規 または巻尺 を植 物 体 の 横 に置

き,株 元か ら10cm間 隔で,そ れぞれの部分に寄生 して

い る個体 を数 えた。正常位置 の ものでは,放 した虫が株

元 の隙間 に入 り込み,観 察 しに くくな る の を 防 ぐた め

に,ポ ッ ト内に水 を張 り,水 面 か ら下へ は降 りられない

よ うに した。逆位置,横 位置 の ものでは,株 元 の隙間に

入 って見 えない ものは数 えなかった。結果 を示 した図の

中で,供 試数(n)と して表 わ してあるのは,放 飼 した虫

の数 ではな く,調 査時 に植物体上 に確認 できた虫の総 数

で ある。すべて2ポ ッ トず つ放飼 し,そ の合計値 で示 し

た。

2. メスシ リンダー内での放飼

ポ ッ ト栽培 イネへ の放飼 をさ らに小 さな規模 で再現 す

るため,メ スシ リンダー(500ml用)内 にイネを入 れ,

虫 を放 した。 メスシ リンダーの目盛 の250mlの 位置 ま

で水 を入れ,切 り取 ったイネの茎 を中に入 れた。上位 第

1葉(止 葉)と 上位第2葉 が水面 か ら出るよ うに し,メ

スシ リンダー の口付近 まで植物体 の先端 が来 るよ うに切

り揃 えた。 ウンカ幼虫10頭 ずつを水面 に落 とし,そ の

後寄生位置が どの よ うに変化す るかを,メ スシ リンダー

の 目盛 で50mlご とに区切 って 観察 した(50mlの 目盛

が約24mmに 相 当す る)。

また,同 様 のメスシ リンダー とイネ を用い,400mlま

で水 を入 れてお き,虫 が400～500mlの 目盛 に とま って

い るの を確認 して か ら,ピ ペ ッ トで ゆ っ く り と200ml

の 目盛 まで水 を抜いてい った。そ して,水 面 が下 がった

ときに,虫 の寄生位置が どの よ うに変化す るかを観察 し

た。

3. 虫 の定位

ウンカが上 を向いてイネに とまる原因 を知 るた めに,

管 ビン(径1.5cm,長 さ13cm)内 に入れた虫が,種 々 の

条件下で どちらを向 くか を観察 した。管 ビンの底に綿 を

入 れ,そ の綿 に水 を含 ませて,切 り取 った イネ(約9cm,

葉鞘 と一部葉身 を含む)を,管 ビン内 に入れた。 管 ビン

を横 や逆 さにす る場合は,イ ネの葉鞘下部の切 口部分 を

綿 で くるみ,管 ビンの底へ綿 を押 しつ けて,イ ネが落 ち

ないよ うに した。正常位 置 ・逆位置の場合は試験管立 に

立 て,横 に した場合 は試験管立の上へ乗せた。各管 ビン

には,成 虫を雌雄別 に5頭 ずつ入れ,各 区5本 ずつ合計

25頭 について観 察 した。

虫に光 を当てて虫の定位 をみ る実験 では,同 様に管 ビ

ン内に虫を入れ,管 ビンを段 ボール箱 の中へ入 れて,上

または下 か らだけ光 が入 るよ うに した。照明には蛍光灯

(15W)を 用 い,ス リガ ラス を問には さんで,約10cm

離れ た ところか ら照 らした。

観察は1時 間後,5時 間後,20～22時 間後の3回 行 っ

たが,い ずれ の場合 も同 じ傾 向であったので,5時 間後

の観察結果 につ いて比較 した。 虫の向いた方 向は,頭 部

のある方向 とし,綿 の上 にいた もの,移 動 中の もの,管

ビンの長軸方向(イ ネの長軸方 向)か ら45度 以上傾 いて

い たものは,そ の他 として処理 した。

結 果

1. ポ ッ ト栽培 イネ上での寄生位置

正常位置 のイネの株元 に虫 を放 した ところ,ト ビイ ロ

ウンカはほ とんどが株元 に寄生 した(Fig. 1A)。 一方,

セジロウンカ とヒメ トビウンカはほぼ稲株全体 に寄生 し

てお り,野 外で の観察結果 が裏付 け られ た。正常位置 で

葉先 に虫 を放 した場合,セ ジロウンカ とヒメ トビウンカ

はや は り稲株全体 に寄生 したが,ト ビイロウンカは放飼

した葉先 と株元 に多 く寄生 がみ られ た(Fig. 1B)。 逆位

置で株 元に虫 を放 した場合,セ ジロウンカとヒメ トビウ

ンカは稲株全体 に寄生 していたが,ト ビイ ロウンカは放

飼 した株元 に寄生す る個体 が多 かった(Fig. 1C)。 逆位

置で葉先に虫 を放 した場合には,い ずれの個体 も葉先に

寄生 していた(Fig. 1D)。

以上 のよ うに,セ ジ ロウンカとヒメ トビウンカが稲株

全体 に寄生する傾 向があるのに対 し,ト ビイ ロウンカは

いずれ の放飼 において も,多 くの個体 が株元 または葉先

に寄生 した。 そこで横位置 に して,ト ビイ ロウンカを株

元 および葉先 に放飼 して,移 動 がみ られ るか どうかを観

察 した。株元 に放 した場合 は,葉 先 の方 へ移動 する もの

は少 ないが,葉 先に放 した場合 は,一 部 の個体 が株元 の

方 へ移動 した(Fig. 2)。
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Fig. 1. Vertical distribution of planthoppers on a rice 

plant. A: release at the bottom of the stem, B: 
release on upper leaf, C: release at the bottom of 
the stem of inverted rice plant, D: release on 

upper leaf of inverted rice plant. Vertical lines 
correspond to scales of 10cm from the bottom of 

the stem. Horizontal lines show the percentages of 
insects. Release sites are indicated by an arrow. 

Total numbers of insects observed in two duplica-

tions are designated by n. They were observed 

26hr (A) or 15-16hr (B-D) after the release.

Fig. 2. Distribution of N. lugens on rice plants laid flat. 

Observation 15-16hr after the release.

2. メスシ リンダー内放飼 によ る寄生位置

トビイ ロウンカの寄生習性 をさらに明 らかにす るため

に,メ スシ リンダー内に入 れたイネでの寄生位置 をセジ

ロウンカ と比較 した。水面 上へ放飼 した直後は,両 種 ウ

ンカとも水面 か ら少 し上にいた(Fig. 3)。 時間 の経過 と

ともに,セ ジ ロウンカでは上部 に寄生す る個体が増 えた

が,ト ビイ ロウンカは水面 に近い ところに寄生 したまま

であ った。 メスシ リンダー内で も,ポ ッ ト栽培イ ネへの

放飼(正 常位 置 ・株 元放飼)に 似た結果 を得た。

次に,ト ビイ ロウンカをポ ッ ト栽培イネの葉先 に放飼

す ると下へ降 りる個体 がみ られ るところか ら(Fig. 1B),

メスシ リンダー内のイネに トビイ ロウンカおよびセジ ロ

ウンカを寄生 させてお き,メ スシ リンダーの 目盛で400

Fig. 3. Vertical distribution of planthoppers on a cut 

rice plant placed in a measuring cylinder. The 

cut rice plants were placed in a 500-ml measuring 

cylinder and water was poured to the level of 

250ml. Ten nymphs were placed on the water 

surface and insects on the plant were observed at 

1min, 1.5hr, and 18hr after the release.

Fig. 4. Movement of planthoppers after the lowering of 

the water level in a measuring cylinder. Insects 

were first inoculated on the rice plant at the level 

between 400 and 500, and the water was removed 

from the 400ml level to the 200ml mark. They 

were observed three times; 15min, 5.5hr, and 

16.5hr after water removal.

mlか ら200mlへ と水面 を下 げた。 トビイ ロウンカは水

面 が下が るにつれて,下 方へ下 が り始 め,15分 後 には下

方 に移動 した個体がみ られ るが,セ ジロウンカでは寄生

位 置が若干下が って いるだけである(Fig. 4)。 時間が経

過 する と,ト ビイ ロウンカは水面 のす ぐ上 の位置 まで降

りたが,セ ジ ロウンカでは寄生位置 を下 げる個体 は少 な

か った。

3. イネの方 向性 と虫の定位

ウンカがなぜ上 を向いてイネ にと ま るか を知 る た め

に,ま ずイネの上下 方向 を認識 してい るか ど うか を調べ

た。管 ビンを逆 さに した ときと正常位置 のときとで,ウ

ンカが上 ・下 どち らを向 くか を比較 した ところ,い ずれ

の場合 もほ とん どが上 を向き,イ ネ を逆 さに して も下 を

向 くものはなかった。 次に管 ビンを横 向きにする ことに

よって,イ ネの上下方向 を認識 しているか ど うか を調べ
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Fig. 5. Left-and-right orientation of planthoppers in 
relation to the ascending and descending direction 

of rice plant. A cut rice plant in a glass tube was 
laid flat to the left (A) and to the right (B) near 
a window to allow light to penetrate into the tubes 

laterally. Symbols: white area, direction similar 
to that of the rice plant; black area, opposite direc-

tion; dots, others.

た。横か ら光 が当たるよ うに窓 ぎわに置 き,窓 に向か っ

て,イ ネの先端 を左に向 けた場合 と右 に向 けた場合 とで

比較 した(Fig. 5)。 トビイロウンカでは,雌 雄 ともイネ

の先端方向 を向 く個体 が多 かったが(有 意水準5%で 有

意,χ2検 定),イ ネの先端方向 と株元方向 とを区別 して

い るか どうかについて は,さ らに検討 が必要 であろ う。

セジ ロウンカでは有意な差は認 められ なか った。

本 実験 を通 じて,両 種 ウンカの多 くの個体 は,イ ネの

長軸 方向に定位す ること(Fig. 5の 黒 と白の 部分)が 確

かめ られた。

4. 光に対す る定位

前述 の実験 と同様に,管 ビン内 に虫 を入れ,光 に対す

る定位 を調 べた。 まず,管 ビンを横 に倒 して,管 口の前

方 または後方か ら照 らした。 トビイ ロウンカとヒメ トビ

Fig. 6. Up-and-down orientation of planthoppers to the 
light from the top (A) or from the bottom (B). 

Insects were exposed to a light source provided 
by a fluorescent lamp. Symbols: white area, up; 

black area, down; dots, others.

ウンカを用いたが,い ずれの場合 もほ とん どの個体が光

の方 を向いた。そ こで次に,管 ビンを立てて下か ら照 ら

した ときに,光 に定位す るか ど うかを3種 ウンカで調査

した。上か ら光が当た るとほとん どが上 を向い たが(Fig. 

6Aの 白部分),下 か ら光 が当たる と下 を向 く個体 が出現

し(Fig. 6Bの 黒 部分),全 体 の約1/3が 光 に影響 され て

下 を向 いた。 ウンカの種,雌,雄,幼 虫の区別 な く,い

ずれ もほぼ同様 の結果 を示 した。

考 察

1. トビイロウンカの株 元寄生

稲株上 での3種 ウンカの垂直分布 をみ る と,セ ジロウ

ンカとヒメ トビウンカは よ く似てお り,こ の両種 での寄

生位置に顕著な違いはみ られない ところか ら,主 として

トビイ ロウンカとセ ジロウンカの違い を比較 した。

ポ ッ ト栽培イネへの放飼(Fig. 1)で は,セ ジロウンカ

は逆位置 葉先放飼(D)を 除 けば,稲 株全体 に寄 生 して

いる。 この結果 か ら,セ ジ ロウンカは稲株 の どの部分 に

も寄生 する傾 向がある と考 え られ る。 ただ し,多 少黄化

しつつある下葉や穂 ば らみ期 の止葉 の葉 鞘,出 穂 中の穂

などに多 く寄生す る こ と も認 め られ て お り(NODA, 

1986),セ ジロウンカが稲株 内でまった くランダ ム に寄

生 する とい うことではない。 同 じよ うにイネを加害 する

ツマグ ロヨコバ イ も,稲 株全体 に寄 生する といわれてい

る(那 波,1983)。 また,久 野(1968)は,稲 株上 の垂 直

分布 で下部へ のかたよ りは,ト ビイ ロウンカが最 も強 く,

ッマグロヨコバ イは各部 にかな り均等 に分布す るが,セ

ジロウンカ とヒメ トビウンカはその両者 の中間である と

報告 している。

トビイロウンカが株元 に寄生す る要因 として,株 元 に

定着す ることと,下 へ集 まるこ との二つ が考 え られた。

まず,株 元 に定着す る傾向 の強 いことは,逆 位置株元放

飼(Fig. 1C)に よって認 め られ る。正常位置葉先放飼(B)

では,下 へ降 りた個体が多いのに対 し,逆 位 置株 元放 飼

では,そ のまま とどま ってい る個体が多いか らである。

第3図 の結果 か らも,葉 先 と株 元 とで比較 する と,株 元

に定着 する傾 向の強 い ことが窺 える。

次 に,行 動面 か らみて,ト ビイ ロウンカが下方 に集 ま

る習性 をもつ こ とは,以 下 のよ うに推定 できる。 ポ ッ ト

栽培イネへの放飼 では,逆 位 置株元放飼(Fig. 1C)を 除

けば,多 くが下の方 に寄生 してお り,ト ビイ ロウンカが

下へ降 りることは あって も,ほ とん どが上の方へ登 らな

い ことを示 してい る。上へ登 らない ことは,メ スシ リン

ダー内放飼 に よって も認 め られ(Fig. 3),さ らに水面 が
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Fig. 7. Schematic diagram illustrating why N. lugens 

gather in the lower part of the rice stem. 1. N. 
lugens do not climb. 2. N. lugens come down 
from the leaves to the lower stem. 3. When N. 

lugens fall on the water surface, they climb up to the 
lowest part of the stem. 4. Some of the N. lugens 
individuals falling on the water surface may escape 

to other hills of rice plants, but they seem to settle 

in the lowest part of the stem. 5. N. lugens, unlike 
S. furcifera, do not actively move from hill to hill in 

rice plants.

下 がるにつれて,寄 生位置 を下げる こ と も認 め られ た

(Fig. 4)。 以上の よ うに,上 へ登 る個体の少 ない ことと,

下へ降 りる個体 の多い ことに よって,ト ビイ ロウンカが

イネの下方 に集 まる ことにな る。

Fig. 7に,ト ビイロウンカが水 田で,な ぜ株 元 に寄生

するかを表 わす模式 図を示 した。葉に寄生 してい る場合

には,降 りる習性(2)に よって,葉 か ら葉鞘部へ移動す

る。室 内観察 では,葉 で吸汁 し,下 へ降 りない幼虫 も認

め られたが,野 外では,風 雨等 によ り葉か ら落 ちる個体

もあるか もしれない。水 面に落 ちた個体は,株 元 か らイ

ネにはい上 がるが(3),株 元へ の定着傾向 が強 く,上 へ

の移動 がほ とん どないので,株 元 にとどまる。 また,水

面 に落 ちた個 体が隣接 した株へ移 った(4)と して も,や

は りその株 の株 元に とどまる。結果 として,ほ とん どの

個体 が株 元に集 中 して寄生す ることになる。

セジ ロウンカは稲株 全体 に寄生す るので,Fig. 7の(5)

の よ うに,他 の稲株へ移 ることも多 い と考 え られ る。 こ

の よ うに,株 間移動性 の高 いこ とは,セ ジロウンカの圃

場 内での分布の集 中性 が低い ことと関係 して いそ うであ

る。一方,ト ビイロウンカは,株 元 に寄生 して定着性 が

高 いため,株 間移動 も少 な く,圃 場 内での集 中分布 が も

た らされ る。 この集 中分布 が トビイ ロウンカの坪枯れ を

発生 させる ことになる とみ られているが(岸 本,1965),

トビイ ロウンカの坪枯れ発生 の遠 因の一 つ として,こ の

よ うな寄 生習性 が関与 している と思 われる。

2. ウンカ類 の上向き寄生姿勢

本 実験 では3種 のイネウンカ とも同様 の結果 を示 し,

イネ にとまるときの寄生姿勢 を支配す る要因 は3種 とも

同 じと考 えられ た。

まず,イ ネの上下方向 の違 いを認識す るか どうかにつ

いて は,ト ビイ ロウンカで認 め られ たが(Fig. 5),こ れ

が ウンカの寄生姿勢 を支配す る大 きな要因 になっている

とは思われない。む しろ,上 下 の方向性 ではな く,イ ネ

の長軸 と短軸 の方向性の違いが,非 常 に強 くウンカの姿

勢 に影 響 してい るよ うに思われ た。す なわち,イ ネを ど

の よ うな位置 に して も,ほ とんどのウンカはイネの長軸

方向(縦 方 向,葉 先 また は株元 の方向)を 向 いて とまっ

た。 これ は,イ ネ葉鞘 が円筒型 であ り,脚 の構造上長軸

方向 を向 いて,円 筒 をつ かむよ うにす るのが安定 である

ためか も しれ ない。 また,吸 汁活動 か らみて,口 針挿入

部位 を選定 した りす るのに(SOGAWA, 1973),長 軸方 向

を向いて とまる必要 があるのかも しれ ない。産卵 に関 し

て も,ウ ンカは縦 に卵 を産 むので,長 軸方向 を向 くのが

都合 が良 いであろ う。

次 に,光 に対す る定位 であるが,こ れ はイネがない条

件で よ り顕著 に現われ,光 源 を移動す る とす ばや く光源

へ定位す る(著者,未 発表)。本実験で も,下 か ら照 らす

ことに よって,一 部の個体 を下へ向かせ ることができた

ので(Fig. 6),光 が3種 ウンカの寄生姿勢に影響 して い

る ことは明 らかで ある。 しか し,光 だけでは,す べて の

個体 を下に向かせ ることはで きなかった。イ ネを逆位置

に して,下 か ら照 らして も,や は り一部 の個体 しか下 を

向かず(著 者,未 発表),光 以外 に重力 も しくは体 の重心

位置 の問題があ ると思われ る。 ウンカは頭胸部 よ りも腹

部が大 きいが,脚 は胸部 につ いて いるので,下 向 きにな

ると重心が上へ移動 して しまい,不 安定 となる。 また,

脚 の構造 か らみて も,後 脚で体 を支 えるよ うになって い

るので,上 向 き姿勢 が安定 と思 われ る。

以上のよ うに,上 を向 いてイ ネにとまる要因 として,

少 な くとも三つが考 えられ た。 まず,(1)長 軸方向 に定位

するので,上 向 きか下向 きかの ど ち ら か に な る。 しか

し,(2)上 向 きのほ うが安定性が良 いこと,(3)野 外 では上

方 向か ら照 らされ るので,ウ ンカは上 を向いてイ ネに と

まると推定 した。

摘 要

トビイ ロウンカがイネの株元 に寄生す る理 由 と,3種

の ウンカが上 を向 いて イネに とまる理 由を知 るために,

ポ ッ ト栽培 イネや切 り取 ったイネに ウンカを放 し,虫 の
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寄生位置や寄生姿勢 を観察 した。

1) トビイ ロウンカの株 元寄生 に関 与 す る要 因 と し

て,次 の二つが推定で きた。一つ は,イ ネの株元へ の定

着 性であ り,も う一つは,稲 株 を上 へ 登 る個 体 が少 な

く,下 へ降 りる個体が多 いことであった。

2) 3種 のイネ ウンカの上向 き姿勢 を支配す る要 因 と

して,次 の三つが推 定で きた。一 番 目 は,稲 茎 の長 軸

(縦)方 向への定位 であ り,二 番 目は,虫 の重心位置 や脚

の構造か らみた上向 き姿勢の安定性 であ り,三 番 目は,

光に対す る定位で ある。そ して,水 田では上方 か ら光 が

入 って くるので,上 向 き姿勢 は強化 され る。
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