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ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ の 吸 汁 害 に 関 す る 研 究

III.穂 吸 汁 加 害 に よ る イ ネ の 生 理 的 反 応

那 波 邦 彦

広 島県 立農 業 試験 場

Studies on Direct Feeding Damage Due to the Green Rice Leafhopper, Nephotettix cincticeps 

UHLER, to Rice Plants. 3. Physiological Response of Rice Plants to Infestation of Panicles. Kuni-

hiko NABA (Hiroshima Prefectural Agricultural Experiment Station, Higashi-hiroshima, Hiroshima 

739-01, Japan). Jpn. J. Appl. Ent. Zool. 32: 31-36 (1988)

The green rice leafhoppers (GRL) feeding on panicles of ricc plants inserted their stylets much 

more pregnantly on the rachis-branch and the rachis which represent the initial pathway of water 

and photosynthetic products than on the chaff and glume. The translocation of water and photo-

synthetic products to panicles was prevented by sap-sucking of GRL. The physiological response 

of rice plants injured by GRL differed depending on the pattern of ripening of the plants. In the 

early-maturing varieties, the yield was markedly reduced due to the delay of ripening. In contrast, 

even a severe infestation inflicted minimal yield losses in the medium-maturing varieties, due to the 

compensation of the loss of photosynthetic products subsequently. Therefore, the control threshold 

should be established for each rice variety in taking account of the physiological response of the 

variety to GRL's infestation in the ripening period.

緒 言

ツマ グロヨコバイは萎縮病や黄萎病 を媒介 し,ま た直

接吸 汁害 をもた らすイネの重 要害虫で ある。本田初期 に

おける萎縮病の伝播 を抑制す るた めの 要 防 除 密 度 は,

KIRITANI and NAKASUJI (1977)に よ りす でに設定 され て

い る。本 田後期の吸汁害 については,こ れ まで多 くの被

害解析が行われてお り,最 近では嶋田(1985)な どの 報

告が ある。 しかし,防 除 の要否 は未 だ明確 には結論づ け

られて はいない。 これは那 波(1979)が,東 日本 と西 日

本 にお ける被害程度 の地域差 の原 因はイネの生理的反応

の違 いに もある としたよ うに,吸 汁害 が生 じるか どうか

はツマグ ロヨコバ イの加害密度 だけでは決 ま らないこ と

による と考 え られ る。本研究 では,イ ネの登熟 生理 に及

ぼす ツマグ ロヨコバ イの吸汁加害 の影響 の品種 間差異 を

明 らかに し,さ らに要防除密度 の設定 に際 し,品 種 の早

晩生 を考慮す る必要性 を認 めたので,そ の結果 を報告 す

る。

本 研究 を行 うに当 たっては,農 水省草地試験場 の清水

矩宏,広 島県立農業試験場 の平岡憲昭,若 山 譲,中 沢

啓一 の諸氏 に懇切 なるご援助 をいただいた。 また農水省

農業環境技術研究所 の桐谷 圭治博 士に本稿 の校 閲を して

いただいた。 ここに記 して謝意 を表 す る。

材 料 と 方 法

実験1 穂 における吸 汁部位

水田か ら採集 した ツマ グ ロ ヨ コ バ イ 成 虫 を,27℃,

 16L-8Dの 条件 で飼育 して得 られ た次世代 の雌成 虫を供

試 した。2,000分 の1ア ール のワグネル ポッ トで栽 培 し

た イネ(品 種:中 生新千本)の 穂揃期 また は乳 熟 期 に,

穂首 のす ぐ上 か ら穂 を採取 した.吸 水促 進 剤 と し て の

3%庶 糖 および0.015%酢 酸 を含 む蒸 留 水100mlを 入

れた三角 フラスコに,穂 を1本 ずつ挿 して,直 径8cm,

高 さ20cmの 円筒形金網 ケージを被 せた。1日 齢 または

5日 齢 の雌成虫1頭 を放 ち,27℃, 16L-8Dの 条 件 で48

時間放置 した。繰返 しは3回 行 っ た。 吸 汁 痕 は 内藤

(1964)の 方法 によ りエオ シンで染色 し,実 体 顕 微 鏡 下

で穂軸+枝 梗,籾 殻,護 穎の各部位 ごとに計 数 した。

実験2 穂吸汁加害 に対 するイネの生理 的反応

実験1と 同様 の方法 で飼育 したツマ グロヨコバ イ と栽

培 したイ ネを供試 した。穂揃期 または乳熟期 に,穂 を第

2節 の下か ら止葉 をつ けて採取 した。吸水促進剤 として
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Table 1. Feeding sites on a single detached rice paniclea) by 1 day-or 5 days-old N. cincticeps female during 48hr 

at 27℃, 16L-8D (3 replications)

a) Variety: Nakateshinsenbon.

Table 2. Effect of feeding by ten pairs of 5 days old N. cincticeps adults during 48hr at room temperature and 

under natural photoperiod on the water and carbohydrate metabolism of rice plantsa) (3 replications

a) Variety: Nakatesinsenbon
b) Determined by the degree of dying in the iodo-starch reaction; null: 0, light: 3, heavy: 6.
c) second internode.

0.015%酢 酸 を含 む蒸留水(以 下,培 養液 と称す る)100

mlを 入れた三角 フラスコに供試イネ を1本 ず つ 挿 し,

実験1で 用 いた ものと同 じ円筒形 の金網 ケ ー ジ を被 せ

た。 室温 お よ び 自然 日長条件 で5日 齢 の雌雄成 虫10対

を,穂 と止 葉に48時 間放飼 した。繰返 しは3回 行 った。

放飼 終了後に培養液量 を計 り,ま た第2節 間の葉 鞘およ

び桿内の澱粉 の蓄積程度 を ヨー ド・ヨー ドカ リ反応 によ

り調 べた。

実験3 登 熟経 過に及ぼす穂吸汁加害 の影響

早 生種(品 種:ア キ ヒカ リ)と 中 生種(中 生新千本)を

2,000分 の1ア ールの ワグネルポ ッ トで栽培 した。 穂 揃

期 または乳熟期 の穂に直径10cm,高 さ30cmの 円筒形

ポ リエステル製寒冷 紗ケージ を被 せた。水 田か ら採集 し

た雌成 虫20頭 を自然温 お よ び 自然 日長条件 で6日 間放

飼 した。繰返 しは5回 行 った。放飼終了後か ら成熟期 ま

で,籾 の乾物重,籾 数 および第2節 間 の貯蔵澱粉含有率

を5日 ごとに計 った。貯蔵澱粉含有率 は ソモギー法 によ

り乾物 当た りの還元糖(グ ル コー ス)含 量 と して定 量 し

た(村 山,1957)。 また登熟 時期別 の,無 放 飼 区 に対 す

る放 飼区の籾千粒 重の比 を登熟指数 として算 出 した。

結 果

1. 穂 における吸汁部位

Table 1は,出 穂期 または乳熟期 の 穂 に雌成 虫1頭 を

放飼 した場合 の,吸 汁痕数 とその部位別 出 現 割 合 で あ

る。5日 齢 虫による穂 および 籾当 りの吸汁痕 数は,出 穂

期放飼,乳 熟期放飼 のいずれ において も1日 齢 虫の場合

よ りも多かった。穂軸+枝 梗における吸汁痕 の出現割合

は,籾 殻や護穎 よ りも高 かった。 この ことは 日齢 とは無

関係 であ り,ま た出穂期放飼,乳 熟期放 飼のいずれにお

いてもほぼ同様 の傾向 が認 め られ た。

2. 穂吸汁加害 に対 するイネの生理的反応

Table 2に,出 穂期 また は乳熟期 の穂 と止葉 に成虫10

対 を48時 間放飼 した場合 の,イ ネ の水分 および炭水化

物の代謝 に対す る吸汁加害 の影響 を示 した。

実験 終了時 にお ける培養液 の減少量 は,放 飼 区では無

放飼 区に比較 して出穂期放飼,乳 熟期放飼 のいずれ にお

いて も多か った。 また,乳 熟期放飼 にお ける培養液 の減

少量は,出 穂期放飼の場合 よ りも多 かった。

第2節 間内の澱粉は,無 放飼 区では実験終了時 に少 量

の蓄積が認め られたが,そ の程度は乳熟期放飼の ほ うが

出穂期放飼 よ りも少なか った。 しか し,放 飼 区ではいず

れの放 飼時期において も消失 していた。

3. 登熟経過 に及 ぼす穂吸汁加 害の影響

早生種 のアキ ヒカ リお よび 中生種の中生新千本 の出穂

期 は7月25日 お よび8月15日 で あ り,ま た登熟 日数

(出穂か ら成熟 までの必要 日数)は それぞれ38日 お よび

43日 で あっ た。Fig. 1, 2お よびFig. 3は,穂 揃期 また

は乳熟期 の穂に雌成 虫20頭 を放 飼 した場合 の,イ ネの

第2節 間における貯蔵澱粉含有率 および登熟指数 の推移
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Fig. 1. Effect of infestation of 20 N. cincticeps female adults per panicle at the full-heading stage on the contents 

of stored starch in the second internode of early- (var. Akihikari) and medium- (var. Nakateshinsenbon) 

maturing varieties. Content of stored starch is expressed as the glucose content on a dry weight basis. 

―: Infested; ----: Uninfested; ▼: Onset of infestation; ▽: End of infestation.

Fig. 2. Effect of infestation of 20 N. cincticeps female adults per panicle at the milk-ripe stage on the contents of 

stored starch in the second internode of early- (var. Akihikari) and medium- (var. Nakateshinsenbon) 

maturing varieties. Content of stored starch is expressed as the glucose content on a dry weight basis. 

Symbols of the figure are the same as those in Fig. 1.

Fig. 3. Effect of infestation of 20 N. cincticeps female adults per panicle at the full-heading (left) and milk-ripe 

(right) stages on the ripening process in the early- (○, var. Akihikari) and medium- (●, var. Nakateshin-

senbon) maturing varieties. Ripening index is expressed by the 1000-kernel-weight. ▼: Onset of infesta-

tion; ▽: End of infestation.

を示 した ものである。

(1) 貯蔵澱粉含有率

第2節 間 にお ける貯蔵澱粉 含有率 の推移 は,茎 葉 か ら

穂への同化 産物 の移行状況 を示す。籾へ転流 して収量 と

な るべき貯蔵 炭水化物 は,出 穂直後 に最大 となる(村 田,

1972)。 した がって,節 間の貯蔵澱粉含有率 は登熟 が進

むにつれ て漸減 してい くこ とになる。 この含有率 が高 い

まま推移 すれ ば,同 化産物 の移行 が阻 害 されているこ と

を意味 する。

穂揃期放飼:早 生種 では吸 汁加害直後において,放 飼

区の貯蔵 澱粉含 有率 は無放 飼区 よ りも高い 水準 で あ っ

た。 しか し,登 熟 後期 になる と両区での推移 の様相 はほ
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とん ど違 わず,ま た含有率 の区間差 も最終 調査時 を除い

てほ とんど認 め られ なかった(Fig. 1左)。 一方,中 生種

では吸汁加害終 了直後において,無 放 飼区 よ りも放飼 区

のほ うが含有率 はやや低 かったが,登 熟後期 では両 区 と

もほぼ同様の推移 をた どり,ま たほぼ同 じ程度 の含有率

を示 した(Fig. 1右)。

乳熟期放 飼:早 生種 では放 飼 区,無 放飼 区 とも全期 間

にわたってほぼ同様の推移の様相 であ り,両 区の含 有率

の差は小 さかった(Fig. 2左)。 中生種 では吸汁加害終了

直後 では,放 飼 区が無放飼 区よ りも高 い水準 で あった。

しか し,登 熟後期 には両 区 ともほぼ同様 の含有率 で推移

した(Fig. 2右)。

(2) 登熟指数

登熟指数 の推移 は,登 熟 にかかわ る同化産物 の穂へ の

転流 に及 ぼす吸汁加害 の影響 の現れ方 を示 して いる。

穂揃期放飼:早 生種 では吸汁加害終了 後 に最低88ま

でに低 下 した。 後期 には徐 々 に上昇 したが,成 熟期 でも

93で あ り穂への吸汁加害 の影響 は消去 され なかった。中

生種 では吸 汁加害 終了後 において 振れが認 め られ た もの

の,し だいにその振幅 は小 さくな り,ほ ぼ全 期間100前

後 で推移 した(Fig. 3左)。

乳熟 期放 飼:早 生種では吸汁加害終 了 後 に は93ま で

低下 したが,後 期 には徐々 に上昇 し,成 熟期 には100と

な った。中生種で も吸汁加害終了後 は95ま で低 下 し た

が,後 期 において早生種 と同様 に徐々 に上昇 し,成 熟期

には100と なった(Fig. 3右)。

考 察

穂に寄生 した ツマ グロヨコバイは,籾 殻や護 穎よ りも

穂軸,枝 梗 を選好 して吸汁 した(Table 1)。 こ の傾向は

大兼 ら(1979)の 報告 と一致す る。 ツマ グロヨコバ イ は

維管束か ら吸汁す る習性 をもつ(内 藤 ・正木,1967; OYA, 

1980)。 穂軸,枝 梗は茎葉 と穂 の間 に位置す る通 導 器 官

であ り,光 合成産物や水分 が転流 してい る。 イネ株全体

でみ た場合,吸 汁頻度 が高 い部位 は上位3葉 の葉身 であ

る(大 兼 ら,1979;那 波,1983)。 したがって,ツ マ グロ

ヨコバ イが好 んで吸汁 するのは,籾 な どの終末貯蔵 器官

よ りも穂軸,枝 梗,葉 身 な どの養 水分や同化 産物が転流

する器官 である といえる。

イネの幼植物 を吸汁す るツマグ ロヨコバイ雌成虫は,

30℃ の条件ではその体重の約60倍 の甘露 を1日 に排せ

つす る(大 矢,1978)。 また,排 せつ され た甘露 中には,

大量 の水分,低 濃度 の庶糖 および微 量のア ミノ酸が含 ま

れ る(NODA et al., 1973; OYA, 1980)。

切 り取 った穂にツマグ ロヨコバ イを放飼 した場合,培

養液 量が減 少 した(Table 2)。 これ は,吸 汁 によ りイ ネ

の水 分代謝 が活 発化 して,穂 か らの水分 の消耗が激 しく

なった ことを示 してい る。葉 にお ける水分含量の低下は

光合成 の速度 を遅 らせ(石 井,1976),穂 にお ける水分含

量 の減少 に比例 して登熟歩合 が 低 下 す る(津 野,1970)

とされ る。 したが って,ツ マ グロヨコバイ の吸汁加害 に

よる登熱阻害 の一因 は,炭 水化物 の同化 と転流 に不可欠

な水分 が大量 に奪取 され るこ とにある。

立毛 イネの穂 にツマグ ロヨコバ イを放飼 した場合,第

2節 間における貯蔵澱粉含有率 は無放飼 区のそれよ りも

一時的 に高 い水準 で経過 した(Fig . 1)。これ は吸汁 に よ

る水分 や同化産物 の収 奪のために,穂 にお ける同化 産物

の集積 が不十分 となる一 方で,穂 へ移行すべ き同化産物

が節 間に停滞 したためであろ う。切 り取 った穂への放 飼

実験 では,節 間に蓄積 されていた同化産 物 は 穂 へ 移 行

し,そ の多 くは吸 汁 され,か つ新た に茎葉か ら供給 され

ない条件 であるために,節 間か ら消失 した もの と思 われ

る(Table 2)。 いずれ の実験例 も,ツ マ グロヨコバイの

吸汁加害による炭水化物代謝 への直接的な影響,す なわ

ち同化産物の消費 と転流阻害 を示 してい る。

ツマ グロヨコバイの吸汁 によるイ ネの被害 は,水 分や

同化産物が直接的 に横取 りされ るか,あ るいは間接的 に

それ らの転流 が妨 げ られ るこ とによって,同 化産物 の穂

へ の集積量 が減少す るか,ま たはその速度 が遅 くなるこ

とによって生 じる と考 え られ る。 しか し,本 実験 で行っ

たよ うな穂へ の6日 間の集 中的な加 害によって も,光 合

成能力や養水分吸収能力 な どの登熟 にかかわるイネの生

理機能 が損 なわれ ない限 りは,茎 葉 で生産 された同化産

物 は,成 熟期 まで籾へ転流 され続 ける。減収 や品質低下

な どの顕著な被害 は,養 水分 や同化 産物 の損失による登

熟 への影響 が,成 熟期 までに どの程 度 まで回復するかに

よって決 まる といえる。

穂揃期 に加 害 され ると,早 生種 では登熟 が大 きく阻害

されて減 収 したが,中 生種 では減収 しなか った。乳熟期

に加害 を受けた場合 には,早 生種,中 生種 のいずれ にお

いて も登熟 への影響 が認め られ,特 に早生種 にやや強 く

現 われたが,徐 々に回復 し成熟期 に減収 とな らなか った

(Fig. 3)。

早生種 と中生種 の登熟経過 をFig. 4に 示 した。 こ れ

は,実 験3に おいて得 られた無放 飼区の籾千粒 重の推移

を日当 りの増加量で示 した もの で あ る。 高 温 条 件 で 登

熟す る早生種 では,同 化産物は出穂直後 か ら速や かに穂

へ集積す るが,登 熟 の ピー クを過 ぎるとそ の集積量 は急
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Fig. 4. Difference in the ripening process between the 

early- (○, var. Akihikari) and medium- (●, var. 

Nakateshinsenbon) maturing rice varieties.

激 に減少 する経過 をた どる。一方,秋 冷 に向かって登熟

する中生種 では,穂 への同化産物 の集積 は緩 やかに行わ

れ,ピ ー ク後において もなだ らかに減 少 してい く。 この

よ うな登熟 パター ンの違 いのために,水 分 や炭 水化物 の

代謝,ひ いては収 量に及 ぼす吸 汁加 害の影響 の現れ方が

品種 によ り異なる もの と考え られる。

中生種 を供試 した実験2に おいては,登 熟 の ピー ク時

である乳熟期 にツマ グロヨコバイを加 害 させる と,出 穂

期加害 の場合 よ りもイネの水 分 代 謝 が 活 発 に な っ た

(Table 2)。 また,実 験3に お い て は,早 生種 の穂揃期

放飼 または中生種 の乳熟期放飼 の場合 において,吸 汁加

害終了直後 の第2節 間の貯蔵澱粉含有率 は無放飼 区のそ

れ よ りも高 い水準 となった(Fig. 1左,Fig. 2右)。 早生

種,中 生種 とも,こ れ らの加害時期 はいずれ も登熟 の ピ

ーク時 に相 当 してお り
,吸 汁加 害による同化 産物 の転流

阻害 が,他 の時期 よ りも強 く現 われ た もの とみ られ る。

以上 のことか ら,ツ マグ ロヨコバ イの加害時期 とイネ

の品種お よび被害 の関係 は,次 のよ うに概括 できる。

7月 末 か ら8月 初 めにかけて 出穂 する早生種 では出穂

後 の早 い時期 に加害 を受 ける と,水 分や 同化産物 の損 失

による登熟へ の悪影響が成熟期 までに回復 しないため,

顕著な減収や品質の低下が生 じやす い。登熟 中期 の加害

では,初 期加害の場合に比較 して被 害程度 は軽 くなる と

み られ るが,登 熟 日数 が短 い(35～40日)た めに同化産

物な どの損失分が成 熟期 まで に補償 されず に減収す る可

能性が ある。 これ に対 して,8月 中旬 か ら9月 にかけて

出穂す る中晩生種 では,加 害 を うけると一時的 に登熟が

阻害 され る。 しか し,登 熟 日数 が45～50日 と長 い た め

に,同 化産物の損失分 は最終的 には補償 され,減 収な ど

の被害 はほ とんど生 じるこ とはない とみて よい。

したが って,イ ネの出穂期以降 にお ける直接吸汁害 に

対す る防除の要否 を判断す る場合,出 穂期前後 か ら成熟

期 に至 るまでの ツマ グロヨコバイの発生動向 とともに,

栽培品種の登熟パ ター ンを考慮 しな ければな らない。 と

くに,出 穂期が異な る品種群が栽培 されてい る場合は,

要防除密度 は包括的 に設 定 され るべ きではな く,品 種 の

早晩生 に区分 して異な る密度水準で決 める必要が ある。

中国中山間の高冷 地か ら温暖な瀬 戸内海 沿岸 まで水田

が分布 している広 島県では,出 穂期 は7月 下旬 か ら9月

上 旬まで と,そ の幅 が広 い。 このため,県 北部 で主 とし

て栽培 され る早生種 のみを対象 とした,ツ マグ ロヨコバ

イの要防除密度 は成幼 虫合計 で株 当 り40頭 と設定 され

てお り,県 中南部 における中生種 の栽培地域 では,ツ マ

グ ロヨコバ イの防除 は原則 として不要 である とされ てい

る(広 島県農 政部,1986)。

摘 要

ツマグ ロヨコバイ の吸汁加害 に対す るイ ネの生理的反

応 を穂への放飼実験 によ り明 らか に し,イ ネの出穂期以

降 にお ける被害程度 の差異 を品種 の早晩生 による登熟パ

ター ンの違 いか ら説明 した。

1) 穂 を加害 した場合,籾 や護穎 よ りも枝 梗,穂 軸 の

よ うな養水分や 同化産物 の通過部位 か らの吸汁 の頻度 が

高 かった。

2) 吸 汁活動 によ りイネの水 分代謝 が活発化 し,か つ

節間の蓄積澱粉が消失 した。

3) イネの出穂期 の早晩 あるい は生育 ス テ ー ジ に よ

り,穂 へ の吸汁加害 の影響 は異 なった。登熟 日数が短 い

早生種では,出 穂直後 の吸汁加害 による同化産物 の転流

阻害の影響が成熟期 になっても回復 せ ず 減 収 した。一

方,登 熟 日数が長い中生種 では,同 化産物 の損失分が登

熟後期 に補償 されたた めに減収 しなか った。

4) 直接吸汁害 に対す る要防除密度 は,登 熟パ ター ン

を考慮 して品種 の早晩生 に区分 して設定 され るべ きで あ

ると提案 した。
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