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2種 ウ ン カ の羽 化 リズ ム

野 田博明1)・孫 海浜2)・野瀬友利3)・松井武彦

農林水産省農業研究センター

Adult Emergence Rhythms of Planthoppers Nilaparvata 

lugens and Laodelphax striatellus (Homoptera: Delphacidae). 

Hiroaki NODA,4) Hai-Bin SUN,5) Tomotoshi NOSE6) and Take-

hiko MATSUI (National Agriculture Research Center, Tsukuba, 

Ibaraki 305, Japan). Jpn. J. Appl. Ent. Zool. 34: 77-78 (1990)

Abstract: Rhythms of imaginal ecdysis of two rice planthop-

pers Nilaparvata lugens and Laodelphax striatellus were studied at 

a constant temperature of 25•Ž. The two species showed 

clear rhythms under the influence of diel cycle illuminations. 

N. lugens usually emerged within the first two hr of the photo-

phase under 16L-8D photoperiod and within the last two hr 

of the scotophase under 10L-14D photoperiod. The emergence 

rhythms continued in a clear circadian manner after being 

transferred to continuous light conditions. The rhythms were 

well synchronized between males and females.

羽 化の時刻に関 して,あ る決まった時間帯に 羽化す る昆虫が

多 く知 られてい る(BECK, 1980)。 しか し,半 翅 目昆虫で はアブ

ラムシ,Aphis fabaeが,明 け方 に多 く羽化す ること(JOHNSON 

et al., 1957)が 知 られてい る程度で,ウ ンカ類の脱皮や羽化の

日周 リズムにつ いてはまった く知 られていない。 これ まで,ウ

ンカ類 の実験や 調査 は 日周 リズムを 考慮す ることな く行われて

きたが,日 周 リズムが あるとすれば,脱 皮や羽化 の調査 あるい

は脱 皮や羽化 か ら一定時間後に 特定 の 処理を したい場合 など,

脱皮や羽化が集 中 して 起 こる時刻を 知 ってお くことは 実験を行

う上 で都合が よい。 そ こで,ト ビイ ロウンカと ヒメ トビウンカ

を用 いて,羽 化 リズムがあ るか否かを調査 した。

材 料 お よび 方 法

室内 で飼育 している トビイ ロウンカ,Nilaparvata lugensと ヒ

メ トビウンカ,Laodelphax striatellus(島 根県出雲市で採集)を 用

い,若 齢期 より羽化 まで一定 の照明条件下で 飼育 した。 飼育温

度 はすべ て25℃ 恒温条件 と し,用 い た 日長 条件は16時 間 と

10時 間の2種 類 と した。 ただ し,ヒ メ トビウンカを若齢期 より

10時 間 日長 下にお くと,幼 虫休眠 して しま うの で(KISIMOTO, 

1958),こ の場合は若齢期を16時 間 日長で飼育 し,3・4齢 期 に

な ってか ら10時 間 日長下へ 移 して 飼育を 継続 した。4・5齢 期

まで集 団で飼 育 した ウ ンカを,イ ネ芽出 しを 入れ た 試験 管(長

さ13.5cm,径12mm)内 に1頭 ずつ入れ,羽 化が始 まってか

ら3日 間 にわた り2時 間 ごとに羽化個体を記録 した。暗黒下で

の観察は,60Wの 白熱電球 を取 り付 けた電気 スタ ンドの前面を

2重 の赤セ ロフ ァンで覆 い,調 査時だけ点灯 した。 また,点 灯

や消灯 の影響 のない条件下 で 羽化 リズムが フ リーラ ンす るか否

かを みるたあ,ト ビイロウ ンカを用い,調 査 開始時か ら全 明条

件下へ移 し,同 様 に2時 間 ごとに羽化個体を記録 した。

結果 お よ び 考 察

トビイ ロウンカにつ いては 明瞭 な羽化 リズムが 存在 した。16

時間照 明では点灯2～4時 間前 か ら羽 化が始 まり,点 灯直後 に最

も羽化す る個体 が多かった(Fig. 1A)。 この傾 向は雌 雄 とも同様

であった。 点灯後6時 間 もす ると 羽化は少な くな ったが,1日

を通 じてどの時間帯 に も羽化す る個体が 認め られ た。10時 間照

明では,点 灯4～8時 間前か ら増 え始 め点灯前2時 間 に最 も羽化

が多か った(Fig. 1C)。 ウ ンカ の室 内飼 育では,一 般 に16時 間

照 明を用い ることが多いが,こ の場 合,点 灯直後に 羽化 まもな

い成虫が多 く得 られ ることにな る。

調査開始時 よ り全 明条件下に 移 して,フ リーラ ンさせた場合

で も明瞭な羽化 リズ ムが認め られた。16時 間照 明か ら全 明条件

下に移 した場合の羽化 リズ ム(Fig. 1B)は,16時 間照明下 での

それ(Fig. 1A)と よ く似 たパター ンを示 してお り,10時 間照 明

か ら全明条件下に移 した場合の羽化 リズム(Fig. 1D)は10時 間

照明下でのそれ(Fig. 1C)に 似ていた。 このことか ら,ト ビイ

ロウンカの羽化 リズ ムが 内因的 な サー カデ ィア ン リズム に よっ

て支配 されてい ることが窺 える。

ヒメ トビウンカについて も羽 化 リズムが 認め られたが,ト ビ

イ ロウンカに比べれば,羽 化 ピークは なだ らか であった(Fig. 2)。

また,16時 間照明では明期の中 ごろに羽化が多 く,ト ビイ ロウ

ンカでは点灯直後に多か った ところか ら,両 ウンカ間で羽化 ピー

クの時刻が明瞭に異な っていた。Fig. 2Aで は羽化 の ピークが

ほぼ左右対称であ ったが,Fig. 2Bで は暗黒下での 羽化 が 少 な

く,日 長あ るいは 点灯や消灯の 時刻が複雑 に リズ ムに影響 して

いる と考え られ る。

これ らのことか らウ ンカ類 にも 明瞭な 羽化 リズム が存在 し,
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Fig. 1. Emergence rhythms of Nilaparvata lugens (A) under 

16L-8D and (B) after transfer to continuous light 

(C) under 10L-14D and (D) after transfer to 
continuous light. (B) and (D) are free-running 

rhythms after rearing under the light conditions 
of (A) and (C), respectively. Each column re-

presents the number of adults emerging within two 
hours.

Fig. 2. Emergence rhythms of Laodelphax striatellus under 

(A) 16L-8D and (B) 10L-14D.

恒温条件下では これらの リズム の位相が日長条件の影響を うけ

ることが明らかとなった。
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