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千然大詰学i'iA(Tech.おull.Fac. Hort. Chibaじniv.)
m 34¥'} 83-90 (1984) 

サンゴジュハムシ成虫のサンゴジュ樹上における個体数の季節変動*，料

天野 洋・真梶徳純・中村正秀判*

Seasonal Population Dynamics of the Adult Viburnum Leaf Beetle， 
Pyrrhαltαhumω・αlis(CHEN) (Coleoptera: Chrysomelidae)， on the 

Host Tree， Viburnumαwαbuki K. KOCH 

日iroshiAMANO， Norizumi SHINKAJI and Masahide NAKAMURA 
Laborat01Y 01 Environmentalβiology 

ABSTRACT 

Dllring the COllrse of 1臼83，日日asonaldynamics of the on・treepopulation of th巴adllltViburnllm leaf 

beetle， PyrrJω!ta hum倒的 (01江沢)， were monitor吋 and附 imatedllsing Jolly'日capturε.r日captur巴

method at Matsudo， Chiba.Pref.. Associat記ds巴asonalflllctllations of their feeding intensity 011 the 

Viburmf1JZ leaf were also obs邑rv巴dllnder the quasi事natllralconditions in a larg巴olltc1oorcage. With 

th日sebasic information， factors responsible fOI" population dynamics of adlllt b巴etleswere inves・

tigatec1. 

Reslllts of the obser主Tationinc1icatec1 that be巴tlesemerg巴dduring th巴 twomonths of Jun巴 and

July， having its peak in lat巴Jllne.The greatest mortality for adlllt beetles cam巴withina cOllple of 

weeks after their em也rgence，and only those which could consume a considerable amollnt of fooc1 

dllring this period seemec1 to ac1vanc日 tothe sllbseqllent Sllmmer diapause. During this less.active 

pel岨iod，sllrvival of adlllt beetles was fully assllrec1 with little mortality， althollgh their emigration 

and immigration arounc1 the tree w日問。bserv巴dto be common even at this stage. As a r巴Sll1t，

orトtreepoplllation of the b四 tleshad a peak in late August after the diapaus巴terminationat the 

obs合rvationsite. 

I 絡震
野ら， 1976:災拠ら， 1979)， 
食設の変化や卵巣発育との関係 1977 : 

、
Lコ，

緑化1訟や金~:J坂としてよくパ~ L)られるサンゴジュ

Viburnum awabuki K. KocI口iの主霊袈主2努祭虫の一つである

サンゴジユノハ、叫iム、シ p:イラツ加vγw戸1'1'.

1978 :絡15・従)11，1983)などについての線合がある.

しかしながら，本務:の野外個体1l平の動態についての詳細Il

11剖司の発f生hで卵態で、1総凶冬すす勾る.新薬の燦r，自に合わせふ化

してきた幼虫は 3紛まで樹上で生活す‘る.その後，樹上;

より紘一jごして炎!関土の 11Jで>9~TJ 化し 6 丹ころより羽化して

くるが，交!毛泌卵は秋考きになってから行なわれる.サン

ゴジュ誕への加擦は，幼虫と成虫のi将兵Jjに行なわれるが，

る被iBは幼虫期の方がより拡大である.

サンブジュハムシについての研究は，答子主植物の分布

が広範なことや，ハムシによる被容が目立らやすいこと

などから古くより行なわれており(例えば森， 1937)，近

年になってからも発生経過や産卵管役(竹中， 1963:将

なしまた，変1郎総における j~~1徒数の低下やそ

については報告されているが，それに伴う

どに与える影響についてふれた報告は見当たら

々い.本論文は成虫j羽の肢に伴うこれらのj誌を切らか

にするため，成虫のf悶体若手動態と授食消士誌の弱から検討

全力IJえたものである.

本論に入る

林水産省林業試験場 したい.

rr 材料及び方法

親査は大別すると成虫の個体111:lfVJ態とm;食行動に分け

守本研究のそそ府の必lil土父:filWif.'↓'学研究資 (N0.58480046)によるめfiえそf芝げた.

柳本平日ω 一部i土日本j宅 ~2~jj: 芸言語r~ 44 [iJj大会(1984Wi丸災j波大学)でi湾総発送主した.

山校長 I:=JJt谷fE機
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0 tL，前零;はさらに ~511ヒ[!;'j‘鍔j，羽化後の死亡状況，及び

樹と個体若手動態の三三つの項闘に分けられる.

1. 調斎場所

内にあるサンゴジュ生け域である.第 lほlAに示すよう

A 調査地

8羽化成虫のトラップ
時

:lOcm 

'" 

第 l臨 調査場所(二子楽大学関苦lilのサンゴジ

ュ生けJi[(A)，及び成虫の羽イ七時期調査用

トラップ(B).

には多数のサンゴジュが級殺

されているが，秘資場月rrとしては的勝幾土誌の南側に位躍

している生け境を選定した.ほほ 1m問|潟で櫛殺されて

いる生け j笈のcjJから羽fHlJにある 45オ況を翻斑対象樹とし

た.…これらの樹高は約 3.5111で数年前より水虫による被

怒を強く受け，生存fは不良である.また，本5経験に供試

したほとんと"0)ハムシはこの場所より採集したものであ

る.

84 

2. 羽化時期

成虫の羽化が始業るi直前の 1983生存 5Jヲド勾に，生け砲

の南側と北側の各々 3ヵ所に箱loWトラップを殺獄して羽

化成虫数令調資した. トラップは第 1i)g] B に示した様

に， 30x30x 15 (尚さ )cmの木枠からなり，上告11に羽化

成虫の取り出し仁I'a:'付けた防虫網を狼った.このトラッ

プを生け垣の根光から 50cm の~Eî離に約 5 cmだけこかい

にj鎮めて投践し， 6月初旬から 7月中旬まで 2日ごとに

羽化成虫数を調資した.

3. 羽化後の死亡状況

5月下旬に調査樹以外の場所から係策した前蛸ならび

にi将校 20'C恒治笠でお化させ，災験に供試した.

{L!: iま設場|勾に殺絞した野外の気象条件に近い総主主と，

20~C 惚溢窓の 2 通りである狗殺は悶 Iコ 280 cm，奥行

370 cm，潟さ 180cmのパイプハウスを側面は防虫網で，

ピニールでそれぞれ稜った.さらに，日光の政射

をさけるために箆恨の内側には寒冷沙会話日間した.後者

は20'C(ゴコrc)，滋皮 70"-'80%RHに淵係りされた恒溺宣言

で，自然日長会ガラス窓を過して窓外より取り入れた.

f共試成虫は，適度にj怒らせた紙を敷いたiコ筏 6cmのペ

トリ Illl内で成約楽とともに個体飼育し 7月中勾までは

毎日， 7月 14臼からは 3日おきに午後 3時ごろにその生

死を観察した.調査は 12月下旬まで続けられた.供拭虫

はそれぞれ鏑笠 96個体(6月 17Iヨ羽化成虫 12鎚体 6

J=j 24日羽化成虫 54似体及び 7月 l臼羽化成虫 30個

体)，↑即滋窓 55i間体(すべて 6)司 25臼羽化)である. こ

れらの羽化日は野外での羽化i議長連日の前後 1j盟関内にあ

たる.

4. 樹上偲体群の動態

は羽化の始まる 6)=J 11~匂から産卵の終了する 11

月中旬まで実施した.野外の生け思のR守{JlIJと北{閣のi也K

2 m 以下の範聞にある樹上の金成虫を調査対象として，

]OLLYのマーキングによる放運・湾総i法(JOLLY，1965 ; 

伊藤・村井， 1977)を用いて俗体数な惟定した.

マーキング調査は合計9閉(6 Jヲ18日，関 25臼 7

月2B，fRJ16臼，同 30日， 8 Jヨ27日， 10月2日， II'u 22 

B， llA 19日)，晴れた日の午後に行なった.サンゴジ

いる成虫をプラスチックカップ!今に手伝平く落と

し，プラモデル月日ラッカーでその競輪に殺でマークした

後，カップのJニ識を取り除き自然に飛び立つのを待った.

マークの際，ラッカ…を塗りすぎたもの，誤って触角や

限などに塗ったものはマーキング操作で死亡したものと

して殺した.間--r:l司王室日はすべて同じ色のマークを施し

た.マーキング、の影響を明らかにしておぐために 20'C

でマーク虫 50i間体， ~Iô マークEl1， 50 f総体を 2ヵ月

間綿子ぎして，ぞれらの生存家とマークの悦務のi'iJ総件;を
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かなように， i斜刻では北側に比較して羽化が約 2

かった.

2. 羽化後の死亡状況

野外に設躍した網室内で飼符した 96個体のうち 22側

体(錐 14，!LiE 8 )は，野外において成虫がサンゴジュ上

で見られなくなる 12月下旬までg三存した.これに反し，

総べた.

5. 楳食j首長

ff!i食消長はIlIj述した>J5Hじ後の死亡状況を潟まましたもの

のうちの，縮空認で飼予ました似体fI半(羽化日の異なる 3{悶

体fifをですむ)について観終した.羽イ七日より lj担問ごと

に各{~母体の摂食裁を誠殺した.各個体の入ったペトリ H且

サンゴジュの成熟策片 (3X3cm)な入れ，これを 1

週間ごとに入れ替えたが， 8月予備勾までは業j干の乾燥が

早いため原則として 2~3 日おきに入れ毛幸えた.摂食f誌の

計測方法は，桜i恨レンズに 1mmメッシュ(オリンパス

製)を入れた災体顕微鏡下で 1mm2を単位とし

疫の間綴を測定した.
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1. ~~化時期

生。け泣Jこで殺初に成虫を発見したのは 6月 3日であっ

たが，羽化トラップでは南側に設闘したもので 6月 5日

に最初の発生が認められた.羽化の終患は北側のトラッ

プで見られ，それは 7pl 18日であった.但し，羽化状況

の綴終によれば，成!Í{は羽化後 1~2 臼問土中で静止して

いる場合も認められたので，ここでの羽化時期は厳密に

調査結果m
 

20'C憶滋室内のものはすべて 12月上勾までに死亡し

た.第3鴎に，網室内でお化日の奥なる 3総体群と恨滋

笈内の{削除u字のそれぞれの生存曲線を示した.各個体若手

とも羽化後 1""2週間の死亡彩が筒く，網笠では羽化時の

70%，但温室内でも 40%穏j支の{間体がこの悶聞に死亡し

ている.その後の生存曲線の勤きを見ると，恒i品笠内で

は徐々に生存率が下がってゆくのに対し，網笈内ではほ

とんど死亡が児られないため，曲線が機軸にほとんど平

行な部分として現われている.網2室内の羽化臼の奥なる

3個体鮮の生存曲線を比絞してみると，基本的な相違は

認められないものの，羽化日がi騒いものほど沼化波後に

見られる生存率の急激な低下が尽く来る(傾向が見られ

た.従って， 30%程度の安定なレベルへ生存権が低下す

る時期は，それらの刻化時期が違うにもかかわらず，ほ

ほ問一時期に築まった.

3. 樹上個体群の動態

でマーキングのi悦3緩やその彩響を観察した結

架 2かPlTiZの生存数は初期成虫数(各 50阻)に対し，

マーク虫 42個体，非マーク虫 38{凶体でマ}キングによ

る影響はほとんど認められなかった.また，マークの脱

若年はこれらのマーク虫では認められず，野外における殺

後の調査(1]月四日)において，五主初伝マーク(6 pl 18 

日)放遂した俗体が認められたことなどから，マーキン

グの脱落の可能性も少ないものと考えられる.そのため，

野外で得られたデータの修正頃日としては考慮しなかっ

サンゴジュハムシ成虫の生存曲線.第 3翻
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は;土ψからの脱出時期を調べたことになる.

第 21)gJに，南側と北測に殺留された各 3ヵ所のトラッ

プ内で沼化したものの羽化消炎を総倒体数で南北別に示

し，さらにそれらの合計を累積羽化壌として閲示した.

6ヵ所のトラップ聞では，羽化個体数に大きな液製はな

かった(南側 19，24， 19，北側 28，21， 20).闘で明ら

- 85-
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サンゴジュハムシ成虫の羽化消長.
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その後符捕獲されなかった{I弱体などが含まれークされ，

ている.

淡中に示されたこれらのパラメーターを， ]OLLY 

(1965)の捻定式に代入し，計算されたマーク倒体の務，

各時点の総マーク{闘体数，総鍛体数，生得議，移入選終な

どの推定値を第 2楽に示した.さらに，解釈を答主主にす

るためこれらの悩は第ム 5閣にそれぞれ開示されてい

る.放遂・再J甘?の結泉より推定されたハムシ成虫の総個

体数(お1) は第4[認に見られるように，羽化直後(6月

中旬から 7月上旬)に鳩加するが，その後減少し 7月

86 -

た.

生け垣における成虫の放逐・持捕の結巣Hおu炎bこ示

した.これから 7月 16臼(第 4朗自の調遊日)

800 [Lcの成虫を捕獲し，そのうち 790症に翻畿日を示す

マークを施し，放逐したことがわかる.援する

にその2去の 10凶はマーク時の不手際による死亡である.

800院の捕獲虫の中には， 44 ~の前回捕披・放避された

もの (7)~ 2 Iヨに 9721筏マ…クされ放逐されている)や，

20院のがJ々 矧(6月25E1)に放逐されたが前回(7月 2

1ヨ)には再捕獲されたもの，さらに 13院の 6月8日にマ
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~4 4 [jgj サンゴジュハムシ成虫の個体数と移入数の

推定{随(平均と機準誤笈).

下旬から再び漸増して 8F.l下旬にピークに速している.

これと比較して，移入数(品)は羽化夜後が般も潟しそ

の後徐々に減少はずるものの 10汚まで対象のサンゴジ
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的変化(A)と，これより得られた生存曲線

(B). 

ュ生け認に移入し続けている.

日間!の金持率(第5悶A)の変化を見ると，お化

期 (6 月中旬~7 月上旬)の生存本が低く， J投

あまり死亡がないことがわかる.その後，好命に関連す

ると思われる生存率の低下が， 9月に入り目立ってくる.

さらにこれら各時点での生存~さから計算された挙節を通

した生存曲線を第 5[jgJ Bに示した.ただよνこの閣では，

第 1問自のマーキング政i'iiJの生存継を 100%と仮定して

いる.これから，羽化政後の生存準の{1nごが著しいこと

がよくわかる.

4. 摂食消長

羽化日の異なる 3個体鮮の総調査数は沼化時には 96

個体であったが，自然死と考えられる 10月下旬まで，網

で鯛育できたのは 24個体(6河口問羽化した 12個

体中 3匹， 6月 24Iヨの 54{[羽体中 15匹， 7月 1EIの30個

体中 61筏)であり，その性別は縦 16{悶f*，雄 8{附本であ
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第7殴! 羽化iヨの奥なるサンブジュハムシ成虫の挙

自ii的摂食消長.
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った.

第 61惑に，これら 24個体の羽化後における 1

り摂食放の平均値を，同f雄別』こ示した.

や低い傾向にJうるが，総雄聞で著しい澄異は認められず，

ともに羽化後 2~3 週間の摂食議が絞も大きし 4~5 週

間ころから急激に減少した.その後， 10週間を過ぎると

られ， 2 It自のピークが現れた.

次tこ，羽化日の奥なる 3つの{間体群の 1j週間当たりの

摂食放の消長を第 7簡に示した.いずれの個体併も問機

のパターンを示すが，羽化i蕊後の摂食設は運いものほど

大きく，またその後はより急激な低下の見られることが

わかる.

1{1日体当たりの授食設の合計は，それぞれ 25.54cm2 

( 6月17[ヨ羽化の 3{刷本)， 25.64cm2
( 6月24日羽化の

15 {t刑判， 22.88cm2 (7月1日羽イ七の 6{I遺体)であり，

羽化時期による大きな巡いはなかった.季節的には，い

ずれの側f<fi:ll手も 7月中旬に摂会設が急減し， 8月中勾か

ら9月中旬jにかけて徐々に摂食j誌の増加が見られた.ま

た，摂食設が減少したl[限期に 1週間会く摂食しなかっ

た倒体が， 24 {[，羽体のうち 18{関本認められた.この中の l

個体は 3週間会く摂食がなかった.

j議後』こ，これら翠阪を綬て長期間生存した個体と，羽

化後期 そ前Lこして死亡した側体聞の摂食放の比較を

第3表に訴した.死亡似体については，死亡が確認され

る却の溜までの摂食設が示されている.従って，羽化後

1週間以内に死亡した僧体は炎に含まれていない.表よ

り明らかなように早期死亡個体は， 6月 17日羽化俗体で

6月24釘から 30臼の関に死亡した 3{閲体を除いて，他

はすべて死亡のがjの趨に有意な摂食;縫の減少が観察され

ている.f7Uえば 7月l臼に羽化し 7月 15日から 21日

の間に死亡した{[週休を見でみると，死亡日の前々週(7 

1ヨ l 日 ~7 日)には長j羽生存虫と問機の摂食;設があった

が，前のi四(7 月 81ヨ ~14 日)には急減している.これ

らの紡栄より， j浸食放の減少とその後の死亡との鰐に何

らかの深い関連性があるものと思われた.

IV 考察

羽化トラップによる成虫の発生調資より，調査主主け坂

(ヂ策!泉松戸市)においては 1983:1'ド 6J司JニイヨJから 7月中

旬にかけて羽化が見られた.生。湿な隣てて南北に 1m 

離れた 2 地点の i切には，約 2 週間の~n化Ijjj':WJのずれがあ

ったが，これは主に潟fftの笈によるものと忠われ，全体

としては 6月下旬 (6河26Elあたりか)に羽化の殺感知]

(累積羽化率 50%前後)があるものと考えられる.

羽化後の死亡状況とそれに伴う{附本数変動は，マーキ

ングによる放逐・将補法での野外{閲体若手と，人工潔境下

(議開設と恒温室を含む)での俗体訴を観然することにより

推定した.サンゴジュ生け垣における野外側体群の変動

(第 4図)より， ~J5J1ヒ機始後 1 か月余りの[出に出生に伴う

とみられるサンゴジュ樹上への移，入があるにもかかわら

ず，樹上{日H本数そのものはさほどの機加公訴さなかった.

この結果は，時を閉じくして何らかの死亡もしくは移出

があったことを示すものである.第 5[濁 Aに示された 7

月上勾までの生存懇の{尽さがこれを明らかに袋付けてい

る.従って ]OLI，yのブヲi去により計算された生存協線(第

5鴎 B)は7月中旬まで羽化数の約 80%が死亡すること

を抗j~定している.

この推定生存曲線は，笈内側体II手(網設と 20'C

を含む)で観祭されたもの(第 3悶)とよく似たパター

ンを示しており， これは 7月中旬までのノリヘシ成虫の減

少には移動による生け滋からの離脱よりも，羽化{悶体の

死亡婆悶が大きく働いていることを間接的に永している

ものと忠われる.しかしながら，羽化もはるか前に終了

しているはずの 8月に樹上{洲本数が増加した(第 4閲)

と挑定されることなどより，羽化後十分に技'食した成虫

の一昔1Iは，生けt廷の調査対象場所より移出していると考

えるのが妥当と思われる限期間と考えられている 7

月中旬から 8月中旬に主主る期間の生存準は非常に高く，

第3表 J美沙11羽生存した成虫と羽化後間も iなく死亡した{副本のサンゴジュ (mm2J [C) 

G Jj 1711ふJlヒ G J j 24υぷJjと 7 J j I LI ;j;jft 

ぷJftJlJJIi¥J

6Jll7U 2:511 12:1. :3 108.0 101 .2 

2411 ~:lO LI 2/19.3 世te i .(γ Jli3.8 10時.時*

iJ j 111 7 I1 27:2.0 世ヒ亡 27.1.8 化i二 27:1.2 28..1* 27..1.0 

日Ll j!jll 2n..3 1%.7 :317 .0 +ヒじ :11.7キ

1511 2111 .! 1 .;1 111日 J(16抗 死亡

‘: t--j者'，if(pくり51グ)fh当!:.とlU!i::I'J:.{fL U，'.l f~; グ)j， ;I!IIII::1 ♂)i:\， rt :IU ニ J七牧しれむな ;l:~f); わる
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天野.~jJ~ ・'1"村:サンゴジュノリヘシ成長{のサンゴジコイ立j上における悩休部(の季節変動

と死亡f船木間の摂食放の比絞(第 3淡)からも

明らかな通り，ある総皮のt~食設を磁:保できた羽化成虫

は，一度変眠状態に入ると活動力を低下させ，初T')¥くまで

ほとんど生存が保統されていると考えられる.

分であった倒体は本格的な援制定期jに入るi請の 7月中旬ま

でに，ほとんど死亡した.

気 j可野ら(1976)は，サンブジュ樹上の成E:ht個体数は変

則に一時減少することそ観察しているが，緒方・笹川

(1983)は実際にはサンゴジュ樹上の個体数削減少してい

ないものと込まえている.マーキング法を矧いた今回の観

察では，この点そ初めて次のように明らかにできたとい

える.第 41調の{Iei体数カーブに見られるように，

入る時期(7月上旬~中旬)に確かに倒体数は減少して

いる.これは後にも述べるように一部の成虫は今leJの謝

を縦れ寸~hかの~II見場所へ一時移動ずる

のであろう.ただし，その移出は変l股j倒的j全体にわたる

ような長いものではなし撚食消長の綿査結果からほと

んどの倒体は炎くても 1週間程度の絶食期間であったこ

とから，その期間サンゴジ:::1.樹上からの移出・入を繰り

返しているのではないかと考-えられる.それらの何閲か

の移出入の過総でら愛娘WJの終り近くになると妓食滋も少

しずつJ~付[Jしてくる(第 7 隠)ので樹とにおける成虫の

討i日夜期間も長くなり，次第に側体数も多くなって)J[m~か

ら自認める 8月刊引こはサンゴジェ樹上にほとんどの間体

ずるようになるのではないかと考えられる.その

結果， l)glに示されるように 8月下旬に年間安通じて般も

樹j二の似体数が多くなってくるのであろう.

消炎は羽化後 3~4 週間までの Il~ に大きなピ

ークのあることな示しており，その後夏l仮期に入るため

し， 8J~'1"旬より@J復が見られることをぶしている

(第ふ 7窓口.)J[[眠妨においても，食が全く停止するこ

とはな‘い様である.これらの観終結泉は，災拠ら (1978)

や緒方・笹川(1983)による西日本における似体鮮の縦

食消;災ともよく一放している.また，緒方・笹川(1983)

は羽化成虫をよ芝日(15L 9 D)下で設内錦育したu寺， 20"( 

区よりも 30"C誌の方が名1J1m際食主訟は多く，限にも平く

入ると報告している. ここに報告した羽化臼の緊急なる 3

つの個体群について網窓内で翻ゴをした夏眠開始までの給与

栄(第 3隊l及び第 7@) を紳しく検討すると，羽化n寺郊
の主主いものほど，変i以WJにおける一定水準(湖イ七時の

30~40%) に生存彩が下がるまでの fl寺揺が短しその閣

の単位時間当たりの摂食設は多くなる傾向が認められ

る.羽化日が退くなれば季節的に池疫が上昇する時期で

もあり，この点でも前述の緒方・従JlI(1983)の線終と

よく…イ没しているといえよう.

マーキングi:tによるサンゴジュ おける成虫似体

89 

鮮の民lJn銭安解析した結果から，主主総期間中であっても，

生け底上ではある稼度の移入・移wがあり，成虫はその

時その時にサンゴジュ潔を際食していると考えられた.

妓念なことに移出場所については今関の談l資では特定で

きなかったが，マ…キング{悶体が同じ大学構内の他の生

されることも少なかった事実などを考綴する

と，移出場所は掻く近くの場所ではないかと忠、われる.

その場所は恐らく袈織のi釦品条件などを克服するのに過

した場所であろう.従って，このため結然的にはこの時

期の生硲本が非常'に向くなった(第 5閣A) ものと

らhる.

このようにサンゴジュハムシ成虫は護服という的

反応及び移動行動によって，変のi新潟という

に対応していると考えられる.逆説的にこのことは，も

し波状態に入ら役い場合は裂の高温はサンゴジュハム

シ成虫にとっては大きな死亡袈協となってくるといえ

る.

最後に，天敵などの生物的条約二は，マーキングによる

野外の生存曲線と網笈の生符曲線がほぼ問じであること

から，成虫期においては王立去さな死亡認さ刻とは考えられな

い.ただし，供試虫を採集した他の生け域以〕北仮IJにi市し

枯繋が多く土佐秘した場所で，白さよう病磁磁占 (βeaα仰μ仰Uωerη'1，α

b初αS叩幻si，α1幻10(BALS占A主M州fα0)Vl問j汀ILμLI即E派泳削h恥MI~

この閣 lは土，ゴニt:f:lの前 l~fi .踊及び羽化磁後のj或EUに感染し

て死亡させる.この場所から採集した鱗を俗体別に 20'C

した結果，羽化した成虫の約不数が感染していた.

従って，ザンゴジュハムシ成虫の羽イヒ直後の滋大な死亡

姿闘になりうることが考えられるが，その詳縦は今後の

調査結楽にゆだねたい.その{恨の成i長期におげる生物的

死亡潤は，実験及び調査会過して認められなかった.

V 摘嬰

1. サンゴジュハムシ成5訟のサンゴジュ樹上における個

体鮮動態波びlこjff食消炎に閉する捌ままを 1983作品に

娘松戸市で行ない，本滋の死亡嬰悶そ検討した.

2. 本磁の成虫は 6月下旬をピークに羽化し，羽化後

1~2 週間の問に戸惑い死亡*を示した.

i民に入る前の涯の尚治と考えられた.

3. マーキング?去による樹上倒体数の推定結果より，ハ

ムシ成虫は羽化後任憾な授食活動ののち，樹上よりの移

出・移入を繰り返しつつ去をそ過すものと忠われた.そし

て，2!般の終了する 8月下旬にサンゴジニぇ樹上で議大側

体数となった.

4. 変i限期間は授食設が幸子しく 入る

前tこは充分な探食が必~と，忠われた.
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