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採集者を記した。1971年の田中の報告では，採集デー
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タは，田中の採集品は採集地のみ，その他は採集地と
採集者もしくは記録者名のみで，個体数．採集年月日
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は記されていない。1979年の報告では，1970年代採集

加治外司三氏採集のハナバチ類標本＊

個体については個体数。採集地・採集年月日・採集者

が記録されているが，それ以外の場合は採集地のみが
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記されるもしくは個体数．採集日が記されていない。

939‑8084富山市西中野町1‑8‑31

また，1971年の報告の産地はすべて採録されている。
記録が採集地のみの場合でも，筆者の考えた個体と
の対応は種々の状況からほぼ確実である。

OntheSp imenS0fBeeSCoⅡectedbyLate
MroChujiTanakaandLateMr,ToShikazuKaj；

1．加治外司三氏1930年代採集標本

PreServedinToyamaScien Museum

一部ラベルの添付されない標本があるが，それらは

HisashiNegoro

除外した。また，産地名は現在の地名を記した。本来

ToyamaScienceMuseum

のラベルには以下のように記されている。中．立山寺
(＝上市町眼目立山寺)，富．師範（＝富山市西田地方)､

l‑8‑31Nishinakano‑machi，Toyama，939‑8084JAPAN

富．西呉羽（＝富山市呉羽)，東．栴檀野（＝砺波市
頼成山)，東．東野尻（＝砺波市苗加)，西．砺波中学

富山県のハナバチ相に関する纏まった報告は，筆者
による一連の報告（根来；2003他）以外は，故田中忠

(＝砺波市麿栖)，西．西野尻（＝福野町安居。これは

次氏によるもの（田中；1971,1979）が唯一である。

直ちに安居とするのが正しいかどうか問題がある。隣

その報告に使用されたと考えられる標本（多くが田

り合わせた地区である小矢部市興法寺とすべきかもし

中氏採集によるが，一部伊藤氏（名前不詳)，故加治

れない。ここでは，田中（1971）に合わせ安居として

外司三氏，小池博司氏，瀬川哲夫氏，水野透氏採集

おく。）

1−1・田中（1971）報告に使用された個体

個体が使用されている｡）が，科学文化センターに寄

Lasjog/o"",pel℃rsiceps（Cockerell)：l早，砺波

贈され収蔵されている。田中氏採集個体（一部加治氏

中氏本人から当センターに寄贈され，また，加治氏の

市苗加，1932年9年16日（ラベルの名称「ヒメヒゲナ
ガバチ｣，Tetraloniamitsukuriiひめひげながばち：東．

1930年代採集個体は，加治氏が戦前，現在の新湊高校

野尻（加治）として記録された)。

水野氏，伊藤氏採集個体も含まれる｡）は，生前，田

助方eco火ssj脚""加創sSmith：1早，上市町眼目立山

に寄贈したものが逝去後当センターに移管された。

寺，1933年4月30日（ラベルの名称「アカヒメハナバ

富山市科学文化センター収蔵の田中氏寄贈のハナバ

チ標本については，Lasjog/OSS"加属・Cerα""α属・

チ｣，Spsimilimusあかひめはなばち：中．立山寺

Bo," S属について筆者が報告している（根来； 990

(加治）として記録された)。

伽 e"αノ叩o"jcaCockerell：l早，砺波市苗加，

1992,1994,1996)。今回の報告は，上記報告以外のハナ

1931年5月19日（ラベルの名称「バラハキリバチ｣，

バチ類個体について調査した結果である。

Megachilenipponicaばらはきりばち：東．野尻（加治）

これらの個体を田中（1971,1979）の報告中の記録

として記録された)。

と突き合わせた結果，一部に誤りが発見された。

以下に調査個体の採集データを掲げるが，正しく記

Coe"o秒sた"es"αIαSmith：1早，砺波市苗加1932

録されている個体については，個体数と採集地を，未

年7月20日（ラベルの名称「トガリハナバチ｣，Cx

報告もしくは誤って報告されたと思われる個体につい

fenestratusとがりはなばち：東．野尻（加治）として

ては，個体数．採集地・採集年月日・採集者を記し，

記録された)。

Coe"OXys加eγ s（Kirby)：l早，砺波市苗加1931

必要な個体については（）内に注記した。正しく報告

されている個体でも，採集個体数や採集日の記録され

年7月10日（ラベルの名称「ヒメハキリバチ」，

ていない個体については個体数・採集地・採集年月日．

Megachilespissulaひめはきりばち：東．野尻（加治）
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として記録された)。

1935年8月20日（ラベルの名称「シロスジハナバチ｣)。

Cﾙα"CO 脚αSc"わ","α"S（Smith)：1早，砺波市麿
栖，1932年9月10日（ラベルの名称「オオハキリバチ｣，

幻′/ocOPaqPPe"djc"/"αc"c"碗vo/α"sSmith：1ケ，
福野町安居，1932年9月5日（ラベルの名称｢クマバチ｣)・

Megachilesculpturalisおおはきりばち：砺・麿栖（加

BombushypocritaP6rez：1早，砺波市頼成山，1933

治）として記録された)。

年5月5日（ラベルの名称「ヨシダマルハナバチ｣)。

Mｾgac〃"e γ"ge" Cockerell：1早，富山市西田

Bo加加s戎ye術"s戒ve応"SSmith：17，福野町安居

地方，1933年4月18日（ラベルの名称「ヤマトハキリ

1935年9月10日（ラベルの名称「ギイロマルハナバチ｣）

バチ｣，Mgjaponicaやまとはきりばち：富山市（加
治）として記録された）；13，上市町眼目立山寺，

；1早，富山市呉羽，1933年5月14日（ラベルの名称
｢トラマルハナバチ｣)。

1933年4月30日（ラベルの名称「クロツノハキリバチ｣，

BO脚"s 火"sα〃た"sSmith：13，砺波市苗加，

Osmiaexcanataしろおびつつはなばち：中立山寺

1931年7月10日（ラベルの名称「コマルハナバチ｣)。

(加治）として記録された個体と思われる（古くに
OS

α属をツノハキリバチとしている図鑑がある))。

2．田中忠次氏寄贈標本

Ⅳひ碗α ノ o"jcaSmith：1早，砺波市苗加，1932
年4月29日（ラベルの名称「キマダラハナバチ｣，Nm

2−1田中（1971,1979）報告に使用された個体

japonicaきまだらはなばち：東．野尻（加治）として

高岡市五十里一三方峰峠。

CO"ejesp e"α"sP6rez：l早，上平村菅沼；1早，

記録された)。

HtI"c〃sαera""sSmith：2早，宇奈月町浦山，1949

た"αIC"jα〃 o"e" P6rez：13，砺波市苗加，
1932年5月5日（ラベルの名称「ヒゲナガハナバチ｣，

年8月4日（田中)；l早，宇奈月町栃屋山地，1965年7

Euceradi髄cilisしるすじひげながはなばち：東．野尻

月11日（田中）；1早，宇奈月町愛本新河原；1ケ，
富山市城山；5c7，庄川町庄川河川敷；33，高岡市

(加治）として記録された)。

二上山。

Z"we"S昨CO,"s（Smith)：l早，砺波市苗加，1933

L jog/o "脚 "s"e"se（Bluthgen)：l早，朝日岳

年7月24日（ラベルの名称「ルリモンハナバチ｣，Thy・
japonicusるりもんはなばち：東．野尻（加治）とし

登山路北又，1966年7月26日（田中）（Andrenamlya‐
motoiとして記録された)。

て記録された)。

助ﾙeco北sノ o"/c剛sCockerell：1早，黒部市荻生，

βO脚6"sjg"""sSmith：1？，砺波市苗加，1932年7

1949年7月14日（田中）（Spsimilimusとして記録され

月10日（ラベルの名称「クロマルハナバチ｣，Bo

た
)
。

ignimsくるまるはなばち：東．野尻（加治）として
記録された）；1J，福野町安居，1935年9月26日

谷，1955年8月4日（田中)。

ノVひ碗jap""α"/αraDallaTolTe：4c?，黒部峡谷祖母

(ラベルの名称「マルハナバチ｣，Bombusspeclosus

Ljpo"jcﾙesy "脚ars"』（Hirashima)：13，上平村菅

まるはなばち：東．安居（加治）として記録された)。

沼；lc7，黒部峡谷鐘釣，1956年8月26日（田中）；
l早，黒部峡谷鐘釣，1958年8月26日（田中)。

1−2．未発表個体

Lasjog/o "碗occj火"s（Smith)：1早，富山市西田

4" e"α火"/αrαSmith：1早，立山雷烏沢，1962年

地方，1935年5月23日。

8月3日（田中）（Anmiyamotoiとして記録された）：

Lasわg/o "版rae"jo"eﾉ"加（Vachal)：1早，富山市

2早，上平村ブナオ峠，1976年7月25日（田中）（An．

西田地方，1933年4月18日。

mIyamotoiとして記録された)。
』" e"α火""c"/αrase"ecjor"碗Hirashima：1早，黒
部峡谷祖母谷一清水，1968年8月27日（田中)。

助ﾙeco火sノapo"/c"sCockerell：l早，富山市西田地
方，1933年7月6日（ラベルの名称「ウスアカヒメハナ
バチ｣)。

4" e"αezoe"sjsHirashima：1早，大山町有峰。

4" e"αノ"" omaStrand：1J，富山市西田地方，

4" e"α"e脚o〃ﾙoαノ o"めjaHirashima：1早，大

1933年4月18日。

山町有峰。

E"α叩耐6 α"s（Ritsema)：1早，福野町安居，1935

，4"のe"αノiα/jaoj火8Smith：1早，宇奈月町弥太蔵i

年8月3日（ラベルの名称「ハラアカハナバチ｣)。

谷；1早，宇奈月町音谷；1早，立山町称名王子首平‑

OS αcor"抄o"s（Radoszkowski)：1J，富山市西

1961月6月4日，（田中)。

田地方，1933年7月6日。

4" e"αノ〃o"jcaCockerell：13，宇奈月町浦山，

4",ag"/咽βoreαβorea（Smith)：lc7，福野町安居，

1957年7月13日（田中）；6J，魚津市友坂，1971年7
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月12日（田中)。

1956年8月26日（田中）；1早，黒部￨峡谷柳橋一森石。

A"のe"αkag妙aHirashima：l早，宇奈月町宇奈月一
尾沼谷，1947年5月26日（田中）ラ1早，宇奈月町浦

4" e"αr"eya版α"αTamasawaetHirashima：1早，
奥黒部薬師沢一高天が原，1974年7月25日（水野）

山山地，1947年4月25日（田中）；1早，立山町称名

(Anmiyamotoiとして記録された)。

峡，1961年5月20日（田中)。

4" e"α た"6α"αHirashima：1早，朝日町山崎内

4" e"α肋"/〃Hirashima：1J，宇奈月町愛本中谷

谷，1967年6月18日（田中）；l早，魚津市松倉；4早
小井波;433早，氷見市坪池一土倉。

1966年6月5日（田中）；l早，小矢部市倶梨伽羅。
Matsumura：2早，立山室堂平，1972年8月9日（田中）

4"〃e"αyα'"αroTamasawaetHirashima：1早，朝
日町相又谷，1977年7月2日（田中）（Anopacifbveaと

(Anaburanaとして記録された)。

して記録された）；l早，宇奈月町尾沼谷，1974年5

A"のe"α/ po"jcas"加左omeTadauchi，Hirashimaet

4" かe"α加汝α StrandetYasumatsu：1ケ，上市町

月26日（田中）（Anopacifbveaとして記録された）；
13，宇奈月町浦山山地，1947年4月25日（田中）

大岩一釜池，1965年5月30日（田中)。

4" e"α ""〃ﾉα（Kirby)：1早，宇奈月町下立河
原，1973月5月24日（田中）（An.kaguyaとして記録さ
れた）；1早，小矢部市倶梨伽羅，1971月5月16日

(Anopacifbveaとして記録された)。
Coe"oX た"es"αrαSmith：l早，宇奈月町栃屋，
1947年8月3日（田中)。

Coe/joXysyα"o"jsMatsumura：13，黒部峡谷黒薙；

(田中）（Ankaguyaとして記録された)。
4" かe"α〃'"αke"sjsHirashima：2早，朝日町小川温

l早，上平村菅沼；1早，医王山。

泉一越道峠；1早，立山町称名桂台，1961月9月9日

E"α js6asα"s（Ritsema)：4c? 早，宇奈月町浦山，
1947年7月31日（田中）；2早，宇奈月町栃屋，1936年
9月3日（田中）；1早，宇奈月町栃屋；1早，滑川市

(田中)。

A" e"αOpac加veaHirashima：l早，宇奈月町浦山

東福寺，1971年8月21日（田中)。

山地，1948年5月16日（田中）ラ1早，氷見市坪池一

C"α"CO 脚αSc"ゎ畝、"s（Smith)：1ケ，黒部峡谷

土倉。

』" e"αparα/加racicaHirashima：l早，朝日岳登

猫又ぅ2c?，宇奈月町浦山，1947年8月3日（田中）ラ2

山路北又，1966年7月25日（田中）ラl早，宇奈月町

3，立山町称名小屋付近，1961年9月9日（田中）；2

宇奈月；1早，宇奈月町宇奈月一尾沼谷。

c?，庄川町庄川河原。

4" e"αpr ro

C方α"CO 〃α ss"/a（Cockerell)：l早，八尾町桐

Perez：433早，宇奈月町浦山山

地，1953年6月4日（田中）；135早，宇奈月町栃屋山

谷；1早，医王山国見。

地，1949年6月12日（田中）；1J，宇奈月町内山河

Mｾgacﾙ"e加加j"sSmith：13，宇奈月町浦山，1947
年7月31日（田中）（Mgnipponicaとして記録された）
；1ケ，宇奈月町浦山山地，1948年5月27日（田中）；
13，立山町称名七姫平；2早，庄川町庄川河原ラl

原；13，上平村桂；13，大沢野町笹津一楠原，
1947年6月22日（田中)。

』"のe"αsasak〃Cockerell：13，僧が岳林道600‑

800,,1965年6月6日（田中）（Anesakiiとして記録

早，井波町，1976年9月19日（田中）（Mgremotasak

された)。

agamiiとして記録された)。
Mｾgacﾙ"e幼be"sjsCockereⅡ：l早，宇奈月町栃屋，
1947年8月16日（田中）ラ1早，宇奈月町栃屋，1947
年8月16日（田中）；l早，宇奈月町浦山，1952年8月
31日（田中）；1ケ2早、入善町園家山。

』" かe"a3e〃""gosα〃α caeHirashima：1早，宇
奈月町尾沼谷ぅ231早，宇奈月町浦山山地，1947年4
月25日（田中）；33，宇奈月町浦山山地，1948月5月

16日（田中）ラ1早，宇奈月町僧が岳'400‑1600m；

A化gach"e／壇"jseca（Kirby)：13，大山町祐延，
1977年7月17日（田中）（Mgtsumgensisとして記録さ

l早，立山町称名峡一雑穀谷；1早，立山町雑穀谷一

大日平；1早，立山ブナ平，1949年8月13日（田中)。

4"のe"as"6OpacaNylander：1早，立山仙人湯一仙
人池，1969年7月27日（田中）（Ankaguyaとして記録

れた)。

された）；2早，立山町旧称名小屋付近，1974年7月30

月町浦山1947年8月3日（田中）ぅ1J，上市町白萩

日（田中）（Ankaguyaとして記録された）；1早，

1962年6月15日（田中）ラ13，大沢野町神通川河原。

Mｾgach"e〃 o"jca〃 o"jcaCockerell：2早，宇奈

立山町称名峡一雑穀谷峠，1974月7月30日（田中）

Mｾgac〃/eJで"zmasa沈噌α版〃HirashimaetMaeta：1
早，井波町。

(Ankaguyaとして記録された)。

Mｾgac方"eな"『"ge" Cockerell：13，朝日町相又

，4" e"αjakac〃/加jHirashima：13，黒部峡谷鐘釣：
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谷，1976年10月23日（伊藤）（Mgainoとして記録さ
れた)；2早，宇奈月町浦山，1948年9月8日（田中)ラ

谷北又谷；1？，福光町≦

1J，宇奈月町栃屋山地，1947年9月24日（田中)；1

2−2未発表個体

CO"e/ ba6ajHirashimaetTadauchi：1早，宇奈

3，宇奈月町音沢，1948年6月6月（田中)；l早，入
善町吉原；1ケ，婦中町藤が池ラ1J，上平村桂。

月町栃屋，1947年7月13日（田中)。

OS'"jacor"沈o"s（Radoszkowski)：2早，宇奈月町浦
年4月21日（田中)；lc?，宇奈月町栃屋，1948年4月7

CO"erespe,brα/orSmith：2早，魚津市坪野一古鹿
熊1973年10月10日（田中)うl早，魚津市松倉城吐，
1974年10月18日（田中)；1J，滑川市東福寺，1974

日（田中)。

年10月12日（田中)；l早，立山町称名，1949年10月23

山，1947年5月17日（田中)；5c戸、宇奈月町下立，1956

日（田中)；1ケ，医王山国見，1974年9月22日（田中)；

α αpe成COγ"なCockerell：1早，宇奈月町栃屋，
1948年5月2日（田中)。

l早，高岡市頭川，1972年10月23日（田中)。

OS αrα"r"sSmith：2早，宇奈月町栃屋，1948年5

的/αe"Sβo'α"S（Smith)：1早，立山町称名，1961

月2日（田中)。

年7月8日（田中)。

ノVb碗α gα"o加YasumatsuetHirashima：l早，僧

砂/αe"s〃' "胴"' Bridwell：lc7，黒部市石田浜，
1973年5月25日（田中)。

が岳登山路，1948年8月2日（田中)。

jVひ碗α /〃O"jcaSmith：1早，宇奈月町浦山，1947

功ﾉﾉαe"s〃 o"jcsBridwell：1早，僧が岳林道'400‑

年5月17日（田中)ラ1早，宇奈月町栃屋山地，1951

1700,,1964年8月28日（田中)。

H""α"Sαera""SSmith：1早，宇奈月町栃屋，1946

年6月4日（田中)；l早，黒部市宮野山，1940年5月9
日（田中)；1早，小矢部市興法寺。

年7月21日（田中)う1早，宇奈月町栃屋，1947年5月

Ⅳひ", 物流αc"/抗o"sSmith：1Ca宇奈月町弥太蔵
谷；1J，宇奈月町宇奈月−尾沼谷；131早，宇奈月
町音谷ラ1早，上市町大岩一釜池。

24日（田中)；l早，宇奈月町栃屋，1948年5月27日

Ⅳひ腕α sh"α虎〃YasumatsuetHirashima：2早，僧

又谷，1974年10月26日（田中)；lc7，大沢野町神通

(田中)。

L jog/o ", rIsm脚（Vachal)：23，黒部峡谷北

が岳600‑700m；1早，立山美女平旧道。

峡片掛一寺津，1974年10月29日（田中)。

4",eg"/α北『eαβorea（Smith)：1早，宇奈月町浦

L jog/o "脚6α/ejc""，（Cockerell)：2早，黒部峡谷

山，1949年9月8日（田中)；l早，高岡市守山，1959

樺平一祖母谷，1971年7月27日（田中)；l早，立山町

年8月23日（田中)。

称名，1961年7月8日（田中)。

4"/ﾙQpho,αp/"耐 es（Pallas)：2ケ，婦中町長沢；l
早，氷見市稲積。

Lasiog/o "" p/ex（DallaTorre)：l早，黒部峡谷
鐘釣，1956年8月26日（田中)；lc7，大山町有峰，

E"Ce,α ",cα esPerez:7J，宇奈月町浦山山地，

1962年9月24日（田中)。

1948年5月16日（田中)；lc?，宇奈月町栃屋，1948年

Lasjog/ s"碗ex"jc s（Vachal)：l早，僧が岳林道

6月2日（田中)ぅ13，黒部市田家神谷。

800‑1200,,1963年9月29日（田中)；l早，僧が岳

庇"α/o"jα〃 o"e" P6rez：1早，宇奈月町浦山，
1949年5月22日（田中)；lc3，宇奈月町浦山山地ラ2
c7，宇奈月町栃屋，1948年4月23日（田中)；1早，大
沢野町笹津，1947年6月22日（田中)；13，婦中町長

林道'200‑1400,,1964年8月28日（田中)。

Lasjog/ 皿加o力ejHirashimaetSakagami：l早，宇
奈月町浦山，1947年5月24日（田中)；2早，宇奈月町
浦山，1948年5月27日（田中)。

沢；1早，婦中町藤が池；l早，八尾町深谷；231早，

L iog/ s"加加""/"碗（Vachal)：l早，宇奈月町浦

小矢部市興法寺。

山山地，1948年5月16日（田中)。

庇"α/o"/α加施"k"『〃Cockerell：1ケ，砺波市頼成山。

L jog/ 皿加〃o〃e脚α"c"碗（B1uthgen)：l早，立
山町称名桂橋，1961年5月14日（田中)；2早，立山町

即eo/"sノ o"/c"sBishoff：lc?，宇奈月町栃屋山地，
1956年10月14日（田中)。

称名滝付近，1961年6月25日（田中)。

771We"s火coγ"s（Smith)：l早，小矢部市宮島峡，

助heco火sノ o"jc"sCockereIl：13，宇奈月町下立

1954年8月29日（田中)。

1948年7月7日（田中)；1J，宇奈月町栃屋，1951年9
月24日（田中)う13，医王山国見，1974年9月22日

幻ﾉﾉOcQpaqppe"成c"/αrac"c"碗vo/α"sSmith：13，
宇奈月町浦山山地。

(田中)。

4 Ce'α"αノ o"jcaRadoszkowski：17，黒部峡

助ﾙeco火s碗 妙α脚α""sTsuneki：l早，立山町称名
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右岸，1973年7月3日（田中)；lc?，黒部市石田浜，

滝付近，1961年6月25日（田中)。

1946年8月4日（田中)；131早，黒部市石田1956年8

助ﾙeco昨s〃 o"jc"sYasumatsuetHirashima：1鼎

月19日（田中)。

大山町小原，1939年8月23日（田中)。

助ﾙeco火s〃""α "sTsuneki：13，魚津市下野方，

Mｾgach"ewj"o"gﾙ6je"α胴""αkmmHirashimaet
Maeta:13，黒部峡谷小黒部1978年7月30日(田中)｡

1951年7月12日（田中)。

Mｾgacﾙ"eyas"'"α応"jHirashima：l早，黒部市福平，

4"のe"αα6"'α"αHirashima：l早，小矢部市興法寺

1973年10月2日（田中)。

1972年4月16日（加治)。

OS'macor ℃"s（Radoszkowski)：l早，小矢部市

』" e"αルα"αoj昨sSmith：1早，僧が岳林道500‑

興法寺，1972年4月24日（加治)。

600,,1974年6月8日（田中)。

OS αo〃e"rα"sBenoist：l早，氷見市稲積，1972

4"〃e"αルe6 P6rez：1早，小矢部市興法寺，1972

年5月11日（加治)。

年4月16日（加治)。

Ⅳひ碗α CO" αr"αCockerell：2早，宇奈月町栃屋，

』" かe"αノ o"jcaCockerell：l早，宇奈月町下立河

1938年5月29日（田中)；1早，上平村菅沼，1974年8

原，1952年8月5日（田中)。

月28日（田中)。

4" かe"α/o"gj""α"sHirashima：l早，小矢部市興

／Vo脚α ノ o"jcaSmith：2早,上市町大岩，1953年5

法寺，1971年5月9日（加治)。

月17日（田中)。

4"cかe"α版"αke"s応Hirashima：1早，黒部峡谷柳橋一

4脚egj"αβoγeαβorea（Smith)：l早，小矢部市興

森石，1976年10月11日（田中)。

法寺，1970年8月30日（加治)。

』" e"αOpac加veaHirashima：l早，小矢部市興法

Ez Ce,αや",℃α esPerez：4Ca宇奈月町栃屋山地，
1951年6月4日（田中)；l早，魚津市早月川河口海岸，

寺，1972年4月24日（加治)。

A" e"αProsro耐jaSP6rez：l早，砺波市栴檀野

1961年5月23日（田中)。

1970年6月7日（加治)。

亜"α/o"rα〃 o"e"SjsPerez：13，宇奈月町浦山，

A" かe"αse"'""g α〃αss/caeHirashima：1早，僧

1947年5月15日（田中)；l早，魚津市早月川下流，

が岳'200‑1300,,1974年8月9日（田中)。

1961年5月23日（田中)；l早，上市町柿沢，1953年5

4" e"as"6 αcaNylander：l早，雑穀谷峠一大日

月17日（田中)ぅlcn婦中町吉住，1979年5月10日

平，1974年7月30日（田中)。

(田中)；l早，小矢部市興法寺，1970年6月7日（加治)。

Mｾ""αezoα"αYasumatsuetHirashima：1J，黒部

恥re"s火cor"s（Smith)：l早，福光町川合田温泉，

峡谷鐘釣，1956年8月26日（田中)。

1972年8月6日（加治)ぅ1早，小矢部市興法寺，1973

Coe"oX)八syα"o"jsMatsumura：1早，黒部峡谷祖母
谷一清水，1968年8月27日（田中)；1早，宇奈月町浦

年9月9日（加治)。

山山地，1940年8月18日（田中)；1早，宇奈月町浦山

過ﾉﾉocQPαZPPe"的c"/αc"c"腕vo/α"sSmith：1早，

山地，1940年8月19日（田中)；2早，朝日町山'11奇，1937

小矢部市興法寺，1972年4月29日（加治)；1早，小矢

年8月22日（田中)。

部市興法寺，1971年5月23日（加治)。

jsce'α"αノ〃o"jcaRadoszkowski：17，小矢部

Chα"CO 碗α "ゆmrα"s（Smith)：1J，黒部峡谷
猫又，1976年9月7日（田中)；l早，小矢部市興法寺，

市興法寺，1972年4月16日（加治)；1？，福光町，

1971年8月8日（加治)；1ケ，小矢部市興法寺，197真

1972年9月3日（加治)。

4Pjs脚e"旅『αLinnaeus：1？，立山美松19570819

年8月12日（加治)；13，上市町大岩，1940年8月24

(田中)。

日（田中)j1早，小矢部市興法寺，1970年8月30日
(加治)。

以上，田中（1971,1979）の報告に使用されたハナ

Cﾙα"codb版α叩jss"/a（Cockerell)：2早，高岡市古城
公園，1980年9月15日（田中)。

バチ類標本が根来（1990,1992,1994,1996）の報告以外

Mｾgach〃e『e碗masakagam〃HirashimaetMaeta：l
早，黒部峡谷鐘釣，1938年8月25日（田中)。

で59種207個体，および田中氏，加治氏収集の未発表
個体54種94個体が科学文化センター収蔵標本中に確認
された。

Mｾgac〃eル"碗"応Smith：1早，上市町中の又，1973

田中（1971,1979）の報告では，ハナバチ類は21属

年8月22日（加治)。

84種303個体および個体数の記録の無い産地が延べ189

Mｾgach"eルo6e"sjsCockerell：1早，宇奈月町浦山

箇所が記録されている。それらに対応する個体として

河原，1948年8月16日（田中)；1早，宇奈月町愛本橋

1
3
？

根来

尚

今回の報告およびL jogro "碗〃属，α"α""α属，

文献

Bo班6"s属に関しての報告を併せて，146個体および個

根来尚，1990．富山県のマルハナバチ類．富山市科

体数の記録の無い産地延べ104箇所（148個体）が科学
文化センターに寄贈された標本によって確認された。

学文化センター研究報告，15：57‑63．

根来尚，1992．富山県のツヤハナバチ類．富山市科
学文化センター研究報告，13：97−105．
根来尚 994．科学文化センター収蔵の田中忠次氏
採集のコハナバチ属標本．AMICA，33：37‑39．
根来尚，1996.AMICA33号に報告の「科学文化セ
ンター収蔵の田中忠次氏採集のコハナバチ属標本」
の一部訂正．AMICA通信，16：19．
根来尚，2003．富山県山地帯におけるハナバチ相の
生態的調査．富山市科学文化センター研究報告，

上記3属の詳細に関してはその報告を参照していた

だきたい。Lasjog/ s"碗〃属，Ce,α""α属，B･","s属
以外では18属61種161個体および個体数の記録の無い
産地が延べ114箇所記録されていて，今回，それらの
うち18属54種94個体および個体数の記録の無い産地延
べ76箇所（113個体）に対応する個体が確認されたが，
13個体および個体数の記録の無い産地延べ13箇所に対
応する14個体が誤同定であった。その結果』〃α6",α‐
"α 4〃esak" 4"・加"α碗oroj，Q『加jaexcav α，Mセー
gacﾙ"eα加〃の5種が田中（1979）の目録から外すべき

26：51‑71．（2002年以前の報告についてはこの

報告の文献欄をご覧いただきたい｡）

ことが確認された。特にOS，excay"αとハセ.α加〃の
2種は，他者の報告にも表れないので，今のところ富

田中忠次，1971．「富山県産昆虫目録」242pP（自干n
田中忠次，1979．OrderHYMENOPTERA膜迩目富
山県昆虫研究会編「富山県の昆虫」（富山県)：

山県産ハナバチ類から除外するのがよいと思われる。
また，田中氏，加治氏収集ハナバチ類として新たに

459−489

21種が追加された。
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