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1985年 7月 に京都府南部の甲虫をヮープロコピーの形で自刊した (「京都府南部の甲虫IJとする)。 その
後、198o年 6月 にその追加と訂正(「京若呂府南部の甲虫Ⅱ」)、 1987年 1月 に訂正と追加の (2)(「京都府南部
の甲虫Ⅲ」)、 伊藤建夫と共著で「京都府南部の甲虫IV」 をcrude(大阪昆虫同好会機関誌)1987(31)15‐ 24に、
1988年 2月 に「京都府南部の甲虫V」 と、追加をおこなってきた。1991年 8月 には「奈良公園の甲虫 :京都府
南部の甲虫相との比較」の形で「京都府南部の甲虫Ⅵ」を関西甲虫談話会資料第 1号として、ある程度全体を
まとめたが、京都府レッドデータ調査の一環としての京都府産甲虫の全種リスト作成にあたって、私自身の採集
品引用の便宜のためにこれまでの結果をここにまとめておくことにした。1987年に書いたように、ある地に何が
産するかを知ることは自然史調査の基礎であり、すべてはここに始まると考えてこのリスト作りを始めた。ただ
このような枚挙の精神には当然限界があり、どれほど実体に迫れるのか心許ない点はあるものの、自然環境に対
する人為的な圧力が高い今日、蟷螂の斧であっても必要であろうと考える。
この目録では私自身の採集品 (以下のリストで採集者名のないもの)と 、頂いたもので手元にある標本 (採集

者名を付記)、 併せて1500余種、標本としたものすべてを記録した。
京都府南部という地域に特別な意味があるかどうかは別として、京都北山に対する平野部として、地勢的 (フ
ローラ等も含めて)な特徴があると判断した。この観点からから言うと奈良県北部もつながっていて当然入るわ
けだけれど、奈良公園での調査がその後出来ないこともあるし、また現在では奈良公園というのは全く別世界み
たいになっているからそれを除外して、ここでは自然史的には全く意味のない行政的な単位を便宜的に取り入れ
ただけのことである。文献記録として、これまでに報告のある当地からの記録をつけ加えた。それによって、総
計1890種となり、私自身の採集による不十分な数字が、本来はどれほどのものであるべきかを少しは知るよす
がになるであろうか。たとえば、カミキリムンはよく調査が行き届いており、当地域から152種力¥己録されてい
る (岩田隆太郎・他、1993)。 私に採集できたのはこのうち僅かに85種、56%にすぎない,カ ミキリムシは目に
つきやすいし、私がこの科に特に執着したわけでも避けて通ったわけでもないので、この値が私の採集効率と考
えて、単純に外挿すると当地域に分布する甲虫は15(10/0.56、 約2700種が期待できることになる。カミキリム
シに比べると、他の科は、皆の採集意欲に特別なものがないこともさりながら、分類自体が不完全でこのような
比較すら出来かねるが、現状の分類基準で、通常の (受動的な)採集によれば約2000種程度であろうか。そう
いう意味での1県あたり分布数が3000と いうことになっているらしいので、これは妥当な数値であると思われ
る。私が見た限りでは福井県で3(X10種 を越える甲虫が記録されているのでこれを基準とすることとし、現在京
都府で甲虫リストが作られているものについて、京都府での記録種数 :福井県での記録種数、および京都府/福
井県の比を勘定すると:ハムシ科、224種 :226種.o.991,ゴ ミムシダマン科、86種 :84種、1.o24;ケ シキス
イ科、95種 :86種、1.105,タ マムシ科、72種 :68種、1.059,オ サムン・ゴミムシ科、336種 :274種、1.226
;カ ミキリ科、279種 :268種、1.o41と なり、大体京都府の記録種数は福井県を越えているから、総計は福井県
並に3000種 を越えていると判断できる。又、ftimaの中でカミキリムシが7%を占めるという評価法があるん
だそうで (平野幸彦、1997)、 県あたり3000種 が記録されているとすると当地域の分布は220(l種程度となる。
京都府は高山を欠き、looO m以上の曲がなく、本州では千葉県に次いで低い県とはいうものの、やはり北部山
地と南部平地ではずいぶん昆虫相は異なっている。京若田ヒ山の甲虫相として私は尾越を調べたことがある力S(約
700種)、 1/2近 くの種が南部とは共通していなかった。カミキリムシでの京都府の記録種数279種と、当地域
での記録種数152種との比、約0.5を使うと、当地域で2000種記録できたわけだから京都府全体の甲虫は上限
として約411110種 が期待できることになり、これは妥当な値と思われる。同じような地勢の中にある隣接の奈良
公園で記録された甲虫は現在1500種ほどあるが、府南部とあわせると約2200種になる.こ の程度が近畿中央部
の平地―低山地で現在記録されている甲虫相である。
範囲  私自身が採集したのはきわめて限られている (複数回にわたって採集しているのは、西京区桂、大原
野、松尾、京都市伏見区醍醐、藤の森 (京都教育大学構内)、 宇治市五ケ庄 (京都大学宇治キャンパス)、 五雲
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峰、天ケ瀬、宇治J白、綴喜郡宇治田原町大峰山、鷲峰山 (相楽郡和束町一綴喜郡宇治田原町)、 綴喜郡井手町、

等)。 それを補うために、文献記録として、恣意的ではあるが、京都北山を除く地域、すなわち、岩倉、人瀬、

嵐山清滝以南における記録 (私信を含む)を加えた (ち よつと大きすぎるので比叡山は含めない).すなわち、
大文字山、笠取一牛尾山、人幡市、ポンポン山、天王山、笠置、南山城村、等である。典型的な平

地、市街地を

とりまく低山地 (平均的には高いところでも400m弱、鷲峰山は冴
j格で685m)、 大きい川としては宇治川、本津

川、桂川等が流れている.古くから都の地であつたから、森林等は「収奪」しつくされているが、周辺がよく残

されている神社・仏閣の多いことも想像できる (た とえば機尾大社の表山などは昭棄樹の純林に近い)。 しかし

最近はそれも少なくなっていると思われる。たとえば宇治市の黄築山万福寺、ここはず
いぶん寺領が広かつたよ

うであるが、戦時中の国の接収、ゴルフコース (宇治カントリークラブ)、 墓地の開発等があり、ヒノキの植林

が裏山 (五雲峰)の大部分を占めるにいたるなど、現在は見る影もないといつて良い。二雲峰 (347m)に は
ゴ

ルフ場が二つもある (山頂一帯力靖トカントリークラプで、三角点も踏めない).醍醐山も表参道と頂上の上醍醐
寺周辺に大きな■ミなどが生えてvヽるだけである。鷲峰山も頂上付近の行場には自然林が残され

ているというが、

ほぼ全域が植林である。したがつてこれら各地の植林の合間に点級する雑木林が採集場所であつた。宇治市天ケ

瀬では宇治川右岸天ケ瀬ダム下流、興聖寺から上流側に急斜面の雑木林があつて、ここは
いい採集地であつた。

なおここ数年、京都付近のマツの立ち枯れが著しく、それにつれぞヒトクチタヶ(cryP'97οイクS)が目立
つように

なり、それに付く虫も増えた。おもしろいのは井手町の木津川河川敷で、河原が広く、例年
の出水の結果、かえつ

て自然であるといえ、再現性はないが時としておもしろいものが採れた。ただ木津町下流の木津川河川敷改修
計

画が進めば、ここでは虫は全く採れなくなるであろう.井手町ではまたヒノキ植林地の下車刈り (数年の間これ

は町民の義務であつた)に出かけた際に結構虫が採れている。ただ、植方卜が成長してくると何も採れなくなる.

同定  学名などは中根・黒沢 ,大林(1963):原色昆虫大図鑑Ⅱ (1ヒ桂纂芭)を基本とした。それより新しい保育

社(1984‐1985)の原色日本甲虫図鑑Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ も援用しており、あえて統下して
いない。励

",1,ン″
θ″Ft,,の 出版

されているものは (オオキノコムシを除く)それに年つた。なお次のもの (科全体もしくは一部)についてはそ

れぞれの専門家の同定を仰ぐことが出来、厚く感謝したい (失礼ながら敬称を略させていただく)・

一般 (中根猛彦)、 コメツキムン科 (岸井 尚)、 ハネカクシ科 (伊藤建夫)、 ゴミムシ科 (伊藤 昇)、 キ

スイムシ科等 (上野輝久)、 タマムシ科 (遠山雅夫)、 ジヨウカイボン科 (今坂正一)、 ナガクチキ科・カミキ

リムシ科 (水野弘造)、 ヒゲナガゾウムシ科 (妹尾後男)。 なお、日下アリヅカムシを野村周平、オトシブミ,

ブウムシ類を沢田佳久、チビシデムシを林 靖彦の諸氏に検討していただいていなが、結果を含められなかつた
のが残念である.

種  なにかの状況で、散発的に発生してくる種があるようで、1992‐奔 、綴喜郡井手町の自宅前の小川 (玉川)

にゲンジボタルが多数見られた。隣接する多賀地区でゲンジボタルの放流をしたとの新聞記事もあり、そのよう

な人為的な原因によるものかと思われる。分布拡大はラミーカミキリが著名だが、宇治川流域では1980年から見

られるようになったという (岩田隆太郎、1991)。 私自身の経験では、宇治では80年代の後半から、井手では90

年代はじめからクサマオに大変多く見られるようになった。現在井手では有王にいたる山間の道でも普通に見ら

れる。1998年 5月 、庭に植えたハマボウの業を成虫が喰つていたには驚いたが、同属(Hibね
`テ

″S)のムクゲは本種

の食樹とされている (小島圭三・林匡夫 :原色日本昆虫生態図鑑Iカ ミキリ編)ので不思議はないかもしれない。

ここらのラミーカミキリがハマボウを知つているとは思えないので、食えるとよく気がついたものだ。分類学も

まんざらではない。
最近の移入種としてはイネミズゾウムシが一時の話題になった。井手では1984年 に初めて気がついたが、宇

治でもその後多いことがわかった。夜間、燈火に飛来することも多いが、普通は田厘lと は逮い河原や車原をすく
つ

て採れており、栽培イネに固有というのは信じがたヤ1気がする.ただ最近は少なくなったようである。スベリヒ

ュサルヽブラムシもヨーロツパ、ハワイと広域に分布し、食草であるスベリヒユそのものおS世界共通種であること

から、分布も拡がつたと思われる。保育社の甲虫図鑑 IV(1984)で は分布は九州となつていたが、九大データ

―  五
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一

ペースによる昆虫目録 (1989)では本州も入つており、当地でも宇治川の河原のスペリヒユから採れた。

1日巨椋池の名残と思われる虫が今でも採れるようである.有名なものにオグラカバイロコメツキ (京都昆虫研

究会、1991)がある。ツマグロカミキリモドキ、ルリキオビジヨウカイモドキ (「京都の昆虫」京者卜新聞社、

1991の63頁の写真にベニオビジヨウカイモドキとあるのは本種の間違いである。著者校正時に写真がこなかった

のでわからなかつた)な どの沿浄l生のものもその類であろぅか。これらは淀サII水系を通して分布しているものと

思われるが、地勢の関係か宇治川は遡上せず、木津川でかなり上流まで分布している.

以前、クロサアトキリゴミムン、アミダテントウ、ルリアヽネナガハムンが洛西にはいるが東にはいないという

ことを書いた (「京都の昆虫」京都新聞社、1991).後 2者に関しては私の経験する範囲ではまだ成り立ってい

るが、クロサアトキリゴミムシは伏見区稲荷山の記録 (京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録 :関西甲虫談

話会資料第十一号、1997)が出てきて間違いとなった.しかし一般の甲虫について、京都北山からの分布は嵐山、

松尾などを通して洛西にいたり、洛東は東との関係が深く、鈴鹿あたりにつながつているという印象は強い。ア

ミダテントウは海との関係が深いようだが、しかし洛南では全く採れず、上記の巨椋池関連というわけでもない

ょうである.昆虫にはいわゆる広域分布種でありながら分布が不連続なものがあつて、アミダテントウはこれに
属する古い種かと思われる。洛南では採れぬが奈良公園では洛西同様きわめて多く、暗示的である。

紀伊半島におけるもの力胡u亜種もしくは別型として区別されるものがある.た とえばルリハムシでは紀伊半島

産は肢が赤く、ssp.お,ね夕
''と
されるし (こ れは伊豆半島、南アルプス大井川流域産でも)、 Tri,o盟

`″

盟′じ,'″θ熔

も紀伊半島産は上辺斑紋が合一し、f.″s例′ο′おじ'Iる
とされる.京都南部が紀伊半島に入るのか入らないのか面

白いところだが、府南部のルリハムシはどれも典型的な原型で、ミラポシオオキノコの方は宇治では原型:f.

″5て
'′

ガο″Sじと,'お =62:25、 奈良公園ではこの比は逆転して6:20で、境界はわりとc五ucalであることがわかる。

前述のヒトクチタケであるが、常連のオォコクヌスト、カブトゴミダマシ、ヒラタキノコゴミダマン、オオヒ

ラタケンキスイ以外に、オオナガキスイ、コマダラコキノコ、クロオビキノコゴミダマシ、ヒメオビキノコ
ゴミ

ダマシ、D′じ″,たiチι::といつたものが採れたのは意外であった.平地でもあり、古い木もなく、キィコそのもの

が貧弱であり、彼らはこんなものに食l隆 を拡げたのかもしれない。少なくとも奈良公園ではこれらはヒトクチタ

ヶからは採れていない。 だいきちやま

あれこれ  1978年6月 14日 、宇治市天ケ瀬にいかけて驚くべき光景に出会つた.大吉山(興聖寺裏の標高1(Xl

mほどの小山)の歩道がおびただしい数のゴミムシ類、ムカデの死骸で埋まっていた。この道は東海自然歩道
になってはいるものの車がいつも入りこみ、その日も警官が巡視に入っていたので聞いたところでいヘリコプター

からの農薬の空中散布 (おそらく松食い虫退治の)があつたせいではないか、ということであつた。初めのうち
はムシを見て歩いていたが、あまりの量の多さに (あ るいは気化した農薬のせいで)だんだん気持ちが悪くなっ
て早々に帰つてきた。その後も新聞紙上で宇治ではこのような農薬の空散が行われていることを知つたが、なに

か恐ろしい体験であつた。いつもタタイて歩いている経験から想像していたムシの総量のイメージなど完全に吹

き飛ばしてしまうようなものすごい量の昆虫に仰天したこともさりながら、樹棄上のムカデがこんなに多いもの

とは知らなかつた。とにもかくにも樹業上の小動物群集の量に圧櫻lされたわけであるが、この時の空撤が初めて

というわけではないだろうから、これだけの職滅を受けながらもまた回復しているのであろうか。忘れ得ぬ経験

である。フアウナの徹底的調査のためには最適の機会だつたのかもしれない.

2001年 (平成13年)5月 1日  高橋 徹
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CUPEDIDAE ナカ°とラタムシ科
Tι″ο紹て,rg′ 惚夕σ肋 ナカ・ヒラタル 西京区松尾 80.VII.1傷 綴喜郡井手町Bl.ⅥI.3′

183.Ⅶ
,19′ '86.VII.10′ r00,Ⅶ。12

CI(】NDELIDAE ハンミョウ科
Cた加ルカ′勘¢とメ

'ヽ

なヨウ 綴喜郡井手町Bl.ⅥI.7(燈火)

CFじ ,″,9,,ヵ婢T▼7エン`Aヨウ 西京区松尾 ′79.Ⅳ.25(2 exl i伏見区醍醐r74Ⅵ,19,宇治市五ケ庄′71,V.8;宇 治市
五雲峰′75,V.23(2 exl′ ′76.V.22,(相 楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山′83.V.4,綴喜郡井手町r00.v.2
CんF″ル,,″″οガ♂VTハスヨウ 西京区松尾′79.IV.25′ ′79.Ⅸ .24/80.V.3;西京区大原野r78.V.14;東 山区今熊野智積
院′99.Ⅶ.28(2 ex):伏見区醍醐′78.V.3(3 exl i宇治市五雲峰′75.V.8,宇治市天ケ瀬′95.Ⅸ。2ilオロ楽郡和東町
一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山′83,V.4
Cた,″′て,ユ′♂″θじタカrた コルミョウ 西京区桂′85。X.12;綴喜郡井手町181.ⅥI.7(燈火)

C″
'々

と
'9'′

ナ″′″勤′:どと,'た,コエワ'ほョウ 綴喜郡井手町木津川
182.Ⅲ .29(3 ex1/185Ⅸ.1島 189.Ⅳ,16(5 ex)′ ′94,Ⅸ。4(3 exl

文献記録種  上記にないものとして、伊藤 昇、高桁 倣、水野弘造 (19,ろ :京都府産オサムシ科および
近縁科甲虫目録 (関西甲虫談話会資料第11号)は愛宕山清滝川からCたカガι″と,解解ηT'″ アイヌハなョウ、人幡市か
らCたれ′¢I′ rι,と,修sε声″物 力"膨

ミョウを記録している。

PAUSSIDAE とダ フ・トオサムン科
だ,strr!″即“

Fて,子7エク・リコ・ミル 宇治市天ケ瀬'89.ⅥI.15(3 ex)
CARAЫDAE オサムン科
C,r,うクsルカ,v:″ FオオオサAシ 西京区大原野 r76.V.5 13 ex)′ ′78.V.14′ /80.V.4;伏見区醍百研′77.V.29;宇 治市五妻峰
r71.V.1ろ ′72.I.8;宇治田原町大峰山/77V.21,(相楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山′83.V.4(2 ex);綴喜
郡井手町/95.V.6
6盟b″s″″θ万じ'lS w'TTイどとoヤマトオサ帰 綴喜郡井手町有王 (田村新田)大正池℃3.V.29
Cρ筋う,s陶ュノ'S'々''マイサ冴サル 西京区松尾 '73.Ⅳ .3針 '79Ⅵ.3;西京区大原野f78,V.14

Cι:r′う,s"じο
“
′々
'sヤ

コ冴サムシ 西京区松尾′80,V。 24;西京区大原野r76.V.身 ′78.V.14;東山区今熊野京都女子大
構内′00.Ⅵ,30,伏見区藤の森′78.V.23(6 ex)′ ′98.IV.28(2 exl i宇 治市五ケ庄′71.Ⅵ,2′

/71.Ⅵ
I,9′
′71.VⅡ .14

r72,V.11/'76.Ⅸ
.29′
′77.V.12(2 ex)ァ イ78,V.19ァ イ79.Ⅸ .ろ

r92.Ⅵ II.2銹 ′93.V.5,宇治市天ケ瀬/71,V,2傷 /76.V2ろ
丁77Ⅵ,4′

′78,Ⅵ.14(2 ex)ァ ′89.ⅥI.15,綴喜郡田辺町/83.IV.26(沢 田誠二採);綴喜郡井手町 /82.VIII.24′

r86.ⅥI.22;人幡市木津川 r96.Ⅳ,27
と?歩οじと,′v,b,S々″″,,=′″ オオクロ

"°
オサル 宇治市五ケ庄177.Ⅸ ;宇治市天ケ瀬ワ8.Ⅵ.14;綴喜郡井手町℃1,X.26′

↑85,X.20′ '89,V.28
陛″τ肋切b″θオタうと,r`,ガθs,sセアカオサル 綴喜郡井手町 '89,IV.16

Dι,解ι,Sチ″ b協7rο″θsマイマイカプリ 宇治市五ケ庄 r95.I,15;宇治市天ケ瀬 175,IV.13(3 ex)′ 178.Ⅵ ,14(3 ex)′ ′98,Ⅲ .14
;綴喜郡井手町 '34,X.20′ 86.V.21

Cι,筋P,7デ″じ,,'“?“sι エゾカタどHオサル 宇治市五ケ庄′71.Ⅵ.10(3 exlァ ′71.Ⅵ.25(2 ex)′ ′71.Ⅵ .26′
′72.Ⅵ.4(2 ex)′

・72.Ⅵ.10′
r77.Ⅵ.27;級喜郡井手町.81.Ⅵ。16

脱 brカ ルタねFカワチマルクビゴミル 綴喜郡井手町 182.Ш .14(2 ex)′ 喀2.Ⅲ ,29′ 84.Ⅵ .3′
185,X,1′ ′96.Ⅳ.28(5 ex)

並♭r力 ′力肋 キ下リマルクビゴミ掃 西京区桂 '76.V.3

脱 br力 ε′,o“′ サドマll′クビゴミムシ 伏見区醍醐 '77.Ⅸ。(K,Mizullo legv伊 藤昇同定)

0紹0″′,η /加b射,“ 力
"ゴ
ミ膨 級喜郡井手町181,Ⅵ I,16′ '86,VⅡ,12

文献記録種  上記にないものとして、伊藤 昇、高椅 徹、水野弘造 (199ろ :京都府産オサムシ科および
近縁科甲虫目録 (関西甲虫談話会資料第11号)には次の記録があげられている。産地等の詳細は同書参照.

C′虎汚ο夕,,′ ″筋″
'η

″οT災,'じz, クロカタと'ロオサムン、 Cと,rι,b"s'ηι,ぞ!′,そ力″″s イrノワキオサAン、A″θチθ″
'Tο
″サて

'r″
s,夕θ狗叱をFiじ 0′

'た

た́,々 ,′″ηs,i9
ホソアオクけ力'オサル 、 と?ォθttVb'S Prθ じT夕Iクε Prθ と'9r夕

Jク sクけ力・オサムン、Nttθηθ″力れ じ力′】じωカ ミヤママルクビゴミル 、
脱b打,“,c“!0“'オ漕ルクどゴミムン、Nθbrtt θ肪■9“ね マルクどゴミル、脱η″Й「中 班 "θ“

0'セメマルタビゴミムン、
Nοチわ7カ

'ユ

クd,脇りκ
“
夢お
“
Sミヤギメタ・カゴミル.

SCARITIDAE とョウタンゴミAシ科
Sて,′河絡 チて,rガじ0カ ナカ・ヒョウタカ'ミムシ 京都市西京区桂 '80.Ⅵ .19;宇治市五ケ庄 ′79.Ⅵ,15ァ

′86.Ⅵ.20,綴喜郡井手町
'81.Ⅵと.ろ r00,VI.30′ ′00.Ⅵ I.傷

r00,VⅡ
.10…15

4

巳



市
　
積
げ
　
　
蛸

C''υ筋,(,ι,S協打て
'v:ツ
ヤとメとョウタンゴミムシ 綴喜郡井手町お1.Ⅶ。14

cr,υ ,η,メタ炒と,クロとメとョウ″ゴミムシ 綴喜郡井手町 .81,VII.5

C′

'υ

歳′η枠 伽々dね とメヒョ″ンゴミル 宇治市天ケ瀬′97.沌.8
勝 )'riレ Sじ力て,どοsじ9′お ナカ・チビヒョウタカ'ミムシ 綴喜郡井手町B6.ⅥI,12ァ B6.Ⅶ .26
Dノε働

'れ
S力ね憲能■SiSコチビ ヒョウルゴ ミル 級 喜郡 井 手 町 り0。Ⅸ ,23(4とx)

Dノθθ力″テクε θr′ ,,ど v,サ,sチビヒョウタカ・ミムシ 綴喜郡井手町 B2.Ⅲ.22
Dysじ力

'riレ

s oυ肋″,た ダイミョウチどとョウタ刀・ミや 綴喜郡井手町 r81.Ⅶ.5～12(6 ex)′ r86.Ⅶ .12′
J86.Ⅶ.14(2 exl′

′86,VII.26ァ ′89,Ⅶ。15

文献記録種  上記にないものとして、伊藤 昇、高橋 倣、水野弘造(199ろ :京者る府産オサムシ科および
近縁科甲虫目録 (関西甲虫談話会資料第11号)には次の記録があげられている。産地等の詳茉側は同書参照.

S防″ね餌,ど,r挽打じホッとョウタンゴミムシ、Sて,と,P,すt,ss夕′じr,肋sオオとョウルゴミル、C,,,″,υ夕を
'υ
'ど'北メヒョウタンヨ

・ミムシ、
Dノ
'誠
″
''s br:チ

て,s,ムネ7カチと'ヒョウタンゴミAン.

IIARPALIDAE ヨ・ミAシ科
Pθ打:ιpr",″Pθ″"Sホツチどゴミル 宇治市宇治川

′94.X.8(多数);綴喜郡井手町!85.Ⅸ.15′
185.X.1● お6.ⅥT.10′

!86,Ⅶ
.26′

186.Ⅸ
.23′
′94.VIIE。 18(3 exl′ r94.Ⅸ .15

降打
'θ

pr,s,,r,印誌 ッ十ホツチどゴミムシ 宇治市五雲峰193,V.29
T″ιじ肋sη力物力r,sとラタキイロチピゴミムシ 西京区桂 76.V。9;宇治市五ケ庄 '78,Ⅸ.13′ ち4.Ⅸ,21(2 ex)′ 写5,Ⅸ。20,宇
治市天ケ瀬 178.Ⅵ.14:綴喜郡井手町181.Ⅸ .23(2 exl′ ′90.Ⅸ .23(3 ex)
T舷加,翻

",″
οsチガ

'“
`夕

と,チタ,7トスプチと'コ・ミル 宇治市五ケ庄 178.Ⅸ.13;綴喜郡井手町ワ0,Ⅸ,23(2 ex〉
Pο ly′つ″ね″,たrοεじο″じ'S チどミス

・ギワゴミや 宇治市五雲峰′94,V.2身 イ96.IV.13,綴 喜郡井手町′96.V,3
肋惚″じカノs,″ir''Sウスオビコミス・ギワゴミ彬 宇治市宇治川′96.Ⅲ .17;綴喜郡井手町Bl,Ⅸ.23′

′90.Ⅸ .23
P,rιェ協じ

',"ア'S肋
チク'ク

ロオどコミス・ギワゴミムシ 西京区桂 '80,VII.13:宇 治市五ケ庄'79,VII.19;綴 喜郡井手町
喀1.ⅥI.6(2 ex)′ '84.ⅥIr,1ろ 186.Ⅵ[.12

Pと,′′協じカノε″′′′′て
'ε

て:k'η Sウスイロコミス・キ・ワコ・ミル 綴喜郡井手町′89,ⅥT,9(2 ex)
Ml″じrοttε力ys rて,ε′″所じθ〃お アトオどコミス'ギ ワヨ・ミ 綴喜郡井手町B6.VI.26′ r90.IX.23

駒じ″ノ
"″
ι7て

'メ
,″セ:チιテヒラタコミス・ギワゴミル 西京区桂 [76.V.9(3 exl;宇 治市五ケ庄 71.V;綴喜郡井手町 ℃1.VII.10′

181.Ⅶ
.16ァ

182.VI.21′ f82.Ш
.22ァ

182.コ圧.29′ 186,VII.26′ ′89.ⅥI.9
T,じカノ″″,ュ ヵAS'て,,タガρウスモンコミス・キ'ワゴミル 西京区桂t76,V9(3 exl;宇 治市五雲峰183.V.29(2 ex)′ /97.■.8:宇治市
宇治川′96.I.27(5 exlァ イ96.Ⅲ.17(2 ex)′ ′97.Ⅲ .8:綴喜郡井手町B2.Ⅲ,29(2 exl

T′じ力μ協 r々クgFアlこ〔カミス'ギ ワゴミムシ 綴喜郡井手町イ86.VШ .14(伊藤昇同定.Tι,θカノS(T'じ″′r,)た′夕ょ
'と
して)

T'C力

"″
r:,と,て,りて

'V:ヨ
ツモンコミス'キ・ワゴミル 西京区桂ワ6.V,9(4 ex)′ 76.Ⅶ .10;宇治市五ケ庄 178.Ⅶ。12′ 179.ⅥI.3(2

ex)′ ,2.Ⅸ.1′
r94.X.8;綴喜郡井手町′81.Ⅸ .2身 r84.Ⅵ〔I,1身 r86.Ⅶ.12′

′86.Ⅸ .1島 r87.Ⅶ。身′94.VIII.17(2 ex)
Eo協じ,Tノs々θ協

“
√すコイス・ミミス・キ・ワゴミ

～
 綴喜郡井手町 B4.Ⅷ。25(伊藤昇同幻ァ'86.ⅥI.31

E′
'7カ

rθ″′s'P防た体 セダカぶス・キ・ワヨ・ミ掃 京都市西京区松尾℃OV.24;宇治市五雲峰193.Ⅵ II.2身 り4.Ⅲ.31ァ
イ97.Ⅳ .19;宇治市天ケ瀬r95。XII.2
El,7カ rο″,S協ナiss'η,夕θキイコマルコミス・キ・ワゴミル 宇治市五ケ庄86,VIII.6;宇治市五雲峰′97.■ ,身

r97.Ⅲ .15;宇治市
宇治川′96.I.27(5 ex)′ ′96.Ⅲ,17(1l exl′ '97.Ⅲ .8(8 ex)

T′じカノ筋″′″'ク
ロチどカワゴミル 西京区嵐山I路.Ⅳ.30;西京区松尾 ;左京区大文字山91.涎.17(6 ex),伏見区醍

醐 ;宇治市五雲峰 ;宇治市天ケ瀬174.Ⅳ。17(2 ex)′ .74.Ⅵ .29(2 ex)′・97五V.26′ ′98.Ⅲ .14(6 ex)
Bθηう′√θ″うと,■ ,θ筋″θオオフタ,ミズギワゴミル 宇治市五ケ庄 179.V.30,綴喜郡田辺町′78,X,′20;綴喜郡井手町
も1.Ⅵ。16(2 ex)ァ 181.Ⅸ .23(2 ex)′ 吃2.X.16r95.V.6(Bθ筋♭″,θ″ sι″,ユタ打デク初 ツマキミス・ギワゴミル と して以 前 記録 した
もの)

Bιttb″ ,θ

“
じ,1:餌館解 ア飛ス・ギワコ・ミル 宇治市五ケ庄'73Ⅸ。22′ 80,V.14;綴喜郡井手町▼81lⅥI.5′

.82.Ⅲ .22
Bθ″bttο″じ打ι解″οチタ解 ウスモAズ ギワヨ・ミル 西京区桂「76.V.3(4 exl′ 176.V.9;綴 喜郡井手町℃1.ⅥI.7-16(4 ex)′
r82.Ш

.14～ 29(9 ex)′ 他多数
Bttb",0打 じο″∂″,テT胸ナク″|アトキミズギワゴミムシ 西京区桂 '76.V.9;宇治市五ケ庄℃8.ⅥI.5;綴喜郡井手町 喀3,Ⅵ .1′
′95,V.6(2 ex)
B?解b″Fθ々切ヮ

=θ“"初
マ沢ス・ギワコ・ミ膨 宇治市宇治川′94,X.8(4 ex),綴喜郡井手町「82.Ⅲ,14(7 ex〉 '82.Ⅲ .29(4

exl′ B5,X,10(多数)′

.86,V.5(2 exl′ ′94.Ⅵ〔r,18(6 ex)′ ′95.V.6 o ex)
Bθ惚♭″′οη″θ

=θ
て,Pιじて:とョウゴミス・キ・ワゴミル 綴喜郡井手町税.Ⅲ。29(2 ex)ァ リ1,XI.495.V.6 o ex)

B9確 b″JοИ rttθ tt。子,解 オオアオミズギワゴミル 伏見区醍醐 .74.X.25,綴喜郡井手町B6.Ⅸ.23

自
喜

(

14

:町
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lHJ 181.Ⅵ I.10′ 86.Ⅵ I.19

轄電子電線臨 耐亨弄争脇 箕町一縛
V.29(3 exl

r99.X.30(2 ex);東 山区阿弥陀峰′00,X。 17:宇治市五雲峰

露秘爾Ⅷ 遂・監.協子絆 ;疎黙
|(2 ex)′

r93.V.29′ り7,VII.19′ r97.X.25 13 ex):宇 治市天ケ瀬

講品嘲再ヨ量盈現耳娩);'平洗岳(筆ぱ市天螂

癸馨鍵霧弓課辞軽毯魏町
,X.25;宇治市天ケ瀬 178.Ⅵ `14(2 ex);綴喜郡井手町

洗.脅持|&守・拳:後.11′ 72`V.31′ `77.Ⅵ.2ろ男.IX,140e⊃ ;

聯羹彗綸 霧脳革義
'‐

境
4 A解同筵争!修健鈴簾妥婆出を霊誌4窟g∵聖亀甘懸暮墓箕試砲報留彦湧駁阜:写許争隣転基覇旨者韻象
撒 鞄謡    者A解初

'夕

″打εヒメツヤマルカ・タゴミル 宇治市五ケ庄 '76.

伊藤昇の処置 (京都府産オサムシ科および近縁季
A,vT,s'″ 夕,チ丁じο

''お

エセコマlレカ・タゴミムシ 西京区桂 r76.

耶 簾協ノ肋θ;糀s(Tttl″ギ饂 η靴i矯穏勁井手町8乞Ⅲ2み BπⅢ29 9呵′
「 c糾れれよ就速・子瀕励ッゴ劫西姫桂7:観阜鵡 代:′穣尋諄晟纏 ′川ψ′′78.Ⅸ。14(5 ex)ァ イ78.Ⅸ .19(2 ex)ァ イ78.IX,22′ r86,X.15

予
  c糾 淋 ;}協初εナガマ渤・タゴミムシ 西京離 7&刈,9;伏見区藤の森 7&V23洋 赫 五ケ庄り生涎.2

食務蛙暫ち1鶴`生.朝澪誰菫郡緊&増IЩ2呵′′%・Ⅶ,10′路・Ⅶ・6;鉾市五疵始川イ76.Ⅳ.17;綴喜郡井手町
/81,Ⅵ.ろ '81.Ⅵ。26′ ′00,Ⅵ .27(2

eXl′
′00,VII,1

A緒
留 1繋 犠 i群浮 亮碍五長鞘

;西京区大原野%れ 7脚 :東山区豊醐
,市天ケ瀬176,V.20′ '78Ⅵ.14(多数);宇治田原町大峰山

A辮箪緊薪員鷺絨鷲
'絲
群撤tΥ

r89,IV.16

H,ψ,,,sじηFわ オオコ°モク 西京区桂 ;宇治市五ケ庄′70,VIH.28ァ イ76.Ⅸ .15′
r78,Ⅸ

.21ァ
/80.X.18;級喜郡井手町

!82.Ⅸ
,1ろ ′82.X19′ ′86.VⅡ.14′ 90.Ⅸ・23′ r93,V■ .22

7



肋甲′
'7Sじ

脇チて,sチヨウセカ・モク 綴喜郡井手町℃2.Ⅲ.22(4 exl
肋″″ι:′,3'おσ″θフιュ″δハコタ

・テゴモク 宇治市天ケ瀬 i77.Ⅵ .14'78,V.13;綴 喜郡井手町お7.V。 31
月″77''"St,θ ,sオオズケヨ°モク 西京区桂 ′75工X.1′ ′75.Ⅸ.12′

′76.X.2勇 ′〃.ⅥI.lt r77.Ⅸ .1′
r77.Ⅸ ,9(2 ex)′ ′78.Ⅸ .10,

宇治市五ケ庄 ′71.Ⅵ[.13(2 ex)ァ r75.Ⅵ F。 9′
r77,Ⅵ,27～ 8 o ex)′ ′78Ⅸ,14(5 exl′ '78.Ⅸ。1男 ′91.Ⅸ .12:綴喜郡井手町

′86.ⅥI.12
肋

'7'′ '夕

j『甲腑 ケウスゴモク 西京区桂 ′70.Ⅵ .1′
r70.Ⅵ

II.1′
′74.Ⅷ.20(2 ex)′ r78.Ⅸ .19;宇治市五ケ庄 '72.VII.15′

′78.Ⅵ■2′ ′78.Ⅸ.14(4 ex)′ ′78.Ⅸ.19(2 ex)/r79.Ⅶ .6;綴喜郡田辺町松井ケ丘 ′79.Ⅵ。24(2 exl′ ′78.Ⅸ .20銀田誠ニ
採);級喜郡井手町′81.Ⅵ。28(2 exl
臨甲α′クs,″″″府 とメケゴモク 西京区桂 77.Ⅸ .10′

′77Ⅸ.23;宇治市五ケ庄 '77.Ⅵ.27-23(2 ex〉 ′78.Ⅵ.12′
ア78.Ⅸ .14

(3 ex)ァ
/78.Ⅸ,22(4 exl′ /78.X.4(3 exl′ r79.Ⅸ .lt r81.X.8;級喜郡田辺町松井ケ丘r78.Ⅸ .20(沢田誠二採)′

′79.Ⅵ.24
;綴喜郡井手町′81.Ⅵ.2身 /81.Ⅸ .23

HιJ甲′
'''れ'な

,t,打磨 クロゴモク 西京区桂′75,14(2 ex),西 京区松尾 ′80涎.31宇治市五ケ庄 r79,Ⅵ.1479.Ⅸ .1を
′80Ⅸ .5′

′82.ⅥIT.21,綴喜郡田辺町松井ケ丘 '78.Ⅸ .10～20(3e為 沢田誠二採),綴喜郡井手町′81.Ⅶ ,6～15(5 ex)′
/86.Ⅵ

I.10′
.86.Ⅵ

I.22′
!89.Ⅳ

.16′ り0.Ⅸ,23(4 exl
rrど甲,ど,s7,強卿οttSとラタゴモク 綴喜郡井手町 ′82.Ⅲ.22(3 ex)′ &・Ⅵ正.1′ '85.Ⅸ。15ァ 90.Ⅸ.23(4 ex)
Hと,ψ,rクs,“た"sキァン

ロコ・モク 西京区桂′70,Ⅵ.1(2 ex)′ ′74.沌 .4′74.XI.15(2 ex)′ ′75,Ⅸ .1′
′75Ⅸ .12(2 exl′

′76Ⅸ。22′ ′77Ⅸ.2a r73.Ⅸ .ち
′78.Ⅸ.9～10(2 ex);宇治市五ケ庄 J71.Ⅵ .10r r71.Ⅵ .1ろ r71.Ⅵ.30′

r71,VII.易

′71.ⅥⅡ.2t r72Ⅵ【。15ァ ′75.Ⅸ .1′
′78Ⅸ。14(5 ex)ァ ′78.Ⅸ .19′

′79,Ⅸ.14j宇治市五雲峰′75.V.23;宇治市天ケ瀬
′78.Ⅵ.14;宇治市宇治川′94.X.8(2 cxl

Hと
'7'テ
クS Pθ例

'ο
″θη肋脇 エサゴモク 宇治市天ケ瀬 178.Ⅵ .14;綴喜郡井手町 Bl,ⅥI。16

H'甲′】″S協じ歩ガ,sアルシマルガタゴモク 西京区桂 '76.V.3,西京区大原野'76.V.5(2 ex);東 山区今熊野′99.Ⅶ .5;
伏見区藤の森 '79.Ⅵ .12:宇治市五ケ庄 '75.V。10′

135,Ⅸ.20;宇治市五雲峰′951Ⅶ .1′
r95.Ⅶ.身 ′97.Ⅳ,12,級喜

郡井手町90,Ⅸ .23′
r95.V.6

河′甲フ″,S席虎密 ヨゴモク 西京区桂 t70,VIII,1′ '78.Ⅷ ,12;宇治市五ケ庄 78.ⅥI.12′ '78.Ⅸ .14(2 ex)′ J78.X.t

r78.X.24(2 ex)′ r79.Ⅸ
.6′ 80.Ⅵ.2485.Ⅸ .20′

′91.Ⅸ .5;綴喜郡井手町′85.Ⅸ .2銹
186.Ⅶ .16′90.Ⅸ .23

H′甲′】,sυ
'と

,′打郷ケゴモク 宇治市五ケ庄 181.X.7

T″テじ″b″じ力れ
'sじ
θ″ι
=r"″
Sヒメツヤヨ・モク 綴喜郡井手町190.Ⅸ.23′ r96.V.3(2 ex)

隋挽ο,じヵ々,s Jθをあぉおクヒ・アカツヤゴモク(相楽郡和束町一綴喜郡宇治田原町l鷲峰山181.Ⅸ .23(2 ex),綴喜郡井手
町/96.V.3(2 ex)

T″′じ力θ,ε力″″s,,v'■クεチビツヤゴモク 西京区松尾 t79,V.4;級喜郡井手町℃1.Ⅶ.5(6 ex)′ ′81.Ⅶ .6～18 15 exlァ
′86.VII.16
Trた力ο万じ力

“
,s鶉解ο打た熔 オオイクと'ツヤコ'モク 西京区松尾「73.IV.30′ ′80,V.31イ テ子藤昇同定)

Tガじ力ο
'じ

力打,s″θじナクルタ,1′ク,とコサリヤゴモク 宇治市五ケ庄.78X.20,綴 喜郡井手町℃3.X.5′ .84.X,12′ り0.Ⅸ.23
T″と力θ

'じ

″ι
“
″sね,“夕″れ,筋'(相楽郡和東

町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山81.Ⅸ.15(本種のパラタイプ標本と
されている:lo N.ァ (1996)E,2士解0'o=,R¢ヮ.ア″打51′ 121‐1341

T″
'ど

力θ″じ
'ュ

″
"s Dtttrと

'“

クSキユウシュウツヤヨ'モク 綴喜郡井手町℃1.Ⅵと,身 喀1.Ⅸ .23(2 ex)′ :84Ⅸ.26
0"ノfて

''Tチ

ps,″
=′
ナOr"体 クどナガゴモク 宇治市天ケ瀬′97V31,綴喜郡井手町℃1.Ⅷ.7(3 ex)′ /81.VII.8(3 ex)ァ

丁81.Ⅶ.10o α)′

′81.Ⅶ .lЪ /81.Ⅶ.14像 exl′
′86.Ⅶ .10律 eつ′り ,Ⅶ・22′ ′00.Ⅶ .10‐ 15

Br′′ノどθ
'ユ

タsデ解b崩肋θマll′とメコ'モク 宇治市五雲峰'77.Ⅳ .23(2 exァ 伊藤昇同定);入幡市木津川ア96.Ⅳ.27
1SCutdhry Sttiole presenl)

B″′′ノじて'rr,s『′,T′'ヒ
7dオオス・ヒメゴモク 西京区大原野 '77.V.1

Br′′ノど{ケJ′,ε ,,9riθ 9'θ″アカクどとメゴモク 西京区大原野 f78.V.14
Br′′ノfて

'II"ξ
 ttηと,ルイスとメコ・モク 綴喜郡井手町′00,Ⅶ.1

B″′′ノじθど
'ク

ss,b′ fチ′δコクロヒメゴモク 宇治市五ケ庄 i71.Ⅵ .23(伊藤昇同定);伏見区中書島〕79.Ⅵ.211イナ藤昇同幻
Aじ,″′″夕∂れο知′r,sキイロチビゴモク 宇治市五ケ庄 '71.Ⅵ .29;宇治市天ケ瀬′94.ⅥII.13(2 ex),綴喜郡井手町
′81.V.24′ 81.Ⅵ .10(2 exlァ イ81.Ⅵ ,16′ ℃1,ⅥI.ろ ′82.V.10(2 ex)ァ イ82.Ⅶ,24r84.Ⅵ .3′ '85.V.10(2 ex)′ ′85.IX.15′
′86工V.26′ ′86.V.5′ ′86.Ⅶ .2c r86.VⅡ .31′

′00.Ⅵ.27(2 ex)
Sttηο′0フカ″ε′gο打虚脇 ナカ・マメゴモク 西京区松尾 180.V.1ろ ′80V.2t r80,Ⅶ .5(2 ex)′ ′86.IV.14(2 ex);西京区大原野
t79,V.41801V.29;宇治市天ケ瀬 176と V.15;(相楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山/83.V.4(2 ex);級喜郡井
手町 '82.Ⅲ .14(3 ex)′ '96.V.3(5 ex〉 ′96.V.12′ '00.ⅥI.1

S修
“
θ,o″力,s′炉ε打と ミドリマメゴモク 宇治市五ケ庄 ′71.Ⅵ.25(2 ex)′ J71.VII.6(2 ex)′ ′75.Ⅵ.20′

′77.Ⅵ.27(2 ex)′
′79.ⅥI,3;綴喜郡田辺町″ム`井ケ丘 ′79.Ⅵ.24(8 ex),綴喜郡井手町 r81.Ⅵ.28(4 ex)′ ′81.Ⅵ[,3～4(4 exl′ '90.Ⅸ・2傷
′00,Ⅵ .27(4 exl′ ′00.Ⅵr.1′ oo,VII。 10■5(5 ex)
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i難題1粋i義ね:冴萬O
西京区大原野′77.V。 1;宇治市五雲峰

′77.Ⅳ:30′

!治市天ケ瀬'30,V.2′ ′94.Ⅵ.25(3 ex)′ ′97.V.31(2 exli綴

4を1琵幹見岳纂・:jl爛為Ч鵠費」
脱 霧

'為1桁Vョ ・ミムシ 西京区大原野74.V.190e玲 ;(オロ楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鸞峰山

鳴鷲手謂 柔濡.駆解継雪駐沼盤科亀;擢、競F綱i辟離5

芋治市五雲峰 r97.Ⅵ.ろ
イ97.Ⅵ .21(2 ex)′ ′97,VII.5;綴喜郡

ⅥI.9   ・
r,18;宇治市五雲峰 '78,Ⅵ lろ り7.Ⅵ .21,r97Ⅶ.5

島躍漏イ恵講盈統秘Υ朧覇講転轟子琶蕩整桑駆宴愁田
鍋話謎栽.露諄猛請;縫籍鞘

J81.Ⅵ.7                    
ルr79,VⅡ .14′

′80,V.17′ r80.Ⅵ.14′
r80,Ⅵ113;西京区大原

♀ゴ:歓墨恐撃町81.Ⅵ 28′
′81.Ⅶ .3,y81.Ⅶ.7?e玲′

紳蘇ザ

“

羊彗ま遂幸頑所∵警環詳樫Υ肇戦ひ科最

路 ,附 持結 屁 宇治市天ケ瀬ワT砿弼 ;縛

Σ称れ孔路務

'ク

ロヘl17トキリゴミ膨 宇治市五雲峰7&Ⅵ■3;綴喜郡井手町 雛 Ⅶ .ろ 俗生Ⅷ .15～16o呵ァ

成 湯 み 猛淵 ぷ 解温 子ξル 併 枢 醍醐 74潮 低.剛ZunO嘲 洋 前 擢 峰躍 .Ⅶ.郷 ;韓 市天ケ

齢 五飢 |夕胸 財ε報7削ゴミムシ 熾 駆 醍醐 7襲W洋 前 譲 峰η工聰 洋 肺 天ケ瀬 り4Ⅵ,%O

誡 席登戸藍彦戸評哩親洋寿樹リゴ説 西掠区松尾
鰍 柘編 魂 識 器 1鶏 野靴予瑞

`:虜

讐歌井手′78.Ⅵつ(2 ex)ァ
′78.Ⅵ.15;宇治市天ケ瀬 r74.V25ァ ′74.｀

|:壌鑑 ;舟盈恐;:隼絲雛 幣ケ
レ′97.ⅥI.5;宇治市天ケ瀬

′74.V.8(2 ex)′ ′74,V.11′
ユH]イ81.Ⅵ.7
Ⅵ .14(2 ex)

鶴!提熟摯認拓Z移琳亀5.Ⅸ五勇りαⅨ".Ⅵ.19;綴喜郡井手町 t81.ⅥI.7(2 exl′ 81・VII.12′
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区松尾
180.Ⅵ 14;級喜郡井手町

181｀嘔.19ァ
i86`VⅡ。16ァ '86.Ⅵ二.19′ りWⅨ.23ァ

骸 宇治市五ケ庄′78.Ⅵ.12;宇治市五雲峰
′71.Ⅵ。10′ r76.V.29;宇 治市天

ケ

乳昂誇野譜75Ⅳげ針“;綴劃
痔Щttt uM〆

|モ肩財鯖況・朗玩筋ケ身
''偕

留留;縮屈協協X島謡岳′

kA″ηrιI S'■
'ι
l''W'ε エセコマ励'タゴミ膨の誤り。

酵士       抑二号磁揮電とぽ

ゑ乾ヨ考孝¥肇毎転覇丸・r華
に就藉発増翌簾t轄訳21就膀ユれ錫駐転:漸r肇も尋「暫拶乳

:,躍
西甲

X" 1露
轟黙轟

gT舒賜競 成1“源
・
研 ンゴ

"嵐
山:誹 0965);嵯 lt見天龍耕 内 i鶏庁Ottω

ll



DYHSCIDAE ダンゴロウ科

効緒輝撻穏難稗卸ビ施瑞ヶり闘潮
喜郡井手町189.Ⅵ[.15′ ′94.ⅥII.18′

′00.Ⅶ。10～15
Cο肝カチ1'Sワη″″′″“'ホ

ツセスプダンコ・コウ 宇治市五ケ庄 171.ⅥI.13;綴喜郡井手町 81,Ⅵ。2旬 Bl.Ⅵ[・ 7(2 exl′

津ヽ川′94.Ⅷ,18(2 ex)
00.Ⅵ ,30
0
[.15,′ 76.V。 25′

′78,X.t′79.Ⅵ.14;綴喜郡田辺 H「″ム`井ケ丘
J79.Ⅵ,24;綴喜郡井手町91.vI.26～ 28(2(対′′81.Ⅶ.5′

r82,Ⅲ .29(2 ex)′ ′00,Ⅵ ,3α ′00,VI・10…15
打ノ′

'す
'じ

″s=rι:″解た',コ
カダンコ・ロウ 西京区桂 ;宇治市五ケ庄′71,Ⅵ.ろ

′78Ⅸ .13(2 exli綴 喜郡井手町′81.ⅥI.5

(2 ex)′
′86.VⅡ .10

E″脇 εチ触たιど,ハイイロケ・力・コウ 宇治市五ケ庄 ′80,Ⅵ.24;綴喜郡井千町℃1.ⅥI.1銹 r86.ⅥI.19′ r89.ⅥI.5

努痛″解解sユ縮I芽努:子 写ほ騒鍵拐テ駕25

文献記録種 (上記の目録に含まれない種)

里継留TT洗玩√薪初粋功脇乳1総麟 島挫連霊融掻藍酵言|千黎甕〆(1980)、 ッ4=′ι″s Cθ“
θ″じ"夕εク

ロス・‐イメダ脚'Hウ 京都市深浙
GYRINIDAB ミス・ス▼シ科
文献記録種 0セじチθじ力肋ε″″

“
じ
'7`ヶ

,:ηお コオナガミズスマシ 巨椋池 (模式標本産地)

HYDROCHIDAE ホツカ'Aン科
文献記録種 Hノ′r。じカクSι!て,ηクガね ホソガル 京都巨椋池 (模式標本産地)

HYDROPH口とIDAE ガAシ科
Cθι″ο的

"Trl sチ
ク
'ナ

′
“
セマルカ・ムシ 宇治市五ケ庄ワ1.Ⅶ.6(3 dxl′ 77.Ⅵ.28(2 ex);綴喜郡井手町′81.Ⅵ .28′

′81.Ⅶ .6～16僻 ex1/′82.m.14ァ ′86.Ⅶ .10¢ exl′ 鶴・Ⅶ・19 o e⇒
Cο′θsιο,″r′ ο力

'じ

,肋rて,ヒメセマルカ'ムシ 宇治市五ケ庄 ′71.Ⅵ I.6(3 ex)ァ r77.Ⅵ .28(2 exl

Ottη l'肪
“
′物sウスモン″力'ル 宇治市五ケ庄お2,V.10′ /92V.10;級喜郡井手町喀1.ⅥI.7(2 ex)′ '81.VII.12(2

財 拗 鑑 辮 鶉 拌
絆 置

型 田
ず
aΨ

影脇 協 砺 励 岳析
9」・

弼・ル 宇治市五ケ庄 晩.Ⅵ製 呵 ;宇治市天ケ瀬孵 ,Ⅵn ee⇒

舌冊 監ぷ・ホ偏ψttB】砦すヨ:すr肯:辞輩儲記
雛 駆:鞠竜許B勇撒牌餓愁慧札協訂グ脱gお修r,1,解 B'bb夕

'2'''セ
マルマグツカ・ル 宇治市五ケ庄十

鞠
Wttθ ttθじて,rりθ

“
S力

'bと'″'モ
カ渤'ル 宇治市五雲峰'931V.4ァ イ93.ⅥII。28:宇治市天ケ瀬り3.Ⅸ.11(2 ex);綴喜郡井

手町190.Ⅸ .23

:身籠縁盟協賄ぞ挽拐生好   研境.岳嗅事秀誕運・ヽぢ夢ちⅣB∝綴喜君ll田辺旺松
井ケ丘ザ79.Ⅵ.24;級喜郡井手町′81.Ⅵ .26ノ

′81.Ⅵ.2身 ′81,VII.4′ ′81.Ⅸ .23(2 ex)′ ′84.Ⅸ .26ァ
′86.Ⅵ I.11～19(3 ex)′
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糊蟹%T密紹ば靴 珊 ヴ鬼甲 ::I胤耳だ1鍬 承 キ治市
鳩を犠子とを躍鍮 き留箕裁雪

'甥

血〕
Ч絡 鶴解 .部載ほ彗緞 加 Ⅶ

H爾 1淵1夏乱Aチ
'切

メタs'"θ ttα

'"鴨

″ ilπれ,sTクVユチタθr′ιじ′材GrrTと ,テタ3 コツヤエンマム

尚コレクカめ
■Aチカο′ク∂″打チカο,sツヤマル蹴 ル Kizu Кvettltt Kyoto:1962,V.29(l ett H・ 山本、岸井尚コレクショ⊃

:駐解炊罰統ダτ巧転y4月館イ創   箭2i七

監私′号とЧ手:とTれぃずれるNθチοrrθ紹,デЙ
'tgθ

r,″,キノコアカマルエンマムシ Arashiyama′ Ky
岸井尚ヨレクカン.

・ Pttυrο″Tと,,夕3“″θ
“
♂
“
Sお オオチどゆ夕財 膨 mgashiyama′ Kyoto:1965。V皿.22(l ett T。キ境 岸井尚コレクション)

・部 ;鶴路絡 .経解 路授 珊 邦 継 謎 亀鷲 燃
斜Ⅲ

ⅢP'留
湿留γがを省『 色.:採与▼晃とv隅 乗甲1免2.Ⅵ.12o勇 Y.山本l(zu曲嶋 m● Kyttα 1962Ⅶ,12

(8 ett H.山 本)′ 1962.Ⅵ。17(l ex′ TK・)'ShOubudani■ kc Kyotoit1956.V.29(6e>TK。 );Arashiyama′ Kyotα

器協私躍鍵温!盈と忌:霊:縄鷲転胤綿解巽.酢:執樫瑠粉げ塊
山ち7.V。 18(K,WLzuno legν 水野弦造コレクショリ。

PttινSθ解'ど
ιψね

`オ
浄ガエンマル 炭山 .80.Ⅵ。1(K劇Lzuno legν 水野弘造コレクカめ ;宇治 .56.Ⅵ .10 1KoWLzuno legッ

水野弘造コレクショ⊃
Pr`「 rフsθ解′″と

'鍼
♂エセとオガ|ンマムン Ogura mlウ Kyoto:1949.Ⅵ I.4(l exァ T・K.岸井尚ヨッシヨめ

LEIODIDAE タマキノヨムシ科
Cθ形々 と歩解 ,tと,オ

'ゞ
とメ″マキカ 宇治市五雲峰′96.沌。16′ ′97工V.19(6 exl i宇治市天ケ瀬′96.Ⅲ .23

跡 種擬梅軽睡辮駆尋聾ごと言|ヨ"宇治市天ケ瀬 ′97.V.10
Cノイナ07脇士′s″′

“
θチ
'チ
θsθri″,,sセマルタマキノコ 宇治市五ケ庄 '96.Ⅲ .17,宇治市天ケ瀬 ▼79,Ⅵ.9(2 exl;綴喜郡井手町

′85`VI.2
A解チカ″力解 (l'ri″と

'θ

ttsエサオマルタマキノコ 宇治市五雲峰り4.V.18′ r96.Ⅳ 13(9 ex)ァ イ97皿。15(6 exl;宇治市天ケ瀬
′96.Ⅲ。23

毎 物 努 物 γ 灘 想 軽 ri撤 縄 ィ差勢朝詑 臆 目lま沐田噂 宇治市影 瀬
′96Ⅲ,23

A=′チカ″1'解
'ο

″ι
='σ

θT″ι をダナガマル策キノコ 宇治市天ケ瀬76.Ⅵ.9(2 ex)

CATOHDAE チヒ・シア・Aシ科

胸勘;肺転冦琴鋒繁酵哲零美継.胆3

SILI)IIIDAE ンテ・Aシ科
Z4
1書島喀0,V.21
,,X.22

松尾 "78.X.22(2 ex)′
「80,Ⅸ。14;宇治市五雲峰r94.V.28

削.測.3;宇治市五雲峰'76,V.22;宇治市天ケ瀬76,V.27
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市
　
賊
　
耕

，■

‐２
‐
ｍ
梶

しも

―~

E夢″肋力°結614軍懲希望望選弓雅fi'解缶猛ギ舌す彦轟∵騒怠髯発選咄協.揺ζ庁鑓郡井
手町′90.Ⅸ .23
彫θЮルS,Sカチた,sオオ社アドル・ル 伏見区藤の森'76.IX.28:宇治市五ケ庄 185■V.24;宇治市五雲峰 176.V.22;

綴喜郡井手町Bl.Ⅵ I。 16

協既密扉統♂絲"罪脇 ン軽薯粂算撃語講4綴
喜・君ll井 ~岳 H「 8生Ⅶ.6弼⇔呵

sCAPHDIIDAE デオキノコムシ科

鞍 騒箱:独酵馨幕燃謎癬門綿;鈴市五雲峰
V.25(2en′ ′77.Ⅵ.4(5 ex)′ ′94.Ⅲ .31ァ

イ95.粗 .11′
′98.Ⅳ.11(5

期 を雛撒冦需紳 翠糊 1絲雹皇総 総 解解 Ⅷ 矧ヽ
P脚 境″協 ぎ

・
為・デォッコ 宇治市五雲峰五 Ⅷ ・班/9a測工67e玲 ;宇治市天ケ瀬りaV.4停

"
PT工江DAE Aク ケ・キノヨ科
スじrο″

'じ

力ん力胡評″Aナど口Aクゲキノコ 宇治市五雲峰り3.Ⅵ[[.28(多数)′ り4.Ⅲ.31(多数)′

′97.■ 8(9 ex)′ r97,VII.19(3

ex);宇治市天ケ瀬′97工V.26;綴喜郡井手町 r96,V.3(5 exl

SCYDヽ生AENDAE コケAシ科
E"じο″■'S″誠解″シリフ

・Vメコケ膨 東山区豊国廟り9,沌,7;宇治市天ケ瀬り3.Ⅸ.11 (落葉下.多数),宇治市五雲
峰194.Ⅲ.31′

r96.XI。16(2 ex)
C♂″ル″ηF"ηl″″θ'た'″ ムナヒ・田ケムシ 宇治市五雲峰り3.Ⅳ.3(落葉下);宇治市天ケ瀬り3Ⅸ,11,綴喜郡井手町r96.V.3

STAPHYLINIDAE ハネカクシ科  (とケ・フ・卜
'ヽ

ネカル亜科を除き、ほとんど全標本を伊藤建夫同定)

MiεrοpιP/クs″′υ″S″甲れ'Sセ
〃 チヒ・林カクシ 東山区豊国廟り9,XI.7:宇 治市五ケ庄′96.Ⅱ .8(2 exl;宇治市天ケ瀬

P且研冗耽
5返
房ュ ォォヒラタハイ、カクシ 京都二市左京区大文字山′85.涎.17

雪努留L協 鞘 鮪 権 解 瀬螂
鰯 」 予Ⅱ即

"耀
喜郡井手貯 賄叫 玲P″θ筋″夕θじ纏S'じθ盟ね チど

'ヽ'ゞ

どロハネカクシ 宇治市五雲幣

協細辮鰯鍮鞠撤押6

動 物 解 徽 種 拠 鷺 鏡 Υ 蜂 解 五雲卿 皿 り Lγ%務 宇治市制

喜郡宇治田原町)鷲峰山
183.V.4

卜宇治田原町)鷲峰山'83.V.4
94.V.15;宇治市天ケ瀬′96.Ⅲ.23(2 ex)
[.Ⅷ .ろ '81.Ⅶ。12′ J81.ⅥI.15′ r86.Ⅵ[。 lt′86.Ⅸ。lt

′87.ⅥI.11

:チ粽を
'号

を務iテ子身澪l'坊ク辛響Υ名ネ手環デ罫E善奪手岳とと鉛 :.畑.“
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乳駐露秘猛猛解猛」雑1ミ釧襦クテ鞘 艦fLttS名′り&Ⅲ・Ц8en;綴喜郡井手町騒.

競 翠:脇 肋εボミ州 沙ン 疎 離 7&E綴 蟻翻 井`割 監 刈 Щtt uⅧ .盟/%I甥 僻

[.Ⅸ .23ァ
′96,IV.29

:;級喜郡井手町 r81 Ⅵ I奇 ′81.ⅥI.5′ ℃1.Ⅵ[10′

nI.14
181.ⅥI.18
p ex)テ '86,VⅡ。10
1.5テ

186.ⅥI.12

xl;宇治市笠取岩間寺 ′77.Ⅳ 5:宇治市五ケ庄
r98.Ⅲ 5

96.Ⅱ .8:宇治市五雲峰
′93.IV.4(2 ex)′・96.H.4(16 exl′

15′
′94.IV.15(1l ex)

[1

1餅品:報羅緊審15;ノ (幡市木潮|

り6.IV,27

10′
r98.Ⅲ .5(2 cx)

ЭXl

註喜郡井手暉 '32Ⅲ.14(2 ex)
盈喜郡宇治田原町)鷲峰山

183,V.4(5 ex)

3.Ⅵ 16(2 exl′
r85_IX,15ァ イ89,IV 16′ り1.Ⅵ17

t7

習 離 亀縫 峰切 V班 ;綴喜郡井手町

ヨ多構聯を移'務サ紳尋鉾辮戯完辮言呻Ⅵ出宇治市乃脚刈1
勒 ,議 評 詳

'群

宇赫 五雲噌 蛇Ⅷ り 叫 宇治市舟 醐 潮 認 喜郡好

.86.ⅥI.10(2 ex)

r2初就幣孫む総;鵡覇締潜

辮 拗浮鑑徽導齢挽瑠齢焔′96.XII.7′ ′97.IⅢ .15(2 ex)′ /97.IV 19ァ ′97 Vl正 19ァ
イ97 VI丁

′95,XⅡ .2ァ
′96.Ⅱ123r′ 97.Ⅱ ,8ァ

′971V26
P′?'ダ,3/ク SC'フおアカゞ アリカ'″ 紡ヽクシ 宇治市五ケ庄'71.ⅥI.5ァ

′79 VI1 11ァ r94.X,8;宇治市宇治川'77.I.21;綴 喜郡

16



;宇治市五雲峰!79.V.21;綴喜郡井手町81.ⅥL.5(5

,Ⅶ.5o嵌〉′84.Ⅶ .7

ィ90。V.24
.Ⅸ.23

1弓脇 雛Ⅶ7監
Ⅶ劇

.ⅥI。9
〕

どと憲淳噺原茸灘;哲露4鈴源ヶ瀬り4Ⅵ,25

ⅥI.7′
r81,ⅥI.10ァ ′81.Ⅵl,18′

J86.Ⅶ
.10′
′86 Ⅵ I.19′

:治市宇治川 ′96皿。17(3 exl;綴喜郡井手町
r81.Ⅶ

.5′

16iVⅡ .12ァ
イ86.VⅡ。26

X.23(3 ex)

明 途 ち 6.Ⅲ工6洋 前 熊 峰りαⅧ .2512e浴 ;

K.23(2 ex)
′95,V.6 12 ex)
181.Ⅶ

.3ァ
′81,VII.6

R町)鷲峰山
181.Ⅸ。15

鈴 撃ケ欝 等h習宇治市五雲峰り&X■9洋治市宇治
′84.Ⅶ.1′

′90.Ⅸ .23 o ex)′ ′95,V.7

髭身絡 :粧ケ:霊房岳s言 輔` 窮
q万 も

熟 五ケ庄 r96工 18 o ex)′
J97.XII.13 C e⇒′r98.Ⅲ.S O en;綴 喜郡井手

だ▼耗】現 子″bガ,Sホ
"'タ

ナガハネカクシ 西京区大原野靴 Ⅳ。29;宇治市天ケ瀬′りav■ 8;綴喜郡井手町

卜身 零翌 綴喜郡井手T′90,IX・ 23 ω exl

絆准黎ど軍輩デ匡げず奪駈デ島掃ユ%′ヮⅨェ;宇治市
皿.9(8 exlァ

′89,VII.15(7 exl
ミヶ瀬′97.V.31

冨盈,|・翼 粋五ケ庄 孵 .Ⅶ。■戸 宇治市天ケ瀬り 転 ,“

ず・奨欝す講挽4乳.五呻隅。
訟琺 監】協3 7en/%.Ⅵ .“μ刈・“Oe玲′

錦 脇 現 酬 解
シ
塵 誹 即 r蘊 区藤確 駐Ⅷ 〃な Ⅶ 洋 治市五舛

17



.79.ⅥI.11'京都市伏見区中書島
179.Ⅵ121(2 ex),宇治市天ケ瀬 174,Ⅵ.29;宇治市宇治川

′96.刈.28;綴喜郡

壺講物瘍捧響畿類邊浄〃独難皇然を
`.Ⅷ

.郷。
"′
り猛畑.6 12 exl洋赫好瀬

′93.Ⅸ .11(2 ex)

宇治市天ケ瀬 ワ8,V.4;綴喜郡井手町
′96.V.12

宇治市天ケ瀬 179.Ⅵ
.1′
′79.Ⅵ,4′ 99.Ⅶ,15

[.12′
′78,X.与 ′80.ⅥII.15′

′82ヽ唖.26
;宇治市天ケ瀬 '78.V.4(2 exl

紹y妨解鶏認塩髯男.↓.芦騒諭

褒評藁翠敢呼胸 静紺,
鏃 聴 塀 島 乾 解延妻慢兵異挙山凱 却 窪 宇治慟 絆 斃ⅨL騨 皿駅 靭

学
原町)鷲峰山町 ,Ⅸ,20

Z町 り0.Ⅸ.23

′94.Ⅳ.15り5.畑.2

π.19′ 宇治市五雲峰 .74.Ⅱ .22(多数)′

′74.Ⅲ .9(3 ex)

120

写詈差任 治市乃 瀬 r馳.Ⅵ l′
′73.V.13ァ ′78.Ⅷ,14;級喜

靭 朋 猛 緋 撒 鬼鳥儡頬
力
笠扇 懇 吼 継 ギ粥w?%鰤 楽郡和束略 縛 郡宇治田原町

s甲9,I身1旅 喘所

'sリ

リ〕柳ル 宇治市天ケ瀬 r〃Ⅳ_駈 O ex)ァ 7説悧O eX)′ 7&Ⅶ。駐 7蜘■つO exli綴喜郡

S新明4粧9Y撃笙望解;'監 (露撃郎鶏!ポ琴禿韻途ピと志准普綿;齢謡
薇区大原野 ;宇治市五ケ庄

′93.Ⅱ .6′
′96.Ⅵ .15;宇治市五雲

↓Ⅷ)

K.24
.17:宇治市五雲峰 ′94,V.22′ ′97.Ⅵ.21′

′97.X.25(1l ex)i

宇治市天ケ瀬 ′97.V.17
T,c力 f“ ,Sた肋 郷ね 宇治市五雲峰 r93.V.29(3 ex)r′ 97.X.25(2 exl

げ 肺 磁 麟 紳 轍 何年7卵れ叩 α>罷鐸郭卜井手ⅡJttW
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部
　
き
Ｖ
　
雲

s協″
)″

′
=体
′ッサカ

"ヒ
つヽネカクン 宇治市五雲峰 ′97.Ⅵ.21,宇治市天ケ瀬

′97.V.17,l本目楽郡和東町一級喜郡宇治

鉱″η栃筋線:`漑ゑ】猟ガ薪が提案発跳 ス雑妊冴為ⅢЖ艶功笠Ⅷ馬;繊郭卜)1手 HJ

i;・1鍵市五雲峰′76.V.22′ 〃,V,29(6 ex)
i15(2 ex);宇 治市天ケ瀬 /97.Ⅸ 20(10eを樹液)

違暮名ァイ97.IV 29;宇 治市天ケ瀬
′93.Ⅸ ,11(4 ex)ァ

′97.IV 26(2 ex)

都府南部の甲虫 IV,ァ Cr″θ(大阪昆虫同好会機関誌)、

Ⅲている.        .
ルイスメヽナムク・リアヽネカクシ、 0″″″/1″

“
 ′,7ο″た'"1セミプヨツメ

ハネカク
,′臼炒Fd,′

“
″s、 C,η隙ガ

'P,ど

,s sθ′′
'ク

S、 Oχノ佗
'夕
'解な″′ナθ″

2″
'S■'″

θ″餌δおヽ οχノ″θ″夕S Prθ夕sオオス'オオ|ブ アゞヽネカク
,`,3フ外シメダカ

'ヽ

ネカクン、T″ι
`“

θどィュれ ,,pθ″たク
'ヽ
As形
“
クs

鰍
鰍 辮 聯嚇琴紳蕩辮翡研財 餡″どッヤム和ヽネカクシ、Q夕ι′

''s,'″
す,T`,チャイロツヤムネハイ、カクシ、Bθ

',チ

οbF′
ルfノ″′θρο″′δ′ねじθ″,'お ヤマトイクビハネカクン、Bッοフθ″'S♂

ηC'Iた

躍 蘊 緊
ワ
鮪 昆虫研力九会 o"り σ)ⅢⅢでヽЙθ

'lθ

フぅヽ卸力ε″ ″WSやレ嘲 泳淋″ス レガ卵 ,"′加 "
ダイガクチと'ハネカクシにふれてヤゝる.

S″ηクθルなθ'lS醍醐 (基産地) 直海etPuhz(月 干Uむ し1994(277)38頁に引用)。

輔 秒催だ闇 謡 幹珊 鞠 天呻 身

軽;財喚鰍  静湖牌側・脚・"
:,究与筋s πttFyt:協・4る倦慧再皇瑾途鋼騒TttteD;宇治市天ケ瀬り3.Ⅸ.11;綴喜郡井手町
:拗 軽 留粥晩チ御 町

メ
健

顎 瀞 髯 鉢 ζ雲贈 姐Ⅷ 郷
'宇
治携 瀬釧 刈 1

幡
糾 オ錫 瑯 冊 島 町 坤

.2 文献記録種 B,用sチF'♭ ,β じο″じθrθィッヤ‐′カアリス・力や 東山 京都昆虫研究会(1991)
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働 雛 ,S鞄 辮 離 鞘 脇 堺 .駐 鱚 隣

町186.ⅥI.14
M,印

`▼

θ″て,,STて
'Cと
'Sヨ
クリガタ 宇治市五ケ庄′74.Ⅸ.20;宇治市五雲峰′71Ⅵ.19 o ex)′ ′72,V.12ァ ′72.Ⅵ.30;宇治市

天ケ瀬 ′為
…
ァリλⅨ.20o";綴喜郡井‐手町観 .Ⅶ.晃′

:辞需Ⅸ ,′ りαⅥII.狐 Oe対ァ町 ⅥII・ 25;綴喜郡井
Mし,じrο′伽跡 ♭

'″
″
',ス
プクワカ・夕 宇治市五雲峰′71.Ⅵ `雰

手町 (多数)

魏新∵孵研れ:子メ協。多i翻轟露脇|:よ症晃黒黎替咄.Ⅵ郷σe⇒
文献記録種 (上記の日録に含まれない種)Dοκ″s々θPιi 材クリガタ 嵐山、岸井(1965);西京区大原野小塩
お4.Ⅵ .14(平山隆也私信)

TROCIDAE ヨダスシ・コガネ科
文献記録種 T″θχ

“
θ力肋

'ト
ダ″コプスプコガネ 伏見稲荷 :京都昆虫研究負 1991)

SCARABAEIDAE コカ・ネムシ科
Gぼ部手,総″籟畠齢7穀翠⊆そ紹粍塩鞘1季出藍F騒翌ガ現.尭T縣線 0

r79,X.15ァ イ98.IX.5;宇 治市天ケ瀬 r76.V.2ろ r78.Ⅵ.1寄 り4.VII[Ⅲ 20:宇治田原町大峰山′79.Ⅵ。2
Cιθ子″″″どs'夕r,歩′,(′,'r″筋″角η)オオセ牙コカ

・ネ(ミト・リセ牙コカ・ネ)伏見区醍百И175,V.24,(相 楽郡和東町一綴喜郡宇治

幣符.を写駕
`楳

も
'9λ

轟∵藍即蕗槌総先と,再智霧停;4鴨悟宙践靴イi猫;

r96Ⅲ.23,綴喜郡井手町 r96.V.3(4 exl

O″チカθ7カ′
=ク
S'修イクロマルウマコガネ 宇治市五雲峰 177.Ⅳ .23(2 ex),宇治市天ケ瀬 79,Ⅵ.1(2 ex);綴喜郡井手Ⅱr

t86.Ⅶ。26戦留羅 語収氣審亀Fi咄t砕

拶渉舞二辞ヨ棚 彊誕範0″ι力θ″
'1,='S/ο'″

″Sフトカドエ々 ヨカ・ネ 伏見区醍醐'78,以

4
・庄 r96.Ⅱ .3(7e,り7.XH.13′ J98.Ⅲ .5(5 exl

X.23
1.VⅡ .10～ 11(2 ex)テ

[86.Ⅵ I.14～ 16(3 exl′ '00・VI.27
(.28;綴喜郡井手町お1.ⅥI.19183.Ⅶ ,16,189,Ⅷ.22
XI.20(3 exl i宇治市天ケ瀬 '74.IV.17テ .80.Ⅵ

.5′
′97.Ⅸ,13(3

′′78.Ⅸ .2;宇治市五ケ庄 r71,V.2ろ r71.Ⅵ.10′
r71.Ⅵ

,19′

′77.Ⅵ.2ろ ′77.Ⅷ .ろ
′78.Ⅸ .22;宇治市五雲峰 J77.Ⅳ,30;級喜郡井手町′81.Ⅵ.26

Mι,肋とr″,″7θη肋 ビロウドコガネ 西京区松尾 [80。 V.24～ VⅡ.5(3 ex);宇治市五雲峰177.V.21;宇治田原町大峰山
′77.V.21,綴喜郡井手町'85.Ⅵ.16,り1.V.5テ リ■Ⅸ.7
M,協

'て

,rι,θ ri9■ 筋
'ど

θヒメヒ・ロウドコカ・ネ (相楽郡和束町―級喜郡宇治田原町)鷲峰山喀3.V.4;級喜郡井手町
r85。Ⅵ.16′

′91.V.5′ ′96.IV.29
M′
'9'餅

,Tて,'1''´′
'オ
オヒ・ロウドコカ・ネ 西京区桂′75.V.6;伏見区藤の森 r80.Ⅵ.30,宇治市五ケ庄′72.V。 11′

r72.Ⅵ,8r75.Ⅵ .20(2 exl′ ′77.Ⅶ.7(2 ex)′
r79.V.30′ r79.Ⅶ

.11′
′80.V.2ろ /80.Ⅵ,24′ 80。Ⅵ.28;綴喜郡井手町

′31.V.1ろ ′81,Ⅵ.16～ 17(3 exl′ ′86.VⅡ .16′
′87.Ⅵ.1

M′,,'ダと,∂ιじ″て
'協
マ励・夕と'ロウドヨガネ 西京区松尾 80.V.24(1l exl i宇 治市五ケ庄′71,V.27;宇治市五雲峰

77.V.29;宇治市天ケ瀬178.Ⅵ。14(2 ex);綴喜郡井手町′89.VI.22
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「

多斃絡 熙 、I軽覇 副 縮斜 制蒲 守覇絶乙抵肝イ亮峰亀旺内Ч

勧蟄犀玩Mt巧娩庸隠:岳鉱理議絵雅璽 i/84.V,3町 '84.VI.3′ 丁85,VI.5(2 exl′ r86.V.10′ ′86.V.15ァ ′86

P房逸易伊名比
"喘
酔竹槃ぢ評千塘欝肇町Ba了哲e→ ;宇治市五ケ庄72Ⅷ“

呵′/々Ⅳ■名′元.上為L′じ
'1“

OJ″解,灯θttθt',,siSク ロコガネ 伏 見 区藤 の森 r78`V.23
/79.Ⅵ。25′ 180,V.14,綴喜郡井手町′82.V.27
レθ力
“
θsナ″,T,解θTOSと'オオ

クHコカ・ネ 西京区桂′76.ⅥII。 1′
r77.Ⅵ.1身 ′77.ⅥI.5ァ

ナ78.ⅥI.12′
′78,Ⅸ .19;宇治市五ケ庄

′71.Ⅵ .24～ 26(3 exlァ ′71,Ⅵ 30(2 ex〉 ′77.Ⅵ.28～ 29(2 exl′ r781X.13′ ′78,Ⅸ。19′ ′78.X.4′79.Ⅶ.11;綴喜郡田辺町
松井ケ丘/80,ⅥII.(猟田誠二採),綴喜郡井手町

y81.Ⅵ
.2身 イ81.Ⅵ15/′81,Ⅶ ろ′81.ⅥT.20′

r85.Ⅸ
.5ァ
r87.VIII.1′

r89.Ⅵ I.5

と,じカカοθ惚
'η

t,″で,て''コクロヨカ
'ネ 西京区桂 r78,Ⅵ

.29′
y80。V.12,宇治市五ケ庄′71.Ⅵ.2t'72.V12′ r77.Ⅵ..2ろ

r77.VIII.25′ r78,Ⅵ。12′ r80.V.30′ r83,Ⅵ.6′
/88.Ⅶ.5:綴喜郡井手町/82.V.10′ /82.V.2ろ /84Ⅵ

3′
′97.Ⅳ.15;人幡市

木津川′96.IV.27(土中)

とrι′ヵ″ンとノ】′′″て
'て''ナ

ガチヤコカ・ネ 宇治市五ケ庄r71,Ⅵ,9′
r72.Ⅵと,15ァ ↑76.Ⅷ,12(3 ex)他多数 ;綴喜郡井手町

'9o,Ⅵ .2

A/fι

'θ

わ″ナンr,ディ,セイオオヨフキヨカ・ネ
′81.Ⅵ I,7
″r♂,。 ,ο″す,l`,デ ,Pθ“

FじvIヨフキヨカ・ネ
ア81.ⅥI.5

西京区桂 r79,VⅡ .16;宇治市五ケ庄 /71Ⅵ .26ァ
イ71.VⅡ,9,綴喜郡井手町 r81.Ⅵ.26′

西京区桂 ;伏見区藤の森y75ヽ唖.21,宇治市五ケ庄′71Ⅵ正,9;綴喜郡井手町

P解′箋R託筈Lち1惚.2鞘身移ま淵挺 y慮犀 咽 :桃ゴ鍵 をA,'οれy,サ″′′
'じ

力θttη切 カダトムン 宇治市五ケ庄 ;宇治市ヨ
つれて宇治市五ケ庄の黄月葉山万福寺のごみ捨て場で20匹以上のカブトムシ幼虫を掘ってきた。近所の子供
たちに分け、残つた何頭かをおがくずを入れたバケツの中にほつておいたところ、翌年夏に羽化してきた。
このごみ捨て場は今は万福寺の駐車場になっている)

寛緋協解宝ぷダ熾 `ar予ぢ彗・郵 継剥砧 隷鞭蘇婚♂
lⅥ3

ス,o彦ぉ 肋ιri胸じガ,F,fsコイチャヨガネ 宇治市五ケ庄r71,

ザ78.V.27:他各地
Prο′

=θ
″?rrlT,P"♭た。rrる ナラノチャイロヨガネ 綴喜郡井手HJ↑ 86.V.5(2 exl′ ′00,V・ 2

Mオ″′ι,,デ,υ
'′
♭お リスプロカ・ネ 西京区松尾′79.Ⅶ .ろ

イ79,Ⅵ[.21(3 exl i宇治市五ケ庄 ;宇治市五雲峰′71,VII.10′
r71.Ⅵ

I.13′
′75.Ⅵ119

M',,lて,協 εフ′ι
“
ル″εコガ私シ 西京区桂 r77.Ⅵ.8;宇治市五ケ庄 /71.Ⅵ

.ろ
r71.Ⅵ

.19′
′71.Ⅵ.22(2 ex)ァ イ77.Ⅵ.27;綴

喜郡井手町 r81,Ⅵ .10ァ ァイ81.ⅥI.9′ ′r85,Ⅵ,2(2 ex)′ 192.Ⅵ .13(2 ex)′ r97.Ⅵ ,7

Aヵοttvユ】′′
'bttF,ο

θρアオト・ウカ・ネ 東山区今熊野′99Ⅶ.15,宇治市五ケ庄 Bl.ⅥI.ろ
†81,XBァ イ86.Ⅸ .22′

′88.Ⅸ .10r
′88.Ⅸ ,14′ '88,X5′ ′90.ⅥI.20/′ 92.X2ァ ′93.Ⅸ .25ァ 他多数 ;宇治市五雲峰′90.Ⅷ.25;城陽市城陽駅 r99,ⅥI.29;綴
喜郡井手町′00.Ⅵ .27′

′00.Ⅵ ,30′
r00,VⅡ .1(3 ex)ァ ′00,ⅥI.8(6 ex)

A■o胸′′θοs物協 オオスプヨカ'ネ 西京区松尾 '79,ヽ町,14～ 21(3 ex),宇 治市五雲峰174.Ⅶ .20
Attθ″,l,′′θ,Pr♂,ド ウカ'ネフ・イフ・イ 西京区桂′77.Ⅵ「.5;宇治市五ケ庄 J77.Ⅵ .27;綴喜郡井手町′00。ⅥI.12、 ほか
各地
Aれθ,,Tと ,Iα ′と,,″,“,サクラコカ・ネ 綴喜郡井手町/81,VII.4～ 18(6 en′ ′85Ⅵ.16(2 ex)′ 潟5,VⅡ.21′

′

“
.Ⅵ【,30′ ′87.VⅡ ,6r

192.Ⅵ .13
A“θ物1,=θ

“
カタ物チ'ヒ

メサクカカ'ネ 綴喜郡井手町r81.ⅥI.5～ 18(5 ex)′ ′87Ⅶ.6′
′89.Ⅶ.15′

r00.Ⅵ
.30′

rO(l,Ⅶ .8(2 exl

Aηθ解,I′ ″T″″万sチ″,ナ′′ツヒメヨガネ 宇治市五ケ庄 r71.ⅥI.6′
′71.Ⅵ I.13′

′72.Ⅵ.t r77.Ⅵ Iろ ′79.ⅥI.6;級喜郡井手
町r81,VI.16～VⅡ.9(6 exl′ ′85,ⅥI.21

Attθηι7″′θじチおじοs″″ ヒラタアオコガネ 東山区今熊野京都女子大学構内′00.V.10
A“0,,ど′r′ θW々,“′ォオサカル・コガネ 宇治市五ケ庄'77.VII.8
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軒霧効捻す碗騨黙繋覧逸種聯 韓撥梃魅
東山区今熊野り9.Ⅵ.9;伏見区藤の森′77.Ⅵ,15(沢田誠
9,Ⅵ.28;宇治市五芸峰r77.Ⅵ.9
(完全黒化型),宇治市五ケ庄 177.V。

1′
′96.V.24;宇治

鞘空′鞘 ‐札鰹:感解紳種遜説Υ蝋篭詠争(瑚
冤 。eっ′鶴 .Ⅶ.4:宇治市五雲峰

′Z.Ⅶ.20′ 75Ⅶ.19

露餅粉et'研げ繹鶴是経ヮa剛′江.禁縛研 丑サ鑑謗1.Ⅵ騨e,
PTθサ′て,肋 θ″て,,ιナ′rね 抑テンヽナムグリ 伏見区藤の森/80.Ⅵ.'

r71.ⅥI.1動 r91・Ⅸ.5;宇治市五雲峰r75,V.23(2 exl′ r75.Ⅵ.21(2 exl′
′75.Ⅵ l,19

糀筋筋,紀脇縄献 ネ繋篭藝駐F子み%Ⅳ″ぉⅣ20;籐君`井手Ⅱr′税Ⅳ″∞Ⅳ28

留ηrttrぷ仏」(3甲鶏.琵露ぴ吾身冷:,総薔解繁誤湛:譴騒幹|ど越
C籍奪r奪撥髪ヶャゝ縄樫ぢ眺百治市五雲ヒ驚:ζ純哲ご講石可III私′
?身郷 七4れを子管 クぎ屁ぞ4よ)弓途

上

=く

霜糞鋲嘉束H「 綴喜君卜宇治田原町驚峰山3生Ⅸ.閣 ;綴喜君ヽ井手

町′84.V.2ろ /84.XI.2ァ /88.XI,3ァ イ00.V.28
Trた力

',sε "ど
じFηじチ,sとメトラブサムク・り 西京区桂 175,V.24;伏見区醍醐 77.V.29;宇治市天ケ瀬 77.Ⅵ .4

前報までの訂正 :ルf,′,ル″ι:た,解τノι''カ
ミヤと'Hウドコガネは削除.記録したものはとメどロウドコカ'ネかどロウドコガネかのどち

らからしヤヽ.

蒼辞
fttn鷲

冤ヽ驚舞監乳♂

“

銘 iよ縄 解 :犠繁 蘇
山 :】ヒ村 o96動、AP力o'i餌 腹 r,Iv,lお クチキマグソコ

SCIRTIDAE マル,サノミ科
|(本属には不明種多数がのこされている)

ZO′
:79,Ⅳ .29

'非常に大きいので本属にあてておく)
1(2 ex);宇治市五ケ庄′83.V。 18,綴喜郡井手町81.Ⅵ .10′

S,εθ,ιε加ガ″Tr,(=E'θガ体メ′υ
'ど

ο
'】

ね)とメキムネマ″サノミ 西京区大原野180,V.11′ ′80,V.18;綴喜郡井手町′95.V.6

文献記録種 S,じο,ぃ ,tvI々ι:″ιFコキムネマ″ヽすノミ 】ヒ白川:Yoshitomi(199ろ 、S'じθ
'密
″o″σ筋 キムネマ″サノミ 岩倉 :

Yomitomi(1997)



PTILODACTYLIDAE ナカ'ハナノミ科
E″″た肋

'ッ
ルうプカ士″sエタ・ヒケ・ナカ.ハナノミ 西京区松尾 '79.Ⅵ ,17(多数)′

′80.Ⅵ,14(2 ex)′ r80,Ⅵ[.5,宇治市五雲峰f74.Ⅵ
,15ァ

/89.Ⅵ.1ろ ′97.Ⅵ .ろ
′98.V.30(2 ex);宇 治市天ケ瀬 す74.Ⅵ .1(3 ex)′ r74.Ⅵ.8ァ

イ79.Ⅵ,9
肋r′

'ど

じ′″ィ,,μθFF″′チ,1,とゲナカ'メサノミ 伏見区藤の森 17猛Ⅵ.15,宇治市五ケ庄 B3,V.21′ ′94,V,10,綴喜郡井手町181.V,1ろ '83.V.29
P″ん力じナノ′′″即″ι,こθね オオメコとダナカ・ハナバ 西京区松尾′79.Ⅶ.21,宇治市天ケ瀬′75,V.10
C解
“
筋切br力 b,夕′じとTチヒ・ヒゲナカ・アヽナノミ 西京区松尾8o.Ⅵ.1479.Ⅵ.17;宇治市五ケ庄「76.V.25

Mπ″θて夕ι′ιィカカψお,チと'マ淀ケ・ナガ,サバ 綴喜郡井手町Bl.Ⅵ ,ろ Bl.VI.8

文献記録種 E″′′icttθ ttο″ナ
'て

,θ協 クロツヤヒダ'ナカ',ヽナノミ 嵐山:岸井(1965)、 P,ιクブθ留〃た力V″S″ゎ9れたクSクリイロとケ・ナガ,サバ 嵐山 :岸井(1965)
EUCINETIDAE マルハナノミダマン科
Eクす″θチ″d″lv:θ″ザ,Orr'Tθ ″,′rぉ ッマアカマル,ヽナノミダマシ 綴喜郡井手町 181,VII.5ァ ′00.Ⅵ.27

PSEPHENIDAE とラタド Hムシ科
Mttθ甲,7ル″クε″フθ

'Tiじ
″εヒラタドロル 西京区桂イ78.ⅥI.12(3 exlァ ′79.Ⅵ[.23～25(3 ex);綴喜郡井手町喀1.vlr.16′r86.V[[.lt r89.Ⅵ【.15

Eク♭″力″,χ
=″
とI々わ″た クシとゲナガハナバ 西京区桂176.V.9(多数)

P'♂P'T卸防“″即
″ユて,″Sヒゲナカ・チヒ・ヒラタドロムシ 西京区松尾 i80.Ⅵ正.20,綴喜郡井手町′97.Ⅸ .10

BYRRHIDAE マルトケ・Aシ科
SttP/θどと

'力
″r,た″θ打

"sお
′ロネチビマルトダムン 宇治市天ケ瀬′96.Ⅲ .23(2 exl

ti'解フ′1篭ず笹鴇.平籟督̀鎧N.電職 霊・縫謡軒縣移ギt鸞〒疎%Ⅸ2町2呵 ;

文献記録種 Lι:婢″r9″″イカ,テクd力,1/,sカカト・ウガネツヤマルト′ァ'ル 嵐山:岸井(1965)(レμ″θ♭ノ″
''ガ
ク5'デチ″夕s卜・ウガネチどマルトケ・ルとして記録)

LIMNICHIDAE チビ ト・コムシ科
Cθ″

'ど
'Iθ
″r″カデ打″εヵ即 た々クSオオメホツチどドロムシ 宇治市五雲峰′97.Ⅵ.21

HETEROCERIDAE ナカ・卜'日Aシ科
打?セЮrて,″夕,ぉ力″じ′dナガドロル 綴喜郡井手町′86.Ⅵr.12ァ /86.Ⅵ I.16′

186.VII.26
膨拷Юαr熔 ′′″餐物チ,rsタアスプナカ・ドロムシ 綴喜郡井手町 86,VH.12～14(5e⊃

ELMIDAE とメドロAシ科
Dυθttθ″″″

'ク
S″′々′刀彦 とメ,Ⅵ°と'ロドロムシ 宇治市五雲峰 り3.IV.4(落葉下)′

r94.刈 .10(3 ex)′ r97.I.8
0,・,οbrて,7′i,ヵυθた9r,ぉ 執プミツ・ドロ, 西京区桂 '78,VII.12(4 ex);綴喜郡井手町℃1.Ⅵ[.16(2 ex)
S修″プ″,ぉ

“
,i′″θ汀じ′イフ・ンミゾドロル 西京区桂 178,Ⅵ112(3 exl;宇治市五ケ庄 191.vIII.9

S修打,解ぉ物/=′おアオカ・ミツ・ドコムシ 綴喜郡井手町81 vII.3～ 16(6 ex)/ア89,Ⅵ[。22

BUPRESTIDAE ケマムン科 (十 遠 山雅夫 同定 )

c筋湯紆脇評家輯 B課隆精礁∴鞠観為財解れ財嘉露留『
身

;伏見区醍醐 :宇治市五ケ庄′72.Ⅵ.10,宇治市五雲峰′75,Ⅵ.6′
r77.V lt′77.V.29,宇治市天ケ瀬 :綴喜郡井手町イ81.Ⅵ,7

NipPθηο♭
''PrFiS's ητォて'催チテク

ロマダラタ弘シ 宇治市天ケ瀬 8ooⅥ.5
Bフ″務チぉ,,v:θ ttθ r,・′,ο物 ,た クロタマムシ 宇治市五ケ庄 177.VIII.25,綴喜郡井手町喀1,ⅥI.19
C力rysθうο歩力施 s,じじfrrrr″″,Åッホ'滲マムシ 東山区豊国廟′99Ⅵ。16
A■チカと,χ力″″οttε ヒメヒラタタマムシ 伏見区醍醐 ;宇治市五ケ庄 り6.Ⅵ ,15(2 ex);宇 治市五雲峰′71,Ⅵ.7(2 ex)′r98,V.30(多数),宇治市天ケ瀬′74.Ⅵ`み

/74.Ⅵ.2男 r85.Ⅳ。20(2 exl
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N,′′打′′,・クチ″
'じ'ど

と ムネ7カチビナカホ・ツタマムシ 西京区松尾 '79.Ⅶ.14
Cοr′て,♭,d?夕′′打力″′″カチ磨 ンロオどナカポツタマル 西京区大原野お0,V.3～ 18(多数l ;西京区松尾 179.Ⅳ.29(2 ex);
宇治市五雲峰'75。 V.23
為
"′

クJ体し,′,ど,″′′″θ歩ク″′iじο〃おアナとナ,レリナカ・タマムブ 西京区松尾r80.V,24
A=″″夕ε′iS力″じ,,s オオウク・イスナカ'タマムシ 綴喜郡井手町B4.V.27
為″′クSじノ′″♂θ“炒

r クロナカ'タマル 宇治市五雲峰'77.Ⅵ .男
′76.Ⅵ.29′

'4.Ⅶ
.2,綴喜郡井手町Bl.Ⅵ .ろ B3,V.29

ノ生
=″
′クs'おて

'と

:′お ヒオンケガタマル 西京区松尾'79,Ⅳ .29;宇治市五雲峰178.Ⅵ.9(多数);宇治市天ケ瀬 175.IV.19～

Ⅵ。14(多数),級喜郡井手町'85.Ⅵ .16
〃4=ガ

''S力
V'す歩0廟 とメアサ|・ ナカ・舛ムシ十 宇治市天ケ瀬′75,V.10

ス
=ri′'S″

F′θso9デチ″サ″s "ケナカ・タマル+ 西京区松尾 r30.V.2t r80.Ⅵ .14 13 ex)1宇 治市五雲峰′94.V,28;宇治市天ケ
瀬'94.Ⅵ.4;綴喜郡宇治田原町大峰山r74,V.2
Ag打′,s″οオ″η′わ〃おアサギナガタマムメ 宇治市五雲峰′71,V.24'71.V.27;綴喜郡井手町′82,Ⅵ.5
A=ri】

"d″弊 S″切' ウグイスチカ
'タマ′、メ 西京区大原野r74.V.19′ ′78,V.14(3 exl;宇治市五ケ庄′86.VI.20(2 ex);宇

治市五雲峰r77.V。 14(4 ex)1宇治市天ケ瀬′77.Ⅵ.4:(相楽郡和東町―級喜郡宇治田原町)鷲峰山′81.Ⅵ.18;綴喜
郡井手町′83.V.29
Agril夕δチカカ′ね ホソアンナカ・タマAン十 伏見区醍醐 r74.Ⅵ.15(2 ex),宇治市五雲峰/77,V、

29′
′77.Ⅵ,9

A=ガr,sチ″′″ο
`ι

沈∂ミツホ・シナカ・タマムシ十 西京区大原野′78.V.lt r80,V.4´ ′80.V.11,宇治市五ケ庄 85,V,2釘 r83.V.26;
宇治市天ケ瀬 ′74.Ⅵ.1

ス
=″
ど
'Sυ
′ri″′obsσガク,アオフア・ロナカ・角ムン十 伏見区醍醐′73.Ⅵ。10,宇治市天ケ瀬 '74.Ⅵ.1

Prどr,υ万″″rο陶噺ル's″″′“
¢打εお ホッツッタマムシ 宇治市天ケ瀬178.Ⅵ .14;綴喜郡井手町184.Ⅵ .3～ ⅥI.1(8 ex〉

r89,V.28 12 ex)

T″ι:じカプ.1,夕riθθ,rお クズノチと'舛ムシ 西京区松尾 r79.Ⅶ.21;西京区大原野′74.V.19;宇治市五ケ庄 /〃.Ⅶ.ろ′
80。V.1し J83.V.12′ ′90.ⅥII.16;宇治市五雲峰′71,Ⅶ.18(2e⊃′′77.Ⅶ.名

/78,Ⅵ
.釘
r82.Ⅷ.24;宇治市天ケ瀬r74.Ⅵ

.22′
′75,V.10′ ′76.V.2時 /76.Ⅵ.5,綴喜郡井手町′81.Ⅵ.ろ り1.V.5

Trv,θカプ,ノと
'″
θどヤノナミガタチと・タマムン(?)西京区大原野 r78,V.14;西京区松尾 r73.X.1′ ′78.X.22(3 ex)ァ イ80Ⅸ.14;宇治

市五ケ庄 r88.Ⅸ.10;宇治市五雲峰/71.Ⅵ.ろ
′78.V.29

Tr′じカプ.9,ηじθ
“
SPFじ夕′ ウメチビぶ む 宇治市五ケ庄 ′83,V。 12′

′83,V.19r83.V.21′ r83.Ⅵ.Q′84.ⅥI[.17(ウメ業上に多
ヤゝ )

Tr'挽押 佑
'S力
協ι,て,アカガネチと'タマムシ 西京区松尾′78,XT.5;宇治市五雲峰r97.Ⅶ .19(2e,′97.ⅥII.16(3 ex)′

り7,ⅥII.30(2 ex)ァ イ98.V,23′ r98.V.30(3 ex),(相 楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山′81.Ⅸ。23(3 ex)
T″′じカノsι″θクSSθ

“
¢協θヨウ`ノ・チどタマル 綴喜郡井手町り5.V.6(2 ex)

Trι,θ力r'″θ′i″ マルカ'タチどタマムシ 宇治市五ケ庄イ96.Ⅲ ,16
T″′》
"陶'“

夕肋 ヤナギチどタマル 綴喜郡井手町85,Ⅵ,16(2 exl′ r85,Ⅵ.身
′85.Ⅶ.21′

′85,X.1時 ′86.V.5(5 ex)
Trι:じ,,ノS rο rFη

=θ
iス・ミチヒ・タマ

'、

シ 宇治市天ケ瀬'75.V.10
TT,じカプsυ′打θど,rね 夕°〃・ラチと'タマ′、シ 西京区松尾 /80,V.24′ ′79.Ⅸ .24;宇治市五雲峰 ;宇治市天ケ瀬′74.V.25,(相
楽郡和東町一綴官郡宇治田原町)鷲峰山′81.Ⅸ .20
打,♭″θ′θ解′″♂所ガ,とラタチどタマ′、シ 西京区松尾 179,V.20～ Ⅵ.3(5eD′ ′74.V.4′80。Ⅵ.14r80,Ⅵ.22(3 ex);西京区
大原野 r80,IV.29;宇治市五雲峰 75。V.23;綴喜郡宇治田原 '74.V.2′ 179.Ⅵ.2(2 ex);(相 楽郡和束町一綴喜郡宇
治田原町)鷲峰山′81.Ⅸ ,20

文献記録種  上記目録にない種として、水野弘造、高橋 散、大平廣士(19941i京都府産タマムシ科甲虫目
録 (関西甲虫談話会資料第八号)は次の種を記録している。
Pθ
“
Frθ

“
ο滋じヵ加θ

“
sた ノ,確θデヤノヨモ″マムシ 京都市南区 ;Nip″θ

“
θうクフ熔子お′解′初お アオマダラ知ル 西院、八幡市

三川合流点 ;Oυと,どisヵ υ,υι:物 マスダクロ膨タマル 伏見区醍醐、宇治市天ケ瀬、鸞峰山 ;Tοχθεじθ】,s,″″打♂′,s クリタマム

知 ;跳 鴇
“
鴨 蹴 弊 :新 擁

∫ 甥 !隠 ぽ (崩鰐 /1
ン修
"″“

″クヌギナカ'タマムシ 嵐山、天玉山 ;A『肋d
“
0と
'″"dツ

ヤケ芳ガタマル 宇治市炭山、天王山 ;A″力,打れたぉ εο,1=9ηと
'イ
 クロ″タマル 級喜郡井手町木津川 :

E,,力″,sじο,力″s キ刀ロエク・リタマムン 嵐山 ;T″,誠ヵ 拘kッο(ケカSお ヌスど卜,ヽギチヒ'タマル 嵐山、天王山 ;Tィと,働
"″

'歩

子と,'マメチビタマムシ 嵐山、山科、天王山 ;Tr`】じカノ,勁1'T′θぉ:ツーンダースチどタマル 宇治 ;水野他、TTr,じ々,約う,s″ サ渉・チどタマル 牛尾山、伏見稲荷 ;劇レbЮ′ο解′
=お
θθ″なイクη ブイイEとラタチどタマムシ 嵐山;Hん″θ

'o紹rαl,ぉデ lレイスとラタチヒ・策～ 綴喜郡井手町木津川.
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ュ節 (4)十 (5)=1.2x(3)、 前胸前側板触角溝は点刻を含む)

ⅥI.8(3 ex)

π9,Ⅵ ,1ろ 180,ⅥI.13;宇 治市五雲峰
′96.XI,16(3 ex);宇治

鞘 諾 :畜岳 宇潮 窮 ⅢV;綴喜郡井判

辮得)継密泄毘」
・トコメツキ 西京区松尾 178.X.10;宇治市五雲峰176.Ⅵ .29,(相楽郡和東町一綴喜郡宇治

1・撃臨 鶴.鰯繁郡解Υ

孝I笠発霊造蒔試既語喚#難線ヮ観x身

嘉挿孝鞠 鞄 麟 講締  絲 糊

鞠縁独螺鐸疑
'尊

堪轟群静雅総馴響々
にV.14;宇治市五ケ庄ザ71.Ⅵ 10,宇治市五雲峰

′77.Ⅵ。9;

綴喜郡井手町′00.V.1
■′'79,V.5ァ

180,V.■ ;宇治市五雲峰
177.Ⅳ .23

:il:奪liヨ:議翫 甘rttfサ毛F胃登を制猛ァ
c赫 れ,ぉ

=初
勝 ド脚 〃朔 疎 欧 原野 η Vげ靴川 疎 区幌 孵 Ⅳ 刃 ;宇治市天ケ瀬

4;級喜郡宇治田原町大峰山 77,V。 21

丁天ケi頼 [89.Ⅵ[.15;綴喜郡井手町 '81.Ⅵ .7

野 '80工 V.29
,V,14;西 京区松尾 179,IV.29

F.2男 r80,V.4′ †80,V.11

浅乳堪葬訂壽荘孔T醤撃怒8αⅧ.t BαⅧ甲20'宇治市
扇糀協みを期 み説

町鰐 加 訂学艦緊饂 と、撃甚声諮,評F酪員郡和
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A甲励 sカノpοg,鋤虎舛 カノ7θ
=′
励
iれ 擢 建 劫

現叙鵞二1繰 選釈旨境 .v班 東山区部
I雲峰り6。Ⅱ.4(3 ex);宇 治市天ケ瀬

r751V.13ァ ′78.Ⅵ,14;

籍 郡 轍 期 轍 撒 隷群霧饂識 2

′83.V.4
Eじオ

'打

夕ss″Fじ切ξ s9歳〃θルギイロコメツキ 宇治市五雲峰 '76.V.22;綴喜郡井手町喀1.Ⅵ.7(2 ex)

脳 sサ身与今を,1緒ギヨ紹醗Υ基‡与:すIIII与|三i:!絲島げ
卿

脇 僻 帥 輔 &郁 緋 .曲 坤
幣緊;冠:撃慾幣錦爛 ,機¥薄ど針献群熟.勢

紹物;者子I岳:|'夕ξ
'冷

考そ
・
孵千ゴ網矧 i営鳩輝子霧絵拙 i翻 |を手ヽ桝巨.5

:紛軒七岳筋!%紹ち毛又}ウ虫舒,:ガ|ツ

キ濯暴難辱ほ1.Ⅶ.騨生Ⅶ.側/84Ⅶ.t邸.Ⅵ・%′%ⅣL6～1419
繊 球 密物 ヵθ

`,″
,知ツψ力〃キ 宇治市五雲峰 %.イ2,濡

.砒8;西点区松尾 ′力Ⅳ20;宇治市~五ケ庄 洋 治市M力
“
οチιι,どで

'修
7カアシオオクカメツキ 西京区大原野 r80V.11/

五雲峰 ′75,V.9!76.V.22;宇 治市天ケ瀬
イ76.V.15′ /78.Ⅵ.14,綴喜郡井手町 r92.Ⅵ .13(3 ex),綴喜郡田辺町

所鰍猛明ゴ露税斡姦身 ″伽 ゅ″砂力〃キ 伏見区醍醐 7説a7&Ⅵ,mi宇治市天ケ瀬 靴 イ2;綴喜君【)1手FI丁

181,Vl,7

秘擁胸 控腔筋鐸節魔璽郵i汀79呵彰|と
 を ζ               :i[:二ζ:とを:ζ〔::と::そ′崩】みれを勺筋)′肌 角熟鴇解 7壮を1

市五雲峰i71.Ⅵ.10;級喜郡井手町′86.ⅥI.10′
r87.VI.1

M力
“
θtts″て,S″たチ″εオオクロクカメツキ 西京区桂75,V.28:宇 治市五雲峰r97.Ⅵ .7:綴喜郡井手町′81,V.1ろ

r81.Ⅵ 。10′ r85,V.2ろ r85.Ⅵ。10′ ′86.Ⅵ.1

Ar9'′″。チ,s st,打テris sιれ
''お

クロクカメツキ 宇治市五ケ庄184.V.24;宇治市五雲峰'75,V。 23 9 ex);姦喜郡井手町
牧

=五
ケ庄79.Ⅵ,1ち 86,V,23;綴喜郡井手町′87.ⅥI.20

!手町84.Ⅵ,3(6 ex)′ 84.Ⅶ,1(6 ex)′
′
85。Ⅵ.2(5 ex)′

L7(2e⊃′VL Ⅶ  l多豹
π,2ろ 子84.Ⅵ.3(2 ex)
生.Ⅵ.3(2 ex)′ 184.V皿 ,25r87.VI.5′ ′91,VⅡ .7
;綴喜郡井手町r91.vⅡ ,7
江.3(2 ex)
兇.Ⅵ.3(4 ex)′ ′84.Ⅵl.1(2 ex)′

J85.Ⅵ.2(9堅)′

r85.Ⅵ
.16′ L

孵 輝勒斡  柳斡撥盈雄比植〆・
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際の森 '79,V.20(2 exァ 沢田誠二採);宇治市五雲峰
13

V.2ろ ′84.Ⅵ.3(3 ex)′ r84.Ⅶ.1′
′85,Ⅵ .2′

′86.Ⅶ.6(6 ex)′

I(多数)

文献記録種  上記目録にない種として、T.Kおhii(1966〉 T,Kshii(1976a),T.KSh五(1976b)は次
の19種を記録

籠転x解象畿濯屹舟
'税

獄を用;炉°絣
アカナフリコメツキ 木津川 ;Aじ″々すじて,,フεε

'Zク
た
's,zク

たi丁 ス
)・ コメツキ 宇治市、城陽市大久保、綴喜郡田辺町 ;

弊監″駆ど:脇:解す絡'黙鶴
こ津川 ;Prοηぞ

=と

,SナガタsI翻お
'チ
どミス・キ・ワヨメツキ 木津川 ;

ソマメコメツキ 長岡京市、木津川 iC,,・′
'θ

P″οr"ε θ,l,と ,9“?疼

Dぢ
研蹴 s嘉粋房え平殊夕涯ドキ 軸 区醐 74Ⅷ ,盟 ;鈴 献 螂 兜 .Ⅵ2駅2■

解能ζ写挙慾等鋒解サ箋義.4とァ賓こ野盆尾≦象湛
22o呵 ;宇治市五ケ庄32Ⅵ。4;宇治市五雲峰
昨手町′84.Ⅵ.6′

′95,VIItt r00.Ⅵ・18

坪婉触 鍬 鞠緋  燃
B

L′じ,θ力じァクじ力″ ケ・力・ホ'タル 綴喜郡井手町 192.Ⅵ .5-1こ

文献記録種 Lノじ力打"れ 'お'じ
θμね オオマドホ・タル 宇治 :中根猛彦 (1955)

CANT子IAHDAE シ'ヨウカイホ・ン科  目下今坂正一氏にア〃 ヨウカイを除く全標本を送つて検討してもらっている

拘ヾ、以下に同氏同定済みのものだけをあげる 俯V評
明 ギP,西京区大原野 3alV29 o en i級喜郡井手町Pθデι】br,s牲ガて''11クヒ

・ホ・ツシ・ヨウカイ 西京区松尾'79.Ⅳ .2

瓦協評途(協,那 リェ刀ゾ‐ョゥカイ京都需西京区_大原発ィキ争鶴 為汗1湯藷塗尾島泳.拙部;

伏見区醍百胡′78,V.3(2 ex):宇 治市五雲峰
r94,V,28(3

瓦琥耳鍵可れ,,研瘍盗 知と,脇 諺々ぉ クロエン″・ョウカイ 西京区大原野′7■V.19,9aVち
J聞 .V■ 1 9 exl′ 30,V.18;西

京区松尾 y79.IV.29′ ′80,V.24;宇 治市五雲峰76,V.22;宇治市天ケ瀬
r74,V.18′ r74,V.25,′ 75,V.10/′76.V.10/

J76.V.15′ ′80.V.2;級喜郡宇治田原町大峰山
′79.Ⅵ.2;綴喜郡井手町′81.Ⅵ,7

η
子犠 解唾建褻撃名8“デどとつ;曇甜 鞘 催

:疎 欧 贈 7&M■電畑 区醐 7■Ⅵ五島7川望

手郡宇治田原町大峰山
r〃.v.21
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T協クθ?れοフ′′ね″タイP'1″と
'θ
,と,,,ιクεキ刀ロプョウカイ(本州・四国亜種)西 京区大原野螂0,V。 18

肋 brθ″ノじカタ'7rθ
υriガタs クロとダナカ・プョウカイ 西京区松尾 ′79.Ⅵ,1乃 ′80。Ⅵ 14;宇治市五雲峰/72.V.31′ r98.VBO;宇

治市天ケ瀬 r78,V。 13;綴喜郡井手町イ82Ⅵ.5
スナル解

"β
s,rr″″θrどクθ,々θクナ,ィθ′夕s プョウカイホ・ン(東海 。近畿亜種) 西京区大原野′74,V.19′ /80,V,11;宇治市五雲

峰r75,V.23;綴 喜郡井手H」 ′81.V.1ろ r821V.15ァ ′86.V.11ァ イ96.Ⅵ .4
Aナメ,9掏クsねクノタ府デッユキクロホツジョウカイ 西京区松尾 ′79,V.t r80.V.17;伏見区醍醐′78,V.3
スチル解,3υ,修/r,η″θセボガ ョゥカイ 宇治市五ケ庄 ′83,V.12′ ′95Ⅵ.15;宇治市五雲峰′77.V。 29′ ′78.Ⅵ。9;宇治市天ケ
瀬r76,V.15,綴 喜郡井手町 31,V.17

4チ′
`θ
絃〃,sθ認鞭 rθテルδクどアカプョウカイ 京都市伏見区醍醐℃4.IV.28

スチ,,r,″rr,メ,夕,力s,た,sウスチャゾョウカイ 京都市西京区大原野180.IV.29(2e>黒 辺型)
Prοチカ?解″θじ′フS力

“
″θマlレ′、ネジョウカイ 西京区松尾′79.Ⅵ .3′

/80.V.2t r80.Ⅵ .14;宇治市五雲峰′77.V.29;綴喜郡井
手Ⅱ」′81.Ⅵ 7(2 ex〉 r83.V.22

C,″チ,r,,'お
“
′たと,″1て,fミやクヒ・アカン・ョウカイ 宇治市五雲峰′77.Ⅳ,23

町ナチ能,留,2ナ′fv″施 じ夕″″筋 ム粁カフトプョウカイ 綴喜郡井手町184,V lЪ r95,V,7(2 exl
Wiチォ″lTて,,ク ,どオ

'P,お
υガて,′盟,ホツカイプョウカイ 綴喜郡井手町 184.V.12′ '84.V.20(2 ex)′ ′84.V.27(2 ex)′ r84.Ⅵ.3(2 ex)ァイ86.V.5(1l ex)′ ′89.IV.16(2 ex)′ /91.V.5(4 ex)′ 他多数,IV～ Ⅵ

R力略θヵ/'l′ ″70″肋 をメン・ョウカイ 西京区松尾′79,IV.25(3 ex)′ ′79,V.4;西京区大原野′74,V.19ァ イ77.V.1′ ′801V.29
M,カカ加ク,ヵ即″Fじ″3クロツマキジョウカイ 宇治市天ケ瀬[75,V10     点
Mと,カカF々′ε″,,′じOrarsクロスプツマ彬・ョウカイ 宇治市五雲峰78,V.20′ 176.V22

文献記録種 PοιJ′う脇s ηTιュじ〃と,″肋3とメクと・ホ'ル・ョウカイ 嵐山 :岸井(1965)、 Pθ′′♭,71,子θ″′″θrr,,お 以イHクと・ホ'ル・ョウカ
イ 嵐山 :岸井(1965)、 ノ生チカ御切,,s蒻夕ε歩たθ″,お Aネアカクロン'ョウカイ 嵐曲 :岸井(1965)
LYCIDAE へ・エホ・タル科
Lノθο∂ォο解

'S″
ο′θ∂Ft,お・エボタル 西京区松尾 イ79,ⅥI.14ァ

/79.ⅥI.21;伏 見区醍醐 ′74.Ⅵ .19;宇治市五雲峰′71.Ⅵ,ろr94.V.28;宇 治市天ケ瀬′74Ⅵ.1ァ
′る。Ⅵ.1

Arr,じ rθりじ,d′′bιr脇夕sタンとダヘ'エホ・タル 宇治市五雲峰イ94V.28
M,じ″οヮθ夕3解ο々協々夕∂ミ`ヤマクシとケ'へ'エホ'タル 西京区松尾79Ⅵ,3,宇治市五雲峰'74,Ⅵ .15′

′94.V,28;綴喜郡井手町183,V22

Mθδο,メタs,チ″ο″ιr),,ホソヘ'エホ・タル 宇治市五雲峰 '77,VI1 2′ ′98.V.30(多 数、クリ花上);宇治市天ケ瀬 /94,Ⅵ.25(4 ex)
P協セ綱 どθr,εF″″sクロけホ・タル 西京区松尾 y79,ⅥI.lt r80.VE1 13;東 山区豊国廟′00.Ⅵ,30;宇治市五雲峰′71,V.2t r75.Ⅵ .21(2 ex)′ r75,ⅥI.9/′ 97.Ⅵ[l,16′

′97.ⅥⅡ.23(2 ex)′ /98,V,23,宇治市天ケ瀬 ′74,Ⅵ.1′
r94,Ⅵ.25(3

ex);綴喜郡井手町′84.Ⅵ 3′
′85.Ⅵ.2′

r85,VI:I.21′ ′86.立.22
E,リフ姥″お

“
οナカク∂カタアルサホ'タル 西京区松尾 180,VII`5′ 179.Ⅵ正.14;東 山区豊国廟 r00.Ⅵ.30(4 ex);宇 治市五雲峰176Ⅵ.2%↑77.ⅥI,2′

′96.VШ .13′
r97,VⅡ。19;宇治市天ケ瀬'75 V l銹 B9,VⅡ 15′

′94.Ⅵ .25;綴喜郡井手町も1.ⅥI.14
Lノ′θ″″鹿/'て

'′
士,7′ ヒメヘ・エホ'タル 伏見区醍醐 178.V.3;綴喜郡井手町螂3.V.22

晦pO“力
“
′a"′  西京区松尾 80.IV 20;宇治市天ケ瀬'76.V10ァ ワ6V_15;綴喜郡宇治田原町大峰山'77.V.21

Llプ″θη力 Tク
''ィ
カοr,ぉ ヵクÅネヘ・エホ'タル 宇治市五雲峰'72 VH.15,宇 治市天ケ瀬 ワ8,V.13(2 ex)ァ 174.V.2ら r97V,31

B?′ ,力θ″r夕ss,″
=ガ
ウ 印万37カミスプをンヘ'ユホ'タル 宇治市天ケ瀬「為Ⅳ.13

Bι ttFうθ筋ィクε甲F万じοガsミスプヒ沐・エホ・タル 西京区松尾 80,Ⅵ.14;宇治市天ケ瀬 174.Ⅵ
29ァ
イ94.Ⅵ.25(2 ex)

Dたナノοフセη SPθεFο5,ネアカとシヘ'エホ・タル 西京区松尾 Bo.Ⅵ.22,宇治市五雲峰/94.VII.2,宇 治市天ケ瀬′94.Ⅵ 25
Pl,υθおοチ0″ヶ¢ムネアカテンク'へ°エホ'タル 宇治市天ケ瀬V75■ V.13(5 exl′ ′為.Ⅳ,19ァ

′761V.17(2 ex)′ r80V.2(3 ex)
C,ガF,窃 ″′々ι7″万 カクムネクロヘ・エホ・タル 東山区豊国廟・00,Ⅵ 30
文献記録種 Dた角ノο″セ筋

=ο
′`ア lv″″′′

'と
沐・エホ'タル 嵐山 :岸井́11965)、 約 Iο♭′″,S″″ο

“
,ε夕Sヤマトアミメポタル 嵐山 :岸

井(1965)

DERMESTIDAE カツオダシムシ科
Dθr″′務修s,″ィトヒ・カツオフ・オン 西京区桂 '71,V.ァ 170.Ⅷ。(3 exl;綴喜郡井手町喀1.X.20
レ翻おナと,(,デ!′¢加οrr′″θ″″ね カドマll′カツオブシムシ 京都市西京区桂 BO.X4:綴喜郡井手町Bl.Ⅵr.4～ 15(4 ex)/186.VII.17′ r86.VII.19ァ イ00,VI,30′ ′00.ⅥI.1
レ糊税 s絡,ι7′′ιθじο】/た ケアカカッオブシル 綴喜郡井手町 184.ⅥI,7
Dι脇ぉ烙 ,■

',ど
″,sシモフリカツオブ泌シ 伏見区藤の森 '73.V23(沢田誠二採)
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治市天ケ瀬'80,V.2

裂壽砲景革佳醤雪哲子;rΥi露熙熟駕子苦器;離誌守治
.vIII.6

ンAシ 宇治市軍ケ庄r96.Ⅵ.15′
′98.V.21:宇治市五雲峰'78.Ⅵ,3′ 75,Ⅵ.13(3

3
・シ帰 宇治市五ケ庄 78,X.t r92.Ⅵl.21(2 ex)

r謎 冨 ヶご i溺x堪4oe,7&Xt鉗 必 ;宇治市五雲峰孵 .Ⅵ阻

守 縫 隷 軒 り川 り/∞Ⅳ214市
譲 峰 7■Ⅵ■t7W路 ′

拝治市五ケ庄′83.V,12(2 ex)′
r84.V.24;

争町′82.Ⅵ.5(2 ex)
ウ 宇治市五雲峰り7.VⅡ .19
二治市五雲峰J75,V23

ム勅ツオプシムシ 嵐山 :岸井(1965)、 Dθ解磨肪 ″,αじ″J′r,sハ″ ロカツオダシ膨

′ 宇治市 .75Ⅵ .(deliVered by～と,BesshO′ he prinCipa1 0f U,l Nanbu
Юlfood Supply at die school)
郡井手町 !91.Ⅱ■

,絲斬鰐 名とF犠誹°が叱″Я期
デ協撃程滞硝給鞠 ふ、

昨(1965)

堺 脇 ″筋1独北/F藍伝
J編
舒恐.盈解 と稗鵜 解 饂 ´

′84 Ⅸ l
と,βどθ

'″
,″

',39rrた
Or″ ″ ヨヾン・ヽンムシ 西京区桂 ′74.V.1′

y75Ⅵ
[I.15′

r77.Ⅵ
[[.5′

ア78.Ⅵ二I.25′ `78,Ⅸ .5ァ
/80.VIII。 10'宇

1色ヨ萎畢 盈 t琴み跳 r評花豪騒絲 功′

匙絲 解窪'L鰐席子蓄
′髯翻 .雛盈堪 郡井と町ηⅧ駅酢玲

朝雲認猛甥籟S辣約斡辮虻解身1勘効郊‖
'

シ 嵐山 :岸井(1965)

「庄 '79.Ⅶ ,6′ '79.ⅥI.18;宇治市五雲峰 '76.Ⅵ.29′
177.ⅥI.2

)0ァ
イ00.ⅥI.10-15ァ ′00.ⅥI,19

3.V.11(3 ex)
)

Vl.5

文献記録種 R力F
‐́θ79rチカι'河

θ″2'“丁t,Iェ コナナガシンクイ 嵐山 :岸井(1965)
29



LYCTIDAE とラタキクイムシ科
LlノσチιIS♭海▼″″ι瑯 ヒラタキクイムン 綴喜郡井手町 133,Ⅵ

.3′ ℃1.VII.5′ ′81.VII,18
彰じナ,″sす,Tぞれδお ケヤキヒラ舛クイムシ 綴喜郡井手町 '86.Ⅵ .22
Lノε拘ッん“力即

″クケ′′アラケ・しタキクィル 西京区桂′為.Ⅵ.24;宇治市五ケ庄 /76.Ⅵ 19'78,VII.12(2 ex)ァ /79.Ⅵ
I.1男r85,Ⅸ。20

文献記録種 Arれ脆′r夕

=た
θ】
'お
ケプトとラタキクイ

ル 嵐山:岸井(1965)
東山区泉涌寺、宇治市 :岩田(1981)、 LノθFr″ε

"″
【ヶ′″ね ナラヒラタキクイ

RHIZOPHAGIDAE ネスイムシ科
M"ο拘ヵ′,7Fじ

'9S卜
どイロテ'オネスイ 綴喜郡井手町81.ⅥI.5～12(7 ex)

M′″ど?″′,9ルs ηο
“
3肋θ′εオブゞケデォ線イ 宇治市五ケ庄℃3,V.1動 ′83.V.21(15 ex)ァ イ83.V.26(1l ex)'綴 喜郡井手町烙4Ⅵ〃 oe岬 夙Ⅵ,駅5呵′伍 Ⅶ .狐か メ

ぎ玩靴 薔 L尋堆慈審暫争)3aⅦ
.α り側Ч2ツ 12e功 他多数Miη″θttθガタs″即″夕θコ′ゞケガオ耕ィ 宇治市五ケ庄ウ1.メ

SPHINDIDAE ヒメキノヨAシ科
スd″ガθ′″力οrク'デηθ″

'じ

クSマll′ヒメキノヨムン
市天ケ瀬γ96.V.18

宇治市五雲峰'78.Ⅵ・男ヮ0.VIII。 21′ り3,VIII.2身 ′97.Ⅲ.1身 r97,VII.19;宇 治

NOSODENDRIDAE とメトケ・ムシ科
文献記録種 Nοsθ′♂打′/θ

“
′J肋″εク″,ケモンとメトケ'ムン 嵐山 :岸井(1965)、 Nοsθ′ιη′,・οヵωθ打

“
″,″′クロとメトケ・ムン 嵐山 :岸井(1965)

CLERIDAE カッコウムン科
C力′おじクd οbすねじクdホソカッヨウル 宇治市五雲峰′97,VII.19
T′ぉθsセ

“
ク∂ク

“
,υ力筋ォンSンロオビカッヨウムシ 綴喜郡井手MJもl ⅥI.5～ 16(1l exl

NFθ ttb力 ″ヴじθ肪♂アカクと'彬力 綴喜郡井手町 Bl.vII.12
貶じ″θう力″げフ?Sアカアシ彬力 綴喜郡井手町 Bl.ⅥI,ろ お1.VII.lc′ 81.Ⅸ .23
Sオなη′チユク櫂フガθ,′″フ″r夕・ンダラサビカッコウル 西京区松尾吃o,v,17(2 exl
Tl!′″′すη,″s,餌で,√s,アリモドキカッョゥムシ 伏見区醍白切'75,V.11(K.MizunO legr)
か「?》ノ″〃ε

'Tο

zク解
"ヤ
マトとメメダカカッヨウ帰 宇治市宇治川′96.Ⅵ.1′

′96,VⅡ.6(3 ex),人幡市木津川′96.Ⅵ.22;綴喜郡井手町 /84,V.27 o cっ ァ留 .Ⅵ.3停 69 ex〉 ′84.Ⅶ ,1筆
|二 F祐監

Ⅶ I・ 25停 13 en′ ′84,ⅥⅡ.2q停 23 exl′y85,IX 15(>14 ex)ァ ′85,X10(>10 ex)′ ′89,V2傷 ′96.VI

文献記録種 蜘 に含まれない種l剛 ァοilァ♂′約肋
4牝鴇 ;ζゥ戦 岳∵驚鶏 耕

亀 R1989)、 陀 Ю♭カυテο″′じて,ι7″リホ
" 嵐

山 :岸井(1965)、 ス77οじ力ο燃 ′たヵЮ′ ,

TROGOSITIDAE コクヌスト科
隆解ヵοじ力肋ヵ″οれ

'【

,,オオヨクヌスト (枯松樹皮下と書いた|の以外はすべてヒトクチタヶ)西京区嵐山嵯峨二尊院

爛 蔦立再研霧塩様納覇璽鞠瀬%_輔度競駆畜`

A″υrθ
'々デ
′′Ю″ど,Wルドヒメコクヌスト 西京区松尾 ′78.X.10ァ ↑79,IV.25′ r79Ⅵ 17(2とx)′

/80,V.24(2 ex);西京区大原野'80,V.11(>lo eX)ァ イ80.V18

文献記録種 髭″¢♭℃′iガθε,,T,ク万協″た,sヨクヌスト 嵐山 :岸井(1965)
MELYRIDAE シ・ョウカイモドキ科
働″́,カタ約″ιs 7ど,=ヵ″クS〕 彬ゞ・ョウカイモドキ 宇治市天ケ瀬 '74.Ⅵ .29
Eb′ι″∂じヵ′θr物

“
∂ルリとメン・ョウカイモドキ 宇治市五雲峰′74.Ⅵ llァ

イ75,Ⅵ .13′ '78`V.29(2 ex),78,Ⅵ .15,綴喜郡田辺町松井′79.Ⅵ.5,人幡市木津川′96Ⅵ.22,綴喜郡井手町184.Ⅵ .3
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πI.17
(3 exl i宇治市五雲峰

r74.Ⅵ
.15′
′74,VII.20(4 ex)′

「
酷 雲峰η V叩 Vt tV盟 洋 漸 天ケ
R町大峰山′74,V.2;綴喜郡井手町

r86.V.5′ r95.V.6

'79.Ⅶ.14(3 ex)′ 79.ⅥI.21;宇 治市五ケ庄 ′71.Ⅶ .18′

.Ⅶ,6;綴喜郡井手町′81.Ⅶ .13(2 ex)′
′81.ⅥI,19

r85.Ⅸ
,15′

r85,X.10′ ′9い唖.7(3 exl
み′84.Ⅵ.3′

″84.ⅥI。1′
r84.VIⅡ .25′

′84.ⅥにI.26(2 exl′

戦 聯 謡粧役》艦.Υ爾 謎 16

:北.3′俎.Ⅶ,3′Ⅸ,2゛呵F略5,Ⅸ.15 P ex)′ '%・Ⅶ・6⇔

輩絆騨纂製菌揺雲騨撒簡鶴う解撃線′
嵐山:岸)l(1965)、 L′

',s“
″θηた,Sクロキオビジヨウカイモド

文献記録種 A“力o紹θ′′εチノrク3餌協,,s コアオシ
・ヨウカイモドキ

キ 嵐山 :岸井(1965)
C琵

蒐 捗 五 騨 敬 ネ府研 躙 '7瑚 卿 吼 綴喜郡好 嘲 辻岬 乾燥権茸を

¬81,VII.1銹 ℃6.Ⅵ .5

t町 181,VII.13

井手町181.VⅢ .12

緒よ:彦ポ啄寵7髯枢為巌臭券掻7何Ⅵ乃りaⅥ9
/91.沌 .17

7 13 ex)
75,VI.13

滋稲::  聯瑯
78,Ⅸ .10(39乃 沢田誠二採);綴喜郡井手町

′
85。Ⅵ.2′

脇協ち野滉協sコ埓縄承ケ芳嘉京岳讐匿怒竜境絵昆評機 癸皆雲挽.恥 ;宇治市罐噺Ⅵ";
ガ菊訂耽オ弔猛収岳ゴ

・
露馬濡忌ヶテスィ 西京区松尾刷 .V3′ 7ЯⅥ■7;西京区大原野 BαIV29 0 e均 ′ワ猛Vn i併

V.20′
′80,V.3;西京区大原野'8(l.V.4(4 exl′

′80.V.18,宇治

(3 exlァ
′
00・V・1(多豹

95,ⅥII.6
発.Ⅶ.10′

′86.Ⅶ.12′ 89,Ⅶ.9⇔ exl

岳町′ll(l`V.5(5 exl
(4 exl
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E72r′て,′ 力″幹務 トダ″ウタ″キスイ 綴喜郡井手町′00,V.5(2 ex)
レ
'″
と
'七',′

0盟す″′ヒメとラタ″キスイ 西京区松尾 '79.Ⅵ。3～ 17;宇治市五雲峰'78`V.20ァ :74.Ⅵ .11
E″ク″と,″

`丁

ク″ι,メドど口とラタ″キスイ 宇治市天ケ瀬 '76.V,20
Ep夕物て,と7″″0ガ"ヨダチヤヒラタ″キスイ 東山区豊国廟 00.Ⅳ.28(9 ex),″′″′t'`″ μ河ね ホソ北″″キスイ 宇治市五雲峰'74.Ⅵ。11
E″クrv7♂!70解″る キイロとラタ″キスイ 宇治市五雲峰 '74.Ⅵ。11
A″力て,,'θ肋 ″Sθ″rrθεθr9ガ,オオヒラ″鴻スイ 西京区嵐山二尊院′90,V.24;西 京区松尾 '79.V.20;東 山区阿弥陀峰′00.Ⅵ,30(19 eX);伏 見区醍醐 174,Ⅵ [,22,宇治市五雲峰r95.ⅥI.1(7e,′98.IV.18(2 exl;宇治市天ケ瀬「75.Ⅳ,19
0ttοs′チrTじθ′ο″キポンウタ″キスイ 西京区松尾 79.IV.25;綴 喜郡井手町81.Ⅶ.5 13 ex)′ r81.ⅥI.1身 r89.Ⅶ.15
0初θ,f″ ′れ肱肋 ヘリク・口とラタケ鴻スイ 宇治市天ケ瀬 180,V.2

0解οsF物 ″″9ガr'エセキホ'シとラタケ弁スイ 西京区松尾′79,IV.25,綴 喜郡井手町′81.VII.ろ ′81.ⅥI.1身 B6.Ⅶ。12～ 26(3
ex)

f″ユ′力S力′″膀 ヨクロとラタ″キスイ 宇治市五雲峰↑78.Ⅵ.17:宇治市天ケ瀬 '74.IV.7(3 ex)
r″″力υ′打θrθε′ クロゅ″テスイ 宇治市五雲峰′95.Ⅶ.1(2 exl,r95,X正[.16ァ

ン97.VII.5(2 ex),宇 治市天ケ瀬′95.沌.11(4
exl
S修筋θ協初夕′ナな,チr′筋 マルキマタ・ラ″キスイ 宇治市五ケ庄r93.■ ,6(9 exl;・宇治市五雲峰r95.XV.16′ ′97.Ⅳ。19(3 exl i
宇治市天ケ瀬i89.Ⅵ

I.15′ り3.Ⅸ。11(15 ex)′′95.XI.11(3 ex〉 ′96.Ⅲ .23′
′97,IV.26

Sθ狗″力ヵπ協 オオ|マタ・ラ″キスイ 宇治市五雲峰.77.Ⅸ .2;宇治市天ケ瀬′97.Ⅸ.20(5 ex)
SοЮ″力ヵ即″F"キマタ・ラ″キスイ 宇治市五雲峰'72.Ⅵ.15(2e⊃
SθЮ打筋′印お′クロキマタウ″キスイ 西京区松尾 ′79.Ⅵ。17(4 ex)
ス筋r″カカカSじたク協″ ケeザぃごキスイ 宇治市五雲峰.74.VII。19(多数);宇治市天ケ瀬178,V.13(多 数)
P力夢θ′θ″筋釧″力々 2協 キノヨヒラタ″キスイ 宇治市五雲峰′95.ⅥI.1(3 ex)ァ ケ97Ⅵ,7(12 exl i綴 喜郡井手町′98.IV.19(2
exl
P力ysο rο

“
加″r】θr,ァミモンとラタ″キスイ 西京区大原野 180.V.11(4 ex),東 山区豊国廟 r99,Ⅶ.17;宇治市五雲峰

'78.Ⅵ .15′94.Ⅵ正.2ァ ′94.刈.10ァ
イ97.VII.5;宇治市天ケ瀬80,Ⅵ .5(2 ex)ァ ク9.Ⅵ .9′

r97.Ⅳ.26(2 ex)′ r97,V,17(3 ex)
肋sデο∬′θチノ

'夕

S bο″て,′,お エセアカマタ・ラケン転イ 宇治市五ケ庄 178.Ⅵ .12;綴喜郡井手町186.Ⅵ I.31′
′00.Ⅵ .30

Lι:s'ο
`イ
,じ rング

'S Piじ
テクSアカマグラ″キスイ 綴喜郡井手町お1.Ⅶ.9～ 12(2 ex)′ 181Ⅸ ,23′

イ
00。Ⅵ.2ろ r(x).Ⅵ.3針 ′00ⅥI.10-15

(4 ex)
Pο♂′′,脇 ガ肋ナ′盟v,打ク,ウスオヒ・千ィノコケ済スイ 西京区大原野 78,V.14(2 exl i宇 治市五雲蜂 r97.Ⅵ.7(3 ex);宇 治市天ケ
瀬 .30,Ⅵ.5(7 ex)′ ′95.Ⅵ .24(3 exl′ /95`畑 .2(3 ex);綴喜郡井手町 r96V.3

Pθ♂′′能s″″οれ,Sマルカ・タカクル|スイ (直立毛の短いものも含む)宇治市五雲峰′96.沌.16(2 ex)ァ ′96.刈.ろ′97.Ⅲ.15ァ
/97.Ⅲ

.15′
r97.Ⅵ,7(3 ex)′ ′97.Ⅵ.21(2 ex)′ ′97.Ⅵ[.19;宇治市天ケ瀬r97V.17(2 exl;綴喜郡井手町r96.V,3

P倣渤,s“θb″お クロ埓ンカクケテスイ 宇治市天ケ瀬′95,Ⅵ.24(3 ex)
ス″

'″
力打ross,,力所s丁 ナガヨダチャ″キスイ 宇治市五雲峰77,V.29ァ 172.Ⅵ

.15(3 exl′ '74.Ⅵ。15(2 exl,宇治市天ケ瀬′97.IX.20(7 ex)
A冴カテ″′物θガ√じοユ′お クロモあクダ″キスイ 宇治市五ケ庄 r96.Ⅱ

.6′
r96,V.27(3 ex)′ r96.Ⅶ,11

4ι協,4,加,θ″.1″,じクセ″コクロムクゲ″キスイ 宇治市五雲峰り8.V.30
Cノじ力盟″″l夕ε′θぉ′どお キイロセマルケンキスイ 西京区大原野 BO,V18
肋〃ο,て,s υrチ

"'洸
脇 アオガ朝″キスイ 宇治市五雲峰ワ4V。 14;宇治市天ケ瀬′96.Ⅲ .23

NθθP,ど′θ′と
'ε
カガカガ モ″ロアカマル″キスイ 西京区大原野 '80江V.29;宇治市五ケ庄′96.V.25:宇 治市五雲峰′95.畑.16

(2 ex)′
イ96.IV.13′ ′97.ⅥI,19;宇治市天ケ瀬′95.沌.11

Nιθ″′テ′θ
'ι
S F々θ辮る ネアカマlレケシキスイ 綴喜君下井手町′96.V.3

並οP,J′θ′
“
υ崩
“
夕sツや力″キスイ 宇治市五雲峰 り4.V.14;綴喜郡井手H丁 ′96,V.3(20x)

Cノ′′οとJθs,″rクロ勒″キスイ 西京区大原野 180,V.11;宇治市五雲峰r94,V28(2 ex)′ ′97.XI。 1′
r98.V.30,宇 治市天ケ

瀬 97.V.24(6 exl
Cリク″″じ力V'ユ卸 Fsど ルイスコオニ″泳イ 西京区松尾 ;宇治市五雲峰Ⅵか唖
Cイ〃″rて

'力
r,sチ″炒筋 ナミモンコ″キスイ 綴喜郡井手町螂5。Ⅵ.2′ B6.Ⅶ 6(3 ex)

LτbЮιrθ″″7θ″た,ε ヨツホ・シ″秋イ 西京区松尾′79.Ⅵ.17(3 exl i宇 治市五ケ庄′77.Ⅵ.2ろ ′90,Ⅵ.25;宇治市五雲峰′71.Ⅵ.19(3 ex)ァ J72.Ⅵ。1身 r77.V,29:宇 治市天ケ瀬′97.Ⅸ ,20(1l eX)'綴 喜郡井手町′81.Ⅵ [.ろ
/85,Ⅵ.2(4 ex)′′86.Ⅶ .6 o exl′ り .Ⅶ,22

bbЮ′θ″sクbυ′す
“
′rた,ε ツツオ_″キスイ 左京区大文字山′91.XI.17
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前
;と孝t写≧形と書

・から言き録 したSOTθ 丁々′″フθ,1'で'V, 
キマタ・ラ冗海スイは Sθ″θ,ι力 】97"と

' 
ク1:lキマダラ″キスイのようヤ0あ る。

うと,sと,JFs カタヘ・エツツケシキスイ。

枠 目〒鵡
′
I藉薪難辞計弼静を|.這季

184.Ⅲ.31(多数)′
'83.XII.6ァ

r91.Ⅸ。(6 ex)
Bl.Ⅸ.23(2 ex)′ '86.Ⅸ.14(2 ex)

紳拗厭解麟 騨蝉
Ч 嫌 緒 々 ⅥT縣 軍攀需想系再子

大原蜘 W男 宇治市五雲嗽 Ⅷ 孵 Ⅷ 身

野輝
令晃亀 京区大原野

ザ78,V.14 BO・Ⅳ・299e⊃′′80,V.11

梅再身岳¥静1範徽 朗
堆1奨艤:紺獣絡鰍鴇密那
∫!光瑯 帯五雲峰 喫 Vtt O e'り &Ⅳ■駅訣特 ヒトク

チタケ)
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C″ηナοP独解Sど,協,I=″】'Sとダダトキスイ 宇治市五雲峰 78,V.20,宇 治市天ケ瀬 [74,V.11

Arθ″″V7イカカθ″
"タ
カ ケナカ・セマル|スイ 宇治市五雲峰′97.Ⅲ。25;宇治市宇治川 r96.Ⅲ .17;綴喜郡井手町 31.Ⅸ.23(4

eL上野輝久同定)′

′84.Ⅸ .10(上野輝久同定〉′85.Ⅸ.29(上野輝久同定)′ B6.Ⅸ.14(6 ex)
Aチο絃″カメ効おFキイロセマル■スイ 西京区松尾 '79.Ⅳ.29:綴喜郡井手町r81,Ⅸ,23(上野輝久同幻 ′r85.Ⅸ ,15(2 ex′ 上野
輝久同定)ァ

r96.Ⅵ〔I.2Ъ ′96.Ⅸ。15
Aね解と,滋 ″夕

“
θナし,rるsデ解′ ナガマルキスイ 宇治市宇治川′96■ .2ろ (?)′96.Ⅲ .17

E″T″テ,ね佗″,s″″ο″fθ″dマ渤'夕|スイ 宇治市五ケ庄 聖 .Ⅶ.15;綴喜秘井手町′81,Ⅸ.23(2e,184,Ⅸ .1(2 exl′186.Ⅸ。14

BY「URIDAE キスイモドキ科
Bノr夕″,,s切肋お キスイモドキ 西京区松尾 :79.IV.29;西京区大原野'80,Ⅳ,29(多数)
Bノ r"r弱 ,″ω〃お ズク・Hキスイモドキ 伏見区藤の森′79.V.20,宇治市天ケ瀬r74.Ⅳ.20;綴喜郡井手町′95,V.6
BIPHYLLIDAE Aク ケ°キスイ科
B″″,メ″δι!`:ηタガねムナとれムクダキスイ 宇治市五雲峰′94.V.28:宇治市天ケ瀬り4.Ⅳ。15ァ ′95,測 .11
B″″/'夕S力ψとすアカク・ロムクケ・キスイ 西京区松尾 80。V.17;西京区大原野BO,V.11;宇治市天ケ瀬'74.V.25′ ′98.Ⅵ.20
B″

'ど

ノアIクS"pカナιlsブ スヽモみクダキスイ 宇治市五雲峰'76.V.22/・ 90,Ⅷ .25′
′93.Ⅳ.4r94.V.2を ′96.I.24(2 ex〉′96.Ⅳ.29,宇治市天ケ瀬′93.Ⅸ .11′

r95Ⅵ 24(5 ex)′ r95,XI.11′ ′97.V.10(7 ex);綴喜郡井手町190.Ⅸ ,23′
r96.Ⅳ.29

B″ヴ′'lSナカrθβθθ″θsクリイロムクダキスィ 宇治市五雲峰′97.Ⅳ。19   4
LANGURHDAE ヨメツキモドキ科
Tθ′η″″I夕s=′おο力οチカ悦脇 ケナカ'マルキスイ 西京区松尾 /78,X.1(4 ex)′ ′79.V.2ゥ ′79,VII,21′ ′79,Ⅸ。24(2 exl i西 京区大原
野′73.V.14;宇 治市五雲峰イ76.V。 2男 ′77,V.29,宇 治市天ケ瀬′76.V.10,(相楽郡和東町―綴喜郡宇治岡原町)鷲
峰山′81,Ⅸ.20(2 ex)

M,じ″o/′,lg,れ ヵ,を,0ガ ″ヨメツ糧ドキ 西京区松尾 179,V,20(2 ex);宇 治市五雲峰イ76.V2み ′77.V.1■ 177.V,29(3
ex)′
′78.Ⅵ,17,宇治市天ケ瀬'74.Ⅵ ,29

A々,′,3チ″s,″
'cη
sキムネヒメコメッキモト・キ 西京区松尾 180V.3,宇治市天ケ瀬'76.V.15,綴喜郡井手町'85.Ⅵ .16(2 ex)′

86.Ⅵ.22(3 ex)
L′ ,τ

=″
rFθ ttο r″力′′ι″と打 lレイスコメツキモドキ 西京区松尾 ′79,V.4′79.V.20(3 ex)ァ /80`Ⅵ.14(2 ex);宇治市五雲峰′71Ⅵ.19(2 ex)′ ′72.Ⅵ,1(2 ex)′ /76.V.22(3 ex)ァ イ77.V.21′ r77.VⅡ .2;宇治市天ケ瀬 !76.V.20,宇 治田原町大峰山γ77V.21:綴喜郡井手町/83.V.22(3 ex)′ r95,V6

文献記録種 A叩と′と:δチ″θガ′力翻ねアカとメヨメツキモドキ 嵐山:岸井(1965)
CERYLONIDAE カクホソカタAシ科
⑫ガο解″sカプsFriじガタθムれ'口ヵクホツカタムシ 宇治市五雲峰'78,V.20′ ′95.Ⅶ.8(3 ex),宇治市天ケ瀬 '74.IV。13(2 ex)′′96.Ⅲ.23(2 ex)ァ イ96.沌.23ァ

′97.Ⅲ .15(2 ex);綴喜郡井手町喀3.V.29(2 ex)″ ′96.VTII。 22
TンとノィοルT'お ″θアて''肋sアナムネカクホッカタムシ 宇治市五雲峰′96.測.16(枯松樹皮下)
Orノ

'9“

Crι,ss々″Sアシ'トカクホソカタムシ 宇治市五雲峰′971V.12(17 eL枯松樹皮下)′

′97.Ⅳ.19(3 exl;宇治市天ケ瀬イ97.V.10

EROTYLIDAE オオキノコムシ科
42カて,0じ,ュ

"ク
sうὶ

ガ
,デ ルリオオキノコ 西京区松尾 1791V.25(2 ex);東 山区今熊野 /99.Ⅵ I.15(2 ex);宇治市五雲峰175。Ⅵr.19(2 exl′ 74.ⅥI.28り7.ⅥI.5(12 exl i宇 治市天ケ瀬 176.V.30(3 ex)

ス,協θοじ力Fr,s″p。崩じフδカタモ冴オ|ノコ 西京区大原野′74.V。 19,伏見区醍哲
"′

78,Ⅸ .23;宇治市五ケ庄′78.Ⅸ.14;宇
治市天ケ瀬′98.V.9(6 ex)
N♂θr々肋χ rαl,ぉ′′ァルVゞ どロォオキノヨ 伏見区醍醐r74.Ⅳ.19;宇治市五雲峰′75,V,8(5 ex)ァ イ76.V.2z′ 94.V.15(3 ex)
;宇治市天ケ瀬r75,V.10(2 ex)′ r76.V.20(5 ex)′ ′94.IV.15(4 ex1//97.V.171多 数)

N♂οrゥ肋χμ】Fi″たデヵじ″ キドリアドどロオオキノヨ 西京区大原野'80,V.11(3 exl
Tr″ユ虜″即“

′"ホツチどオオキノヨ 宇治市五雲峰′94,V.28(5 ex)′ 97.X11(5 exl
Tr″協χ物じガ″"dミツホ

・冴と・オオキノヨ 宇治市五雲峰r97.Ⅵ.21(1胸じ″】″ο“S3ex):宇治市天ケ瀬'74,Ⅵ .1ば.

″,クじガヶοttε 6 ex′ f.P,t,,ι′ο″St,′ :ね 4 ex〉 り4,V,7(f.″″̀
″

εガ″9″528eL f,″S9'′θ′をく,,ユお8 exl′ ′97,V.17(f.ηι:σ″
'″
ο″S

23eL f.″ι
'1′
θぬて,′,お 13e⊃ァ′98.V。 9(f.η

=′
ε′りり″,2 ex)
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脇 糀 ″鉾
'粘
絡 覇 静 料 撒 糾 と齢 守ぢを,評

随!洋赫

孵  撤拗鞘  租ア
:::`々i摯写::::ζ ::li::ど ど義 :::i;宇

治市五

邑急幸ど哲と帝il与を

13e心′・9'u、乳

E″お♂′″力′
=θ
″力
'η
Fミヤマオと'オオキノヨ 伏見区醍醐 174.Ⅳ .2;

甕電θl鞠雛 秘鶏が粋藝:哲打陶務加絲稀ヨ
cOccINELLIDAE テントウムシ科

辮絲樫釘θ争隼癬墓催i硯講獣格ぞi料:滉翫潔釈鮒1′電胤乳猛.側′
/84Ⅸ.2(2eoァ ′85.Ⅸ。15

S士タチカOrιιε″Pο打力''(,キ″ク
ロとメテントウ 西京区松尾179,V2銹 80,V.24,西京区大原野「79.V.5ァ 喀0,V.4;東 山区豊国廟

′99.Ⅵ .9;宇治市五ケ庄 '83.Ⅵ .6(4 ex)′ お2.Ⅶ .15′ 螂4.Ⅵ.12(1l exl′ r86.Ⅵ .20(2 exl′ ′97.VII.18;宇 治市天ケ瀬
179,Ⅵ.9(2 ex);宇治市宇治川′96.VⅡ`6(2 ex);綴喜郡井手町℃4.ⅥII.25～ Ⅸ 2(10 ex)′ /85.Ⅵ ,2

Pθて夕,1′οSaノ″′
'"ク
d力′

'η
′ハl々とメ″トウ 西京区大原野179,V.5′ ワ8V.14;宇治市五雲峰r94.V,28;宇 治市天ケ瀬

.80,V.2

::Z'露影務猛:,4:y筋盈1宇力手|[子
'ウ

トゥ戸若隠 毛と|(持ざ・
:拝辛台寸,天ケ瀬′94Ⅵ 4

Ps`ヶク
'o,り

,''“クδθノ宅
''テ

'θ
"5クビアカとメテントウ 宇治市五雲斑

脱ρ力,SP,r,=ヵ″θ セスゾヒメテントウ 綴喜郡井手町 ′84.Ⅵ[.1(2 exl′ B4.VIII.25(3 exl′ ′84.Ⅸ .2(3 ex)ァ
イ85.Ⅵ .16ァ

イ85.ⅥI.21′
′85.Ⅸ,15(>12 exl′ r85.X.10(>18 ex)

NθPカク37カθS″οr夕sァトホシヒメテントウ 伏見区醍醐℃4.IV.27:宇 治市五ケ庄183.V.1名 :83.V.18;宇治市五雲峰
179,V.21;綴喜郡井手町吃5.Ⅵ .16.
Sり
“
打クεb′♭′,ハ'ハ・ヒメ″トウ 宇治市五雲峰r94.沌110,綴喜郡井手町r81,VII.10′ ′84.Ⅵ.3(7 ex)ァ r84.Ⅶ l(9 eX)′

B4,Ⅵ【I.25(1l ex)′ r84.ⅥII.26(6 ex)′ ′84Ⅸ .2ァ
/85.Ⅵ.2(3e⇒′′85,Ⅸ .15(9e玲′′86.V.5(4 ex)′ r94.Ⅸ .15(3 ex)′

′96.IV.28′ r98.IV.19ァ イ98,V.17(1l ex)

靴鍮纂逸難 醜甜鱗梵爾厳ζ認岳′Sり解″
'S力
θデカ′距れ' 

クロヘリとメ″トウ 宇治市五雲峰.78.W
′84.Ⅵ .3′

′
84・Ⅶ .1′ 写4.ⅥII.26(6 ex)′ ′85Ⅸ.15(2 ex〉 r85,X,10′ r86Ⅶ.lt y87.VII.6(2 ex)′ ′

00・ V・1;八幡市木津川
′96.Ⅵ。22
Sり解η

'S'甲
οガじ'Sク

とヒメテントウ 西京区大原野′78,V,1■ 79.V.4(3 ex)′ r80.IV.29(3 exl;伏見区醍醐 178,V.3′

178.Ⅵ.10;宇治市天ケ瀬 r94.Ⅵ.25
S整

ぽ′修監ζI峰離 宅 議 .ザプ蓬撃輩碓罫ゴi脚
・Ⅵ2X5呵 ;宇治市五ケ庄明 .Ⅸ5修鈎 ;宇治市

r96.Ⅲ .17;(相楽郡和束町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山
181.Ⅸ .15:綴喜郡井手H「 '841X.2(2 ex)′ r95.V.6

SCノタ
'ι

″
'S々'=クノ

′″知と
'カ
ク・ヤヒメテントウ 宇治市宇治川り61.27(3 exlァ ′96.Ⅵ.1,綴喜郡井手町′83,V.29′ r85.Ⅵ .16

r86,V.5

Sり糊盟クS PttFF`「と,'Fsコクロヒメテントウ 西京区松尾′78X.1′ ′79.Ⅳ.25(2 ex)′ /791V.29(8 ex)′ /79.Ⅵ
.17′
′79.Ⅷ,7(2 ex)′

y79.VII.14(3 ex)′ ′79.VII.21(2 ex)′ ′791X.24(2 ex)′ ′80.V.24(2 ex)′ ′80.Ⅸ .14;西京区大原野′78,V.14(2 ex)′
′80.Ⅳ。29(5 ex)ァ イ80,V,4′ ′80,V.11′ r80.V.18;西京区桂

y75.ⅥⅡ。15,東 山区豊国廟 ′(X).Ⅳ.28;伏見区醍醐
′77.V.14丁78.V.3ァ イ84.Ⅳ.28(3 exl i伏見区藤の森′78,V.1′ ′79,V.20(3 ex),宇治市五ケ庄

r〃.Ⅶ ろr83.V.12(2

exl′
r83,V.21(2 ex)′ ′84.Ⅵ 12;宇治市五雲峰′77.ⅥI.2ァ

′78.Ⅵ.9′
/97.Ⅵ正I.16(2 ex)′ ′97,VIII.23ァ イ97.Ⅷ.30;宇治
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市天ケ瀬 ′75,V.2ち ′76,V.10′ 76.V20′ ′78.V.4′ ′78,V.13(2 ex)′
′94.Ⅵ.25(2 ex〉 '971V.26;綴喜郡宇治田原町大蜂

山′77.V.21/78,V.27:(相 楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山
′81.Ⅸ。2α ′81.Ⅸ .23(8 exlァ ′83.V,4;綴喜郡井

手町r81.V.2t r81.Ⅵ.ろ
r95,V.6

Sθノ解″"dイ
('じわ″体 エセツマアカヒメテントウ 西京区松尾 '79.Ⅶ.21,(相楽郡和束町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山181,Ⅸ .23

Sじノ解″夕ε″タデじ♂PSナカ・とメテントウ 西京区松尾179.Ⅸ .24

Sυ解
“
″sチιテたと,b,ノι

'SttFタ
ルギヤ光メテカウ 西京区松尾'79,IV.25′ r80.Ⅶ .5′

′80.Ⅸ ,14

鞘 ,号結47等Zi&埓′ザ諏講ヨγ敢鼻増黒罫理鶏最暴恋認 地;宇治市五雲峰狙.Ⅵ島

紫鶴盤μを
`得

.陥蘇殷尾ど∬・:監辞1子ЯVL男 7ЯⅥ■ろ′刀.Ⅶ.ろ 7ЯⅧ,14′翻Ⅳ2■西
子市五雲峰 r71.Ⅵ

.ろ %.Ⅵ.21′
′78.V.20′ r78.Ⅵ。3;宇治市

天ケ瀬 ′78.V.4(2 exlA空
8缶留t8訛)′聯 路で隷安熟録靴繊縮 た

r蜜

'V・

25′
′79,V.t i79,X。 10(66

登胎協力 な々rι,クロテントウ 西京区大原野180.V.11′ 178.V.14;宇治市五ケ庄お3,V.21(3 ex)′ r84,V.2勺 /84.Ⅵ.12;宇

P斎虜π章夢サ猪
・
祐病Й亀簡

町
離 見 ′乃.Ⅵ.1ろ ,刀.ヽ咀.21(2c文)′

r79,Ⅸ .2t r80`Ⅵ .2Z′翻,VI.5;宇 治
市五雲峰174.V.7;宇治市天ケ瀬′98.V.9,綴喜郡井手町

f82Ⅵ .5(2 ex)ァ おlⅥ・ろ′92Ⅵ.13(3 ex)
C与
よ名岳:た筈箕客電

メアカれケントウ 西京区松尾 ′路.X.1;宇治市五雲峰′々 V.31′ J75,Ⅵ。13;宇治市天ケ瀬

C″″οθοィクsr,I♭″夕ε 7カラテ琳ウ 宇治市五雲峰 175.Ⅵ。13(多鈎

岳靴′傷絆 ド4・詠ゥ鞘 f慾義長厨;a」
「
i::士

Rο′ο
'加
じο
“
じο
'0イ

アカイロテントウ 宇治市五雲峰 r71,Ⅵ正.19′ ワ5.Ⅵ .21(3 ex)ァ ′78.Ⅵ 3;(相楽郡和東町一綴喜郡宇治田

R婦盟ぴ紹魏残ず脇 ントウ 西京区大原野′80.Ⅳ.2男 ′制.V4;宇治市五雲峰′74.Ⅵ.1島 /ん.Ⅵ.21(2 ex)′
′97.VIII.16,(相 楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山′8■Ⅸ.20(2 ex)

Rθ′ο
'力
″,デοじJ々じ協 アカヘリアントウ 宇治市五ケ庄 B3.V.12

m″P9′′″ど,,オ″θ′て,c',,7″夕“
じ物″

'解
bθ″,貶丁ン'ュウボ 氏ントウ 宇治市宇治川′96.Ⅵ.1;綴喜郡井手町 181,Ⅵ[16′

187.Ⅶ 5(2 ex)ァ 89・Ⅵ I・1寄 り4Ⅸ.15

orυヵルと,t,,″ザ
=ι

rチ初チ′シロトミ粛 ドウ 西京区松尾 180.Ⅶ ,20,西京区大原野 182,IV.29
C′′υ力ηク,′″θr′¢じ,解

=ク
士チ′協 抑プュウンホ

"ン
トウ 綴喜郡井手町 ′(l(l.V.2

C,Iυ力 ηガガθじ
'″="ナ

チ,筋 シヨゾ
"ゴ

ミ声 ドウ 綴喜郡井手町′981V.19(2 ex)′ /(lll,V.2ァ /00.Ⅵ
I.1′
′00,VII。 10‐15(4 ex)′

r00.Ⅵ [19
Cθじじ丁ηθ】′,sTチて,η

'7夕
″じチと

'チ

′ナナホ
"ン
トウ 伏見区藤の森′78.V.1(沢 田誠二採);宇治市宇治川イ79.IV.15;綴喜郡井

手町r82.血.22 他各地
CοεじF“′力 じrοた力iマクガ好ントウ 綴喜郡井手町 1841X.2′ 186.Ⅵ[.6(7 ex)ァ 弩7 VII.5′ ′91,V.5ァ ′91.ⅥI.ろ

′94:Ⅸ ,15(18
ex),人幡市木津川 /96.Ⅵ.22(3 ex)
働″θPあ εσ″,ぉ ムッキホ・シ″トゥ 左京区大文字山り1.XI.17
Pr甥】ιと

'″″
θ″じr,とメカメノコテントウ 西京匹松尾′78.X.1ァ イ79.ⅥI.21(2 ex);西 京区桂 /70,ⅥII;伏見区醍醐 77.V.14

(2 ex);宇治市五ケ庄 /82.Ⅸ 14,宇治市五雲峰r75,V.23;宇 治市宇治川 '79,Ⅳ,15,(相 楽郡和東町一綴喜郡宇
治田原町)鷲峰山r81.Ⅸ.15,綴喜郡井手町

/81.Ⅵ.26′81.ⅥI.4′ 82.Ⅵ.12′
′84.Ⅵ ,3ァ

′85,Ⅵ.2(2 ex)′ ′85.Ⅵ.16′

r85.Ⅸ
.15ァ
′85,X.10(5 exl′ ′89.Ⅳ ,16′

′91 VI1 7;人幡市木津川 /96.Ⅵ.22(3 ex)
EοじvI″力

“
ガ万 ムエアシ叫芳ントウ 西京区松尾'79.Ⅳ.25,東山区豊国廟 r99.Ⅵ

9′
′99,Ⅵ.12′

′00.IV.28;伏見区醍醐
i84.Ⅳ .28(2 ex)′ '78,V.3(3 ex);宇 治市五雲峰 i77.IV.30′ ′96.Ⅳ.13(落葉下);宇治市天ケ瀬 ′94.Ⅵ .25′ り3.Ⅵ.6;綴
喜郡井手町′81.Ⅵ .2身 /85.X,10′ r86.V5′ ′00,V.2(3 ex)′ ′00,V5ァ /Ⅵ.27
働解知

“
,,,χノイri″お ナミテントウ 左京区大文字山′9■涎.17,西京区松尾′80,Ⅵ .22,西京区大原野′80,V.4;東 山区

豊国廟′99.Ⅵ.9;伏見区藤の森 r78,V.1(沢田誠二採)′

r79,V.20(5 ex);宇 治市五雲峰′71Ⅵ,9′
′73.Ⅱ .1,宇治市天

ケ瀬′75,Ⅵ.1,宇治市宇治川′79.Ⅳ .15(6 ex);綴喜郡宇治田原町大峰山/74.V.2,綴喜郡井手町′81.Ⅶ lし
r86.V.5

M√じ纏″おたわ′θと,“sね ク[lスシ'チャイロテントウ 綴喜郡井手町喀4.VU.1(28 ex)′ 84.Ⅵ .3(S ex)ァ r84.VⅢ 25(7 ex)′ ′85.Ⅵ.2

(19 eX)′
r85.Ⅵ

.16ァ (5 ex)′
185.Ⅸ .15(12 ex)ァ 喀5,X10(42 exl′ ′86.V.5(3 exl′ ′86.ⅥI.6(3 exl′ J89,V.28(10 ex)′

r90.Ⅵ I.26(3 ex)′ ′91.Ⅵr.7′
イ92,V.10′ r94.Ⅸ .15(14 ex)′ 他多数江V～X.
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西京区松尾′79,ⅥI.14(f.9′ '′
T''71と,c,肱 歩夕s);伏見区藤の森′79,V.20(f.

;宇治市五ケ庄
r71,V,17(f.,″ J'チ

'S,2 ex)′
′71,Ⅵ。9(f。 ,″加夕s)′ ′73.X,1(f・

嚇承揮雛勒甲ご蕩1籾僻獲畿斧鞣井
鶏軽挿≠:移錦齢儲批鴇滑私′は212eぅ

帝署羞乾重ど鐸乳警苫ど
'尋

冷:監郎 瀬
瑠刷瑞躁髯犠 ヮュⅦ,嘲喜郡好呻X2

聯独粋軸薙緋醒靴モユ魏監脇
じ潔密くヽ

芯除外しておく。

繊 離 姦
F発豊景:を

'「

覇
好与説 第

｀
亀 ごT稗穿T孔動

q炒 刑 宇治市木幡糾

甲臨 識.課縮馳 籍 船 ウ瑠雷響審 物舞″

"鞠ENDOMYCHIDAE テントウタ'マシ科
防 滅力″加rpマ渤ψ″慟ダウ

戻資置冨縣出サ顎播 :績宵翌慈の森 7ЯⅥ■叩 醐 朝 ;宇治市工雲峰

埒銘:勝剛 ミ2身
堵ζ絶ど解 r隠   越   ね   票環掌A■鶴 犠 球温:【絲
Sと

|!ζlを:|す!紗そと4格子告f;tヶぞ紺 孝猛ぞ」寺帯;イ鞘比
期 綽 鍵甚ζ魃筵発鴇℃鶴郡終絶整鷲碗

か mandalaか ?)
中アントウダマ`ノ 宇治市五雲峰 '96.X.191C,'ワ ′ι

''Sp.(ノ
ウタケ?但 し径 18セン

Eθチθη,ノじ
'ι
'S pttl,Sク
ロモンダ"級選鞄謝げ聴鞠聰い&Tが

p;

沸材脱卜",肋・と,尋票 韓 赫 魏 爾r絲墓ピち淮子市≒
ゴユ宇

lti子鴛 :!露盤lrどΥ子テ         止V Oen
義醗房婦;チ泌解七?与期t芳含

“

'1稗策私比ギ駆明押 隅 寄境蟄琶染井ωω
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CORYLOPHIDAE ミン・ンAシ科
Arチ,,′θI袴 ルηお

'ナ
カク・ロミノンムン 宇治市五ケ庄 184.Ⅵ.12(多数)′ B4.Ⅵ[【.17;級喜郡井手町も6.V.5.

Arナ″,rθ″Sο″θ,1=″εマエキミプオン 西京区松尾 ;西京区大原野 ;宇治市五雲峰 ;宇治市天ケ瀬 IL Ⅵx
A'どο″′r″,r,′′夕δ″″

=θ
θ
'■
9チ1'イコミプンAシ 宇治市天ケ瀬r98,Ⅵ.20

DISCOLOMIDAE ミン・ンタ・マン科
ス″

'T′

盟θψ 】夕S'Iて
'″
″ねフアどと

'9汀
θ,θ クロミノ〃 マン 西京区大原野′74:V。 19(2 ex1/76.V.5,伏見区醍醐 '741V.19,宇 治

市五雲峰 r93,IV.4′ ′96.Ⅳ.13(5 ex)′ ′97.Ⅲ ,15(2 ex);宇治市天ケ瀬′96.Ⅳ.6(3eL枯松樹皮下);級喜郡井手町r96,V.3(3 ex)i他各地に見られるが、あまりにも普通なので採集していない。

PHALACRIDAE とメ,サAン科
膨カィθ″√肋s夕ιittθ万じ夕sキイロアオガとメハナル 西京区松尾 ′79.Ⅸ ,24(3 ex)′ r80V.24;宇治市五雲峰 r75,V.23;宇治市
天ケ瀬′76.V.27;綴喜郡宇治田原町大峰山′77.V.21,(相 楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町鷲峰山r81Ⅸ.23,綴
喜郡井手渾「」

~デ
84.IX.2

脱形湖デチクsじο″0",Fク 5へ'エモインナカ・ヒメハ泌シ 西京区松尾 /79,ⅥI.ろ r80,VI1 20,西京区大原野′80V.4;(相楽郡和束
町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山/81Ⅸ .15ァ

イ81Ⅸ。20(3 exl′ ′81.Ⅸ .23;綴喜郡井手町y95.V6(2 ex)
S歩ど,bクd効%d士,′脇r,I(,ァカホ・シチヒ'とカサムシ 綴喜郡井手町 89.ⅥI.9/′ 96,IY.28

CISIDAE ツツキノコ科
Cお ♭″Sθカチ,′dフタオビツツキノコ 西京区松尾喀o.Ⅶ.5
Cね カノfrθg/ノ″力Fじ′sコ・▼フツツキノコ 宇治市天ケ瀬r97.IV.26(2 ex)
Cお じθr加ゎ″ユθε′と,キ〃ツキノコ 宇治市天ケ瀬'79.Ⅵ .9.

MPο″ηttr9εね♭宅υお夕'脂ツツキノコ 宇治市天ケ瀬'93Ⅸ.11
N♂οιテ,“切rナカrο

“
bFじ′打η′rl〃 dフ妙ノツツキノコ 宇治市天ケ瀬 ザ95.沌 ,11ァ

′961V.6
0じ子θ修解″夕,力 ″ 々″ ο″Sツ pッキノコ 宇 治 市 五 雲 峰

r95.Ⅵ
正.1

0じナ0″,ヶ′々クd″フθ々
'じ

クδカタ|ハ・ッッキノコ 宇治市天ケ瀬179.Ⅵ ,9

LATHRIDHDAE とメマキムン科
δナ♂″力θ,チιオカタεじ力丁μθ″誌 とメマ払ン 西京区松尾 179.Ⅸ.24,宇治市五ケ庄 r86,V.23′ r86Ⅵ,20;宇治市天ケ瀬178.V.13
,綴喜郡宇治田原町大峰山イ79.Ⅵ .2

E″た″,′夕∂力ねすr,9とラムネヒメマキムシ 綴喜郡井手町お4Ⅵ 3
ル「力″ο″ナテ′,′,'T,″pο打,fη ヤマトケンマキムン 綴喜郡井手町r85 ⅥII.6

M力″θP,どチ肋′,,″′J′ ,々=″サ,ユ ? 綴喜郡井手町B5Ⅵ.16B5。Ⅸ.15.
Cο rチ′ι・′″れ,=力bθd'ウスチャ″マキムシ 西京区松尾′79,V.20,宇治市五ケ庄′79,VII。 19′ r83.V.21(2 ex)′ /8_3V.26(2 ex)′
r83.Ⅵ .6(2 ex);宇 治市宇治川′94,X.8;綴喜郡井手町r81.VI1 5ァ ′81,Ⅸ .23(3 exlァ ′82,Ⅵ .5′

r84.V.2ろ ′84.Ⅵ.3ァr84Xlァ ′87.VⅡ .8

Cθ″ナわr力 θ″″ガ,クロオどとメマキムシ 宇治市五ケ庄 ℃3,V.18ァ B4Ⅵ.12,宇治市宇治川′96.Ⅵ.1(2 ex);綴喜郡井手町185,Ⅵ lc B9.V.28′ r96.IV.28;人幡市木津川′96.IV.27
Cο″′肋r力 sθ″η筋 入幡市木津川′961V27(5 exl
MYCETOPHACIDAE コキノコムシ科
と,チη

=ク
θ″フθ肪じ23ヨモンヒメコキノコル 宇治市五雲峰′97.Ⅵ .ろ り7.ⅥI.5(3 ex)′ ′97.ⅥI.19(3 ex)

Mノじて
'仲″T′S′η″々 ,Tと,オクsとダダトコキノコ 右京区嵐山二尊院/9o,v,24,西 京区松尾 180,Ⅵ 22(4 ex);伏見区醍醐

'78.Ⅸ 23;宇治市五雲峰94.V.15(4 exl′ J95,VⅡ .1(多数、とトクチタケ)′ r95,Ⅶ 8(2eみ とトクチタケ)′ ′96.X.5,宇治市天ケ
瀬177.V.21′ ′94.Ⅵ「.30;綴喜郡井手町螂1,Ⅵ ろr33.V,29
んTプfて,めフアT'='Sp夕 sチガθsクsコマタ・ラヨキノヨ 宇治市五雲峰′98.IV.18(ヒ トクチタケ);綴喜郡井手町186.Ⅶ 26
Tlノ″力′て'′ ∂ナ″じθttη チ1'イロコキノコ 綴喜郡井手町r81.ⅥI.a r81 Ⅸ 23(9 ex)ァ /85,Ⅸ ,1身 r86.VII.19(2 ex)r y86,VII.11′/86.Ⅵ

I.31ァ
r86.Ⅸ.lt r87.VII.31′ ′89.ⅥF.男 '39.Ⅵ [.15,189,VΠ I.9,

Pと,rr:肋″脇跡 崩ナ″″
'ア
カメゞクロコキノコ 西京区松尾 f80,V.1ろ 78.沌 5,西京区大原野 80■V.29～ V.18(9 ex)

P,r′肋″施チて,S力ψttFウスク
・口をケ'ホ'ソコキノコ 宇治 市 天ケ瀬 /98,V,9

CILYDHDAE ホソカタムシ科
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榊   絲告  彩

辮 鹸 撒 解 穂 必静後騨 解λ良留琵冠鞠 鍮

夕献記録種 (上記の目録に含まれない種) CFて,o“ぉ
''1=ク

β子港s肋,Sナカ・とラ外ソカタル Uji(type 10cahty):T・ Nakane

(1967‐ 8)

「77.V.14:宇治市五ケ庄 '79,VBO～ VI1 3(4 ex)ァ '78,X.9′

略6.Ⅶ .14～190e⇒′′95.Ⅶ.25

静露持f壊聾轟籠浮標イ号ず倫冴∴戻警熟手町
3.Ⅶ,1ろ

′79.V.30′ r79,V.30(2 exl′ ′79.Ⅵ.25′
′79,Ⅶ.3′

[.身
′86,VI.12

津川'81.ⅥL.ろ り0.Ⅸ.23(多数)

,天ケ瀬り6.Ⅳ.6(3eL枯松樹皮下)

梅ぢ〔撃晶 1篤y私鏑 7狙耶′
宏造境亨巻絲 摯蹴.Ⅳ・";宇お市五雲峰
路跡l彩嘉研覗糾:鼈筆蜂甲

t

l孫等洸協紹景ξますli淋を子鳥為
感江絶抵移霧こイ4子発il宇前天ケ瀬りえV24“

P議♭θ″lr,“なイοじθて''T例“
クロツヤキノコゴミダマシ 宇治市五雲峰

′94V.乳 ′96.Ⅱ .24′
′97.ⅦI.30 o en;宇治市天ケ瀬

ζtt r95,Ⅶ.1(3 ex、 とトクチタケ)′
′96.X可.7(2 exァ 粘松樹皮下);

吃峰r00.Ⅵ,30(18 ex、 とトクチタケ);宇治市五雲峰
r95.VⅡ .1(ヒト

|′95.Ⅶ.1(多数、とトクチタケ)′
′96江.t r96.Ⅱ .24;宇治市天ケ瀬

醤ξ与チと費髯持好r髭詫.子を】野FT罵秘
'鋸
騨ェⅦ駅

(.13(8 ex)
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ねじ力ηθ′,cryど,s′。r梯 とラタキノコゴミダマシ 西京区嵯峨二専院′90.V.24;東山区阿弥陀峯 '99.Ⅵ.12(5 ex)′ ′99,VII.1ろ
℃0.Ⅵ.30(6 ex),宇治市五雲峰 r95。ⅥI.1(4 ex)′ r96.XI.23(3 ex〉 ′98.Ⅳ.18(いずれもヒトクチタケ);宇治市天ケ瀬′94.Ⅶ.30(12 ex〉 ′96.Ⅳ,6(15 eL枯松樹皮下)

D力じrFη,り佑θ力F,sフタオと'ツヤゴミダマン 綴喜郡井手町182,V.29
0rο″ri″ れ冴,チ`,ナガ▼

ゴミダマン 西京区大原野ど78.V。 14,東山区智積院′99.V。 20(2 ex);伏見区稲荷 ′84.I.27(2
ex),伏見区醍醐′74.Ⅳ.15(2 ex)′ ′74.IV.29(3 ex):宇治市五雲峰′71,Ⅵ.7(5e,′72.V,31′ ′74.Ⅲ .9′

′78.Ⅵr.22ザア94,V.22(3 ex)′ ′96.IV.13(多 数)′

′97.Ⅵ,7(2 ex)′ ′97.Ⅵ,21(15 ex′ この日カナわ〃るの雄を採ろうと目に付いた
Orο″ri″ を皆採集したが、採れたものは本種と2頭の3′肋″だけだった)ァ

′97.ⅥI.19(2 ex,こ の日の Orο″ri″
はこれと,″i2ナ,2 ex)ァ ′97.ⅥII.23ァ

′97,Ⅵ狙.30(3 ex);宇治市天ケ瀬′74工V.ろ ′751.18
0rθ″″′協rんθ〃お フトナガエプヨ・ミダウ 宇治市五雲峰りろⅥ.7(2 ex〉 /97.Ⅷ .16′

′97.ⅥII.30(23 ex.体 長 (11～ 14
mm)′ 太いの、細いの、条溝のかなり深いもの、等の変異が激しい。この日は他に s拘磁協 l exァ F“

`√

タナ′Э ex,
すべて乾燥した、腐朽の進んでぱさぱさになった1本の朽木から採れた)′

′98,V.23(3 exl
OЮ″滋 Sr滋協 ホソナカ・エプゴミタ・マシ 京都市伏見区醍醐 '74.Ⅳ ,29,宇治市五雲峰′96.Π .4(6 ex〉 r96.XI.23(枯松樹
皮下)′

′97.Ⅱ .身
′97.Ⅵ.7(2 ex)′ ′97.Ⅵ.21(2 ex〉 r97,VⅡ .19(2 ex)ァ イ97.ⅥII.30;宇治市天ケ瀬′98.Ш。14′98.V.9

TrF♭θメデ′″ f′sとと,“ι夕
“
コクヌストモドキ 西京区桂′74.ⅥII.20(3 ex)′ ′75.Ⅸ .20′

′76.V.25′ '76.ⅥI.16′ 77.Ⅸ ,1′
r77.Ⅸ .t′78.V,30;宇 治市五ケ庄 r78.Ⅸ

.13′
r78.X20ァ r79,ⅥI.25;宇治市五雲峰り3.ⅥII.28;綴喜郡井手町′81.Ⅵ.2身r82.X.10(9 ex)′ ′31.Ⅶ.t′ 85.Ⅲ .1(多豹 ′!97.I.3

y,。解ι『♭。″ガfv,ヨツコプゴミタ・マン 左京区大文字山′85,涎 17;伏見区醍醐 ′74.IV.15(2 exl;宇治市五雲峰′72,V31
(2 ex)′

′74.V,7(4 exl′ ′万・V.23(2 ex〉 '71,VI。 19′ ′78,VI.3(2 exl′ ′71,V.1ろ ′82.Ⅷ.24ァ
ン87.Ⅲ。(羽脱)ァ

イ96.Ⅱ,24(3 ex1/
り7.VIII.23,宇治市天ケ瀬 r74.IV.17(3 exlァ イ75,I.11′ ′751V.13(3 exlァ イ97.Ⅸ.20(4 ex);宇 治田原町大峰山 '74.V.2
Vlο解,α,と,,オオエク'リコ・ミダマン 西京区大原野 r76.V.5,伏見区醍醐 ′74.Ⅵ .19;宇治市五雲峰 r74.■,22,宇治市天
ケ瀬 r79.Ⅵ.t r95,X.28(3 ex),(相 楽郡和東町―綴喜郡宇治田原IHJl鷲 峰山 r81.Ⅵ.19′ 81.Ⅸ .20(3 ex)′ r82.V.5,綴
喜郡井手町′81.Ⅵ .2与 ′81.ⅥI,7-10(6 ex)′ r82.Ⅲ.14(3 ex)′ r86.VII,14′ 96.IV.29ァ ′00.ⅥI.8
y,。筋̀

『

物 ぉ切rFエグリゴミダウ 西京区大原野 ′77.V.1;宇治市五雲峰′71,V.17(3 ex)′ ′74.V,7:宇治市天ケ瀬′74.IV.13(2 exl′ 75.IV.13(6 ex)ァ イ75.Ⅳ.19,(相楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山 81,Ⅵ,18
ス′″力Fナ0♭ルs″甲加 務々 ガイマイゴミダウ 西京区桂 /74.VII.10ァ ′79,Ⅶ.16′

′79,VIII.15′ r801X,1島 ′80,X,7;宇治市五
ケ庄 r73,Ⅸ

.19′ `80X.t/84.Ⅸ .20′
r90.Ⅵ。10;綴喜郡井手町 r81,Ⅵ f.ろ r80.Ⅵ .1ろ ′87.Ⅷ.25′

r88.Ⅵ
I.ろ r98,VII.1(2

ex)

'ノ

pθ″力乃例s解 チ々〃る アメイロホツヨ・ミダウ 東山区豊国廟′99,VⅡ.17;宇治市五雲峰り7.Ⅵ.21;宇治市天ケ瀬
74.Ⅵ.22～ 29(4 ex、 中根猛彦同定)′

r98,Ⅵ
.6

九rθηと,フヵ″,S'rて,ねじブお オかヤッホソコ・ミダマン 宇治市天ケ瀬179,Ⅵ 4(2 ex)
M9,,η力″,s′夕じて,,1,コツヤホソゴミタ・マシ 宇治市五雲峰1〃.ⅥI.2′

r97.IV.12:宇 治市天ケ瀬り4.V,7(2 ex)|(相楽郡和束
町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山℃1.IX,15
能,Tて ,♭れ 解θ/″θ/チャイロコメノゴミダマシ 伏見区藤の森 !79,Ⅵ

.11
μ,どて,br丁9 οbsじタィ,sコメノゴミタ・▼シ 伏見区藤の森 180.Ⅵ .24;綴喜郡田辺町″ム`井f79.Ⅵ .24(沢 田誠二拘
Prο″ヶて,チ,どお切,」″体 ユミ,状芸ゴミダマン 西京区桂/76.V.9;東 山区阿弥陀峯r99,Ⅶ.17;東 山区智積院′99,v.20(2
exl;伏見区藤の森′76.IX.28;宇治市五ケ庄′75,ⅥI.9;宇治市五雲蜂′71.V.1ろ ′72.Ⅵ.10ァ

′9アVII.5;宇治市天ケ
瀬′75.V.10′ ′77,V.21ァ /97.Ⅸ 13,綴喜郡井手町′87.V.20;綴喜郡田辺町″ム`井ヶ丘′98.Ⅶ .25(沢田誠こ採)
E″リガ“

と力′S υJοJ′盟μ″″お ルリコ・ミダマシ 東山区智積院r99.v。20;宇治市五雲峰′74.Ⅲ .9′
J〃.IV.23′ ′77.Ⅵ .9′′78,V.2時 ′78.Ⅵ .17(2 ex)ァ r78.ⅥI.22,宇治市天ケ瀬′76.V.20′ ′84.Ш .31′

′97.Ⅸ .20 15 ex)
Tθガじ″″′″たοr,,クテク解 ミツノゴミタ・マシ 東山区豊国廟′00.Ⅵ,30,宇治市五雲峰174.V.ろ り4.V.14(2 ex)′ ′94,V.22′
r96,Ⅱ .4(2e卜 )′

′97.Ⅵ,7(4 ex)′ ′97.Ⅵ.21(2 ex)′ ′97.ⅥII.23′
′97.ⅥII.30(2 ex),宇治市天ケ瀬′95.涎,11(2 ex)′′96.Ⅳ.6(常松樹皮下)′

′97.V.24′ γ97.Ⅸ .13(2 ex)′ ′98.Ⅵ.6:綴喜郡井手町Bl.ⅥI.18
Cれプフ″l,9夕S力9脇じク∂ツノゴミダマン 伏見区藤の森'75,Ⅵ I.21
隆″

'″
カプ:】"S′'打

ガを甲イエプゴミタ・ウ 伏見区醍醐 183.Ⅸ .9;宇治市天ケ瀬℃9.ⅥI.15,(相楽郡和東町―綴喜郡宇治
田原町鷲峰山'77.V.21,綴喜郡井手町喀1.Ⅵ.2身 r00.VII.1

S,,″,vIIク rιl cθて,r″ /て,′ ルilッヤとメ|マワリモドキ 宇治市五雲峰り5.Ⅵ .30′
′97.Ⅵ ,7;宇治市天ケ瀬′97,V.1ろ ′98.Ⅵ.6(2 ex)

P,どと″θ′とヵk,ど97,陀脇 ズヒ・ロキマワリモドキ 西京区松尾′79Ⅵ.17(2 ex)ァ ′80,Ⅸ.14;宇治市五雲峰175,ⅥI.9ァ
イ76.V.29(2

ex)′
′78.Ⅵ。1ろ ′97.Ⅵ .ろ

′97.Ⅵ,21(2 ex)′ r98.V。30;宇治市天ケ瀬′74.Ⅵ,1(2 ex)′ ′75.Ⅵ.14′〃,V.21′ r98.Ⅵ.20,(相
楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山/81.Ⅸ .23;綴喜郡井手町89,V,28

L′釦ティο士″″ガ肋″と チどヒサヨ・ゴミダマン 東山区豊国腕~り9.涎.7(7 exl′ ′99,沌 ,20(3 ex)′ ′99.XI.27(2 ex),宇治市五雲
峰r96.湘.16(2 ex)
T,4Pθ】′θοr`rFじο,Iね マlレど、ネゴミダマン 宇治市天ケ瀬

`5.IV.6
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下 178,V。14;宇治市天ケ瀬 78.Ⅵ.14(4 exl
l醐 '74.Ⅳ .15'宇治市五雲峰/96.沌 .23(3e巧 描松樹皮下)ァ

サ皮下)′

イ97.Ⅵ .7′
′97 VIⅡ .23

.Ⅵ .16′ '80,Ⅵ .22(3 ex);東 山区智積院′99,V.20,伏見区醍醐

塩整寛よ宅留秒″齢鶴;継鑑藤サざ瑠紬ゞ辟 協:齢糾:鶴稚緊区嚇
∵端鑑規喘.咄 齢7ぜ蟹路色勁;(

:|:ボ穂 .澤
喜郡井手町r98.ⅥI.22

ζ市五雲峰り7.ⅥI.5

と‖与与打よう考甲娩脇ナ酬 .鮮櫂解翻祀冤蹴
ば肌Ⅷe

チ翌ひ]芳子電ょっこと訴旱:ζ哲:旨罠そ昔iI争縣 娑予蕉吾,端 琵耳;看
''と

∇、が1≧岳ξれ摺学髯岳1ン

v叩‰瘍渤紆V郁始狗駒鞠 騨所が
狩

イ97.Ⅱ .8′
r97.IV,12(枯 松樹皮下),宇治市天ケ瀬

′75.I.■ (4

:I伏見区藤の森′78,V.1ば田誠二採);宇治市五ケ庄
宇治市天ケ瀬'76.V.10;綴喜郡井手町′81,w.2身

琥鳥協M折∫七y,舟嶺夢モチ
"ゴ
ψ,ゥ 疎離75■駅4呵 :籐糾岳H「お生VL身′∞・ⅥB町や∈Ⅶ・駅2

統町脇坊猛R解シ西翠承亀協浮滸茅r,扇講覆胃惹繋鍵墨塞罫零ち扉蓄Eア落軍簾挺ゴ彗逸号鋸よ
糾 πれ汗身ガ都ルダゥ西京区松尾鉗詐掃財み艦駐露豪がゴれ謂鷲

麟魏麹辮  錘鰯鵜を齢鵜
井手町r82.V.10′ ′84.V.1

ALLECULIDAE タチキAシ科
ス:離 T弊 綿 み4▼5現客孔鞘

用 東山区豊国廟切 M兄 宇治市五雲峰%工ち
[V.7′

′78.Ⅵ.14(2e⇒ ′′82.Ⅳ .18(2 ex)ァ
/84.Ⅲ.17(2e玲′

逮】,権ガ癬ゾ研歌″暴爾錨税
′
:撃急原野r測Ⅳnt鈴市五騨7aⅥ.“/路W2男

効 帷 騨 難 瑯す耗駕免監型脳 れ 占∬
瓦脅泥統ず崩考:・∵♂ギ流ざB番繁ピ桂y路.Ⅶ五班宇治市五雲峰りaⅦni宇治市宇潮ド%.Ⅶる;綴喜郡
井手町′81.Ⅵ .26′

r81.Ⅵ
I。3～4(4 exl′ ℃5.Ⅵ .2(8 ex)′ r85.Ⅵ.10ァ

イ95,VII.4′ r00,Ⅶ .1

る,解肋 0じガ,',オカ'タクチキ 級喜郡井手町′00.Ⅵ.18(6 ex)
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打プ解打,ど力″η
'じ

ο
'9rツ

や`'ネヒメクチキ 伏見区醍醐′77.V.14;宇治市五雲峰77.Ⅵ .9(3 exlァ ′95.ⅥI.1ァ
ン97.Ⅵ,7(4 exl;

宇治市天ケ瀬 y75,Ⅵ。14//79,Ⅵ.4'97,V.31(5 ex)

文献記録種  上記の目録に含まれない種として、塚本珪―・高椅 敵・水野弘造(1993):京者る府産ゴミムシ
ダマシ科および近縁科甲虫目録監査移行中談話会資料第六号)にあげられているのは次の種.A'肪,I′ r,,"ね

ホッアカクチキAン、Lθ
“'″

′οじ,肋協 フナガタクチキル、Hノ解伽ガカイ1戸P卸“
ね アル`'ネツヤクチキAシ、C陸打わ7加夕,カプPθ

`'r,チ
′キイロクチキ

ムシ.

TETRATOMIDAE キノヨAンダマシ科
Pた9,,s'“sな″F,アルギコキカダウ 伏見区醍醐'74.Ⅳ .19(3 ex),宇治市天ケ瀬r94.IV,15′ ′96.V.18
Pお9“クsr,ブ

'″
おんアカ″コキノコダマシ 西京区松尾80.IV.20(2 ex)

Pθ
“
rltι ″P,“'モンサカ

・クチキ 宇治市五雲峰り4V.21(2 ex)′ ′97.Ⅵ.7(2 ex)′ r97.Ⅵ.21(2 ex)′ r97.VⅡ .5′
′97.ⅥIl.30(2

ex)′ り8,V.23(2 ex)

文献記録種 Tιナrr,オθ,ヶ,v73′た'=ク
肪 ルリキノヨム沙'ウ 大文字山 (基産地)

CEPHALOIDAE クどナカ'ムシ科                   ・
C甲肋アοο々 μル″Sクどホ・ソムシ 西京区大原野 '76,V.5′ '79,V.4′ BO.V.18

PYROCHROIDAE アかネムシ科
Psι″′θPy,りじl'′・θ,″″θ崩̀

:′

オエアカメ悼 西京区大原野180V.11(多数),(相楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山
181.VI.18

P駅雑響′路q管14偕留塊爾既;隠藤ち却腿解輝19 eXl;疎欧剛
Ps(1,ど

'ο
″ノЮε″′″θ,,71カイカ とメアカハネ 西京区柱 r74.V.6

SALPINGIDAE チどキカワムシ科
Lおεθ′て,",,'9τ ナ″″,″,クリイロチビキカワル 西京区松尾 r79.Ⅵ 17;宇治市天ケ瀬f74.Ⅶ 8
LFssθ′て,″,,′ 力θ

'7印
ηθツヤチどキカワや 西京区大原野・80.V.18(2 ex);伏 見区醍醐 r77,V,14(2 ex);宇治市五雲峰

′77.V.29(3 ex)′ r78.Ⅵ 17,綴喜郡宇治田原町大峰山′77,V.21
とれθガて,″,,″

'デ“
夕と′η,コチど勒ワル 宇治市天ケ瀬′98.Ⅵ.6(2 exl′ ′98.Ⅵ.20(2 ex)

Lれο′ι盟′"拘
傷εi″歩′解 ムネアカチビキカワ膨 宇治市五雲峰 177,V.29(2 ex)

Lttsθ′Fi"F'解ノ″''初
0マメチヒ'キカワル 宇治市天ケ瀬り8,V,9(分 布は九州とされていて疑問が残るが、図鑑類の記述

にはよく合う。頭胸部には金銅光沢があり、辺鞘はやや紫藍色)

MELANDRYIDAE ナカ・クチキ科
Sチθ′|″δ宅,ιJ=T'じ ナクsヨツホ・シやヾ ネナカ・クチキ 西京区松尾 '79,X,10

Sノ″εttrο″力'S解′じЮ″
チ
'r'J“

夕Sカツオカ・タナカ'クチキ 西京区松尾 179Ⅵ 3(4 ex),東山区阿弥陀峯 r99.Ⅵ[.17(2 exl;宇
治市五雲峰′94.VII.2;宇治市天ケ瀬 78.V.4(4 ex)′ r97.V10(2 ex)

河θ
'o,ナ

″ο″カタS崩施iヨツホ'光メ'ナカ'クチキ 西京区大原野 '30.V.11;宇治市天ケ瀬78,V,4～ 13(>15 exlァ ′97.V.2t
′97.V.31
HO'θε士″θPカタS θr″η協1'sア 'ヽモンとメナガクチキ 宇治市天ケ瀬 ′97.V.31(3 exlァ イ98,V.9
Sy″じアl′・θ,″′θ

''“

θナ説協 とメコメツキカ・タナカ・クチキ 西京区松尾 '79,ⅥI.21,伏見区醍醐 '74.Ⅶ .22(2 ex);宇治市五雲峰

′4Ⅵ.15(2 ex)ノ ↑71Ⅵ,19

0rじ脇 ″
'加
″ηsアカオヒ・エセハナノミ 西京区大原野 180.V.18～ Ⅵ 18(4 ex)

Orθ″l¢ぅヽ物 oεガ,お ルゞ イロエψサバ 東山区阿弥陀峯 r99.Ⅵ I.17;伏見区醍醐 178,Ⅸ.23(5 ex);宇治市五雲峰
i74.Ⅵ

.11′
[74.Ⅵ ,15;宇治市天ケ瀬 '75.Ⅵ lァ '75.Ⅵ。13ァ 79,Ⅵ .4

とぞ′?打′
'テ

″ バナカ・クチキ 宇治市天ケ瀬 BO.Ⅵ 5
と々P′θ肋ヵ¢“

F/ん ―サヒ・ノミナカ・クチキ 宇治市五雲峰り7.IV.19(3 ex)1宇治市天ケ瀬′93.Ⅸ ll(2 ex)′ r94,Ⅵ.25

Abデ¢″チrねな“
,妨 ミツホ'沐ソナカ・クチキ 西京区松尾'79.Ⅵ 3;宇治市天ケ瀬/97.V31

P力″θttοチ″ノと'οttε,ィιュ
ビロウドホソナカ・クチキ 西京区大原野.80.V.11;宇治市五雲峰'77工V.30:宇治市天ケ瀬'75.V.10ァ

イ97.V.1銹 ′97V.17
Pヵ rθゎ均 ′ィ11='じθ

'I'Sク
ロホソナガクチキ 宇治市五雲峰 ′97.Ⅵ.7(3 ex)ァ /97.Ⅵ

.21ァ
J97.Ⅵ

I.5ァ
′98,V,30
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―

雛 塀韓札羽 雌牝盤つμⅧμW m
鶴 う与岳孝姜I哲轍 霧;議轄 &響 ぢユ現が税デ身所霧窮協∵ハ
)・ タホソナガクチキ 宇治市五ケ庄 ;M9カ″

'″

y,grθ ttοs,7オ
'ヽ

・.

oEDEMERIDAE カミキリモドキ科
N′″,'′ιs ttθ脇″タイと,ツマク・ロカミキリモドキ 伏見区藤の森′77.Ⅵ,15(沢田誠二採);綴喜郡井手町喀1.VIIX,15
乃″協θじ力′り''η

″
“
,Tι,協 ツノカミキリモドキ 西京区松尾 79,VU.21(2 ex)

乃,,歩″θε力″ο,力
''膀'キ

イロカミキリモドキ 西京区桂 ′76.Ⅵ,29′
′80Ⅵ,28;西 京区松尾′79,Ⅵ I.ろ 79.ⅥI.14′

′80.ⅥI.5,宇治
市五ケ庄 f71.Ⅵ,3α ′72.Ⅵ。10ァ /75,Ⅵ.20;宇治市五雲峰 ;綴喜郡田辺町松井ケ丘′79,Ⅵ .24(沢田誠二採),綾喜郡
井手町/81.Ⅵ.26～ 23(2 exl′ ′81.VII.ろ r82.Ⅵ.12′

r85.Ⅵ .16(3 exl

X,″チカοじ力″θ,筋子OFかウカミキリモドキ 西京区松尾 '80,Ⅵ .22,(相楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鸞峰山Bl.Ⅵ .18(2
ex)
X,■チカoじ力″ο,'クチ″て

''T々
お キ

'ヾ
ネカミキリモドキ 西京区柱 176.Ⅶ.3;宇治市五ケ庄 ′78,Vu,1;宇 治市五雲峰 175.Ⅵ ,13(2

exlァ
′77.Ⅵ.9(2 ex);綴喜郡井手町℃1,Ⅵ .16′

r81.Ⅵ
,28′

X′
“
チカθε力″θ,7ル''″

'′',o夕

sぬ アオカミキリモドキ 宇治市五ケ庄 r71.V23′ ′71,Ⅵ.2′
/72.Ⅵ

.5′
′78.Ⅵ .男

′78,VII.1,宇治市五雲
峰r75.V.23′ ′75,Ⅵ .13ァ 173.Ⅵ.3;綴喜郡田辺町松井ケ丘 r79.Ⅵ 24;綴喜郡井手町′81.Ⅵ .26
傷′【,″,1をЮ盟肋

'ク

θ
'′

たοr,ぉ モモフ・トカミキリモドキ 伏見区醍醐′78.V.3;伏見区藤の森′78.V.1(2 ex′ 沢田誠二採);宇治
市五雲峰′71.V8′ ′71,V.1ろ ′72,V6(2 ex);宇 治市天ケ瀬

′74Ⅳ.20(3 exl i綴喜郡宇治田原町大峰山r74,V.2:級

喜郡井手町r86.VII.6
0?′て,,,″Ю

“
力

''ど

ιュ
“
紗♭ キ″カミキリモドキ 西京区松尾 !79,V。 4:西京区大原野 BO V.11(2 ex),(相 楽郡和東町一綴喜

郡宇治田原町)鷲峰山B3.V.4;綴喜郡井手町
`1.Ⅵ

.7

MORDELLIDAE 'サノミ科
んfθ名虎】

',′
″独

'″

ん と口とダ
'｀

ナノミ 宇治市天ケ瀬 ′75,V.10
M。″rrι rrぉ修

“
′じο″″″Sクロセメハすノミ 西京区松尾′80,Ⅵ.22(4 ex);宇治市五雲峰 r71Ⅵ ,7;綴喜郡井手町/84.V.27～

Ⅵ,3(10 ex)′ ′85.Ⅵ,16(1l ex)
Mθr′て,I′ね修″′

"げ
抄"′'フ

シ・ヤマチど
'ヽ

.ナノミ 綴喜郡田辺町松井′79,Ⅵ.24
Mοrガて,〃ね修

“
′々

`″

ガ キラヒメ,サノミ 西京区松尾′79,V.20′ ′79.Ⅵ,1ろ /80V.24
Mθr′て,′′ね修れ,た,ps,テ クロサヒメブサノミ 西京区松尾′80.Ⅵ.22(2 ex)
Mθ″ダθ/1お修ηθιrι】,々と,7カヒメハナノミ 西京区松尾 r79.Ⅶ ,21

Mo,´′?″′お″れ,'″θo'θ
'Iイ

9sナミアカヒメ,サノミ 西京区松尾′79,VII.21,西京区大原野′78,V.14′ r80.V.11;宇 治市天ケ瀬
r74.Ⅵ.29,綴喜郡井手町′83.V.22′ ′83,V.29
Mο,力′′ね″η,チ′々と鵬′

“
′タカオヒメハナノミ 西京区大原野 r77V.1ァ /78V.lt r80.V.11(3 ex),(相 楽郡和東町一綴喜郡宇

治田原町)鷲峰山′81Ⅸ .15

肋欝θttο″′̀
,″
ね修
“
,′
'脇
チ″な'″ フタtンとメ′サノミ 宇治市五雲峰r74.VⅡ .20

F,ぉο″′,θ″′?''と修″,η″て,″0々0メノコとメハナノミ 西京区松尾′79,Ⅶ.21
肋ぉθttο″′ι】

'お

修″′歩″じ力o7カθ″ クリダとメ,サバ 宇治市五雲峰′74.Ⅵ120
島て,,l'θ ttθr′ι】rぉ″″′′rrθデェISじ'トダ″

ヒメハナノミ 西京区松尾′79.Ⅵ[.21
Ps",θηθr'て,''お″″,b″ク々打♂θ

"打
じチ′チ材ビヒメ,ヽナノミ 宇治市五雲峰/75.Ⅵ.21;宇治市天ケ瀬′98Ⅵ.6

P,て,″′οttοrデι
'Iね

″″,じ力
'♭

√チビヒメ′サノミ 西京区松尾′79.ⅥL.21
Ps"′θ″,ュο,′′k'″′,s″

“
,た,=クノと

'力
′ηlて,カク・ヤヒメ,ヽナバ(?)西京区松尾 r80.ⅥI.13

Psι′′ο
“
θr′ιr'お修″,y,μ

`脇
θチθ
'ヤ
篭卜とカサバ 西京区松尾r80,Ⅵ,14(2 ex)

G′″“
修打θ′

'70Sε
θO'′ チヤイロセメメサノミ 西京区松尾r79.ⅥF21;宇治市五雲峰r76.Ⅵ.2男

′74.VⅡ.20;宇治市天ケ瀬
′74.Ⅵ.29′

′84.Ⅵ.6(桜枯枝より羽化)

SCRAPTHDAE ′サノミダマン科
A“,sPぉ ″″'='オ

′ ヨフナカ・夕,サノミ
A“′sPね ど

'チ
て
'o協
 キイロフナカ'タハナノミ

宇治市五雲峰′72,V.31,J72.Ⅵ .動
r75,Ⅵ。13,宇治市天ケ瀬 ′74.Ⅵ.22

西京区松尾′79.Ⅵ.3;宇治市五雲峰′74.Ⅵ.狙′r77,V.29′
/77,Ⅵ

.9ァ
/78.V29′
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J78.Ⅵ。3;宇治市天ケ瀬′74.Ⅵ .22′
′79.Ⅵ.4;綴喜郡井手町′82.Ⅵ .5

ス″
'SPね

″″Vユぉ例五 ク0フナガタメサノミ 西京区松尾 ′791V.29;西京区大原野′78,V.14/80,IV,29(3 ex〉 `80.V.11,東 山
区豊国廟 r00.Ⅳ.28(2 ex):伏 見区醍醐 /78,V.3(3 exl i伏 見区藤の森′91.V.5;宇治市五ケ庄 ′83.V.12;宇治市
五雲峰′77工V.30(2 exl′ ′77.V.29(2 ex);宇 治市天ケ瀬′741V.20ァ ′75.V.10′ ′76.V.15′ '78,V.4;綴喜郡井手町
r84iV.20′ ′84,Ⅵ.3′

J98.Ⅳ.19(多ず皮l
A″vTs″お ′́k′

`ヶ

,タケイフナカ°″ヽナノミ 西京区大原野′801V.29(2 ex)1伏見区醍醐 r78.V,3(7 ex)′ r84工V.28(6 exl i宇 治
市五ケ庄 ′84,V.24～ 28(10 ex)'宇治市五雲峰 r7えⅣ.30
乃
“
チι,打,力 ,TgvT″ ホソフナガタブサノミ 綴喜 郡井手 町 J81.VII.5′ ′86.Ⅵ.22′

′86.Ⅶ.16
Sじ″′″チカデθrチ肋れたとカサノミタ

°マシ綴喜郡井手町r84,VIII.25

MELOIDAE ツチハンミョウ科
Zθ
“
Jチisデ甲o'肋 キイロダ洸イ 宇治市五ケ庄B3.Ⅶ,18;宇治市五雲峰列.V。 19

Mθ
'θ

θ′′打θ夕協F卵 キユウカウツタヽ於ョウ 八幡市木津川′93.Xl.27(伊藤建夫採)
ANTHICIDAEア リモド キ科
Nθ拘″″θ力′,8'クロスプイッカク 綴喜郡井手町木津川 r81.Ⅶ.5′

/81.Ⅶ
,9′
/81.Ⅶ .13(4 ex)′ ′81.Ⅸ .2舟 r84,ⅥII.26(多数

)ァ

′85.Ⅸ .15′
J85.X.10(2 exl′ r94,Ⅸ .1身 り6.ⅥII.11

AIθじyttθ″欝
"ε

,″ F打協夕sチピわカク 綴喜郡井手町木津川 '90.Ⅸ.23(2藪 )

M空卿ο″ぉ夕s■″θ“
肋δツノホ・ツチと'イッカク 綴喜郡井手町木津川J81,VIⅡ

.25ァ リ0.Ⅸ。23(6 ex)
Fθ脇,1,ο

“
クs br,協れ,sじθ拗

'チ'ホ
ツクヒ・アリモドキ 西京区松尾r78.X.22′ r79.Ⅶ

.ろ
′80.Ⅸ .14(2 ex);西京区大原野

′74,V.19,宇 治市五ケ庄r83.V.21;宇治市五雲峰′78.Ⅵ.身
r78.Ⅵ

.15′
J79.V.21,宇 治市天ケ瀬′75.V.2t'76.V.15

,宇治市宇治川′961.2ろ ′96.Ⅲ.1ろ ′97.Ⅲ .8,綴喜郡井手町J84.V.12′ ′84,VIII.25(2 exl′ ′86.Ⅵ.22
Pει′′θ〕♂フ協′例Sナrな肋て'rミツヒダ7リモドキ 宇治市五ケ庄'81.Ⅵ .19;宇治市五雲峰'74.Ⅵ,1勇 ′78Ⅵ 3;綴喜郡井手町′81.Ⅵ。19～ Ⅸ.23(4 ex)′ ′86.V巨 .12′

′86.Ⅶ。19′ ′89.ⅥI。 9(2 ex)
ス″″じク∂♭ι,たガ,じクθクロホソアリモドキ 綴喜郡井手町′81.Ⅶ.12(2 ex)′ ′81,Ⅶ.16′

r84.Ⅵ.3(4e,ど84.Ⅶ .1(5 exl′
r84.Ⅵ II.25(2 ex)/′ 84.ⅥII.26(6 exl′ r85,Ⅸ。15(12 ex)′ ′85,X,10′ 87,VH.14′ 94.Ⅸ .15(12 exl′ ′96.Ⅵ[I.11(4 ex)
スηナルた′dじθ力′ι″

"sム
ナク・ロホソアリモト・キ 宇治市五雲峰/74.Ⅵ。11,綴喜郡井手町′81.Ⅵ.ろ

r84.Ⅶ
.1′
′90.Ⅸ.23

ス″チ″,じ″εじθれプカθ
'ユ

ウスモ淋ツアリモドキ 宇治市五ケ庄′79.ⅥI.6;綴喜郡井手町′81.ⅥI.7～ Ⅸ.23(16 exl′ '85.Ⅸ,15′

′86.VII.10(2 ex)′ r87.Ⅶ.14
ス″協た″,′θ″rlliθ アトク・コホツアリモト・キ 綴喜郡井手町190`Ⅸ .23.
A“チカすじ,sヵ

=力
″Sアカホツアリモドキ 西京区大原野/80,Ⅳ.29～ V。18(7 ex);宇治市天ケ瀬′74.Ⅵ.1ァ

′95,V.4(10 ex)'綴
喜郡井手H丁 ′85.VIII.6
A“ナカすじ,s ttθヴ″盟れる ツ1'チどホソアリモドキ 綴喜郡井手町′82,Ⅲ .21′

′90.ⅥI.13
A″″どど,s翻欝ιガ,アカモ琳ソアリモドキ 西京区嵐山′731V.30;伏見区醍醐r74.Ⅳ.19;宇治市五雲峰′74.Ⅶ.2α
′78.V.2%′ 78,Ⅵ.15ァ

′78.Ⅵ.17;宇治市天ケ瀬r75.V.24;綴喜郡井手町ザ84,VⅡ .ろ
イ87.Ⅷ.2

スが力た,3″河て,Pチθ
'力
Sとラタホソアリモドキ 級喜郡井手町木津川′85,Ⅸ。151多数)′

/90.Ⅸ .23/′94.Ⅸ.15(5 exl
ス打と

'tFじ

夕s Prθttδクθクロオと・ホツアリモドキ 綴喜郡井手町′81.VII.16
A″ナカJじι,3子Ob力sタナカホソアリモト・キ 綴喜郡井手町 r00.Ⅵ.27
A江力,じ″じ宅,ι:'飾密 ヨツホ・淋ソアリモドキ 宇治市五ケ庄り1.XI.2(2 ex);宇 治市宇治川r961.2ろ ′96.Ⅲ.17(2 ex);綴喜
郡井手町′84.Ⅵ.3～ Ⅸ.2(多ず文l
A″チカFじ,s″″θηカクdクロチどアリモト・キ 西京区松尾′80,V。 17,宇治市五雲峰r97.Ⅵ.7;宇治市天ケ瀬′94.Ⅳ.15
AT陸

'9″

力′力θ″b疵留sケオヒ・アリモト・キ 宇治市五ケ庄り1.XI.2;宇治市宇治川′96.I.2ろ ′96皿.17(5 exl′ r96`瓶 ,28(2
ex)′

′97.コ臣.3(2 ex)
Tθttθ′θttdじ協υ″と'Sセマルツヤアリモドキ 宇治市五雲峰1931V.4(落葉下)′ 94.Ⅲ .31′

r94.Ⅳ
.15ァ
′95.刈。lc r97工V.12:宇

治市天ケ瀬り41V.1島 194.V.ろ イ97.XI.8(2 ex)
Mπr,″力″″っ“

Fじι:キ″クどボッル 宇治市五ケ庄r83.Ⅵ,6′86.V.23;綴喜郡井手町r85.Ⅵ .2′
′81.Ⅶ .1男

′84.VIII.26′ ′86.V.5
M,ε″ι:協 sθ廟

'お

アカクビボツル 宇治市五ケ庄′78,Ⅶ .12ァ
r86.Ⅵ .20(多数)

Sttκοフと,,″'S8Tg'T'オオクどホ
・ソムシ 級喜郡井手町!84.V.20～ Ⅵ.3(3 exl′ ′89.V.28(23 ex)

ADERIDAE エセタセ・ホ・ツAシ科
Pぅ・館′οどοチθど,sブ,Pοガθ'Sヤ

マトエセクどホ・ウル 八幡市木津川′96.Ⅵ.22
島切ガ,η加″夕s″″brit,ι∂肋sホソエセクどポツル 宇治市天ケ瀬′98.Ⅵ.6
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C聯
絆 劇 豹 継 匿鴇 3刑 ;縛郡井手町翫Ⅷ v蟻Ⅷ 乳 7Ⅶ %

′99.VI.24
S″θ打ウIi9 b'Pr`,s拘″“

クロカミキリ 東山区今熊野′99,Ⅵ圧I.3o;西京区桂179.ⅥI.25;宇治市五ケ庄喀0,Ⅵ.27(2 exl′

義繹騒曲琴蠍絲鐸発雛群篇聴紳折警5

Ч等,富馨隼郭症皇墨ごサ兆幸al黙酵層攪辞.躙/%w27Ц繰郡和東町一綴喜榊測則醜
山′83.V.4;綴喜郡井手町′98,Ⅳ。19
A現

“
X灯 ;幣篭箕無霜箕綽繊喜筆曇愚替馨軸 Ⅳ隠 髯ご鳳 琶継 〔喀w4P″θ
“
力′箸rθ肋 チヤイロとメブサカミキリ 伏見区醍醐 '77,V,14(4

協κ騒ン用1韓瀞駆粘4減途盈堤A箸
鰐 9二専7密 e:堅亀違纂務牛:鋒暑

ξ手景,1槌 蟹区大原野→宇治市五雲峰巧6Ч2劣 宇治市天ケ瀬

埒解1年%監lY蝦嘗録ユ掌碍晃層論肝7ЯⅥ則声
とιP''rvT'す

“
θTP肋 クロ

'サ
カミキリ 西京区松尾′79,V.20,西京区大原野′78,V.14;宇治市五雲峰′76.V23;綴喜郡井

手‖J r84.V.20′ ′84.Ⅵ.3
.VI.19
げII.22(2 ex);宇 治市五雲峰′97.VIII.16
綴喜郡宇治田原町)鷲峰山81.Ⅵ.18

鶴 η 術挽子孵 ;宇治市五ケ庄 7■Ⅵ30,級喜郡

盟 駐猛盈解 窃 崩
力
港 ・霜

郡
斐要程彗督頃讐笑病院醐 OⅧ 五;宇治械 雲峰胞 V凱 ;綴喜郡

井手町182.V.12

普,粋帯榜を考を|ぢ予学1;す  勘騨誂路胆2

丁:31.Ⅵ .28
とⅣ,27

留 ;鈴 面 騨 7阿w洋 濁 脈 ケ瀬 7側Ⅶ 7洋
台田原町)鷲峰山

/81,Ⅸ
.23′

r82.V.5

15(1l ex)
73.Ⅵ [.3

羽脱)

龍麟i綿駆甲獄鮒昭r繊艶路
町186.V[lT。

1′ り0.Ⅶ .2々 ′98`ⅥI.1

長鮪 欺 。理 薄:潔嘲 孔
蛇奪  鎌第甲 をど能駐″ォ躍:孝解yぎ礁士りt七ξi:;ヨζ』モ彗岳→;I:
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市五雲峰 r98.V.30(3 ex),宇治市天ケ瀬′76.Ⅳ。17:(相楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町l鷲峰山 ;綴喜郡井手町
′96,V.3

Grr脇解θ
=″
,″力

"ε
 ttθ ttr,う

'と
キイロ彬カミキリ 西京区大原野:74.V.19(3 ex)

膨 rて,チカοrι:σ肋 ホタルカミキリ 西京区松尾 '79,V.20;宇治市五雲峰 f76.V.22(2 ex〉 174.Ⅵ
.11′

f79.V.21

P'甲″滋η″ε力″″1'″じたiFへ・エカミキリ 西京区桂 ,西京区松尾 r80.V.31西京区大原野′74.V.19;東 山区今熊野
℃0.V.11:伏 見区藤の森 r79,V.20;宇 治市五ケ庄′71,V,3;宇治市五雲峰ア77.V.29;綴喜郡井手町 '92.Ⅵ。13(クリ
花上)′

′95.Ⅵ.25′
r98.IV.19(こ の頃多い)ァ ℃0,V,23(2 exl i綴喜郡田辺町′79.Ⅲ,1

P'甲夕r膨打
"S SPθ

じ″♭
''お

ヘリグロ下エカミキリ 宇治市天ケ瀬r95.Ⅵ。24
K夕rι:″ ,ど′r力っ″′ど甲力θ″諺脇 クと'アカ壁ブトホツカミキリ 左京区大文字山34.V.5(10 ex)′ /84.Ⅸ ,(5 ex′ 羽脱〉′85,Ⅳ.25(3
ex′ 羽脱)′

r91.涎.17(ソ ヨゴ粘れ枚より割り出し)
Fr,おθ″?て,ε

“
′力gr,て,ilわ″抑オビ▼・マフカミキリ 宇治市天ケ瀬 174.Ⅵ .8

M♂sθs,力施夕協 カル・ロゴマフカミキリ 伏見区藤の森 183.V.15は樹皮より羽脱),宇治市五ケ庄℃4.Ⅵ.17～ ⅥI.5(桜
枯れ技より羽脱),宇治市五雲峰 174.Ⅵ。1ろ i75.Ⅵ .21;綴喜郡井手町t89.ⅥI.22′

′00.Ⅶ ,1

Mtts,デ?θ揮肋 ヨ・マフカミキリ 西京区松尾 '79.Ⅵ .3;伏見区醍醐 '77.V。14;伏見区藤の森り3.Ⅶ.1(沢田誠二採);
宇治市五雲峰'72.Ⅵ。身'72.Ⅵ .29′ 78.Ⅵ .3

Mιθοs,どθ
“=枠

″
“
お ナガゴマフカミキリ 伏見区藤の森B3.V,10(桜樹皮より羽脱);宇治市五ケ庄B4.ⅥI`5(桜枯れ枝

より羽脱);宇治市天ケ瀬 174.Ⅵ .2/174.Ⅵ 。22
Mit,″θ′″̀

″
″′どヵ舵脇 ヒ》ミキリ 西京区大原野`79,V.5,宇治市天ケ瀬 r74.V.1身 r97.V.10 15 exl′ ′98.V.9;(相 楽郡和東

町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山r81,Ⅵ.18;綴喜郡井手町34.V.20
スS′″θrガ′″クデ″sキクスイモドキカミキリ 西京区松尾′80.V.24:西京区大原野′74.V.19,伏見区醍醐 :宇治市五雲峰r76.V.22,宇 治市天ケ瀬r76.V.27;宇 治田原町大峰山′74,V.2;綴喜郡井手町r83,V.22
Cユι″節'7拘PS bゴ

翻じ
'1脇
肋s'ヽスオヒ・とケ・ナカ・カミキリ 西京区松尾 .79.Ⅶ .14

Ni?Йο″′力″じVユ物 ハイイロや玖・カミキリ 宇治市五ケ庄 '79.Ⅵ。14螂2.V.19′ 町 .Ⅳ。28,B4.V.30
Pttrο′θ″カカ

'“
打
'力
″ ワモンサヒ・カミキリ 西京区松尾 80,Ⅵ,14;宇治市五ケ庄 178.Ⅸ.15ri80.Ⅵ I「.15;宇治市五雲峰

178.V.20′ 178,Ⅵ .3;宇治市天ケ瀬.86.I.22(シ イ枯木樹皮下で越冬):綴喜郡井手町181.Ⅶ .ろ
186.Ⅶ

.19′ `00,Ⅵ正.1
P修崩θp力放て,′ιJィrv,″ トガリ加オヒ・サビカミキリ 西京区松尾 ;宇治市五雲峰 r71.Ⅵ,16′97,ⅥI.5(4 ex);宇治市天ケ瀬
′74.Ⅵ.1,(相楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町l鸞峰山r81.Ⅸ .23:綴喜郡井手町r81,Ⅶ,7
P修/θ,οp力滋″Pο加財 エアサビカミキリ (相楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鸞峰山場1.Ⅵ.18(2 ex)
P″rθ,θ″力″ア'=θS′ ナカプ

ロサヒ・カミキリ 伏見区醍醐177.V.14;宇治市五雲峰75,Ⅵ.13
P修″ο′ο″力″力ね″θ′れ,シロオビ|ビ カミキリ 西京区松尾 r79,Ⅶ。14;西京区大原野′80,V,18;宇 治市工雲峰'78,Ⅵ.29
;宇治市天ケ瀬 r74.V.18

P修″ο′ο″カカ
=rV:“
″r,サ,アHンサヒ・カミキサ 西京区大原野 J74.V.19;西京区松尾′80,V.3;伏見区醍醐′78,V,3;宇 治市

五雲峰′72.Ⅵ.25;宇治市天ケ瀬!76.V.10,綴喜郡井手町r811V.26
P修″θ′θ″カカzθ打

'協
アν ロサと'カミキリ 宇治市五雲峰ど71,Ⅵ.7

E=?ぉ丁〃′り佑じ力″′エイプマチどカミキリ 西京区松尾 '79.Ⅵ【.21,宇治市天ケ瀬:74.Ⅵ。1～ 29(6 ex)
ステ加″″と,″″ο″ει'コ

グスプサどカミキリ 西京区大原野178.V.14(2 exl′ '80,V.4(3 ex);宇 治市五雲峰'76.V.22′ 76.V。29′
177.Ⅳ ,30;宇治市天ケ瀬'74.Ⅵ .1′ 74.Ⅵ .22

Pθ,じθ′ル,力,ユ,お ポ シカミキリ 西京区桂′79,ⅥI.9;西京区松尾′79.Ⅵ[,ltイ58,X.1:宇治市五ケ庄 r76.Ⅸ
.25′

r78.X.11;綴喜郡井手町り0.Ⅶ .13′ 00.Ⅶ.12
A″ο″′(〉″力θ″′夕″ηr,sヵて,,コ・マダラカミ|り 西京区松尾 ;宇治市五ケ庄′75,Ⅵ,14;宇治市五雲峰/72.Ⅵ.29;宇治市天ケ
瀬 ;綴喜郡井手町′85.Ⅵ.16
胞
“
たθ修協″1,″rr,テゴ″,チ式,ホ・とケサガカミキリ 西京区松尾.79.Ⅵ。17;級喜郡井手町℃3.V.22

Mo■o♂力と:解,sガ″解,チ,sマツノマダラカミキリ 宇治市五ケ庄 178,Ⅷ,25,180,Ⅵ .18

Mθ″oじ腸ηT,ss,♭デ′Sじ加'Sと
メヒケ・ナガカミキリ 西京区松尾 '79.Ⅵ ,1ろ .30.Ⅵ ,14

M空輝|″'SP"うたο″“
と イタヤカミキリ 綴喜郡井手町81.Ⅵ〔.7

Aて,′】θり″ヵ′"′ιI″歳
どロウドカミキリ 宇治市五雲峰74.Ⅵ.22デ '76.ⅥI.29;綴喜郡井手町188,Ⅶ .7

ス1,′′ο′ι″筋′夕とV″打οs,セ〃カミキリ 西京区松尾179.Ⅶ .21;宇治市五雲峰'77.Ⅸ.2;京都市伏見区藤の森零7.ⅥI.28
(沢田誠二採)

B,力αrι「脇て,o',筋 シロスプカミキリ 宇治市五ケ庄 174.Ⅶ .10′ 78.V.2ろ Bl.Ⅵ.;級喜郡井手町181.Ⅷ .6′
183,V.29′

186.ⅥI,14
ス″打ο″′″″ο打肋 クワカミキリ 宇治市五ケ庄℃2.Ⅶ.29～ Ⅸ.10(4 ex);綴喜郡井手町B7.Ⅵ .28.

R力οガθP'″'′効丁θ:′ セミスシ
・ゴダとゲカミキリ 宇治市五雲峰'72.Ⅵ。29(2 ex)′ r97,Ⅵ.7,宇治市天ケ瀬174.Ⅵ

.8(2 ex)′
′94.ⅥI.16(2 ex)′ r98.Ⅵ,6
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θl脚♂じ'″'Pr"sダ
と,″α夕d材瀬カミキリ 宇治市五ケ庄 '82.ⅥI.15

R力ο″′′θSει′ね″Pと,じガ,テ,3フタモガラダカミキリ 西京区松尾 '79.VⅡ.ろ '79.Ⅶ.14
R″θ″′′θSじ9どお"れ″sじ力肋εヒトオどアラダカミキリ 西京区松尾′79,Ⅶ.7;西京区大原野'80.Ⅳ.29:東山区阿弥陀峯′99.Ⅶ・17:宇治市五雲峰'77.V.14'97.Ⅵ .21′ り8.V.30(3 ex);宇治市天ケ瀬′74.V.1身 ′97.Ⅵ.7(3 ex1/'98,Ⅵ .20;
綴喜郡井手町186,V.5(3 ex)

ど″θじ餌チ潮Sデ
'Sα
θ′と,r,sクモカ・夕″カミキリ 西京区松尾'79.Ⅶ。21;宇治市五ケ庄 190。Ⅶ 。■ ;宇治市天ケ瀬 i74.Ⅵ。22～

29(3 ex)i級喜郡井手町′00,Ⅶ。15
どェθと,印チ″″ε♂′′0ねデカ・Hア″カミキリ 西京区松尾 f79.ⅥI.lt i79,Ⅵ I.21;宇治市天ケ瀬 r98.Ⅵ.6;綴喜郡井手町
189.V.28

み″例チVS=''チオ″カナ"sカオと
・ゴマフケ渤ミキリ 西京区松尾 179,Ⅶ.14,綴喜郡井手町'33.Ⅵ .3

Eχὸ
,♂

′
'テ

″″ε助
":″
dアトモンマ財功ミキリ 西京区松尾 179.Ⅵ ,17～ Ⅶ .21(10 eX):宇治市五ケ庄 181.Ⅵ

,19′
.83.Ⅵ.6;宇

治市天ケ瀬 ′98.Ⅵ.6(2 exlァ ′98.Ⅵ.20,綴喜郡井手町 B5.VII.21 o ex)
P′″′

=′

θ協 /οr′"'29'ラ
ミーカミキリ 西京区松尾′79,Ⅶ .ろ

′79.Ⅶ,14r80.Ⅵ .lt r80.Ⅵ。22;宇治市五ケ庄187,V.20;宇
治市天頗 喀9.Ⅶ.15(多殉′r95。Ⅵ.24(多数);綴喜郡井手町t92.Ⅵ.13(多鞠′193.Ⅵ ,13(多数);′ 95.Ⅵ.18(多数
)ァ

イ98.V,10(自 宅庭に裁旗のハマポウの葉を食害)

G】て,,,と ,,rι
'た
子と,"彬於キリ 伏見区醍醐 174.Ⅵ。19;宇治市五雲峰'71.Ⅵ .7

N″″諺ィカ'″T'rgttθ肋
ヘリク・Hリンゴカミキリ 西京区松尾′79.Ⅶ.21′

r79.Ⅷ .2;綴喜郡井手町185,Ⅵ。16′ 186.VII.6
0して,r♂,デ:ιbθδじι,lsとメリカ・カミキリ 西京区松尾 i80。Ⅵ.14,(相楽郡和束町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山:78.V.27
0♭ιrt,′ ″″ο“

肋 リカ'カミキリ 西京区松尾 BO.Ⅶ.5;宇治市天ケ瀬:78.Ⅵ.14
0肋物 ″,歳協 ニセリンコ・カミキリ 西京区松尾 79.ⅥT,14(2 ex)ァ ▼80,Ⅵ.22,宇治市五雲峰'77.Ⅶ .2

0物留 沈″協 ホツキリカ・於キリ 西京区松尾 r80,V.2今 ′80.Ⅵ ,14‐15(8 ex);宇 治市五雲峰′94,V.28,宇治市天ケ瀬′74.Ⅵ.1′
′76,V.27

Pカプテοθじ力″'デυθ打″おキクスイカミキリ 西京区松尾 ;伏見区藤の森r79,V.20:宇治市五ケ庄 r96.V.24(3 ex〉 J98,V.21,

宇治市五雲峰r71.V.1ろ !71.Ⅵ.9;綴喜郡井手町′84,V.2ろ r85.Ⅵ
.16′

r89.V.28

ウを力々て',じο″確θdヨツキホ'"ミキリ 西京区松尾′80.Ⅵ.22;宇治市五雲峰′72.Ⅵ.1;宇治市天ケ瀬′74.Ⅵ.29;宇治田原
町大峰山′78.V.27;綴喜郡井手町r82.V.10
C力″と,ο

“
θ盟と
'力

rチタ″' ルリカミキリ 西京区松尾ワ9.Ⅵ.17;宇治市五ケ庄
r81.V.25)r83.V.12-18(32e功 ′82.Ⅵ.3(すべ

て東大構内裁植のPノ物
"々
と
'1′

から);綴喜郡井手町'82.Ⅵ .5

文献記録種  上記目録にないものとして、Nοチ″θ″″″′″,ηじ筋″ケフ・力とラタカミキリ、Prわ″熔 s″
“
じテクSエセノコギリカミキ

リ、 Dね虎町ri2=Tι ,,'お ホツカミキリ、Cι″,T,′,ど′,Is,′ ,,たθ′ο″ツチrムチクホ・カミキリ、Tθxο″,,,,sκ肋″モモク・口,サカミキリ、 G′とrrθナt,s

'ι
ttμ
“''お

クヒ・アカドウカ'ネハチカミキリ、し η″カカ ゥ 肋″o'鹿3ケウ'wヽナカミキリ、K′打θたο,,zク紹て,η誌 ミ常ルツサカミキリ、P″θ
“
カ

′,″′θ
“
協ナと,セスプヒカナヽカミキリ、Pと,″と,“′s″密 ′打,S″

`ガ
ο″ιdへ'エアヽ・ハナカミキリ、Cοヮη♭力 上野テイカ

・ダチとケ・ハナカミキリ、Kο
“
9,

卸″″ク
''チ
'オ
かナカミキリ、S″′,,:=,どカ ス

'つ
ノ̀

ユ

て
'″
Sお ヨウヤホツ,ヽナカミキリ、A'′θ加整″ss″力

'″
わ

'τ

i″クsトビイロカミキリ、C″て,sデ′″,
す,tiじク解 テツイロとメカミキリ、Cθk郊力η ′ο聖ダじο″η裁 ダナガヒメカミキリ、Orて,(崩

“
力っ,o″ι,切″

'ヨ
ヨヤマヒメカミキリ、Sナて,,,力ο解v,′ ,s

筋虎υ′ヵ,,sタイワ滲 ダカカミキリ、とをPすと
'フ
′η″ ″ψθれ紡 ヤマトチヒ'コゞネカミキリ、G協″カノ物 切 √胸 √コプマげ ナカ'コ,ゞ ネカミキリ、Pノ″て

'S'て'S″:解θ施 クSクス下 ニカミキリ、RθdvI,力 うと,r“ Fルリホ'シカミキリ、 C″b打』b,夕″ ″7o々すじクη 7汗冴 オアオカミキリ、 Sじ力7炒′rz″肋筋
ηク″rιεο

"ι
アオカミキリ、声ノ】ο″'7お

うτタカ3オ売なウイエカミキリ、C″θr″θ′″解 υ,潮ιミドリカミキリ、P″物 ゎ′雰 ガbFじ iηじオ′ε抑
オどチどとラタカミキリ、 Pカノ″″クチθ加郊 チと,s″α夕sクどアカlレllとラタカミキリ、P力y脇,と″θθ翻 ′府 アカネカミキリ、Xプ】οナ″と,じ力,sじ夕

“
α″"″

お
ウスイロレカミキリ、Xノ′θチ″θ挽ク∂じ″

“
釦sお レフカミキリ、Xノ′οティと,じ〉ェ″s',,ナぉ ス・マルトラカミキリ、B″,じ″θ,プ子郷 sF“

=ク
r′rぉ 7カネトラカミキ

リ、Clノチクs,″″″お キン トラカミキリ、P,呼θ″οttε じ力お士
`ン
P肪 クリストフコトラカミキリ、EP崩ノF,,syったοyι:ηT,す ヨコヤマトラカミキリ、

Rデrと,″カク
"TV:χ

て,μお〔:ク ホツトラカミキリ、A,t,=′ノPと
'′

∂解′倦ク
'カ
テ協アリシタトラカミキリ、A″皇ダンPttS S″♭デ

'Sじ
i″チク,スギガカネトラカミキリ、

A江9θοdと, s(ケ ,1″と タテスン・コ'マフカミキリ、 ス″θ″″じン'T' ″'と
pカ カノコサビカミキリ、 Ncοθノ♭rし, cttbrて,ど ,と, とメアヤモンチと'カミキリ、 Syう″,

ル υOη,じクI′″ キポ汗どカミキリ、A,,″′εο
“
θチ″sPと,じカノ″♂Zο″お タテゾマカミキリ、乃♂′冴θr,7,脇ο

"′
θ″P,θ

“'じ
′S卜・ウホ・ソカミキリ、

Pθチカノ
“
ι
'″“
′7,筋 シロスプ ドウホ・ツカミキリ、Pttrθ】ο″筋 ′軽′ε筋 マルモンサビカミキリ、P,″じ力れるヵs熔

=″
θsS'Sセダカヨプヤ,ヽス・カミキ

リ、MO“οじ力,解,s,,'チクv″″力sカラ外ヒダナカリミキリ、Mο″οじ力′ηT夕s=物η
'る

とケ・ナガカミキリ、A″′θ】″″ ∂げ″″じ″ エセどロウドカ
ミキリ、Eク″rθ

“
夕Sr″虎″れバ エカミキリ、 yr,9じヵと,♭√物と『じク:,チv7やy'ヵミキリ、0諺

“
て,じι!″,″′ε力r″

'ο
S,ηぉ タカサヨ・抑カミキリ、

R肋冴ο″加′加テ怒中 魏″お マlレブゞネコブとケリミキリ、A力θ′夕,,οsじθ,お うヵGじ″チ
'ε
フタオと'″ダ)ミキリ、M,θじθ:と,解力 ε力″ο:iガιjカッヨ

ウカミキリ、Pθ
=θ
ηθじル″クθデ,sεた

'ユ
,ナ″ε力θ

“
冴θθttsお とメシラオビカミキリ、Pθ

=ο“
οθル″″δ ttηT'ガυ"sフ ロカミキリ、Ettα″チr,s

19sチ ,打i″t,″ sキッヨウモンケンカミキリ、A防,,チカοす″クs grおι,ε ο拘を
“
チv,,お  ヒケ・ナカ・モ・[ブ トカミキリ、SじねЙtt Fθ

“
s,s分

'ミ
キリ、

P,“館Fて,rrと ,7カと
'S'解

″協,t,エセンラホンカミキリ、C,=οS力靱 M軽″れ
'釘
防ハ〃キカミキリ、Tりsナμ協解b'″デアサカミキリ、E,Iチιチ″′″カク

0じて,ね滋ヤッメカミキリ、0溌翻 εθうοv“,ソポリカ'カミキリ、の計 67種が、岩田隆太郎・水野弘造・常喜 豊 (1993):
京都府のカミキリムシ (関西甲虫談話会資料第 5号)、 同 (1995):「京都府のカミキリムシ」の訂正 1追
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補.I(関 西甲虫談話会資料第10号)に記録されており、産地、出典等はそれにゆずる。

「H.23

爺Ⅶ .20(2似 );西京区大原野 '翻,V.11;宇 治市五雲峰

r94.V.28;宇 治市天ケ瀬 175,Ⅵ,1

江I.5(16 ex)
171,Ⅵ

I。 13

舟ザ[暫選聟る生説給 ;肥辞啓治滞
剤 明霧

・
ザ濯ホ"縛 郡井手曜靴転h讐

舗 競 騨 籍 禦 繊 哲縁 ケ:L翻′′諺お,アカクどホ'ン ルヽ 伏見区醍醐 '75,V.23(F翻お

区大原野 r79,V.5;宇治市天ケ瀬
′76.V.27;宇治市五雲蜂

ヨ楽郡和束町一綾喜郡宇治田原町l鷲峰山
r81Ⅸ.15

10

至昆引声葺呂譲″衆挽.Чl,宇治市五ケ庄′酪Ⅳ■%
守生
′
挙ぎ妻警粂警毎7aⅧ/%Ⅳれ得叫偲;宇治市五

台市天ケ瀬′74,V.10′ ′74,V.18′
r75,V。 10′

/76,V。
10′
′76.V.15,

I,14;伏見区醍醐 74.IV.19,74.Ⅵ。19,宇治市手雲峰

守幾 .Ⅶ.6(標準的な個体と比べると体力測 長く辺鞘の

ミ野 y76.VoS:伏見区醍醐
′77.V.29;宇治市五雲峰′71.Ⅵ .ろ

1鶏.科鳩彙縛 祭紫監鮎鑑 n

手Ⅱ]′85.Ⅵ.16(多数)′

r85.Ⅶ。21(多豹
り,V.4(1l exl′ '80,V.18;宇治市天ケ瀬

178.Ⅵ .lt r95,V.4

ガ 伏見麟 の森鶴 ‥ 鶉 舗 五ケ庄 里 Ⅵ盟 洋 治

C″肋ηん那ル赫財 パ 相ダハル 西京区大原野′刀部 ぽ!軒 獣 托 :濡詭ゼ e玲 ;宇治市天ケ瀬り服 99呵
!1

79.Ⅵ.3;西京区大原野′78.V.14;宇治市五雲峰
′72.ⅥI,15′

建曽惨耳乾伊野務撥亀奪興鶏砕Ⅵ
山′81.Ⅵ .18′

r81.Ⅸ .23(3 exl;綴喜郡井手町′81.Ⅵ ,7

.14;伏見区醍醐 '78.V.3;宇 治市天ケ瀬 76.V.27
き醐 74.Ⅵ.19′ '741V.29′

/78.Ⅵ.10;宇治市天ケ瀬′78,V.13′
r)鷲峰山・81.Ⅵ,1旬 ′82,V.5
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C穆騒群:解デ械ず幹既(割亨畷畳乗算撃舒電ぶた,雰名屯看鍵氏温儲児と就電永温世り&Ⅶ.6

鬱瀬 t74.VI.29

;伏見区醍醐 ′74.VII.221宇治市
,4.ⅥI.1′

/84.Ⅸ.2

ヶ庄 172.Ⅵ .15;宇治市五雲峰

市五ケ庄
188.Ⅶ .4(多数):綴喜郡

2;宇治市五雲峰77.V.29～ Ⅶ .2(6

亜攣搾身覇疑.6
り.v.争′監濃途;宇治市天ケ瀬

雪京区大原野 !79.V.5′
′77,V,1′ '78.V.14;宇 治市五雲峰

′72.V.31′ ′〃.IV.30,

鞣笹実留摯弼詭絶酬r戻覧郎 孔弓七狂導み;宇治市五ケ庄
/1.4

と了職千写見比急詠≒席
洋潮面ケ庄り臥%り&靱居ヨ響絲実給紀悧:撃愚零雛1密オ帯!燃蒙控計・Ⅵ'り

撤徽聰紳 f蠅樵総0;絵喜郡井手町有王 (田村新田).

ご協澪二好 ;れ々伽れ フヵ‐ 西京区イム`戸毛罰ⅣB;宇治市五雲峰生 Ⅶ・り/7銭VЫ ;宇治市天ケ瀬
′躍.Ⅳ・協

i大原野 179.V.4(多 豹

臀脅樹.戸柄昂斜ど

屈詠
を与挙

'す

≒静粋伊と特 β 犠 区笹 mⅧ 射 宇治市五ケμ mⅥ
“
綴喜郡井手

『

肌Ⅶ 脚
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“

e⇒′'84.Ⅸ。み′86.Ⅶ.12′
′86.Ⅵ .2z℃9,Ⅶ.15

G′r閉能′′2υ′チF′ナ加〃ね イチヨ・アエン 西京区桂′80.VIII.1:伏 見区醍醐′78,V.3;宇治市五ケ庄′77.Ⅵ.2ゥ ′94.IV.7(5翔就務説号絆8手編堅堀境Ⅵ:撃繋鍵賭ウ舟播・陰謡亀与紺怒;綴鄭井手町復 .xI。 1動 r85.X.lo

スクカεθ″力θ″ 打な的瑠町働 炒
"疎 区幌 ′路Ⅸ24;畑 区醐

塀艶    理 稗.4;鶴
′74.Ⅵ .15′

′77.Ⅵ,9:宇治市天ケ瀬′75,IV.1男 ′75,V.10,(相楽郡和東町―霧郡井手町り6,Ⅲ.● 他多数.

肋″i″ι′,,ヶ

=ガ
たθ′〆る ア騰・ンヽル 伏見区醍醐 178.V.3:宇治市五雲峰71.Ⅵ.9;宇治市天ケ瀬 175.V,10;綴喜郡井手町Bl.vlI.3′ t86,V.5

勘互Ⅷ i委麹霧酵み亀重障隣:難跳打;颯挽.枇 ;宇治田原町大峰山′74,V.2′ ′/8.V.271綴喜郡井手町/83,V。31
デ,7θ
“
F″″″を打筋 クロセスプメエン 西京区松尾 :30.Ⅶ .13

L加″ねて,θ七:r″′♂iPθ
“
ヵお ルリアヽ'ネナカ・アヽル 西京区大原野′76.V.5(2 exl′ '74.V。1男 /80,V.11

C′ι′or〃力ヵυ防″奪η′物 キ々 とケ・ナガアルヽル 宇治市五雲峰r75iⅦ,9;宇治市天ケ瀬′94.ⅥI.16(多数)MO炒θS″力′″と
'デ'7ο

ガじ′イ☆〃 屈シ 西京区大原野′77.V.1;宇 治市天ケ瀬r9ぇⅨ.13(大原野のは確かにイタビカズラから採れたが、宇治のはサクラ朽本の樹皮下から採れた.越冬するものであろう)sセ″。rフ″継 じノVユ“
て
'ι

ユルリウスアヽ・′エン 西京区大原野′74.V.19,宇治市五ケ庄′86.V.23;宇治市五雲峰/71,V,24r74.Ⅵ
.15′
′75,V.2a r76,V.22;宇 治市天ケ瀬′76,V.1妍 r76.V.15ァ /76,V.2ろ r971V.26(6 exl′ り7.V。10(7 ex)ァ ′97.V.31

“

ex),綴喜郡井手町′83.V.2ち ′86.Ⅵ.13
S修″,2″r瑯 拘ηθ″θttSね ヒゲナカ'ウス,ゞ ,エン 西京区松尾′79,Ⅵ.3,(相楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山′81.Ⅵ。18(多数);綴喜郡井手町′81.Ⅵ.7

'亮

鶴 堪
・
ク 能 ,縫黎 肇辞湯 毛j乃

・Ⅶ・ろ3aⅥT翻 .Ⅵ.炒汀nⅦ.則 ;宇治市五雲峰
脱87¢′θttθ″″′T,力胎″協 ケダカクけヵ・アヽAン 西京区大原野r80,V.11
Mttθ′¢″筋,勘rο′ホタルメエン 伏見区藤の森r77.Ⅳ.15(2 exl i宇治市五ヶ庄′81.X.2′ r82,ⅥⅡ31′ /82.Ⅸ .13;綴喜郡井手町r84,VIII.26′ ′86.ⅥI.19r94.Ⅸ .15

境:惚そI継祭瑶奨普4嫉喜票曇愚毬蘊 ご撒 ぎ1妍/独Ⅸ匁～刈的,宇治市五雲峰
銘撤解Ъ咄紹

'瓢
犠器 、濯東岨豊醐りЯⅥ響呵;鈴酌塊泥身判 1脚名実得

`繊
縄 雷縄 監猛渋盈I抵群 取将奇|‖〃Ⅶ′

食η易脇躍猛巧駆れ湧身彦翡をう紹飛玩絵テ軽建籍番窪饗『鶏 ■4 12 exl′ ′弱.Ⅵ鳥r馳Ⅳ■2:ノ(申番市木潮|
r96.Ⅵ .22(8 ex)
G′〃″″θ励 崩♂oηttt'クカ協 イ外・リハル 宇治市五雲峰′71.ⅥI.13,宇治市天ケ瀬′74.IV.17;綴 喜郡井手町 ′95,V.6′′96.V.3 13 ex)

糀好霧協靴打́'線常騒離畳君溜亀舘ヶ盤揺罐熟,二貿予謗紐"r76.V.10

LフμrοηοrP″,ねたιJiガ ト″ ホットと'ハ帰 西京区松尾 ′79.Ⅵ.1ろ ′80.Ⅵ 22,宇治市五雲峰′74.Ⅵ.15′
r75.Ⅵ

.21′′77,VI.9
Pカノ″ユθ″て,″ ♂ヵ巧%れ ウン・ョウキスプノミブヽAシ 綴喜郡井手町r85.Ⅵ。16
Pカノ

'テ

θ″て,筋 θ′ガ,″物 キスプノミハムシ 宇治市五ケ庄′99.Ⅱ.4(小林隆史採);綴喜郡井手町′81.ⅥF,5‐ 16(7 ex)′

糊 現劣解猛デЦ聯ち
挺 ξ;ことそ与才|:蒼

'す

;1手;`,f:原駿 ‰恥 卿 γ ttw期りえⅢ脱宇治市天頗r%Ⅳ.∝宇治譜鞘Υ戦.岳■1猛鑑解堪緊発簾鰈 =′81.Ⅵ,18;綴喜郡井手町′83.V.22
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A″カチカθ打,Sチ″i:Os'サ カ`ダツプノミ鳳シ 西京区松尾′791V.29′ ′79.Ⅵ。17,西京区大原野イ78.B.25;伏見区醍醐
′78,V.3;宇治市五ケ庄′82.Ⅶ.15;宇治市五雲峰 J71,V.24′ ザ76.V.29′ `95.畑 .16(落葉下):宇治市天ケ瀬 ′78,V.13
;綴喜郡井手町′84,V.2ろ ′84.ⅥII.25′

′85.Ⅵ.16
T″と

'じ

カノ′″カチカο打''ω
,sガ アラハタ4ど ′ムシ 西京区松尾′79.Ⅵ。17;宇治市五雲峰′78.Ⅵ.17

Lο″gF″ぉ夕ε′力″,s'とルカ'オトど,ヽル 宇治市天ケ瀬′75工V.26(2 exl
LO“
=肋
おクd'解たク,夕s,モキ4と''" 伏見区醍醐 ′78.Ⅵ.10;宇治市五雲峰′76.Ⅵ.29

Lο,ι

『 '協
rs,s力θls,チた,sイヌノフグリトど息ン 綴喜郡井手町r81.VII.7‐ 16(5 ex)′ r86.Ⅶ,26(2 ex)

“
霧猛電裾解:θ解・lテ甘協・ぎ話r発頴琳縣躍戦習が肺天ケ瀬

′為.Ⅳ26o呵
B′拘″力肋 ′て,t,″ηgJ夕 J,ハネルトとすハ形 綴喜郡井手町 ′96.Ⅳ.28
ο
='ο

う肋Й′
'υ

Fじθr,,Fsウスク・コチヒ・カミナリ鳳シ (相楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山′81.Ⅸ.23
A,チ肋 じ

'お

た0'aアサ・ミカミナリブヽ膨 西京区大原野r80,V.18;宇 治市五ケ庄/82.ⅥII.21;綴喜郡井手町′81,VII,1窃
r84,V.2ろ ′84.VⅡ。28

A'チ
'じ

,り触て,′ カミナリ,ヽル 西京区桂′74.V.1,西京区松尾179,VII,ろ ′80.Ⅵ.22;宇治市五ケ庄′80.X.4′ ′83.Ⅵ .6′

r路.X,t r78.XI.18;宇 治市五雲峰′71.X.5;綴喜郡井手町J81.Ⅵ ,10′
r81.Ⅵ,2与 `81.Ⅶ.14/81.Ⅸ ,2動 ′83,X.10′

り4.Ⅸ.15(3 ex)ァ ′96.Ⅵ[I.11
A,チ iθ,εθθ″

"脇
じ9,s とメカミナリアヽル 西京区桂 77.Ⅸ.1;西京区松尾 ′80`V,3′ /80.Ⅵ.22;伏見区藤の森′77.Ⅵ.12;宇

治市五雲峰・79,V.21;宇 治市宇治川 ′96.Ⅵ。1;綴喜郡井手町′81.Ⅵ.2身 r81.Ⅵl,13ァ
′84.V.12′ ′86.Ⅶ.19

ス,チFじ′r,チ″Fじθθtt s,bじOd協物 スプカミナリ′ヽAシ 西京区柱 ′76.V.9:綴喜郡井手町′84,V.2ろ ′84.Ⅵ.釘
′84.VIII.2c

′94司Ⅸ.15(3 exl
A'チ肋 θた″ι,て,9,アルヾ ナトと'," 宇治市五ケ庄′87.Ⅶ.31(多数ガオイツヨイク・サ)′ r88.Ⅸ .301多魏 オ津ツヨイク・り′90,Ⅵ・14(
多批 オオマツヨイク・労;宇治市宇治川′95,Ⅷ.29(多批 オオマツヨイグ的;宇治田原町大峰山

!74,V.2;綴喜郡井手町
r84.V.2ろ r84.VⅡ

.1′
′95,VIII.6(3 exァ オオマツヨイク・サ)′ r96.ⅥⅡ.17(2 ex)

Attσ,υ′″″たノ′“
て
'′

コカミナリハル 西京区大原野′80,V。 18;宇治市五ケ庄J87.ⅥI.10;綴喜郡井手町′81.Ⅵr.5′

′81.X,20
A″チカθηガナ肋 ,″,g,s協″ ホツルリトと・凧シ 西京区松尾r80,V.3

Z;即″ι
=力
θbSじ

"″
ι:力 'マス・ミトと''ヽや 宇治市五雲峰r78.Ⅵ。17

0′,テιοε吻雄 ι
'ι

′ι:″s''とメトどハル 宇治市宇治川 /96.Ⅶ,6(2 ex)
P物評Sカ カ1'ワ牲打″ねチVゞ 紗やヽル 宇治市五ケ庄J96,V.24;宇治市五雲峰′71.V.17(2 ex);宇 治市天ケ瀬′74.Ⅵ .1′

′97.V.24;綴喜郡井手町r84.Ⅵ.3(2 ex)
S,,,=′打οr,7ク″θ協肪 ″力協 カタクリハル 西京区松尾 ′79.V.4
Ps9,'9'ι″と,χ,打チデ,Oε7肋 フ舛シオオノミ恵シ (相楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山

/81。Ⅵ .18;綴喜郡井手町
r83.V.22‐ 29(4 ex)
C整雲i鰯鴇輩百'基が1」糸2認訴怒繍栞G卸ガ"の名を与えていたが、どうにも変であつた県における本種にふれており、その文章を読んだ限り
では当地のものはs,θ′′η′加¢″sFsであるらしい。触角第5節はほとんど黒いが、第4節同様淡色のものもある。
ほとんどの個体は青みが強い。福井県大野郡温海のものは緑色が強い力珀虫角は5節からはつきり黒いものも
ある。長野県北安曇郡小谷温泉、南安曇郡奈川村、本曽御岳、南志賀五色温泉のものは触角第5節は淡色で、
P,"′ なのかァ,Po■肋 なのか良く判らないが、「月刊むし」のp.21の″″θれた'よ りは長

いようである)宇治
市五ケ庄′83.V.21;宇 治市宇治川′961.2ろ r96.Ⅵ.1(9 ex);綴喜郡井手町r84.Ⅸ。2ァ ′85.Ⅵ .2(22 ex)′ ′85.Vlr.21ァ
′85,X.16′ 95,V.6(2 ex)
Lη等空′η4牝0ち詭嘉9F元踏解F籐零零瑯報翼旨鵡穏斌唸畷譜
と蕩夕躍身男協絡浦

・耕絆トヒ珊区鍵零み甚髯等′阻.Ⅵ鳥埋.Ⅶ.与 34Ⅷ,必/駐.ⅨLり4Ⅸ五Щ2呵′
S挽胤 協比触五れた9,,ぉ とメト・ウカ・ネトと''ヽル 宇治市五ケ庄 :%,V.23;宇 治市宇治サ11J96.Ⅵ.1,綴喜郡井手町

c駐腸 玩挽箆身4'晃常詈〈ずW贄茸後遼詠I兆,v.3;宇治市五雲峰r72.Ⅵ.1身 /雅,VI.15
C力ηι拘じ

“
θ,,'ι
''″
解″ク,とサコ・卜と'胤シ 綴喜郡井手町r81.Ⅵ l.10′

/85.Ⅵ
.2′
r85,Ⅸ

.15′
′96.ⅥII.11(2 exl

膨確
'力
″おルυ″伽“'Sキ'ヾ

ネマルバ,ヽル 西京区松尾r80.V.24;西京区大原野/80,V.18;宇 治市天ケ瀬′74.V,1身
′74.Ⅵ。1′ ′97,V.24;宇治田原町大峰山′77.V.21
形
“'″

yπお″′,='0'″ο″お ヒゲチカ'ルリマlレノミ,ヽル 西京区松尾 r80,V.24;宇治市五雲峰′71,V.2ち ′76.V.29ァ ′77.V.14,(
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||
||

相楽郡和束町―綴喜郡宇治田原円う鷲峰山′81.Ⅵ.18
5″力′ι″θ

'ダ
解vT,7'て

'V'セ
ツマキタマノミ忠シ 西京区松尾 J79.Ⅳ .25;(相楽郡和束町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山/81.Ⅸ。15

;綴喜郡井手町/84,V.12′ ′84.Ⅸ .2ァ
′89.V.23(3 ex)′ ′96.ⅥII.17

4,V.19,東山区豊国廟′99,Ⅵ,12
),V。 3′

′80,VI.5
83.V。 22
.24

Ar=ο7ク'♭
ι:リ オオキイロマルノミ,ヽル 西京区松尾r79.ⅥI.ろ

r79.X.10

食境監角子笏子:熱鋪聯堪権摩塩R吾雰峰鉢::ュ孔iニニ:吾島:峰山Ar=θ″夕S″"打
。す″打打お 7カイロマルノミハ掃 西京区大原野′78

′77.V21
Ar=θフね務 bフな♭チクSテントウノミブuシ 宇治市五ケ庄r83.Ⅵ .6(2 ex);綴喜郡井手町/81,Ⅵ I.7‐ 10(8 ex)′ ′84.Ⅶ.1′

′99,IX、 12r r00,V.2

埓始焔 灘鞄藝壽絵Ц象:Υ範【晃宙i:三::爾‖PSノJユθデι,″″■
'抑
解εナトと'ハル 西京区松尾′79.ヽ電,21′

r96.Ⅵ .1;綴喜郡井手町r84.V.2ろ r84.Ⅵ
.3ァ
′85,Ⅵ.2′

r85,Ⅵ
.16ァ
イ86.Ⅵ.22ァ

イ87.Ⅲ .1′
′96.IV.28′ r96,ⅥI[.11

島ガFθ′て,ss,brι′
=“
′夕・イコオガスネトど

'＼

Aシ 宇治市五ケ庄/86,V.23;宇 治市五雲峰r94.V。28(2 ex),入幡市木津川
′96.Ⅵ .22(12 exl i級喜郡井手町/84,V.2ろ ′84.Ⅵ.3ァ

イ85.Ⅵ 身′86.VⅡ .20ァ
r95.V.6

幣 留 黎 需螢鼎 鶏 ュ
穏 聾 認 堰 紫 釜 鞭 霧 撤 装

・
焔 郡井剣

WЪ

D′じりんPと''''=,`Jθε'ヒメキ
ヘ・リトケ'トゲ (相楽郡和東町一窮

r81,VI,ろ r83.V.29(2 exl

D′じれプ
'お
P,力なθ打オι〕て'ヒゴノトケ

'レ'西京区松尾r79,V.20(2 ex);(相 楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山
′81.IX,15-23(5 exl

雛:霧を筋筋秘崩りИ漣トパrⅧ 考,1就説砒啓銑明絵ぽ鑑材乱(3e⇒洋
治市天ケ瀬′76.V.15ァ r78.V.13ァ イ78.Ⅵ.14
C,ss″′デカεじθ″

''デ
′ヒメプ渤・

"ヽ

ル 西京区松尾r791V.25;宇治市五雲峰′77.V.14;宇治市天ケ瀬′74.V.18(2 exl

跨許え∵撃絶寺望γ稚%3.『肇砲岳蟹チ;【、胡争】/制・Ⅵ・4;伏見区醍醐
′Z.Ⅶ.盟 ;伏早区藤の森

lⅢ,25;宇治市天ケ瀬 r74.V,1身 ′74.Ⅵ 29;八幡市八幡宮
′75,V.26;綴喜郡田辺町三山本 /82,Ⅵ.5;綴喜郡井手町

′86.ⅥI.6′
′90,VII.22

C,ss力膀99おたθテθTセモカ・渤・
"ヽ

ル 西京区松尾 r79.Ⅳ .25;西京区大原野′80.Ⅳ .29′
r80.V.11:宇 治市五雲峰

r76,V.22′ r78,V.20;宇 治市天ケ瀬/75,V.24′ ′76.V.27;宇治田原町大峰山イ77,V。 21ァ /78,V.27

鞍 鶴 磁 独 螂
i脚 叩 瓢 轄 歎 大峰T力脇pi″,じれ″θs,イ狩ガ カメノコ

'エ
ン 西京区大原野r77,I

山′74,V.2′ ′77.V.21′ r78.V.27

文献言己録種 上記に含まれなヤヽものとしてCΨttΨ歎謬留夢鵡望瞥擦嬬津議脚 四
子解サセサ手常ヨ堺 !争

':lltぜ

嘲 解 守舟写衿辮%r窃陥、|と士;を4ウ:協霧糊 f弊 アカクヒ・ナカ・ハÅン、 とて,μと,c力
`,じ
θ協 ルリクと'ボ ツ,ヽl、シ、とk,,,1,′ θr'fr,チ ,

0クル
“
,''',攀SアワクどポツハAシ、Cθ″οaη″′

'ユ
′θ″力″チι,′ね ヨツホ'ガカツツハル 、Cθθ

“
θbテクsP丁じて,″sクロとメツツブヽル、

Cれypチ0皮″″l,テクS″μ″'3ヤツホ
・シツツハル 、C″,ηん,s″即れ

'ε

′ε 'Vギ と'ロコダハムシ、P力ι:ι′θ″♭″セュ齢
'て

,,¢ ダイコン弘シ、

C力rysθ″′θ
'′

υ額
“
歩iP′″じr′チ′ ヤナギ′諄シ、Gぉ

`″

θ″れθ″て,,″Tοガじ″ε ズグロキアヽムシ、Gθ″わじか,1,ηJθ打,″θチο
'サ
クラAゾ ハ′、シ、

Plノr″力,,チ′
"ι '′

′ね エノキアヽムシ、Pノ″″力
''協

協筋 1オオサクラケフ・カハAシ、Pノrィカ,,″ ,々宅,ViSttηttFカワシマケフ・力胤ン、Pノィr力
'Iチ
と
'

解
“
,Iた9″″お フ・チヒケ・ケダカ′導シ、A=?''軒

'じ

,じθ″夕肋 ハ〃キ
'ヽ

膨、 Cガθ解たクr.l ηοりFオオルリとメ
'ヽ

Aン、Eχθsο″
'じ'Iガ

θ:エセ

キブヽ'ラ とメハムン、 Sフカ,(ケ rθ′て,T,,T,チ
'お
,肋ηι セHアシタマノミザ漱シ、Psノ rrFοtts α

“
g,sと

'θ

θ
'Iね

ナスナカ・スネトどハムシ、As″″θttθ r″肋
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,″′
'じ
' プ

ンカ・サ
'｀

ムシ、Cr,SS'テ′″あガOθ′ カメノコハムシ

E186.V.2傷
′93.X.2(多数.セイタカアワダチツウ花上);綴喜郡井手

皿,13;伏見区藤の森
′76Ⅸ.28;宇治市五ケ庄 '79.Ⅵ.29

11,25～26(3 ex)′
′84ヨX.2′ ′85.Ⅸ.15

「,12～ VI.6(9 exlァ イ84・ V・24

輪 朋 脇 み,お埼縁

°

静露み ゥ帰 綴喜君ヽ井手HJ観.Ⅷ.笠 ～
“
01嵌 赤色型 4、 黒色型 7)′ 監 Ⅶ・ワ′

京区大原野 r80.V,18;宇 治市五雲峰
r76.V.22,緞 喜郡井手町′81ヽ唖.5～ 18

級喜郡井手町
t86.Ⅵ I.12′・89,VⅡ,22

西京区松尾 ′80.V.3

推隷 麟蠣聯翻 轍 亀
弁町/84,w.3ァ ′86.ⅥI.6
級喜郡井手町′84.V.12

軽鶏郎坤与亀霙縛靱熱齢盤山
5.V.6

旨翁集拝英覇ち界経T亀脇1宇治
乎粧北.2″ 6Ce⊃′r95,V.6

ひ霜隷郭培::留(2呵
BRENTIDAE ミツキ・リツ・ウムシ科
文献記録種 COb′

'0じ

甲力と'I'S=ノ
ο約肋

'セ
ガ ミツギリツ・ウ影 T.Nakan● 鞄 絡C9'・ァ19630)′35

ANTHHЫ DAE ヒケ・ナカ・ソ・ウAシ科 (1990年 以前の標本は妹尾俊男氏同定.C力
θr′g,sは高橋同定のものをあて

ておく)

撒鰯 織・塩鐸辮基配草手群み;鰤攀
'771ヽ/.30′

r77,VI.9

N朗鋸"夕8 
ψοI】,s拘れ

'ケ
チヒ・ヒヨウタンとケ・す力

・ツ・ウムシ 宇治市 ′85,Ⅱ .lオ巧ち木から羽脱 2 ex);宇治市五雲峰 '97.Ⅵ.21

粋   蜘
E衛
奏知 遂朝     潮 最量継'罵.雰滋ぱ

|

P'IJθて,ο♭
'″

ε =ibbο S'S セマルヒゲチカ
'ソ
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||

P′と,rys約″傷 s,力″,シロヒダナガツ・ウムシ 西京区松尾 ′79,Ⅵ,3′
J79.VII.21,西 京区大原野′80,V.18,宇 治市五雲峰′78.Ⅵ。17;宇治市天ケ瀬′76.V.27(4 exl

R力′″力すナrO″″ね
=′
rψrヨつヒダナガゾウムン 西京区大原野′80.IV.29;宇 治市五雲峰r71.Ⅵ.1男 ′98.V.23;宇治市天ケ

瀬り8.Ⅵ.6(15 ex)
TTθ″ti″θ″θs打,翻′,Isキマタ・ラとケ・ナガツ・ウムシ 西京区松尾′79.V.4;西京区大原野′80,V.18(2 exl i宇 治市五雲峰′71,Ⅵ.ろ

′72.Ⅵ,15′
′77.Ⅶ.z/78.Ⅵ.9;宇治市天ケ瀬 r74.V.25

T″ο″滋″θd能′οヵFクロフヒダナカ'ゾ ウル 西京区松尾′78,X,22;西京区大原野′76,V.5;宇治市五雲峰r71.Ⅵ.ろ′76.V.2み ′97.ⅥII.30,宇治市天ケ瀬′74.V.25;綴喜郡井手町′89.V.23
母郷わ′οθμ,岬孵|′夕Sオと・つヒケ・ナガプウムン 宇治市天ケ瀬′98.Ⅵ.20
A″′″θ″rと:sぅ肋ガriσθ″

“
ぉ シリプロとゲナガソ・ウムシ 伏見区醍醐′74.Ⅵ.19(2 ex),宇 治市五雲峰′77.Ⅶ.2 13 ex)

y''θ″r,た,s肪 ヨリメチと・ヒダチカ・ッ・ウムシ 西京区松尾′79,型.7;宇治市五ケ庄′83,V.身 r83.Ⅵ.6(3 ex)′ /84.Ⅵ ,12(2
ex)

y'ユσ″rr″
"れ
て,と:歩″θウスク・ロチと°とケ・ナカ・ソ'ウ′、シ 宇治市五雲峰′71.Ⅵ.ろ

/78.V.2%′78.Ⅵ .17,綴喜郡井手町′85.Ⅵ .16
4,チθチЮ″お,お町 %″ガ体 スネアカヒケtナカ・ソ・ウや 伏見区醍醐′77,V.14;宇 治市五雲峰/95.Ⅶ,1(2 ex);宇治市天ケ瀬r74,V.ろ ′74.V.25(2 ex〉 /74.Ⅵ.8(2 ex)ァ r751V.26,(相 楽郡和東町一綴喜郡宇治田原町)鷲峰山r81.Ⅸ.23
P力,ガ肋力じθげ“

おキホ・シヒゲナカ・ソ・ウル 西京区松尾′79.V.4,宇治市天ケ瀬′74.Ⅵ .1′
′94.VII.16′ ′97.V.17

ス″力̀
,″
,協力′9うガお キスゾとケ・サカ・ゾゥル 宇治市五雲峰r95.ⅥI.1

Xyど F“,′と,s″カチ″θ,TSナカ'フトとケ・ナカ・ゾウムン 綴喜郡井手町′86.Ⅶ.14(燈火)′

′oo,Ⅵ.27(2 ex〉 00.Ⅵ,30

正田ELABIDAE オトシフ・ミ科
スクカ拘ιF″∂泳ク″

“
,お ヨクロ″ッフ・チョッキリ 西京区松尾 r79.V.20,宇 治市五雲峰′75,V.23′ ′771V.30

A,ルチοう,夕s,“ヵ″解お クロ″ツフ・チョッキリ 伏見区醍醐′78,V.3;伏 見区藤の森r78.V.23(沢 田誠二採)i宇治市五雲峰′77,V.4;宇治市天ケ瀬 r79,IV.15,綴喜郡井手町′85.Ⅵ.16
Dttrv,クε胞″

“
θ′膨筋デルリイクどチョッキリ 西京区松尾 ;宇治市天ケ瀬′74,V.18,(相楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町

)鷲峰山′83.V.4;綴喜郡井手町′83.V22
DθPcrと

'ク'解肋″どrsチどイクどチョッキリ 西京区松尾′為.Ⅳ.30
Dθ″θ解クε〃力it,ο′θrコライクと'チョッキリ 西京区松尾′79工V.29′ r79.V.20ィ

(2 ex〉
′80,V.24(4 ex);西京区大原野′80.V.ちr80,V.11′ ′80.V.18,宇 治市五雲峰′76,V.2為 78.V.20(2 exlァ r78.V.29(2 ex)′ ′79Ⅳ 3銹 ′79.V.21(2 ex),宇 治市天ケ

瀬′75.Ⅵ,1ァ
′76,V.10(3 exl′ ′76,V.15(3 exl′ ′79.Ⅵ .男

/80,V.2′ ′80.Ⅵ.5,綴喜郡井手町′95。V.6
C力o猾θsチ/θ″力θιιdじ励″,マルムネチョッキリ 伏見区醍醐′84.Ⅳ。28
Bノじrれ,s/′夕SrFフアウス,<キチョッキリ 西京区松尾′80.V.24;伏見区醍醐 /84,IV.27;宇 治市天ケ瀬′74V.25
Bノじ脇じ

'S7ク
b″ι

'′

クs鞄〃ん へ'こ彬′マキチョッキリ 西京区大原野・79.V,4
AS″んりじナi3じ,s肋じ″々″解″る フ4・ )ヽマ|チョッキリ 西京区大原野′78,V。 14;綴喜郡井手町′85。Ⅵ.16(2 ex)′ ′89.V。28
A′γο″力加′s θttοじγο″て,sチAアイコチョッキリ 宇治市天ケ瀬り4.Ⅵ .25
β弩,,ι:ηT,クチ″ε′猪″伽sね ルリホツチョッキリ 綴喜郡井手町31.Ⅵ 7
E4,,′解″テクS'クr″o″εホツチヨウキリ 宇治市五雲峰′97.Ⅵ正,19′ r97.ⅥⅡ.16
L,s,ο r′り打じ力

'チ

て
'd brω

J″θ,チrね クチフ・トチョッキリ 西京区大原野′80.V。 11～ 18(2 ex),宇治市五ケ庄′75.IV.5;宇治市五
雲峰′77.Ⅳ .30
貶θじ促

“
θrr,2F″ ,s′3ε協デユお 力渤リチョッキリ 西京区松尾′79.Ⅳ.29(2 ex)′ ′80.V.24(2 ex),西京区大原野′79,V.5′′80.IV.29(2 ex);伏見区醍醐イ74.IV.29(2 ex);宇治市五雲蜂′77.IV.30,宇 治市天ケ瀬r75.Ⅳ.19(2 ex〉 ′75,V.10′′70.V.2t′ 80。 V.2

R力yηじ″ナθs ttrοsモモチョッキリ 宇治市五ケ庄r83.V.18,入幡市り5,Ⅶ.(高桑進)
r,,υ。,υガ′s PF,cs夕θヒメケダカチョッキリ 西京区松尾′78,X。1′

′79.Ⅸ .2t r80.V.24′80。Ⅵ.22;西京区大原野′76.V.5,伏
見区藤の森77.Ⅵ.15(沢田誠二採)′80,Ⅵ.24;宇治市五雲峰r74.Ⅵ.15ァ

′77.Ⅳ。30′ r78.Ⅵ.9;宇治市天ケ瀬r75,V,10,宇 治田原町大峰山′74.V.2,(相楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町)驚峰山J81.Ⅸ .15:綴喜郡井手町′81,V.17
Pカカb冴

“
rクノユ″伽

“
ね アオガオレダミ 西京区大原野′80,V.4(3 ex);下京区東福寺′94,V.22;伏見区醍醐 ′74.IV.29

:宇治市五雲峰′71.V.1ろ r77.IV.23(2 ex)′ '77.Ⅳ.30(2 ex)′ ′73,V.20,宇治市天ケ瀬り7.Ⅳ.26
E″ο″d rιs″FtJιZ'θ ハギルリオレダミ 西京区大原野′78,V.lt′ 80.V.11,宇 治田原町大峰山′74,V.2
E"ο″,P'「′Fガο■Й ナラルリオトン・ミ 西京区大原野矧0工V.29:西京区松尾′80,V。24:宇治市五雲峰 `75。 V.身 r76.V.22′
′77.Ⅳ.30′

′78.V.20′ r78.Ⅵ ,9′
′96.Ⅱ .24(落葉下),宇治市天ケ瀬′74.V.1身 /74.Ⅵ.2を ′94.VII.16(4 ex)

E夕θPs s,クヵ
“
″i″'力渤リオレダミ 西京区松尾 r79,IV.25(2 ex)′ ′791V。 29(3 ex)ァ ′79.ⅥI,lt′ 79.Ⅶ .21′

′78.X.22′′79.Ⅶ.14(3 ex)ァ ′79`ⅥI.21′ r80.ⅥI.5(2 ex);西 京区大原野′80.Ⅳ.29;伏見区醍醐′74.Ⅶ.22,宇治市五雲峰
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′71,V.24′ 72.V.31′ ′75,V.23;宇治市天ケ瀬′75.Ⅳ.1%J75.Ⅵ .1(2 ex)′ ′76.V.15
肋rοp力″ο′¢″'SP'″′

′′ね ヨ・マダラオレプミ 西京区松尾 ′79.Ⅶ.14;宇治市五雲峰r72.Ⅵ.10,宇治市天ケ瀬 ′74.Ⅵ.22
P′Ю7′,7θ′″'Sワ

V'″υO'χι解′とメヨ・マダラオレダミ 西京区松尾′79,Ⅵ ,3～ 17 c ex)′ ′80,Ⅵ,14～ 22(3 ex)
Pカプ脇

'テ'POtrθ
r"じ ″̀

,υ
て
'“
Sとメコダオ膨ダミ 西京区松尾 ′79.V.20(3 exl′ r79.VII.14′ 80,Ⅵ.22,(相楽郡和東町―綴喜

郡宇治田原町)鷲峰山′83.V.4;綴喜郡井手町r95.V.6
ス″0′θttS bι,,テて,,チ″sウスモオ膨ダミ 西京区大原野′77.V.1′ ′78,V,14,(相楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町鷲峰山′81.Ⅵ.1旬 ′83,V.4
々θ′♂VS t'′ンチカ″ο

=rrd拷
″とメクロオレダミ 西京区松尾′80.ⅥI.5,宇治市五雲峰′771V.23′ ′78,V.20′ ′78,V.27;宇治市

天ケ瀬 ′76.V,19J78,V.t r78,V.13,綴 喜郡井手町′95,V.6
ス″θ′θ″夕sρりJFオレプミ 西京区松尾′79.Ⅵ,1ろ !79,Ⅵ I。lt′79,Ⅶ,21(2 ex)ァ ン80.V.24;綴喜郡井手町J81.Ⅵ.ろ

33,V.22
Cノじ
“
θチr`″じ力て,I,s rθ′

"Fハ
キ・ツルクどオ彬ダミ 西京区松尾〕79.Ⅵ.1ろ ′80,V.24;西 京区大原野′78,V.14,宇治市五雲

峰′75,V.23′ J76.V.22(3 exl′ ′76.Ⅵ.29′
′77,V.29′ J77.Ⅵ

,9′
r78,V.2c r78,Ⅵ .9:宇治市天ケ瀬′74.Ⅵ.22′

′75,V.24(2
exl′
′76.V.20;宇 治田原町大峰山′器.V.27(2e⇒

P′r′て,θ打チrθじθ″y,ι′s rθ″ιgFじθ
“
お とダナガオレダミ (相楽郡和東町―綴喜郡宇治田原町)鷲峰山r81.Ⅸ ,15

Pと,ィvvヵチ/θじOTノ
'々S々な打と,θI′ね 7カクどナカ'オレダミ 伏見区醍醐′74.Ⅵ.19;伏見区藤の森′79.Ⅵ.11;綴喜郡井手町′82.V,22

文献記録種 (上記に含まれない種)Aガ♂ナθう力stテ
`:】

υ瑯ハダカケ切ダカッキリ Ogura Lake Sharp 1889

CURCULIONIDAE ソ・ウムシ科
P''71bbF,s′ 筋切チ

"Sリ
カ'コフキプウムシ 西京区大原野′80,V.4～ 18(5 exl

P''ノrbbF夕ε♭″ω
'″
ぉお コヒダホ・ツプウムシ 西京区松尾′80.V.24～ Ⅵ.14(6 ex)′ r81.Ⅵ.13(4 ex),(相楽郡和束町一級喜

郡宇治田原町)鷲峰山/81.Ⅵ.18(3 ex)
P″ノ′力う′クs,,trps′ sヒ泳・ネヒダホ・ソソ・ウムシ 西京区大原野 /74,V.19(4 ex);宇 治市五雲峰′75,V.23/′76,V.22(6 ex)′′77工V.30(3 ex)′ ′77.Ⅵ.9′

/78,V.20′ r78.V.27;宇 治田原町大峰山′74.V.2′ ′77,V.21′ ′79.Ⅵ.2,(相楽郡和東町―綴
喜郡宇治田原HJl鷲峰山′83.V.4;綴喜郡井手町′83.V.22′ r酪.v.2男 J96.V3
My′,θ盟′θ′bttοr,,,ガる とゲブトクチフ・トツ・払ン 綴喜郡井手町185.Ⅵ .16′ 他、極めて多数
MノrJο t:ダクsプヵ解θS',ケブカクチフ・トッ・ウムシ 西京区松尾 /80.ⅥI,13,西京区大原野′76.V.島 ′78,V.lt r80,V.11;宇治市
五雲峰′75,V.23′ r77.IV.30′ ′77,V.lt r78,V.20,宇治市天ケ瀬′74■V.20ァ ′74.V.18(2 ex)′ J74.Ⅵ

.22′
′76,V.15′′76.V.2ろ 77.Ⅵ.4′

′78,V.4(2 ex);綴喜郡井手町J83,V.22

均 ′′ο盟
'ε =れ

て
''ど

d力
"ク
チダトゾウユ、シ 西京区松尾 r79.Ⅳ

.29′
/80,V.24(2 ex);西 京区大原野 '76,V.身 ′73.V.14(2

ex)′
′80Ⅳ.29,宇治市五雲峰r78,V.29′ り4V.2身 ′94.刈.10′

′961V.13;宇治市天ケ瀬′74,V.18(2 ex)′ ′75,V.10.
r76.V.2ろ ′76.Ⅵ .5ァ

′971V.26;宇 治田原町大峰山′78,V.27;綴喜郡井手町
Mノ

'7ο

解クd″1訂D″″,じ,',肋θクロホンチフ・トツ・ウル 西京区松尾′80.Ⅶ.13(3 ex);宇 治市五雲峰′75.Ⅵ.21′ '78.Ⅵ,17,
宇治市天ケ瀬 r94.ⅥI.16

A/f′じ″θじθ′ノ
“
夕ευ

'イ
カ♭

'Iね

オオクチブトプウど、シ 宇治市五雲峰 r96.■ .4(枯松樹皮下)

CノイオιP'Sttο胞夕d ttε筋
“
¢クθクリイロクチダトプウムシ 西京区松尾 ′80.Ⅵ[.13(4 ex);伏 見区醍醐′74,Ⅶ。22,宇治市五雲峰′97.X.25;宇治市天ケ瀬 ′94.Ⅵに,16(4 ex)ァ ン97.Ⅳ.26;級喜郡井手町′83.V.22～ 29(6 ex)

Cι,Iθ″″プεセ″
'A(i Sθ

ttrttdチヒ・メ
"・
ゾウ′、シ 綴喜郡井手町r91.Ⅷ,7(3 ex)

A“οsF解″sルじοrと,テクεV″ツ・ウムシ 西京区松尾・80,Ⅶ.13;宇治市五雲峰′あ.VII.9′ ′77.V.14;綴喜郡井手町/81.Ⅵ.7
Cν″″rt'r:ど sυ″″,7那 ミドリクチフ・トゾウル 綴喜郡井手町r81.VШ .5
7rr,θ,,ノ″デ?Jつて

'Osο
″T,Sθ力d″″′″ツチゾウル 宇治市天ケ瀬′95.瓶.2(4 exl

TT,じl,″″οて
'03θ
″TイI Sp.●′ὺ

,″
ガ)宇治市五雲峰 r94.V.21′ r97.Ⅲ .15:宇治市宇治川 r96.I.27

AsP,T′ 協夕3 SP・ 宇治市五雲峰′94.V.21(5 exl;宇 治市天ケ瀬′96.V.18(10 exl
TT,じカノr力 :“″S Sp.宇治市五雲峰 r97.Ⅶ。17(6 ex)
Myθ読脇 sp.宇治市五雲峰r94.XII.10′ ′97.ⅥI.19(チと・ヒョウタンソ・ウルM.δ♂,riθ力ψ

"夕
δかとも思われるが、触角着

生点がふくらんでいる)

E″おθη夕('チタ″
'と

,3抑ヨフ・ソ・ウムシ 西京区松尾′79,Ⅳ.29′
′80.V.24(2 ex);宇治市五雲峰J72.V.31′ ′76.V.22(2 ex),

宇治市天ケ瀬 ′71,V.24′ r76.V,10(2 exl′ ′76.V.27(2 ex),宇 治田原町大峰山′78.V.271綴喜郡井手町上井手r93.Ⅶ。(写真)
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Dθr″T,オ陛
“
,s留お肋 〃る とル ロヨダ ン・ウAシ 宇治 市五 雲 峰

′76,V.22′ ′77.Ⅵ,9

D―,腕",`じ',テ

カィ,と,sウスとョウタンアウムシ 綴喜郡井手町′95.Ⅶ .1

Ps例冴θじ
“
て,o″力F″ "s勁脇じ筋チ″ε

スク・リツ・ウル 西京区桂J74.V.1,綴喜郡井手町′92.Ⅵr,27
P餡廟θθttο r力加,ε θ♭¢s,sカキゾウムシ 西京区松尾 '79,Ⅶ.14;西京区大原野′79.V.5;宇治市天ケ瀬′74,V.18(2 ex)
;綴喜郡井手町 r82.Ⅵ .5

望男統霧を空載窃娩て漸ご守釘tイ翻 緋 :宇前報なⅧ虫朝宇治田原町大輛
r74.V.2 o ex)

辮 協窮解舟ヒ載胤 蠣離躯鞣鴇 枠 絲 島Чれ駅晩ザ監Ⅶ攣ょ〉S肋″′″Pο ん々′'チ
どヨフキソ・ウ影 綴喜郡井手町J84.V.12(

/9生V.5(3 ex)ァ ′95.V.7(6 ex)
Lお″θ′t,″と,ε O所

'T'疼
εθ誠加s″お ヤサイプウル 宇治市五ケ庄 y78,X.4～ 24(>30 exli綴喜郡井手町′98.IV.7

擁 霧 称 薙 跡 躙 ;鰯区諒 町 呪 鈴 曲
J72,V.31(2 ex),綴 喜郡井手町B9.V.28

L′″η′s協施∂協,sヨ・ホ・ウゾウ帰 伏見区藤の森イ79.V.20(沢 田誠二採):宇治市五雲峰′75,V23
脆 りsθ′ο♭クε″rθ ホVロアンナカ・ソ・ウル 西京区松尾′80.V.24;西京区大原野 r78,V.14;宇治市天ケ瀬′75,Ⅳ .19′

′76.V.20
Mι甥5Лοb,S′′υοSを

'TVユ

チクsキル・″ナカ・ツ・ウル 西京区松尾′79,X.10ァ ′80,Ⅵ 14～ ⅥI.21(6 exl i綴 喜郡井手町
り5,V6

蹴 s子協s力を駒ダγゥがξ謎駆・邪と置評引黙勁て'矛盈.猟2呵′7Я立Ⅲ宇
治市五雲峰′71.Ⅷ .la r72.V.31′ ′75.V23′ ′77.V.29

Eθ″打οじ,て,μ,S Sη″′
“
9'3イネツ・ウムン 西京区松尾′79.Ⅵ.17;綴喜郡井手町J81.Ⅵ.26～VI.16(10 ex)′ /83.Ⅵ

.1′

′84.Ⅵ 21′
′
85。 VI.16

Dο″yチο解′δ,,′ηじガ枠力″ね モンネゾウモドキ 綴喜郡井手町′84.V20′ ′86.V.5(2 ex)

鴇 絡 乳解問
'1籍
鞠 鑑 Υ義

紐 (疑ザ監呻 欺災ザ期 Щ切駒打
"7'7″

'S ttι'デ

οイオボス・ソ'ウル 綴喜郡井手町′71.ⅥI預

r89,VII.22(3 ex)

T,ηyd″l,ノr″,sp.綴喜郡井手町 r86.Ⅵl.14
Lおεθ″力θ″″′εθりZπ イ泰ス・プウル 宇治市五ケ庄 ′86.V.23(6 ex);宇治市五雲蜂′94,V.28;級喜郡井手町
r84.V.12(7 ex)ァ /84,V.27(2 ex)ァ r84.Ⅵ

.3ァ
′84Ⅵ.273′

J84.VIII.4r86.V.5;綴 喜郡田辺町′90.VIII.16(沢田誠二採)

勤:勘紳孵震継胞ξ;綴喜郡井手貯mw叩
Sttrt,θη打力″Iクs sP,tη′

'θ

お
'?)宇

治市五ケ庄′84.Ⅵ.12(2 ex)
S″″θ″

'中
″
'お
Sp.宇治市天ケ瀬 ′98Ⅵ.6(5 ex)

Oθ
“
夕s力θ:諺打 クロタマゾウムシ 西京区松尾′79.Ⅵ I.ろ

′80,V.1ろ J80.Ⅵ,14(2 ex)′ r80.Ⅶ .5

fχ′,″ Tη η′,'海
=す

bbοj'ヨツコフ・ノコギリツ・ウル 西京区松尾 r79.V.2時 ′79,Ⅶ.21,伏見区醍醐 r77.V.29;宇 治市五雲峰
′78.V2働 ′94,V.2身 ′97.ⅥII.23(2 ex);宇治市天ケ瀬′74,V.13(3 exl′ r74,Ⅵ。身′76.Ⅵ .lt r80,V.2(2 exl;宇 治田原
町大峰山′78,V.27,級喜郡井手町 r95,V.6

絡納 鰍 習焦y凛学鞘 ij静
警5鍵廷覆覗芹獲およ稔蔑顎蛎評

1習

盤 )

絡脇猛1身与みげみそユサ鋒矮離赫 鰹 こ解躙盤料.りⅥ?比宇
FV無能町写6髯蜜挙密寵疏4r乳 漏粟象記蓉争語吃写れ1デ治市五雲峰り&Ⅳn釘りλⅧ

.烙 ;宇治市天螂
R11と,脇″,s72''″ εリカ'バゾウル 伏見区醍醐r78,V.3(2 ex);綴 喜郡井手町イ85.Ⅵ .16ァ

イ86.Ⅶ .6
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R力
`を

紹″カタS力歳 解と'ね
ガ ハ″ ヨウバ ツ・ウル 伏 見 区醍醐

r78.V,3(2 ex)

レ解加″,デ,scFc,力お ″ゞ ケ・ササラゾウムシ 西京区松尾′79,V.20～ Ⅸ.24(10 ex);宇治市五雲峰′78.Ⅵ.勇
′94.V.28,

宇治市天ケ瀬′94.Ⅵr.16′
′95.Ⅵ.24

T'じ力ηチθrて,′′
"d′
οおガお コブ

'ヽ

ナゾウムシ 宇治市天ケ瀬′94.Ⅵ.25(2 exl;級喜郡井手町′96,V.3
Attr力θ■0″,,Sbおを打枠″イナコ''サソ・ウル 西京区松尾′79,IV.29(2 ex);西京区大原野′74.V.19;宇 治市五雲峰
r78,Ⅵ.9(4 ex);宇 治市天ケ瀬′74.Ⅵ.22(2 ex);綴喜郡井手町/84,V.20′ r84.Ⅵ。3′ /86.Ⅵ.2z′ 86.Ⅶ .6

C夕肥夕Jわ ,″伽″,チ,3ムモンチビガ プウル 綴喜郡井手町′84.Ⅵ,3

C,″ガわど,滋
''諺

ツ
'ギ
キ>'ゾ ウムシ 宇治市五雲峰′76,V.22～ Ⅵ.29(4 exl′ ′77.V.2男 ′87.ⅥII.13′

′97.Ⅶ .19
C夕″じ,'力 じ0用明,ε セダカ升・ソ・ウムシ 西京区大原野′77,V。 l12 ex)′ r80.IV.29;伏 見区醍醐′78,V.3;宇 治市五妥峰
′71.V.1ろ r72,V.6′ J76.V.22(2 ex)′ /77,IV.30(6 ex);宇 治市天ケ瀬 r74.V.18(3 ex)′ ′97工V.26(2 exl′ r98.V.9;綴喜郡
井手町 r83,V.22(2 exl

C,肥″
'お
力Frgιη′θィァ'メ

シキ・ソ・ウル 宇治市五ケ庄 1881X.26
C"κ″,わ ″加′子ねs'″,夕sウスモ牙ヒ・シキ・ゾウル 西京区松尾 ′80,ⅥF。13;伏見区醍醐 ′341V.27,綴 喜郡井手町
′83,V.29
C,″じガカ ″触,Sプ ユウンチどンギツ・ウル 西京区大原野′73.V.14′ 79.V.4;宇治市五雲峰 !771V.30;宇 治市天ケ瀬
ア98.V.9
C,κ夕】わrθ,ぃJレロフチどシキ・ゾウ影 西京区大原野′80.IV.29ァ ′80.V.18(2 exl i宇治市五雲峰′77.Ⅳ.30(4 ex)′
r78,V。20(2 ex)′ ′78.Ⅵ .9′

′79■V.30,宇治市天ケ瀬′97.IV.26′ r98.V.9;綴喜郡井手町r84.V.27

C"rて,″rわ sυ″,じね エゴシギツ・ウル 宇治市天ケ瀬 r76.V.10

B′″s'η力
“
′筋 クワヒメアウムン 西京区大原野J79.V.5(3 exl;宇 治市五ケ庄′83.V.18～ Ⅵ.6(4 ex)

B,risて,zo,“′エツ・とメゾウル 伏見区画是醐r77.V.14;伏見区藤の森′79.Ⅵ.11(沢田誠二採);綴喜郡田辺町'79,Ⅵ .5′

′79Ⅵ ,24;綴喜郡井手町'86.Ⅵ .2み r80.Ⅵr.5(2 ex)′ り1・Ⅵr.7(3 ex)′ ′95.V.6(2 ex)
B′お 菊甲θ“

Fて,v,サメ
'サ
・リゾウル 綴喜郡井手町189.V.28(12 ex)

β,お θri帥″どおマダラヒル・ウル 綴喜郡井手町/84,ⅥI.1′
r86.Ⅵ.22

艶協j解絡協′謝 辮・鞣警油I拷.予イ):饂塊穏
R力れθ″じθ解肱夕s,解rクロクチプトナルソ・ウムン 綴喜郡井手町′84.Ⅵ.3′

′84.Ⅷ .26(2 ex)′ r85.Ⅵ.2

R力
'〃

θηじ,s cr力打εO′rね アカ々 クチダトナルゾウムシ 西京区松尾 r80。Ⅵ.22;西京区大原野′79,V.4;級喜郡井手町
r84.Ⅵ II.25(4 exlァ ′85,Ⅵ .2(2 ex1//85.Ⅵ ,16′85.Ⅸ.15(3 exlァ イ85.X,10(3 exlァ イ89,V.28
R力

'η

θ打じクd″たθ9'ωFギ シキ・ンチダトサルソ・ウル 綴喜郡井手町′84,V.27 14 ex)′ ′91・ V・5
R力加οηて,,Is Pθ甲印′カク

''″

お コダラクチプトサ″・ウムシ 宇治田原町大峰山′78,V.27;綴喜郡井手町r84.V.27～ Ⅸ.2(8
ex)′
′85.Ⅵ .2(6 ex)′

′86.Ⅵ.22(2 exl′ `87.VII.12(2 ex)′ り6.VIII.11
Rカカο盟じ,s,力廟じ,sタデノクチダトサ″・ウムン 綴喜郡井手町 r84.ⅥII.26 14 ex)′ ′85。Ⅵ.2(2 ex)ァ r96.ⅥII、 11

打y″クrι,sbて ,″″,,1とデチ
'ス
下リセユサ

"・
ウムシ 宇治市宇治川′97.ⅥT.25′

′97.Ⅶ.2身 ′97.ⅥII。 13(すべて河原で採ってきたス
ヘ'リ ヒユから出た)

ルr9攣解θ′ιィと,s brて ,υテて,vTttη所,sフ キトケ・Aネサ″・ウムシ 西京区松尾r80,V.17;宇治市天ケ瀬り7.Ⅳ.22(8 ex)

幣野絲.を写写ぞ常纏♂好他蒸認鞠癬鶏現膏粉弔す争静耗.↓甲昆奇写諸Vり

Mて,rて,'夕 sθ夕:どとをυι,チタdケナカ・サ
"'ウ
ル 綴喜郡井手町r82.Ⅵ.5(3 ex)

rrott。″。εθtt ιISP'′ タデサルゾウ膨 西京区大原野′80.V,4;宇治市五雲峰′97.Ⅷ.23(2 exl i綴喜郡井手町
′84.V.27～ ⅥII.26(3 exlァ ′85.VI.2(9 ex)′ r85。Ⅵ,16(2 exl′ ′86.Ⅵ .22ァ

′89,V.2身 り0.Ⅶ.26

S'悪負紀『線鮒 81縄蟹温・絲.翼穏陥鮒:惑累監蹄)継己ぜ藍拙井
手町r81.Ⅵ .ろ

r96,V.3(3 ex)

O,サカοr力
"じ
力″力S'′b“,と,Tι,ri,ダ ィコンサルプウムシ 西京区松尾 ′79.V.4;綴喜郡井手町′84.V.12′ r84.V.27(5 exl′

イ84.Ⅵ.3(13 ex)′ ′85`VI.2(3 exl′ r85,VI.16(6 exl
6.V.23
■町 189.V.28(多 数)

町′84.Ⅸ .2(5 ex)ァ イ85,Ⅵ.16ァ
′851X.15ァ ′89,V.28(8 exl

京区大原野 r78.V.14

22(3 exl,宇治市五ケ庄 r84.V,24;綴 喜郡井手町
185,VI.16′ '89.V,28(2 exl′ r93,VI,13,198.IV。19
Pカノ

'Iと
お

'″

,,じガ′υ
"チ
risツノクモツ・ウル 宇治市天ケ瀬′75.Ⅳ.26
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Cと,rθ″
',筋
ηお″筋″ コダチヤツツソ・ウとヽシ 綴喜郡井手町r84.ⅥI.23(2 exl

Pれθ,ぉ ηF″夕sマツキホ
t〃・ウル 宇治市五雲峰r75,V.23(2 exl;宇治市天ケ瀬

/75.Ⅵ .lt r78.Ⅵ。14

鯰 “
S憲脇 観鍛;鴇 蓄濡講君鮎ヂ;宇治市天

ケ瀬り&沌』′

鞘箪財牝指嘉報紳纂露覇Yれ箱恥れAじた,印ね s,チ″″ι:'お ナカスシ・ルキツ・ウ′、シ 西京区松尾′73.X.1
r80。V,18:伏見区醍醐 ′77,V.14;宇治市五雲峰

′95.Ⅷ .1(2 ex);宇治市天ケ瀬′74,V.25′
′74,Ⅵ.29′

′76,V.10(2 ex)′

り7.V.17

ツ雀監Y峰ぞ平笑;亀現.鴬考昇玩表斥猛賓増箕°e玲 ;伏見区醍醐第、V2a埋
.Ⅳ.28律 eつ洋治市五

郡和束町―綴喜郡宇治田原Httl鷲峰山
′83.V.4

卿 &等4億 ;鶏鵡黒『Fお怒興甘辞誌墳手年二瓢酷鮎亀熟撃哲考と平∴Y:鞍翻叩
幣路鵡 饂・協t男郡再焉爾嫡輝騒1言:脅i折害辞子筆≧雹慈i手ど)がひどく食害されており、多数の本種成虫がつい
で、羽化して関もないことを思わせた。この本はモチノキか何かの台木に接がれたものらしく、台木も枝

を

延ばしていたが、本僅は台木の部分は避けて寄食しているようであつた。オリープもリラも
モクセイ科の植物

であることを本種は教えてくれた.9月 13日 に採れた個体 (夜間、燈火)は偶然のものだと思っていたが、
同一の起源のものだつたらしい)

賜v慾ちた。語離.撤将講寺推筋I:邑Υ蕗iえ1)
,宇治市天ケ瀬 r95,沌

,11ァ
′95,XII.2ァ r96.Ⅲ

.23′
r96.V.18(2 ex)

務物緒娩?を訪粋
''執

デ弓憂璽ユ督蟄綜・盈岳"靴彗曽ごη聰9
0Юじ″ぉお″たィをθ認

“
クεタカオマルクチカクシツ・ウ膨 綴喜郡井手町イ83.Ⅸ .13

S協クJ,r′∽
''9s sP,(S丁

解ガ′歩′て,ク′lθε s'解ク
'′

FO″ と も思 われ るが 、あ ま り丸 くない)宇治市五 ケ庄
186.Ⅵ,20;宇治

市五雲峰り7.Ⅲ 15;宇治市天ケ瀬′74Ⅵ,1′
′98.Ⅵ.20(2 ex);宇治市宇治川′96.I.27

Eσ″チθ,・力
'■

,s,′ ,ηts'マダガンアウル 西京区松尾 79,Ⅵ.17(2 ex);宇治市五雲峰′77.V.29(2 ex)
R力と,''“οη▼て'r,S Sp.宇 治市

五雲峰r97VⅡ.5

R筋欧駆欧貌bガ茅ダ琉そ詠峰‰邪ゥル?宇治市天ケ瀬りえⅥ0
腐舘猛7弯Σttγ写粉球ケ努イ玖井西蜜屋承雹耽宵I員 ;宇治市天棘74Ⅵt 7ЯⅥ.tり&Ⅵ・6;綴喜君卜井手
H丁
/82.VI.5

:脇ユ娩軒オ強常を輸 捨納翻握弊鵬4的
:統霧療班雰 雛 Σ灘

ノ
留 ;猟ッ.玩デ瑯 現 予!(KМzmЛtty水野弘造ルル朝 ;宇治市天ケ瀬

′97.V,24;級喜郡井手町/95,ⅥI.4

鰯 聯 寺    紳 穐 篭 地 朗 驚 猛 リ

肋 汎協 塊屈を庇雛 看爾 鞘 れ

'身

ゾ
"宇

治市五雲峰靴 Ⅷ 】 ゛e→′り&■4ば銹 枯松樹皮祠 ;宇治

市天ケ瀬 ′96工V.6(2 ex)
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:♂∵鴇讐解笠穂(蔚痛鍵ゞ君浮象観Л
ttV水野弘造ルルョリ、Cψο力μ婉力″′子力iサギ

コレクション)

r瀬 189.Ⅶ ,15
肇峰り6.Ⅱ .24(6 ex);宇治市天ケ瀬

r75.I.11

尾′79.Ⅵ.17:伏見区醍醐 r74.Ⅳ。19
芋治田原町大峰山′79.Ⅵ.2

2 exl;伏見区醍醐 ′74.Ⅶ.22;宇治市五雲峰
′71.Ⅵ,9′

勅才秒融塩韓舞解能鈎″5Ⅸ別
SCOLY「IDAB キタイAシ科

ex)
1(2 ex)
′′79,VI.17
Ⅲ9
3
治田原町大峰山′74.V.2
)

;宇治市五雲峰 r75,V.23(2 ex)′
′79,V.21′ ′97Ⅳ.19(2 ex);

F.29
.28 ～Ⅸ.23(4 ex)
ア.IV.5
ア.4

P'爛
鳩 れ

'た

恥 吼 ・ψィ 綴喜君S'|・ 手HJ靴Ⅶ .5

文献

弓刊むし(274121
(dgaku PubLShng

鰈 ナ撫育ネ士
藩轟
幸
寛!習絡

:縁
r柔尋ヱ亀海 多埠婆都朧 オサムシ科およ髄 翻 甲虫臨 。関西甲虫締 会

,Crクル、(31)、 15‐24(京都府南部の甲虫 IVl

こ二と静一軽漕駆酵舗滝

酔腕磁触麹与
菫建良蕩争ズ懲謂 議 乙盗象 名盈):原色日本甲虫図錐Ⅲ.保育社
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F芸菖子Б9選 蕪.歯w甲虫談話会今料第

'マ ムシ科甲虫目録.関西甲虫談話会資料第八号
).

1lcPress OfJapan

号朋 υ釉脱肋軽"う 2ゅ1%,保育社

:呉与号号争罵種戦瑠雛
Iaku Pubh』 五ng

4二魯慧常尾憩協降甕モと)
甲虫相との比較 (京都府南部の甲虫V事 関西甲虫

ゴミムシダマシ科および近縁科甲虫目録.関西甲虫

甲虫図鑑Ⅱ.保育社

Y6shitomiァ H。 (1997):Elyチr,25(2)′ 349-415
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T

関西甲虫談話会 規則
発効
一部改訂

′′

′′

′′

1.名称 :関西甲虫談話会  (英名 :Kans五 CЫeopteris偽'Sa100n)

: 1988.7.1.
: 1992,9。 9.
: 1995.6.28.
: 1998.2.1.
: 1999.2.10.

(旧称 :関西カミキリサロン、発足日:1981年 6月 24日 )2.趣旨 :甲虫を趣味とする者の親睦と情報・標本 。物品の相互交換のためのスヘ‐ス.

標本や採集用具等の販売行為もこれを妨げない。会員制を採らず自由参加制.3.対象 :甲虫に興味を持ち、これの蒐集、研究を趣味または仕事とする者.4.定例会 :月 に2回、所定の場所で、所定の日時に開催する。当分の間は、大阪梅田東通商
店街、「田園」梅田本店4F、 原則として毎月第2、 第4水曜日、18:30～ 21:30と する.

ただし会場混雑のため、12月 第4水曜日の定例会日は例外的にとり行なわない。「田
園」閉店の日に当たる場合は休会とする。参加者は飲食費用を各自で負担する。5.幹事 :定例会にほぼ定常的に参加する者はその希望により幹事となることができる。
幹事は若干名c)を置き次項に定める雑務を執り行なう。ただし3ケ月以上にわたり
定例会への参加ができなくなった幹事は自動的にその任が解かれる。6.幹事の雑務 :(1)定例会場のアレンジ、進行。(2)忘年会、その他各種行事(ゼ ミ、採集会、
等)の開催(随時)。 (3)会計1定例会の飲食費管理、忘年会費用管理、名簿作成費用捻出、
その他l.(4)定例会、忘年会等の行事参加者の名簿作成と配布.(5)定例会参加者
多数の賛同を得ての本規則の改訂.∞)渉外・広報。(7)次項に定める出版事務1

7,出版 :(1)幹事の多数が一致して必要と認めれば、本会の出版物の刊行ができる。
(2)出版物は、本会の趣旨に合致した甲虫に関する内容のものに限る.

(3)著者1複数の場合は少なくともその一人|は、それまで本会に参加したことのある
者に限る。

(4)出版物はすべて、「関西甲虫談話会資料(英名 :Pubhcれ Onsfrom Kans江
Colooptensts's』 oo■ )、 NO.軒 」とし、表題、著者名、同住所、発行年(西暦)月 日
のほか、「編集・発行 :関西甲虫談話会(〒 6■‐00o2宇治市木幡熊小路19^35、
水野弘造方)」 と明記し、奥付も同様とする.適当な買に本規貝Jを掲載する。サ
イズは、B5版、とし、文章文字は、活字、写植、ヮープロなどとし、手書きは認
めない`最低発行部数は、50部とし、再版は可。ただし、改訂版は別ナンバー
とする。

(5)原稿は幹事の査読を受け、その指示に従い適宜改稿するものとする.

(6)校正、印刷、出版費用負担などは、すべて著者の責任において行なう。著者によ
る定例会席上などでの出版費用の寄付徴収は、これを妨げない。

(7)出版物の販売は、著者の責任において行なう.売上と著作権は全て著者のみに
帰するものとする。

(*) 2001年 3月 現在,次の者がこれに当たっている.

奈巨曇ζ,E務税藪)謂智(琴零T:郡°
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of KyOtO Prettctul・ c SOutけ  著者: 高橋 敏 (sho TAKAHASH I),発行日 :1991.8.31.NO.2 鳳凰山産甲虫類 目録 (山梨県韮崎市)1991(c。に。ptera Of Mt.HOh～ wOh―zan,Yamanash Pret,
CcntralJapan)著 者: 水野弘造 (KOzO MIZuNO),細 田倖市 (Kouichi HOsoDA);発 行 日 :

1991.12.1.
NO.3 日本産ナガクチキムシ科甲虫都道府県別分布表 1992(Distributi9n Tabtt OfJapanesc Mcttndryid

Beedes,p10tted against Prefecture as a unit 1992 著者 :水野弘造 (KOzO MIZuNO),発行日 :

1992.1.lo.
NO.4 京都府産ハムシ科甲虫目録 1992(The ChrySomeLdac Of KyotO Prefecture)1992

著者: 水野弘造 (KOzO MIZUNO),発 行日 :1992.H.1,
No.5 京都府のカミキリムン (cerambydd bcetlcs Of KyotO Prettcturc,丁 apan)著者 :岩田隆太郎

(RyutarO IwATA),水 野弘造 (Ko2o MIZUNO),常喜 豊 (YutakaJOHKI):発 行日 :1993.3.NO.6 京都府産ゴミムシダマン科および近縁科甲虫目録 1993(Beedes of KyotO Prcfccture,belonging to
tllc TencbriO■ idae and its rettted famihes)1993著 者 :塚本珪一(KdichiTsuKAMoTo),高 橋
倣(shO TAKAHASH),水 野弘造 (KozO MIZUNO);発行日 :1993,7.10.

NO,7京都府産ケシキスィ科・ネスイムシ科甲虫目録 1993(Beedes of KyotO Prefecture,bebnging to
the Nihduhdae and thc RhizOphattdac)1993 著者 :水野弘造 (KOzO MIZUNO),高 橋 宙文(shOTAKAHASHI);奏γ子日 :1993,8,10.

Nb.8 京都府産タマムシ科甲虫目録 1994(The Buprestidae Of Kyoto Prettcture)著者 :水野弘造(KOzO MIZUNO),高桁 倣 l(qhO TAKAHASHI),大平廣士(HiroshiOHHIRA);発行 日 :19942.1NO,9 奈良県産タマムシ科甲虫目録 1994(The Buprcstidac Of Nara Prefecture)
著者 :水野弘造(KOzOMIZUNO),伊 藤 武 (TakeshiITOH),発 行日 :19944,1.NO.lo 奈良県のカミキリムシ (cerambyCid beedes of Nara Prefecture,Japan)
著者 :加藤敦史(Atsushi KATO),水 野弘造(KOzO MIZuNO),岩 田隆太郎 (RyutarO IWATA)。
「京都府のカミキリムシ」の訂正・追補.I,(EIrata and addenda tO力 cerambycid beedcs Of
KyotO Prefecture,」 apan".I)著者 :岩田隆太 郎 (RyutarOIWATA),水野弘 造 (KozOMIZUNO),常 喜豊 (Yutaka JoHKI),多 M予 日:1995,7.15,

N01]京都府産オサムシ科および近縁科甲虫目録 1997(Beedes of KyotO Pl・efecture,belonging tO the
CARABIDAE and its rdated famihes,)著 者 :伊藤 昇 (NobOュ・uITo),高橋 倣 (sho TAKAHASH夏),水野弘造 (KozO MIZUNO);発行 日 :1997.1.20.

N019 鳥熊山の甲虫相 (大阪府豊中市の元ヘリポート建設予定地の甲虫調査)(Bcetlc fauna ofShmakunayana～hill,TOyOnaka City,Osaka PI・ ci)著 者 :東 浩司 (K筍iAZuMA):発 行 日 :19977.1
NO.13 地域別総合甲虫類目録一覧 (I)(List Of the l・ cpOrted rettOnal ttuna Of cOleOptera(I))

著者 :水野弘造(KOzOMIZuNO);発行日:1998.1,21.
N014鳳凰山産甲虫類目録(II),-1991年版への追加と訂正 (coleoptera OfMt HOh vOh― zan(II),Addenda and

Cori・ igenda tO the Lishn 1991)著 者 :水野弘 造 (KOzO MIZUNO),細 田倖 市 (KOuichi HosoDA);発行日 :1999.3.21.
No.15 地域別総合甲虫類目録一覧αD(List Of the repOrted retton』 亀una of COttOptcrIII)1999)

著者 :水野弘造(K020 MIZUNO);発行日:1999.5,15
NO.16 大阪湾沿岸地域における海浜・河口汽水域の地表性甲虫調査 (The ground beedcs of Osaka Bay

al｀ ea(Hyogo Pref.,Osaka Pl・ ct),」 apan)著者 :河上康子(YasukoKAWAKAMI),稲 畑憲 H召 (NOriaki正NAHATA);発 イ予日 :200o,3.8
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