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北海道産天牛科の種類は甚だ多〈既知のもの百二種新種のも

の九種あ b其の目録を示せば下の如 L。 向 ほ 他lこ皐名不明の種類

少なからず此等は研究の上報告すべ LO 叉新種に係るものは近主

購来に於℃松村博士によ bて脅表せらる、なるべ Lo

本目録は北海道産のみな bと雄他の産地にし℃其分布の知れ

あるものは悉く之れが記入をなせ b是れ其の分布関係を知るに便

あ bと思考せるによる。表中発を附したるものは未 'fl嘗教室に標

本なきも本道産として知られたるものな b其の他は悉〈嘗教室に

所蔵せ b。
今設に一言すべ主主あ b夫は松村博士が其著書千晶圃解第三

容第百四十一頁（698）に Saperdasulplzurata Gehl. vナカミキ？とし℃

記載せられたるもの及び同港第百三十五頁（686）に Saperda tetra・

stなmaBat. 川ンノカミキ Yとして記載せられたるものは共に設に

して前者は Entetrapliavariiconzis Bat. ジナカミキ人後者は Sapcrda

smzgui1tole1Zta Thoms. －＞、ンノカミキ 9なる ξ を後 re.接見せられたるに

よ b近 φ之れが訂正を行はる＼筈な bと云ふ。本表中には之れを

改詑し置きた b。

[Trans.Sap. Nat. Hist. Soc. Vol. I. Part 2.] 
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絡に臨み本稿を完全する εを得たるは杢〈松村博士の多大な

る助力を得たるによるo 依つ℃技に 深〈謝する慮な !J0 

Cerambicidre. 天牛科．

I. Prionus insularis班otsch. の こ ぎ り か

みきり．

札幌，千歳，定山渓；東京，京都，兵庫，

高砂，鹿児島．

2. Pseplzactus ,,n;,ig,・r Har. こIfねかみ

きり．

響楽；荻・

3. Aegosoma sinicum White. うすばかみ

きり．

札幌，浦河；兵庫．

4. 11:fegasemum q阿佐icostu/atz11llKraatz. お

ほくろかみきり．

札幌，定山渓；日光，彦山．

5. Asm抑制仰mrenseKraatz. まるくぴひ

らTこかみ｛きり．

定山渓；満洲・

6. Tetrapium /uridum Linn. と vまっく

ろかみさり．

定山渓；敵洲．

7. St明V 印刷l4-notatz冊 B百九． l "'JI：王 1】

かみきり．

札幌，浦河；一本木，米海，東京・

8λ＇ecydalis ebenia Bat. っ。lまそこ Ifね

かみさり．

尊菜；十和田．

*9. Necydalis pmnata Lewis. Iiそご Ifね

かみさり．

北海道；日光．

IO.λTec)'dali目ssoli・daBat. お lまl王そこ Ifね

かみきり．

札幌；日光．

I 1. Distenia g，官口＇！isBless. 

札幌，定山渓，苓楽；十和田，摩耶山，

彦山，鹿児島．

12. St開 oc@rus( Texotus) cocγuld炉 問isB叫． λ、

Tここぶるりかみさり．

札幌；盛岡．

13・A!!orlz(lgiuminquisitor L. はいろかみ

きり．

札幌，定山渓； 日光・

14. Gram111opteraαmeutata Bat. ぜすぢ It

なかみさり．

札幌；箱根，日光，大山．

I 5. Facl,yta erebina Bat. まるが 7こIt11.か

みきり．

札幌； 日光．

16. Leptura aterrima Motsch. ぬすめか，t

なかみきり．

札幌．

17. L」,pturacαmetes Ba九． ゃっ l王しはなか

みさり．

札幌； 日光，京都．

18. Leptura tyaiua Gebl. からかれかみきり．

札幌； 日光．

19. Leptura gramilatαBat. お lまはなかみ

きり．

札幌；定山渓・
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20. Lφtura mimica Bat. っきわ l:t1.よかみ

きり．

札幌，尊楽；十和田，盛岡，日光．

21. Leptura ochraceofasciata Motsch. I.つ

すも.l:tなかみきり．

札幌；米漆，美濃，長崎．

22. Lφtura subtilis Bat. 二Lっす t,・ l:t 'ft. 

かみき司．

札幌； 日光．

23, Lグturasuccedanea Lew. めかはなか

みきり．

札幌，定山渓；米津，荻．

*24. Leptura thoracica Creutz. ぜあかはな

かみきり．

札幌；満洲，欧洲．

25, Lφtura日cariaBat. ふれすぢ l:t7よか

みさり．

札幌； 日光．

26. Eustraη5alia distenoidcs Bat. 〈るすす

はなかみきり．

札幌； 日光．

27, Strangalia atra F. く ろ は な か み 寺

札幌，定山渓．

28. Strangalia Maindroni Pie. お l王ιすち・

はなかみきり．

北海道；本州．

29. Strangaria 8て；f{uttataMats. (n, sp.) あし

ぷとはなかみきり．

札幌；定山渓．

30. Strangalia r~galis Bat. ぢ l三むつもん

はなかみきリ．

札幌；伊賀・

*31.ηu’anius variegatus Bat. 2こち A、l:t'ft. 

かみ~り．

北海道；長崎．

32. Corynis sericata Bat. 〈ぴ lまそあかか

みきり．

七飯（函館）； 日光2御獄，岩手．

33. Aromia moschata L. var. ambrosiαca Stev. 

〈ぴめかかみ~り．

札幌，函館．

34. Chloridolum thaliodes Bat. お lまあやか

みきり．

札幌；紳戸．

35. Chelidonium g抑 drico/leBat. あやかみ

きり．

札幌，馨菜；東京，奈夏．

36, Challichroma tenuatum Bat. みどりか

みきり．

札幌；東京，榊戸．

37, RosaliαBatesi Harold. るりぼしかみ

きり．

札幌；日光．

*38. Rhopalop削 signatico!lisSolsky. ＜ぴ

もんひられかみきり．

札幌．

•39. Semanotus chlorizaus Solsky. めかひ

られかみきり．

札幌；満洲・

40. Callidium albicinctmn Bat. しろルびか

みきり．

札幌．

41. Calli・diumMaacki Kraatz. ねめかかみ
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きり．

札幌；日光．

42. Ca!lidi・umviolauum L. くろひられか

みきり．

札幌；兵庫．

* 43. C!ytus auripilis Bat. さ んげとらかみ

きり．

札幌．

44. Clytus caproides Bat. きすも・とらかみ

きり．

札幌；一本木，東京．

45, C!ytus dimidiatus Mats. (n. sp.) ひめと

らかみさり．

定山渓・

*46, C!ytus me!a:nus Bat. ゑら ¥1とちかみ

きり．

等楽．

47. C!ytanthus SアacilipesFald. Iiそわしと

らかみきり．

本［幌；漏島．

48. Clytanthus /atifasciatus Fisch. 〈ろと

ちかみきり．

札幌；青森，東京，遠江．

49, C!ytanthus 'moiwanus斑，ats.(n. sp.) もい

はとらかみきり．

札幌（藻岩）．

50. C!ytanthus oppasitus Chevr. ゑるすぎ

とらかみきり．

札幌；青森，大坂，兵庫．

51. C，う’tanthusxe冗iscusBat. lまそとらかみ

きり．

札幌；函館・

52.λ0tlotrechus al，』ijilisBat. ーあしとら

かみきり．

定山渓，議楽；碓氷・

53.λy＜＇＜ク'frechuschin,・nsis Chevr. とらかみ

きり．

札幌；青森，東京，岐阜，兵庫，四園，九

州．

*54. Xylotrechus clarinus Bat. つまきとら

かみさり．

馨薬．

55・砂＇lotrechusGroyii White. ことらかみ

吾り．

札幌；長崎．

56. 母／otrechtuKu断り慣例a:M叫 s.(n. sp.) < 

はやまとらかみ寺り．

札幌・

57，身！otrechuspalli’aヤ仰の Mats.(n. sp.) ラ

すいろとらかみきり．

札幌．

58.λう’lotrechusruji!ius Bat. 〈ぴあかと

らかみきり．

札幌，馨楽．

*59. Pl.勾，：onotuspulcher Blessig. じゅんき

いとらかみさり．

尊楽．

60. Brae，今’c!ytussineula，’is Kraatz. あかね

と’ちかみきり．

札幌；箱根．

らr. Parαcl,yclyt叫Sex口，lt叫SBat. 名、 1.,c & tト

みきり．

札幌，定山渓．

62. Aglaophis colobotheoides Bat. 彦、ろへり
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とらかみきり．

札幌；涌洲．

も3. Purp加’icc nus spec lαNlis Mots1色、－ へ吟

く.1,べ lこかみさり．

札幌，定山渓；兵庫．

64, Ph/yctidola metallica Bat. あかがねか

みきり．

札幌．

もち． Haploh叫抑制us (filonoch回 mmu内 fra，叫datoγ

Bat. ぴ Jろうどかみきり．

札幌；十和国，兵庫，長崎．

もら． Eα,Plohammus (Mo削 ch即日nus) luxuγiosus 

Bat. ぜんのかみきり．

札幌，定山渓，函館．

67. fifonochammu, Abieti Mats. (n. sp.）と V

まつひろかみきり．

定山渓・

68, fifonochammus grandis Waterh. ひげな

がくろかみ~り．

札幌，定山渓； 日光・

69. .filonocham11,us subfasciatus Bat. ひめひ

げながかみ吾り．

札幌；長崎・

70. Monochammus tesse1官 laWhite. まt：.ら

かみきり．

定山渓；兵庫．

71. Met即日制teγchinensis F詰rst. :: 1 t:. ; 

かみきり．

札幌；東京，箱根，温江，兵庫，鹿児鳥．

72. Urmcha bi間 aw/atαでrhoms. や Itずか

みきり．

北海道；荻，東京．

日. Mecynip叫spubicornis B：杭． 、、：たやかみ

きり．

札幌；大分．

74. .filessosa cari11ata Mats. (n. sp.) ひめご

まふかみ吾り．

定山渓．

•75. Messosa cribrata Bat. ふれすぢごま

ふかみ~リ．

札幌．

76. .fifessosa hirsuta Bat. か T：じろごまふ

かみきり．

札幌；紳戸，讐前．

77. .filessosa japonira Bat. ごまふかみき

り．

札幌，定山渓；東京，米津，長崎．

78. Messosa !ong-ipennis Bat. ながごまふ

かみさり．

札幌；東京，京都，長崎・

*79. Messosσpoecila Bat. あしま t：.らごま

ふかみさり．

尊楽； 日光．

80. Messosa putealis Mats. (n. sp.) ( 1,ごま

ふかみきり．

札幌，定山渓．

81. Messosσseni!is Bat. T：てすち・ごまふ

かみきり．

札幌，尊楽； 日光．

82. Apa!imnσIi・turataBat. ひげ’がごま』、

かみきり．

札幌．

*83. Rhodopis Lewis，・iBat. ぜみすぢかみ

きり．
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北海道；兵庫．

84. Praonethαα，zguita Bat. ま） 月こじあさび

かみきり．

札幌；長崎．

85. l'rao配 ！hajugosa Bat. なかじろかみ

きり．

北海道；兵庫，長崎．

もも． Pγaonetha γigida Ba，も． ふ 、） ℃ち -/J, r} 

きり．

札幌，定山渓；京都，兵庫，長崎．

87. Praonetha zonata Bat. さびかみさり．

札幌（藻岩）．

95. Acant!to日間，soppositus Chevr. しろも

ぴももぷとかみきリ．

札幌；定山渓．

96. Awnt!totinus stillatus Bat. ご主 Tミ；

ももぷとかみきり．

札幌，馨楽；日光．

97. ペ旨，apant!tialineatocollis Donovan. げま

f：ちかみきサ．

札幌，馨楽．

98. A.f!apant!tia pilicornis F. げひげかみ

札幌；横演，東京，米海，長崎． ｜ 寺リ．

88. Xylaripsis mimica Bat. くぴじろかみ I 札幌．

きり．

札幌；日光，俸太．

市89. Terina:a atref如何 Bat. 〈ろちびかみ

きり．

尊楽．

90. Pogonoc!11zrus seminfoeus Bat. ねじろか

みきり．

札幌，定山渓；横演，兵庫．

権91. Rhopαloscelis bifiαsciatus 玄.raatz. 孟、可二

すすきぴかみきり．

札幌，等菜．

*92. Rhopaloscelis tmijasciatus Bless. ひと

すぢきびかみきり．

札幌，尊楽；肥後．

93・Ac,,nt!tocinusgriseus F. もしぶとかみ

きり．

札幌；兵庫．

94. Acmzthocinus moiwellus Mats. (n. sp.）ひ

のも Lぷとかみきり．

99. As1うerdaagapant!tina Bat. .t, 1t.の〈

あふかみ暑 ~J.

札幌；青森，横波．

100. Saperda d,・cenヂunctataGebl. と（ましか

みきり．

馨菜，七飯．

勺OJ Sαpeγdα ot!omaculafll Bless. むつ i王

ふかみきり．

馨楽．

102. Sape1 da sanguinolenta Thoms. ほんの

かみきり．

北海道；兵庫．

勺03. Saperda sll!plmratσGebl. きいろかみ

きり．

札幌；満洲．

104. Eutetrα，pita ch，ア川rgyrer:Bat. 1-:tんのち

ほろりかみきり．

札幌；米津，兵庫．

105. Eutetrapha varz’iconzis Bat. L Tよかみ
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きり． 109. Paragt.倒 eachヴsochlorisBat. (tんのる

札幌，馨楽． 百｝かみ吾首1.

rn6. Glmea .Fortunei Sa.und. ? かつちかみ 札幌；目先．

きり． I IO. Paraglenea eximia Bat. こ-9つlまし

札幌． かみきり．

107. Glenea ocelata Bae. やつめかみきり． 札幌，尊菜．

定山渓；荻，聾前． •111. P.zraglenet1 the，ゅhiaB：主主． じゅうにほ

108. G!onea relicta Pase. ゑら Iiしかみき ふかみきり．

札幌．

札幌，登別；米海，大坂．

札幌農皐校見轟皐教室に℃




