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北海道産マルハナバチ一覧
本州以南産マルハナバチ一覧
各種の解説
ナガマルハナバチ亜属	 	ナガマルハナバチ /エゾナガマルハナバチ /トラマルハナバチ /

エゾトラマルハナバチ /ウスリーマルハナバチ
ユーラシアマルハナバチ亜属	 	ミヤママルハナバチ /シュレンクマルハナバチ /ニセハイイロ

マルハナバチ /ハイイロマルハナバチ /ホンシュウハイイロマ
ルハナバチ

ヤドリマルハナバチ亜属	 	ニッポンヤドリマルハナバチ
コマルハナバチ亜属	 	コマルハナバチ /エゾコマルハナバチ /ツシマコマルハナバチ /

ヒメマルハナバチ/アイヌヒメマルハナバチ/アカマルハナバチ
オオマルハナバチ亜属	 	オオマルハナバチ /エゾオオマルハナバチ /ノサップマルハナ

バチ /クロマルハナバチ /セイヨウオオマルハナバチ

よく似た種との見分け方
北海道産エゾトラ・ミヤマ・シュレンク♀ の違い /北海道産エゾトラ・ミヤマ・シュレンク
♂の違い /北海道産ニセハイイロ・ハイイロ♀ ♂の違い /北海道産エゾコ・エゾオオ♀ の
違い /北海道産アイヌヒメ♀・エゾオオ の違い /北海道産アイヌヒメ・エゾコ の違い /北
海道産アイヌヒメ・エゾコ♂の違い /本州以南産ナガ・トラ・ウスリー♀ ♂の違い /本州以
南産コ・オオ♀ の違い /本州以南産コ・クロ♀ の違い /本州以南産オオ・クロ♂の違い

各部位の名称
オス ( ♂ ) とメス ( ♀ ) の見分け方
亜属の検索
各部位の形態
下唇長，体長，頭幅 /マーラーエリア♀ ♂/側単眼周辺の点刻♀/中脚基付節後端の形状♀
/触角♀♂/上唇♀/交尾器♂

マルハナバチとは
ハチの進化 /近縁のハチたち /マルハナバチ族の特徴 /日本産マルハナバチの類縁関係と起源

マルハナバチの一生
花とマルハナバチの共進化
マルハナバチの巣の発見法と発掘法
マルハナバチの飼育法
コロニーサイズ
主な参考文献

　多くのナチュラリストや研究者が待ち望んでいた日本産マルハナバチ
図鑑が木野田君公・高見澤今朝雄・伊藤誠夫三氏の労作として，ついに
出版の運びとなった。マルハナバチは，多様な野山の花の花粉を運ぶパー
トナーとして野外で目にする機会が多いが，同一種の地域変異が大きく，
同地域に生息する異種が似通っているため野外で見分けるのが難しい。
本書はその悩みを解決してくれる。ハンディサイズながら，数多くの色
鮮やかな標本写真と生態写真が使われており，模式図や記載とあわせて
日本産のマルハナバチを見分けるのに不足はない。マルハナバチといえ
ば，体全体を被うふさふさした毛がチャームポイントだが，写真の多く
は，毛の一本一本が見分けられるほど鮮明である。毛色のパターンの多
様な変異が写真とイラストで網羅的に把握できるので，この一冊があれ
ば，初心者でもマルハナバチの種を同定できるだろう。それに加えて，
進化，生態，生活史，巣の見つけ方から飼育方法まで，マルハナバチに
関する情報満載のこの図鑑が世に出ることで，日本のマルハナバチファ
ンの数は確実に増えるに違いない。広く普及することを心より望みたい。

ナチュラリスト・研究者待望の一冊
❖鷲谷　いづみ　東京大学大学院農学生命科学研究科教授

　庭のツツジがラッパ型の花をつけると，おなじみの友人がやってくる。
丸まっこいからだに黄色っぽい，やわらかな毛がはえている。イキな黒
のモードのときもある。透きとおった翅

はね

にクリクリの目玉。
　ラッパに這いこみ，しばらくモゾモゾとお尻を動かしている。すっぽ
り隠れたとおもうと，つづいて飛び出してきて，となりの花にとりつく。
営業マンがセールスにまわっているぐあいである。
　知る人ぞ知るマルハナバチ。花にとって大切な雄しべ，雌しべの仲介
役であって，花粉のセールスマン兼配達夫は花の繁殖に欠かせない。
　その日本産マルハナバチの図鑑が出る。わが庭の友だちの種と見分け
方，目や脚や触角や唇のこと，特徴，親縁，その短い一生……。ホタル
ブクロが庭いっぱいにひろがるころは，大忙しの愛嬌者だ。しゃがみこ
んで親しんできたというのに，まるきり何も知らなかった。種に定めら
れたカーストのなかで，なんと彼らは生きものとしてのルールを厳しく
遵
じゅん

奉
ぽう

し，運命的な生を維持していることだろう。黒いのを気やすく「ト
ラマル旦那」などと名づけていたが，これからは「黒装束の哲人」と呼
ぶことにしよう。

庭の友人
❖池内　紀　ドイツ文学者・エッセイスト

　携帯版サイズだが本格的なマルハナバチ図鑑だ。これ一冊で日本産マ
ルハナバチのすべてがわかるといってもよい。
　何といってもすべての種で，女王，働きバチ，オスについて，鮮明な
多数の地域標本を収録しているのはすばらしい。色彩パターンの変異の
グラデーションがみごとに表現されている。これだけ多数の標本を全国
から採集するには，さぞ大変なご苦労があったことだろう。
　また，毛色の色彩パターンがひと目でわかるように，精細なカラーイ
ラストを配した点もすばらしい。標本写真とこのイラストを見ただけで，
ほぼ確実に種の同定ができそうだ。標本写真とイラストを左右見開きの
ページに配置した点も，携帯図鑑として極めて使い勝手がよい。
　さらに詳しい同定のために，体の各部位の形態について詳細な写真や
図版を多数使用し，具体的に解説されているので，専門研究者にも大い
に活用されることだろう。
　近年日本でも各地でマルハナバチ自然個体群の減少が懸念されてい
る。マルハナバチの保全には，野外での的確な種の同定が重要である。
そのためには確実に同定するための詳細な図鑑が必要であった。本書は
正にこれにかなった一冊である。専門家はもとより一般の方々にも幅広
く活用していただきたい書である。

この一冊で日本産マルハナバチのすべてがわかる
❖片山　栄助　マルハナバチ生態研究のパイオニア

トラマルハナバチ　ツリフネソウを訪花

ホンシュウハイイロマルハナバチ　クサフジを訪花

シュレンクマルハナバチ　センダイハギを訪花

アカマルハナバチ　エゾエンゴサクを訪花

69ツシマコマルハナバチ（コマルハナバチ亜属）
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様な変異が写真とイラストで網羅的に把握できるので，この一冊があれ
ば，初心者でもマルハナバチの種を同定できるだろう。それに加えて，
進化，生態，生活史，巣の見つけ方から飼育方法まで，マルハナバチに
関する情報満載のこの図鑑が世に出ることで，日本のマルハナバチファ
ンの数は確実に増えるに違いない。広く普及することを心より望みたい。

ナチュラリスト・研究者待望の一冊
❖鷲谷　いづみ　東京大学大学院農学生命科学研究科教授

　庭のツツジがラッパ型の花をつけると，おなじみの友人がやってくる。
丸まっこいからだに黄色っぽい，やわらかな毛がはえている。イキな黒
のモードのときもある。透きとおった翅

はね

にクリクリの目玉。
　ラッパに這いこみ，しばらくモゾモゾとお尻を動かしている。すっぽ
り隠れたとおもうと，つづいて飛び出してきて，となりの花にとりつく。
営業マンがセールスにまわっているぐあいである。
　知る人ぞ知るマルハナバチ。花にとって大切な雄しべ，雌しべの仲介
役であって，花粉のセールスマン兼配達夫は花の繁殖に欠かせない。
　その日本産マルハナバチの図鑑が出る。わが庭の友だちの種と見分け
方，目や脚や触角や唇のこと，特徴，親縁，その短い一生……。ホタル
ブクロが庭いっぱいにひろがるころは，大忙しの愛嬌者だ。しゃがみこ
んで親しんできたというのに，まるきり何も知らなかった。種に定めら
れたカーストのなかで，なんと彼らは生きものとしてのルールを厳しく
遵
じゅん

奉
ぽう

し，運命的な生を維持していることだろう。黒いのを気やすく「ト
ラマル旦那」などと名づけていたが，これからは「黒装束の哲人」と呼
ぶことにしよう。

庭の友人
❖池内　紀　ドイツ文学者・エッセイスト

　携帯版サイズだが本格的なマルハナバチ図鑑だ。これ一冊で日本産マ
ルハナバチのすべてがわかるといってもよい。
　何といってもすべての種で，女王，働きバチ，オスについて，鮮明な
多数の地域標本を収録しているのはすばらしい。色彩パターンの変異の
グラデーションがみごとに表現されている。これだけ多数の標本を全国
から採集するには，さぞ大変なご苦労があったことだろう。
　また，毛色の色彩パターンがひと目でわかるように，精細なカラーイ
ラストを配した点もすばらしい。標本写真とこのイラストを見ただけで，
ほぼ確実に種の同定ができそうだ。標本写真とイラストを左右見開きの
ページに配置した点も，携帯図鑑として極めて使い勝手がよい。
　さらに詳しい同定のために，体の各部位の形態について詳細な写真や
図版を多数使用し，具体的に解説されているので，専門研究者にも大い
に活用されることだろう。
　近年日本でも各地でマルハナバチ自然個体群の減少が懸念されてい
る。マルハナバチの保全には，野外での的確な種の同定が重要である。
そのためには確実に同定するための詳細な図鑑が必要であった。本書は
正にこれにかなった一冊である。専門家はもとより一般の方々にも幅広
く活用していただきたい書である。

この一冊で日本産マルハナバチのすべてがわかる
❖片山　栄助　マルハナバチ生態研究のパイオニア

トラマルハナバチ　ツリフネソウを訪花

ホンシュウハイイロマルハナバチ　クサフジを訪花

シュレンクマルハナバチ　センダイハギを訪花

アカマルハナバチ　エゾエンゴサクを訪花

69ツシマコマルハナバチ（コマルハナバチ亜属）

北
海
道
・
本
州
以
南

86 オオマルハナバチ（オオマルハナバチ亜属）



Hokkaido University Press

日本産マルハナバチ図鑑
◉

木野田君公・高見澤今朝雄・伊藤誠夫 著
四六判・194頁　定価（本体1,800円+税）

ISBN978�-4-8�329-1396-7

北海道大学出版会
札幌市北区北9条西8�丁目　北大構内（〒060-08�09）　☎011（747）2308�　Fax011（736）8�605

URL.http://www.hup.gr.jp/

目次 利用の手引き

北海道産マルハナバチ一覧
本州以南産マルハナバチ一覧
各種の解説
ナガマルハナバチ亜属	 	ナガマルハナバチ /エゾナガマルハナバチ /トラマルハナバチ /

エゾトラマルハナバチ /ウスリーマルハナバチ
ユーラシアマルハナバチ亜属	 	ミヤママルハナバチ /シュレンクマルハナバチ /ニセハイイロ

マルハナバチ /ハイイロマルハナバチ /ホンシュウハイイロマ
ルハナバチ

ヤドリマルハナバチ亜属	 	ニッポンヤドリマルハナバチ
コマルハナバチ亜属	 	コマルハナバチ /エゾコマルハナバチ /ツシマコマルハナバチ /

ヒメマルハナバチ/アイヌヒメマルハナバチ/アカマルハナバチ
オオマルハナバチ亜属	 	オオマルハナバチ /エゾオオマルハナバチ /ノサップマルハナ

バチ /クロマルハナバチ /セイヨウオオマルハナバチ

よく似た種との見分け方
北海道産エゾトラ・ミヤマ・シュレンク♀ の違い /北海道産エゾトラ・ミヤマ・シュレンク
♂の違い /北海道産ニセハイイロ・ハイイロ♀ ♂の違い /北海道産エゾコ・エゾオオ♀ の
違い /北海道産アイヌヒメ♀・エゾオオ の違い /北海道産アイヌヒメ・エゾコ の違い /北
海道産アイヌヒメ・エゾコ♂の違い /本州以南産ナガ・トラ・ウスリー♀ ♂の違い /本州以
南産コ・オオ♀ の違い /本州以南産コ・クロ♀ の違い /本州以南産オオ・クロ♂の違い

各部位の名称
オス ( ♂ ) とメス ( ♀ ) の見分け方
亜属の検索
各部位の形態
下唇長，体長，頭幅 /マーラーエリア♀ ♂/側単眼周辺の点刻♀/中脚基付節後端の形状♀
/触角♀♂/上唇♀/交尾器♂

マルハナバチとは
ハチの進化 /近縁のハチたち /マルハナバチ族の特徴 /日本産マルハナバチの類縁関係と起源

マルハナバチの一生
花とマルハナバチの共進化
マルハナバチの巣の発見法と発掘法
マルハナバチの飼育法
コロニーサイズ
主な参考文献

　多くのナチュラリストや研究者が待ち望んでいた日本産マルハナバチ
図鑑が木野田君公・高見澤今朝雄・伊藤誠夫三氏の労作として，ついに
出版の運びとなった。マルハナバチは，多様な野山の花の花粉を運ぶパー
トナーとして野外で目にする機会が多いが，同一種の地域変異が大きく，
同地域に生息する異種が似通っているため野外で見分けるのが難しい。
本書はその悩みを解決してくれる。ハンディサイズながら，数多くの色
鮮やかな標本写真と生態写真が使われており，模式図や記載とあわせて
日本産のマルハナバチを見分けるのに不足はない。マルハナバチといえ
ば，体全体を被うふさふさした毛がチャームポイントだが，写真の多く
は，毛の一本一本が見分けられるほど鮮明である。毛色のパターンの多
様な変異が写真とイラストで網羅的に把握できるので，この一冊があれ
ば，初心者でもマルハナバチの種を同定できるだろう。それに加えて，
進化，生態，生活史，巣の見つけ方から飼育方法まで，マルハナバチに
関する情報満載のこの図鑑が世に出ることで，日本のマルハナバチファ
ンの数は確実に増えるに違いない。広く普及することを心より望みたい。

ナチュラリスト・研究者待望の一冊
❖鷲谷　いづみ　東京大学大学院農学生命科学研究科教授

　庭のツツジがラッパ型の花をつけると，おなじみの友人がやってくる。
丸まっこいからだに黄色っぽい，やわらかな毛がはえている。イキな黒
のモードのときもある。透きとおった翅

はね

にクリクリの目玉。
　ラッパに這いこみ，しばらくモゾモゾとお尻を動かしている。すっぽ
り隠れたとおもうと，つづいて飛び出してきて，となりの花にとりつく。
営業マンがセールスにまわっているぐあいである。
　知る人ぞ知るマルハナバチ。花にとって大切な雄しべ，雌しべの仲介
役であって，花粉のセールスマン兼配達夫は花の繁殖に欠かせない。
　その日本産マルハナバチの図鑑が出る。わが庭の友だちの種と見分け
方，目や脚や触角や唇のこと，特徴，親縁，その短い一生……。ホタル
ブクロが庭いっぱいにひろがるころは，大忙しの愛嬌者だ。しゃがみこ
んで親しんできたというのに，まるきり何も知らなかった。種に定めら
れたカーストのなかで，なんと彼らは生きものとしてのルールを厳しく
遵
じゅん

奉
ぽう

し，運命的な生を維持していることだろう。黒いのを気やすく「ト
ラマル旦那」などと名づけていたが，これからは「黒装束の哲人」と呼
ぶことにしよう。

庭の友人
❖池内　紀　ドイツ文学者・エッセイスト

　携帯版サイズだが本格的なマルハナバチ図鑑だ。これ一冊で日本産マ
ルハナバチのすべてがわかるといってもよい。
　何といってもすべての種で，女王，働きバチ，オスについて，鮮明な
多数の地域標本を収録しているのはすばらしい。色彩パターンの変異の
グラデーションがみごとに表現されている。これだけ多数の標本を全国
から採集するには，さぞ大変なご苦労があったことだろう。
　また，毛色の色彩パターンがひと目でわかるように，精細なカラーイ
ラストを配した点もすばらしい。標本写真とこのイラストを見ただけで，
ほぼ確実に種の同定ができそうだ。標本写真とイラストを左右見開きの
ページに配置した点も，携帯図鑑として極めて使い勝手がよい。
　さらに詳しい同定のために，体の各部位の形態について詳細な写真や
図版を多数使用し，具体的に解説されているので，専門研究者にも大い
に活用されることだろう。
　近年日本でも各地でマルハナバチ自然個体群の減少が懸念されてい
る。マルハナバチの保全には，野外での的確な種の同定が重要である。
そのためには確実に同定するための詳細な図鑑が必要であった。本書は
正にこれにかなった一冊である。専門家はもとより一般の方々にも幅広
く活用していただきたい書である。

この一冊で日本産マルハナバチのすべてがわかる
❖片山　栄助　マルハナバチ生態研究のパイオニア

トラマルハナバチ　ツリフネソウを訪花

ホンシュウハイイロマルハナバチ　クサフジを訪花

シュレンクマルハナバチ　センダイハギを訪花

アカマルハナバチ　エゾエンゴサクを訪花

69ツシマコマルハナバチ（コマルハナバチ亜属）

北
海
道
・
本
州
以
南

86 オオマルハナバチ（オオマルハナバチ亜属）



帖合・番線（書店様記入欄）
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虫好きから専門家までマルハナバチを知り，
遊ぶためのフィールド版本格図鑑！
550枚を超える生態と標本写真で5亜属16種・6亜種を紹介。
磨縁部（マーラーエリア）や交尾器は，
似たものどうしを見分けるのにとても便利。

日本に産する5亜属16種・6亜種を収録したコンパクトな
がらも内容の充実した本格的な図鑑。

地域変異や個体変異などがひと目でわかるように，女王バチ，
働きバチ，雄バチについて複数の地域標本を収録しました。

よく似た種類については，毛の色や生え方などがひと目でわ
かるように写真やイラスト，比較表などを数多く使って見分
ける箇所を具体的に表示しました。

もっと詳しく知りたい方や研究者のためには，①下唇長・体長・頭
幅，②磨縁部（マーラーエリア），③側単眼周辺の点刻，④中脚基付
節後端の形状，⑤交尾器，など各部位の形態について写真や図版を
数多く使って，探求心や研究に役立てられるようにしました。

生態・生息環境写真約100枚と鮮明な標本写真約450枚を
使って，日本のマルハナバチの世界をまるごと収録しました。

どこで，いつごろ見られるかなどがひと目でわかるように，水平・
垂直分布，営巣場所，活動時期，給餌法など関心の高い項目に
ついては，文章とともにイラストでも表示。

つきあう楽しさを伝えるために，巣の発見法や発掘法，飼育法，
営巣期間，およびコロニーサイズなどとっておきの情報を具体
的に紹介しました。

虫好きから専門家まで幅広く・長く・深く活用される図鑑です。

2012年 10月までに記録された日本産
全種・全亜種を生態写真と新鮮な標本写真で紹介＊

できるかぎり日本産全種・全亜種を載せたい／生態写真だけではもの
たりない／どんなところにどんな種類がすんでいるのかを知ってもら
いたい／生態写真や全身の標本写真では種類がわかりにくいものは形
態図や特徴的な部分のアップ写真があるとわかりやすい／種類を知る
ためだけの図鑑ではなくマルハナバチとつきあうための本にしたい／
ナチュラリストから研究者までを対象とした広く深く長いおつきあい
に耐えられる図鑑にしたい，こんな「夢の形」がここに結実！
＊北方四島については解説
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