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遅れていたことと，同定が困難であったこと

はじめに

によるものと思われる。

富山県のアリ相の調査は現在までほとんど

最近，日本蟻類研究会（1988,1989,1991,

行われておらず，「富山県の昆虫」（富山県昆
虫研究会編，1979）に11種が記載された他は？

1992)によって，「日本産アリ類和名一覧，日

岐阜県境から7種（岐阜県昆虫分布研究会編

本産アリ類の検索と解説（1），（II)，（Ⅲ)」

（1982）「岐阜県の昆虫｣による。寺地山から

が出版され，アリ類の同定がより容易になっ

北ノ俣岳間の県境稜線上より記録されたもの

てきた。

で，富山県産に含めてもよいものと思われ

筆者が数年来拾い集めてきたアリ標本と，
多くの方から寄贈されたアリ標本を併せて調
べた結果，60種を越える種が富山県内より確

る)，また｢富山市浜黒崎海岸自然環境報告書」
（富山市科学文化センター編，1991）に10種
が報告されている程度で，他にまとまったも

認できた。本格的に調査を行った訳でもなく､

のは見られない。

巣の調査も行ってはおらず，働きアリを拾い
集めた程度であってまことに不充分であり，

近県からは，岐阜県から96種（上記「岐阜

まだまだ追加すべき種は存在すると思われる

県の昆虫」による)，福井県から63種(福井県
自然環境保全調査会昆虫部会編(1985）「福井

が，一応のとりまとめをしておきたい。

アリ標本を寄贈された，平内好子氏，布村

県昆虫目録」による）が報告されている。石
川県，新潟県からはまとまって報告されたも

昇氏，南部久男氏，太田道人氏，数井教隆氏，
吉村博儀氏，長井真隆氏，酒井敏行氏，森
喬彦氏，島田清志氏に感謝申し上げる。
また，文献等ご教示いただいた，白梅学園
短期大学近藤政樹教授，岐阜藍川高校木野村

のは無いようである。

富山県からは，上記の三報告を併せても，
23種が記録されているにすぎない。これは，
アリ類の分類学的研究が他のグループに比べ
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根来

恭一氏，ウロコアリ類の同定をいただいた東

尚

富山市呉羽山l993‑VI‑17（根来）＜8556

京大学教養学部寺山守博士，ケアリ類の同

定をいただき，また原稿をお読み頂いた岐阜

4．オオハリアリ

大学教育学部山内克典教授に感謝申し上げる。

B?zzcﾉひめ0"emc吻加 s魔(Emery,1894）

富山市浜黒崎（浜黒崎報告）
富山県産アリ類目録

富山市城南公園l983‑IX‑25(根来)＜8557＞

過去の記録には，現在のどの種に相当する

富山市呉羽￨ Ill992‑X‑l6（布村）＜8558＞

か不明のものや，同定に不安のあるもの等が

富山市城山l992‑VIII‑28（布村）＜8559＞

あり，それらについては間違いないと思われ

高岡市つつじ公園1982‐X−17(布村｝

るもののみ採録した。

＜8560＞

記録順，和名，学名は「日本産アリ類和名

氷見市九殿浜1980‑IX−2（根来）＜8561＞

一覧，日本産アリ類の検索と解説（1），
（11)，（111)」によった。

5．メクラハリアリ

調査した標本は採集場所，採集年月日，採
集者（姓のみ）を記し，文献からの採録では

C? / 0"g "花 (Wheeler,1906）

朝日町南保富士1989‑V‑22,1989‑X−l8

採集場所と文献名を記した。富山市浜黒崎海
岸自然環境報告書は浜黒崎報告と略記した。

富山市城山l992‑IX‑19（布村）＜8564＞

調査標本はすべて働きアリであり，各採集
地一個体である。＜＞内の数字は富山市科学

氷見市小境l983‑XI‑11（根来）＜8566＞

文化センターの登録ナンバーである。ただし
正式ナンバーでは"TOYA‑JI‑llll"と記さ

6．ヒメハリアリ

れるが，

（平内）＜8562,8563＞

高岡市五十辺l982‑X‑17（布村）＜8565＞

TOYA−JI− は省いて記した。

励邦2，ノ 0〃j Wheeler，l906
立山ブナ坂l981‑X‑l6（数井）＜8567＞

アリ科

大山町有峰l981‑VI‑25（根来）＜8568＞，

ハリアリ亜科

l990‑VIII‑24（平内）＜8569＞

1．ノコギリハリアリ

7．テラニシハリアリ

A加妨' ()7 S"ugsか〃(Wheeler,1928｝

肋7泥7tzs 6mWheeler，l928

立山町上未l988‑X‑27（根来）＜8551＞

富山市横越（浜黒崎報告）

朝日町笹川l988‑XII‑7（平内）＜8570＞
2．イトウハリアリ

P

朝日町南保富士l989‑X‑18（平内）＜8571＞
富山市浜黒崎l990‑VII‑lO（布村）＜8572＞
富山市呉羽山1993‑VⅡ‑16（根来）＜8573＞
富山市城山1992‑V‑12（布村）＜8574＞

"z" 〃Oi（Forel，1917）

富山市城山l992‑IX‑19（布村）＜8552＞
富山市三の熊l981‑V‑13（根来）＜8553＞
高岡市伏木l981‑VII‑l2（根来）＜8554＞

8．ニセハリアリ
3．ワタセハリアリ

丑 0"2，sα砿gγj(Forel,1912）

Pγ0 、"z" z 〃 j(Wheeler,19()6）

朝日町南保富士l989‑V‑22，l989‑X‑l8（平

朝日町南保富士1989‑V‑22（平内）＜8555＞

内）＜8575,8576＞
ワＪ
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朝日町城山l988‑XII‑7（平内）＜8577＞

利賀村上百瀬l988‑VII‑14（根来）＜8607＞

朝日町宮崎鹿島樹叢l992‑XII‑5，l993‑II‑

利賀村水無平l988‑VI‑15（根来）＜8608＞

15（平内）＜8578,8579＞
10．クロキクシケアリ

入善町棚山l983‑X‑20（根来）＜8580＞

MW抑zi た"γ0h〃Forel,1907

富山市城山1993‑VⅡ‑22（根来）＜8581＞

北ノ俣岳（岐阜県の昆虫）
寺地山（岐阜県の昆虫）

フタフシアリ亜科

立山大日岳l983‑VII‑28（根来）＜8609＞
立山浄土山l988‑VIII‑3目撃（根来）

9．シワクシケアリ

立山室堂平l988‑VII‑27，l988‑VIII‑4（根

jfW j鯉加/ひk"iForel,l911

来）＜8610,8611＞

寺地山（岐阜県の昆虫）

立山美松坂l984‑IX‑21，l988‑VII‑28,199《》

宇奈月町祖母谷1991‐VII−10(根来）

−VIII‑21（根来）＜8612,8613,8614＞

＜8582＞

宇奈月町僧ケ岳（1000m）1983‑V‑25（根来）
11．ツヤクシケアリ

＜8583＞

〃α

魚津市片貝別又谷l982−VI−8(根来）

y s sjsAzuma，1955

大山町有峰折立l980‑VIII‑28(根来)＜8615＞

＜8584＞

魚津市池の尻1983‑V‑31（根来）＜8585＞
立山美松坂l984‑IX‑21（根来）＜8586＞
立山弥陀ケ原l988‑VII‑26（根来）＜8587＞
立山上の小平l988‑VIII‑4（根来）＜8588＞
立山ブナ坂l985‑VIII‑6，l991‑VI‑21(根来）

12．ヒメメクラナガアリ

Sたれα""ﾉ ？zz

19" Yasumatsuet

Mul‑akami，1960

大山町有峰西岸l981‑VI‑25(根来)＜8616＞
大山町有峰199()一VII‑6（平内）＜8617＞

＜8589,8590＞

立山美女平1983‑VⅡ1‑23,1985‑V‑23,1990
‑V1−6（根来）＜8591,8592,8593＞

13．メクラナガアリ

S/" 加刀za0鮒s/ Wheeler，1906

大山町有峰1981‑V1‑25,1984‑V1‑21(根来）

朝日町笹川l988‑XII‑7（平内）＜8618＞
朝日町城山l988‑XII‑7（平内）＜8619＞
魚津市大谷1993‑1‑9（平内）＜8620＞
大山町有峰l990‑VI‑24（平内）＜8621＞

＜8594,8595＞

大山町有峰西岸l991‑VI‑7（根来）＜8596＞
大山町有峰折立1989‑V1‑22,1990‑V1‑14(根
来）＜8597,8598＞

大山町有峰折立l983‑VI‑3（根来）＜8599＞
大山有峰大多和峠l983‑VI‑2(根来)＜8600＞
大山町祐延l986‑VI‑19（根来）＜8601＞
大山町長棟l991‑VI‑l2（根来）＜8602＞
八尾町小白木峰l985‑VII‑12(根来）
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朝日町小川温泉元湯l985‑VIII‑9（根来）
＜8622＞

朝日町南保富士l989‑X‑l8（平内）＜8623＞
入善町棚山l989‑X‑20（根来）＜8624＞

＜8603＞

城端町縄が池l984‑VIⅡ‑23,1988‑VII‑

上市町大岩l979‑IX‑l2（根来）＜8625＞
立山美女平l990‑VI‑6（根来）＜8626＞

21（根来）＜8604,8605＞

利賀村利賀l979‑VIII‑9（根来）＜8606＞
3
？
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大山町有峰東谷1985‑V1‑21(根来)＜8627＞

北ノ俣岳（岐阜県の昆虫子

大山町荒屋敷l985‑V‑9（根来）＜8628＞

寺地山（岐阜県の昆虫）

八尾町桐谷l986‑VIII‑27（根来）＜8629＞

八尾町小白木￨峰l985‑VII‑12(根来＞

19．ヒメムネボソアリ

＜8630＞

L幼＃0/〃Omxa沌加 SjSAzuma，l977

平村天柱石l985‑VI‑27（根来）＜8631＞

富山市城山l992‑XI‑l2（布村）＜8647＞
富山市三の熊1981‑V‑13（根来）＜8648＞

15．ヤマトアシナガアリ

小杉町野田池l981‑XII‑4（根来）＜8649＞

Aｶﾙ "0gas蛇γs柳yj〃 ノα加"2
Forel，1911

20．ムネボソアリ

大山町大川寺1990‑V‑11（根来）＜8632＞

L わ＃ん てz〕 COγzg沌畑sFr､Smith，1874

大沢野町寺家l980‑IV‑23（根来）＜8633＞

朝日町大平1986‑V‑19（根来）＜8650＞

富山市呉羽山l992‑X‑16（布村）＜8634＞
富山市城山l990‑VI‑19（根来）＜8635＞

上市町大松l984‑IV‑26（根来）＜8651＞

大山町大川寺l990‑V‑ll（根来）＜8652＞
富山市浜黒￨崎1990‑V‑8（根来）＜8653＞
富山市呉羽山l993‑VII‑8（根来）＜8654＞
富山市城山l993‑VII‑22（根来）＜8655＞
富山市三の熊l981‑IV‑8（南部）＜8656＞、

富山市三の熊1981‑V‑13（根来）＜8636＞
16．クロナガアリ

〃gssoγ j 〃"s（Fr・Smith,1874）
高岡市中川（富山県の昆虫）

1983‑XI−9（根来）＜8657＞

富山市呉羽山l992‑X‑5（根来）＜8637＞
富山市城山l982‑X‑27（布村）＜8638＞

21．ハリナガムネボソアリ

L"/0ｵﾙ07てz〃SP加0s加γForel，1901
17．アズマオオズアリ

富山市浜黒崎l990‑VII‑lO（布村）＜8658＞

P〃"伽ﾉgたう加血Fr､Smith,l874
富山市浜黒崎（浜黒￨崎報告）
富山市横越（浜黒崎報告）

22．チャイロムネボソアリ

L幼j0ｵﾙ0m妬sP・

立山ブナ坂l991‑VI‑21（根来）＜8639＞
大沢野町猿倉用水1993‑V‐19(根来）

魚津市別又谷l982‑VI‑8（南部）＜8659＞
大山町有峰折立O989‑VI‑22(根来)＜8660＞
大山町長棟l991‑VI‑12（根来）＜8661＞

＜8640＞

富山市浜黒崎l990‑VII‑lO（根来）＜8641＞
富山市小泉町l981‑VI‑19（布村）＜8642＞
富山市呉羽山l993‑VII‑16（根来）＜8643＞
富山市城山1992‑V‑12（布村）＜8644＞
高岡市五十辺l982‑X‑l7（布村）＜8645＞
氷見市朝日社叢l981‑IX‑1（布村）＜8646＞

23．トビイロシワアリ

企" "Oγ血沈 eSP"""Z（Linnaeus，
1
7
5
8
）

富山市浜黒崎（浜黒崎報告）
富山市日方江（浜黒崎報告）
富山市大村（浜黒崎報告）
黒部市福平l988‑V‑l8（根来）＜8662＞
滑川市東福寺野l984‑VI‑l2(根来)＜8663＞
大山町桧峠l980‑V‑23（根来）＜8664＞

18．タカネムネボソアリ
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ル伽γ"z配加α9，脚加i /αれゆ加邦jaz

大沢野町猿倉山1984‑VIII‑7(根来)＜8665＞
富山市日方江1990‑V‑10（根来）＜8666＞

Wheeler，1906

富山市城山1980‑V‑28,1984‑V11‑25,1990‑

朝日町南保富士1989‑V‑22（平内）＜8686＞
立山ブナ坂1981‑X‑16（数井）＜8687＞

V‑15（根来）＜8667,8668,8669＞

富山市呉羽山l993‑VII‑l6（根来）＜8688＞

富山市三の熊1981‑1V‑8,1983‑V1‑27(根来）

富山市城山1992‑VⅡ‑22（根来）＜8689＞

＜8670,8671＞

大沢野町猿倉山1984‑X‑18（根来）＜8690＞

利賀村上百瀬l988‑V‑l9（根来）＜8672＞

高岡市伏木l981‑VII‑12（布村）＜8691＞
24．ヒメアリ
〃0"0畑0γ"" "〃

30．アミメアリ

zSFr,Smith,l874

Pγjsm"り!γ加郎か"唱2"sMayr，l866

富山市八ヶ山l981‑X‑13（布村）＜8673＞

富山市横越（浜黒崎報告）
富山市浜黒崎（浜黒崎報告）

25．キイロヒメアリ

富山市日方江1990‑V‑10,1990‑X‑9（根来〉

〃0〃0〃0γjz" かんなjeWheeler，l906

＜8692,8693＞

富山市呉羽山1992‑X‑28（根来）＜8674＞

富山市呉羽山l993‑VI‑17（根来）＜8694＞

富山市城山l992‑V‑l2（布村）＜8675＞

富山市城山l984‑VII‑25，l989‑VII‑7,199＄
‐VI‑l9(根来)＜8695,8696,8697＞，1992

26．トフシアリ

−V1‑3（布村）＜8698＞

So/e" s応ﾉﾋZPo"i Wheeler,1928

高岡市つつじ公園l982−X−l7（布村）

富山市浜黒崎l981‑VIII‑29(酒井)＜8677＞

＜8699＞

富山市星井町田辺公園l981‑VI‑l3（布村＞

氷見市島尾l990‑IX‑27（根来）＜8700＞

＜8677＞

富山市八ヶ山1981‑X‑13（根来）＜8678＞
31.テラニシシリアゲアリ

C彫刀mi0gns/gγにγg柳amgas彫り6γz ‐

27．コツノアリ

" 花7""sルガSantschi，1930

O/壇0蝿yγ s""2γjForel,1912
富山市呉羽山l992‑VIII‑28（根来）＜8679＞

朝日町大平l986‑V‑l9（根来）＜8701＞

富山市城山l992‑VIII‑28（布村）＜8680＞

大沢野町猿倉用水l990−V−30(根来）

28．ウメマツアリ

大沢野町舟渡l981‑V‑22（根来）＜8703＞

＜8702＞

富山市城祉公園1979‑V‑17（根来）＜8704＞

Vb此刀加〃me"zgﾌｼjWheeler，l906

砺波市頼成山l990‑IV‑10（根来）＜8705＞

富山市横越（浜黒崎報告）

富山市浜黒崎l990‑V‑8（根来）＜8681＞
32．ハリブトシリアゲアリ

富山市日方江l990‑V‑10（根来）＜8682＞

C7で池ai0gns花γに7W" 09〔zs彪妙 α/s"−

富山市西柳川1981‑V‑13（布村）＜8683＞
富山市呉羽山l993‑VII‑16（根来）＜8684＞

汎z"mForel，l901

富山市城山l992‑VIII‑28（布村）＜8685＞

大沢野町猿倉山l984‑VIII‑31(根来)＜8706＞
氷見市島尾l991‑X‑21（根来）＜8707＞

29．カドフシア塚
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尚

富山市日方江（浜黒崎報告）

Cγg" ｵQgns彫γ（O"〃 花" ノ0sα〃g"s応

富山市大村（浜黒崎報告）

Forel，1900

朝日町南保富士l989‑V‑22，l989‑X‑l8（平

大沢野町猿倉用水l990−V−24(根来）

内）＜8721,8722＞

＜8708＞

朝日町宮崎鹿島樹叢l992‑XII‑5（平内）

富山市呉羽山l993‑VII‑8（根来）＜8709＞

＜8723＞

富山市三の熊l981‑V‑l3（根来）＜8710＞

宇奈月町祖母谷一南越l991‑VII‑lO（根来）

高岡市西田l982‑VIII‑22（根来）＜8711＞

＜8724＞

高岡市伏木l981‑VII‑12（布村）＜8712＞

立山ブナ坂l981‑X‑l6（数井）＜8725＞

立山上の小平1988‑VIⅡ‑4（根来）＜8726＞
34．キタウロコアリ

大山町長棟l991‑VI‑l2（根来）＜8727＞

Sか"加壇""SSP，

細入村楠原l979‑VII‑4（布村）＜8728＞

富山市八ケ山1981‑X−l3（布村）＜8713＞

富山市浜黒崎l990‑V‑8（根来）＜8729＞

富山市呉羽山l993‑VII‑l6（根来）＜8714＞

富山市八ヶ山l981‑X‑l3（布村）＜8730＞

富山市城山l992‑VIII‑28（布村）＜8715＞
高岡市伏木1981‑VⅡ‑12（布村）＜8716＞
氷見市朝日社叢l981‑IX‑l（布村）＜8717＞

富山市城山l992‑VIII‑28（布村）＜8732＞

富山市呉羽山1993‑VⅡ‑16（根来）＜8731＞
富山市三の熊l981‑V‑13（根来）＜8733＞
城端町縄が池l988‑VII‑21（根来）＜8734＞

カタアリ亜科

高岡市つつじ公園l988−X−l7(布村〉
＜8735＞

35．シベリアカタアリ

高岡市伏木l981‑VII‑12（布村）＜8736＞

／ｶﾘ〕0c"" sj〃" (Emery,1889）

小矢部市久利須l989‑VII‑24（根来）

大山町長棟l991‑VI‑l2（根来）＜8718＞

＜8737＞

氷見市小境l983‑XI‑11（根来）＜8738＞
36．ルリアリ

氷見市朝日社叢l981‑IX‑l（布村）＜8739＞

ル〃〔)7刈ﾉ "gJv伽iForel，l900

小矢部市石動l993‑VI‑6（根来）＜8719＞

39．ハヤシケアリ

37．ヒラフシアリ

Hayashida，1970

L 〃s仏as伽sノル〔Zyas〃Yamauchiet

亜c〃"0"Zy " gめ加s"sWheeler，1906

朝日町大平l986‑V‑l9（根来）＜8740＞

富山市城南公園l983‑XII‑3(根来)＜8720＞

立山美女平l989‑VI‑l（根来）＜8741＞
八尾町小白木￨峰l985‑VII‑l2(根来）

ヤマアリ亜科

＜8742＞

38．アメイロアリ

40．トビイロケアリ

Rz か 〃伽α池りゆ (Fr､Smith,1874》

Las 仏 畑Sノ泥憩gγ(Linnaeus,175＆

宇奈月町栃屋（富山県の昆虫）

宇奈月町栃屋（富山県の昆虫）

福野町野尻（富山県の昆虫）

富山市（富山県の昆虫）

富山市横越（浜黒崎報告）

富山市横越（浜黒崎報告）

45

富山県のアリ類

＜8778＞

富山市日方江（浜黒崎報告）

富山市水橋l993‑IX‑21（根来）＜8779＞

朝日町小川温泉元湯l985‑VIII‑9（根来）

富山市浜黒崎l978‑VII‑28,1979‑11‑7,1990

＜8743＞

朝日町棚山l986‑VI‑5（根来）＜8744＞

‑V‑8,l990‑VII‑lO（根来）＜8780,878L

朝日町南保富士l989‑V‑22（平内）＜8745＞
入善町負釣山登山口l992‑VI‑14（根来）

8782,8783＞

富山市日方江l990‑V‑8（根来）＜8784＞

富山市城南公園l983‑III‑31，l984‑IV‑4(根

＜8746＞

来）＜8785,8786＞

宇奈月町祖母谷一南越l991‑VII‑10（根来）
黒部市福平l988‑V‑l8（根来）＜8748＞

富山市神通河原l984‑IV‑24(根来)＜8787＞
富山市呉羽山l993‑VII‑8（根来）＜8788＞

魚津市三田1993‑1‑2（平内）＜8749＞

富山市城山l984‑VII‑25，l985‑IV‑10(根来）

＜8747＞

＜8789,8790＞

滑川市東福寺野l984‑VI‑12(根来)＜8750＞

富山市三の熊1983‑V‑19,1984‑1V‑24(根来）

上市町浅生l980‑V‑29（根来）＜8751＞

＜8791,8792＞

上市町中の又l983‑VI‑22（根来）＜8752＞

富山市宮尾l988‑VII‑l5（島田）＜8793＞
婦中町吉谷l988‑V‑27（根来）＜8794＞

上市町大岩l988‑X‑7（根来）＜8753＞

上市町小又川上流（600m）l989‑VII‑27（根

八尾町深谷l984‑VI‑l4（根来）＜8795＞
八尾町桐谷l983‑VIII‑26,1988‑IX‑27（根

来）＜8754＞

立山美女平l989‑VI‑1，l991‑V‑l6，l991‑

来）＜8796,8797＞

VII‑21（根来）＜8755,8756,8757＞

八尾町高瀬l989‑IV‑7（根来）＜8798＞
八尾町杉が平l985‑IV‑26（根来）＜8799＞

立山弥陀ケ原l983‑VIII‑23，l988‑VII‑
26（根来）＜8758,8759＞

立山ブナ坂l991‑VI‑21（根来）＜8760＞

砺波市頼成山l991‑IV‑lO（根来）＜8800＞

立山大日平l983‑VII‑29（根来）＜8761＞

井波町閑乗寺高原l988−V−17(根来〉
＜8801＞

立山美松坂l984‑IX‑21（根来）＜8762＞

城端町縄が池l988‑VII‑21（根来）＜8802＞
利賀村上百瀬l988‑V‑l9，l988‑VII‑l4（根

立山上の小平l988‑VIII‑4（根来）＜8763＞
大山町有峰1982‑V1‑29,1984‑V1‑21,1991‑

来）＜8803,8804＞

V1‑7（根来）＜8764,8765,8766＞

利賀村水無平l988‑VI‑l5（根来）＜8805＞
利賀村水無平l989‑IX‑5（根来）＜8806＞
高岡市頭川1989‑V‑9（根来）＜8807＞
高岡市五十辺l986‑XI‑24（布村）＜8808＞
小矢部市久利須l989−VII−24（根来）

大山町有峰西岸l991‑VI‑7（根来）＜8767＞

大山町有11犀東谷l985‑X‑23（根来）＜8768＞
大山町有￨￨産折立l984‑IX‑27,l990‑VI‑l4(根
来）＜8769,8770＞

大山町長棟l991‑VI‑26（根来）＜8771＞
大山町福沢l978‑VI‑23（根来）＜8772＞
大山町荒屋敷l985‑V‑9（根来）＜8773＞
大山町床鍋l983‑IV‑19（太田）＜8774＞
大山町大川寺1990‑V‑11（根来）＜8775＞
大沢野町猿倉山l989‑V‑30（根来）＜8776＞
大沢野町牛が増1989‑V‑30（根来）＜8777＞
大沢野町下大久保l988‑VII‑15（森）

＜8809＞

氷見市十二町潟l978‑IX‑28(根来)＜8810＞
41．ヒゲナガケアリ

Las伽s仏as加Sノメ)γoaz"伽sWilson,1955

朝日町棚山1986‑V1‑5（根来）＜8811＞
宇奈月町祖母谷南越l991‑VII‑lO（根来）

j1
Lt入

根来

＜8812＞

尚

Wheeler，1910

宇奈月町僧が岳（1000m）l983‑V‑25（根来）

朝日町大平1986‑V‑19（根来）＜8826＞

＜8813＞

宇奈月町祖母谷南越l987‑IX‑9（根来）

上市町小又川上流（600m）l989‑VII‑27（根

＜8827＞

来）＜8814＞

立山町千垣l989‑VI‑14（根来）＜8828＞

大山町長棟l991‑VI‑12（根来）＜8815＞

大山町有峰東谷l985‑X‑23（根来）＜8829＞

八尾町桐谷l983‑VIII‑26（根来）＜8816＞

大沢野町猿倉用水1990‑V−24（根来）

42．カワラケアリ

大沢野町舟渡l981‑IX‑24（根来）＜8831＞
富山市呉羽山l993‑VII‑16（根来）＜8832＞

＜8830＞

Las〃s(Z,as伽Sノsαﾙαg"加〃Yamauchiet
Hayashida，1970

富山市城山l992‑VI‑21（根来）＜8833＞

富山市日方江l990‑V‑8（根来）＜8817＞
富山市海岸通1990‑V‑28（根来）＜8818＞

八尾町桐谷l983‑VIII‑26（根来）＜8834＞

福野町安居l988‑IX‑22（根来）＜8835＞

43．キイロケアリ

47．アカヤマアリ

L
a
s
〃
s
（
G
7
況
加
此
z
s
"
z
S
ノ
加
抑
z
s
（
F
a
b
r
i
c
i
u
s
，

FOγ"zjca（R /加γ"" ノsa"g"加錘

1
7
8
1
）

L
a
t
r
e
i
l
l
e
，
l
7
9
8

大山町小見l983‑VI‑3（根来）＜8819＞

立山弥陀ケ原l987‑VIII‑l3（根来）＜8836＞

大山町有峰折立l980‑VIII‑28（根来）
44．アメイロケアリの一種

＜8837＞

アメイロケアリL 〃sに〃〃0 ねsj"sノ
況沈6m加s(Nylander,1846)，もしくはヒゲ

大山町有峰東谷l985‑VI‑21(根来)＜8838＞

ナガアメイロケアリL・に.ノ eγ城0"α/応

大山町有峰西岸l991‑VI‑7（根来）＜8839＞
大山町長棟l991‑VI‑12（根来）＜8840＞

（Bondroit,1919)。この2種は働きアリでは

八尾町小白木峰l985−VII−12(根来〉

区別できないとのことであり，2種がとも
に存在する可能性もある。

＜8841＞

城端町縄が池l988‑VII‑21（根来）＜8842＞

富山市八か山l981‑X‑13（根来）＜8820＞
富山市呉羽山l992‑X‑l（布村）＜8821＞
富山市城山l991‑V‑4（根来）＜8822＞
氷見市島尾l990‑IX‑27（根来）＜8823＞

利賀村上百瀬l988‑VII‑l4（根来）＜8843＞
48．ツノアカヤマアリ

肋γ脚jmに(血q/bγ加jmﾉ〃たα〃Wheeler，
l914

45．クロクサアリ

立山町芦勝寺（700m）l990‑XI‑1（根来）

Las sの" γ0/as畝sノ〃"噌加0s"s

＜8844＞

(
L
a
t
r
e
i
l
l
e
,
1
7
9
8
）

上市町大岩l988‑X‑7（根来）＜8824＞
利賀村高峰l983‑VI‑23（太田）＜8825＞

49．エゾアカヤマアリ

Fbγ j 征bγ畑j ノy s"2S応Forel，
1901

46．クサアリモドキ
了

大山町有峰折立l983‑VI‑3，l984‑IX‑27(根

Las"sのど卸 γ0/ 趣sノSpa/〃g 5

来）＜8845,8846＞
４

富山県のアリ類

利賀村上百瀬l988‑V‑l9（根来）＜8847＞

八尾町桐谷l988‑IV‑27（根来）＜8870＞

利賀村谷地谷l993‑VII‑23（根来）＜8848＞

八尾町杉が平l985‑IV‑26（根来）＜8871＞
井波町閑乗寺高原l988‑V‑17(根来〉
＜8872＞

50．タカネクロヤマアリ

利賀村利賀l979‑VIII‑9（根来）＜8873＞

助γ池j （SEγ"加γ""αzノgngzz加奴gs

利賀村上百瀬l988‑VII‑14，l989‑IX‑5（根

Ruzsky，1904

来）＜8874,8875＞

北ノ俣岳（岐阜県の昆虫）

利賀村水無平l989‑IX‑5（根来）＜8876＞

立山浄土山l988‑VIII‑3目撃（根来）

上平村池の平1988‑VⅡ‑12（根来）＜8877＞
51．クロヤマアリ
52．ヤマクロヤマアリ

Foγ"" （99γ"加γ j ノノtZPo邦jmMots‐

Fbγ"" (Sgγ"加刀"j ノノ

chulsky，l866

富山市浜黒崎（浜黒崎報告）

Bondroit，1917

朝日町小川温泉元湯l985‑VIII‑9（根来）

寺地山（岐阜県の昆虫）

"i

立山大日岳l983‑VII‑28（根来）＜8878＞

＜8849＞

黒部市福平1988‑V‑18（根来）＜8850＞

立山東一の越l988‑VIII‑3（根来）＜8879＞

上市町馬場島1984‑V‑25（根来）＜8851＞

立山室堂l988‑VII‑28，l991‑VII‑26（根来）
＜8880,8881＞

上市町中の又l983‑VI‑22（根来）＜8852＞

立山天狗平l988‑VII‑28，l990‑VIII‑21（根

上市町大沢l985‑VI‑14（根来）＜8853＞

来）＜8882,8883＞

上市町小又川上流（600m）l989‑VII‑27（根

立山弥陀ケ原l981‑VIII‑6，l987‑VIII‑13，

来）＜8854＞

l988‑VII‑26(根来)＜8884,8885,8886＞

上市町千石l991‑IV‑11（根来）＜8855＞

立山上の小平l985‑IX‑4，l988‑VIII‑4（根

立山黒四ダム右岸l989‑IX‑22（根来）

来）＜8887,8888＞

＜8856＞

立山美女平1983‑VⅡ1‑23（根来）＜8857＞

立山美女平l983‑VIII‑23（根来）＜8889＞

立山町芦'1弁寺（700m）l990‑XI‑l（根来）

大山町有峰折立l980‑VIII‑28，l984‑IX‑27二
l990‑VI‑l4（根来）＜8890,8891,8892＞

＜8858＞

大山町有峰大多和峠l983‑VI‑2（根来）

立山町伊勢屋l983‑V‑26（根来）＜8859＞

＜8893＞

立山町大森常願寺河原l984‑V‑8（根来）
＜8860＞

53．ハヤシクロヤママリ

大山町荒屋敷l985‑V‑9（根来）＜8861＞

Fbγ j (Sgγ"加γ"" ﾉsp･

大山町桧峠l980‑V‑23（根来）＜8862＞

朝日町大平1986‑V‑19（根来）＜8894＞

大沢野町猿倉山l984‑VIII‑7，l984‑X‑18(根

宇奈月町祖母谷l991‑VII‑1(根来)＜8895＞

来）＜8863,8864＞

黒部市鋲が岳l986‑VI‑lO（根来）＜8896＞

富山市城吐公園l985‑IV‑26(根来)＜8865＞
富山市呉羽山1993‑VII‑16（根来）＜8866＞

滑川市東福寺野l984‑VI‑l2(根来)＜8897＞

富山市城山l984‑VII‑25（根来）＜8867＞

上市町片地池l984‑IV‑26（根来）＜8898＞

婦中町藤が池l981‑XI‑17（根来）＜8868＞

上市町大岩l979‑IX‑12（根来）＜8899＞

婦中町吉谷l988‑V‑27（根来）＜8869＞

上市町眼目l984‑IV‑26（根来）＜8900＞
４

根来

上市町千石l991‑IV‑11（根来）＜8901＞

尚

Ca"ゅ0"0〃sにα"ゅ0" "sノル御℃"J ""s

上市町小又川上流（600m）l989‑VII‑27（根

sac〃/伽g"s応Forel，1905

来）＜8902＞

北ノ俣岳（岐阜県の昆虫）

立山ブナ坂l991‑VI‑21（根来）＜8903＞

寺地山（岐阜県の昆虫）

立山美女平1985‑V‑23,1988‑V‑31,1990‑V1
−6（根来）＜8904,8905,8906＞

55．クロオオアリ

立山町黒谷l985‑V‑l6（根来）＜8907＞

C""ゅ0"0" sに""ゅ0〃0肱sノノ 07" s

大山町有峰l984‑VI‑21（根来）＜8908＞

Mayr，l866

大山町有峰西岸l991‑VI‑7（根来）＜8909＞

宇奈月町棒平（富山県の昆虫）

大山町有峰大多和峠l983‑VI‑2（根来）

黒部市若栗（富山県の昆虫）

＜8910＞

黒部市前沢（富山県の昆虫）

大山町祐延l986‑VI‑19（根来）＜8911＞

魚津市大谷（富山県の昆虫）

大山町大川寺l990‑V‑ll（根来）＜8912＞

小矢部市興法寺（富山県の昆虫）

大沢野町寺家l980‑IV‑23（根来）＜8913＞

福野町野尻（富山県の昆虫）

大沢野町猿倉山1984‑1V‑25,1988‑V‑25(根

富山市浜黒￨崎（浜黒崎報告）

来）＜8914,8915＞

富山市日方江（浜黒崎報告）

大沢野町舟渡l981‑IX‑24（根来）＜8916＞

朝日町大平1986‑V‑19（根来）＜8935＞

富山市呉羽山l993‑VII‑l6（根来）＜8917＞

朝日町小川温泉元湯l985‑VIII‑9（根来）

富山市城山l985‑IV‑lO，l990‑VI‑19(根来）

＜8936＞

＜8918,8919＞

宇奈月町祖母谷l991‑VII‑10(根来）

富山市三の熊l984‑IV‑24（根来）＜8920＞

＜8937＞

婦中町藤が池l981‑VI‑l7（根来）＜8921＞

黒部市金屋1983‑V1‑19（長井）＜8938＞

八尾町深谷l987‑VI‑l4（根来）＜8922＞

黒部市福平l988‑V‑l8（根来）＜89839＞

八尾町高瀬l983‑IV‑l4（根来）＜8923＞

滑川市東福寺野l984‑VI‑l2(根来)＜8940＞

八尾町杉が平l985‑IV‑26（根来）＜8924＞

上市町中の又l983‑VI‑22（根来）＜8941＞

八尾町小白木峰l985‑VII‑l2(根来）

上市町馬場島1984‑V‑25（根来）＜8942＞

＜8925＞

立山町伊勢屋l983‑V‑26（根来）＜8943＞

山田村湯l978‑IX‑7（根来）＜8926＞

立山町芦￨￨牌寺（700m）l990‑XI‑l（根来）

砺波市頼成山l990‑IV‑10（根来）＜8927＞

＜8944＞

井口村赤祖父池l986‑V‑13（根来）＜8928＞

立山美女平l983‑VIII‑23（根来）＜8945＞

城端町縄が池l988‑VII‑21（根来）＜8929＞

立山町大森常願寺河原1984‑V‑8（根来）

利賀村上百瀬I989‑IX‑5（根来）＜8930＞

＜8946＞

利賀村利賀l979‑VIⅡ‑9（根来）＜8931＞

大山町大川寺199()‑V‑11（根来）＜8947＞

福光町医王山1979‑V‑30（根来）＜8932＞

大山町有峰l991‑VI‑7（根来）＜8948＞

小矢部市久利須l989‑VII‑24(根来）

大沢野町猿倉山1982‑V‑19,1984‑VIⅡ‑7,

＜8933＞

1985‑V1‑5（根来）＜8949,8950,8951＞

氷見市阿尾1985‑1V‑16（根来）＜8934＞

大沢野町猿倉用水l988−V−25（根来）
＜8952＞

54．カラフトクロオオアリ

大沢野町舟渡1981‑V‑22,1981‑IX‑24(根来）
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立山上の小平l985‑IX‑4（根来）＜8981＞

＜8953,8954＞

立山美女平l985‑V‑23，l989‑VI‑l（根来）

富山市大日橋常願寺河原l985‑X‑29，l988‑

＜8982,8983＞

X‑26（根来）＜8955,8956＞

富山市浜黒崎l990‑V‑8（根来）＜8957＞

立山町黒谷l985‑V‑l6（根来）＜8984＞

富山市城吐公園l978‑XI‑7（根来）＜8958＞

大山町有峰折立l990‑VI‑l4，l980‑VIII‑
28（根来）＜8985,8986＞

富山市呉羽山l983‑VII‑26（吉村）＜8959＞

大山町有'1嘩東谷l985‑VI‑21(根来)＜8987＞

富山市城山l978‑VI‑6，l984‑VII‑25，l990‑

大山町有峰1984‑V1‑21（根来）＜8988＞

VI‑19（根来）＜8960,8961,8962＞

大山町有峰大多和峠l983‑VI‑2（根来）

富山市三の熊1983‑V1‑27（根来）＜8963＞

＜8989＞

婦中町吉住l981‑VII‑10（布村）＜8964＞

婦中町藤が池l981‑VI‑17（根来）＜8965＞

大山町長棟l991‑VI‑12（根来）＜8990＞

八尾町深谷l984‑VI‑14（根来）＜8966＞

大山町大川寺l990‑V‑ll（根来）＜8991＞

砺波市頼成山l990‑IV‑lO（根来）＜8967＞

大沢野町寺家l981‑IV‑23（根来）＜8992＞

井口村赤祖父池l986‑V‑l3（根来）＜8968＞

大沢野町猿倉用水l988−V−25(根来）
＜8993＞

福光町医王山l978‑IX‑24（根来）＜8969＞

大沢野町舟渡l981‑VII‑29（根来）＜8994＞
富山市城山l989‑VII‑7（根来）＜8995＞

利賀村上百瀬l988‑VII‑14（根来）＜8970＞
利賀村利賀l979‑VIII‑9根来）＜8971＞

富山市三の熊l990‑VII‑13（根来）＜8996＞
小杉町屋敷野池l988‑X‑5（根来）＜8997＞

上平村池ノ平l988‑VII‑l2（根来）＜8972＞

高岡市雨晴l978‑VI‑29（根来）＜8973＞
氷見市島尾l990‑IX‑27（根来）＜8974＞
氷見市原山峠l984‑VIII‑l（根来）＜8975＞

八尾町高瀬l983‑IV‑l4（根来）＜8998＞
八尾町小白木￨峰1985‐VII−12(根来）
＜8999＞

井波町閑乗寺高原l988−V−17(根来）

56．ムネアカオオアリ

＜9000＞

C" 0"0"【sにα加加"O加sノ06sα"ゆgs

井口村赤祖父池l986‑V‑13（根来）＜9001＞
城端町縄が池l988‑VII‑21（根来）＜9002＞
福光町医王山1979‑V‑30（根来）＜9003＞
利賀村利賀1978‑V‑19,1979‑VIII‑9（根来〉

Mayr，1878

朝日町宮崎城山（富山県の昆虫）
宇奈月町内山（富山県の昆虫）
黒部市若栗（富山県の昆虫）

＜9004,9005＞

魚津市松倉（富山県の昆虫）

高岡市頭川1989‑V‑9（根来）＜9006＞
氷見市原山峠l984‑VIII‑l（根来）＜9007＞

大山町有峰（富山県の昆虫）
砺波市東般若（富山県の昆虫）
高岡市（富山県の昆虫）

57．ミカドオオアリ

小矢部市興法寺（富山県の昆虫）

Ca"ゅ0匁or"S任粒加押加刀2α"z6"Sﾉ〃"S加一

上平村桂（富山県の昆虫）

sjsSantschi，l937

朝日町大平l986‑V‑l9（根来）＜8976＞
黒部市柳沢l983‑VII‑1（根来）＜8977＞
黒部市福平l988‑V‑l8（根来）＜8978＞
上市町中の又l983‑VI‑22（根来）＜8979＞
上市町浅生1980‑V‑25（根来）＜8980＞

立山美女平l989‑VI‑l（根来）＜9008＞
大沢野町猿倉用水1990‑V−30（根来）
＜9009＞

山田村赤目谷l978‑IX‑7（根来）＜9010＞
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根来

58．ヨツボシオオアリ

尚

大沢野町御前山l985‑X‑l5（根来）＜9025＞

ca7"pO"0〃smfy沖"g"加加の9 〃i‐

富山市三の熊l990‑VII‑l3（根来）＜9026＞

" "〃sForel，l886

婦中町吉谷1981‑V1‑26（吉村）＜9027＞

富山市岩瀬l990‑VI‑l2（根来）＜9011＞

八尾町高瀬l980‑VI‑4（根来）＜9028＞

富山市呉羽山l993‑VII‑l6（根来）＜9012＞

山田村赤目谷l978‑IX‑7（根来）＜9029＞

富山市城山1989‑VII‑7（根来）＜9013＞
富山県のアリ相の概要
59．ケブカツヤオオアリ

上記のごとく4亜科30属62種（ハリアリ亜

cα"ゅ0"0伽s yγ畑g"加加〔zノ〃 0""z‐

科6属8種，フタフシアリ亜科16属26種，カ

sjSSantschi，1937

タアリ亜科3属3種,ヤマアリ亜科5属25種）

大山町有￨峰l991‑VI‑7（根来）＜9014＞

が富山県から記録された。それらのうち，39

大山町桧峠l980‑V‑23（根来）＜9015＞

種が富山県から新たに記録されるものである。

岐阜県，福井県の記録からみると，富山県
60．ウメマツオオアリ

からもエゾクシケアリ，ケブカクロオオアリ。

Qz"ゆ 0"4s w加α"z妙sノrO〃 "sfs

ツヤクロヤマアリ，サクラアリ，サムライア

lto，1912

リなどまだ10種以上のアリ類が追加されるも

上市町馬場島l984‑V‑25（根来）＜9016＞

のと思われる。

大沢野町猿倉山l984‑VIⅡ‑7,l984‑X‑l8(根
来）＜9017,9018＞

各種の採集地点も少なく，県内のアリ類の
分布について述べるにはまだ不完全であるが．

大沢野町猿倉用水1990‑V−30（根来）
＜9019＞

以下現在までの知見で記す。

富山市城山l992‑IX‑2（根来）＜9020＞
海岸の砂浜では，砂地に特有なカワラケア
61．ヤマヨツボシオオアリ

リがみられ，この種は河原の砂地にも生息す

Ca"ゆ0"0〃s（ yγ柳α班6"sノyα池 i

るものでおそらく黒部川や庄川の河原におい

TerayamaetSatoh，1990

ても生息している可能性が大きい。
海岸や河原も含めた平地では，オオハリア

朝日町大平l986‑V‑l9（根来）＜9021＞
富山市城祉公園l979‑V‑l7（根来）＜9022＞
富山市三の熊l990‑X‑l9（根来）＜9023＞
城端町縄が池l988‑VII‑21（根来）＜9024＞

リ，アズマオオズアリ，トピイロシワアリ，
アミメアリ，アメイロアリ，トビイロケアリ、
クロヤマアリ，クロオオアリなどがよくみら

れるアリである。テラニシハリアリ，ヒメア
リ類，トフシアリ，コツノアリ，ルリアリな

62．トゲアリ

R)んγ〃 "た（PC〃γ〃αc〃〃此z"""此たれs

どは南方系の種であり，採集地はまだ少ない

Fr，Smith，l874

が，おそらく平地から丘陵地に限られ山地で

宇奈月町栃屋（富山県の昆虫）

は見られないであろう。

滑川市東福寺（富山県の昆虫）

丘陵地では，ニセハリアリ，メクラハリア

婦中町千里（富山県の昆虫）
福野町安居（富山県の昆虫）

リ，キタウロコアリ，ヤマトアシナガアリ，
アズマオオヅアリ，ムネボソアリ，トビイロ

高岡市（富山県の昆虫）

シワアリ，テラニシシリアゲアリ，アメイロ

4
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アリ，トビイロケアリ，クサアリモドキ，ク

今後，追加種を得る努力をするとともに，

ロヤマアリ，ハヤシクロヤマアリ，クロオオ

各種の分布をより詳しく調査する必要がある．

アリ，ムネアカオオアリ，トゲアリなどがみ
文 献

られ，これらの種は平地から山地まで広く見

岐阜県昆虫分布研究会編，1982．「岐阜県の昆

られるものが多い。

虫」566pp.,8pls．（岐阜県）

山地では，ヒメハリアリ，シワクシケアリ。

福井県自然環境保全調査会昆虫部会編，1985

アシナガアリ，チャイロムネポソアリ，アメ

「福井県昆虫目録」404pp．（福井県）

イロアリ，ハヤシケアリ，トビイロケアリ，

日本蟻類研究会編，1988．「日本産アリ類和名

ヒゲナガケアリ，アカヤマアリ，エゾアカヤ

一覧」50pp

マアリ，クロヤマアリ，ヤマクロヤマアリ，

日本蟻類研究会編，1989．「日本産アリ類の検

ハヤシクロヤマアリ，クロオオアリ，ムネア

索と解説（1）」42pp

カオオアリなどがみられ，クシケアリ類，ア

日本蟻類研究会編，1991．「日本産アリ類の検

カヤマアリ類，ヤマクロヤマアリなど北方系

索と解説（II)」56pp，

の種が現れる。

日本蟻類研究会編，1992．「日本産アリ類の検

亜高山・高山では，シワクシケアリ，クロ

索と解説（Ⅲ)」94pp

キクシケアリ，タカネムネボソアリ，トビイ

富山県昆虫研究会編，1979．「富山県の昆虫」

ロケアリ，アカヤマアリ，タカネクロヤマア

545pp.,7pls．（富山県）

リ，ヤマクロヤマアリ，カラフトクロオオア

リがみられ，特にタカネクロヤマアリは高山

富山市科学文化センター編，1991．「富山市浜

域でのみみられる。クロキクシケアリはほぼ

黒￨￨時自然環境報告書｣l23pp.(富山市科学文

標高2000m以上でみられる。シワクシケアリモ

化センター）

トピイロケアリ，ヤマクロヤマアリは高山帯
ではみられず，アカヤマアリは標高2000m以
上では見られない。
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