
目 科 種 名 発見月日 発見場所

アゲハチョウ科
カラスアゲハ

Papilio  dehaanii
5月15日 立山自然保護センター付近

7月18日 弥陀ケ原

8月11日 室堂平広場

ヒメシジミ
Plebejus  argus

7月22日 弥陀ヶ原

9月27日 弘法

10月4日 室堂平広場

コミスジ
Neptis 　sappho

6月21日 室堂平広場

7月22日 弥陀ケ原

8月24日 弥陀ケ原

7月18日 弥陀ケ原

8月24日 弥陀ケ原

7月29日 室堂平広場

ミドリヒョウモン
Argynnis paphia

7月12日 大谷

7月22日 弥陀ヶ原

7月30日 奥大日岳

8月1日 天狗平

8月1日 室堂平広場

8月4日 室堂平広場

8月12日 室堂平広場

8月8日 弥陀ヶ原

9月7日 弥陀ヶ原

7月31日 奥大日岳頂上

8月1日 弥陀ヶ原

テングチョウ
Libythea 　lepita

7月12日 大谷

イチモンジセセリ
Parnara 　guttata

7月22日 弥陀ヶ原

コチャバネセセリ
Thoressa varia

7月22日 弥陀ヶ原

オオチャバネセセリ
Polytremis  pellucida

8月11日 室堂平広場

チョウ目

コヒョウモン
Brenthis　ino

セセリチョウ科

ベニヒカゲ
Erebia niphonica

クモマベニヒカゲ
Erebia ligea

 2016年(H28）昆虫類

ウラナミシジミ
Lampides  boeticus

シロチョウ科

シジミチョウ科

アサギマダラ
Ｐａｒａｎｔｉｃａ　ｓｉｔａ

ヒメキマダラヒカゲ
Neope niphonica

ミヤマモンキチョウ
Colias  palaeno

タテハチョウ科



目 科 種 名 発見月日 発見場所

7月18日 弥陀ヶ原

7月22日 天狗平

ツトガ科
ミヤマウスギンツトガ

Crambus hachimantaiensis
7月29日 室堂平広場

ネグロウスベニナミシャク
 Photoscotosia atrostrigata

6月4日 室堂ターミナル

アキナミシャク
 Epirrita autumnata autumna

7月29日 室堂平広場

ナカトビヤガ
Chersotis cuprea japonica

8月5日 室堂平広場

フクラスズメ
Arcte　 coerula

10月11日 室堂平広場

8月11日 室堂平広場

9月7日 弥陀ヶ原

8月8日 弥陀ケ原

9月7日 弥陀ケ原

8月8日 弥陀ケ原

8月24日 弥陀ケ原

カメムシ目 カスミカメムシ科
タカネアオカスミカメ

Mermitelocerus viridis 7月29日 室堂平広場

トホシハナカミキリ
Brachyta danilevskyi

7月11日 一ノ越

クロハナカミキリ
Leptura aethiops

7月22日 弥陀ヶ原

アカハナカミキリ
　Corymbia succedanea

8月11日 室堂平広場

カラカネハナカミキリ
Gaurotes (Paragaurotes) doris 7月22日 弥陀ヶ原

シラフヒゲナガカミキリ
 Monochamus nitens

9月5日 室堂平広場

ヨツボシヒラタシデムシ
Dendroxena sexcarinata

7月12日 室堂平広場

ヤマトモンシデムシ
Nicrophorus japonicus

8月1日 立山自然保護センター付近

　アオジョウカイ
Themus 　cyanipennis

7月25日 弥陀ヶ原

クロジョウカイ
Athemus 　attristatus

7月5日 ミクリガ池周辺

オサムシ科
オンタケクロナガオサムシ
 Leptocarabus arboreus

gracillimus
6月27日 室堂平広場

ナミテントウ
Harmonia axyridis

6月23日 室堂平広場

カメノコテントウ
Aiolocaria hexaspilota

6月27日 一ノ越

ハンミョウ科
ミヤマハンミョウ

Cicindela 　sachalinensis
5月31日 ミクリガ池周辺

チョウ目

コウチュウ目

ヤガ科

バッタ目

シデムシ科

ヒトリガ科

テントウムシ科

ジョウカイボン科

ヒメキシタヒトリ
Parasemia plantaginis macromera

キリギリス科
イブキヒメギス

Eobiana japonica

シャクガ科 

ミカドフキバッタ
Parapodisma  mikado

バッタ科

クモマヒナバッタ
Chorthippus kiyosawai

カミキリムシ科



目 科 種 名 発見月日 発見場所

クロホシビロウドコガネ
Serica nigrovariata

7月27日 室堂平広場

ヒメスジコガネ
Mimela flavilabris

7月18日 弥陀ヶ原

ゴミムシ科
ゴミムシの一種
Chlaenius　sp

6月23日 立山センター付近

フジハムシ
Gonioctena rubripennis

7月8日 弥陀ヶ原

エグリバケブカハムシ
Pyrrhalta esakii

9月6日 室堂平広場

ゾウムシ科
オオゴボウゾウムシ

Ｌａｒｉｎｕｓ　ｍｅｔｅａｇｒｉｓ
7月20日 室堂平広場

カオジロトンボ
Leucorrhinia dubia orientalis 8月9日 弥陀ケ原

アキアカネ
Sympetrum frequens

8月24日 弥陀ケ原

ニホンミツバチ
Apis cerana japonica

8月8日 弥陀ヶ原

7月11日 室堂平広場

7月29日 室堂平広場

7月12日 室堂平広場

8月16日 室堂平広場

アリ科
クロキクシケアリ
 Myrmica kurokii

6月21日 室堂平広場

スズメバチ科
シロオビホオナガスズメバチ
Dolichovespula 　pacifica

8月25日 室堂平広場

セイボウ科
セイボウ類の一種
Chrysididae　ｓｐ

7月19日 立山自然保護センター付近

ーーーーー
ドロバチ類の一種
　Eumeninae　ｓｐ

7月21日 室堂平広場

ヒメバチ科
ヒメバチの一種

Lchneumonidae.sp
5月31日 室堂平広場

7月21日 室堂平広場

8月6日 室堂平広場

ナミハナアブ
Eristalomyia tenax

7月22日 室堂平広場

ベッコウハナアブの一種
Volucella linearis　SP 7月30日 室堂平広場

モトドマリクロハナアブ
Cheilosia motodomariensis

7月22日 弥陀ヶ原

オビホソヒラタアブ
Meliscaeva cinctella

8月6日 室堂平広場

コウチュウ目

ハムシ科

コガネムシ科

ミツバチ科

ヒメマルハナバチ
Bombus beaticola

ハエ目

オオマルハナバチ
Bombus hypocrita

ハチ目

ムツモンホソヒラタアブ類の一種
Melangyna(Melangyna) sp

ハナアブ科

トンボ科トンボ目
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7月12日 室堂平広場

7月29日 室堂平広場

コマバムツボシヒラタアブ
  Scaeva komabensis

8月6日 室堂平広場

ガガンボ科
ガガンボ類の一種
Tipulidae　SP

6月23日 室堂平広場

クロバエ科
クロバエの一種

 Calliphoridae　SP 6月29日 室堂平広場

・日本チョウ類保全協会編(2012)：フィールドガイド　日本のチョウ

・上野俊一他（1985） ：原色日本甲虫図鑑（Ⅰ）～（Ⅳ）保育社

・環境省編(2006)     ：改訂日本の絶滅のおそれのある（レッドデータブック）野生生物

・日浦勇他（1977）   ：原色日本昆虫図鑑　下　保育社

・白水隆（1976）     ：原色日本蝶類図鑑　保育社

・安松京三他（1965） ：原色日本昆虫大図鑑　第３巻　北隆館

☆参考文献一覧

ハエ目

ハナアブ科

☆観察記録は立山自然保護センター職員の写真撮影による。

・井上寛他（1982）   ：日本産蛾類大図鑑　Ⅰ　Ⅱ　講談社

・江崎悌三他（1957） ：原色日本蛾類図鑑（上）（下）保育社

・富山県(2012)       ：富山県の絶滅のおそれのある野生生物

・富山県昆虫研究会編(1979)：富山県の昆虫　富山県

・杉村光俊・他(1999) ：原色トンボ幼虫・成虫大図鑑　北海道大学図書刊行会

・中根猛彦他（1955） ：原色日本昆虫図鑑　上　保育社

☆クモ目、昆虫類の種名の同定は撮影写真により、富山市科学博物館　根来尚氏に依頼した。

・日本直翅類学会編（2006）  ：バッタ・コオロギ・キリギリス大図鑑　北海道大学出版会

・二橋　亮・他（2004）：富山県のトンボ　富山市科学文化センター収蔵資料目録　第17号

・一色周知他（1969） ：原色日本蛾類幼虫図鑑（上）（下）保育社

・宮武頼夫・加納康嗣（1992）：検索入門　セミ・バッタ　保育社

・石田昇三・他(1988) ：日本産トンボ幼虫・成虫検索図説　東海大学出版会

ヒラタアブの一種
Syrphinae　SP

ヒメマルハナバチ(2016.8.16撮影） 

  

トホシハナカミキリ(2016.7.11撮影） 

  


