
目 科 種 名 発見月日 発見場所

アゲハチョウ科
キアゲハ

Papilio  machaon
8月8日 室堂平広場

7月23日 弥陀ケ原

7月25日 天狗の鼻

モンキチョウ
　Colias erate

7月25日 天狗平

ヤマトスジグロシロチョウ
　Pieris  nesis

7月4日 立山自然保護センター付近

ヒメシジミ
Plebejus  argus

7月23日 弥陀ヶ原

7月23日 弥陀ヶ原

10月9日 追分

ルリシジミ
Lycaena  phlaeas

7月23日 弥陀ヶ原

ウラギンシジミ
Curetis  acuta

8月30日 室堂平広場

ジョウザンミドリシジミ
Favonius  taxila

7月2日 称名

ベニシジミ
Lycaena  phlaeas

7月10日 立山自然保護センター付近

ヤマキマダラヒカゲ
Neope niphonica

7月23日 弥陀ヶ原

ヒメキマダラヒカゲ
Zophoessa callipteris

7月27日 弥陀ケ原

クロヒカゲ
Lethe diana

7月25日 弥陀ケ原

7月23日 弥陀ケ原

8月14日 弥陀ケ原

7月25日 天狗平

8月8日 室堂平広場

ベニヒカゲ
Erebia niphonica

8月14日 弥陀ヶ原

キベリタテハ
　Ｎymphalis antiopa

9月28日 立山自然保護センター付近

エルタテハ
Nymphalis  vaualbum

9月5日 立山自然保護センター付近

アサギマダラ
Parantica sita

7月24日 大観峰

セセリチョウ科
コチャバネセセリ
Thoressa varia

8月20日 弥陀ヶ原

ツトガ科
フタテンツトガ

Catoptria montivaga  
8月15日 室堂平広場

シャクガ科 
ネグロウスベニナミシャク

 Photoscotosia atrostrigata
10月4日 立山自然保護センター付近

ウラナミシジミ
Lampides  boeticus
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コヒョウモン
Brenthis　ino

クモマベニヒカゲ
Erebia ligea

タテハチョウ科

シロチョウ科

ミヤマモンキチョウ
Colias  palaeno

チョウ目

シジミチョウ科
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目 科 種 名 発見月日 発見場所

カレハガ科
ツガカレハ

Dendrolimus superans
8月7日 弥陀ヶ原

ヒゲナガガ科
ヒゲナガ科の一種
	Nemophora sp

7月27日 弥陀ヶ原

ナカトビヤガ
Chersotis cuprea japonica

8月9日 室堂平広場

マツキリガ
Panolis flammea japonica

6月5日 称名

8月15日 室堂平広場

10月4日 室堂平広場

ミカドフキバッタ
Parapodisma  mikado

10月3日 弥陀ケ原

キリギリス科
イブキヒメギス

Eobiana japonica
8月14日 弥陀ケ原

アワフキムシ科 シロオビアワフキ
Aphrophora intermedia

7月27日 弥陀ケ原

6月25日 ブナ平

7月15日 室堂山

ツノカメムシ科
トゲツノカメムシ

Lindbergicoris gramineus
7月23日 弥陀ヶ原

7月15日 一ノ越

7月17日 剱岳剣山荘付近

7月23日 弥陀ヶ原

8月10日 室堂平広場

ニセフタオビヒメハナカミキリ
Pidonia  testacea

7月27日 弥陀ヶ原

ヤツボシハナカミキリ
Leptura mimica

7月24日 大観峰

8月14日 弥陀ヶ原

8月21日 弥陀ヶ原

ヒナルリハナカミキリ
Dinoptera minuta

6月5日 称名

マルガタハナカミキリ
Judolia cometes

8月14日 弥陀ヶ原

ブービエハナカミキリ
Pidnia  bouvieri	

7月27日 弥陀ヶ原

ハクサンシラネヒメハナカミキリ
Pidonia sp

7月27日 弥陀ヶ原

クビナガムシ科
クビナガムシ

Cephaloon pallens
7月27日 弥陀ヶ原

カミキリモドキ科
カミキリモドキ科の一種

Oedemeridae sp
7月23日 弥陀ヶ原

ヤガ科

クモマヒナバッタ
Chorthippus kiyosawai

カメムシ目

トホシハナカミキリ
Brachyta danilevskyi

チョウ目

バッタ目
バッタ科

コウチュウ目

セミ科
エゾハルゼミ

Terpnosia nigricosta

クロハナカミキリ
Leptura aethiops

カラカネハナカミキリ
Gaurotes (Paragaurotes) doris

カミキリムシ科
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目 科 種 名 発見月日 発見場所

7月23日 弥陀ヶ原

8月14日 弥陀ヶ原

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

gracillimus
7月31日 立山自然保護センター付近

7月13日 室堂平広場

7月27日 弥陀ヶ原

ハンミョウ科
ミヤマハンミョウ

Cicindela sachalinensis
7月4日 室堂平広場

8月14日 弥陀ヶ原

8月21日 弥陀ヶ原

オオキノコムシ科
クロアシコメツキモドキ

Languriomorpha　nigritarsis
6月5日 称名

クロホシビロウドコガネ
Serica nigrovariata

8月15日 室堂平広場

アオハナムグリ
Cetonia roelofsi

8月15日 室堂平広場

チャイロコガネの一種
Sericania sp

6月5日 称名

マメコガネ
Popillia japonica

7月23日 弥陀ヶ原

ツチハンミョウ科
マルクビツチハンミョウ

Meloe corvinus
5月25日 室堂平広場

ハネカクシ科
ハネカクシ科の一種
Staphylinidae　sp

7月10日 一ノ越

ベニホタル科
ヒシベニボタル

Dictyoptera　gorhami
5月3日 美女平

ルリハムシ
Plagiosterna aenea

6月5日 称名

キヌツヤミズクサハムシ
Plateumaris sericea

7月12日 弥陀ヶ原

ヒメシロコブゾウムシ
Dermatoxenus caesicollis

6月5日 称名

オオゴボウゾウムシ
Larinus meteagris

8月15日 室堂平広場

7月23日 弥陀ケ原　♂♀

8月7日 弥陀ケ原　

7月13日 室堂平広場

9月13日 立山自然保護センター付近

　アオジョウカイ
Themus  cyanipennis

テントウムシ科
ナミテントウ

Harmonia axyridis

コガネムシ科

ハムシ科

ジョウカイボン科

コメツキムシ科

カオジロトンボ
Leucorrhinia dubia orientalis

コメツキムシの一種
Elateridae　sp

ゾウムシ科

コウチュウ目

トンボ目 トンボ科

アキアカネ
Sympetrum frequens
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目 科 種 名 発見月日 発見場所

7月25日 弥陀ケ原　産卵

8月14日 弥陀ケ原　産卵

ニホンミツバチ
pis cerana

6月25日 弥陀ヶ原

トラマルハナバチ
Bombs　diversus  diversus

8月9日 室堂平広場

ニッポンヤドリマルハナバチ
Bombus norvegicus japonicus

8月15日 室堂平広場

7月23日 弥陀ヶ原

8月15日 室堂平広場

7月27日 弥陀ヶ原

8月9日 室堂平広場

クロキクシケアリ
 Myrmica kurokii

7月15日 一ノ越

7月3日 一ノ越

8月21日 室堂平広場

キオビホオナガスズメバチ
Dolichovespula media

8月14日 弥陀ヶ原

8月15日 室堂平広場

9月5日 室堂平広場

ツヤクロスズメバチ
　Vespula rufa

8月21日 弥陀ヶ原

ヒメハナバチ科
ヒメハナバチ属の一種

Andrena  sp
8月15日 室堂平広場

コハナバチ科
コハナバチ属の一種
Lasioglossum sp

7月15日 一ノ越

タカネベッコウハナアブ
Volucella bombylans

8月9日 室堂平広場

ナミホシヒラタアブ
Metasyrphus ferquens

8月9日 室堂平広場

ケヒラタアブ
Syrphus torvus 8月9日 室堂平広場

ケバエ科の一種
 Bibionidae sp

5月15日 室堂平広場

ケバエ科の一種
 Bibionidae sp

6月8日 室堂平広場

ガガンボ科
ガガンボ類の一種
Tipulidae　SP

7月31日 室堂平広場

アブ科
アカウシアブ

Tabanus chrysurus
7月23日 弥陀ヶ原

ハナバエ科
ハナバエ科の一種
Anthomyiidae sp

7月19日 室堂平広場

ハエ目

オオルリボシヤンマ
Aeshna crenata

ヒメマルハナバチ
Bombus beaticola

ミツバチ科

ハチ目

ヤンマ科トンボ目

ハナアブ科

ヤマクロヤマアリ
Formica lemani

スズメバチ科
ヤドリホオナガスズメバチ
Dolichovespula adulterina

ケバエ科

アリ科

オオマルハナバチ
Bombus hypocrita
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目 科 種 名 発見月日 発見場所

クロバエ科
クロバエ科の一種
Calliphoridae　sp

7月13日 室堂平広場

ミバエ科
ミツマタハマダラミバエ

 Paragastrostzona japonica
6月5日 称名

アミメカゲ
ロウ目

ツノトンボ科
オオツノトンボ

Protidricerus japonicus
7月23日 立山駅周辺

シリアゲ
ムシ目

シリアゲモドキ科
スカシシリアゲモドキ
Panorpodes paradoxus

6月5日 称名

ヘビトンボ目 センブリ科 センブリ科の一種
Sialis sp

7月23日 弥陀ヶ原

ハエ目

・白水隆（1976）     ：原色日本蝶類図鑑　保育社

・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

・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

・日浦勇他（1977）   ：原色日本昆虫図鑑　下　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

☆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

・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

・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

・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

・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

・上野俊一他（1985） ：原色日本甲虫図鑑（Ⅰ）～（Ⅳ）保育社

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

マルクビツチハンミョウ(2018.5.25撮影）エルタテハ(2018.9.5撮影）
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