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日本産アリ類生態情報 31. 日本から出土したアリ化石種一覧． 

 ここでの「アリ化石」とは，旧石器時代より前の地層から出土したアリの遺骸もしくは痕跡を指し，縄文時代以降のものは「アリの遺骸」

とみなした．よって考古遺跡から出土した遺骸は含まれていない． 

 

                                                             

亜科名 学名・和名  地質年代 採集地  出典 

                 

 中生代白亜紀 

カタアリ亜科   Gen. et sp. indet.  白亜紀後期 福島県いわき市 Ogata et al., 2005; 緒方, 2006; 久保田, 

Dolichoderinae   （8700万年前）双葉層群玉山層（琥珀） 2006; 注1． 

ハリアリ亜科   Gen. et sp. indet.  白亜紀後期 福島県いわき市 久保田, 2006; 注1 

Ponerinae   （8700万年前）双葉層群玉山層（琥珀）  

アケボノアリ亜科 Gen. et sp. indet. 白亜紀後期 福島県いわき市 Ogata et al., 2005; 緒方, 2006; 久保田, 

Sphecomyrminae イワキアケボノアリ(仮称) （8700万年前）双葉層群玉山層（琥珀） 2006; 注2． 

 

アケボノアリ亜科 Gen. et sp. indet. 白亜紀後期 岩手県久慈市  佐々木, 2010; 注3. 

Sphecomyrminae クジアケボノアリ （8700-8500万年前）久慈層群国丹層（琥珀）  

ビルブラアリ亜科 Gen. et sp. indet. 白亜紀後期 岩手県野田村  佐々木, 2010; 注3. 

Brownimeciinae  クンノコアリ （8700-8500万年前）久慈層群国丹層（琥珀）  

ハリアリ亜科  Gen. et ep. Indet.  白亜紀後期 岩手県久慈市  久保田・久保田, 2012 

Ponerinae    （8700-8500万年前）久慈層群国丹層（琥珀）  

 

 新生代第三紀 

フタフシアリ亜科 Aphaenogaster 新第三紀 長崎県壱岐島  Fujiyaama, 1970 

Myrmiicinae     arita Fujiyama, 1970  中期中新世 長者原層 

フタフシアリ亜科? Gen. et sp. indet. 新第三紀 福井県丹生郡清水町 安野, 1979 

Myrmicinae?        前期中新世 糸生湖成層 

ヤマアリ亜科 Formica sp.  新第三紀 福井県丹生郡清水町 安野, 1978, 1979 

Formicinae        前期中新世 糸生湖成層 

ヤマアリ亜科 Camponotus sp. 新第三紀 兵庫県美方郡温泉町 衣笠他, 1968／上村他, 1979／ 

Formicinae (有翅個体)  前期鮮新世 照来層群春来泥岩層 藤山, 1985 

ハリアリ亜科? Gen. et sp. indet. 新第三紀 群馬県甘楽郡〜長野県佐久市 田中, 2018 

Ponerinae?   (350万年前) 後期鮮新世 兜岩層 

亜科不詳 Gen. et spp. indet. 新第三紀 新潟県佐渡島関 藤山, 1985 

(複数亜科を含む)  (複数種を含む) 前期中新世 
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亜科不詳 Gen. et sp. indet. 新第三紀 山形県鶴岡市由良 藤山, 1985 

 (翅の化石)  前期中新世 温海層群善宝寺累層 

亜科不詳  Gen. et spp. indist. 新第三紀 群馬県甘楽郡〜長野県佐久市 輿水, 1982／田中・真野, 2017 

   (350万年前) 後期鮮新世 兜岩層 

 

 新生代第四紀 

ハリアリ亜科 Brachyponera sp.  第四紀 岐阜県瑞浪市  小野山, 1974 

Ponerinae   後期更新世 釜戸層（琥珀） 

ハリアリ亜科 Gen et spp. indet. 第四紀 岐阜県瑞浪市  小野山, 1974 

Ponerinae (2種以上を含む) 後期更新世 釜戸層（琥珀） 

フタフシアリ亜科 Vollenhovia sp.  第四紀 岐阜県瑞浪市  小野山, 1974 

Myrmicinae   後期更新世 釜戸層（琥珀） 

フタフシアリ亜科 Lophomyrmex ? sp.  第四紀 岐阜県瑞浪市  小野山, 1974 

Myermicinae   後期更新世 釜戸層（琥珀） 

フタフシアリ亜科 Gen. et spp. indet. 第四紀 岐阜県瑞浪市  小野山, 1974 

Myrmicinae     (5種以上を含む) 後期更新世 釜戸層（琥珀） 

カタアリ亜科 Technomyrmex ? sp.  第四紀 岐阜県瑞浪市  小野山, 1974 

Dolichoderinae   後期更新世 釜戸層（琥珀） 

ヤマアリ亜科 Paratorechina sp.  第四紀 岐阜県瑞浪市  小野山, 1974 

Formicinae   後期更新世 釜戸層（琥珀） 

複数亜科 Gen. et spp. indet. 第四紀 岐阜県瑞浪市  小野山, 1974 

 (5種を含む)  後期更新世 釜戸層（琥珀） 

亜科不詳 Gen. et sp. indet. 第四紀 栃木県那須塩原市 安野, 1979 

 (有翅個体)  中期更新世  塩原湖成層 
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注１：読売新聞2003年10月3日版やいわき民報2003年10月3日版で「ハリアリ亜科」,「カタアリ亜科」を公表． 

注２：福島民報2004年5月5日版．絶滅アケボノアリ化石発見 国内初，世界3例目 須賀川の愛好家 浜通りの地層． 

注３：毎日新聞2009年9月3日版．琥珀から新種の化石…久慈琥珀博物館が発見．／山陽新聞2009年9月3日版．岩手

で新種のアリ化石2点発見 白亜紀後期の琥珀から． 

 

 

 


