
Ⅰ．緒言

アルゼンチンアリ（以下，本種）は，南米を

原産地とするアリの一種で，働きアリの体長が

2.5 mmと小型のアリである．体色は茶色で，

触角や脚が長く細身な体型をしている（寺山ほ

か 2014）．原産地では河畔林などの不安定な攪

乱環境を好み，現地では比較的稀な種である（砂

村・坂本 2014）．原産地では比較的おとなしい

本種であるが，世界的な侵略的外来種として知

られており（Lowe et al. 2000），侵入先では高

い繁殖力で増殖し，生態系や農作物に甚大な被

害をもたらしている．

1900年以降，本種は地球規模に拡大した貿

易流通路に乗って，世界中に人為的に移入され，

ヨーロッパ，アフリカ，アメリカ，オーストラ

リア，アジアの順に分布を広げた（砂村

2015）．国内では，1993年に広島県で発見され

た．侵入した直後は，広島県や山口県を中心に

徐々に分布を広げたが，関東地方（東京や横浜）

と関西地方（大阪や神戸）にも分布を拡大し，

現在では 12都府県に定着が確認されている（砂

村 2014；森・砂村 2014）．海外からの侵入に加

えて，国内に定着したものが，交通機関に便乗

して長距離移動し，二次的，三次的に分布を拡

大したと考えられている（砂村 2014；寺山

2014）．これを受けて，2005年，環境省は本種

を特定外来生物に指定し，本種の飼育，移動な

どを禁じた．

本種は攻撃性がつよく，侵入先で在来のアリ

類を襲い，絶滅に追いやることがある．特に，
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アルゼンチンアリ（以下，本種）は，南米を原産地とする世界的な侵略的外来種であり，国内の 12都
府県で定着が確認されている．本種は侵入先で在来アリ類を駆逐することで生態系機能を撹乱するとさ
れる．本研究では，安定同位体分析を用いて本種の食性を検証し，本種と在来アリ類の競合機構を明ら
かにすることを目的とした．2015年，大阪府堺市では本種の侵入が確認されており，本研究グループは，
環境省・地方行政と連携して本種のモニタリング調査と防除に継続して取り組んでいる．2017年 10月か
ら 2018年 6月にかけて本調査地から採集した本種と在来アリ 8種を用いて安定同位体分析を行い，δ15N
値の種間比較から，アリ類が動物質と植物質のどちらを餌として利用しているかを推定した．本種の
δ15N値は，同所的に分布するアリ類の中で 2番目に高く，捕食者であるオオハリアリやウロコアリ類と
同程度であったこの結果は，本調査地において本種は高次消費者であり，動物類を餌として利用してい
ることを示している．
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アルゼンチンアリが高密度に分布する地域で

は，ごく一部の種を除いて，ほとんどの種がこ

とごとく駆逐される（岸本・寺山 2014）．アリ

類は，陸上生態系の中で制御者の役割を果たし

ており，在来のアリ類が駆逐されることで，生

態系のはたらきが損なわれる恐れがある．その

他，アリ以外の昆虫類や小型の動物も影響をう

けることが知られている（岸本・寺山 2014）．

2016年以降，本研究グループは，環境省・

地方行政と連携して本種のモニタリング調査と

防除に継続して取り組んでいる．2015年に本

種が侵入した「侵入区」と本種が侵入していな

い「未侵入区」においてアリ類の種組成を調査

し，本種が在来種のアリに与える影響を検証し

た．その結果，侵入区と未侵入区で在来アリの

種組成が異なり，侵入区のアリの種数は未侵入

区のものよりも少ないこと，本種から被害を強

く受けやすい種（トビイロシワアリ）と受けに

くい種（クロヒメアリとオオハリアリ）が存在

することを明らかにした（渡邊ほか 未発表）．

本種と在来種の間で餌メニューを含むニッチが

重複する場合，競争が起こり在来種は排除され

るが，重複しない場合，本種と在来種が共存す

る可能性が示された．そこで本研究では，安定

同位体分析を用いて本種および在来種の食性解

析をおこない，日本に侵入した本種がどのよう

な餌メニューを示すのかを明らかにすることを

目的とした．

Ⅱ．材料および方法

2017年 10月から 2018年 9月にかけて，大

阪府と兵庫県の本種侵入地 3地点（堺市西区，

神戸市垂見区，神戸市灘区），未侵入地 2地点（堺

市中区，神戸市垂見区）において，調査区内を

探索し，アリ類，植食者，捕食者，植物を採集

した．これらの検体を用いて安定同位体分析を

行い，δ15N値の種間比較から，アリ類が動物

質と植物質のどちらを餌として利用しているか

を推定した．

安定同位体分析では元素に含まれ質量が異な

る同位体（15N・14Nなど）の比率を解析し，食

物網を通じた栄養素の追跡が可能となる．アリ

類の食性解析をするためには，アリ自身とその

アリが食べる餌候補を分析する必要がある．調

査地内に生息する他の植食性の節足動物（バッ

タ・カメムシ）・肉食性の節足動物（クモ・テ

ントウムシ）を捕獲した．アリが生息する環境

の食物連鎖の起点である植物に関しても，採集

し同位体比を計測する必要がある．各調査地内

に自生する草本および 20 cm× 20 cmの区画内

のリターを採取した．野外で採集したアリ類お

よび植物類は，直ちに－20 ℃で冷凍保存し，

本種を含む動物類が完全に死亡した後，研究室

に持ち帰った．土が付着していた検体について

は，蒸留水を満たしたガラス瓶に資料を入れ，

資料を入れた瓶ごと超音波洗浄することによっ

て付着した土を落とした．

動物試料については，加熱滅菌（450 ℃・3

時間）したガラス管瓶に入れ，植物試料につい

ては，紙製の封筒に入れ，60 ℃の乾燥機で 48

時間以上乾燥させた．得られた試料のうち，大

型の動物試料は乳鉢で破砕し，リターはミキ

サーミル（Retsch社製）を用いて粉砕した．1

サンプル動物試料 0.2～ 0.3 mg，植物試料 1.4

～ 1.6 mgを秤量し錫カプセルに封入した．包

んだ試料はマイクロウェルプレートに入れパラ

フィルムで固定した．安定同位対比質量分析計

を用いてアリ類と餌候補のδ15Nを計測し，そ

れらの値を比較することによって，肉食・植物

食などの食性を推定した．

Ⅲ．結果と考察

大阪府と兵庫県の本種侵入地 3地点と未侵入

地 2地点において安定同位体分析に使用する検
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体の探索を行った結果，13種（アルゼンチン

アリ，アミメアリ，オオハリアリ，キイロシリ

アゲアリ，キタウロコアリ，クロオオアリ，ク

ロヤマアリ，サクラアリ，トビイロケアリ，ト

ビイロシワアリ，ハリブトシリアゲアリ，ムネ

ボソアリ，ヒラタウロコアリ）61検体のアリ類，

節足動物（クモ・バッタ等）16検体，植物（リ

ター・草本）43検体，計 120検体を採集した．

それらを用いて安定同位体分析を実施した結

果，アリ，節足動物，植物の分類群ごとにδ15N

値が得られた．調査地 A（堺市西区）では十分

な数の検体数が得られ地域内のアリ類の食性が

解析できたので，本地点の結果に焦点を絞り結

果を報告する．調査地 Aでは，16分類群の検

体のδ15N値が得られた．δ15N値が最も高かっ

たのは捕食者のクモ目 sp.であった．次いで，

昆虫類を捕食することが知られているヒラタウ

ロコアリ，オオハリアリのδ15N値が続いた．

アルゼンチンアリのδ15N値は，ヒラタウロコ

アリ・オオハリアリに次いで高く，クロヒメア

リとハリブトシリアゲアリのδ15N値も，捕食

者と考えられるキタウロコアリと同程度であっ

た．よって，ヒラタウロコアリ，オオハリアリ，

アルゼンチンアリ，クロヒメアリ，ハリブトシ

リアゲアリ，キタウロコアリの 6種は，動物質

の餌をより多く食べていると考えられる．トビ

イロケアリ，サクラアリ，キイロシリアゲアリ，

アミメアリのδ15N値は雑食性のハサミムシ目

sp.と同程度であり，これらのアリ類は動物質

と植物質の餌の両方を食べていると考えられ

る．植食者として知られるゴモクムシ科 sp.と

オンブバッタのδ15N値はより低く，オンブバッ

タについてはリターやエノコログサといった植

物のものよりも低くなった．

安定同位体分析の結果，本種は，捕食性のオ

オハリアリ・ウロコアリ類と同程度のδ15N値

を示し，動物質の餌をより食べていることが明

らかになった．調査地 Aで本種は在来アリ類

の排除や他の昆虫類・小動物類を捕食すること

で，在来の生態系に影響を与えていると考えら

れる．一方，カリフォルニアでは，侵入後 8年

で本種のδ15N値が減少することが報告されて

いる（Tillberg 2007）．侵入して時間が経過する

と，本種は，在来のアリ類，昆虫類，小動物を

完全に駆逐した結果，餌資源となる節足動物が

減少し，花蜜やアブラムシの甘露などをより多

く摂食することが知られている（Tillberg 2007; 

Mothapo & Wossler 2017）．この動物質から植物

質へと食性を転換できるという能力が，侵入地

での生存率や定着率を高めていると考えられ

る．日本国内の本種定着地でも，食性転換が起

こっている可能性があり，防除を効果的に進め

るためにも，本種食性の地理的・季節的変化を

把握することが今後重要となるだろう．
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Interference competition between invasive alien ants and native ants: 
an approach using feeding habit analysis

UEDA Shouhei, WATANABE Takuto, IKEDA Kenichi 
and HYODO Fujio

Argentine ant Linepithema humile is one of the most widespread invasive alien species, and was artificially 
introduced to 12 prefectures in Japan. The species can directly disrupt native ant-community and ecosystem 
throughout its introduced area. Here we analyzed a feeding habit of L. humile based on stable isotope analysis to 
show the mechanism of interference competition between invasive and native ant species. L. humile was introduced 
to Sakai city, Japan on 2015. In the invasive site in Sakai city, we continuously monitoring and controlling L. humile 
together with the local administration and the Ministry of Environment of Japan. From October 2017 to June 2018, 
we conducted stable isotope analysis using the invasive and native ant specimens and inferred feeding habits of them 
by comparing nitrogen stable isotope ratios (δ15N). The value of δ15N of L. humile was the secondary highest 
among sympatric eight ant species and similar to that of native predatory ants, such as Brachyponera and 
Strumigenys species. The overlap of δ15N value between L. humile and native predatory ants suggested that L. 
humile should occupy a high trophic position and feed on animal-based resources.
Keywords: Argentine ants, invasive alien species, ecosystem disturbance, stable isotope analysis, competition 
between alien and native species
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