
ISSNO288-4879

しのびく＄も

〃
軸

驚儒鞠
一 .・ 蓮封

耐ﾄ1蝦唖
鯉 ‐

‐

『 虫

鐸

鰔~
ｰ

別
卸
蹴
轌

蕊
榊
懸

と職 古
号

、

岡

識
卿

4判吾

Xf;』

灘職簿

鰯
影

1．
L,＃

蕊
粥

生一

垂.麺

＃

好

偽

r::勲

や蝿噌
退'i､

湾
[＃

琴
÷

舟

鉦

瞬潤麹． 一

ケ、

今も

” 糺二4

識

徳勢

2006

三重クモ談話会



しのびぐも

No ． 3 3

Aug、 2006

新海明：網の研究へと誘ってくれた人たち ・ ・ ・

橋本理市：不耕起栽培と水田の蜘蛛 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

橋本理市：三重県レツドデータブック2005

における蜘蛛類の記述 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

熊田憲一：三重県環境保全事業団調査で採集したクモ

三重クモ談話会： 2005年度活動報告 ． ． ・ ・ ・

１
３

■
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

５
８
２２

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●
●

（表紙写真説明）

Sinobms orientalis (Yaginuma l967) シノビグモ早成体

1986年6月6日、愛知県北設楽郡段戸裏の原生林にて緒方清人氏撮影

この蜘蛛は、 1965年5月4日三重県一志郡美杉村川上にある三重大学

平倉演習林近くの渓流で、橋本理市氏によって初めて発見され、 1967年

に日本蜘蛛学会誌ActaAraChnologicaで八木沼健夫氏によって命名

発表されたものである。その特異な形態と生態が注目されている。
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網の研究へと誘ってくれた人たち

新海 明

W.G. EVerhard (エバーハード）氏

1983年,冬のことだった．当時,私は都下にある私立の学校で理科教師をしていた．

毎日届く数通の封書の中に，外国からのものが混じっていた．差出し人はW. G． Ebe

rhardとあったが，心当たりはなかった．早速，中身を取り出してみた．文献の別刷

と手紙があった．手紙の書出には「I read your ～」 とあったのだが， re

adの上に斜線が施されてあり，その下にse.eと書き直しがあった．要は，私が前年に

日本蜘蛛学会の雑誌に投稿した論文中の図が，同じ年にエバーハード氏が米国の雑誌「E

volution」に投稿した論文のものとよく似ているので，是非とも詳しく私の書い

た論文の内容を知りたいというものだった．その時に，私が書いた論文といえば，当然な

がら日本語のものであり， しかも中高生の夏休みの自由研究に「毛」の生えた程度の代物
であった．

外国人から寄せられた手紙とEvolution誌の別刷を受け取った，一介のしがな

い田舎教師の驚きと感動はたとえようもないものだった．まず，エバーハード氏とはどん
『

な人物かに興味をもった．別刷中にある引用文献のリストを頼りに，彼の著作物のコピー

などを知人やら図書館に依頼して収集しまくった．元来，英語は苦手であり，教師となっ

てか･らも久しく語学とは無縁だったのだが，エバーハード氏の論文を読みたい一心で辞書

を片手に，授業の空き時間を利用して片っ端からそれらの論文を逐語訳していった．いく

らマイナーな研究対象とはいえ,クモの研究家は国の内外を問わず,それなりに存在する．

けれども、同氏の論文を読めば読むほど,_その研究の内容に惹かれていった．私が指向す

る研究と， これほどまでに一致する人はいなかったからである． さらに，私が感心させら

れたのは，研究の「方法」についてであった．私も一応は生物系の大学を卒業していたの

で，卒論は書いてはいたのだが，野外で観察したクモのさまざまな行動を客観的に記述す

るときに，その「方法」で行き詰まってしまったのだ． 「見たことをありのままに書けば

よい」と言われそうだが， これがなかなか難しいのだ．

吉田真さん

この前年のことだった．エバーハード氏の眼にとまった論文を投稿するにあたって，そ

〒192-0352東京都八王子市大塚274-29-603
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の草稿を読んでいただいたのが，先の日本蜘蛛学会の会長である吉田真さんである（本来

なら，ここは｢立命館大学教授の吉田真博士である」と書かなければいけないのだろうが，

こう書くと何だか遠い人のように感じてしまう．私にとっては「吉田真さん」 と呼ぶのが

一番しっくりいくのでお許し願いたい)．

しばらくして,返送されてきた草稿は赤字でびっしりとコメントが書き添えられていた．

赤字の絨毯1でも， これは別段驚くこともなく予想の範囲内であった． しかし， コメント

の内容には赤面させられてしまった．高校教師として，常日頃生徒たちに言い聞かせてあ

った事柄がそこには述べられていたのだ． 曰く 「論文というものは， 目的，方法，結果，

考察という項目立てをして書くものです｣．読者は「そんなことも判らなかづたのか」 と

か「教師として勉強不足．最低の奴」 と思うかもしれない．私だって大学の卒論ぐらいは

書いていた.論文の構成を知らなかったわけでもない．けれども，大学で実験書にならっ

て書くレポートや,先人がすでにやっていたテーマに沿って研究レポートを書くのならば，

その雛型を真似ればよいので書くことができそうなのだが， クモの網の作り方や餌のとり

方の記述など，私はそれまでに論文として見たことなどなかったのである． 「ジョロウグ

モの網を観察しました」 とか「クモが餌を取っていました」以上に，何を書けばよいのだ

ろう．まったくわからなかったのだ．それゆえ， 「野外で見たまま」を書いて「この有様

だった」わけである．吉田さんのアドバイスは私には強烈な一撃となったが，そのお陰で

今の私があると感謝している．

二人のお陰で

吉田さんの指摘に対して，初めは夏休みの自由研究の発表程度のものを書くしか答えよ

うがなかったが，やがて目覚めのときがやってきたのである． 「野外で見たまま」をどの

ように書けばよいのかを具体的に教えてくれたのが，エバーハード氏の論文だった．同氏

のさまざまな論文は， こののち私にとってのバイブルとなったのだ． クモの網を記載した

論文の書き方や網構造を観察する際の「武器」 となるラッカースプレーやパウグーの使用

法（網を構成する糸はよく見えないので， これらを使うとたちどころに観察可能となるの

だった）などを学んだばかりではない．何よりも励みになったのは， 「クモの網など調べ

て何になるんだ」という日本に満ちている基礎科学に対する偏見の中にあって，同氏の論

文はそこに光を投げかけてくれたかのような感じがしたのだ．私と同じようなことに興味

をもち， しかも一流の雑誌に論文を出している人がいたという事実には，何よりも勇気づ
けられた．

エバーハード氏からの手紙と，吉田さんからのアドバイスがなければ，私の網の研究は

進展することがなかったに相違ないのである．

－2－
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不耕起栽培と水田の蜘蛛

橋本理市

1960年代に私が蜘蛛の研究を始めた頃，県立上野高校に勤務のかたわら，あちこち

歩きまわって採集をしていた．そのころは稲作では有機水銀系の猛毒の農薬が使われ始め

たころで，それでも稲がもっとも繁茂する7～9月ごろには，朝露のしずくをあつめたド

ヨウオニグモやアシナガグモなどの網がまるでジュウタンのように水田を覆っているのが

みえたものである．

40年が経過し，農薬も毒性のつよいものは使われなくなったけれど，それでも毎年大

量の除草剤，イモチ病，モンガレ病菌などに対抗する殺菌剤，イネミズゾウムシなどを退

治する殺虫剤は引き続き使われている． したがって現在の水田環境をみると， 田圃には稲

だけが植わっており，他の雑草類はほとんど見ることはできない． もちろんウンカ， ヨコ

バイ類，ニカメイチュウ類，イナゴ類なども当然みることがほとんどなくなった．

したがって，蜘蛛類も数が少なくなり，種類も減ってしまった．稲作に関して言えば，

それでよいことかもしれない． しかし，はたしてそれで良いのか． レッドデータブックの

作成にあたり，三重クモ談話会は県内を網羅して採集調査した結果にもとづいて，判定を

行ってリストをつくった．そのなかでとくに注目して記載したのは，以前は当然のように

みることの出来た種類が,姿を消しつつあるのではないかという危倶種である．オニグモ，

ナガコガネグモ， 』ドヨウオニグモなどの姿が徐々にではあるが確実に数をへらしているこ

とに注目することの重要性を指摘した．

ところで，最近「不耕起でよみがえる」 （岩沢信夫箸)． という本を読む機会があり，そ

の本の147ページから152ページにかけて「クモの世界」 という記述があった．その

中で著者は，水田を耕さずに稲をつくる方法を普及するなかで，第3章に「生きものいっ

ぱいの不耕起の田んぽ」 という章をもうけ， 「みたことのない藻類」 「サヤミドロの発生」

「タニシの歌声」 「畑のドジョウ」 「アキアカネの謎」 「マガンの来る町」 「渡り鳥のエサ

場に」 「田んぽがハクチョウの名所に」そして「クモの世界」 と水田を耕さず，農薬を使

わずに稲作をすることで，水田環境がびっくりするほど変化し，生き物が豊富になること

を紹介している．

不耕起の田圃には殺虫剤を必要としない環境が生まれているというのである．

ー

〒516-0021 三重県伊勢市朝熊町1510の5
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除草剤，殺虫剤殺菌剤などによって，米は増産し，農業労働は軽減した．その代償と

して自然の循環の中で育ってきた稲は虚弱となって，保護しなければ育たない植物になっ

てしまった．また水田環境のなかで生きてきた各種の昆虫類，魚類も減少し食物連鎖が断

ち切られて行く．一番上にいる人類だけがその被害を回避できるはずがない．いずれその
ツケはまわってくるだろう．

この不耕起栽培普及会は1993年より本格的な活動を始めたものであるが， これが全

国に浮遊するのは並大抵のことではないだろう． しかし， この取り組みは，稲作だけでな

く，その環境の中で生きている多様な動植物，そして田舎と都会の人間を結ぶ，あたらし

い稲作，あたらしい国創りの方向をしめしているように思う．そのなかでクモ類が害虫退

治の主役として評価されていることにも， もう一度目をむけてみたい．

また，朝日新聞（夕刊）の7月18日付け記事「百姓のまなざし；虫調べ，農薬言のす

すめ」の中に，昆虫学者桐谷圭治氏が高知県農業技術研究所に在任中，殺虫剤BHCが害

虫の天敵であるクモを激減させ，別な害虫がふえることをつきとめ，高知県は国より2年

早くBHCを使用中止にした， との記事が載っていたが，環境保全にしろ， レッドデータ

による調査の発表があうても， この農薬の問題を根本から解決しなければ， 自然は元の状

態にはなかなか戻らないだろうし，絶滅の危険にさらされている動物たちを保護すること
もむつかしいだろうと思う．
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三重県レツFデータブック2005

における蜘蛛類の記述

橋本理市

三重県におけるレッドデータブツクの作成は2003年に始まり, 2006年3月に完
成した．三重クモ談話会は動物部門のひとつとして会員6名が参加し，採集調査，データ
の分析検討などをかさねて，その結果を報告した． このデータブックはあくまでも出発で
あり，今後これを利用して， さらに調査を重ね， より正確なデータブックとしていくばか
りでなく， どのように保護をしていくかの研究をするための資料としなければならない．

三重クモ談話会としては，はじめてのとりくみであり，今後の研究の資料にするために
ここにそれを再録することにした（レッドデータブック動物;P163～181)

一一一一Ⅱ■■一一一一一ｲ■■一一一一一一一一一一一,■■－，■■一一一ｲ■■－－－－－－，■■ 4■■－－－－0■■一一一一一一一一ｲ■■一一一■,■ ,■■－－－

三重県における蜘蛛類に関する調査は戦前からの目録作成のための調査研究や1960

年代に始まった本格的な分布調査があり，それらをとりまとめた2003年の三重クモ談
話会30周年記念｢三重県産クモ目録｣の作成を経て,今回のレッドデータ調査となった．

これまでに調査した地域は，県内各地をほぼ網羅して460か所に及び，確認種は44科
510種となっている．

それらを検討した結果， レッドデータの調査対象種として，当初はレッドデータブツク

準備書に41種をあげたが，その後の知見によりドヨウオニグモ，チピクロドヨウグモ，
サンロウFヨウグモ，カマスグモの4種を加えて， 45種とした．それらの種について，

三重県の用意したチェックシートにより評価した結果，絶滅危倶種IB類(EN) 5種，
絶滅危倶種Ⅱ類(VU) 8種，準絶滅危倶種(NT) 11種，情報不足種(DD) 13種
となった．

なお，残りの8種のうち，イトグモ，ナカムラオニグモ，ムシバミコガネグモ，ケホウ

グモの4種については，評価の結果，絶滅のおそれなしと判定された． クロトリノフンダ

マシ， ソメワケトリノフンダマシの2種は他種のシノニムであり，ヤマシログモ， コケオ
ニグモは誤同定であることが判明した．

今回のレッドリスト掲載種のうち，情報不足種を除く24種について，大きく3つのグ
ループに分けることができる．

ひとつは，かつてはごく普通に見られた種であるが，個体数が過去40年間に激減して

ジ

一
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いるグループでオニグモ， コガネグモ， ドヨウオニグモなどがあげられる． これらは生息

確認地点数も多く，環境が似ていればどこにでも見られる一般的な種であったが，近年は

このような一般種の数が減少傾向にある、例えばオニグモなどは， どこの地域でも夕方に

なれば，家の近くで網を張り始める姿が見られたものだが，最近ではほとんどその姿を見

ることができなくなった．また， ドヨウオニグモは原野や水田， とくに水田地帯では露の

降りた朝などは，稲穂の上層部に一面にシーツを張ったように網が見られたものだが， こ

れもあまり見られなくなった． コガネグモも原野ならどこでも見られたが，近年とくに数

を減らしている．

ふたつめは,生息確認地点数や採集個体数が比較的少ない種である. これらあ種は,元
来生息数が少ないものなのか，あるいは生息はしているが，採集方法が適当でないために

確認できないのか，判断が難しい面もあるが，今後知らないうちに姿を消してしまう恐れ

があるとして選定した．キシノウエトタテグモ，アケボノユウレイグモ， スズミグモ，サ

ンロウドヨウグモ，アワセグモなどがこのグループである．スズミグモは全国的な調査が

行われているが，それによれば，ある年ある地点で突然大量に観察されるが，翌年には全

く姿を消すといった現象が見られる．

最後に，生息環境や生息地域が極端に限定されており，その生息環境がなくなれば絶滅

する危険性が大きい種である．スズカホラヒメグモ，シュウレイホラヒメグモ，ヤマトホ

ラヒメグモなどの洞穴性種,シノビグそのように限られた環境にのみ生息する種， ドウシ

グモ，キヌアミグモ，ツユグモ， トゲグモ，シマササグモ，アシナガカニグモ，カマスグ

モなどの生息地域が狭い種などが該当する．

クモ類は,昆虫類などの小動物のみを食料とするため,昆虫が減少すれば大きな影響を
受ける． さらに，害虫駆除のための農薬散布により，益虫として存在していたクモも一緒

に殺されると言うことも起こる．また，開発による里山，原野の破壊，空気や水の汚染な

どにより直接死滅するもの，汚染された空気や雨などによって生殖機能が減退して死滅す

るものなど， さまざまな要因により多くの種が減少しているものと思われる． このような

現象は他の生物とも共通するものである．

県内におけるクモ類調査は， 当初から定量的な把握をするのが目的ではなく分布調査が

主であったので，過去40年間の推移を量的に検討するのは難しい． したがって，今回の

レッドリスト作成にあたっても，同じ採集者が長年にわたって県内を観察してきた結果を

総合的に判断することにより選定した．今回の作業の中で課題として整理されたことを念

頭におきながら今後の調査をすすめ， さらに確実な情報を提供していきたい．

なお，分類は日本産クモ類目録（2005年版（谷川， 2005）に準拠した.）
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クモ類掲載種
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L"ozIcMIsM"ﾙo""icq
N息，"α店sAz""eie"sir

NES"c妬sz/zzIkzz

Q'r叩ﾙoragxd"伽"7““

McJ･0""71qmvか“Ce"s

QMわ版"""sZg7mm

伽"℃〔加erlIsroreZzi

陥,"c砥yα版am

"bm"卿･肋'”ﾉな

Gmieｱ［r“"肋α肋ﾙﾉ〃

Pαﾉ物sα皿go

肋i"ob"orie"〃な、

Asce"αﾉ卯o耐“
● ●

伽加減αかαgm.Iq

勒醐叩ﾙo畑dkg助"q

jl"a岬o"ICα

別、"ezｲsve"〃/coszAs

4唱抑e“7Ce"q

Cjmpjom"'o/"cce"蝿

Moscb"α伽e"瞳i

oXyqpes"'""2""

Sele"Qps加汚αr伽

励叱"cqpiysevem

HE"αα心〃ze"o"ei

ZWer肋血goil)gasrer

""e"slOgfo

』rα"eMsv"･ieg"/s

o'c伽αvα肋、

O唯"伽ﾙo伽"j

o沌伽"MexyﾌI""“
●

r

Pq岬フルcm"qsdAqgzI伽j

P"叩だ“"αなzAs力加e油zs

由℃rosq肋wq6g

P加m"zeIMo"α/な

』""ﾌ加e"αq)As""

Cqs伽"e"qsﾙαxjq77e"sir

Pﾙり"7drdcIz"e加航

絶滅危'倶II類(VU)

準絶滅危愼(NT)

’

情報不足(DD)

I

サカグチトリノフン･ダマシ

ツシマトリノフンダマシ

カワベコモリグモ

ミナミコモリグモ

ナガイヅッグモ

オビジガバチグモ

カトウッケオグモ
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しのびぐもNo.33,Au9.2006

-樵したクモ

熊田憲一

三重県ではレッFデーターブック作成に伴い，重要生態系候補地の選定調査を実施

しました．その中で，財団法人三重県環境保全事業団が担当した調査において， 2003

年から2005年にかけて行った4地域のクモ調査の依頼を受けました．調査報告はこ

のような調査の常として公表されることはありませんでしたが，この調査では三重県

であまり記録のないクモも採集され，そのままクモの記録が公表されないのも惜しい

ので，調査を依頼された事業団と調査主体の三重県環境森林課に問い合わせをし，記

録公表の許諾を得ましたので， ここに報告します．

調査地点は，四日市市川島町の川島丘陵地（シデコブシの自生地） ，松坂市和屋町

の条里制水田（穂田木や土堀の用水路） ，松坂市井村町・川井町の百々川OII底が未

改修他） ，伊賀市奥馬野の青山高原，伊賀市勝地の奥山愛宕神社（ブナ原生林）の4

地域5地点で行いました．調査日は以下の通りです．

川島剛II島丘陵 2003年7月22日, 8月5日, 10月21日, 2004年1月9日．

和屋町条里制水田 2004年6月12日， 8月20日， 2005年2月22日．

井村町・川井町百々川 2004年6月12日， 8月20日， 2005年2月22日．

奥馬野青山高原 2004年6月16日， 8月10日， 11月6日．

勝地奥山愛溶伸社 2004年6月18日， 8月10日， 11月6日．

報告に当たり改めて記録の公表を快く許可して頂いた三重県環境森林課にお礼申

し上げます．

記録目録

1．A卵雌ジグモ科

1．4甥刀"mWI苅血

四日市制|副]；松阪市和鄙エ松阪詞||井町･労荊町

2．曲勉戯トタテグモ科

2．z"”’噸伽I侭幽鋤

四日市市III鄙工

3.[加倣如〆騨加仰血②

四日市制IIMI,伊賀同職地

3.I戦域d露マシラグモ科

4R伽だ"S鰍泣JCD

ジグモ

キシノウエトタテグモ

キノボリトタテグモ

ヨコフマシラグモ

〒514-2221三重鱸有高野尾町5010ヤマギシズム豊里簸地
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伊賀市奥馬疑伊賀刊勝地

4圃却副鋲ユウレイグモ科

5.MJscりf"伽bz9H魁.就馳

四日市制II鄙工

6.MW血沈"噌加おぽi劃hオ

松阪市ｿ|併町･チ附町

5．m”伽タマゴグモ科

7．α乞紬功””哩吻”α

四日市祠||鄙]､

6.MnEi戯センシヨウグモ科

8.過り〃"MM.就馳

四日市祠||島町伊賀右勝地

9.Am"畑抑獅施極〔$固]nxa

四日市市IIIMrW.

7.剛力i雌チリク醤E科

10.["剛7"""迩戯9LM

四日市祠ll島町松阪市和鄙Ti伊賀市勝地

8.U賦皿湿鐙ウズグモ科

ll.A鋤惣切""哩昭sの惣沈戒，政氾､就馳

四日市祠| |島町

l2.伽刃蜘z砂伽左，ほお.aSh:)

四日市市III島町

13.伽触7W減”低落.就馳）

四日市祠||鄙工

9．N園i画戯ホラヒメグモ科

l4.""政批7"岬n(Y"m皿の

四日市祠||鄙]：

10.n琿遡蹴ヒメグモ科

l5.4吻趣"t"趣7α轡伽t次(政遮鉱Sh:)

四日市祠IIMI,伊閏f澳思既伊賀市勝地

16.A蜘蹴"z"“α“”z'低魁就馳）

四日市制|鄙丁;伊賀市奥馬野伊賀市勝地

1ﾇ44敗睡刀z"7”火脚成羽雌.就S江）

四日市制||島町伊賀も奥恩蕊伊賀市勝地

18.Acん睡蹴脱α血沈”“s商低温苞S助

四日市洞||島町;伊賀祠難謬玉

19.』4蜘睡"w@"""t刃加"戒se.Sab

四日市祠II島町

20.A伽切“峨伽IEvi

四日市制||鄙]；松M耐了III井町･井利町

21.A九趣"z"7αz卿鰄刀mi"I但畑ウ

ユウレイグモ

イエユウレイグモ

ｱｶﾉ、ネグモ

センショウグモ

ハラピロセンショウグモ

ヒラタグモ

マネキグモ

力タハリウズグモ

ｳズグモ

チビホラヒメグそ

ツリガネヒメグモ

カグヤヒメグモ

ﾋメグモ

コンピラヒメクごモ

キヨヒメグモ

ｵオツリガネヒメグモ

オオヒメグモ

伊賀市奥馬蕊伊賀下嚇地

アシブトヒメグモ

四日市制||鄙]；松阪市和騨]；松阪詞|併町･淋寸町；

22.』4'鋤珈”“卿獅戯.aStr:)

四日市制||鄙工

23.44rg》趣芯如“加侭aI遡り シロカネイソウロウグモ
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四日市祠II島町;松阪市和鄙丁;松阪祠|併町･荊寸町

24.AFg)wお(3"zit血，TIndl .

四日市祠II島町；伊賀市奥馬野

25.4卿"唖おん"7嘩勉q油就TaMa

四日市制ll鄙工

26.』4》伽"?e呵肋"#卿麺"･Sml

四日市祠| |島町伊閏葡勝地

奴ChF""域馳おほお.暁S肱）

松砺屏ﾛ屋町

28.〔吻漉”‘卿氾sC.S創幼

伊罰澳馬野

29.〔んうぷ"""配迩批戒IYMIma

伊笥↑澳馬野

3Q(WW"鋤漉z仏畑ゥ

伊罰澳馬野伊賀市瞬也

31.[ルヮs”“加批"zs(IIndD

伊賀も勝地

32.〔乃加"'E"""6'mj

四日市祠||鄙]､

33.Mw"…"瓦廻成功”低落勧S的

トピジロイソウロウク廷を

チリイソウロウグモ

オナガグモ

ヨツコブヒメグそ

ギボシヒメグモ

フタホシヒメグモ

ホシミドリヒメグモ

コガネヒメク琶そ

ヒシガタヒメグモ

ヤホシサヤヒメグモ

四日市制I部]；松阪市和鄙]；松阪祠|供町･井村町

シモフリミジングモ弧助密"〃"､卿x""YaJnxm

四日市制II島町

35.画笈吻泌蜘7（加似(K鼠蜘

四日市TMII島町；松砺恂和鄙r;松阪詞|併町･井村町

36画庇伽泌沈7α"紬f掴直り

四日市祠II島町；松阪市禾[圃X松I耐了II併町･井村町

37bm""噸応政泡就馳

四日市制|島町伊資f澳患既伊閏右勝地

38."rs""""侭遥眈Str:)

四日市祠||副]；松阪市荊騨X殿市騨也

39.A""α皿轆70弛1碗S肱）

四日市rmIIWI,伊賞も勝地

40.卿伽wLs"低為.as肱）

四日市制IMT",伊賀渭勝地

41.伽”胸刀泌ｿ吻獅”49侭】m鋤

四日市祠| |鄙]：

42.RM""mm"zsほお.戯S肱）

カレゾ､ヒメグモ

ヤマトコノハグモ

ﾋシガタグモ

ムナボシヒメグモ

ハラナガヒシガタグモ

フタオイソウロウグモ

ツノナガイソウロウグモ

ハイイロヒメグモ

四日市祠I1島田];松砺h和騨X松砺旬|洪町･井荊町

アマミミジングモ43.脳》､”””畑鯛"(Y幽鋤

四日市詞IIMI,伊賀市鱸野伊賀市勝地

44.")ms切”"”城”織皿ウ カニミジングモ

四日市市川島町松阪制併町･辮寸町;伊資十澳馬野伊賀右勝地

45.肋"#施睡7此加”②mas佃盛 ヒゲナガヤリグモ
伊賀も勝地
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ヤリグモ46.R肋"”趣I邸呼""&sm1a肱

四日市祠II島町伊賀宿勝地

47.鋤匂蛎勉α"奴域伽(Itml…の

伊筒も勝地

48.肋""岬ｽs"脚噸心Yagmnna

四日市祠||島町

49.ZZ施り""cM"(Yagm皿の

四日市祠IIMT.

SO.Z鮠り"‘sｳ"卿9(W剴蝿軍）

伊賀市奥馬騒伊筒宿勝地

51.ZZ施卯382血戒血心(肱就馳）

伊閏右勝地

SZZZ施脚s血叱礎z蛎侶.SM

伊賀市蛎野

53.2乃鍬鋤､〆“耐L伽’

松阪市和屋町

乳z駒"伽伽"艇彪(YMi"

伊賀十澳馬野

55.IZ秒池"鰯泌IW"侭悪眈馳）

四日市祠| |鄙]：

56.It噌加"翻鯉"秘鍬胸ほお.aShj

四日市rmlIMI.,伊賀市奥馬野

11.Tiaid…u雌カラカラグモ科

5ヌ“‘伽迦加sH魁醜Sh:

四日市詞||島町

58.Z胸北加””印形"鰍左，孜猫.鉱馳

伊賀市澳馬蕊伊閏右勝地

l2.An噂畑ヨリメグモ科
59.CMw幻"“伽"@α

四日市祠II島町

m.C"""dsｳ"邸鋤""hla剛

伊賀市勝地

13.A“琿畑コツブグモ科

61.M""@GMw繊低【副動

四日市祠II鄙丁;伊賀市奥馬野伊賀布勝地

14.Hnm魅ピモサラグモ科

位〃跡"t"“7""坤曜sKaI劃ウ

四日市祠||鄙珊伊賀市勝地

15.IjIWi伽サラク碧ﾓ科

63.』*"滅び戒曲"座zsa血艇1劃ゥ

伊賀市奥悪塚

64.z47""w"J"鹿北'し”側

伊賀汁澳馬野伊筒も勝地

価.4噸伽t沈”""7m〃sα

四日市祠| |島町;伊貫右奥患既伊笥布勝地

ミヤシタイソウロウグモ

スネグロオチバヒメグモ

バラギヒメグモ

シモフリヒメグモ

コケヒメグモ

タカユヒメグモ

ムネグロヒメグモ

クロササヒメグモ

ボカシミジングモ

コアカクロミジングモ

ヤマジグモ

カラカラグモ

ヨロイヒメグモ

ヨリメグモ

ナンブコツブグモ

アシヨレグ電そ

コサラグモ

ヤマカワヤミサラグモ

ザﾗアカムネグモ
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".A吻匂""即S""磁彩Smaqm ヒメウスイロサラグモ
伊賀市蛎野

67.＆珈施"海，飢加9⑮l廻国"創り 拭ｲｾﾂﾃﾅ力グﾓ
松阪瀞[園]：

68.及吻ﾙ豚加彪9庇喝脳刀7瓦鰯M側 タテﾔﾏﾃﾅ刀グﾓ
四日市祠||島町

69.助“’刺，娩邪蝉吻”ほお.就鋤 ハラジロムナキグモ
松阪赫口屋町;松阪詞|併町･ナ崩町

".MZ泡卿趨z卿妬α デーニツツサラグモ
四日市祠| |鄙]；伊賀市奥馬野

71.hzjM&spm"dsa コデーニツツサラグモ
四日市rmll島町

nB@蛾α刀zzaか挺劾願MPak コウライホテイヌカグモ
伊賀h鱸降

".Eｼ妙""D"WzazsH通就駈 ノコギリヒザグモ
四日市祠||鄙]；松阪市和騨エ

74G泌伽､"伽@"""戯.就助 ＝ｾｱｶﾑﾈグﾓ
四日市祠II部丁；松阪蒜に園丁;松阪祠ll井町･補町伊賀斤澳馬野

ヤマトケズネグモ75.伽泌城""〃"""Sinm'

四日市制II鄙工

76駒卿戯鰄勤勉紬"Sa伽就α”

伊笥繊潟野伊筒打勝地

77.踊り”"煙39zⅧ甸峨7侭lⅡ血vaD

四日市制|鄙X松阪市禾[騨丁;松胸ﾗｿ||井町･手附佃]：

78Z城"施刀卿”7噸心α

四日市祠IIMI,伊賀宿勝地

79.肌"鰯蝿""Fz""Oi

伊資も勝地

80Wzm7mJsMrg"吻娩Js(Wa圏画]砲）

四日市rnll島町

81.陥磁卿“鋤伽s低遇就馳）

四日市㈲||訓；松阪r硫働；樹坂制||井町･補佃]：

腿伽9脚7次卿伽zcウ

伊閏布勝地

83.伽那倣"喀血…恋①9

四日市制|騨丁；伊翫澳馬野伊閏も勝地

84.胸惣鰺助切Wsﾂ伽‘職1噸ウ ．

伊賀f澳馬野伊賀『嚇地

85.胸惣泥倣な施血‘脚血哩リ

四日市市1II島町；松砺hill井町･井荊町；伊罰澳馬野

86M""De噸胸棚"""Ci

松阪市茅に鰯I伊賀打勝地

8ﾇ恥WwleZz〃卿zゆり

鰯市奥馬野俵閏揃勝地

88.Mj加域噸｡

カイホツズキンﾇカグモ

クロナンキングモ

ノコバヤセサラグモ

コアカサナダグモ

チビアカサラグモ

ズダカサラグモ

ツリサラグモ

ムネグロサラグモ

チビサラグモ

へリジロサラグモ

ハシグロナンキングモ

ツノケシグモ

イマダテテングﾇカグモ
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四日市祠ll島町

89.MMT幻肋ロ｡

四日市祠||島町

兜H""zqwLMgC@

松砺1ﾗ和屋町松阪祠ll井町･井村町

91.R刀切”､"瓦z漉刀t画，応側

獺市無野;獺市勝地

92乃伽9"”励め‘励吸z低溶.dShj

伊資右勝地

93.乃伽9f伽I肋唖趣加J低迩就Sb:)

四日市祠II島町伊笥右勝地

労.b"&s"WMS迦就q幻

四日市市lll鄙工

95.＆胸9“〃…ignxm

四日市市III部工

％勘z"沈鋤3J昭伽"鰯HM

伊賀市奥馬疑伊筒右勝地

97S趣加耐HSaim

四日市祠!|島町

98.2勘彩沈z‘s坤刀"域s眺眈髄）

四日市祠||島町

"."〃郷伽1)""鯏刀7HM(陵温就馳）

四日市祠ll島町;伊賀巌囑野伊賀市勝地

1㈹.[伽’城漉z"Ez""漉側

四日市祠II島町；松阪市和鄙];松胴制|併町･井村町：

101,[〃""戯”た刎睡7低沼.aSk) '

四日市市1'I部];伊貫f澳馬野

1GTmgmai]i曲ｱｼﾅがグﾓ科

1mbZaに切侶g"鹿轡馳IYWmnna . .

四日市祠II島町伊資骸蠕野伊筒宿勝地

l鯛.Z興趣"程emMk"域y跡.就趾

テングヌカグモ

コテングヌカグモ

ナラヌカグモ

フタスジサラグモ

アシナガサラグモ

ヤマトオオイヤマケシグモ

アリマネグモ

ﾋメヨツボシサラグモ

オオイオリヒメサラグモ

ヌカグモ

ユノノヤマサラグモ

コトガリアカムネグモ

アトグロアカムネグモ

ｵオシロカネグモ

コシロカネク宅

四日市市III島町;松阪市禾握町棚坂制|併町･ヂ崩町;伊賀市奥馬野俵筒右勝地

キララシロカネグモlMZa迩泌僻8，鞄匂""趣7脇.就趾

四日市祠||島町伊賀市奥馬野
1$.A""WzJm7z"Tkmi

伊資恂奥馬疑伊賀市臓也

1冊.ハ伽”城z〃たsYagimma

獺市奥馬蕊獺汁瀞也

1W.A紬鰹配魑EC紬"戒T油1…a

伊賀市奥馬野

108.A企幽婬刀伊肋""az曲低温銃S極）

伊賀r嚇地

1岨Aぬた2〃"程eJ""W7"Mほお.dShj

伊賀市奥馬疑伊賀1勝地

110.胸捌7cml"L胴1

キンヨウグモ

ヤマジドヨウグモ

チクニドヨウグモ

ﾀニマノドヨウグモ

メガネドヨウグモ

ジョロウグモ
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四日市句||島町松阪旬|併町･荊寸町

111.Rx均睡x"7"幼伽迩此攻z侭溶.筑鋤 ヨツボシヒメアｼﾅがグﾓ

松阪市和屋町伊賀市喫馬野

112.R施力)馴伽7""zr(K紅遡り ヒメアシナガグモ

四日市句ll島町松阪市和騨エ

113.rMgz"zczE"ね血胸蜘 トガリアシナガグモ
松阪市和屋町松阪詞| |押丁･ヂ雨町

114.r"z狸瓦蜘7〃磁鋤"T1mdl ヤサガタアシナガグモ

四日市制II島町松防屏卿X松阪市l1併町･井木町伊賀市奥馬野

115.Z勧噌zWwwzs(A1血血9 ヒカリアシナガグモ

四日市FMII島町

116.2IWt轡泌施z〃z鍼"伽L畑’ アシナガグモ

四日市旬| |島町松阪市和屋町松砺句l併町･井荊佃];慨市鱸野

117.2"z轡泌施Im""zW鮒皿過鉱α血匝 シナノアシナガグモ

伊闘う勝地

118.z訪噌泌胸7"m騨噸胞'認’ ウロコアシナガグモ

四日市旬II島町;松阪市和鄙T;松砺hll併町．j材寸町;伊賀市鶏野伊賀ﾖ職地

119.2b腕剛吻1'"""77応助琿m シコクアシナガグモ
四日市祠II島町

120.ZImz轡泌励αJa"zsrS.Sa伽 エゾアシナガクもモ
伊賀市奥馬蕊伊賀r嚇地

17.AI司画d錨コガネグモ科

121.』4α心放z,皿醐anaxm ハツリグモ

四日市句||島町

1n.A'""JsmM4s画皿拭sm9 オオクマヤミイロオニグモ

伊賀『嚇地

123.4JwM4sWzM翻瞳伽a イシサワオニグモ

伊賀市奥馬野伊賀勝地

IMAJz"趣4s'噸"MTmW マメオニグモ

松阪市IIは椒丁･柑町伊賀市蛎野幟『嚇地

125.44t"“3脚放轡t刀'刀滅""型ゥ アォォニグモ

四日市旬||島町伊賀市奥馬野

1264""だ"38膠"鋤"〃"か仙遡ウ マルヅメオニグモ

四日市祠II島町

127.44"""心趣,z邸滋TmWa カラオニグモ

四日市詞II島町松阪市和副;伊賀市奥馬野伊筒も勝地

128.A1z"惚郷1“"伽sz‘，仏畑 オニグモ

松肺靜握町松阪祠||井町･ﾅ附町伊貫十澳馬野

1m"死"庇趾､昭加"趣TmWa ムツボシオニグモ

伊賀市奥馬野;伊賀計勝地

130.4靴腰如s圃幽gilevi チュウガタコガネグモ

四日市洞IIWX.

131.AFZ腰加""獅個噸9 ナガコガネグモ

四日市制||鄙]；松阪市和鄙]；松阪市ｿ|併町･井村町;伊資繊馬野

132.AJ創漉"伽“瞳I型’ コガタコガネグモ
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四日市市ｿII島町松阪祠l併町･井村町

B3.(耐愈汲3噸wncz4sYaghmm

四日市祠II鄙工

134.CjEZxzC"餌?”北αHだ.碗趾

四日市市lll鄙丁う松阪蒜ﾛ鄙];伊貫f澳馬既

135.Q"""rm政だ.筑駈

伊賀市奥馬野

136qW"g"艇浮zYagImma

伊豊罰澳馬野

137.qmsn此加刀幽段溶.銃馳

伊賀右勝地

138.Cj""唖漉庇wnMKBM'

ヤマトカナエグモ

ギンメッキゴミグモ

カラスゴミグモ

ギンナガゴミグモ

キジロゴミグモ

ゴミクもモ

四日市祠IIMI,松阪赫口鄙丁;松阪市jl併町･ヂ附町

ﾖツデゴミグモB9.q""暉如&"胞曲

四日市祠II島町;伊罰瑛馬野伊賀宿勝地

40.Q減"z加贈bz" .aSkゥ

四日市祠II島町

141.Q沈硴鹿か形施到z"TMal

四日市祠llWX,伊笥謬蛎野

142.q""""ze沈噌”施匂zWMarn

四日市市II IMrW.

l43.Cj""rx""J""鋤m"MSkan

四日市市III島町伊翫澳馬野

44.q"坤加慾'"峨砥"29恋伽湿り
四日市市III部エ

l45.画趣細tz“倣雄侭脆I鋤

四日市祠||島町

146.画趣加ロs"九面"2S恋侶.Sa"

四日市祠||島町;伊賀罐馬野伊賀同瀧地

l47,勘勿蹴わノス廻域密"αた3低落.筑馳）

四日市祠II鄙丁；

48.句鱒sns吻浮J""""Je'mv鋤

松砺嗣屋町松阪祠| |抑丁･ヲ補町

1組湖fｽs伽壇上z鈍"轡画趣7CMm)

伊賀十澳馬野伊筒宿勝地

15QZz"""gkY鰄刀施政泡.就馳

四日市祠II島田X伊賀椴馬野

151.Zz"伽抱3"'"Jgpadj

松阪箭芽口鄙J:

152伽””"…i侭､廻り

トリノフンダマシ

オオトリノフンダマシ

シロオピトリノフンダマシ

アカイロトリノフンダマシ

スズミグモ

サガオニグモ

力ラフトオニグモ

ﾄガリオニグモ

ヨツボシショウジョウグモ

シロスジショウジョウグモ

ｺガネグモダマシ

ナカムラオニグモ

ワキダロサツマノミダマシ

四日市祠ll部丁;松阪詞I併町･ｦ補町伊賀市奥馬野

153.胸艇切唖ﾉ班､血とz(L脳ゥ

松阪詞I併町･井村町：

1乳胸smzzn"WnMM]創り

四日市祠||島田]；松阪市和鄙エ

イエオニグモ

コゲチャオニグモ
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155.""鯉呵批1侭趣遡り ヤマシロオニグモ
四日市祠||島町松阪市和鄙]；伊賀市奥馬野

156."""zz"伽左，低藩.乱S江） サツマノミダマシ
四日市句ll島町伊賀市蛎野

lS7.乃切”4s"伽""C.Sa刺 コオニグモモドキ

伊賀市蛎野

158.IZ憩加"伽卯侶M刈 ズグロオニグモ
松阪市禾[鰯]；松阪rmll詞町･井村町

18.I3唖湿露コモリグモ科

159.44Jm"MTm]副凪 フジイコモリグモ
四日市句II部]蔦

lm.44ﾉ叡麺卿"似α7ei'x画ウ ヒノマルコモリグモ
四日市祠IIWIW.

161.4ｧ℃ね”szあ切帆唾7侭猫.就鋤 クロココモリグモ
松阪市禾渥町松阪祠l l井町･ﾅ附町

1位.｡m"M施仏畑リ ハラクロコモリグモ
四日市祠II"I,松阪市和騨玉松阪市)峅町･荊寸町

l$.RM]sn@MmnLM' ウヅキコモリグモ

四日市市IIIMX~,松阪市II併町･荊寸町

1".RTM"EWw"YTml訓錘 ヤマハリゲコモリグモ

伊賀市奥悪既

l笛.H"z加I""aMMl ハリゲコモリグモ

四日市祠||鄙]；松阪市和屋町松阪市ｿll井町･井村町;伊賀市奥悪既伊賀市勝地

1閃.R""""ez"mx"""B亀吐鋤 キクヅキコモリグモ
四日市詞||部]；松阪市和鄙]；松砺hll併町･ﾅ附町：

167.〃z血〃'""'"4s似鬼帥鋤 チビコモリグモ
四日市祠II"I,松阪市和騨工

168.nms"w加伽倣遍就鋤． キバラコモリグモ
伊賀市奥馬野

1破助z血)囎加"伽T油副圃 ナミコモリグモ
伊賀市奥馬野

11Tr剴皿"露サシアシグモ科

170鮒伽43α獅城，(Y"mm劫 シノビグモ
伊賀市奥馬野伊賀市勝地

".PMl恩湿髭ｷｼググﾓ科

171.肋"煙たwW戒刃･孜溶.aSk アオグロハシリグモ
四日市祠ll島町;伊賀市奥馬蕊伊賀市脚也

’72肋"駕伽"""沼zELKbdl イオウイロハシリグモ
四日市詞||島町松阪市和騨]；松阪市II併町･ﾅ崩町伊賀市鶏野

1".M"nmmMa趾 アズマキシダグモ

四日市制||島町

21.伽叩d露ササグモ科

l".伽厄鵬，胸戒M画 ｸﾘﾁﾔｻｻグﾓ
四日市祠II鄙工

1方.伽哩氾sarmdsLM1 ササグモ
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四日市祠II島町松阪市和副エ松阪祠I併町･井村町

n.C極】職シボグモ科

176.z4"蜘迩か"”砲r瓢’ シボグモ

四日市祠IIWI,松阪市和國X松阪祠|併町･井村町;伊罰澳馬野

B.A銅a]id髭タナク篭ﾓ科

1”』粋陶”励吹"TMdl クサグモ

四日市制IIMI,松砺蘇ﾛ屋町松砺制|併町･井村町;伊賀市奥馬野

178.4粋灼"“ぬ"LM ｺｸｻダﾓ

四日市祠| |島町松阪r蘇口屋町松阪市ll併町･井村町伊賀市奥馬騒鰭71瀞也

24M錨ウシオグモ科

1西＆泌加"”力zWm仏畑ウ クロガケジグモ

四日市祠ll島町松陶可II桝町･ﾅ崩町

25.Rmmi伽ハタケク篭ﾓ科

180.H狗政z"WzM.dS虻 ハタケグモ

伊賀市奥馬野

26MJm]遡鎚ﾊグﾓ科

181.〔池〃"抑獅施7Cin亜ウ コタナグモ

伊賀市隙也

1胆.肱り"戯，政猫.aSk ネコハグモ

四日市旬ll島町松阪市芯園];松阪市111弁町･ヂ附町

1$.Zz吻忍加城s副麺圃即訓 カレハグモ

四日市旬| |島町松阪市和屋町伊賀市勝地

184Z")Bs麺勉"MaMm ムツメカw､グモ

伊賀市奥馬野伊賀汁勝地

27.Am瓢Ⅱ伽id錘ガケジグモ科

185. Msα順(恥、態'ウ ホラズミヤチグモ

伊賀市奥馬疑伊賀r嚇地

1腿c伽剛必卿""獅N過i伽a 力ミガタヤチグモ

四日市祠| |島町伊賀1瀦地’

187.Z…9”て馳左s(脇吐M) ﾔﾏﾔﾁグﾓ

四日市詞II島町伊賀市奥馬野伊賀市勝地

28.Mimg雌ツチフクログモ科

188.(M"""2"郵加"7胞遡1 ヤマトコマチグモ

四日市祠||島町

l触EMzMw2伽"?""応”跡.乱馳 ヤサコマチグモ

四日市祠||"I,松防hll併町･荊寸町

2QA卵函]湿醍イヅツクもﾓ科

1N.4聯九画"""KaIM1 イヅツグモ

四日市制|島町伊賀市勝地

30.1』唖颪､遡鎚ウエムラグモ科

191.血麹伽加政吻雌dam) イタチグモ

四日市祠||島町;松阪市和屋町

31．Ch趣aid露フクログモ科

1".qW""沈むI均戚血 バンドウフクログモ

四日市祠||鄙エ
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l".qめむz7加野"sl均劃]i ｲﾅﾌｸﾛグﾓ

四日市詞||島田X伊賀市奥馬野

1舛団伽"immrLM' ヤマトフクログモ

四日市制IIWr.

1％.α加"j""油(Ka翻り ヤハズフクログモ

四日市市III島町;松阪瀞["J;伊賀市奥悪既伊賀市勝也

1％.α加鰄伽伽z沈政殖乱馳 ヒメフクログモ

松阪市矛渥町松阪『句||押丁･榊1町

198°C乃加"h"m"し咽α幻 クロサワフクログモ

伊賀h奥馬野伊賀r聯也

1兇.α伽'α蝉攻rOn オガタフクログモ

伊賀市奥馬野

l".CZM"1MKaIsdl ムナアカフクログモ

四日市市lll島町；松阪右jlは細T･頬寸町;伊賀市鶴野

2伽.CM""Jr"n"噸I均劃1 ヤギヌマフクログモ
四日市祠||副工

32.mimi戯ネコグモ科

201.QM@"c""wH箔.就馳 オトヒメグモ
四日市制||島町

2m.勘記伽A､"秘〃(Y"n皿の コムラウラシマグモ

四日市祠||鄙]：

2腿.〃瓦"伽心"mzEP1 キレオビウラシマグモ

四日市市IIIWIW,松阪市ｿ|併町･鮒町伊賀千澳馬野

2例J加馳kx8火脚”低政魁就Sh: ネコグモ
四日市下旬IIMI,松阪市和鄙X松阪祠l併町･井才寸町;伊賀市鱸野伊貫も勝地

33.Gn尋坤遡露ワシグモ科

205.α秘わ伽吻12"師z噌伽低温就鋤 ムナキワシグモ
松阪洞|併町･ﾅ附町

M.nt芯岫"7M"Sd豆火。 トラフワシグモ

四日市rmll副工

m7LD極瑚必Js)必鞍"‘"獅胸nmra ヒメヨリメケムリグモ

松阪句I併町･井才1町

m.G嘩伽"k］"""zmyH遮乱Sh: メキリグモ

松阪市1I併町･荊寸町

2的.＆"加加怨翻秘抽4s他皿刺 ナミトンピグモ

四日市祠||島町

210.伽9“庇加43侭為.aShn) クロチャケムリグ電そ

四日市祠llWrr.

乳跡I麺〔雄アシダカグモ科

211.$Ky皿ゎヵ叩攻z低鉦鋤 、 コァシダカグモ

四日市祠IIMIW,松阪市和鄙X松阪市)I供町･栴町;伊賀市勝地 、

35.mil血画､雌エビグモ科

212.勘血ｵ”“α城wzLsL肋 キンイロエビグモ

松砺恂和屋町;樹坂市IIIﾅ細T･男才1町

213.勘血加，"SCE耶施"(Wdd"]m) シロエビグモ
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松阪赫口鄙丁；松阪祠| |押丁･曳才寸町

214.伽加”怨堺流血"s商馴､亜’

松阪市和屋町；松阪祠II井町･討荊町

215.助鰄”勉心卵血”刎岱跡.就劉I：

四日市市jilWX松阪蒜ng];松阪祠|併町･労荊町

216.捌睡“坤脚""Y"mxna

四日市祠||鄙工

217.rMJs画鋤Jsu.畑ウ

四日市洞IIMIr,伊賀市奥馬野

36.nm血湿霞カニグモ科

218.及懇"""""t"胸型ウ

松砺h和屋町松阪祠||井町･辮寸町伊笥打勝地

211C海卿t泌劾だ〃擁3(Ka蔑幼

四日市祠||鄙エ

220.醐睡ISU血批IOP.心血週鋲

キハダエビグモ

アサヒエピグモ

ヤマトヤドカリグモ

シャコグモ

ｷハダカニグモ

ｺカニグモ

コバナグモ

四日市祠IIM",松胴右II勝報T･ヂ附町;伊賀市奥馬蕊伊賀市勝地

221.均御賊FcwwxmEGia

伊賀市鱸野伊箇荷勝地

222.AMI""ね"鹿蛾rp･

四日市祠IIMI,伊賀十澳馬塚

223.A伽"惣岬ｽs"卿瓢泌"GMxipid

四日市制||島町;松I肺和屋町松砺制|併町･荊寸町

224助廊膨s加砿3LM1

四日市祠| |鄙]；松阪市和屋田]；松阪制併町･荊寸町

22S.ZMMMEk泌辨℃畑胞型’

四日市祠||鄙]；松I耐可lll井町･荊寸町

""6.2加刀zdsW･(WM]")

伊貸f澳患既伊賀#勝地

n7.Z減"恋吻m4g財k

四日市市III島町

廻8.通忍施‘，α江臼"Fm

四日市詞II島町松阪市和副T;松阪市lll井町･榊1町

22g期忍加4y細加M琿鯛

松M厨蘇ﾛ屋町

230.迩忍施砥郵哩"“政為.aSk

四日市祠||島町；松阪市和騨工

諏Mticid鋸ノ､エトリグモ科

231.励笛smWIhe"ny"""R由】…

四日市市lll島町；松砺『荊騨X

232.〔加加n""呪蝿mz""(IaIalu

アマギエビスグモ

クマダノ､ﾅグモ

ハナグモ

ワカバグモ

伊謝澳馬野伊笥恂勝地
アズチグモ

ﾄラフカニグモ

セマルトラフカニグモ

ヤミイロカニグモ

クロボシカニグモ

オオヤミイロカニグモ

マツモトノ、エトリ

ネコハエトリ

四日市rWII騨玉松阪市和鄙I松阪市11併町･荊寸町;伊賀斤澳馬野

233.図厄"て加‘戯"”仏仙 マミジロノ、エトリ

四日市祠||島町松阪市和屋町松阪市jl併町･辮寸町伊賀市奥馬野

234圏切乞加か畝"h マミクロハエトリ

松阪市和屋町
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Z5.Hmw通伽Mzmmms侭勤]鋤 ウデブトハエトリ

四日市祠||瀞工

236.舩鰄"J昭伽"鰯MaRm. ジヤバラハエトリ

四日市祠||島町松阪赫口鄙丁;伊賀市奥馬野伊賀市臘也

エキスハエトリ

ヨダンハエトリ

B7.Zα卿7"7"Sinn1

伊笥行勝地

238.M""ssW刀血z(K鉦副幼

四日市市jIIMI,伊賀市奥馬野．

239.A幽泌加Iα沙趨""@Whmim(hI違就P訳）

松阪市和鄙]；松阪制|井町'･荊寸町

測.』胸惚""z‘s伽""(L踊遡ウ

四日市祠II部]；松陶ﾗ和鄙]；松阪祠I併町･辮寸町

Ml.M"""txMe拘刀血""脚函）

四日市制|副丁;松砺fﾗ和騨工

訓2.A加7zrtW@e""MwKa【謎ウ

四日市祠||島町松阪市和騨孤栂坂制峅町･井村町

オスクロハエトリ

シラヒゲハエトリ

タイリクアリグモ

アリグモ

ｺガタネオンハエトリ別3.伽?〃伽硯心冗澗<3

四日市市III部工

創4肱""獅批“⑧蜘釧）

伊賀右勝地

MS.R"…細α岬胸蜘

四日市祠IIMIW,松阪市和屋町松阪句|併町･荊寸町

246.助力鋤J""""侭泡銃馳）

四日市制il鄙工

別7.附鯏I”窃伽･値､鋤

四日市制I島田]；松阪市ｿ||井町･淋寸町;伊賀十澳馬野

248.助力鋤I6伽伽廼7値恵as肱）

四日市詞||鄙工 、

249助力z鋤揃"Karm

四日市祠| |部]；松阪市和鄙]；松阪祠| |井町･井村町

250.恥漉"1靭仙・仁鮒j

松阪市jl併町･封荊町

251.卿加左3@妬〃薗低aI函ウ

四日市制|鄙];伊賀十澳馬蕊伊賀市勝地

乃2.胸#脚8脚施必(AImxij

松胴句I併町･労荊町

253.鋤¥池"吻潅3KaMT

ネオンハエトリ

アシブトハエトリ

チャイロアサヒハエトリ

マガネアサヒハエトリ

キアシハエトリ

ﾒ〃ﾈｱｻｰﾋハエトリ

メスジロハエトリ

デーもニッツハエトリ

チャスジハエトリ

ミスジハエトリ

四日市制IIMI,松阪赫口鄙Ti松阪祠I併町･辮寸町

イナズマハエトリ
伽
馳

一
や
』

馴
剛 カラスハエトリ

四日市制|島町；松阪市和副]；伊賀市奥馬疑伊閏右勝地

256.伽彪鋤"t7CLM1 ヒメカラスハエトリ
四日市祠||部]；松阪制併町･淋寸町伊賀布澳恩踊伊賀市勝地

257.鋤”"・〃伽(政思就鋤 キレワハエトリ
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松阪市和屋町

258.M"α〃a4sSmml

四日市祠||島町松阪赫ﾛ屋町松阪市ｿ||井町･井木間

2SggMM"M"Chnm

四日市㈲II島町

2帥.胸繭血，ﾙz"7睡海I卿Ⅱ幻v

伊賀市奥馬野幟W淵也

茄1．ZMnan加舷戒zSd画恩

伊賀市蛎野

2m.It"7zDPzEMws鰍噂潅sc1鋤

伊賀市奥馬既伊賀市勝地

$.If忍加"?WW"わ政"(Yaghnmma

四日市祠||鄙工

アオオビハエトリ

シラホシコゲチヤノ、エトリ

コミナミツヤハエトリ

ヒメスジハエトリ

ウススジハエトリ

ムツバハエトリ

以上37科263種が記録されました．

各地点での記録種数は川島町175種，和屋町条里制水田80種川井町・井村町百々川7

6種奥馬野青山高原105種，勝地奥山愛宕神社87種でした．本調査時点では以下の種

が三重県産クモ類目録（三重クモ談話会,2003）における記録5地点以下の種です．

キシノウエトタテグモ

フタホシヒメグモ

ヒゲナガヤリグモ

ヒメウスイロサラグモ

コウライホテイヌカグモ

ハシグロナンキングモ

ヤマトオオイヤマケシグモ

オオイオリヒメグモ

チクニドヨウグモ

シコクアシナガグモ

クリチャササグモ

ｇ
Ｑ
●
●
Ｃ
Ｇ
。
●
●
◆
●

２
９
５
６
２
６
５
７
７
９
４

２
４
６
７
８
９
９
０
１
７

１
１
１

目
目
目
目
目
目
目
目
目
目
目

点
〃
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点

地
地
地
地
地
地
地
地
地
地
地

４
２
２
３
２
４
４
４
５
３
５

コタナグモ

バンドウフクログモ

クロサワフクログモ

オガタフクログモ

ムナキワシグモ

ヒメヨリメケムリグモ

ナミトンビグモ

ヤマトヤドカリグモ

コカニグモ

ヒメスジハエトリ

3地点目

3地点目

4地点目

新記録

2地点目

2地点目

2地点目

4地点目

5地点目

4地点目

１
２
８
８
５
７
９
６
９
１

８
９
９
９
０
０
０
１
１
６

１
１
１
１
２
２
２
２
２
２

なお，調査報告書では松阪赫口屋町でヤマアカムネグそをリストにあげています． しか

し，再同定の結果確定に至りませんでしたので今回は保留種としまた．
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Z⑪⑪S年度活動報告

三重クモ談話会

2005年度は2月13日， 6月26日， 12月17日に採集観察会を行った． 7月には中

部蜘蛛懇談会との合同合宿を愛知県で行った．そのほか昨年同様鈴鹿市の依頼調査を

行った．合同合宿の報告は中部蜘蛛懇談会会誌に報告され，鈴鹿市の結果は今回も別

途報告に譲った．なお，採集地点の後の（）内の数字はロカリィテイーコーF， ［］

内の数字は平成9年に環境庁が発行した都道府県別メッシュマップによる3次メッ

シュコードである．

平成17年度第1回採集観察会2月13日 （日）

場所多気郡明和町大淀海岸(C3639-3433) [5136-6572]

度会郡玉城町山神的山公園(C3636-3427) [5136-54581

多気郡勢和村丹生丹生大師周辺(C3629-3428) [5136-5369]

参加者武藤茂忠，熊田憲一，塩崎哲哉，太田定浩， （4名）

年度当初には，員弁郡東員町を予定していたのだが， 2月の県北の員弁郡での採集

は,雪のため成果が余り期待できないだろうと,場所を変更しての採集観察会だった．

県内を緯度・経度それぞれ5分で区画したメッシュの中で，これまでにあまり採集

していない地域で採集しようということで決めたのが，今回の採集地である．集合は

9：3O明和町大淀（おいず）港の海岸．武藤さんの車で着いた時には，一足早く熊田

さんがきていて，やがて到着した塩崎さんと，今日の参加者は4名となる．

港を囲む堤防の内側にある祠の周辺や；疎林の中や，堤防外側の海水浴場になって

いる砂浜なども調べたが，あまり採集できなかった．次に向かったのは南に隣接する

玉城町でも南端に近い的山公園．ちょっとした駐車場の車中で冷たい風を避けながら

昼食をとった後， 「頂上まで900m」の表示がある山道を採集しながら登る．道沿いの

植生は貧弱で叩いた網の中には，バラギヒメグモ，ユノノ、マサラグモ，アサヒエピグ

モなどの幼生が少し入ってくる程度,途中鴨神社への参道を右に見てさらに少し登る

と， 「頂上まであと400m」の表示のあるちょっとした展望広場があり，ここで腰を伸

ばし，眼下に広がる伊勢の海に続く眺めを楽しみながら引き返した．

もう一ケ所と選んだのは西隣の多気町を通り越した勢和町の丹生大師.丹生は地名
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からも分かるように，かつては水銀を産した廃坑も残っている所であり，弘法大師

ゆかりの神宮寺は，境内には池や老樹が調和よく配置された「丹生大師」として親し

まれている所である．近くの廃坑跡への道にはアジサイが多く植えられた「ふれあい

の小道」と呼ばれる遊歩道もある．ただ，観光地化された所はおおむね環境が整備さ

れ過ぎていて，採集には不向きなことが多く、ここもその例外ではなく，冬季という

こともあり，あまり成果のなかった採集観察会であった． （太田定浩記）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

天気は曇りのち晴れ．参加者は太田，熊田，塩崎武藤の4名． 9:30ころ多気郡明

和町大淀(おいず)の海岸にある竜宮の松に到着.それなりのいわれのある松らしく，

鳥居や祠がある．至近距離の入り江を漁船が行きかい，付近には海産物加工工場のよ

うな建物もあって， このあたりを午前中の調査地として行動開始．

寒い季節のこととて,ビニルパイプの中や屋根の隅などに潜んでいるものが多い.枯れ

た松の木の皮をはがしてみると，冬越し中のムカデや甲虫が迷惑そうに這い出してく

る．つい親しみを感じてフイルムケースに入れて連れ帰ったウバタマコメッキと思わ

れる昆虫は，その後飲まず食わずで5月中旬まで生きていて，あまりの生命力に感心

しながら野外へ解放したものである．

11:30ころに打ち切って次の調査地へ移動することにして出発． 目指すは多気郡玉

城町の｢的山｣.地図上ではN34｡27'27.2" ,E136｡ 36' 45.2〃の位置を示している．

伊勢自動車道をくぐった陽だまりで昼食．のどかな田園の風情がある．

昼食後,的山の上り坂を辿りつつ調査.少し道をそれた林の中に｢鴨社｣と称する，

小規模ながら格式のありそうな社が鎮座している．

13:30ころに集合ということになっていたので下山にかかる． よほど生育に適した

地とみえて， ヒカゲノカズラの見事な群落がある．

第三の調査地として選定したのは，多気郡勢和村の丹生大師周辺．由緒ある境内は

さすがに目を見張るものがあり，調査採集もさることながら，参詣気分に浸ってしま

う．境内を抜けて山手の方への道を辿れば，道路わきの岩壁に入り口の小さな洞窟が

散見され，この地の地名の由来となった辰砂の坑道らしい．往時に伊勢白粉の産地と

して繁栄した歴史をうかがわせて興味深い．山あいの水田に手を加えて作られたピオ

トープと思しき空間もあり，もう少し暖かい季節に訪れれば，路傍に植えられたアジ

サイとともに目を楽しませることだろう。 14:00～15:30のこの地での本来の調査採集

成果は少なかったが，副産物ともいえる人文学的成果がそれを補ってくれたのではな

いかと感謝している． （武藤茂忠記）
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平成17年度第2回採集観察会6月26日 （日）

場所度会郡大紀町大内山南亦森林公園（犬戻峡) [5136-3255]

度会郡大紀町大内山栃古谷ツヅラト峠入り口 ［5136-2296］

参加者太田定浩、武藤茂忠、貝發憲治、熊田憲一、塩崎哲哉． （5名）

朝8時15分自宅出発、 9時50分頃集合場所の大内山駅に到着する．誰もいない

ので待っていると貝發さんよりTELがあり、コンビニヘ弁当を買いに行っていると

のこと．程なく全員到着．最初の調査地として南亦森林公園付近を選定し出発する．

頭の神様で有名な頭の宮四方神社の横を通り抜ける林道を登っていく．公園入り口が

広場になっており、そこに駐車する．公園はそこからさらに山を登ったところのよう

である．広場には東屋やトイレがある．付近でそれぞれ調査を始める．東屋でオオヒ

メグモ、 トイレの外壁の所でギンメッキゴミグモ等を見つけ写真に撮る．撮影後、付

近をピーティングしながら採集する．道路脇の大きな石をひっくり返した熊田さんが

大きな声を上げるので、見るとマムシが一匹とぐろをまいている．近寄ると口を開い

て威嚇してくる．そのようすを写真に撮る． 12時頃、いったん調査を切り上げ、広

場で昼食とする． 7月17． 18日に開催予定のしぜん文化祭のことや、中部蜘蛛懇

談会との合宿のこと等を話しする．

昼食後、いったん山を下り、世界遺産に登録された熊野古道ツヅラト峠の入り口に

向かい、付近を採集する． 15時30分頃終了し、解散する． （塩崎哲哉記）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

久しぶりに三重県南部地域での採集会である。天候も良く、10時に予定の5人が

凪の大内山駅に集合したが､昼食の用意をしていないものが多く、このあたりはあま

り大きな店がないので、仕方なく 10分ほど松阪方面へ戻って、柏崎のスーパーで買

い物を済ます。その後、まずは、犬戻峡から山道に入り、取りあえず採集環境を見な

がら進むと東屋のある整備された山頂に着いた。何年か前に太田先生と犬戻峡に採集

に来たことがあるが、すっかり山道などが整備されていた。ここで、思い思いに昼ま

で採集した。幼体も多かったがいろいろな種類のクモが確認できた。昼食後、側溝な

どを観察していて、落石を足で移動させたところ、まむしが飛び出てきた。熊田さん

が慣れた扱いで、たたき棒でちょっかいを出すと、猛烈な勢いで何度でも飛びかかっ

てくる。この時期のまむしは大変攻撃的で､改めて長靴などの装備の必要性を感じた。

皆で写真等をとって逃がしてやった。午後は、熊野古道の一つで伊勢と紀伊の国境を

なすツヅラト峠（標高357m)の登山道入り口付近で採集した。伊勢から熊野へ向か

う旅人は、この峠に立ってはじめて熊野の海を目にした。石垣や石畳道が随所に残さ
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れ、九十九折り急坂であり、それがツヅラト峠の名前の起こりと言われている。一度

これらの古道をいくつか歩いてみたいと思っていたので､採集をしながら少々峠に向

かって歩いてみた。スギ林で環境は単調であり、クモはあまり採れなかった。地表も

乾いており俳個性のクモの幼体が少し見られた程度であった．帰り道で、きれいなモ

リアオガエルに出会った。何とも鮮やかなグリーンと真っ白な腹部で、しばらく手に

とって眺めたあと写真に収めた。入口まで戻った後、橋の欄干や道標の裏、小屋の軒

下、側溝の落ち葉の下等を観察したり、シダ類をピーテイングしたりしたが、山の中

であまり種類は確認できなかった。他の者は主に入り口付近で採集したが、皆今一つ

の採集結果に終わった。少し早いが遠方の地なので、4時頃に解散し帰路についた。

（貝發憲治記）

平成17年度第3回採集観察会7月鰯日 （土）～24日 （日）

（中部蜘蛛懇談会との第7回の合同合宿）

場所愛知県犬山市池野地区入鹿池

人曾自然休養林

参加者家股幸子,太田定浩,緒方清人,佐藤幸子,塩崎哲哉,柴田良成須賀瑛文，

杉山時雄，永井均，橋本理市，村上勝，山口宏子． （12名）

名鉄名古屋駅のホームで,偶然お会いした横浜の佐藤幸子さんと一緒に犬山駅に着

いたのは，集合時刻の10時少し前だった．すでに中部蜘蛛懇談会の緒方さん須賀さ

んはじめ6人ほどがみえていた.やがて橋本さんも到着し車に同乗させていただいて，

今夜の宿舎となる「レークサイド入鹿池」に着く．ここで駐車料金節約のため3台に

分乗して出発する．入鹿池から北へ向かう入鹿大橋を渡らずに右折し山道に入ってし

ばらく走ると，もみの木駐車場に着きここで車を降りる．三重県を縦断して来た塩崎

さんも着き三重クモ談話会の参加者は3名となった．

「八曾（はっそまたははっそう）自然保養林」は，入鹿池の東にある多治見市に近

い標高約300メートルの八曾山を水源として，入鹿池に注ぐ五条川に沿って広がる森

林地帯で，スギ， ヒノキなどの人工林を主とするが，カシ類やヤブツバキ、ソヨゴな

どの常緑樹やエゴノキなどの落葉樹も混在させた豊かな環境である．参加者12名は

三々五々後になり先になりながら，五条川の清流に沿った路を観察採集しつつ歩く．

途中左に名古屋大学地震観測所があり，また道端にベンチがあったりして，下の川原

から子どもたちの賑やかな声が聞こえてきて，保養林の名にふさわしい雰囲気を楽し

む．正午過ぎ道より少し下がったところにある大きな岩の上や川原に下りて昼食をと
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る．食後はさらにキャンプ場の近くまで採集しながら歩き，オオトリノフンダマシ

やアカイロトリノフンダマシ，オナガグモ，スズミグモなどを確認する．同じ道を戻

りながらクモを探していると，突然「カトウクン，カトウクン!」 と叫ぶ杉山さんの

声，はて参加者には加藤という人はいないがと思いながら声のする方へ近づいてみる

と，何とカトウツケオグモの発見を告げる歓喜の叫びだった．アオキの葉裏にうつる

シルエットが目にとまり，引き寄せてみたら力トウツケオグモだったとやや興奮気味

だった．一同大喜びで早速カメラにおさめさせて貰う． ここでさらに3匹採集した．

そしてもう一つの収穫はカマスグモで， 2枚の木の葉を合わせて作られた部屋が，カ

マスに似ていることからこの名がある（カマスの本物を知っている人は歳が分かる）

その実物を初めて見ることができて，思わぬ収穫に気をよくしながら宿舎に戻った．

ご馳走にクモの話も添えての楽しい夕食の後， 8時半頃から約1時間宿舎周辺で夜

間採集をする．外灯に集まる昆虫が意外と少なく， したがってクモもあまり多くはな

かった．

合宿の一つの楽しみでもある有意義な二次会は,図書の紹介や顕微鏡による同定も

あり，教えられたり教えたりの情報交換も，和やかな雰囲気のなかでの貴重なひと時

となった．

2日目は小雨の朝だったが,朝食後8時50分にロビーに集まり精算など済ませ,雨

が上がったことに感謝しつつ行動開始．昨日とは反対の方向に走り，愛知用水にそっ

た道から左折して天然記念物のヒトツバタゴ自生地から西洞池その奥の西洞上池付

近までの道で観察採集する．センショウグモ，オダカグモ，ワカバグモやジョロウグ

モなど昨日より種類も個体数も多い気がしたが，再び杉山さんの叫び声は聞くことは

できなかった． 12時過ぎ宿舎に戻り，昼食の玉子丼をいただいて，来年の三重での合

宿を期待する中部蜘蛛懇談会の方々の声を重く受け止めながら，そして， 2日間お世

話いただいたことに感謝しながら解散した．なお，この会での採集リストは，私の採

集標本も含めいずれ『蜘蛛』に掲載されるであろうことを付記しておく．

（太田定浩記）

平成17年度第4回採集観察会12月18日 （日）

場所津市白山町福田山布引峠下［5136-7211］

津市白山町福田山上出 ［5136-7221］

津市白山剛II口 ［5136-7248］

参加者武藤茂忠,熊田憲一，塩崎哲哉，太田定浩（4名）
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だいたいがそうだったように，集合してから「さて， どのへんにいきましょうか.」

と地図を囲んで鳩首会談．今回は白山町の奥の方に行ってみようと，布引峠を目指し

て車を連ねた．川沿いの道がだんだん細くなるにしただって人家も減り，山道を登り

きったら峠になると進んでいたら，突然テニスコートやら芝生の広場が出てきて驚い

た．結構有名なリゾート施設のまっただ中に峠があった．あまりの開けように採集は

少し戻った山中ですることにした.道沿いの植林地などで採集．寒さでクモも採れず

体を温めるため歩き回るばかりだった．次は最後の集落だった所まで戻り，まずは目

に付いた神社にあがって昼食．神社で採集の後集落周辺の採集に散会する．人家の納

屋を覗いたり生け垣をじろじろと眺め，畑や田圃を大きな網を持ってうろうろ、 とて

も怪しげなのか，我々以外に人影もなかった．最後は少々走って水田の広がる里で採

集みんなが採集に散った所から車で谷戸を詰めていった．谷に入ってしばらくの所

に水ごりの出来る小さな滝があった．近くには水ごりに来た人のための結構立派な建

物もあった．地図にもない滝で， 「こんな所があるのか.」とちょっと驚いた．採集会

でいろいろなところに連れて行ってもらうので，その都度新鮮なことがあって面白い．

予定時間に皆の元へ戻って解散となった． （熊田憲一記）

三重クモ談話会2005年度撰集目録

l.nlolcidae ユウレイグモ科

l.Pho北"Scグッ"co""sBos.etS位 ユウレイグモ

玉城町山神，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山上出、

2.Mo化"s"@zk刀哩o雄sfFuss肋 イエュウレイグそ

明和町大淀．

2.Oon叩idae タマゴグモ科

3．α℃灼箆伽as醜gz"eaa アカハネグモ

大紀町大内山栃古谷．

3.Mmetidae センシヨウグモ科

4勘℃〃7o"cQBos.etStr. センショウグモ

玉城町山神，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

4.Oecoobiidae チリグモ科

5. ［〃℃c蛇α”"リブ“"伽L.nch ヒラタグモ

津市白山町福田山上出、

5.mobuidae ウズグモ科

6．A倣卿tz加加叩eso"e"mliSBos.etSr. マネキグモ

玉城町山神，津市白山剛il口．
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7."m"o加恥o"‘た3Gos.etStr.) 力タハリウズグモ

玉城町山神，大紀町大内山栃古谷．

8.仇加106"wWcms(Bos.etSr.) ウズグモ

大紀町大内山栃古谷．

6.Theridiidae ヒメグモ科

9.Amgeq7℃I"eαα"g""肋oFzx(Bos.etSix) ツリガネヒメグモ

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

10.44chqeq7w@e"czfjicrvomeos.etStr.) カグヤヒメグモ

玉城町山神，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

ll.4chaeam"eako叩"we"鯲田os.etSr.) コンピラヒメグモ

大紀町大内山栃古谷．

12,Amqe""eα卸倣ﾛ加加加(C.Koch) オオヒメグモ

明和町大淀，大紀町大内山南亦山，津市白山町福田山上出，津市白山剛ll口．

13.A"e伽加z4sc7℃z叫ﾌeseos.etStr.） アシブトヒメグモ

明和町大淀，玉城町山神，大紀町大内山南亦山．

14.』4卿"℃庇s肋加α伽7ChidaetTanikawa チリイソウロウグモ

津市白山剛| |口．

15.44万〃w@asc)"加加gEMsM･Sm皿 オナガグモ

多気町丹生，津市白山町川口．

16.助り4"o允加”仏.Kodl) ホシミドリヒメグモ

津市白山町福田山布引峠下，津市白山町福田山上出，津市白山町||口．

17.Dpo"α〃"c蝿7cwwJYaginuma シモフリミジングモ

大紀町大内山南亦山．

18.助叩jロg"αZ加α伽""Karsdn) カレハヒメグモ

玉城町山神，津市白山町福田山上出、

19.助お加恋"妨伽rtW"""､α ムラクモヒシガタグモ

大紀町大内山栃古谷．

20.腫加s彪加加伽"$os.etSb.) ムナボシヒメグそ

玉城町山神，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山布引峠下，

津市白山町福田山上出，津市白山剛||口．

21.Af"e"m"城γの皿. etSr.) ハラナガヒシガタグモ

大紀町大内山栃古谷，津市白山町| |口．

22.NNeo耶加加yzds""(Bos.etStr.) フタオイソウロウグモ

津市白山町川口．

23.MW"o加α〃ﾌo"iczjs(Yodnida) ヤマトミジングモ
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玉城町山神．

24.PMoso〃α"7"s花伽α(Simm])

玉城町山神，大紀町大内山南亦山，大紀町大内

25.RhoWWIeqs昭α""DonetSr.

玉城町山神，津市白山剛llq.

26.勘巴α""ci"gzW"(IYnmen)

玉城町山神，大紀町大内山栃古谷．

27.勘穆獅"､叩s〃仰o"伽8YagImma

大紀町大内山南亦山．

28.ZMzり"ｨs助施"i(Yagmuma)

玉城町山神，多気町丹生，大紀町大内山南亦山，

山布引峠下，津市白山町福田山上出、

29.ZZ和り"細"6"加加旧os.etStrL)

玉城町山神，大紀町大内山栃古谷．

30.Ztmり"Jsimり旭""(S.Said

大紀町大内山南亦山．

31.2hy"@α郷ok""@ge(Yoshida)

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

32. 】卿"脚"，e"ααM3""Gos.etStr.)

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

33. 】て辱"""､e"α"2"〃わ”(Bos.etStr.)

大紀町大内山南亦山．

7&ThaidioSomatidaeカラカラグモ科

34.鞄"肋加〃MJwBos.etSk

大紀町大内山栃古谷．

35.筋e"Z伽so""zW加娩sBos.etSr.

大紀町大内山栃古谷．

8.Pimoidae ピモサラグモ科

36.〃も伽7WZめoaco"わ'坪》露(Karsch)

大紀町大内山栃古谷．

9.Ijnypmdaeサラグモ科

37.A加e減go"e噸加(ODo)

津市白山町福田山上出、

38.AJ℃z“んq"resoszgWsな①9

津市白山町福田山布引峠下峠下．

カニミジングモ

大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山布引峠下

ヤリグモ

ハンゲツオスナキグモ

スネグロオチバヒメグモ

バラギヒメグモ

大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田

コケヒメグモ

タカユヒメグモ

クロササヒメグモ

ボカシミジングモ

コアカクロミジングモ

ヤマジグモ

カラカラグモ

アシヨレグモ

サイトウコブヌカグモ

オオスギヤミサラグモ
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39.助ﾌわc印〃α〃cLssqgw@zAs(Bos.etShF.) ハラジロムナキグモ

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

40.的"gyli戯α‘たsル"ﾙo""SaimetOno カイホツズキンヌカグモ

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

41.Ne"2qmg"？"3sα"馴伽伽"(WalCkalaa) チピアカサラグモ

大紀町大内山南亦山．

42.NNeo"WWαんscn(OD クスミサラグモ

玉城町山神，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

43.Neo肋卯ｶﾒα"""e吻臓(OD ムネグロサラグモ

多気町丹生，大紀町大内山栃古谷．

44.Ⅳ師"ebm"gem"zαｵGIdsdingan) チビサラグモ

大紀町大内山南亦山，津市白山町福田山布引峠下．

45.Ⅳ卯o"o"e""WEcm①0 ツノケシグモ

大紀町大内山栃古谷．

46.R"力〃o"，"､α〃"new"(OD ナラヌカグモ

大紀町大内山栃古谷．

47.P"""〃jα〃"zba伽e肋G".etSt.) フタスジサラグモ

大紀町大内山南亦山，津市白山町福田山上出、

48.P'℃肋卯hjajb"gわe‘た肋但os.etStr.) アシナガサラグモ

大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山布引峠下．

49.m"伽〃c庇"答243伽舵g"""(Oi) ヒロテゴマグモ

大紀町大内山南亦山．

50.姥"2erMs""c"(Bos.etSir.) ヌカグモ

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

51.Zi"”"ﾙ”〃"o伽7"e"蛎但OS・etStr.) ユノハマサラグモ

玉城町山神，多気町丹生，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，津市白玉城町山神，多気町丹生，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福

田山布引峠下，津市白山町福田山上出，津市白山剛11口．

52.MIMe""万α伽e加伽(0mga) カントウヒケヌカグモ

大紀町大内山南亦山．

10.Teragnathidaeアシナガグモ科

53.LezlcmeeMz7z"U.Koch) チユウガタシロカネグモ

大紀町大内山栃古谷．

54.Le"c"9EW972ifcEMYagmuma オオシロカネグモ

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

55.LezJQzges"66j伽血B".etS江 コシロカネグモ
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玉城町山神，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山上出，

市白山町川口．

56.Le"""ges"hge腕加eQBos.etSk キララシロカネグモ

大紀町大内山栃古谷．

57.A伽泥"""gechjAz"'"Tanikawa チクニドヨウグそ

大紀町大内山栃古谷．

58.A姫""""ge肋"”U"Si3田os.etStrb) タニマノドヨウグモ

玉城町山神．

59.A蛇娩""zEe〃"oha7"e""(Bos.etShf.) メガネドヨウグモ

津市白山町福田山上出；

60.Zbr7tg7@α的α"zmi"b"Thoren ヤサガタアシナガグモ

多気町丹生，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山上出、

61.姥"姻加的apme(わ""L.Koch アシナガグモ

玉城町山神，大紀町大内山栃古谷，津市白山剛||口．

62.礎"聰"α的α”"α"7qmKaIs血 ウロコアシナガグモ

多気町丹生，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山上出，津市白山町川口．

63.姥"昭7""qJENoe"siSS.Saito エゾアシナガグそ

大紀町大内山南亦山．

11.Araneidae コガネグモ科

64.4czMkzgcoccmezJsS伽on ハツリグモ

大紀町大内山栃古谷．

65.』JFw@e""czMserMsametsmlg オオクマヤミイロオニグモ

玉城町山神，多気町丹生，大紀町大内山栃古谷．

66."w@e"pemWt""czds(Karsdn) アオオニグモ

津市白山町川口．

67.AJwweusse加加"Zs侭arsch） マルヅメオニグモ

玉城町山神，津市白山町川口．

68.47℃I"e"svE"耐c“"SLKoCh) オニグモ

明和町大淀．

69.""ie"J加哩""加醐Tanikawa ムツボシオニグモ

津市白山町福田山上出、

70.AJgi"egwoe"αL.Koch コガネグモ

明和町大淀．

71.44呼叩e加加"噸KarsCh コガタコガネグそ

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

津
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ヤマトカナエグモ72.dO"z叩es"仰o"iczJsYagnlmla

玉城町山神，津市白山町福田山上出、

73.qにわsααﾉgemeo肋αBos.etStr.

大紀町大内山南亦山．

74.qに伽α肋"､α伽iTanikawa

大紀町大内山南亦山．

75.qにわsqocro"6e'℃"ja"KaigCh

多気町丹生．

76.qねん"se"c""7"KargCh

玉城町山神，大紀町大内山栃古谷．

77.E77叩〃oｿz3“倣加(Strand)

津市白山町川口．

78.m7qphoms"〃α伽wsis(S.Sai"

大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山布引峠下，

ギンメッキゴミグモ

クマダギンナガゴミグモ

ゴミグモ

ヨツデゴミグモ

サガオニグモ

カラフトオニグモ

津市白山町福田山上出、

トガリオニグモ79.E〉7oy鰯apge"伽cg"伽C伽佃os.etStr.)

大紀町大内山栃古谷，津市白山町j||口．

80.L"加加"淨叩(加"jSBos.etSU

明和町大淀．

81.La7伽α血s“m""(Clacb

津市白山町川口．

82.NNe"co"α"@e"bneei(Smm')

大紀町大内山栃古谷．

83.M"co"asの仏J(Karsdn)

津市白山町福田山上出、

84.Ne"""α“ﾘ肌わWsCos.etSU)

大紀町大内山栃古谷．

85.Ne"co"α"bp""t加侶os.etStr.)

明和町大淀

86. I“""”αSm(Strand)

明和町大淀．

12.IyCosidae コモリグモ科

87.A"伽sα“"IgemL.Koch

明和町大淀，大紀町大内山栃古谷．

88.〃7℃加α67℃WWfﾑ花ITanaka

大紀町大内山南亦山．

コガネグモダマシ

ナカムラオニグモ

ワキグロサツマノミダマシ

ヤマシロオニグモ

サツマノミダマシ

へリジロオニグモ

ズグロオニグモ

ウヅキコモリグモ

ヤマハリゲコモリグモ
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ハリゲコモリグモ89.R"zmsα此加"Karsch

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

90.R"Z伽apse"伽”""ぬ趣(Bos.etStr.)

津市白山町福田山上出、

91.P加麺c妙℃侮(Bos.etSh.)

大紀町大内山栃古谷．

92.P伽"Pmc"rwm(Bos.etStr.)

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

93.Pjq"J肥辱""""jTanaka

大紀町大内山南亦山．

13.Pisauridae キシダグモ科

94.脚わ碗e""spa"加剛3Don,etSiX

玉城町山神，津市白山町川口．

95.助〃"e"sP叩〃Bos.etSr.

玉城町山神，大紀町大内山栃古谷，津市白山剛II口．

キクヅキコモリグモ

クラークコモリグモ

チビコモリグモ

ナミコモリグモ

スジブトハシリグモ

アオグロハシリグモ

96.脚わ腕ectssggz"@zJsBos.etSな．

玉城町山神．

97.M""ie"s噸"℃"sL・Kodl

玉城町山神，多気町丹生．

14.O珂叩idaeササグモ科

98.O剛a7"se"mz"L.Koch ･

明和町大淀．

15.CMidaeシボグモ科

99.血妨加〆Jz‘"αKaISCh

大紀町大内山栃古谷．

16.Agelanidac タナグモ科

100. 44ge伽α〃肋α如nlmen

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

101."℃〃α叩""w"L.Koch

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

17.Desidae ウシオグモ科

102.M城"""α加s妙な仏.Koch)

明和町大淀．

18.DicWnidaeハグモ科

103.Lα伽』s加伽臆Bla"wall

スジアカハシリグモ

イオウイロハシリグモ

ササグモ

シボグモ

クサグモ

コクサグモ

クロガケジグモ

カレハグモ
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玉城町山神，大紀町大内山栃古谷．

104.LM)lssexocz""SeoetSolm ムツメカレハグモ

玉城町山神，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

19.AmaurObidaeガケジグモ科

105.Asmcoe"ren加sMOsMs(L.Koch) シモフリヤチグモ

明和町大淀．

106.Qe""""(Kmnatsu) ホラズミヤチグそ

大紀町大内山南亦山．

107.｡eわ郷J"g加況"噸Nishikawa 力ミガタヤチグモ

津市白山町福田山布引峠下峠下．

108.Zbgecoeわ畑coJzMtsCos.etSr.） ヤマヤチグモ

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，津市白山剛| |口．

20.Mtlrgidae ツチフクログモ科

109.助加I"z"""z""C"腕Bos.etSk ヤサコマチグモ

大紀町大内山栃古谷．

21.Anyphaa1idae イヅツグモ科

110． 44"〃肋e"α仰"JKarsd' ｲブﾂグﾓ

玉城町山神，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山上出，津

市白山町川口．

22.d曲ionidae フクログモ科

111.uめ伽α伽αe"鍼sHayashi イナフクログモ

大紀町大内山栃古谷．

112.α肋伽α〃cz"'"Karsd') ヤハズフクログモ

明和町大淀，大紀町大内山南亦山，津市白山町福田山上出‘

113.励めjO"α彫"αBos.etSr. トビイロフクログモ

大紀町大内山栃古谷．

114.α"bjO"αvMKarsCh ムナアカフクログモ

玉城町山神．

115.di"O"α〕"Z厚加加"Hayashi ヤギヌマフクログモ

玉城町山神，大紀町大内山栃古谷．

23.C(血皿daeネコグモ科

116.乃nme伽卿ﾌmWcMsB".et肋． ネコグモ

玉城町山神，多気町丹生，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山上出，津市白山町

川口．

24.Spamssidae アシダカグモ科
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117.戯"叩o‘わんﾉ叩α麺(Ka'sd') コアシダカグモ

玉城町山神，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山上出．

25.PModmmidaeエピグモ科

118.助吻‘加加"sqz"7co"MsL.Koch キンイロエビグモ

明和町大淀，津市白山町福田山上出、

119.P〃肋‘加腕抵池賊加S.Sa伽 キエピグモ

大紀町大内山南亦山．

120.〃伽‘伽"@"ss"6""℃oMBos.etSr. アサヒエビグモ

明和町大淀，玉城町山神，多気町丹生，大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，

津市白山町福田山布引峠下，津市白山町福田山上出

121.肋”"”加加ace"sSimon ヤドカリグモ

明和町大淀

122.2坊e肋s"eMs(L.Koch) シヤコグモ

大紀町大内山南亦山．

26.Thomigidaeカニグモ科

123.町αgas幼血腫O.P.-Camlxidge コハナグモ

玉城町山神,大紀町大内山南亦山,大紀町大内山栃古谷,津市白山町福田山布引峠下，

津市白山町福田山上出，津市白山剛ll口．

124.lW花畑CO'℃"α"(Grub句 アマギエピスグモ

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山上出、

125.Mec叩〃e"""""(Ono) クマダハナグモ

津市白山町福田山上出、

126.AA""だ"叩，師C岬ﾌ城z"(FalXicius) ハナグモ

大紀町大内山南亦山．

127.Opmres"")esL.Kodn ワカバグモ

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷，津市白山町福田山布引峠下，津市白山町

福田山上出，津市白山町川口．

128.S"@""@qch施伽jOno チクニエピスグモ

大紀町大内山南亦山．

129.Z加"秘s〃"@owsPaik セマルトラフカニグモ

津市白山町福田山上出、

27.Salticidaeハエトリグモ科

130.Q加狗OMEW測加gm"""α(Latreine) ネコハエトリ

明和町大淀．

131.Ew"℃畑α必α伽LKoch) マミジロハエトリ
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明和町大淀，大紀町大内山南亦山，

132､MFwoc〃伽s加型上""(Kishida)

大紀町大内山栃古谷．

133.I泥"ci""震""""BMdethos.

大紀町大内山栃古谷．

134.Lα峡ねα""ShnOn

大紀町大内山栃古谷．

135.A〃"7α"C畑e允7ﾂ"加加(DeGea)

大紀町大内山南亦山．

136.A〃7""加加e"feJwIMemsBos.etSr.

大紀町大内山栃古谷．

ウデブトハエトリ

ジャバラノ、エトリ

エキスハエトリ

タイリクアリグモ

ヤサアリグモ

大紀町大内山栃古谷．

137.M"伽α庇z""e〃ﾌo"抑Karsdn)

玉城町山神．

138.P"cMz&scmssy7"(Karsch)

玉城町山神．

139.助加花肋α7℃"伽わi"Gm"

大紀町大内山栃古谷．

140.Ph加彪肋"β"℃j伽e"(Bos.etStr.）

大紀町大内山栃古谷．

141.PEx卿）o娩函α"""幼e"(S.Saito)

津市白山町福田山上出、

142.P雌艸O"左s"e"画侭arsch)

大紀町大内山栃古谷．

143.Pm卿ﾌ"se"asKaIsch

明和町大淀．

144.肋"e"""KaIsdn)

大紀町大内山南亦山．

145.Rﾙ“eα必辱QC.L.Kodl

大紀町大内山栃古谷．

146.邸"""γ〃/加侶os.etStr.)

大紀町大内山南亦山．

147.Me河加加肋加αK"Lgunov

大紀町大内山栃古谷．

148.S"'CgelizZsgg切沈""jSSirand

大紀町大内山栃古谷．

アリグモ

アシブトハエトリ

マガネアサヒハエトリ

キアシハエトリ

マダラスジハエトリ

デーニッツハエトリ

１
１

ミスジハエトリ

カラスハエトリ

ヒメカラスハエトリ

キレワハエトリ

コミナミツヤハエトリ

アメイロハエトリ
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149.乃如ぞJzz Z7TWmmSchenkel

大紀町大内山南亦山．

150.rtM望加"､αe肋s耐α""(Gmub｡

大紀町大内山南亦山，大紀町大内山栃古谷．

ヒメスジハエトリ

ウススジハエトリ

以上27科150種を記録した．

各地点の記録集数は大淀19種，山神38種，丹生11種，南亦山56種，栃古谷79種，布引峠下13

種，上出31種，川口25種であった．

次の種が採集記録地点の少ない種としてあげられた．

52.カントウヒゲヌカグモ 2地点目

74．クマダギンナガゴミグモ 2地点目三重県産クモ類目録COO3)に記録漏れで，谷川

氏が大台町（旧宮川村）大杉谷で記録している．

128.チクニエピスグモ 4地点目

参考文献

TanikawaAkio(1992).ARevisinalStumroftheJapaneseSpid"ofGemmsqclbsqMenge

(Araneae:Araneidac).Actaarachnol.,41(1):11-85.

三重クモ談話会(2003).三重県産クモ類目録．三重クモ談話会1-63.

(目録熊田憲一）
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編集後記

合併号でごまかすのではなく，何とか年1回の発行は維持したいと思っています．

前回は大幅遅れの発行でしたが，県外会員の方の協力もいただきながら，県内会員は，同
定や採集会の記録， 目録まとめ，報文作成にと忙しい中を頑張っていただいたお陰で随分と

期日を回復し，やや遅れたものの無事発行となりました，次回は，予定どおりに年度末発行
にしたいと思いますので，積極的に投稿をお願いします．

しのびぐも 第32号 2006年8月10日発行

編集者橋本理市，貝發憲治

発行者橋本理市

発行所三重クモ談話会

(本部） 516-0021三重県伊勢市朝熊町1510-5

橋本理市方0596-24-4562

(事務局） 515-0087三重県松阪市萌木町7-4

貝發憲治一方0598-29-6427
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