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2013年三重県RDB調査採集において採集されたクモ

鈴鹿・伊賀編

熊田憲一※】 ， 貝發憲治※2

三重県RDB改訂作業においての合同調査が2013年度に4地域において実施され，各

地域で確認されたRDB対象種は改訂作業の資料として部会に報告された． 同時に採集さ

れた三重県新記録種を含む多くの種については， その資料性から会の採集会報告とは別に

報告することとなった． なお，調査対象地域の熊野市紀和町地域に関しては，三重自然誌

の会が紀和町の調査を行っており，報告をそちらに集中させることになったため，今回は

下記鈴鹿・伊賀の3地域に限っての報告となった．今回の報告に当たり目録の集計作成を

担当していただいた塩崎哲哉氏にお礼申し上げる．

採集年月日，採集地点，緯度経度（世界測地系） ，標高は次のとおりである． 目録中で

は採集地点は（ ）内のように略記した． また，緯度経度と標高は採集地点のおおよその

中間点で示している．

2013年8月26日 四日市市楠町吉崎吉崎海岸（吉崎海岸）

経度緯度: 34｡ 55/ 28" , 136． 38ノ 47" ,標高: 3m

2013年8月26日 四日市市鈴鹿川支流河口 （支流河口）

経度緯度： 34． 54' 26〃 ， 136． 38ノ 44〃 ，標高: 3m

2013年8月26日 四日市市鈴鹿川本流河口 （本流河口）

経度緯度： 34． 56ノ 00" , 136｡ 38/ 33" ,標高: 1.5m

2013年8月31日 伊賀市法花（法花）

経度緯度： 34． 44/ 37" , 136｡ 4ノ 20" ,標高: 260m

2013年9月7日 伊賀市槇山滝谷池周辺（滝谷池）

経度緯度： 34． 52ノ 52" , 136｡ 7/ 4" ,標高: 271.3m

2013年9月7日 伊賀市槇山真木山神社（真木山神社）

経度緯度： 34． 52ノ 34" , 136｡ 8/ 23" ,標高: 224m

科名，学名，和名とその配列は，谷川（2013）による「日本産クモ類目録Ver.2013R1」

によった．データは採集地点略記，採集年月日，採集個体数と性齢，採集同定者名の

※！ 〒514-2221 三重県津市高野尾町5010ヤマギシズム豊里実顕地

※2〒515-0087三重県松阪市萌木町7-4
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順に記した． RDB対象種には和名の後に＊を付した．性齢については，次の記号で表し

た．

F:早成体, f :早幼体,M: c詞成体，

E:卵のう, N:住居

m： c夙幼体, y :雌雄不明幼体，

目 録

Atypidaeジグモ科

的んmmajaS奄刀ajaKarschl879 ワスレナグモ＊

吉崎海岸, 2013.8.26, 1y熊田．

Ctenizidae トタテグモ科

nofhe上丘召鯛zZa(D6mtzl887) キノボリトタテグモ＊

真木山神社， 2013.9.7, 1N貝發．

Pholcidaeユウレイグモ科

野強α上uscIWﾌ"bomnsB6senberg&Strandl906ユウレイグモ

法花, 2013.8.31, 1y貝發, 1f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1f熊田．

Segestriidaeエンマグモ科

A五日伽a"tez濁施Karschl881 ミヤグモ

真木山神社, 2013.9.7, 1F2y熊田．

Oonopidae タマゴグモ科

CMnasomoWhacajaph超ctaKarschl881 グﾆグﾓ

滝谷池, 2013.9.7, 1F熊田．

Or℃heskmasangumeaOil955アカハネグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1f熊田．

Mimetidaeセンショウグモ科

AzIs血汐んzmme"sﾉｮPombus(Uyemural938) ハラビロセンシヨウグモ

滝谷池， 2013.9.7, 2f熊田．

勘WapombaB6senberg&Strandl906センシヨウグモ

法花, 2013.8.31, 1f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1f熊田．

Oecobiidaeチリグモ科

["℃cZeacompaCkilisL.Kochl878 ヒラタグモ

真木山神社， 2013.9.7, 1F1f熊田．

Uloboridae ウズグモ科

鮒?ﾌ伽jesa""JSB6senberg&Strandl906オウギグモ

法花, 2013.8.31, 1F熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1m2F熊田．

A独自gzammqpesonenjaZZsB6senberg&Strandl906マネキグモ
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法花, 2013.8.31, 4y貝發, 4f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 2fl3y熊田．

"jono加昼y加広iks(B6senberg&Strandl906) カタハリウズグモ

法花, 2013.8.31, 1f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1f熊田．

amnobavazians(B6senberg&Strandl906) ヤマウズグモ

滝谷池， 2013.9.7, 1F4f熊田．

Theridiidae ヒメグモ科

A"ebsimusczass*うes(B6senberg&Strandl906) アシブトヒメグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 1ml3f熊田；本流河口, 2013.8.26, 1M熊田．

Azgyzm(tsbona(ta(Karschl881) シロカネイソウロウグモ

法花, 2013.8.31, 2y貝發, 3M2F1f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1F2y熊田．

AzWzz℃血sqyzZm(た召如sThorelll898 ﾄビジﾛｲｿｳロウグモ

法花, 2013.8.31, 1f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1F熊田．

Az獅屑2℃昨s血mafMChida&Tanikawal999チリイソウロウグモ

法花, 2013.8.31, 1E貝發, 2F3y熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1F熊田．

J4nam"esqyzZm(h℃gasjer(Simonl888) オナガグモ

法花, 2013.8.31, 2y貝發,3f熊田；滝谷池,2013.9.7, 2m4f熊田；真木山神社,2013.9.7, 1y

貝發, 1f熊田．

肋2℃sわめess口吻肋おs(B6senberg&Strandl906) ヨツコブヒメグモ

法花, 2013.8.31, 1y貝發．

C猫〃"azW"℃〔通危rzzzis(Yaginumal952) オダカグモ

法花， 2013.8.31, 1F1E貝發；真木山神社, 2013.9.7, 1F貝發．

"zyssoscmti肋ns(Thorenl895) コガネヒメグモ

滝谷池, 2013.9.7, 2f熊田．

助お伽JSafmsB6senberg&Strandl906 ヒシガタグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1f熊田．

j"netacau(迩危rra(D6nitz&Strandl906) ハラナガヒシガタグモ

法花, 2013.8.31, 1y貝發．

八店o叩in"arusfiJr(B6senberg&Strandl906) フタオイソウロウグモ

法花， 2013.8.31, 3y貝發, 1fly熊田．

〃it五scuzasu"a"ns(B6senberg&Strandl906) ハイイロヒメグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 1F熊田；支流河口, 2013.8.26, 1y熊田；真木山神社, 2013.9.7, 3y

貝發, 1f熊田．

肋廼s館a加吻asm"ba(B6senberg&Strandl906) キヒメグモ

法花, 2013.8.31, 1F貝發．

〃麺s彪a加吻cz2比jvaza(B6senberg&Strandl906) カグヤヒメグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1y熊田；真木山神社, 2013.9.7, 2f熊田．

肋頚sjea加曲Japomba(B6senberg&Strandl906) ニホンヒメグモ
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法花,2013.8.31, 1Fly貝發,4F1y熊田；滝谷池,2013.9.7, 1F熊田；真

1F熊田．

肋塑Sjea加吻幼mpZz汐nsis(B6senberg&Strandl906) コンピラヒメグモ

法花, 2013.8.31, 1F熊田．

助塑sjea如吻tepi"ziOr"m(C.L.Kochl841) オオヒメグモ

真木山神社, 2013.9.7, 1f熊田．

ffomncithapih山(Karschl879) ツクネグモ

法花, 2013.8.31, 1F熊田．

勘y℃osoma"w'omazgina"m(B6senberg&Strandl906) キベリミジングモ

;真木山神社，2013.9.7,

法花, 2013.8.31, 1m貝發, 1m熊田．

勘ycosomaﾉ臼pomCzzzzz(Yoshidal985) ヤマトミジングモ

滝谷池， 2013.9.7, 1m熊田．

肋y℃osomamustelinum(Simonl889) カニミジングモ

法花, 2013.8.31, 1m貝發；滝谷池, 2013.9.7, 1M2mlF1f熊田

剛)℃osomangrnmacu均如m(YOshidal987) クロホシミジングモ

法花, 2013.8.31, 1F熊田．

Rhomp加ea必〃臼砲(Zhu&Songl991) 上ケナガヤリグモ

法花, 2013.8.31, 1F熊田．

Rhomphaeasagana(D6mtz&Strandl906) ヤリグモ

法花, 2013.8.31, 2y貝發；滝谷池, 2013.9.7, 1m3f熊田．

母ﾌhempjSMamebnosomaYaginumal957 クロマルイソウロウグモ

真木山神社， 2013.9.7, 1F熊田．

SZeajo"cingzI血頗価horenl890) ハンケツオスナキグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1f熊田．

鰯A印'uschikunZi(Yaginumal960) バラギヒメグモ

法花, 2013.8.31, 3f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 4f熊田．

乃kayus"t肋如s(Yaginumal960) ヒロハヒメグモ

滝谷池, 2013.9.7, 2f熊田．

yaginumenacaskzWa(B6senberg&Strandl906) ボカシミジングモ

法花, 2013.8.31, 1M1y貝發．

yimohame的〃画ba(Walckenaerl842) シモフリヒメグモ

法花, 2013.8.31, 1F貝發．

Pimoidae ピモサラグモ科

I脆血な没u加aconmz"es(Karschl881) アシヨレグモ

真木山神社, 2013.9.7, 1f熊田．

Linyphiidaeサラグモ科

､わんcephahtたssaga""s(B6senberg&Strandl906) ハラジロムナごハラジロムナキグモ

‐24－



真木山神社， 2013.9.7, 3y貝發．

mztefcaz浸吻加〔肋]gensiSPaikl983 コウライホテイヌカグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1F熊田．

G"afhonazizmzexsibca"zzz(B6senberg&Strandl906) ニセアカムネグモ

吉崎海岸， 2013.8.26, 1F熊田．

GnaMonamJmgrbberumOil960セムシアカムネグモ

支流河口, 2013.8.26, 1m5F熊田．

f取加ha加esgmamimbom(Sundevanl830) クロナンキングモ

真木山神社, 2013.9.7, 2F1y貝發．

八店画eneﾉ匂pmba(Oil960) ツリサラグモ

滝谷池， 2013.9.7, 1mlf熊田．

人尼zrenebng*)e(た肋(B6senberg&Strandl906) アシナガサラグモ

法花, 2013.8.31, 1F貝發, 1F熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1F熊田．

八尼zrenemgWecjoziS(Oil960) ムネグロサラグモ

法花, 2013.8.31, 1m2F熊田；滝谷池, 2013.9.7, 2F熊田．

〃z均叩Qmma"araense(Oil960) ナラヌカグモ

法花, 2013.8.31, 1F貝發．

nmmphiaJ'zmohamensrS(B6senberg&Strandl906) ユノハマサラグモ

法花, 2013.8.31, 1y貝發；滝谷池, 2013.9.7, 1fl8y熊田．

["77memjamsec"b日ps(B6senberg&Strandl906) セスジアカムネグモ

支流河口, 2013.8.26, 1M熊田．

Tetragnathidaeアシナガグモ科

LeucaugesubgemmeaB6senberg&Strandl906キララシロカネグモ

法花, 2013.8.31, 1F貝發, 1F熊田．

〃bnQgZzaOrnajaChikunil955キンヨウグモ

法花, 2013.8.31, 2f熊田．

〃b"2℃姉u肋tたsYaginumal958ヤマジドヨウグモ

滝谷池, 2013.9.7, 2M7F熊田．

〃e"ucaug色kompZz℃"siS(B6senberg&Strandl906) タニマノドヨウグモ

滝谷池， 2013.9.7, 4f4y熊田．

"ch贈刀afha9uadmzzacujafa(B6senberg&Strandl906) ヨツボシヒメアシナガグモ

吉崎海岸， 2013.8.26, 1F熊田．

恥な没g刀afhaca"【此zzZa(Karschl879) トガリアシナガグモ

支流河口, 2013.8.26, 1F熊田；真木山神社, 2013.9.7, 6F熊田．

姥放ragnathaextensa(Lmnaeusl758) ハラピロアシナガグモ

法花, 2013.8.31, 1F熊田．

TbtragnafhamaxZZbsaThorenl895ヤサガタアシナガグモ
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滝谷池, 2013.9.7, 1M5F熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1M2F4f熊田．

叱広z汐g刀Mhapmibo必L・Kochl870 ミドリアシナガグモ

法花, 2013.8.31, 1F熊田．

兜血召gxzaMapzae"maL・Kochl878アシナガグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 1f熊田；支流河口, 2013.8.26, 2m3f熊田；法花, 2013.8.31, 1F1y

貝發；滝谷池, 2013.9.7, 1F3y熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1F3y貝發．

兜な召gZ.athas9uanZajaKarschl879 ウロコアシナガグモ

吉崎海岸， 2013.8.26, 1f熊田．

Nephilidae ジョロウグモ科

MphibC"vataL.Kochl878ジヨロウグモ

本流河口， 2013.8.26, 1f熊田；法花, 2013.8.31, 5F2M貝發, 1M2m2f熊田；滝谷池，

2013.9.7, 5M熊田．

Araneidae コガネグモ科

Acusikscoα血eusSimonl895ハツリグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1f熊田．

Aza"eusacusiSe"sZhu&Songl994オオクマヤミイロオニグモ

滝谷池, 2013.9.7, 6f熊田．

Amaneusa/UsmodiB6senberg&Strandl906 ヌサオニグモ

法花， 2013.8.31, 2y貝發, 2y熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1y貝發．

a4z没neuspemagmamzmbus(Karschl879) アオオニグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1f熊田．

Az寝neustsurusakiiTanikawa2001 カラオニグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 12ml2f熊田．

Aza"eusven随bos"s(L.Kochl878) オニグモ＊

支流河口, 2013.8.26, 1F1f熊田．

AzgqpeamoenaL.Kochl878 コガネグモ＊

支流河口, 2013.8.26, 3y熊田；法花, 2013.8.31, 4f3y熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1xp1LfM』H, zuLD･a･Zb, 5y鵤国；睦化, ZU15.5.31, 4tay熊出；具木山神社, 2013.9.7, 1Fly

熊田．

z4zgrbpehruez肋℃"(Scopohl772) ナガコガネグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 1F熊田；支流河口, 2013.8.26, 1F熊田；本流河口, 2013.8.26, 1M

熊田；法花， 2013.8.31, 3f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1F貝發, 1F熊田．

AzgrUpezzzmmaKarschl879 コガタコガネグモ

法花, 2013.8.31, 1F1E9y貝發．

〔加わsaaz習巴meOa"aB6senberg&Strandl906ギンメツキゴミグモ

法花, 2013.8.31, 1y貝發；滝谷池, 2013.9.7, 4F1fly熊田；真木山神社, 2013.9.7, 3F

熊田．

の'りんsamoI油bO"B6senberg&Strandl906ヤマゴミグモ
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法花, 2013.8.31, 1F貝發．

の囮わSaoC加如bez℃u必頗Karschl879 ゴミグモ

法花,2013.8.31, 1F1y貝發, 1F1f熊田；滝谷池,2013.9.7, 1f熊田；真木山神社,2013.9.7, 1y

貝發, 1F1f熊田．

のひわsaomo"agaTanikawal992シマゴミグモ

法花, 2013.8.31, 1F熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1m熊田．

C〃りん"se*cujataKarschl879 ヨツデゴミグモ

法花, 2013.8.31, 2f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 3mlf熊田．

の'ひわsavaZMaKeyserhngl886マルゴミグモ＊

法花, 2013.8.31, 1F貝發, 6F1f熊田．

m2わ砿Zxiapse""centm(ts(B6senberg&Strandl906) トガリオニグモ

法花, 2013.8.31, 1f貝發, 1f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1M1fly熊田．

LazimaazgibpZfzzzzisB6senberg&Strandl906 コガネグモダマシ

支流河口, 2013.8.26, 2f熊田．

Larim倣たscom""s(Clerckl757) ナカムラオニグモ

真木山神社, 2013.9.7, 1f熊田．

Mosconaa〔吻刀"(Walckenaerl802) ドヨウオニグモ＊

本流河口, 2013.8.26, 1M熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1M貝發, 1M2F3f熊田

M"Conamehreei(Simonl895) ワキグロサツマノミダマシ

法花， 2013.8.31, 1F貝發, 2M2F熊田．

恥Ggcoz]ana画"ba(L・Kochl875) イエオニグモ

本流河口, 2013.8.26, 1m熊田．

Ozr轌冴mJs加bsoni(O・P.･Cambridgel877) マメイタイセキグモ＊

法花, 2013.8.31, 1F貝發．

M"as如吻e(Strandl917) サガオニグモ

滝谷池, 2013.9.7, 3f熊田．

肋ﾉ肺ZZmpZtfusC.L.Kochl843ケホウグモ

法花， 2013.8.31, 3f熊田．

IZginzzzmasia(Strandl906) ズグロオニグモ

支流河口, 2013.8.26, 1f熊田．

Lycosidae コモリグモ科

坦yco""efstiSL.Kochl878ハラクロコモリグモ

滝谷池， 2013.9.7, 2f熊田．

"zWsaagmaziaTanakal985 イナダハリゲコモリグモ

法花, 2013.8.31, 3f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 3f熊田；真木山神社, 2013.9.7,

〃zWsaasな窄己rraL.Kochl878 ウヅキコモリグモ

吉崎海岸,2013.8.26, 1M熊田；支流河口,2013.8.26,8M1m7F7f熊田；本流河口，;本流河口，

1F1f熊田

2013.8.26,
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9M7F4f熊田．

〃zてわsahe(ZmSchenkell936カラコモリグモ （三重県新記録）

滝谷池, 2013.9.7, 2F熊田．

"Itbsapseu(bannz吻必(B6senberg&Strandl906) キクヅキコモリグモ

本流河口, 2013.8.26, 1f熊田；法花, 2013.8.31, 2m2F1fly熊田．

Hzatas"bpZz召飾us(B6senberg&Strandl906) キバラコモリグモ

法花, 2013.8.31, 1F熊田；真木山神社, 2013.9.7, 2y貝發．

Hzambcfz℃"(B6senberg&Strandl906) クラークコモリグモ

法花, 2013.8.31, 1F3f熊田．

Pisauridaeキシダグモ科

助ねmeftszaptoz･B6senberg&Strandl906アオグロハシリグモ

滝谷池, 2013.9.7, 6y熊田．

助わme"s"鯛nzISB6senberg&Strandl906スジブトハシリグモ

法花, 2013.8.31, 3f6y熊田．

助わmettssi/Wbo"Tanikawa&Miyashita2008スジアカハシリグモ

法花, 2013.8.31, 3y貝發．

助わme"ssulf"℃zIsL.Kochl878イオウイロハシリグモ

支流河口,2013.8.26, 1y熊田；法花,2013.8.31, 1y貝發, 1fly熊田；真木山神社,2013.9.7,

5y貝發．

BBauz洩必maB6senberg&Strandl906アズマキシダグモ

支流河口, 2013.8.26, 1y熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1y貝發．

Oxyopidaeササグモ科

OXyqpesserja"sL.Kochl878ササグモ

法花, 2013.8.31, 1y貝發, 1f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 2f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 4y

貝發, 12f熊田．

Ctemdaeシボグモ科

Anahita*ImaKarschl879シボグモ

法花， 2013.8.31 ；滝谷池, 2013.9.7, 2f2y熊田．

Agelemdae タナグモ科

A肋g巴上naqpz』ん"ja(L.Kochl878) コクサグモ

支流河口, 2013.8.26, 4m2f熊田；本流河口, 2013.8.26, 2f熊田；法花, 2013.8.31, 2flm

貝發, 2m2f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 3M3F1f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1F1Mly貝發．

恥9℃coebrescozasiこたs(B6senberg&Strandl906) ヤマヤチグモ

法花, 2013.8.31, 2f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 3m4fly熊田．

?も9℃COemteS.yOgOensisNishikawa2009 ヨゴヤマヤチグモ

滝谷池, 2013.9.7, 3f熊田．

Desidae ウシオグモ科
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BadUm"ainSgmS(L.Kochl872) クロガケジグモ

支流河口, 2013.8.26, 1f熊田．

Miturgidae ツチフクログモ科

meZzacan幼j"meu飾幼aB6senberg&Strandl906 アシナガコマチグモ

法花， 2013.8.31, 1y貝發．

"eZzaca"MizJzzzJapombzzzzzB6senberg&Strandl906 カバキコマチグモ

支流河口， 2013.8.26, 11y熊田．

meizacanfhizzznumbzzzzzB6senberg&Strandl906ヤサコマチグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 3F1E熊田

2℃c加"pzatibom(B6senberg&Strandl906) イタチグモ

法花, 2013.8.31, 3y貝發．

Clubiomdae フクログモ科

duhima(ねた施xO・P.･Cambridgel885マダラフクログモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 1M熊田；支流河口, 2013.8.26, 2M1F2f熊田；本流河口, 2013.8.26,

1M1F1f熊田．

quhiOnaﾉapomboj白B6senberg&Strandl906ハマキフクログモ

支流河口， 2013.8.26, 1m2F5f熊田．

CYuhibnajiJczz""(Karschl879) ヤハズフクログモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 3f熊田．

αu〃ひnakuzZf"sisB6senberg&Strandl906 ヒメフクログモ

真木山神社, 2013.9.7, 1F貝發, 1F1f熊田．

Corinnidaeネコグモ科

OjacZZiakomzzzai(Yaginumal952) コムラウラシマグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1f熊田．

ThachemsapombasB6senberg&Strandl906ネコグモ

支流河口, 2013.8.26, 1f熊田；法花, 2013.8.31, 6y貝發, 4f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 12f

熊田．

Gnaphosidae ワシグモ科

Gnaphos日肋mpZz℃"sisB6senberg&Strandl906 メキリグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1F熊田．

"わ妬saaia"bzJs(B6senberg&Strandl906) クロチヤケムリグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1M2F1f熊田．

Sparassidaeアシダカグモ科

&nqpo虚わ2℃なうaja(Karschl881) コアシダカグモ

滝谷池, 2013.9.7, 5f熊田．

筋e上tibqpZsseveza(L.Kochl875) カマスグモ＊

滝谷池, 2013.9.7, 1f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1f熊田．
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Phnodromidaeエピグモ科

助肋〔力℃musazmbomzIsL.Kochl878 キンイロエビグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 5f熊田．

助ibdmmus"imZazSZsSimonl895 キハダエビグモ

真木山神社, 2013.9.7, 1y貝發．

助えん〔力℃mussubazzz泡oIZIsB6senberg&Strandl906アサヒエビグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 2y熊田；本流河口, 2013.8.26, 7f熊田；法花, 2013.8.31, 2y

貝發；滝谷池， 2013.9.7, 2y貝發, 1f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 4y貝發．

ZZa"a伽smimaceusSimonl880ヤドカリグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 2M熊田；支流河口, 2013.8.26, 1F1f熊田．

ZZa"a"s"卿ﾌombzJsYaginumal969ヤマトヤドカリグモ

真木山神社， 2013.9.7, 3f熊田．

Z砧e"zzsapombasEfmikl999シヤコグモ

法花, 2013.8.31, 1y貝發, 2fly熊田．

Thomisidae カニグモ科

〃iaeasub(わわO・P.･Cambridgel885 コハナグモ

滝谷池, 2013.9.7, 3y貝發, 1f熊田．

Ezenng曲とzzzzza"i(Onol985) クマダハナグモ

法花， 2013.8.31, 4y貝發, 1m3f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 2m4y貝發, 1f熊田．

助z泊chteZmmbu"t*ja(Fabriciusl775) ハナグモ

吉崎海岸,2013.8.26, 7f熊田；支流河口, 2013.8.26, 1M1m22f熊田；本流河口, 2013.8.26,

1F1f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 4f熊田．

OWtaZesma"esL.Kochl878 ワカバグモ

法花, 2013.8.31, 1y貝發, 1f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1y貝發, 1f熊田；真木山神社，

2013.9.7, 1y貝發, 2f熊田．

MzZWzazachneねぬiTikunil955 カトウツケオグモ＊

法花, 2013.8.31, 1M熊田．

Hg""sapombasKarschl879ガザミグモ

滝谷池, 2013.9.7, 1y貝發．

筋αmおus"beAc"sKarschl881 アズチグモ

支流河口, 2013.8.26, 1M熊田；本流河口, 2013.8.26, 1M熊田．

Zizzaz･"spを巳z･(Walckenaerl802) トラフカニグモ

法花, 2013.8.31, 2y貝發, 4f熊田．

"刀az･usmzzosusPaikl973セマルトラフカニグモ

法花， 2013.8.31, 1y熊田；滝谷池, 2013.9.7, 2y貝發, 1y熊田．

〃s"bzJsな没"svemsomacu""sB6senberg&Strandl906 ヨコフカニグモ

吉崎海岸, 2013.8.26, 1F熊田；支流河口, 2013.8.26, 1F熊田．
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Salticidaeハエトリグモ科

4siEnelﾉUsfs"vzJs(L.Kochl834) ヤマジハエトリ

支流河口, 2013.8.26, 6f熊田．

"zzho"sx召刀妨qgzamma(Latremel819) ネコハエトリ

吉崎海岸, 2013.8.26, 8f熊田；支流河口, 2013.8.26, 12f熊田；本流河口, 2013.8.26, 12f

熊田；法花,2013.8.31, 1f貝發,7f熊田；滝谷池,2013.9.7,5y貝發；真木山神社,2013.9.7,

2y貝發．

M'az℃haa"azia(L.Kochl878) マミジロハエトリ

法花, 2013.8.31, 1F1Mly貝發, 1F3fly熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1y貝發, 1mlF3f熊田．

m'amba*wi日"Seol992マミクロハエトリ

支流河口, 2013.8.26, 1mlF熊田；本流河口, 2013.8.26, 1mlFJf熊田；真木山神社，

2013.9.7, 3M2m3f熊田．

H肱Aahimeshimensis(D6mtz&Strandl906) イソハエトリ

吉崎海岸, 2013.8.26, 1mlF2f熊田．

HMbiuschikumi(Logunov&Marusikl999) チクニハエトリ

吉崎海岸， 2013.8.26, 3F熊田；支流河口, 2013.8.26, 2F1f熊田．

mli℃izJs""n由没如s(Karschl879) コジヤバラハエトリ

法花, 2013.8.31, 1f熊田．

MAMJsyaginzzzzzaiBohdanowicz&Pr6szyiski l987ジヤバラハエトリ

滝谷池, 2013.9.7, 1mlF熊田．

艶ZmhanusZmeivenmsSimonl868 ﾀｶﾉﾊｴﾄﾘ

吉崎海岸, 2013.8.26, 1F8fly熊田．

〃召zpissamZZLzi(Peckham&Peckhaml894) オオハエトリ

真木山神社, 2013.9.7, 1F熊田．

〃淘靱〕jasapzzZ"(Karschl879) ヨダンハエトリ

法花, 2013.8.31, 1f熊田．

Mbn(bzacanesmmi(NinnimCanestrim&Pavesil868) オスクロハエトリ

吉崎海岸， 2013.8.26, 1M熊田；支流河口, 2013.8.26, 3F熊田；本流河口, 2013.8.26, 2f

熊田．

〃色nmzaebn鯛胞(Karschl879) ヤハズハエトリ

支流河口, 2013.8.26, 1F8f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1M1f熊田．

Mbnemez･usfizIv'zIs(L.Kochl878) シラヒケハエトリ

吉崎海岸, 2013.8.26, 3M1mlf熊田．

j〃mzazech"efzzmbazia(DeGeerl778) タイリクアリグモ

真木山神社, 2013.9.7, 1f熊田．

MzmzazachnemezzmbheZZsB6senberg&Strandl906ヤサアリグモ

法花, 2013.8.31, 3f3y熊田．
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』〃rmazach"ej匂pomba(Karschl879) アリグモ

滝谷池, 2013.9.7, 2Fly貝發, 2f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1F貝發．

肋n"ziusczassなうes(Karschl881) アシブトハエトリ

真木山神社, 2013.9.7, 1f熊田．

Minje1必ahnomzis(B6senberg&Strandl906) チヤイロアサヒハエトリ

滝谷池, 2013.9.7, 2f熊田．

Minte"hif"℃ZZmea(B6senberg&Strand.1906) キアシハエトリ

滝谷池, 2013.9.7, 2y貝發．

f強、彪肋ZZnea(Karschl879) メガネアサヒハエトリ

真木山神社, 2013.9.7, 1mlF2f熊田．

恥xmP蚊たs"enitzi(Karschl879) デーニッツハエトリ

法花, 2013.8.31, 1m3y貝發, 2m7f熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1F2M4y貝發, 1M3m4F8f

熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1y貝發, 2mlF熊田．

恥xmpusse"esKarschl879 ミスジハエトリ

支流河口, 2013.8.26, 1F熊田．

Rhenea&を巳ra(C.L.Kochl848) ヒメカラスハエトリ

法花， 2013.8.31, 1y貝發, 2F3fly熊田；滝谷池, 2013.9.7, 1F5y貝發, 1m4F5f2y熊田．

Rheneatz浸顛(Karschl881) カラスハエトリ

法花， 2013.8.31, 1y貝發．

‘戯とz･czWz℃usSimonl889アオオピハエトリ

吉崎海岸, 2013.8.26, 2f熊田；法花, 2013.8.31, 2y貝發, 1m2fZy熊田；滝谷池, 2013.9.7,

1F1f熊田；真木山神社, 2013.9.7, 1y貝發, 1m熊田．

今回28科166種を記録した．

RDB対象種はワスレナグモ， キノボリトタテグモ，オニグモ， コガネグモ，マルゴミ

グモ， ドヨウオニグモ，マメイタイセキグモ， カマスグモ， カトウツケオグモの9種を記
録した．

三重県新記録種としてカラコモリグモを記録した．
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しのびぐも NO.41,July,2014

沖縄探蛛行(2013.9.9～9.14)

塩崎哲哉※

三重クモ談話会と中部蜘蛛懇談会との合同合宿の折りであった．緒方さんから沖縄へ行

かないか， との誘いがあった．やんばるに的を絞って調査しようという．むろん異論があ

るはずもない．緒方さんと谷川さんのメールのやりとりで， キムラグモの採集ポイントを

確認し，地図に落としたり，エタノール等飛行機に乗せられないものを船便で送ったりの

準備をすませ， 出発前日，空港近くのホテルに向かって出発する．今回もまた，飛行機や

宿の手配を全て緒方さんにお世話になり，感謝であった．

9月9日

中部国際空港に着くと，緒方さんはすでに到着している．朝早くのバスで来たとのこと．

さっそく搭乗券を購入する．今回も全て緒方さんにお世話になりっぱなしである．予約番

号を機械に打ち込んでカチャカチャやると，搭乗券と荷物のタグが出てくる．機械に弱い

自分にとって， こういうことは得手が悪い．荷物を預け（今回はエタノールは入っていな

いので安心だ） ，搭乗デッキに移動する． しばらく待って，搭乗開始．緒方さんの計らい

で，二人とも窓側の席だ．志摩半島のリア

ス式海岸を見下ろしながら，紀伊半島の上

を飛ぶのを楽しみにしていたが，すぐに一

面の雲に覆われ，下が見えなくなってしま

う． こうなると起きていても仕方がないの

で， うつらうつらする，やがて気がつくと，

眼下に島影が見える． どの島だろうかなど

と見ていると，地図で見覚えのある海岸線

が見える．沖縄島北端の辺戸岬である． ま

ばらな雲のすき間から珊瑚礁の海などを見ばらな雲のすき間から珊瑚礁の海などを見 写真1 ． 沖縄本島最北端辺戸岬が見えた

ている内に， 那覇空港に着陸する．

荷物を受け取り， レンタカー会社のマイクロバスで営業所に向かう．すぐに手続きは済

むだろうと思っていたのが大間違い． 多くの客がおり，終了までに1時間余りもかかって

しまった． さて，今日は沖縄在住の名嘉さんと琉球大学風樹館の佐々木さんにヤマトウシ

オグモの生息する干潟を案内してもらうことになっている．風樹館に到着すると、玄関の

※〒519-5203三重県南牟婁郡御浜町下市木2338-1
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見学の後，佐々木さんの先導で干潟へ向

かう． ちょうど干潮のようで， 目の前に広

大な干潟が沖合まで広がっている． もっと

泥んこかと思っていたが，足下はしっかり

している．転石をめくりめくりしていると，

佐々木さんが，オキナワイソタナグモの網

があるという．見ると岩のくぼみに糸が張

り巡らされている． よく見ないと見つから

ないような糸である．残念ながら主の姿は

見えない．ヤマトウシオグモは巣穴をでて

俳個していることもあるというので，足下

にも気をつけながら，石をめくっていく．

と，佐々木さんから，ヤマトウシオグモが

いたとの声が．見ると，石のへこみにオブ

ラート状に幕が張られ， その中にひそんで

いる． このようにして，満潮時には水の侵

入を防いでいるのだろう． さっそく写真撮

影． そのようにして，何頭かのヤマトウシ影． そのようにして，何頭かのヤマトウシ

簿撫躍鍵

写真2．ヤマトウシオグモの生息する干潟にて

謹蕊蕊、 、
写真3．ヤマトウシオグモ

オグモを見つけることができた．名嘉さん

の奥さんが見つけるのがうまく，そのうちのいくつかは奥さんの発見であった． 名嘉さん

には14日にリュウキュウカヤシマグモの生息地を案内してもらうこととし, 3人と別れ，

一路， 国頭村安田の民宿を目指す．

沖縄自動車道を経て国道58号線を北に辿る．辺土名付近で，東シナ海に沈むきれいな夕

日を見る．新与那トンネルを抜けた先で県道2号線に入る. 19時過ぎようやく民宿さじに

到着．部屋は別棟になっており，一番奥の他より広い部屋を用意してくれていたのがあり

がたかった．船便で送った荷物も届いている． さっそく夕食をいただく．考えてみると，

今日は昼食を食べていない．緒方さんに至っては朝食も食べていないという．すでに先客

が一人食事をしている．普通なら半身であろう大きな煮魚が，一匹丸ごと付いている． ゴ

ーヤチャンプル， もずくの酢の物，刺身，みそ汁と， 大変なボリュームである． それにパ
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イナップルのデザートが付いている．残しては申し訳ないと， がんばって食べるが，お腹

がはち切れんばかりに．

部屋に戻って，今晩の調査計画を練る．辺野喜ダム方面を調査することに決定． 県道2

号線，林道奥与那線，林道辺野喜線を辿ってダムに向かう．途中，ヘッドライトの明かり

の中に，道路の真ん中にたたずむ烏の姿が． アマミヤマシギだという．緒方さんはさっそ

く写真撮影．辺野喜ダムにはたくさんの外灯がついている．駐車場に車を止め，ヤンバル

テナガコガネガ飛んできてはいないかなどと期待しながら付近を調査する．足下に大きな

カタツムリが這っているのに気づく． ヤンバルマイマイだろうか． あまり成果が見られな

いので，来た道を引き返す．ヘッドライトに照らされた路上に注目しながら， ゆっくりと

車を進める． と，大きな蛾がヘッドライトに向かって飛んでくる．車を停めて見ると，ヤ

ママユである． さらにその先，今度はヘビがいる． アカマタである． そしてハナサキガエ

ル．ジヤンプカのすごいカエルである．道路の真ん中にいても，ひと飛び，ふた飛びで薮

の中に飛び込んでしまう，道ばたにカエルが2匹いる．ホルストガエルだ．そして，出た！

ヒメハブだ．道路の真ん中をのっそりと這

っている．そんなこんなでなかなか行程が

はかどらない．安田の集落に帰り着いたの

はすでに0時をまわっている．宿の近くま

で来ると， フクギの梢が騒がしい．オオコ

ウモリだ． フクギの実を奪い合っているの

か，やかましく鳴き交わしながら，梢をゆ

らしている． そんなこんなで，宿に到着し

たのは0時半近かった． シャワーを浴び，

あらかじめ買っておいた， もうぬるくなっ

てしまった缶ビールで乾杯し，就寝する．

写真4．道路を横切るヒメハブ

9月10日

7時の朝食に間に合わせるために， 6時半すぎ起床．朝食もまたボリュームたっぷりで

ある．

さて，今日は辺戸岬を目指すこととし，その道すがら，谷川さんから聞いているキムラ

グモのポイントを尋ねることと，新たな生息地を見つけるべく出発する． まず，宿近くの

ポイントへ． ここはヤンバルキムラグモともう一種のキムラグモ（北端型）が混生してい

るという場所．路肩に車を停め，林道沿いに調査する，薮の中にはマングース捕獲用の罠

が仕掛けられている（この罠は， この後もあちらこちらで見かけた） ． コガネグモが居る．

非常にサイズが小さい． ミナミノシマゴミグモが網を張っている．ユウレイグモの仲間が

居る．緒方さんがヘリジロサラグモに似たサラグモを見つける．半円形に巻いた葉の上に

天幕を張ってひそんでいるのはチュラオニグモである．私にとって初めてのクモだ．写真

を撮り，採集しようとすると，すかさず下に飛び降りてしまう． こうなるともう見つけら
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れない．青色をしたきれいなトンボがいる． リュウキュウルリモントンボのようだ．林道

沿いのモウセンゴケの生えた崖地を丹念に見ながら行く．谷ﾉ| |さんが採集した痕だろうか，

掘った痕がたくさんある． （あとで聞くと、 ノグチゲラがこのクモを捕食することがある

そうで、もしかしたらその跡かもしれない） ．

やがて，緒方さんが巣穴をひとつ見つける．

掘り出してみると，赤っぽくて大きなクモ

だ， 先日の高知での日本蜘蛛学会の折りの

谷川さんの講演で，北端型はオキナワキム

ラグモよりも少し赤っぽくて少し大きい，

を頭に入れてきたので，すはっ，北端型か，

と思ったが， なんとトタテグモであった．

自分もひとつ掘り出したが， これもトタテ

グモ． ここではとうとうキムラグモは見つグモ． ここではとうとうキムラグモは見つ 写真5． トタテグモsp・

からずじまい．

駐車地に戻ると，足下を小さな卵のうをつけたコモリグモがちょろちょろしている．近

くに草地のある広場があるのでそちらに向かう．オオジョロウグモがいる． その網の中に

いる赤いクモはミナミノアカイソウロウグモだろう．広場にある建物の壁をハエトリグモ

の仲間が這っている．草むらにりっぱなナガマルコガネグモが網を張っている． なんとこ

のときは二人ともナガマルコガネグモの名前が出てこない.ナガコガネグモに似たやつで，

あれあれ・ ・ ・ ， と何とも情けない．枝先にアシナガグモがいる．一本の細い枝が網の中

心を通っており， クモはその枝にとまっている． こんな網の構造をどこかで読んだか聞い

たかしたな， と思いながらも，思い出せない．年はとりたくないものである． そんなこん

なで，およそ3時間半の調査を終え，次ぎに向かう． もうすでに12時半をまわっている．

この調子で辺戸岬へ行き着けるのだろうか．

県道70号線を北へ向かい，楚州の共同売店へ寄る． ヤンバルでは食堂というものは期待

できないので，腹の足しにと， ロールケーキとビスケットを購入する． さて，谷川さんか

ら聞いたポイントへ向かうべく林道楚州1号線へ入ろうとするが，工事中で進入禁止．や

むなく，県道を辿り，途中から林道伊江1号線，奥II号線を辿り再び県道に出て辺戸岬

を目指すこととする．林道脇に眼を配りな

がら，適当な崖地を探す．所々で車から降

りて確かめるが，土が硬かったり， 目の細

かい網がかぶせられていたりで， なかなか

いいところが見つからない．谷川さんのポ

イントで，緒方さんがようやく巣穴を見つ

ける．掘り出してみると， 間違いなくキム

ラグモである‘ ここは北端型がいると言う

ポイントなので， これが北端型なのだろう 写真6． キムラグモsp
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か．さらに巣穴を探していると，幼体のものであろう5mmほどの小さな巣穴を見つける．

と， その巣穴の扉を押し開けて中をうかがっている小さな蜂がいる．緒方さんを呼んで見

ていると，すっかり巣穴の中に入り込んでしまった．寄生蜂だろうということで，緒方さ

んに採集してもらう． さらにその先，何カ所か停まって調べてみるが，巣穴はなかなか見

つからない．県道に戻り，辺戸岬を目指す． 17時過ぎ， ようやく辺戸岬に到着する．

時間が遅いせいか，数組の観光客がいるのみ、若い女性のグループが楽しそうにしてい

る． 岬の先端に向かって歩いていく．道路脇の枯れ枝にハエトリグモを見つけ撮影する．

遊歩道を少しはずれると， そこは断崖である，岬全体が断崖となっているようだ．岬の突

端に大きな石碑が建っている． 見ると 「祖国復帰闘争碑」 とある． その下部に記されてい

る碑文には沖縄がこれまで経てきた苦渋の思いが綴られている。

沖合に連なって見える島影は伊平屋島・伊是名島だろうか．その右の方に見える島影は

与論島だろう． いつの間にか他の観光客の姿も見えなくなってしまった．県道70号線を辿

って帰路につく．途中楚州の集落を過ぎた辺りで，道路の上をヤンバルクイナが歩いてい

るのを見つける．すかさず路肩に車を停め観察する．危険を感じると， さっと薮の中に入

ったり，道路の側溝の中にもぐり込んだりする．が， しばらく待っているとまた出てくる．

緒方さんはさっそく写真撮影． 自分も女房から借りてきたコンパクトデジカメ （光学10倍

のズームがついている）を取り出すが，エアコンの冷気でレンズが冷えているためか，外

に出すとすぐにレンズが曇ってしまう．拭いては撮影しを繰り返すが，せっかくのシャッ

ターチャンスを逃してしまう．おまけにメモリーへの読み込みが遅くいらいらする． 同時

に3 ．4頭のヤンバルクイナが顔を出す．緒方さんによると全部で7頭いたとのこと． 夕

食の時間も迫っていたので，ひとしきり観察し， 民宿へ向かう．

夕食は，沖縄そばも付いており， またまた大変なボリュームである．食後， 中庭におか

れているテーブルで，宿のご主人，奥さんとしばし歓談する． この地方の祭りであるシヌ

グのこと，亀甲墓のことなど教えてもらう．亀甲墓の形は，女性が股を広げているようす

を表しているという． とすると，お骨を納めるところは女性の子宮を象徴しているのだろ

うか， などと想像する． ヤンバルクイナの保護の話しの中で，前回お世話になった， 当時

やんぱる野生動物保護センターへ勤めておられた澤志さんの話が出てきて驚く．ヤンバル

クイナの保護に関わって，澤志さんの果たした役割が大きいとのことだった．

部屋に戻って，今夜の調査地を相談する． 大国林道を辿って与那覇岳を目指すこととす

る．県道2号線から大国林道へ入って与那覇岳を目指す．ヘッドライトの明かりの先に目

をこらしながらゆっくりと林道を辿る． そして，生き物の姿を認めると停車して観察・撮

影．ハナサキガエルがいる． カタツムリの貝殻がごそごそと動いている．オカヤドカリの

仲間である．驚くと殻の中に引っ込んでしまい， なかなか出てこない． リュウキュウコノ

ハズクの声がする．撮影しようと構えるが，少し遠いようだ．沢があれば調査しようと話

しながら，沢音にも耳をすますが，肝心の沢音が聞こえない．谷すじを懐中電灯で照らし

てみるが，水が流れていない． こんな調子だからなかなか前に進まない． ようやく与那覇

岳の登山道に到着．かつて，沖縄蜘蛛学会の後，緒方さんと二人で調査した折り， この先
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の沢を調べたことを思い出し，先へ進む． そして， ようやく水の流れている沢を発見．長

靴に履き替え沢に入る．先に行った緒方さんが， イシカワガエルがいる， という．沢の水

が大きな土管で道路の下を急な角度でくぐっている．その土管の壁に立派なイシカワガエ

ルが，少し不格好な姿で張り付いている． と，緒方さんの足下に， もう一匹別のカエルが

いる．緒方さんにそれを伝えようとしたとき，そのカエルがこともあろうにイシカワガエ

ルの方へ大きくジャンプする． と，二匹のカエルは急角度の土管の中を仲良く滑っていっ

てしまった．

さらに付近を調査する．緒方さんがオオハシリグモを見つける．足下の悪い中を苦労し

て写真撮影．戻ろうとして，脚を滑らせ転倒する．幸いけがもなく無事に済む．緒方さん

は少し上流も調べているが，成果がなさそうである．適当に切り上げ，車に戻り，少し先

まで林道を走ってみるが，特にこれといったものがない．往路を引き返し，宿に着いたの

は1時前であった． シャワーを浴び，宿の心遣いで， クーラーボックスで冷やして頂いた

ビールで乾杯し，就寝．

9月ll日

朝食後，宿のまわりを調査する． フクギの生け垣の根元付近に砂粒でつくった住居を吊

り下げたツリガネヒメグその仲間がたくさんいる．チブサトゲグモの網が風に揺れている．

切れ網を張っているのはヘリジロオニグモ． とまっている蝶はウスイロコノマだろうか．

オキナワトカゲがごそごそと這っていく．近くの民家の壁をハエトリグモの仲間が這って

いる．少し先の山裾を調査しようと脚をのばす．道ばたのハイビスカスの花にツマベニチ

ョウが来ている． きれいなチョウだ．前回来たときは，確か草原が広がっていたと記憶す

る． ところが，少し行くと，背丈を超える草が道に覆い被さっており，先へ行くには勇気

が必要だ．暑さもあり，木陰に腰を下ろして一息つく． と，突然のにわか雨である． あわ

てて宿に戻る．

すぐに雨も止み， さてどうしようという

ことで， もう一度辺野喜ダム周辺を調査す

ることとする．県道を走っていると， “やん

ばる学びの森”の看板がある． ちょっとい

ってみようかとそちらに向かう． どうやら

自然の家のような施設のようだ． さらに先

へ行くと安波ダムに行き着く． なかなか大

きなダムである． ダム脇の広場で少し休憩さ頤グムである． ダム脇の広場で少し休憩 写真7．南国ムード漂うやんばるの森

した後，来た道を引き返し，林道奥与那線

へ入る．途中，ヤンバルの森をよく見渡せるところがあり，車を止める． 目の前に深い森

が広がっている． ここも米軍演習場だろうか． 山全体がセミの声であふれている．先を歩

いていた緒方さんが， コノハチョウがいる， という．羽根を閉じた姿はまさに木の葉であ

る．羽根を開くとオレンジと青色の模様がある．車に戻り，林道脇の崖地に目を配りなが
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ら， ゆっくりと車を進める．林道を辺野喜線，佐手辺野喜線と辿っていく．佐手辺野喜線

は道幅の狭い林道だ．

崖地でいくつかの巣穴を見つける．掘り出していると，手前から卵のうが出てくる，孵

化した子グモがうごめいている． その奥に潜んでいたのはキムラグモであった． この辺り

はヤンバルキムラグモと北端型が混生しているようなので， どちらか分からない． さらに

その先の崖地で緒方さんが掘り出したのは， トタテグモの幼体．別の巣穴からはキムラグ

モの子グモと成体． この時期がキムラグモが孵化する時期なのだろうか． そして， トタテ

グモとキムラグモが混生しているということは，巣穴だけ見てもキムラグモかどうかは分

からないことになる． さらに進んだ先でも巣穴を見つける．木の根の絡んだ巣穴を苦労し

ながら掘り出していると， 目の前の薮の中に小烏がとまる．緒方さんを呼んで見てもらう

と， ホントウアカヒゲの早とのこと．緒方さんがトシ， トシ， トシ， トシ， ・ ・ ・と口ず

さむと近くに寄ってくる． ここでもキムラグモを確認する． この林道では新たなキムラグ

モの生息地を確認することができた．

さて，時刻も18時をまわっている． 夕食に間に合わせるためにはタイムリミットだ．帰

路につくが， ガソリンの量が半分を切っていることに気づく． ガソリンスタンドの少ない

ヤンバルでは， こまめに給油しておく必要がある． 夕食時間に遅れるかもしれないが，辺

戸名まで行き，給油することにする．与那の海岸からは東シナ海のきれいな夕焼けを望む

ことができた．

夕食のご飯は少し少なくしてもらったが，それでも少しおかずを残してしまった．夜間

調査は再び与那覇岳へ向かうこととする．大国林道へ入り少し行くと，道の真ん中に車が

停まっている． どけてもらおうと車内を見るが誰もいない．右手の森の中でライトの明か

りがチラチラするので，声をかけて車をどかしてもらう． さらにその先， リュウキュウコ

ノハズクの声を聞き，車を止めて，探していると，前方から車がやってくる．我々の車は

道をふさいでいるので，緒方さんが車をどける．相手の車が通り過ぎたとき，側溝の辺り

でガサガサと何かが動く気配． あわてて懐中電灯を向けると，ネズミである． といっても

お尻と尻尾の付け根が少し確認できただけ．付近を探してみたが， とうとう正体は分から

ずじまい．その先も，ハナサキガエルを観察したりしながら，与那覇岳登山口に到着．

長靴に履き替え，登山道に入る．暗闇の中を懐中電灯で辺りを探りながら進む．道路脇

でガサガサとしたと思うと足下を何かが素早く通り抜けていく．ヘビだ．わっ！ とあわて

て前に逃げる，幸いハブではないようだ．緒方さんはカラスヒヴァではないかという．木

の幹に小さなクモを見つける． カニミジングモのようだ．オオジョロウグモが網の補修を

している．木の枝にコアシダカグモの仲間が居る．大きなナメクジはヤンバルヤマナメク

ジ．何セミだろうか， ちょうど羽化しているセミがいる． ヤンバルマイマイだろうか，大

きなカタツムリがいる．その隣にはキセルガイの仲間が．鳥の鳴き声がする． 耳を澄ませ

ていると，飛んできて遠くの枝にとまる．緒方さんによるとリュウキユウオオコノハズク

のようだという． それ以上成果もなく調査を切り上げる．

来た道を戻り， 0時半近くに宿に到着． 中庭でふと足元を見ると，サザエの貝殻のよう
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な大きな貝殻がごそごそしている．オカヤドカリの仲間だ．冷たいシャワーを浴び， ビー

ルを飲んで就寝したのはもう1時半近くだった．

9月12日

目が覚めると，緒方さんがいない．近く

へ出かけたようだ．汚れ物もたまってきた

ので洗濯することに．洗濯物を干して，朝

食までに少し時間があるので，浜の方へ行

ってみようと歩いていると，電柱の影で緒

方さんがカメラを構えて，その先をうかが

っている．ヤンバルクイナがいるという．っていつ・ヤンハルクイナがいるという． 写真8． 目の前の木に駆け上ってきた

あわててカメラを取りに戻る． じっと待つ ヤンバルクイナ

ていると， 向こう側の道路脇の薮から出て

くる．道路上で少しうろうろした後， 自分がいる側のすぐ目の前の薮に入り込む．様子を

うかがっていると，斜めに傾いた木の幹に駆け上っていく． しばらく木の上でうろうろし

ていたが， また薮の中にもぐってしまう． ここ安田では身近な鳥のようだ．

朝食後，緒方さんも洗濯をし， 出発はゆっくりだ．今日は，谷川さんから聞いているオ

キナワキムラグモのポイントを調査しようと，大国林道の南側を調査することに．県道か

ら直接大国林道に入って南下すればいいのだが，通行止めがあるかもしれないということ

で，与那から国道をまわって行くことに．県道を走っていると，道路上を亀が歩いている．

リュウキュウヤマガメだ， さっそく写真撮影．車にひかれてはいけないと，道路脇に放し

てやる． 国道に出て南下し，浜集落から山に入り，林道謝名城線を通って大国林道に出る

ことにする．浜の集落を過ぎたところで， キムラグモが生息していそうな崖地を見つけ，

調査する． いくつかの巣穴を見つけ， キム

ラグモの生息も確認する．そこから謝名城

の集落を抜けて林道に向かう．林道を登っ

ていく途中で生息していそうな崖地を見つ

ける．調べてみると巣穴がある． そこから

別れて伸びている林道の崖地でたくさんの

巣穴を見つける．おそらく 100を越える巣

穴がありそうだ． いくつか掘り起こしてキ

ムラグモの生息を確認する．ムフクモの正思を唯認する． 写真9． キムラグモの生息するがけ地

さらに林道を登って大国林道に出る．案

の定，北に向かう道は通行止めとなっている．すぐ穣近くが，谷川さんのオキナワキムラグ

モのポイントだ．巣穴を数個確認する．崖地に沿って先を調べる．緒方さんが巣穴を見つ

け，掘っている． と，脱皮殻が出てきたという．その奥から出てきたのはトタテグモの脱

皮したての個体のようであった．腹部は色が付いているが，頭胸部と脚は白っぽい．近く
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の巣穴にいたのはキムラグモであった． ここでも混生しているようだ．

調査を終え，来た道を戻る．青い空に白い雲，緑の森．何とも幸せな気分である．地図

で近くの喜如嘉というところに芭蕉布会館があるのを見つけ，見学することに． ここは前

回来たときに休館で見られなかったところだ． 中にはいると，芭蕉布でつくったいろいろ

な作品が置いてある． 2階で作業のようすを見学することができるというので見に行く．

機織り機が数台並んでいる．年老いた女性が，芭蕉の繊維を割いて一本一本繋いでいる．

それらの行程を見ていると，大変な作業のようだ． この喜如嘉というところは，鳥屋さん

の間では野鳥の観察地として有名な所とのこと．芭蕉布会館を後にして，近くの水田へ移

動する．緒方さんに教えてもらいながら，セイタカシギ，バン，ムナグロなどを観察する．

水路の土手でナガマルコガネグモが網を張っている． その近くには卵のうがある．水路で

子ども達が釣り糸を垂れている．何を釣っているのか聞くと， スッポンだという．子ども

が，オスプレイが飛んでいる， という．見ると2機のオスプレイが山陰に入っていくとこ

ろだった．

さて， いい時間になってきたので帰路につく．安田の集落の手前で， またまたヤンバル

クイナにであう．今日の夜間調査は近くにしようということで，車の運転はなし． さっそ

く缶ビールをもらい乾杯する．

夕食後は昨日の朝調査した所の川沿いの道を歩く． ホシスジオニグモがいる．草むらに

いるのはオオゲジ． アダンの葉にとまっているのはマダラコオロギだろうか．緒方さんが

オニグモの仲間を見つける． アカアシオニグモである． しばらく歩いてみるがあまり成果

がないので，早々と宿に戻る． 明日はこの民宿ともお別れである． シャワーを浴び，荷物

を整理し，就寝．

9月13日

6時半起床．今日は緒方さんはまだ寝て

いる． 中庭のテーブルでタバコを吸ってい

ると，奥さんが新聞を持ってきてくれる．

やがて緒方さんも起きてくる．朝食までに

少し時間があるので，海岸を調査する．広

い砂浜である．足元を見ながら歩いている

と， いるいる， スナノ、ラコモリグモである．

なかなか動きが素早い．苦労して写真撮影をなかなか動きが素早い．苦労して写真撮影を 写真10． スナハラコモリグモ

し，いくつか採集する．

朝食を終え，荷物を車に積み込む．記念に，民宿のご夫妻と写真を撮る． また来たとき

にはよろしくお願いしますとお礼を言い， 出発．県道70号線を辿って南下する．途中の崖

地で緒方さんがキムラグモの幼体を確認する． さらに下って，谷川さんのポイントでも調

査を試みるが見つからない． その先の福地ダム上流洪水吐きというところで小休止． 山の

緑，空の青，海の青がきれいだ． さらに途中きれいな海の景色を撮影したりしながら，東
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村の平良農産物加工直売所であるサンライズ東というところで休憩． その先で国道331号

線に入り少し行くと慶佐次湾のヒルギ林である．沖縄本島で最も広く，本島で見られる4

種類のヒルギの内の3種類が見られること， また，ヤエヤマヒルギの北限地である， と案

内看板にある．車を停めて湾をのぞくと， カヌー体験をやっているのか， カラフルなカヌ

ーが水面に浮かんでいる．マングローブの林に沿って木道が設置されている．木道に沿っ

て歩いていくと，セセリチョウの仲間がチラチラと飛んでいる．撮影しようとするが，動

きが早くて撮影できない． その先にはオオジョロウグモが網を張っている．木道から下を

のぞくと，干潟の上をカニが歩いている．赤い甲羅をしたのはベニシオマネキだ．他にも

何種類かのカニがいる．木道をひとしきり散策した後，広場に戻り，展望台に登ってひと

休み．

さらに南下して， 国道は大浦湾を望む．対岸の突き出た岬は辺野古崎のようだ． アパー

トのような建物がいくつか見える．米軍の施設だろうか．湾の奥の“わんさか大浦パーク”

という道の駅のようなところで休憩． その先で国道329号線に入る，途中，漢那というと

ころで港の周辺や児童公園， ビーチなどを調査するが，ハエトリグモを1頭採集したのみ

で， これといった成果がない． さらに南下し，金武というところを走っているとき，緒方

さんが， 良さそうな崖地があったという.Uターンして，崖地のある細い道に入る． そ

の先に広場があり鉄塔が建っている．車を置いて，崖地を調べるが，巣穴は見つからない．

崖地にあいた大きなへこみの中をのぞき込んでいた緒方さんが，ユウレイグモsp・ がい

る， という．低いところなので，苦労して写真を撮る． さらに南下する．緒方さんが，前

に来たとき石川というところに森林公園があった． はっきり場所は覚えていないが，見つ

かれば行ってみようという．石川の町中に入り，案内表示等がないか気をつけてみている

と，石川青少年の家という矢印表示がある． こちらの方かもしれないと， 山の手に向かっ

て道をとる． と，やがて石川市民の森の表示が出てくる．駐車場に車を停め付近を調査す

る．崖地があるが巣穴は見あたらない．卵のうをガードしているオナガグモがいる．黒白

のパターンのチブサトゲグモが居る．撮影しようとするが風に揺れてなかなか止まってく

れない．建物の壁でハエトリグモを撮影．足下をコモリグモが走り回っている．遊歩道を

登っていく．住居にひそむチュラオニグモがいる． ゴミグモの仲間はミナミノシマゴミグ

モか．展望台の所まで行って引き返す．駐車場を取り巻いているコンクリートの崖地のす

き間をのぞくとユウレイグモsp･がいる．

さて，後はこのまま国道を南下して，本日の宿嘉陽荘を目指す． コザ十字路を目印に右

折し， さらに路地に入って， 目指す嘉陽荘に到着． 2階の部屋に案内される． 10畳ほども

ある広い部屋だ．ふすま一枚隣は共同の台所となっている． その横がトイレ．廊下をはさ

んだ向かい側にも， 泊まり客がいるという． シャワー室は玄関をでた屋上にある． これで

素泊まり2000円なりである．宿帳を書きながら， 夕食のとれるところを聞く．近くにはマ

ーケットもあるようだ． とりあえず， ビールと明日の朝食を仕入れようと，歩いて5分ほ

どのところにあるマーケットに赴く． ビールとパンを買い物篭に入れ，店内をまわってい

ると，鰹節が置いてある．高知の蜘蛛学会の折りに，緒方さんが探していて， とうとう手
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に入れられなかったものだ． こんなところで手にはいるとは， と喜んでいる．宿に買った

ものを置き， 夕食に出る．本通りに出， 1軒の食堂に入る． ビールと餃子を頼み乾杯． カ

ットステーキというのがある． 250gとしてある．二人でひと皿でいいだろうとひと皿頼

む． ご飯とみそ汁を頼むと， ご飯はてんこ盛りで持ってくる．お願いして半分に減らして

もらう．安田の民宿の食事もそうだったが，沖縄の人は大食漢なのだろうか．お腹も満ち

足り，宿に戻る． シャワーを浴び，エタノールの入った標本ピン等，船便で送るものを箱

に詰める．緒方さんは疲れたのか， 買ってきたビールも飲まず早々と寝てしまう． 自分も

ビールを飲もうとするが，安田で買って毎晩少しずつ飲んでいた泡盛がまだ少し残ってい

る．持って帰るのも大変なので， がんばって飲み干す．おかげでその晩は熟睡することが

できた．

9月14日

いよいよ沖縄最終日である．パンで朝食

をとる．今日は， 9時に名嘉さんが宿まで

来てくれ， リュウキュウカヤシマグモの生

息地を案内してもらう予定である． それま

でに荷物を送っておこうと，沖縄南IC近く

の宅急便の営業所まで荷物を持っていく．

手続きを済ませて外に出た緒方さんは， め手続きを済ませて外に出た緒方さんは， め 写真11． リュウキュウカヤシマグモ

ざとく，事務所の窓枠の所に網を張ってい

るクモを見つける． なんとハイイロゴケグモである． 中には金平糖のような突起のある卵

のうを持ったものもいる．窓の内側は事務所である．少し跨曙しながら写真を撮る．採集

したいが，人の眼もはばかれる． もっと人目につかないところはないかと，建物の横にま

わると，何かの配管の所に造網しているやつを見つけ，採集する．その近くにオダカユウ

レイグモもいた． それにしても宅急便の営業所にハイイロゴケグモとは． これでは全国に

宅配してしまいかねない．

名嘉さんに電話すると，落ち合う時間を10時にしてほしいとのこと．その時間に合わせ

て嘉陽荘に戻る．すぐに名嘉さん夫妻と落ち合い， リュウキュウカヤシマグモの生息地へ

案内してもらう． そこは崖地になっており，岩のくぼみに住居をつくっているという．見

ると，穴の奥に向かって管状の住居があり，戸口に糸が張り巡らされている． ピンセット

をはじいて戸口にくっつけてやると， クモが飛び出してくる．予想していたよりは小さな

クモだ． さっそく写真撮影．緒方さんの見つけたものは，卵のうの中の孵化した子グモを

ガードしている．名嘉さんの話では， ここ以外にも調査したが，今のところ生息している

のはここだけということである，緒方さんと名嘉さんがこの生息地の保護のことやら， カ

メラのことなどを話している間，付近を見ていると，卵のうを持ったスズミグモの網を見

つける．網の主のスズミグモは腹部に赤い対になった斑点を持つ， なじみのない模様をし

ている．緒方さんにも教え，撮影する．
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さて，昼時である．名嘉さんがおいしい沖縄そばの店があるというので，そこに向かう．

ソーキそばを食べる．考えてみると，沖縄に来て初めてのちゃんとした昼食である． この

5日間，全く食べなかったり， ビスケットでごまかしたりだった．食後，お礼を言って二

人と別れる．

さて， あとは那覇に向かうだけと走って

いて，地図で中城城跡を見つける．かつて

東京蜘蛛談話会の沖縄合宿の折りに訪ねた

所だ．オオジョロウグモが造網していたこ

とや， カラオピハエトリを取り逃がしたこ

とを記憶している．時間もあるので少し寄

ってみようかと，立ち寄ることにする．今

回唯一の観光だね， などと話しながら城跡

に向かう．前に来たときはもう少し鯵そう

と木が茂っていたような気がするが，ずい

ぶんと明るい． その木立の中に，かなり黒

っぽいオオジョロウグモを見つける． 自分っぽいオオジョロウグモを見つける． 自分

写真12， 中城城跡

のカメラでは少し離れすぎ．緒方さんはさっそ

く撮影している．城跡は，琉球石灰岩の立派な石垣である． トゲゴミグモを見つけるが，

風に揺れてうまく撮れない.緒方さんはさらにオオジョロウグモを見つけて撮影している．

やがてぽつぽつと雨が降ってきた．入口の所に張られているテントの中に逃げ込み， ソフ

トクリームをなめる．やがて雨も止む．

城跡をあとにし高速道路経由でレンタカー会社を目指す．車を返し，那覇空港へ．荷物

を預け，サンドイッチで夕食． そして，機上の人となり，定刻より少し遅れて中部国際空

港に無事到着．お礼を言って緒方さんと別れ， ホテルの駐車場から車に乗り， 自宅に到着

したのは午前2時過ぎであった．
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しのびぐも NO41,July,2014

奈良県で採集したクモ

塩崎哲哉※

奈良県で調査する機会をもったので，採集したクモについて報告する．

採集日，採集地およびその3次メッシュコード（世界測地系)，緯度経度（世界測地系），

標高は次のとおりである． 目録中では採集地は（ ）内のように略記した． また，緯度経

度と標高は採集地のおおよその中間点で示している．

吉野郡上北山村西原（西原) ， 2013年7月25日 ・2014年6月24日

3次メツシユコード： 5135-27.09,緯度経度： 34.167795,135.992646,標高:440m

吉野郡下北山村上池原（上池原a),2014年6月29日

3次メッシユコード： 5135.07.57,緯度経度： 34.048502,135.96502,標高:220m

吉野郡下北山村上池原（上池原b), 2014年6月29日

3次メツシユコード： 5135-07.56,緯度経度： 34.042884,135.959763,標高:220m

目録中の科名，学名，和名とその配列は谷川の「日本産クモ類目録Ver､2013R1」によ

った．データは採集地略記，採集年月日，採集個体数と性齢の順に記した．性齢につ

いては次の記号で表した．

F:早成体, f :早幼体, M: c詞成体,m: cn幼体, y :雌雄不明幼体, E:卵のう

新海らによる 「CD日本のクモver.2012」を参考にすると，今回の調査で得られたアケ

ボノユウレイグモ， アカハネグモ， カイホツズキンヌカグモ， ヒメヨツボシサラグモ，ヤ

サコマチグモ，ヤギヌマフクログモ， マツモトハエトリ， ヒメカラスハエトリ， コミナミ

ツヤハエトリは，奈良県初記録の可能性がある．

録目

Pholcidaeユウレイグモ科

Belisanaakebona(Komatsul961) アケボノユウレイグモ 西原, 2014.6.24, 2F

Oonopidae タマゴグモ科

OrchestmasanguineaOil955 アカハネグモ 西原, 2013.7.24, 4F

※〒519-5203三重県南牟婁郡御浜町下市木2338-l
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Mimetidaeセンショウグモ科

ErojaponicaB6senberg&Strandl906センシヨウグモ 西原, 2014.6.24, 2y

moboridae ウズグモ科

MiagrammopesorientalisB6senberg&Strandl906マネキグモ 西原, 2013.7.24, 1F;

西原， 2014.6.24, 2F

Octonobasybotides(B6senberg&Strandl906) カタハリウズグモ 西原,2014.6.24, 1F1m

Theridiidae ヒメグモ科

ArgyrodeskumadaiChida&Tamkawal999チリイソウロウグモ 西原, 2014.6.24, 2y

Chryssofbhata(L.Kochl878) ホシミドリヒメグモ 西原, 2014.6.24, 1FE

EpismusnubnusYaginumal960ムラクモヒシガタグモ 西原, 2014.6.24, 2flm

Neospintharusfilr(B6senberg&Strandl906) フタオイソウロウグモ 西原,2014.6.24,3F

Parasteatodajapomca(B6senberg&Strandl906) ニホンヒメグモ 西原,2013.7.24,1F2M

Parasteatoda kompirensis (B6senberg&Strand l906) コンピラヒメグモ 西原，

2014．6．24, 3F1fGM3mly

Parasteatodatepidariorum(C.L.Kochl841) オオヒメグモ 西原, 2014.6.24, 1F

Phycosomamustehnum(Simonl889) カニミジングモ 西原, 2014.6.24, 1M

Rhomphaeasagana(D6mtz&Strandl906) ヤリグモ 西原, 2014.6.24, 1M

Yunohamenayunohamensis(B6senberg&Strandl906) ユノハマヒメグモ 西原，

2014.6.24, 1F

Theridiosomatidaeカラカラグモ科

TheridiosomaepeiroidesB6senberg&Strandl906カラカラグモ 西原, 2014.6.24, 6F1M

Mysmenidae コツブグモ科

MysmenenapseudOjobiLm&U2008ナンブコツブグモ 西原, 2014.6.24, 2F

Linyphiidaeサラグモ科

GongyndioideskaihotsuiSaito&Ono2001 カイホツズキンヌカグモ

Nerienelongipedena(B6senberg&Strandl906) アシナガサラグモ 西原, 2014.6.24,

2mlly

StrandenayaginumaiH.Saitol982 ヒメヨツボシサラグモ 西原, 2013.7.24, 1F;西原，

2014.6.24, 1F

Turinyphiayunohamensis(B6senberg&Strandl906) ユノハマサラグモ 西原，

2014.6.24, 6F

TEtragnathidaeアシナガグモ科

Leucaugecelebesiana(Walckenaerl842) オオシロカネグモ 西原, 2014.6.24, 2f

LeucaugesubblandaB6senberg&Strandl906 コシロカネグモ 西原, 2013.7.24, 2F

Metleucaugekompirensis(B6senberg&Strandl906) ダニマノドヨウグモ 西原，

2014．6．24, 1f

TetragnathayesoensisS.Saitol934エゾアシナガグモ 西原, 2014.6.24, 1M

Nephilidaeジョロウグモ科

NephnaclavataL・Kochl878ジヨロウグモ 西原, 2014.6.24, 1y
Araneidae コガネグモ科

AraneusuyemuraiYaginumal960ヤマオニグモ 西原,2013.7.24, 1F;西原, 2014.6.24,

ChorizopesnipponicusYaginumal963ヤマトカナエグモ 西原, 2014.6.24, 1F1M

GasteracanthakumiC.L.Kochl837 トゲグモ 西原, 2013.7.24, 1y

Hypsosmgasanguinea(C.L.Kochl844) シロスジシヨウジヨウグモ 西原, 2014.6.24, 2F

Pisauridaeキシダグモ科

DolomedessnvicolaTanikawa&Miyashita2008スジアカハシリグモ 西原, 2013.7.24,

1FE;西原, 2014.6.24, 1F

Agelemdae タナグモ科AgelenasnvaticaOligerl983 クサグモ 西原, 2014.6.24, 1f
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Anagelenaopulenta(L.Kochl878) コクサグモ 西原,2013.7.24,2y;西原,2014.6.24, 12y

Dictymdaeハグモ科

LathysannulataB6senberg&Strandl906 カレハグモ 西原, 2014.6.24, 9Fly

LathyssexoculataSeo&Sohnl984ムツメカレハグモ 西原， 2014.6.24, 1F

Miturgidae ツチフクログモ科

CheiracanthiumumcumB6senberg&Strandl906ヤサコマチグモ 西原, 2014.6.24, 1F

Anyphaemdae イヅツグモ科

AnyphaenaayshidesYaginumal958ナガイヅツグモ 西原, 2013.7.24, 1F

AnyphaenapugilKarschl879 イヅツグモ 西原, 2014.6.24, 3F

Clubiomdae フクログモ科

Clubionajucunda(Karschl879) ヤハズフクログモ 西原, 2014.6.24, 1M

ClubionayaginumaiHayashil989ヤギヌマフクログモ 西原, 2014.6.24, 1F

Corinnidaeネコグモ科

TrachelasaponicasB6senberg&Strandl906ネコグモ 西原, 2014.6.24, 1F

Gnaphosidae ワシグモ科

CladothelaparvaKamural991 上メチヤワシグモ 西原, 2014.6.24, 1F

Sparassidaee アシダカグモ科

Sinopodafbrcipata(Karschl881) コアシダカグモ 西原,2013.7.24, 1y;西原,2014.6.24,

1y

Pmodromidaeエビグモ科

PhnodromusspimtarsisSimonl895キハダエビグモ 上池原b, 2014.6.29, 1f

Thomisidae カニグモ科

DiaeasubdolaO.P.･Cambridgel885 コハナグモ 西原, 2014.6.24, 3Fly

Lysitelescoronatus(Grubel861) アマギエビスグモ 西原, 2014.6.24, 2F

OWtatestriatipesL.Kochl878 ワカバグモ 西原, 2013.7.24, 1y;西原, 2014.6.24, 3y

SynemachikumiOnol983チクニエビスグモ 西原, 2013.7.24, 3F;西原, 2014.6.24,

6Fly

TmarusrimosusPaikl973セマルトラフカニグモ 西原, 2013.7.24, 1F

Salticidaeハエトリグモ科

BristowiaheterospinosaReimoser l934マツモトハエトリ 上池原a, 2014.6.29, 1F;

HeliciusyaginumaiBohdanowicz&Pr6szyiski l987 ジヤバラハエトリ 西原, 2013.7.24, 1M

；西原， 2014.6.24, 1F1M

Phintenaaremcolor(Grubel861) マガネアサヒハエトリ 西原, 2014.6.24, 1F

Plexippoidesdoemtzi(Karschl879) デーニツツハエトリ 西原, 2014.6.24, 1F3y

Pseudicmsvulpes(Grubel861) イナズマハエトリ 上池原a,2014.6.29, 3F1f2M;

Rhenealbigera(C.L.Kochl848) ヒメカラスハエトリ 西原, 2014.6.24, 2M
Rheneatrata(Karschl881) カラスハエトリ 西原, 2014.6.24, 1M

SnercupreusSimonl889アオオビハエトリ 西原, 2014.6.24, 1F

StertiniuskumadaiLogunov,Ikeda&Onol997 コミナミツヤハエトリ 西原, 2013.7.24,

1F;西原, 2014.6.24, 1F

Yaginumaenastriatipes(Grubel861) ウススジハエトリ 西原, 2014.6.24, 1F2M
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