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利尻礼文サロベツ国立公園のクモ類

保田信紀
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はじめに

北海導北部地域のクモ類について,はじめに報告

したのは斎藤三郎で,利尻・礼文の両島より2新種を

含む11種を記録している(S.Salto,1933)。 その

後,八木沼健夫 (1957)は「北海道の蜘蛛」におい

て,佐藤納採集による利尻島産の11種を報告してい

る。秋山隆史 (1961)は 1961年 7月 26日 から7月 31

日の調査行で利尻島から29種 ,礼文島 (海■島を含

む)か ら22種を記録している。そして八木沼健夫。大

野正男 (1967)は 1966年8月 の大野による調査記録

と従来の記録をまとめて,利尻島より48種 ,礼文島より

50種を報告している。

その後,北部地域のクモ類相をまとめた報文はみら

れないが,熊田憲一(1979)は 1978年9月 25日から28

日までの道北各地の調査行そ利尻島より12色 豊富町

より31種のクモ類を記録している。そして近年になっ

て,国立科学博物館によって実施された「北海道北部

の自然史科学的総合研究」調査で,クモ類においても

多大な成果が上げられており,道北各地 (利尻島,稚内

市:豊富町,中頓別町)より168種 (種名未決定種を含

む)のクモ類が記録されている(Ono,H.,K.Kuma―

da,M.SadalnotO&E.Shinkai,1991).

筆者は,1990年および1991年に層雲峡博物館 (現

層雲峡ビジターセカ ー)と利尻町立博物館との合同調

査で「利尻島・礼文島・サロペッ原野昆虫相調査」を実

施した。そして昆虫類に関する成果は関係機関に随時

/AXLてきたが,クモ類については多くは未発表であっ

た (保田,1992)。 また幸いにも最近になって,1996年

度にサロベツ原野で実施された調査|はるクモ類の標

本の整理分類をする機会に恵まれた。そのため,ここに

利尻礼文サロベツ国立公口におけるクモ類の総目録を

まとめてお謝コ 。ヽ今後,この日録が本地域のクモ類相

の基礎資料のひとつとなれば幸いである。

なお利尻礼文サロベツ国立公日の「特別保護地区

内」での調奪は環境庁長官の許可を得て実施したもの

である.

本報告をまとめるにあたり,不明種について御教示を

いただいた小野展嗣,加村隆英,斉藤 博,田中穂積,

谷川明男,吉田 哉の諸氏,貴重な資料の提供をいた

だいた留萌開発建設部,並びに調査に御協力をいただ

いた利尻町立博物館の西谷榮治,佐藤雅彦両氏の皆

様方に厚くお礼申し上げる。



6

利尻礼文サロベツロ立公園産クモ類日録

この目録には,現在資 種名の判明した27科261種の

クモ類を無 した。そのうち利尻島から16家,礼文島か

ら81種,そしてサロベッ原野から171種が記録されてい

る。このほか若千の未同定種が残されている力ヽ これらの

種については,後日,種名が判明しだい報告したい。

目録の配列と種名などは八木沼健夫・他 (1990)に

従っているが,その後の分類体系の変化により学名お

よび配列などに若千の変更力勁口えられている.

目録中に採集データが付されているものはこれまで

未発表の記録であり,すでに文献に発表されているも

のは,産地名の後に()を記して,発表者名および発表

年を表してある。

なお本目録において採集データの付されている記録

保田信紀

は,1991年度の礼文島調査,1991年度のサロベツ原野

調査 (豊富町),そして1996年度のサロベツ原野調査

(幌延町)であるが,日録の中で省略した採集者・調査

者名および調査地の簡単な概要は下記のとうりである。

礼文島 :1991年 7月 10日 ～7月 15日 ,8月 28日 ～9

月2日 の2期にわたって実施.調査地域は礼文岳の東

斜面に位置し,礼文岳登山道に沿った標高14mから

480mの地域.調査地点は代表的な植生群落ごとに13

地点においてピットホール・トラップ法によって実施.ハ

イマツ群落(標高440～370m,4調査地点),ダケカン

バ群落(標高400m。 280m,2調査地点),高茎草本群

落 (標高240m,1調査地点),トドマツ群落 (標高230m

～180m′ 2調査地点),チシマザサ群落 (標高100m,

2調査地点),オオイタドリ群落 (標高30m～ 15m,2調

表 本目録に記録した利尻礼文サロベツ各地域におけるクモ類の科・種数一覧

名科 利 尻 礼 文 サロベツ 合 計

Antrodiaetidae

Amaurobiilae

Dictynidae

Ubboridae

Pholcidae

Theridiidm

Nesticidn
Linypliidae

Mimetidae

Theridiosomatidae

Araneidae

Tetragnathidae

Agelenidae

Cybaeidae

ArgyronetUae

Desijae

Hatufidae

Lycosklae

Clubionidae

Liocranidae

Anyphmnilae

ZoriJae

Hetropodidae

Gnaphosidae

Thomisidae

Philodromidae

Salticidae

カネコトタテグモ科

ガケジグモ科

ハグモ科

ウズグモ科

ユウレイグモ科

ヒメグモ科

ホラヒメグモ科

サラグモ科

センショウグモ科

カラカラグモ科

コガネグモ科

アシナガグモ科

タナグモ科

ナミハグモ科

ミズグモ科

ウシオグモ科

ハタケグモ科

コモリグモ科

フクログモ科

ウエムラグモ科

イズツグモ科

ミヤマシボグモ科

アシダカグモ科

ワシグモ科

カニグモ科

エビグモ科

ハエトリグモ科

3

1

1

1

28

1

33

1

1

22

7

1

1

1

13

11

2

1

1

1

4

12

5

10

1

1

11

2

13

1

10

5

2

1

10

5

1

1

1

8

5

3

1

1

2

1

20

1

49

1

15

11

1

3

1

1

17

6

3

2

1

8

12

2

12

1

3

2

2

1

37

2

63

2

1

27

15

3

3

1

1

1

25

14

4

2

1

1

9

17

5

18

種 数 合 計



利尻礼文サロベッロ立公日のクモ類

査地点).採集・調査者 :保田信紀,佐藤雅彦 .

サロペツ原野 (豊富町):1991年 5月 ～9月 .クモ類

の調査はビットホール・トラップ法と任意採集法で実

施.ビットホール・トラップ調査は1991年 6月 7日 ～6月

9日 ,7月 8日～7月 11日 ,8月 9日 ～8月 11日 ,9月 10日

～9月 12日 の4期にわたって実施.調査地点は下記の

13地点_稚咲内 (砂草群落。海岸草原・ミズナラ風衝

林。針広混交林。針広混交林の沼地,5調査地点),豊

徳 (サロベツ川岸の川辺草地,1調査地点),原生花田

(チマキザサ群落地1地点と高層湿原3地点の合計4

調査地点),西豊富 (温原内のハンノキ群落と針広混

交林の各1調査地点),落合 (ヨシーィヮノガリヤス群

落の1調査地点).採集。調査者 :保田信紀.

サロベツ原野 (幌延町):1996年 6月 17日 ～6月 21

日,7月 22日 ～7月 25日 ,8月 19日 ～8月 22日 の瑚 に

わたつて実施.調査地域は下サロベッ原野に含まれて

おり,バンケ沼南部の6調査地点 (高層温原,河川沿い

のヨシ群落,牧草地,針広混交林など):こおいてピット

ホール・トラップ法,任意採集法などで実施.採集。調査
者:三浦和郎,工藤晃央,石塚正三,石毛真,鈴木享
純,稲守恵.

目録

Antrodiaeudae ヵネコ汐 テグモ科

1.A"口油 疇 yescaFsl αyem_)
エゾトタテグモ

【サロベツ】稚咲内(ly,9 VI;1♂ ,12,Ⅸ,1991),豊

富町(Ono etal.,1991),幌 延町 (6♂ ,20=Ⅵ旺 1996).

Amaurob“dae ガヶジグモ科

1.carrabれ s λOは滴〆ο Leech

エゾガケジグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961),鴛 泊・種富町～沓形

(熊 田,1979),利尻山 (保田 ,1992),鬼脇・沓形

(OnO etal.,1991)_【礼文】礼文島 (秋山,1961;八

木沼。大野 ,1967).

2 Cο
`騰

Й麟貿
"“

Nishikawa

ヒメシモフリヤチグモ

【利尻】姫沼。野塚 (Ono et al.,1991).【 サロベ

ツ】豊富町 (OnO et al.,1991),稚 咲内 (2♂ ,9-VI,

1991)。

3.― wi12・SShnd
ナミハガケジグモ

【利尻】鴛泊・姫沼・鬼脇・利尻山 (Ono et江 ,1991),

利尻山 (保田,1992.

Dictynidae ハグモ科

1.Dり′/0′勧 Bttb%et Strand

ヒナハグモ

【利尻】姫沼・沓形・利尻山 (Ono et al.,1991).

【サロベツ】稚咲内 (2♂ 2♀y,8-VI,1991),幌延町

(3♀ ,18-VI,1996).       ヽ

2.D均鷹α
“"出

a14 ThOren

カギハグモ

【サロベツ】西豊富 (1♂ 1♀ y,1-vI,1991).

U!obo百 dae ゥズグモ科   ―

1.0詢囃ab4■脚硼躊G6senbn etShnd)
カタハリウズグモ

【利尻】利尻島鰍 山,1961),種 富町～沓形 (熊田,

1979)。

2.Ocra″ aba y6oasお 6.Saib)

エゾウズグモ

【サロベツ】豊富町 (Ono et al.,1991).

Phoic:dae ユゥレイグモ科

1.Plobs― 酬 6(Sanは )

タイリクユウレイグモ

【利尻】鴛泊 (熊田,1979;Ono et al.,1991).【 礼
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文】礼文島 (秋山 ,1961).

保田信紀

Theridlidae ヒ〃 t科

al,1991).靡 図 礼翅誌鰍山,196L八沐沼。メ』り1"Z

保田,1996),滴■島脚 ,1961).【 サロペ勁豊富町0∞

etal,1991),豊富温泉嫌 田,1979)。

1.Ac滋鰯 α″″
"解

Ittοttα G“
“

挽●g et strand)   8.A“aros如

“
Fasir6“

“

m腱喝 etShnd)

ッリガネヒメグモ ァシプトヒメグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961),鴛 泊,姫沼。野塚。沓形    IVli尻】鴛泊材タドマリ沼周辺・沓形～種富町 (熊田 ,

(Ono etaL,1991).【 礼文】礼文島鰍 山,1961),海 腱島   1979),鴛泊・姫沼・沓形 COnoetal,1991).【 礼文】礼

鰍 山,1961).【サロベツ】幌延町 (1♀ ,25-VIL 1996)。   文島 (八本沼。大野 ,1967)。

2 Ac物解2"“
“
I励o7a(B“面鴫 et Strand)    9・ A,wttJ6望 r"“S tDOnitz et Strand)

カグヤヒメグモ ヤリグモ

【利尻】利尻島 (八木沼。大野,1967),鴛泊・野塚。姫    【利尻】姫沼。沓形 (Ono et al.,1991)。

沼。鬼脇・沓形・利尻山 (Ono et al.,1991)。 【サロベ切

稚咲内。豊富町(Ono et al.,1991),幌 延町(4♀,23-   10.C'鳴声ομ″CttratYa"Шm)

VⅡ,1996). ホシミドリヒメグモ

【利尻】利尻島鰍 山,196L保田,1996),姫沼・鬼脇

3.Ac滋勧囲
“

ο
"I夕

卿 立
“

庵 (S.SatO) (QЮ etal,1991).は 】礼文島鉢 沼。大野,1967).

キヨヒメグモ け ロベツ】呻則□町0♀ ,18い几

“

亀♀,23m1996).

【サロベツ】稚咲内 (Yoshida,2000).

11.Clび sο υ
““

0ぬ,numa)

4.A“
““

筋
“"2.971a ClaCkWan)            

ギボシヒメグモ

イワマヒメグモ Ifll刷和l尻島 lML,1961),姫 沼。鬼脇・沓形・利尻山

【利尻】利尻島 (谷川 ,1989),鬼 脇・沓形・利尻山   10noetal,1991).倣 】礼文島い沐沼。大野,1967).

(Ono et al.,1991).

12.Cn臓労
“
Iれag“勧 wider)

5。 A―
“

“
“
JmS(¶k康狙)            シラホシオオノヒメグモ

【利尻】鴛泊。姫沼αoshida,2000).【 礼文】香深。   【礼文】礼文岳 (チシマザサ群落,1♂ ,多Ⅸ ,1991)

起登日 (Yoshida,2000). 【サロベツ】原生花園 (1♂ ,11=VⅢ,1991).

6.A―
“

励 ra"Le宙 13.D"“′
“""B6Senbtt d Strand

オオッリガネヒメグモ ポカシミジングモ

1/11尻】鴛泊・姫沼・鬼脇・沓形・種富町・利尻山tOno    【サロベツ】豊富町 (Ono et al.し 1991),幌 延町 (2

et al.,1991).【 サロベツ】豊富町(Ono et al.,1991).   ♀,23-VΠ ,1996).

7.A―
“

女ψ闘
"勘

円

“

(C・ Koch1            14.D″ 爾 α

“

耐 erヵ露 (simOn)

オオヒメグモ カニミジングモ

伸l尻利尻島嘲 ,195Z秋山,1961;保田,1996),    伸l炉諷鴛泊・姫沼・沓形・利尻山 (Ono et al.,1991).

鴛泊熙 田,1979,鴛泊リビ召。鬼脇。沓形・利尻山(OЮet   【礼文】礼文岳 (ダケカンパ群落,1♂ ,2=Ⅸ,1991).【サ



利尻社文サロベツ国立/ANEのクモ類

ロベツ】稚咲内 (1♂,8=Ⅵ,1991),幌延町 (1♂,18=Ⅵ ,

1996).

15.D"α
“
′μ

“
薇″観 Yagin―a

シモフリミジングモ

【利尻】鴛泊 (熊田,1979;Yoshlda,2000),鴛泊・

姫沼・利尻山 (Ono et al.,1991).【 サロベツ】豊富温

泉 (熊 田,1979).

16.E"o7rqg″ぬ2′ο
"滋

働ヵ B∝enberg et Strand

セマダラコノハグモ

【利尻】利尻山 (Ono et al.,1991)。 【サロベツ】西

豊富・豊富町 (Ono et al.,1991).

17.E″

"ば

q『

“
ルル7ηtt BoSenberg et Strand

ヤマトコノハグモ

【礼文】船泊 (保田,1996).

18.E″ヴ agFα物 セ磁 (Keyserhυ

【サロベツ】稚咲内(Yoshida,2001).

19.E′i強
“
s切勧おBttalb∝g et Strand

ヒシガタグモ

【利尻】鴛泊 (OnO et al.,1991).

20.E"幾 31s h`物卿″YattЩm
シモフリヒシガタグモ

【利尻】鴛泊 (熊 田,1979;八 木沼。新海,1979;0-
kurna,1994).

21.E"請|“s"`嗣囲お●欲窺lberg et Strand)

ハラナガヒシガタグモ

【利尻】鴛泊 (熊田,1979),姫沼 (Ono et al.,1991).

22.E“ 7yO″お̈ ″惚 (C・Koぬ )

キマダラヒラタヒメグモ

【サロベツ】原生花園 (7♂ ,9-VI;17♂ ,11-VⅡ;2

♂1♀ ,11-VⅢ ;ly,12-Ⅸ,1991),西豊富 (1♂ ,9-

VI,1991),幌延町 (4♂ ,20-VL l♂ ,25-VⅡ:2♀ ,

21-VⅢ ,1996).

23.Pλ ormcildЙ ノ
“
|(K組 )

ツクネグモ

【利尻】姫沼・沓形 (Ono et al.,1991).

24.Rd♭― s働ぼ減鯖6 Eskov

キタモリヒメグモ

【利尻】利尻山 (Ono et al.,1991),沓形～利尻山

OosL 2001).【 サロベツ】原生花園 (1♂ ,11=VⅡ ,

1991),豊徳 (1♂,11=VⅡ,1991),西豊富 (1♂ y,12-

Ⅸ,1991).

25.S■ 4女翅レp"ヮ
“
ra S.3韻 t。

ヌカアプラグモ

【利尻】鴛泊 (1♂ ,27=VⅡ,1932;S.Salto,1933).

*これまでの唯一の記録である。

26.St―甲 "ψ
ο
"う

略 Ya由
…

スネグロオチバヒメグモ

Inl厠鴛泊嫌 田,1979),姫沼 COnoetal,1991).訛

文】礼文岳υイ マツ群落 1♂;'猟ノ)綿 、2♂:高茎

端 落 1“Pl♀ :トドマツ群落,7,15 VII,1991),(チ

シマザサ群落,11♂2♀ ,15ヽ佃:5♂,21Ⅸ ,1991).け ロ

ベツ】稚咲内 (1♀ ,&VL P,別 躍 ,1l VⅡ ;1♂ 1♀ ,

121Ⅸ,1991),原生イコ朝(■♂,別 B♂ 3♀ ,11■月疇2

♂3♀ ,11¬咽国♂ 1♀ ,121Ⅸ,1991),西豊富 (2♂ ,11-

Ⅶ ,1991).艇町 (ば ,25=ヽ111996).

27.励 勧 励 J凛
`″

(Limeaus)

フタスジヒメグモ

【利尻】野塚。栄浜海岸 (Ono et al.,1991).【 サロ

ベツ】豊富町 (Ono et al.,1991).

28.… ゴ
“

働詢
"J Ya諄

■Шm
バラギヒメグモ

【利尻】鴛泊 (Ono et al.,1991).

29.TbilfioP3腕ψ′JttYaⅢ
…
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NesJcidae ホラヒ〃 モ科ヒロハヒメグモ

【礼文】礼文島 (八木沼。大野 ,1967).

1.N識 助 b70ip6tYagin― )

コホラヒメグモ
311.Tlerild勧 レカ翻WalCkenaer      l

シモフリヒメグモ                    【礼文】礼文島(八木沼。新海,1972).【 サロベツ】

【利尻】鴛泊・鬼脇 (Ono et al.,1991).       幌延町 (1♂ ,23-VI,1996).

3■ ■開 勧 ″Ⅲ 開 山
“
hgin_      2略 畿 肱 炉 赫 鉾 gin―)

エゾホラヒメグモタカネヒメグモ

【利尻】鴛泊 (熊 田,1979),鴛泊・鬼脇・沓形・利    【利尻】利尻島 (八木沼 ,1979).【礼文】桃岩付近

尻山 (Ono et al.,1991).【サロベツ】豊富町 (Ono   (八木沼 ,1979).

et al.,1991),稚 咲内 (1♀ ,8-VI,1991).

unyphmdae サラグモ科

32.■嗣 勧
―

Walkmer)
セアカヒメグモ                     1.柳 詢

“
硼騰 (0・ R― Cambridge)

【利尻】鴛泊 (Ono et al`,1991).          ヒメケシグモ

【サロベツ】幌延町 (1♂ ,20-VI,1996)。

33.Tた″″あ
"″

鰯stri L.Ko(■

ムネグロヒメグモ                     2.AЙ ″な
“

C Sallo(OnO)

【利尻】姫沼(Ono et al.,1991).【 サロベツ】豊富   サイトウコブヌカグモ

温泉 (熊 田,1979).                  【サロベツ】幌延町 (1♂ ,18三vI,1996).

34.動arilFio"sセ π滋山 伽7B“enberg et Strand      3.AII― E4商 =故
腱S(Gmbe)

ムナボシヒメグモ                    カナダサラグモ

【利尻】姫沼 (Ono et al.,1991).【 サロベツ】豊富    【サロベツ】稚咲内 (7♀ ,11■Ш,1991),豊徳 (1♀ ,

温泉 (熊田,1979),豊富町 (Ono et al。,1991).    1卜Ⅵ吐
`ば

,121Ⅸ ,1991),西豊富 (“け7♀y,1l VII:

2デ y19♀ 1♀ y,11-VⅢ ;1イお113♀
,12=]X,1991)。

35.Thrildあ
"割"″“

rtt Bttberg etStrand

コケヒメグモ                    4.AsFucrar b嗣 ぉOno et H.Saito

【サロベツ】豊富温泉 (熊田,1979),豊富町(Ono et   キタザラアカムネグモ

」。,1991).                     【サロペツ】幌延町 (1♂ ,20-VI,1996).

36.■
“

壼 あ

“

S岬 ′

“

SB桃 日 bヽerg et Strand       5.B′ ヮ

"り

閥 bICり
"ShiI(口

↓ OV)

ハイイロヒメグモ                    ・ グンバイヌカグモ

【サロベツ】豊富温泉 (熊田,1979).          【サロベツ】原生花園 (1♂ ,26-V,1991).

37動 arild勧

"″
幽

“
sa B“enberg et Strand    6.B… 烙 orimtt Q

ユノハマヒメグモ                    テナガグモ

【利尻】利尻島 (保田,1996).             【サロベツ】豊富温泉 (熊田,1979),幌延町 (1♂2♀ ,



利尻礼文サロベッ国立公園の モ類

20 VI,1996).

7B′れ■mttSЙJrれ
“

(L.Kodh)

キタテナガグモ

【サロベツ】幌延町 (1♂ 2♀ ,20-VI,1996).

8.Bαれ 勁 囲 熔

"句
口 燿 %お (Q)

タテヤマテナガグモ

【利用 利尻山(保田,19921.【礼文】礼文岳 (トドマツ

群落,1♂ ,15=VⅡ ,1991).【 サロベッ】幌延町 (1♀ :

21 VIII,1996).

9.C′貿
“
懃d“ %切りasls(】

ホラヌカグモ

【サロベツ】幌延町 (1♂ ,20=VI,1996).

10.C“餞
"翻

ぉり物歳
“
S(Blatkwau)

マルサラグモ

【利尻】鴛泊 (熊田,1979;八 木沼。新泥 1979),利

尻山 (保田,1992).【 サロベッ】豊富温泉 (熊田,1979:

八木沼。新海 ,1979).

1l C“

“

凛
“

噌 観
“

坤 Шm
エゾマルサラグモ

【利昴】利尻山 (Ono et al.,1991).【 サロベツ】稚咲

内 (1♂,9=VI,1991),豊 富町(OnO etal.,1991),幌

延町 0♂ ,20-VI,1996).

12.Ca商品
`Iraレ

効賂 0む艶喝 )

チビクロマルハラカタグモ

【サロベツ】幌延町 (2♂ 1♀ ,20-VI,1996).

13.CattFra saめ 70Sa(0.R― Cambridge)

エゾハラカタグモ

【サロベツ】西豊富 (1♂ ,鮮Ⅵュ 991),原生花日 (1♂ ,

12■IX,1991),豊 賓く2F,9=VI;1♂ ,11‐■,1991).

14.Cο′IЙ sri2 α
“
″sお (H Sdb)

エゾヤマコサラグモ

【利尻】利尻山(保田,1992).

15。 Cοrr"s″ 虚a“解s(o.R― Mbridge)

サロベツコサラグモ

EFl尻】利尻山(Ono etal.,1991).【 サロベツ】豊富

温泉 (熊田,1979:八木沼。新海,1979),豊富町 (Ono

et al。 ,1991),原 生花口 (2Pl♀ ,26V,1991),豊徳

(1♂ ,11=VⅡ ,1991),幌延町 (3ば ,20=V18♂ 17♀ ,

21=VI,1996).

16.D― mm物四」
“"H・

Saito

シユジユコサラグモ

【利尻】利尻山 (Ono et al.,1991)。

17.E■ P,`油
“
GlaよwanD

クロヒザグモ

【利尻】姫沼・野塚・栄浜海岸・利尻山 (Ono et al.,

1991).【サロベツ】西豊富 (e♂ 3♀ ,11-V;2♂,11-

VⅡ;1♂ ,11-VⅢ ,1991),原 生花園 (3♂ 2♀ ,26=V,

1♀ ,8=Vl l♂ ,11-VⅢ,1991),豊徳 (2♂ ,9=VL
6♂ ,11=VIII,1991),西豊富。豊富町 (OnO et al.,

1991),兜沼 (OnooNIshwa,1992),幌 延町 (1♂

1♀ ,20■VI;5♂ ,21-VLl♂ ,23-VⅡ ;1♂ ,21=VⅢ ,

1991).

18.Eァむ
"`′

%"Й
“

SBく知mberg etShnd

ノコギリヒザグモ

【サロベツ】幌延町 (1♀ ,18三v■ 1♂ ,20-VL l♀ ,

21-VIII;1♀ ,21=VⅢ,1996).

19.E砲切″」
“
寵

"励
(Sundevau)

クロナンキングモ

【サロベツ】落合 (2♀ ,11-Ⅸ,1991):

20.En"唯″ゴ鰤""… 剛籠Oi

ハシグロナンキングモ

【利尻】姫沼り田争沓形・利尻山(Ono etal.,1991).

【サロベツ】幌延町 (1♂ ,21 VI;1♂ ,23 VII,1996).
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21 FIο70"Й b“cal“倣(Clera)

ハナサラグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961),利 尻山 (Ono et al.,

1991).【 礼文】礼文岳 (オオイタドリ群落,2♂ 1♀ ,2-

Ⅸ ,1991).【サロベツ】豊富町 (Ono et al。 ,1991).

22.G“晟b"α
"“

′
“
れ
"“

0帆der)

ヤマアカムネグモ

【サロベツ】西豊富 (1♀ ,11=V;1♂ ,9■彊,1991),原

生イと園 (4♀ ,26=V;1♀ ,1lⅣⅡ;1♀ ,11=VⅢ,1991).

23.G"″たο
“
α
"“

m asic“れπG“enberg et Strand)

ニセアカムネグモ

【サロベツ】西豊富 (2♀ ,9 VL3♀ ,1lⅣⅡ,1991),

稚咲内 (1♀ ,11=VⅡ,1991),兜沼 (Ono・ NヽHb耐a

1992).

24.Gο
“
晟

“““
177“貿Vm Millidge

ォニノカナボウケズネグモ

【利用 鴛泊 (熊田,1979;斎藤,19821,鬼脇・利尻山

(Ono etal● 1991),利尻山 (保田,1992).【礼文】礼文

岳 (ハイマツ群落,1♀ ;高茎草本群落1♀ ;トドマツ群落 ,

2♀ ,15ⅣⅡ;ダケカンパ群落1♀ ;高茎草本群落,1♂,2

Ⅸ,1991).【サロベツ】稚咲内 (1♀ ,12■Ⅸ,1991).

25.H滅ウレtas ca“四s(S.Sdb)

キヌキリグモ

【利尻】利尻山 (Ono etal.,1991).【礼文】礼文島

(八木沼。大野 ,1967).

26.I″け
“
詢脇切物eSChtel

フタコプサラグモ

【サロベツ】西豊富 (1♂ ,9-VI,1991).

27.範″ elittS“″麟 B6senberg et Strand

ッノタテグモ

【サロベツ】原生花園 (1♂ 2♀ ,26-V;3♀ ,8=VI,2

♀,9-VI,1991).

28.Lれ″肋
“
騨り

“
Sdにはd

ハンモックサラグモ

い1厠和!尻島卿 ,196L谷川,19891,″ドマリ沼周

辺熊 田,1979),鬼脇・利ALL(OnOetal,1991).【 サロベ

切 豊富温泉傑 田,1979),稚咲内 (P,8 VL 1991)・

29.L挽″肋 Cra■7da Sundevau

コウシサラグモ

帥l厠 利尻島脚 ,1961),鴛泊 (熊田,1979)_【礼

文】海腱島帥 ,1961).【サロベツ】落合 (1♂ ,11規

1991).

∞。L挽″λЙ
“

炒 Walckenaer

タイリクサラグモ

【利尻】利尻島 (八木沼,1957;秋山,1961;八 木沼・

大野,1967:谷川,1989;保田,1992),姫沼・鬼脇。沓

形・利尻山 (Ono et al。 ,1991),姫沼。ポン山 (Ono。

Nヽ山 ,1992),利尻山 (保田,1992).【礼文】礼文

島 (秋山,1961;八木沼。大野,1967:保田,1996),礼

文岳 (トドマツ群落 ,1♀ ,2-Ⅸ,1991).【 サロベツ】稚

咲内。西豊富・豊富町 (Ono et al.,1991),稚咲内 (2♂

y,8=VI,1991),西 豊富 (1♀ ,1l VⅡ ,1991),幌延町

(2♂ 6♀ ,23=VⅡ;1♀ ,24=VⅡ;1♀ ,20二VⅢ,1996).

31.L航″肋 ゆ 滋 (Oi)

ッリサラグモ

【利尻】鬼脇 (Ono et al.,1991).

32.LЙノ 磁 I衡伽山 ″″レBOSenberg et Strand

フタスジサラグモ

【利尻】フ務アドマリ沼周辺 (熊田,1979),利 昼山 (Ono

et al.,1991)。 【サロベツ】豊富温泉 (熊田,1979)_

33.L壺リカЙ10rt81Fdし Jレ BOSenbtt et Strand

アシナガサラグモ

【サロベツ】幌延町 (1♀ ,18-VLl♀ ,21'I,1996).

34.LЙノ 檄
“
・・

|“ (Clem)

ヤマジサラグモ



利尻礼文サロペツロ立公回のクモ類

【利尻】野塚・鬼脇 (Ono et al.,1991).【 サロベツ】

豊富温泉 (熊田,1979;八木沼。新海 ,1979).

35.こあ″λ燃
"″

勧  (Helsditten)

ヘリジロサラグモ

【礼文】礼文島 (秋山,1961),海 菫島 (秋山,1961)

36.L滋″λЙ溜滋″Wal■enaer

シロプチサラグモ

【利尻】利尻島 (秋山 ,1961).【 サロベツ】稚咲内

(Ono et al.,1991),幌 延町 (1♀ ,23-7,1996)。

37.これ″λ麟′
`π

Jttm″
"sts Bttberg et Strand

ュノハマサラグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961).【礼文】礼文島 (秋山 ,

1961).

38.Maso s麟山副 rJ westring)

サンデイバルコサラグモ

【利尻】利尻山 (保田,1992).

39.Maio″薇 ル 蜂 On。

キアシケシグモ

【利尻】姫沼 (Ono et al.,1991).

“

.M商山
"tF2 oi

クロケシグモ

【利尻】利尻山 (保田,1992).【 サロベツ】原生花園

(1♂ ,26-V,1991),豊富町 (Ono et al.,1991).

41.Mttd"rta贔 %口 Oi

コプケシグモ

【利尻】姫沼 (OnO et al.,1991)。

42Mい
""′"協

g"α Q
ゴカクケシグモ

【サロベツ】幌延町

“

♂ ,20-VI,1996).

43.M教寵薇 ″70J□腋Q

ッノケシグモ

【利尻】鴛泊 (OnO et al.,1991)1

44.Maυ¨ ″爾ЙJ“ (0・ R― Cambrige)

タイリクトガリグモ

【サロベツ】豊徳 (1♂ ,11=VⅡ,1991).

45.M商782S b蘭歯barsお Wunderliぬ

キタゴマグモ

【サロベツ】原生花園 (1♀ ,9=VI,1991),幌 延町 (1

da,20-6,1996).

46.M″7“2っ咽曖 (Blaよwan)

コノハサラグモ

【サロベツ】幌延町 (1♂ 1♀ ,20=VI,1996).

47.ヽたsa嘔g“a… h"F Eskov

ミヤマナンキングモ

【サロベツ】幌延町(1♀ ,21-VI,1996)。

48,M"切
"“

.1“lorお H.Saito et Ono

カントウケシグモ

【サロベツ】原生花日 (1♂ ,11=VⅡ;1♂ ,11■VШ ,

1991)

49.M"磁
“
幽 hl減

"誌
Eskov

チシマケシグモ

【礼文】礼文岳 (ハイマツ群落 ,1♂ ,15=VⅡ,1991).

【サロベツ】稚咲内 (1♂ ,11=VⅡ,1991).

50.Olilc勧滋 tei(Q)

イマダテングヌカグモ

IFl,引姫沼には)etal,1991),利 尻山 (保田,1992).

51.0“
“

酬 6s施れ勧 ittgin― )

シミズサラグモ

伸l尻】姫沼 (Ono et al.,1991).

52.Os“αガ
“

πttq四響s(0.R T Cambridge)
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スソグロサラグモ

【サロベツ】豊富町 (Ono et al.,1991).

53.Pο″ 三
“““

"Blaょ

wan

コロポックルサラグモ

【利尻】鴛泊 (Ono et al.,1991),利尻山 (保田 ,

1992).【礼文】礼文岳 (高茎草本群落,1♀ ,15=VII,

1991).【 サロベツ】稚咲内 (1♂ ,9-VI,1991),落

合 (2♂ ,11-VII,1991),幌 延町 (10♂ 9♀ ,20■VI:

15♀ ,25-VII,1996)。

54.S惚″
`Iレ

9“″力″鳳腕口(Uyemura)

ヨッポシサラグモ

【サロベツ】稚咲内 (5♂ 12♀ ,8-VI,1991).

55.Tbittloild6 6動 |・5H.Sito et Ono

エスコフクロサラグモ

【サロベツ】サロベツ原野 (西豊富 :Sそ疵O et Ono,

2001),原 銃 園 (1♂ ,1l VⅡ ;1♂ ,11-VⅢ ,1991).

56.LImttI勧
“

『

II詢ル法 (Oi)

コトガリアカムネグモ

【礼文】礼文岳 (トドマツ群落 1♀ ,15■軋 1991).【サ

ロベツ】稚咲内('P,9-VI;1♀ ,1l VII;3♀ ,1l VII11♂

1♀ ,12-IX,1991),西豊富 (3♂ ,9WI;%鬱♀,1l VII;

%唸♀,12-Ⅸ ,1991),豊徳 (1♀ ,1l VⅡ ,1991),豊 1釘

町 (Ono et al.,1991),豊富温泉 (Ono et NISE助 Ⅳa

1992,艇町 (1♀,2∈VI:1♂ ,21‐Ⅳ■;2♀ ,25-VII;1

♀,21 VIII;1♂ y2♀ ,20-VIII,1996).

57.LIm“″滋 鈍 ο
“
ο″6(Q)

トガリアカムネグモ

【利尻】利尻島 (斎藤,1982).【サロベツ】豊富温泉

(熊田,1979;八木沼。新海,1979)

58.LImm2′ね″0"山
""sお

(Ol)

ォォサカアカムネグモ

豚1尻】野塚・利尻山CⅨКtaL,1991),(保 田,19921.

膵L文】礼文岳(高茎草本群落,1♀ ,“ハ電ハイマツ群落,

4F4,2Ⅸ,1991).り●ベガ豊富温泉熊田,199,稚

蝉   (1♀ ,8■ЛL 2♂ 1♀ ,11」暖聰4♂4♀ ,12-IX,1991),西

豊1馨 (1♀ ,9 VL 1991),脚
"3♀

,2)ヽ■1♀ ,21-

Ⅵ P,25-ML 1996).

59.餞J●麟
“

滋 801maniEskov et Marusik

チョビヒゲヌカグモ

【利尻】鴛泊 (熊田,1979),利 尻山 (保田,1992)【礼

文】礼文岳 (ハイマツ群落,2♀ ,ダケカンパ群落,4♀ ,ト

ドマツ群落,1♂ 6♀ ,チシマザサ群落,1♀ ,15=VⅡ;トド

マツ群落,2♀ ,チシマザサ群落,1♀ ,20二Ⅸ,1991)。

【サロベッ】豊富温泉嫌 田,1979),稚 咲内 (1♀ ,9-VL

l♀ ,11=VΠ,1991),西豊富 (1♀ ,11・VⅡ,1991).

60."り d″μ
"Й "詢

航bω″H.Saito

ニシカワコプヌカグモ

【利尻】鬼脇・利尻山 (Ono et al.,1991).

61.Waldし甕
““

哺暉S"fot Ono

サイトウコプヌカグモ

【利尻】姫沼・鬼脇・利尻山(Ono etal.,1991).【 サ

ロベツ】原生花園 (1♂ ,26=V,1991).

62.Wal… S蘭ゆ "“
H・ Saito

マルコプヌカグモ

【サロベツ】原生花日 (1♂ ,9=VI,1991).

63.W伽酬 6 sψ協山
""″

お(OiD

キタッノサラグモ

【利尻】鴛泊 (熊田,1979:斎藤。保田,1989),姫沼

(Ono et江 ,1991),利尻山 (保田,1992).【 礼文】礼

文岳 (ハイマツ群落,1♂ ,チシマザサ群落,1♂ 2♀ ,オ

オイタドリ群落,1♂ 1♀ ,15 VⅡ;チシマザサ群落,1♀ ,

2-Ⅸ,1991).【サロベ勁 豊富温泉 (熊田,1979),稚 咲

内 (1♂ 1lWⅡ;2♀,1lWШ :2♂y,12-Ⅸ,1991),幌

延町 (2♀ y,25=VI,1996).

Mimeudae センショウグモ科



利尻れ文サロペツロ立公回のクモ類

1.E70′踊
“"(Vinm)

キタセンショウグモ

【礼劇 礼文岳減 くタドリ群落 ,1♂ 1♀ ,2Ⅸュ991).

【サロベ勁 豊富温泉嫌 田,1979)。

2.E70」i7“″ B"mberg et Strand

センショウグモ

【利尻】鴛泊 (Ono et al.,1991).

The面diosomatidae ヵラカラグモ科

1.OgJz播 ″ JIS Bα ttbtt et Strand

ヤマジグモ

【利尻】沓形・利尻山 (OnO et al。 ,1991).

Araneidae コガネグモ科

1・ ■7η
“

S´騰歯
“

s(Karsd■ )

キザハシオニグモ

【利尻】鴛泊。オタドマリ沼周辺・種富町～沓形 (熊

田,1979).【礼文】礼文島 (秋山,1961;八 木沼。大

野 ,1967;保田,1996)。

2A名
`醜

a4SCOm“嬬 Cle寝よ

ナカムラオニグモ

【利尻】利尻島 (八木沼,1957:秋山,1961:保田 ,

1996),鴛泊・ボン山・姫沼拐タドマリ沼周辺・種宙町～

沓形 (熊田,1979),姫沼・野塚・利尻山 (Ono et al。 ,

1991),鴛泊 (Ono et NisHttML 1992).【 礼文】礼文

島 (秋山,1961;八木沼。大野,1967:保 田,1996),船

泊 (保田,1996),海腱島 (秋山,1961;保田,1996)

【サロベツ】豊富温泉 (熊 田,1979),稚咲内 (Ono et

al.,1991),西 豊富 (1♂ 1♂yl♀ ly2y,7=VL l♂ 1♂y,

10-VIⅡ ;1♂yl♀y3y,27=VⅢ ,1991),墨 髯恵(ly,2←

V;1♂ ,12-VI,1991),原 生花日 (2♂ y,11-VⅡ
,

1991),落合 (5♂

“

ay5♀ 5y,11-Ⅸ,1991),幌延町

(1♂ ylyl♀ 2♀ y20y,lo=VI;5♂ 2♂ y2♀ 2♀ y41y,

21-VI;1♂ y2y,23=VI;1♂ 1♀ y,24=VI;1♀ y,18-

VⅡ ;1♀ 1♀ yly,23=VⅡ ;1♂ 8y,20=VHI;2♂ y12y,

21= 「ヽIII,1996).

3.Attα

““
′idm囃

“
Cle

こワオニグモ

【利尻】鴛泊・ボン山・姫沼・沓形～山麓・種富町～沓

形 (熊田,1979),栄浜海岸 (OnO etal。 ,1991)。 【礼

文】香深・元地 (熊 田,1979).

4.A爾
“

ル COCOr。_Omenberg d Sh nd)

ヤミイロオニグモ

【利尻】種富町～沓形 (熊田,1979),姫沼(Ono et

al.,1991).【 サロペツ】豊富温泉 (熊田,1979).

5。 A″
““

5 10Shi Tanikawa

ホシマメオこグモ

伸1尻】利尻島 (T8面bwa,2001).

6.A爾
“ …

″Kishida

イシサフオこグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961),姫沼 (Ono et al.,

1991).【 礼文】礼文島 (八木沼。大野 ,1967:保 田,

1996),礼文林道 (OnO et N-1992).

7.AraFttsηttmttS Uyem―

ヤエンオニグモ

【利尻】姫沼・沓形・利尻山 (Ono et al.,1991).

8.A%И働鰺m―o76 CIn
キバナオニグモ

【礼文】浜中(OnO et NIshkawa,1992).【サロ

ベツ】稚咲内(Ono etal.,1991),西 豊富 (1♀ ,10-

VΠI,1991),落合 (1♀ ly,11-Ⅸ,1991).

9.Arat“
"oJ“

Tanaka

マメオニグモ

【利尻】鬼脇・利尻山 (Ono et al.,1991).【サロベツ】

豊富町 (Ono etal.,1991),豊 徳 (1♂,8=VI,1991),幌

延町 (3♀ ,18=VI;1♀ ,21■VI,1996).



保田信紀

10.A名
““

s“ c祠励口に
“
|(Thoren)

ノルドマンオニグモ

【利尻】利尻島 (谷川 ,1989),鬼脇 (Ono et al.,

1991),利 尻山 (保 田,1992).

11.A″π
"s″

″νお(Karsa)

アカオニグモ

【利尻】鴛泊。ボン山。姫沼・種富町～沓形 (熊 田 ,

1979),南 浜 (Ono et NIshlkawa,1992).

12.Attα
"“

お
““
O Yarn…

ッノオニグモ

【利尻】種富町～沓形 (熊田,1979),沓形 (Ono et

al.,1991),鴛 泊 (Ono et Nishikawa,1992).

13.A″π′
“

り
““

raiYaⅢ
…

ヤマオニグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961).【ネL文】礼文島 (秋山 ,

1991).

14.A″πas“枷qgαtts Yap― a

ニシキオニグモ

【利尻】鴛泊～ボン山～姫沼 (熊 田 ,1979).

15.A″πtts υa"`れms“s(L.Koch)

オニグモ

【利尻】利尻島 (八木沼 ,1957;秋山 ,1961;保田 ,

1996),鴛泊・種富町～沓形嫌 田,1979),鴛 泊・姫沼・鬼

脇・沓形・栄浜海岸・利尻山 (OЮ etaL,1991).【礼劇 礼

文島敏 山,1961;八木沼。大野 ,1967;保田,1996),船

泊 (保田,1996).【サロベツ】豊富温泉憮 田,1979),稚

咲内。豊富町 (Ono et at,1991).

16.Ara“ c● s yastthゴ ■mkawa

ヤスダヒメオニグモ

【サロベツ】サロベツ原野 C… a2001),西 豊

富 (2♂ ♀,7 VI,1991),幌延町 (16♀ ,18=VL l♂ ,

20-VI;21♀ ly,21-VI;1♀ ,18=VⅡ ;2♀ ,23-VⅡ ,

1996).

17.A名
`醜

た臓′
"“

商 Tanikawa

ムッポシオニグモ

【利尻】利尻島 (八木沼,1957:秋山,1961;保田 ,

1996),鴛泊。沼浦～オタドマリ沼周辺・種富町～沓形

(熊田,1979),姫沼・鬼脇・沓形・利尻山 (Ono et al.,

1991),鬼脇 (Tanlkawa,1995),利 尻山 (保 田 ,

1992).【 礼文】礼文島 (秋山,1961;八木沼。大野 ,

1967;谷り:l,1989;保田,1996).【サロベツ】豊富温

泉 (熊田,1979),西 豊富 (1♂ yl♀y,1l V;ヽほ♂y

2♀ 1♀ y,7=VI:ly,10=VШ ;2♀ y,27=VⅡI,1991),

幌延町 (1♂ 3♀ ,18=VI;石r4♀ ,21=VL l♂ 1♂ yl♀
,

23=VⅡ;5y,20=VШ ;1♀ y6y,21=VШ ,1996).

*本記録には従来A.′iブ勧勉S｀短海Щmムツポシ

オニグモ,A.c¨
“
YaFumaハナオニグモ,

A知面動電P.Aと報告されていた舞も含まれている.

18.A"励
“"づ

aゴゴ(s∞g'L)

ナガコガネグモ

【サロベツ】落合 (1♀ ,11-Ⅸ ,1991).

19.Cyd爾 励 動山 Tatwa

カギズメカラスゴミグモ

押 l尻】利尻島 (秋山,1961).こ の記録は C.伽
"

B6s.et Stカ ラスゴミグモと報告されていた。

20.Cノ oSa b″ぁ httawa

クマダギンナガグモ

【利尻】利尻島鰍 山,1961;谷川,1989;■面臨押吃,

1992),種富町～沓形 (熊田,1979),鴛泊・姫沼・沓

形・利尻山 (Ono et al.,1991).【 サロベツ】豊富温泉
°

(熊田,1979),稚咲内G田山田ra 1992),稚咲内。豊

富町 (Ono et al.,1991).

*これまで,C.喫燿ガ防欧短 e“ヒ ギンメッキグモ

と報告されている種も本記録に含まれている.

21.Cyd観 凛勧 山 Bαttb%d Strand

キジロゴミグモ

伸!尻】鴛泊 (OnO et al。,1991:■ nkMa 1992).



利尻礼文サロベッ国立公園のクモ類

22.Eだo"οra鍬滋施
“

sお (s.SaitO)

カラフトオニグモ

【利尻】利尻島 (八木沼,1957:秋山,1961;谷川 ,

1989),鴛 泊・種富町～沓形 (態口,1979),鴛泊・鬼

脇。沓形・利尻山 (Ono et al。,1991),沓 形 (Ono et

Nヽlmo照L1992).【礼文】礼文島(秋山,1961;八木

沼。大野,1967;保田,1996).【サロベッ】豊富温泉

(熊田,1979),稚咲内。豊富町 (Ono et al.,1991),稚

咲内 (1♂y,11・vⅡ ;2♂ 5♀ 1♀ y,8三vI,1991),西豊

富 (3♂ lxy,7=VI,1991),艇町 (1♂ 4♀ ,18=VLl
♀,23=VI,1996).

23.HPs“
“

gα saF解
““

(L.Kod)

シロスジショゥジョゥグモ

【利尻】鴛泊・種富町～沓形 (熊田,1979)。 【サロベ

ツ】西豊富 (1♂ y,27-VIII,1991),原 生花園 (1♀ ,

8Wll♀ ,1lWⅡ,1991),幌 延町 (1♂ ,20W■ 2

♂4♀ ,21-VI;1♀ ,18-VⅡ :1♀ ,23-VⅡ,1996).

24.助商ЙルS晟ガMa_ik
キタコガネグモダマシ

【サロベツ】原生花園 (1♀ y,1lvⅢ ,1991).

25.Naoscoz′ ″ric“滋waldkertaer)

ドヨウオニグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961),栄浜海岸 (OnO etal.,

1991).【礼文】礼文島鰍 山,1961;保田,1996).【サ

ロベツ】稚咲内 (Ono etal。 ,1991),西豊富 (1♂2♀,lo―

VⅢ,1991),雌町 (2ェ 18 VLl♂ 9ュ 21 VI:1♂ 1♂

yl♀ y,18=VL l♂ yl♀ y5ェ 23=V肛 ;1♂&ら唸♀■24-

VⅡ:1♂ 1■ 20 VIEI;2♀ ,21 VIII,1996).

26.ProPEα6籠tir“れs(s.saito)

コオニグモモドキ

【利尻】(秋山,1961;谷′!|,1989),鴛 泊嫌 田,1979),

姫沼・鬼脇・沓形・利尻山(Onoetat,1991).R5d礼 文

島σu闘日。大野,1967).【サロベッ】西豊富 (1♂ 1♀ 1♀ュ

7 VL 1991),回
   (2♂ 1♀ ,21=VL l♀ ,2凱 1♀,24

Щ 1996).

27.詢Ⅲ
“"磁

S● 6trand)

ズグロオニグモ

【サロベツ】豊富温泉 (熊田,1979).

Tetragnathidae アシナガグモ科

1・ 助動 面 卿 醐
“
9留昴 囮 勁 幽 btti晩喝 dStrand

ヨツポシヒメアシナガグモ

【サロベツ】稚咲内 (1♀ ,11-VⅡ ,1991),豊徳 (1

♂3♀y,9=VL l♂ ,11-VII,1991),落合 (1♀ ,11-
Ⅸ ,1991),幌延町 (1♂ 2♀ ,18三vL l♀ ,23-VII,

1996).

2.弥¨ 解 勒 勧 ι″(Kra鍋)

ヒメアシナガグモ

【礼文】香深 (Saito,1933).【サロベッ】原生花園

(2♂ ,9-VI;2♂ ,11■VII;1♂ 2♀ y,11=vIⅡ :響 ,

12-IX,1991).

3.Lα四 ″Я山♭ル解滋 B6senberg et Strand

コシロカネグモ

【サロベツ】幌延町 (1♂ ,23■VⅡ,1996).

4.M魏置″
"″

幽硼ku血

キンヨウグモ

【利尻】沓形～山麓 (熊 日,1979),沓形 (Ono et

Nishikawa,1992).【 サロベッ】豊富温泉 (熊田 ,

1979),西 豊富 (1♀ ,27-VIII,1991).

5,MttJi90ztt Tanikawa

サンロウドヨウグモ

【利尻】姫沼 (Ono et al.,1991).

6.MaJし
“
叫 rttJma Tanikawa

キタドヨウグモ

【サロベツ】豊富温泉 (熊田,1979).

7.M山 翻

『

″ 赫 鶴 筋 諾 0で独 nberg d Shnd)

メガネドヨウグモ



保田信紀

い囲 澤l尻島繰 田,1996D,鴛泊 (QЮ etat,1991)。 訛

劇 礼文島0山 ,196■ 八村件大野,1967;保田,1996D.

8.P向騨励 dⅢ Sandevan

ァゴブトグモ

【サロベツ】西豊富 (1♂ 2♀y,9 VLl♂ ,11=V■ 1♂ ,

12-Ⅸ,1991),蠣藤唾町 (1♀ ,20 VIII,1996).

9・ 勧 甲 勧 2協酬 10sa Thoren

トガリアシナガグモ

【サロベツ】原生花園 (ly,26=V,1991),幌延町 (1

♂3♀ 1♀y,18=VI;1♂ 6♀ 1♀y,21=VI;2♂ ,23-VⅡ :

1♀ ,20 VII,1996).

10.■tragP3嗣レα響お●S・ 鈍 b

コアシナガグモ

【礼文】香深 (1♀ 1♂ y,27-VII,1932,Salto:S.

Saito,1933).

*これまでの唯一の記録である。

11・ 物鴨解″レ α翅 解 (Li―cus)

ハラビロアシナガグモ

【サロベツ】西豊富 (2♂ 1♂yl♀ ,7=VI,1991),豊

徳 (ly,26-V,1991),幌 延町 (2♂ y3y,18=VI;認

4♂ yl♀ 7♀ y5y,21-VI;1♂ ,23-VⅡ,1996).

12.い こレ μ
“
:あレL.Kodh

ミドリアシナガグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961:保 田,1996),鴛 泊・姫

沼・鬼脇・沓形・利尻山 (Ono et al.,1991).【 礼文】礼

文島 (八木沼。大野 ,1967:保 田,1996).【サロベツ】

稚咲内。豊富町 (Ono et al.,1991),稚 咲内 (3♂ yl♀

4♀y,8=VI,1991),原 生花園(2y,26=V,1991),落

合 (2♂ yl♀ 13y,11-Ⅸ,1991),兜沼 (Ono et Nお hl

勲団ら 1992),幌延町 (1♂ 3♀ ,18三vl,1996).

13■麟lr島肱解 ″ο″ЙL.Koф

アシナガグモ         ｀

【利尻】鴛泊・姫沼(Ono et al.,1991).【サロベツ】

豊富町 (Ono et al。 ,1991).

14.ThagF励 鋼鴨節留滋Kran

ゥロコアシナガグモ

IFl,引 利尻島 (八木沼。大野,1967;谷川,1989),姫

沼 (Orxo et al.,1991)・ 【礼文】礼文島 (八木沼。大野 ,

1967).

15.物 洲レy60“ Sお S.飩tO

エゾアシナガグモ

い厠 鴛泊拐タドマリ沼周辺 (熊田,1979),姫沼・鬼

脇。沓形・利尻山 (Ono et a。 ,1991).【サロベツ】豊富温

泉 (熊田,1979),豊富町 (Ono et al.,1991),稚 咲内 (1

♀y,8 VI,1991),西豊富 (冨し,7 VI,1991),原 生花

園 (2y,26=V:1♂ yl♀yly,8=VI,1991),艇町 6♂

y4y,18-V;&♂ yl♀ylly,21 VI;3♂ 1♀ 3♀yly,23-

VⅡ;2y,21=VⅢ ,1996).

Agelenidae タナグモ科

1.Agerara rilmbatt Th∝ au

クサグモ

【礼文】礼文島(保田,1996).

2.Agattα o響レ
"L.卜

od
コクサグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961),ll尻 山 (Ono et al.,

1991).【サロベツ】豊富町 (Ono et al。 ,1991).

3.Tag“ aric a―   (cla)

イエタナグモ

【礼文】礼文島 (秋山,1961).

cybaeldae ナン グヽモ科

1・ Cツ麟%"tiiYap― a

エゾナミハグモ

【サロベッ】西豊富 (2♂ 1♀ ,12-Ⅸ ,1991),原 生花

園 (1♀ ,9=VI,1991),落合 (1♂ ,12-Ⅸ ,1991),幌



利尻社文サロペツロ立公日のクモ類

延町 (1♀ y,23=VII:2♂ ,20-VⅡL 2♂ ,21二VIII,

1996).

2.C"“
“

島暉
“
層
““

轟 MamiketLorOV

クナシリナミハグモ

【利尻】利尻山 (Ono et Nishkawa,1992;保 田 ,

1993),姫沼 (Ono et N… 1992).【礼文】香深

剤 !!(Ono et N山 山田a1990,礼文岳 (保田,199Э .

【サロベツ】サロベツ原野 (保田,1993),稚咲内 (1♂,8-

VL貶♂ 2♀ ,11=VⅢ,1991),西豊富 (1♂ ,12■Ⅸ ,

1991),り祖沼 (Ono et NIshttawa 1992)

3.Cヵ″ s′acga商
“

治ま 1■m
ペテガリナミハグモ

【サロベツ】幌延町(3♂ 1♀ ,20■VⅢ,1996).

Argyronetidae ヨ グモ科

1.Aryo″山 4924“
“
(Cld)

ミズグモ

【サロペツ】西豊富 (OnO et al.,1991).

Desidae ウシォグモ科

1.P銘蘭勁
“

轟 渤口協 sa(Oi)

イソタナグモ

【利尻】野塚 (Ono et al.,1991).

Hahnildae ハタケリtlμ

l.Nea"彙疵α ttd″耐
“

Sお Paik

ヤマハタケグモ

【サロベツ】幌延町 (1♂ ,20-Vl,1996).

Lycosidae コモリグモ科

1・ A′字 ω
“““

Ica飯 (Clmよ )

アキヤマコモリグモ

【利尻】利尻島 (秋山 ,1961).

2.AJttecosa μわ〔π麟
"(Cld)

チリコモリグモ

伸l厠 鬼脇 (OrOetaL,1991).胤メd礼文岳 (田中,

1999),0ヽイマツ群落,19♂6♀ ;チシマザサ群落,1♂5

♀,15 VIIハ イマツ辞落,1♂yl♀ 1♀y18y,チシマザサ

群落 l■3♀ 1♀y921X,199D.【 サロベツ】稚咲内C46

♂3♀ ,9■■ 1♂ 3♀ ,11■砥 1♀ ,11=Ⅵ吼 1991),原生

花日日(a蘊♀,9=vL 1991),J"恵 (1♀ ,γV■ 1991),落

合 (藪♂,町 1991),幌延町 (G♂ 1♀ ,20-VI;5♀ ,25-

Ⅶ l♀ ,21迎 1996).

3.Arq″ω解
"電

磁 (Kishid→

スジプトコモリグモ

【サロベツ】豊富町 (Ono et al.,1991).

4.Hygrorycosa“認励 Tanaka

シッチコモリグモ

【サロベツ】幌延町 (田 中,1999;1♂ ,20 VI,1996)

5.中 お̈ 6・ Saito)

イソコモリグモ

【サロベツ】稚咲内 (OnO etal。 ,1991),(1♀ y,11-

VⅡ;1♂ ,12-】X,1991).

6.Prdosaagrri12 Tanaka

イナダハリゲコモリグモ

け ロベツ】原生花日(M♂ 5♀ ,9 VI;“

“

,11=Ⅶ ,

1991),西 豊富(22祖♀,9=Vl l♀ ,11=VⅢ ,1991),

豊寝κl♂ ,9=VI,1991),艇町 (15♂ 4♀ ,20=VI;14

♀,25=VⅡ,1996).

7.Prdosa錮 苅tttα L.Kα五

ウズキコモリグモ

【利尻】利尻島 (保田,1996),野塚・鬼脇(Ono et

al。,1991),鴛泊・利尻山Cmtta 1993a9.【礼文】礼

文島 (保田,1996),香深・桃岩缶mtta 1993al.【サ

ロベツ】豊富町 (Ono et al。,1991),稚咲内 (3♂2♀ ly,

9=VL 2♀ ,11■VⅡ,1991),西豊富 (3♂ ,11=V;1♂ 1

♀y,7=VⅡ ,1991),落合 (1♂y,11-Ⅸ,1991),豊徳
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(1♂ 1♀ ,26-V,1991),幌延町 (1♂ 1♀ ,18 VL 4♀ ,

20 VI;1♀ ,25=VII;1♀ 6y,20=VⅡI,1996)

8.Pα 7′OSa biω

`υ“
Itt Tanaka

ヤマハリゲコモリグモ

【利尻】利尻山 (Ono et al.,1991).姫 沼 CTanaka,

1975,1993D.【ネL文】鵬 ・覆載条

…

1975,1993

al,礼文岳 C田融a1993aiオオイタドリ群落,2♀ ,2-

DC,1991).

9P′″οsα ′力
`ぉ

α Tanaka

ハタハリゲコモリグモ

【利尻】利尻山 (Ono et al.,1991).

10.Pα 7′OSα 力οttlidο Tanaka et Suwa

キタハリゲコモリグモ

【利尻】利尻島 (Suwa,1986),沓形 (Ono et al.,

1991),姫 沼 KTanakaetSuWap 1986;T成 1993

al.利尻山 (保田,1992).【 礼文】礼文島 (Suwa,

1986),桃岩。香深 tTanakaet Suwa9 1986;T知 詠a

1993al.【サロベツ】稚咲内 (3♀ ,1lⅣШ,1991),西豊

富 (62♂ 8♀ ,9=VI,1991;― サロベツ原野 (8♂ 5♀ ),

T成 1993a),噺韻重町 (11♂ 3♀ ,20 VI,1996).

11.P′″
“
α肋池

“
S“ tThOren)

シマコモリグモ

【利尻】利尻島 (八木沼 ,1957).

12.Pα″Osα レ
“
″Karsch

ハリゲコモリグモ

豚1尻】利尻島 (八木学召。ブく野,1967:Suwa.1986),

種富町～沓形 (熊田,1979),鴛泊・鬼脇。沓形 (Orlo et

al.,1991).【 礼文】礼文島 (秋山,1961:八木沼。大野 ,

1967;SuWa,1986),礼 文岳 (オオイタドリ群落 ,1♀ ,

15=VⅡ ,1991).

13.Pα7磁 I“

"お

Walょenaer)

ェゾコモリグモ

【利尻】利尻島 (八木沼,1957;Suwa,1986),鴛

泊 (熊田,1979),鬼脇 (OnO et al.,1991),姫沼

tTanaka,1993al,利 尻山 (保田,1992).【礼文】礼

文島 (Suwa,1986),礼文町。桃岩 (Tanaka,1993

al,礼文岳 (ハイマツ群落,1♂ ,高茎草本群落,1♂ 1

♀,チシマザサ群落,4♀ 7y,15-VII;チ シマザサ群

落 ,3♀ ,2-Ⅸ ,1991).【サロベツ】豊富町(Ono et

al.,1991),稚咲内 (80♂ 38♀ 1♀ y,9-VI,一 サロベ

ツ原野 (2♂ ),Tanaka,1993a;4♂ 16♀ ,11・VII;

19♀ ly,1l VIII;1♀ 5y,12-Ⅸ,1991),原生花園

(1♂ 1♀ ,9=VL l♀ ,11=VII,1991),豊徳 (39♂ 8

♀,9-VI;8♀ ,11-VII;2♀ 16y,1l VIII;1♀ 2y,

12-Ⅸ,1991),西豊富 (2♂ 2♀ ,9-VI,1991),落合

(18♂ 4♀ 1♀y,9=V:4y,12-IX,1991),幌延町 (3

♂2♀ ,20■VI;1♀ ,25=VII;1♀ ly,20-VIII;1♀ 1

y,21■VⅡI,1996).

14.Pαttbtt p晰爾
“
あたゴ

“"〔“
(Nakatsudi)

タカネコモリグモ

【利尻】利尻山 (保田,1992).

15.P"α tt bο =籠
s Tanaka

ハテコモリグモ

【サロベッ】稚咲内(1♂,11'Ш ,1991;~サロベツ原

野,筆ntta1999-),原 生花園 (2♀ ly,1lⅣ Ш;%υ

4♀ ly,12-Ⅸ ,1991;― サロベツ原野 (3♀ ),Tanaka,

1999-),西豊富 (1♀ ,12-Ⅸ ,1991).

16.Pttmcl鍬 ガ O“enberg et Strand)

クラークコモリグモ

【礼文】香深 tTanaka,1988a).

lZ P勧

"血
S(G(総 )

ヵィゾクコモリグモ

【サロベ勁 稚咲内 (Onoetat,1991),(1♂ ,11-VIl;15

♂5♀ ,1lWⅢ,1991),原生花園 (1♂ ,9=VI,1991),西

豊富 (21♂ 10♀ ,9=VL″♂6♀4y,11-VⅡ,―サロベツ原

野(1%a5♀),田中,1999-;27♂ 10♀,1l VIIl:9♀ 討ち12-

Ⅸ,1991),豊喫く1♀ ,12=IX,1991),艇町(1♂ y4♀
,

20=ヽ嘔;2♀ ,25=VЦ ;1♀ y3y,20 VⅢ ,1996).
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18.Pゴ″
"…

6 66senberg etShnd)

イモコモリグモ

【礼文】桃岩 KTanaka7 1988ω :【サロベッ】豊富町

(Ono et al.,1991).

19.P"血″7007初
“

(Bαttnbttg et Strand)

チビコモリグモ

【サロベ勁 原生花園

“

名砲9♀ 1♀y,11■亀 ―サロベ

ツ原野 (Ю♂4♀),田中,1999-;響,1l vIIL 1991),西

豊富 (7♂ 1♀ ly9 1l vII,1991),幌 延町 (“♂ ,25=V■

1996).

20.Pゴ動 α夕
“

履 Brignoli

コガタコモリグモ

けロベ勁幌延町(1ン ,25■砒 1♂ ,2卜VL 1096).

21.LcOsa a間腋(simon)

タイリクコモリグモ

【サロベツ】稚咲内 (1♂ ,11-vⅢ,1991).
*サロベツ原野からは,本種と思われる雌個体がい

くつか採集されているが,確実に同定された上記の記

録のみを報告した。

22.T70山朋 認商οレの e Ceer)

アライトコモリグモ

Dロベ勁豊富温泉嫌 田,1"9),豊富にりlι 19899,豊

徳(1♀ ,9-■ 1991),幌拠貫Kl♀ ,18慨 1♀ ,2)■■1♀

1♀■25-V■ 1♀3♀ yゝろχドⅦ■2♂勇21-VL 1996).

23.TracOsaッ転1燿湊 (■ 0.Cambridge)

トゲウデコモリグモ

【利尻】利尻島 (八木沼,1957).

24.助zM 27riCOra Thord

カラフトコモリグモ

【利尻】利尻島 (八木沼,1957;■狙触a1988b),利
尻山 (保田,1992).【 礼文】礼文島 (八木沼。大野 ,

1967),礼 文岳(ハイマツ群落,1♂響 yl♀ 3♀y6y;高

茎草本群落,おυ2♀ 3♀y4y;チシマザサ群落,3♀ ly:

オオイタドリ群落,1♀y,15=VⅡ;ハイマツ群落,1♂7♀

1♀ yly;高茎草本群落,1♂ 1♀ ,2-Ⅸ,1991),香深

C柚融ら 1988),馬臓島 (秋山,1961).【サロベッ】

稚咲内 (1♀ ,11=vⅢ;1♂ 1♂yl♀ ,12-Ⅸ,1991),原

生花園 (1♂ ,9=vL 2♂ y3♀ y4y,11=VⅡ;1♂ y ly,

11-VⅢ ;1♂ ,12-Ⅸ,1991),西豊富 (1♂ ,9=vI,

1991),豊 徳 (1♂ ,9=VI,1991),落合 (2♂ ,12-Ⅸ ,

1991),幌延町 (4♀ 3y,2CIVI,1996).

25.XFOrycosa“観爾ばぉぃし嚇鴨 )

モリコモリグモ

【利尻】利尻山・姫沼CTanaka,199o;ono et al。
,

1991).【 礼文】利尻島 (八木沼。大野,1967),桃 岩

CTanaka,199o),礼 文岳 0ヽイマツ群落,11♂ 5♀ 6y;

チシマザサ群落,1♂ ,15=VⅡ ;ハィマツ群落,1♀ ,2-
Ⅸ,1991).【サロベッ】豊富町。西豊富 (OnO et al.,

1991),稚咲内 (3♂ 2♂ y4♀ 4♀ y,9=vI;2´ 1♀ ly,

11-VΠ ;5♀ ,11-vIII,1991),落 合 (1♀ ,9-VI,
1991),幌延町(1♀ y,18■VI;2♂ 4♀ 4♀ y,20=VI;1

♂1♀ ,23-VΠ ;6♂ 1♀ ,25=VⅡ :〔蟷"1♂ yl♀ 3♀ y5y,

20=V皿 ,1996).

Ciubionidae フクログモ科

1.Cliracall■磁
“

0%面
““

walCkeFtaerD

アカスジコマチグモ

い″翻利尻島

“

黎′‖,1989),利 尻山 (Onoet uhi

晦 1992;保田,19929,種富町～沓形 嫌 田,1979,
姫沼・種宮町。栄浜海岸 tOnoetal,1991).

2 CLirattJttπヵ興雇勧脇 BOsenbtt etShnd

カノ`キコマチグモ

【利尻】利尻島 (秋山,1961;谷り:|,1989),鴛 泊

(Ono et al.,1991;OnoetNIshwa,1992).【 礼

文】礼文島 (秋山,1961;保 田,1996)。 【サロベッ】稚

咲内 (OnO et al.,1991),(1♀ ,11-vⅡ,1991),幌

延町(2■ 18-VI;2♂y4y,21-V■ 2♂ 1♀ ,23二VⅡ ;

1♂3♀ y,24-VⅡ ;1♂ ,21=VⅢ ,1996).
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3.C“ Ibiο ma口鷹

“

tい96｀洒山山自己OV

キタフクログモ

【利尻】姫沼 (Ono et al。,1991).

4.C“

“

ガο
“
′
`ZO“

96 Haya前

ェゾフクログモ

【利尻】姫沼・利尻山 (Ono et al.,

(保田 ,1992).

1991),利 尻山

5.C“販ο
"′
′″ο

"滋
L.Koぬ

ヤマトフクログモ

【利尻】姫沼。鬼脇 (Ono et al_,1991).

6.C“断Orta,70P・ bla B"dberg et Strand

ハマキフクログモ

【サロベッ】幌延町(1♀ ,18-VL l♂ yl♀ ,21-VL

l♂ 1♂ yl♀ ,24-VII:1♀ y,25-VⅡ ;1♂ 1♀y,21-

VHl,1996).

7.C“ルあ
“
′′
“
″
“
′α(Karsd■ )

ャハズフクログモ

【利尻】鴛泊 (熊田,1979):姫 沼・鬼脇・沓形 (Ono et

al.,1991),利尻山 (保田,1992).【礼文】礼文岳 (1♂ ,

10=VⅡ ,1991).

8C“島晟油曖1調7“
'ゴ

貿
"“

NttkhailoV

クナシリナミハグモ

【利尻】鬼脇 (Ono et al。 ,1991)・

9C“I♭あ″ 膨溜
`"sお

BOsenberg et Strand

ヒメフクログモ

【礼文】ネL文岳 (ハイマツ群落,あつ♀;チシマザサ群

落,1♂ ,2-Ⅸ ,1991).【サロベツ】豊富町 (Ono et al.,

1991),稚咲内 (1♀ 勾 ,11=VⅡ ,1991),原 生花園 (2

♀,11-VⅡ ;1♀ ,12-lX,1991),豊徳 (1♂ ,9=VI:2

♀,11ヽⅡ,1991),西豊富(1♀ ,27WⅢ ,1991):落

合 (1♀ ,9=VI,1991),兜 沼 (1♀ ,25=V,1991),幌延

町 (1♀ ,21=VⅡl,1996).

10.C“LiOFa lar BOSenberg et Strand

トビイロフクログモ

【礼文】海菫島 (秋山 ,1961).

11.C“脱
"″

籠ημπ″ Ono

マユミフクログモ

伸 l″諷利尻山 t保田,1692).【礼文】礼文岳 (トドマ

ツ群落,1♀ ,15=VⅡ :3♀ ,2-Ⅸ,1991)・ 【サロベツ】

稚咲内 (1♀ ,8=VL l♂ ,12-Ⅸ ,1991),原生花園 (1

♂,11・VⅢ:1♀ ,12-Ⅸ ,1991)・

12.C“働歳川口
"ψ

ヮ
…

おHayashi

サツポロフクログモ

伸l尻】利尻島輌姻 ,1996),jEla・鬼脇。種富町 COno

et al.,1991).【礼文】ネL文島(保田,1996).【サロベツ】

稚咲内個h摩n,1987;Ono et al,1991),(2'1♀ ,11-

VI:2♀ ,11■Л■ 1♀ ,12●Ⅸ,1991),艇町 (1♂ ,18-

vI,1996).

13.C“Lb“

"蝉

Kar釧

ムナアカフクログモ

【利尻】利尻島鰍 山,1961),鴛 泊・姫沼 KOno et al.,

1991).【礼文】礼文島 (八木沼 '大野,1967).【サロベ

ッ】豊富町 (Ono et al.,1991)・

14.C“励 夕gα

"Yagμ
Шm

ャガタフクログモ

伸1厠 和l尻島 (保田,1996),利 尻山嚇 沼,1972,

姫沼eyashi,1987;OrAo etat,1991)・

Liocranidae ウエムブ モ科

1.A870″ 滋
“

|17at Hayahi

カムラタンポグモ

【サロベッ】原生花園 (6♂ ,9 VI,1996),幌 延町 (2

♂2♀ ,20=VI,1996).

2.I協1血αフ囮由
'レ

G6senberg d Strand)

ィタチグモ



利尻礼文サロベツ国立公回のクモ類

【利尻】鴛泊 (熊 田,1979).

3.Pλ
"“

Iゴ1滅s crarip6(D敬 utz et Strand)

イナズマウラシマグモ

悧尻】鬼脇 KOnOetal,1991),和 尻山 繰 田,1992D.訛

刻 礼文岳OVマツ賄為 1♂ :ダ先が″糀  

「

;高茎草

癖 ,ぉr;チシマ辮 ,1♂ 1♀ ,15 VIL 1991).け

ロベ勁豊富町COnoetal,1991),稚咲内像Fll♀,11莉電

π 6♀ ly,1lⅣЩ &Fyl♀ ,12x1991),原生ズ日副(致♂

6♀,11ヽ砒 5♀ ,11=V眠 1こ蛉粒 121x1991),西 豊富

(1♀ ,11」VL 1991),磁 嘉針(1♀ ,11´VL 1991),嚇移唾町(1

♂1♀ 1ェ 独 1♂3♀ ,25-■■ 1♂ 3♀ ,2ド 日ヽ■1996).

4 Pλ認70rJム励s″
“
παtt Ya由山m

ヤバネウラシマグモ

【サロベツ】幌延町 (1♂ 1♀ ,25 VШ ,1996).

Anyphaenidae ィジッグモ科

1・ A″″滋
“
α
`リ

カ″6 Ya"Шm
ナガイゾツグモ

【サロベツ】豊富温泉 (熊田,1979).

7・
Aπン

"“

にα″g″ Karsぬ

イゾッグモ

【利尻】姫沼。沓形 (Ono et al.,1991).【サロベツ】

幌延町 (2♂ ,21= 「ヽI,1996).

ZO百dae ミヤマシボグモ科

1.Zο

"s"れ
凛α6雪メavan)

シボグモモドキ

【利尻】鴛泊 (熊田,1979),利尻山 (保田,19921.【礼

文】礼文岳 0ヽイマツ群落,イ ;チシマザサ群落,2C♂ 1♀

ly,オオィタドリ群落,%砲♀,15 VII,1991).け ロベツ】

稚咲内 (1♀ y,9V■ 1♂ 1♀ ,1l VⅡ ;1♂ 1♀ ,1l VIH,

1991),原生花園 (&♂ 1♀ 1♀ y2y,9=V131♂ 12♀ ,11-

VⅡ;6♂ 6♀ ly,11=VЩ 響 1♂y,12-lX,1991),豊究,(1

y,9=VI;1♂
,11■VⅡ,1991),給 (1♂ 2♀ y,9ヽヽ ぼ

1♀ ,1l VIl;1♀ ,11=VⅢ,1991),幌延町(2♂ 1♀ ,20-

■ 認 1♀ y,25=VⅡ ;ly,21■VШ,1996)

Heteropodidae アシダヵグモ科

1.M`α爾

“

α″υゴ″S“″s(Cladk)

ッユグモ

【利尻】鴛泊 (熊 田,1979).

Gnaphosidae ヮシグモ科

1.D“ ,磁6″η虚
““

Walよenaer)

イサゴワシグモ

【利尻】利尻山 (保田,1992).

2.I)7aSS"6s赫
“
sSChtel

トラフワシグモ

【サロベツ】稚咲内 (1♀ ,11・ VⅡ ,1991),原 生花園

(8♂ 2♀ ,9-VL 2♂ ,11-VⅡ,1991).

3.DrassyII“ 節lπ

““
“

R,mck etSong

エビチャヨリメケムリグモ

【サロベツ】幌延町 (5♂ 1♀ y,20-VI,1996).

4.D刺 ′郷
"“

励 ′F Kamura

ヤマヨリメケムリグモ

【サロベツ】幌延町 (1♀ ,24-VⅡ,1996).

5.D倒 ′
“

“

鰤″ゴKamura

ヒメヨリメケムリグモ

【サロベツ】原生花園(1♀ ,11-VⅢ ,1991).

6.Kおん″Й″励 レタ (S・ SitO)

ヨッポシヮシグモ

豚1,引 鬼脇 COnoetal,1991),利尻山 (保田,1992).

【礼文】礼文島 (八木沼。大野,1967).【サロベツ】豊富町

(Ono etal,1991),原 銃 園 (1♂ ,1l VIl,1991),幌延

町 (1♀ yly,2}VL 1996).
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7.M滋力海脱″ Hayashi

ヤマトツヤグモ

鯛 利尻山繰田,1992D。 【サロヽ刀稚咲内0♀,1}

VL 1991),原舗 園⑫♂1♀ ,9-VL 1991),難

“

♂,針

V■ 3♀ ,1l VIL 1991),脅資針(1♀ ,ll ML1991)・

8.Z`Itts a動産
“

tBOSenbett et Strand)

クロチャケムリグモ

【利尻】鬼脇(Ono et江 ,1991).【 サロベツ】稚咲

内(3♀ ,9=VI;1♀ 2♀y,11・VⅢ,1991),幌延町 (1

♀,20■VI,1996).

9.Z`Im"ルッ動直Kamura

コプシケムリグモ

【サロベッ】幌延町 (1♂薦マl♀yly,20-VIL 1996).

Thomisidae カニグモ科

1.D懃 劃開Ola O.P― Camridge

コハナグモ

【利尻】利尻島 (八木沼,1957:秋山,1961),鴛泊・

オタドマリ沼周辺 (熊田,1979),姫沼り調卜沓形・種

富町・利尻山 (Ono et al。 ,1991),ボン山(Ono et

Nヽhikawa,1992),姫 沼 (4ヽ野・保田,1992),利尻

山 (小野・保田,1992:保 田,1992).【礼文】礼文島

(秋山,1961;八木沼。大野,1967:保田,1996),香

深井川(Ono et Nishkawa,1992),海 菫島(秋山,

1961).【サロベツ】幌延町(ly,23=VⅡ ,1996).

2.Lysirar6 corOltab(Grube)

アマギエビスグモ

【利尻】姫沼。鬼脇・利尻山(Ono et al.,1991):ポ

ン山(Ono et NIsttWa 1992).【 サロベツ】サロベ

ツ原野 C/1ヽ 野・保田,1992),稚 咲内 (1♂ 1♀ ,7-VI,

1991),原 生花園(1♀ ,26=V,1991),幌 延町(1♂ ,

18-VI;1♂ ,21=VI:3♀ 1シ ,20■VⅡI;3♀ ,21=VⅢ ,

1996).

3.LysI"16れ Ono

タカネエビスグモ

伸1用 利尻山(Ono et J。,1991;小野・保田,1992

保田,1992).【礼文】礼文島(Ono,1988).

4.M勧寵
"叩

St油
“
"協

“
(Fabricius)

ハナグモ

【利腐胡利尻島鮮 沼・大鶏 1967;保田,1996),鴛

泊・オタドマリ沼周辺 (熊田,1979),姫沼・栄浜海岸

Ometal,1991)。 Fbd棋 島σu哺卜六調ら196Z

保田,1996),浜 中COnoetN働山田/a199',海磁島

(秋山,1961).【サロベツ】サロベツ原野 (小野・保田,

1992),原生花園 (1♂ ,8=Ⅵ;1♂ ,1l VII,1991),西 豊

富 (8♂ 8♀ y,7=VI;1♂ 3♀ y,27=V■ 1♀ y,10-VШ ,

1991),JM忠 (■♂y,26-V,1991),給 ω 2♀ ,11=Ⅸ ,

1991),兜 沼(OnoetNma1992),幌 延町 (1♂

1♀ ,18=VI;5♂ 3♀ ,21=VL 2♂ 2♀ ,24=VⅡ;2y,20-

VIII;3y,21-VIII,1996).

5.0型ヴ滋 S"“″Kulcnski

キタオチバカニグモ

悌lRI鴛泊・ボン山tOno,1988),姫沼 (Ono et al.,

1991:Ono et M山 山田a1992),利尻山 t/1ヽ野。保田,

1992;保田,1992)。 【礼文】香深 (Ono■ N由山田a

1990,礼皮岳 C/J腎・保田,1992;′ Vマツ群落,1♂ :チ

シマザサ群落 1♂ 1♀ ,15-VII,1991)。 【サロベツ】サロ

ペツ原野 (小野・保田,1992),稚咲内 (2♂ ,11=VⅡ ,

1991),原生花園(2♂ ,11刊■ 1991)廟延町 (e♂ ,2∈

Ⅵ ,1996).

6.… ― ChよWa.l

ノラオチバカニグモ

け ロベツ】サロベツ原野 (4埋予。保田,199a,原生花

口 (1♂ 1♀ ,1l VII;乏け,11-VIII;ly,121Ⅸ ,1991),豊

徳 (1♂ ,11-VⅡ,1991),幌延町 (2♂ 1♀ ,2∈VL l♂ ,

25-VⅡ ,1996).

7.0"声虚

…

L.Kod

ワカノ`グモ

鯛 利尻島い休沼・懇 、196Z保田,1996D,鴛泊・
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姫沼。沓形(QЮ etal,1991),利ALb 10nOetNttktta

19921,姫沼 (小野・保田,1992.【礼刻 礼文島00同日・

大野,1967),― JII(0「DetN由山田a1992.【サロ

ベソ 豊富温泉嫌 田,1979),稚 咲内・豊富町tOnoetal,

1991),サ ロベッ原野 C/J督・保田,1990,稚咲内α♂2♀

1♀ェ8ヽこ 1991),願EI(ぉa2♀
狂 18ヽ■2♂2♀蹴

23 VI;1♀ 取 2卿 ;1♂ yl♀

“

光処 1996)。

8.S″
“

惚 働歯
“"″

ono

チクニエビスグモ

【利尻】姫沼。沓形 (Ono et al.,1991),鴛 泊 (4ヽ野・

保田,1992).【礼文】礼文林道 (OnO et Nヽ 通kawa,

1992).【サロベッ】稚咲内 (Ono etal.,1991).

9`T― 滋
“
″駆醜alsls P」k

ハナナガトラフカニグモ

【サロベツ】幌延町 (6♂ 1♀ ,21■VI,1996).

10.T"s五
“““

s Paik

セマルトラフカニグモ

【利尻】鴛泊り団卜沓形・利尻山 (Ono etat,1991).

11ひ歯
“

り物
“

Paik

クロポシカニグモ

【サロベツ】豊富町 (OnO et al.,1991).

12.Xys■btts 00c_Fox

ヤミイロカニグモ

【利昴】利尻島 (秋山,1961).【礼文】礼文島 (秋山 ,

1961).

13.嚇 _輸
カラカニグモ

【利尻】鴛泊 (OnO et al.,1991).【 サロベッ】サロベ

ツ原野 (4ヽ野・保田,1992),稚咲内 (3♂ ,9-VL5♂ ,

11-VⅡ,1991),原生花日 (1♂ ,11-vⅡ,1991).

14.X"歳
“
sh滅赫 sttmd

チシマカニグモ

【利尻】利尻山 (小野・保田,1992;保 田,1992).

【礼文】礼文島 (保田,1996),礼文岳 (4ヽ野・保田 ,

1992;高茎草本群落,2♂ 1♀ ;チシマザサ群落,1♂ 1

♀,15-VⅡ;高茎草本群落,1♂ y2♀ ,2-Ⅸ,1991).

【サロベツ】豊富町 (Ono et al.,1991).

15.和s歳ぉ 70S如嬬 Ono

シギカニグモ

【利昼】利尻山 (小野・保田:1992;保 日,1992).

16.砂島
“

saga“ Bo腱iberg et Strand

オオヤミイロカニグモ

【サロベツ】サロベッ原野 (4ヽ野・保田,1992),原 生

花園 (ly,26-V;15♂ ,11-VⅡ,1991),落合 (3♂ ,

11=VⅡ,1991),兜沼 (ly,25-V,1991).

17.Xys磁
“

¨ 腕ぉ B6senberg etStrand

ヨコフカニグモ

【サロベッ】サロベッ原野 K/Jヽ野・保田,1992;Ono,

1995),艇町 (1♂ ,20=VL 1996)。

Phlodromidae ェビグモ科

1.PλJ″知臓6 atreoJ“ (cla)
コガネエビグモ

【利尻】利尻島 (谷川,1989),種富町 (OnO et al.,

1991),利尻山 (QЮ et NIsl山 コ鳴 1992).【礼文】礼

文林道 (OnOetNIshwa 1992)。

2 Phil″勧
“

爾咽m切
'S(Cla)

プチエビグモ

【利尻】姫沼 (OnO et Nl山趾awa 1992).【 礼文】

礼文林道 (OnO et NIsmawa,1992).

3.Pた″d,り籠
“
s ttWalCkenaer

キタエビグモ

Idll用 沓形 (Ono etaL,1991).【 礼文】礼文島 (八木

沼。選 =1967)。 け ロベツ】豊富温泉熊 田,1979),幌

延町 (1♀ ,18=Ⅵ ;1♂ 1♀ ,21=Ⅵ ;1■ 2}V■ 1996).
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4. Philoirrottttts *banreohts Bcrrlrrberg et Strand

ァサヒェビグモ

【利尻】利尻島 (八木沼。大野,1967).【 礼文】礼文

島 (秋山,1961;八木沼。大野,1967)。

5Tル
`II,sO♭

Iο

“
♂tS ttdよ劇m0

スジシャコグモ

【利尻】利尻島(秋山,1961;保 田,1996),筆 泊 (熊

田,1979),野塚。鬼脇・種富町・利尻山 (Ono et al.,

1991).【礼文】礼文島 (秋山,1961;八木沼。大野 ,

1967)【 サロベツ】稚咲内(Ono et al.,1991),西 豊

富 (1♀ ly,27=VⅢ ,1991),幌延町 (4ば yl♀ y,18=

vLl♂ 3♂ yl♀ 1♀y,21-VI;1♂ 5♀ ,23=VⅡ;2♂ 1

♂yl♀ ,24=VⅡ;1♀ ,25-VⅡ;2♀ ,20■VⅢ;2♀ 2y,

21=VШ ,1996).

Salticidae ハIトリグモ科

1.A`I“溜:“

…

  (CK∝D

ヤマジハエトリ

【サロベッ】幌延町 (1♀ ,23-VⅡ,1996).

2.C′″肋銚 χα
"Й

ο

"口

聞
“

(Latreine)

ネコハエトリ

【サロベツ】幌延町 (1♀ ,21=VI,1996).

3.E“ο″び

""回

おWalCk―er)

カタオカハエトリ

【利尻】利尻山 (保田,1992).【サロベツ】西豊富 (1

♂,11・VⅡ,1991).

4.E“ο′り S“Prd“協赫枷
"BO田

ih電 et Strand

イナズマハエトリ

い1尻】利尻山 (Ono et al.,1991)。

5H`I置
“

ヴ 航dra (Karsa)

コジャバラハエトリ

【サロベツ】稚咲内(1♂ ,8=VI,1991),原 生花園(1

♀,8=VI,1991).

6.H`′効′ん
"“

Sr"“S(Hahn)

チビクロハエトリ

【サロベッ】原生花園 (1♀ ly2y,26-V;%ほ ♀,8-

VI,1991),西豊富 (1♀y,10二VШ;1♂y3♀ 4♀y7y,

27=VШ,1991),幌延町 (2♀ ,21=VI;2♀ y,18=VⅡ ;

1♀ y,23=VⅡ :7y,20=VШ;1♀ ,21=VШ ,1996)。

*次種と再検討の必要がある.

7.HcIあ

"四
“

6S・・―
Ku10郎雌

【利尻】野塚・沓形・種富町・栄浜海岸 (Ono et al.,

1991).

8.MeSaウ 昴防層 (Kd呵霞腱)

ォォハエトリ

【利尻】利尻山 (Orlo et al.,1991).【 サロベツ】豊

富町 (Ono et al.,1991).

9。 M明産印θ:"g山 (Kan)

ャハズハエトリ

【サロベッ】幌延町 42y,18 VL%υ l♀ 4y,21■VL

l♂ 2♂ yly,23=VⅡ;2♂ 1♂ y4y,21■VШ ,1991)・

10.M噺鰤口

"Odよ

mer)

ャバネハエトリ

【サロベツ】幌延町 (1♀ ,21=VⅡ,1996).

11.政
“

油 凛
“
CMよWa■D

ネオンハエトリ

い1尻】鴛泊 (Ono et al.,1991).

12.Pl血tCI14めにσ籠
“
G6Senbq et Strand)

チャイロアサヒハエトリ

【利尻】沓形 (Ono et al.,1991).

13.Phirセ″肱α
“"セ"″

′(Gmbe)

マガネアサヒハエトリ

【利尻】姫沼・鬼脇・利尻山(Ono etal_,1991).【 礼

文】礼文島 (八木沼。大野,1967).【サロベツ】稚咲内

(1♀ 1♀ y,慧―VI,1991),幌 延町0♂ 1♂yl♀ 1♀ y,
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18-VI;1♂ 12♀ 1♀ y,21-VI;1♂ y,23-VⅡ ;1♂ ,

24 VII,1996).

14.PλЙたIIa rЙ″(Karsぬ )

メガネアサヒハエトリ

【ネL文】礼文島 (八木沼。大野,1967),礼文岳 (チシ

マザサ群落,2,2-Ⅸ ,1991).【サロベッ】幌延町

(4♂ 4♂ y2♀ ,21-VI;1♀ ,24-VII;1♂ ,21-VIII,

1996).

15.PI面″虚 6""″ゴ″ぼぉ(S.Saito)

マグラスズハエトリ

【利尻】姫沼 (Ono et al.,1991).

16.Ps″′ゴd“S晟れ6カゴ昴
`“

sむ (B翡日■1自鳴etShnd)

イソハエトリ

【利尻】野塚 (Ono et al.,1991).

17.S″慇
`J″“

慇ο` 哺 おStrand

アメイロハエトリ

【サロペツ】幌延町 (2♀ ,18-VL2♀ ,21-VLl♀ ,

24-VⅡ,1996).

18.Yaglit“確 Ira ttsd(Yagin― a)

ウススジハエトリ

【利尻】姫沼。鬼脇。沓形・利尻山 (Ono et al.,1991),

利尻山 (OrLO et NL叫 1992;保田,1992).【 礼

文】礼文島 (八木沼 。大野,1967),礼 文岳 0ブイタドリ

群落,1♂,15=VⅡ ;トドマツ群落,1♂ ,2■lX,1991)。 【サ

ロベツ】稚咲内 (3♀ ,8=VLl♂ ly,12=Ⅸ,1991).
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