
《 第 2 部 》　春に成熟するクモ

・カラフトオニグモ
・アオオニグモ
・ギンメッキゴミグモ
・ゴミグモ
・ズグロオニグモ
・ウロコアシナガグモ
・アシナガグモ
・カタハリウズグモ
・センショウグモ
・ユノハマサラグモ
・クスミサラグモ
・バラギヒメグモ
・ホシミドリヒメグモ
・ウヅキコモリグモ
・ササグモ
・アズマキシダグモ
・シャコグモ
・ヤミイロカニグモ
・ワカバグモ
・ネコハエトリ
・アリグモ
・ヤハズハエトリ
22 種
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【トピック】和名のカラフトは最初に確認・
記載された場所にちなんでいるが，カラフ
トオニグモ自体は日本各地に広く分布して
いる。丹沢丘陵の山道では早朝道をはばむ
ほど多くの網を見ることが出来る。
類似種サガオニグモ Plebs astridae (Strand 1917) 春に
成熟（♀ 6～ 10mm，♂ 5mm）は肩（腹部前端）がと
がって張り出すのでカラフトオニグモと区
別できる。

【観察ポイント】腹部はずん胴形でなで肩。
背甲は白毛が密生。サガオニグモの肩はと
がる。

【習性】春先に姿を現すクモ。低地帯から山
地帯に広く生息，針葉樹林や広葉樹林の林
道沿い等の林縁や林内に多くみられる。【網
性】枝間や樹間に垂直円網を張る。幼体は
棒状の隠れ帯を付けていることがある。円
網の直径は 15～ 20cm。クモは昼夜を問わ
ず，いつも網の中心にいる。【卵嚢】半球状
の黄色卵嚢を，樹皮・葉・建物などに作る。
産卵期は 6～ 8月。

mm♂ 約 〜4 5
mm♀ 約 〜5 9

成熟： 春  夏  秋  冬100 %

垂直円網コガネグモ科
Plebs sachalinensis (S.Saito 1934)樺太鬼蛛

カラフトオニグモ

Photo： 池田

Photo ：谷川

♀

サガオニグモ♀

腹部寸胴撫肩
（サガオニグモはとがる）
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メガネドヨウグモ（成熟：春、夏）
Metleucauge yunohamensis (Bos.& Str. 1906) アシナガグモ科

75118

メガネ形は背甲部の暗色斑紋。都市公園や寺社
の池付近でも採集される。腹部腹面に黄色の三
日月紋が左右にあり腹面からでも見分けられる。
【網性】大型 (最大 2m，通常は 50cm～ 1m)の水平円
網。クモは網の一端の枝下に静止し待ち伏せる。
網にかかった昆虫はすべて捕食。横糸と横糸の
間隔が広く，ほとんど 1本の横糸だけで捕えら
れる。【卵嚢】未確認だが，産卵期は 6～ 7月と
推定。　＜♀ Photo：森田＞

タニマノドヨウグモ（成熟：春、夏）
Metleucauge kompirensis (Bos,&Str. 1906)　アシナガグモ科

871410

頭部暗色斑が眼鏡形にならず腹背前方に暗色部
（内は白斑）がある。【網性】渓流上に大型の水平
円網を張る。メスは 18時頃から造網し，翌朝 6
時頃から破網する。日中はイタドリ上などで静
止している［吉田真］。【生活】幼体で越冬し，春
から成長し始めて 6月に成体。幼体が他の網に
侵入し，餌を盗む例が多い［吉田真］。
＜♀ Photo：新海＞

キザハシオニグモ（成熟：春）
Araneus abscissa (Karsch 1879)　コガネグモ科

85106

初春に成熟するオニグモ。肩の前後に横一線の
仕切りがあるのが特徴だが，斑紋が薄い個体で
ははっきりしない。【網性】草間の地上 20～
50cmの所に水平の正常円網を張る。オニグモ類
で常に水平に正常円網を張るクモは日本では本
種［新海］。【卵嚢】未確認。【備考】キザハシと
は階段を意味する古語。腹背の斑紋が前後で段
が付いていることから命名された。
＜♀ Photo：高野＞
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Photo ：森田

【観察ポイント】ビジョオニグモに似るが腹
側面も青いところが異なる。また，ビジョ
オニグモの成熟季は秋であるが，アオオニ
グモの成熟季は春である。

【習性】平地から山地まで広く生息し，丹沢
では標高 700m以上の山地帯にも生息して
いた。【網性】庭の樹枝間にキレ網を張る。
葉に住居を作って潜み、虫がかかると呼糸
を伝って飛び出して来る。繁殖習性は記録
がない。網データは直径 20cm，縦糸 13～
20本，横糸 14～ 28本。

【トピック】無色透明の網糸は時間がたつと
金色に光るようになる。オニグモやコガネ
グモなどの垂直円網種は腹部内に 7種類の
糸腺を持つ。円網の縦糸・枠糸は大瓶状腺，
隠れ帯は小瓶状腺，横糸の基軸は鞭状腺，
粘球は集合腺，卵嚢は管状腺（オスにはない），
捕帯はブドウ状腺，付着盤はナシ状腺といっ
たように機能分化がされている。

mm♂ 約 〜5 6
mm♀ 約 〜9 11

成熟： 春  夏  秋  冬90 %

キレ網コガネグモ科
Araneus pentagrammicus (Karsch 1879)青鬼蛛

アオオニグモ

Photo： 森田♀

♂
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形態・網型・生態はアオオニグモに似るが，成
熟時期は秋（9月）と異なる。【生活】産卵期は
10～ 11月。越冬態は卵で，3～ 4月に発生が
開始され，3月下旬～ 5月上旬にふ化する。100
～ 450卵。卵嚢内の発育にバラつきがあり，出
嚢後，まどいをせず温かい日に分散していく。
子グモはキレ網でない円網を張る［佐藤幸］。
　＜♀ Photo：腰高＞

腹部がずん胴形で体色は黄褐色に茶褐色の縦ス
ジがある。【網性】キレ網に似た上側に横糸を欠
く円網で，中央に葉を吊り，クモはその中に潜む。
林床の下草の間に造網している。網は下半分が
大きく，横糸は下の方に多い。網データは縦糸
14～ 20本，横糸 6～ 17本。【卵嚢】葉の中に
1～2個作る。産卵期は7～8月。出嚢は8月で，
62卵［大利］の記録がある。
＜♀ Photo：腰高＞

65108

ハツリグモ（成熟：夏）
Acusilas coccineus Simon 1895　コガネグモ科

65108

ビジョオニグモ（成熟：秋）
Araneus mitificus (Simon 1886)　コガネグモ科

キレ網

垂直円網の一部に横糸がなく，一部が切れてい
る網をキレ網と呼ぶ。切れている部分から出て
いる糸をたどると裏にクモが潜んでいる。網の
振動を感じる受信糸を呼糸と呼ぶ。アオオニグ
モのほか、ビジョオニグモ，ヘリジロオニグモ，
ヤマキレアミグモなどもキレ網を張る。ヘリジ
ロは円網を張った後で網の一部を切り取る。ア
オオニグモやビジョオニグモは最初から切れる
部分で折り返す。
＜網標本：船曳和代＞
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【トピック】網は上半分が大きく，刺激に対
する反応開始時間は上の刺激に対しては
2.60秒，下の刺激に対しては 4.79秒と，上
に対する刺激が早かった。ただし，上につ
いた虫は網から落ちやすい [秋元維那・秋元昇 ]。
類似種オオクマギンメッキゴミグモ Cyclosa 

okumae Tanikawa 1992 (♀ 5～ 6mm，♂ 4mm)は福岡県
の標本で記載された小型種だが，北海道と
熊本県にも分布，他地域では未記録。

【観察ポイント】垂直網の中心で頭を上にし
て占座する銀色のゴミグモである。銀色部
分（腹部）は変異が多く，銀色と黒色部が半々
の個体や，全体黒色のものも見られる。

【習性】都市部の公園から山地まで見られる
普通種。網の中心部に直線状の隠れ帯をつ
ける。また，枠糸や縦糸にも白い糸をつけ
る個体も多い。
【網性】多様な隠れ帯をもつ円網で網径

11cm～ 24cm，縦糸 33～ 74本，ヨコ糸
25～ 72本 [船曳 ] 【生活】年 2化。

コガネグモ科 擬装円網 mm♂ 約 〜3 4
mm♀ 約 〜3.5 7

成熟： 春  夏  秋  冬100 %
Cyclosa argenteoalba Bös.& Str. 1906銀鍍金塵芥蛛

ギンメッキゴミグモ

Photo： 森田

Photo ：谷川

♀

♂

腹部長は頭胸部の倍程度
体色が黒一色の場合もある
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mm

類似種があるが，本種の背甲長は背甲幅の 1.1
～ 1. 2倍。腹部末端は鈍く丸く終わるか後方に
細長く伸びて終わる。シマゴミグモでは背甲が
細長く，背甲比＝背甲長／背甲幅は 1.3を超え
ている。背甲が黒くふち取られているため数値
以上に細長く感じられる。ミナミノシマゴミグ
モでは背甲比は 1. 2～ 1. 3程度で，オスだけで
ヤマトゴミグモとの識別はかなり困難。
＜♀ Photo：新海＞

5374

ヤマトゴミグモ （成熟：夏）
Cyclosa japonica Bös.& Str.1906　コガネグモ科

全身黒く，網の中心に横向きに占座するこ
とが多い。カギヅメカラスゴミグモ Cyclosa 

hamulataTanikawa 1992との混同があり，メスの区別
は生殖器の内部構造によるため難しい。【生活】
オスは成熟すると網を張らず，メスの網に侵入・
同居，宮崎県では5月下旬～6月始めに交尾する。
オスは 6月中旬に姿を消し，メスは 6月中下旬
に産卵 [松山 ]。【備考】カギヅメはオス触肢の特
徴より命名 [谷川 ]。＜♀ Photo：谷川＞

54107

カラスゴミグモ（成熟：春、夏）
Cyclosa atrata Bös.& Str.1906　コガネグモ科

ギンメッキゴミグモよりも腹部は細長い。山地
性でヨツデゴミグモやギンメッキゴミグモより
標高の高いところに住む。中部以北に多く，関
東南部以南はほとんどギンナガゴミグモ（Cyclosa 

ginnaga Yaginuma 1952秋田県にはギンナガが分布）。クマ
ダギンナガゴミグモとギンナガゴミグモの区別
は難しく，雌雄とも生殖器の構造に依る。
＜♀ Photo：千国＞

485

クマダギンナガゴミグモ（成熟：夏）
Cyclosa kumadai Tanikawa 1992　コガネグモ科
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網に交尾糸を引き，はじいて求愛する。メ
スを交尾糸上に誘い出して交尾する。福岡
市油山の森では幼体の 20％がコブクモヒメ
バチに寄生され食べ尽くされた [桝元 ]。

【トピック】網の中央に並べたゴミは，食べ
かす，脱皮がら，木くず，など網にかかっ
た小さなゴミで作られていて，網を張りか
える時はゴミも一緒に持ち運ぶ。種名のラ
テン語「八の octo」「小突起 tuberculatum」
は腹部形態に由来する。

【観察ポイント】腹背 2個，末端に突起が 6
個あり，合わせて 8個は本種だけの特徴で
ある。

【習性】5月に成熟する。【網性】網直径 20
～ 40cmの垂直円網の中央に，メスはゴミ・
リボンを付け，その上にじっとしている。
【卵嚢】卵嚢をゴミ・リボンに擬装し，下か
ら古い順に並べる（3～ 6個 ,30～ 130卵。300卵の

記録もある） [新海，西野 ]。母グモは通常はもっと
も新しく産卵された卵嚢のそばにいる。【生
活】ゴミグモのオスは成熟すると横糸を欠
く網を張る。オスはメスを探索し，メスの

コガネグモ科 擬装円網 mm♂ 約 〜8 10
mm♀ 約 〜10 15

成熟： 春  夏  秋  冬90%
Cyclosa octotuberculata Karsch 1879塵芥蛛

ゴミグモ

Photo： 森田

Photo ：森田

♀

♂
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mm

mm

腹背前方に一対，腹部後方に 4個の突起がある。
腹部を側面から見るとキジロゴミグモのメスは
糸疣のあたりから急に細くなる。オスの識別は
難しい。【網性】樹林地の周辺，草原，林道など
の樹木の枝葉間， 草間に垂直の擬装円網を張る。
網の中央には縦にゴミを並べて，クモはその中
心に止まる。海岸から山地まで広く生息するが，
個体数は少ない。
＜♀ Photo：田中和徳＞

54106

キジロゴミグモ（成熟：夏）
Cyclosa laticauda  Bös.& Str.1906　コガネグモ科

腹部後端には 4突起があり、ヨツデゴミグモに
似るが，頭部がヘルメット状に盛り上がり、胸
部が小さい点で異なる。【網性】網を張らずに，
造網性種の網に侵入し，宿主のすきを狙って急
襲，噛みついて，捕食する「クモ食い」である。
【生活】7月頃，10cm程の吊り糸で茶褐色の卵
嚢をスギの葉先などに付ける。
＜♀ Photo：安藤＞

354

ヤマトカナエグモ（成熟：春、夏）
Chorizopes  nipponicus Yaginuma 1963　コガネグモ科

腹部後端に「ヨツデ」の由来となった 4個の突
起がある。【網性】垂直円網に糸で円を描いたよ
うな隠れ帯を付けることが多い。【卵嚢】淡褐色
の卵嚢を網中央に上から並べ（3～ 5個，10～ 30卵），
クモは列の下にいる［新海 ]。【生活】5月中下旬
にオスはメス網の中心に引いた交尾糸をはじい
て求愛。交尾糸上に誘い出されたメスは交尾直
後に交尾糸を切る。55分間に 12回交尾 [池田・谷

川 ]。＜亜成体♂ Photo：腰高＞

464

ヨツデゴミグモ（成熟：春、夏）
Cyclosa sedeculata Karsch 1879　コガネグモ科
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いた [八幡秋山 ]。幼体の間で網の乗っ取りが
行われた。乗っ取られた方が小さかった［平
松］。【生活】宮崎県での越冬態は幼体・成体・
卵，越冬卵は住居巣内にあり，5月 12日に
孵化，3～ 4日後に脱皮，その 4日後に分散。
卵嚢には橙色卵が 50～ 300卵 [石野田 ]．

【トピック】住居を作るオニグモは小さな管
瓶で飼育しやすい。属名は日本のクモ学発
展の最大の功労者である故八木沼健夫にち
なむ。種小名の siaは女神を意味する。

【観察ポイント】 ズグロとは頭が黒いという意
味である。夜間，垂直円網を張るのでオニ
グモ類である。一見カレハヒメグモに似た
斑紋なのでよく間違えられる。しかし，眼
の中眼と側眼が大きく離れているなどコガネ
グモ科の眼列なのでヒメグモ科とは異なる。

【習性】橋の欄干や軒下などに多く，駅構内，
電話ボックスなどの照明の下に夕方垂直円
網を造網する。昼間は呼糸の先の住居に隠
れている。造網は古い網を破網しながら進
む。ある橋では 8月 5日 18：00には 2頭
だったのが，20：30には 152頭が造網して

コガネグモ科 住居つき垂直円網 mm♂ 約 〜7 10
mm♀ 約 〜7 13

成熟： 春  夏  秋  冬70 %
Yaginumia sia (Strand 1906)頭黒鬼蛛

ズグロオニグモ

Photo： 池田

Photo ：谷川

♀

♂
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水田や野菜畑に多くカレハヒメグモに生態も形
態も類似する。【卵嚢】産卵期は堺市で 6月初旬
と 8月中旬の 2化。8月上旬に亜成体の世代で
は 7個産卵 (10日間間隔で 70日間 )，約 120卵，卵
嚢期間約 12日。【生活】雌雄とも 5回脱皮，6
令目に成体となる (卵嚢脱出時を 1令とした )，メス
はふ化後約63日で成体，オスは約58日で成体 [田

中穂 ]。
＜♀ Photo：谷川＞

6474

ヤマトコノハグモ（成熟：夏）
Enoplognatha caricis   (Fickert 1876)　ヒメグモ科

腹背斑紋はズグロオニグモに似ているし，人工
物に造網する点も同じ，くぼみに作る簡易管状
住居も似ている。ただし，カレハヒメグモの前
眼は一列に並んでいるのに対し，ズグロオニグ
モは中眼と側眼が離れている。【網性】カレハヒ
メグモの場合には住居から不規則網が張り出さ
れている。【卵嚢】卵型で不規則網に吊るされて
いる。5月7日から6月11日まで7回産卵した。
卵嚢は次第に小さくなる [大利 ]。＜♀ Photo：安藤＞

7486

カレハヒメグモ（成熟：春）
Enoplognatha abrupta (Karsch 1879)　ヒメグモ科

mm

mm

♀ 約
♂ 約

赤色ふた星型が多く，白条型は少ない。
【網性】草間・樹枝葉間に小さな円網（約

5～ 10cm）を張る。向きも垂直だったり
水平だったり色々である。横糸間隔は
網が小さい割に広い。身近なクモであ
りながら生態はわかっていない。
＜シロスジ型♀：新海，フタホシ型♀：谷川＞

3

3.5

シロスジショウジョウグモ（成熟：春）
Hypsosinga sanguinea (C.L.Koch 1844)　
コガネグモ科

フタホシ型シロスジ型
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の裏に白色か淡緑色の綿あめ様の 6～ 7mm
の卵嚢を作る。平均41卵，2.2回産卵 [吉田真 ]。
産卵期は 5月下旬～ 6月。

【トピック】虫の捕獲に網を使わないで，つ
かみ取りする方法はアシナガグモ類にはよ
く見られる。ハワイ島では狭い地点ごとに
網を張らないアシナガグモが種分化してい
ることが知られている。

【観察ポイント】類似種にエゾアシナガグモ
がいてメスでは区別できない。メスの腹背
は全体に金色が強い。ウロコアシナガグモ
のオスはエゾアシナガグモと違い，赤い斑
紋があることで識別できる。丹沢では 700
ｍ以上の山地帯でも生息する。

【習性】葉裏や葉先に足場程度の小さな水平
円網を作り，虫を捕獲する。アシナガグモ
の仲間の水平円網の中央には円い穴が開い
ている。このような「開こしき」は造網段
階の最後に網の中央に戻ってきたクモがこ
しきを咬み破ることで作られる。【卵嚢】葉

アシナガグモ科 水平円網 mm♂ 約 〜3 6
mm♀ 約 〜4 6

成熟： 春  夏  秋  冬90 %
Tetragnatha squamata Karsch 1879鱗足長蛛

ウロコアシナガグモ

Photo： 腰高

Photo ：池田

♀

♂

♂は赤い斑紋があることで識別できる
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8月に成熟。里山から山地に分布する。丹沢で
は 700ｍ以上の山地帯にも生息する。林道，渓
流沿いの樹木の葉裏に見られる。【網性】3～ 4
齢までの幼体期は水平円網を張るが，その後は
網を張らない［新海］。昼間は葉裏でじっとして
いるが，夜間，樹葉間に引いた数本の糸で獲物
を待ち，近くを通る飛翔性昆虫を長い脚で引き
よせ捕食する。また他のクモの網に侵入し，網
主を補食している個体もいる [新海明 ]。
＜♀ Photo：池田＞

76108

キンヨウグモ（成体：夏、秋）
Menosira ornata Tikuni 1955 　アシナガグモ科

7月に成熟。【網性】草原，山地の草間に水平円
網を斜めに張る。葉裏に荒く糸を張って住居と
している [中平 ]。【瞬間的体色変化】金色の腹部
は刺激を与えると瞬間的に褐色に変化する [植

村 ]。金銀色のグアニン結晶を含む細胞（グアノサ
イト）が筋収縮によって褐色の中腸で隠されるこ
とで体色が変化する。このような仕組みはグア
ノサイトを持つクモでは多かれ少なかれ起こる。
＜♀ Photo：森田＞

5476

キララシロカネグモ（成体：夏）
Leucauge  subgemmea Bös.& Str. 1906　アシナガグモ科

メスはウロコアシナガグモと区別できないが，
オスは腹部背面の赤色部分がないことや上顎が
長いこと，触肢の構造で容易に区別できる。ウ
ロコアシナガグモとは分布が重なっているため
注意が必要である。【網性】ウロコアシナガグモ
同様の小さな水平円網を張る。【産卵】エゾアシ
ナガグモの卵数の記録では神奈川県秦野で 151
卵がある [池田 ]。＜♂♀ Photo：安藤＞

8476

エゾアシナガグモ（成体：春、夏）
Tetragnatha yesoensis S.Saito 1934　アシナガグモ科
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広い。水面から羽化してくる水生昆虫を捕
獲している。【生活】アシナガグモの 6月
26日出嚢幼体は約 2ヵ月弱で成熟した。ア
シナガグモは世界中に広く分布する世界共
通種。空中分散能力が高いためである。

【トピック】種名にラテン語由来の「略奪す
る praedo」が使われているが，実際によく
他個体や他の円網種の網に侵入し餌を略奪
しているのが観察される。

【観察ポイント】腹部は細長い。オスの顎は
長い。類似種が多く斑紋や色彩だけの識別
は困難。顎が分類の鍵である。腹背の前方
の黒紋が明瞭で後方の黒い線の途切れが少
ない。腹部の腹面や側面が黒くない。ヤサ
ガタは腹面の黒褐色が特徴。ヤサガタアシ
ナガグモとの識別は難しい。アシナガグモ
は雌雄ともに牙の基部に Aの突起があり，
メスの顎には乳房状の大きな歯 Bがあるこ
とで識別できる。

【習性】水田や川辺に網の中央に円く穴の開
いた水平円網を張る。横糸の間隔は比較的

アシナガグモ科 水平円網 mm♂ 約 〜5 12
mm♀ 約 〜8 14

成熟： 春  夏  秋  冬70 %
Tetragnatha praedonia Karsch 1879足長蜘蛛

アシナガグモ

Photo： 新井

原図：谷川を改写

♀

上顎

メス上顎下面

A

B

C

丸っこくて大きな歯 ここに大きな歯

ヤサガタアシナガグモアシナガグモ

腹背の前方の黒紋が明瞭で後方の黒い線の途切れが少ない
腹部腹面や腹側が黒くない。ヤサガタは腹面が黒褐色
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水田の水路を好み，河川や山際水路でも出現す
るが，山地渓流には生息しない [吉田真 ]。本州で
は高地で見られる [新海 ]。
他に細長い体のアシナガグモ科では，ウロコア
シナガグモ（54頁）やシロカネグモ属（98頁）な
どがよく見られる。交尾の際にオスの顎はメス
の顎を抑える。
＜♀ photo：谷川＞

95128

ハラビロアシナガグモ（成熟：夏）
Tetragnatha extensa (Linnaeus 1758)　アシナガグモ科

アシナガグモよりやや小さい黄色系のアシナガ
グモである。草間に足場により水平から垂直ま
でいろいろな角度に円網を張る。成体は 5～ 8
月 [新海 ]。ウンカの日捕食量は 10～ 13頭と報
告されている。イネ株上を飛びかうニカメイガ，
フタオビコヤガ，コブノメイガ，ウンカ，ヨコ
バイ類，アブラムシ類などイネの主要害虫を捕
食する。5月下旬～ 7月上旬に産卵する（平井一
男「天敵大事典」）。　＜♀ photo：谷川＞

105117

シコクアシナガグモ（成熟：春、夏）
Tetragnatha vermiformis Emerton 1884　アシナガグモ科

アシナガグモに比べて腹背後方の黒紋は途切れ
がちで，腹部腹面は黒褐色である。湿地を好む
傾向がある。アシナガグモとの共存域ではヤサ
ガタアシナガグモは足場として草を使う割合が
高いため，より低位置 (10～ 50cm)に造網する [吉

田真 ]。【卵嚢】平均 114卵，産卵 2.7回，総卵数
310個。アシナガグモと比較して小卵多産型で
ある [吉田真 ]。
＜♀ Photo：森田＞

104147

ヤサガタアシナガグモ（成熟：夏）
Tetragnatha maxillosa Thorell 1895　アシナガグモ科
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【トピック】毒線をもたないため，虫を麻痺
させることは出来ない。網で捕えた虫をラッ
ピングして動きを止める。ウズグモの糸腺
にはコガネグモ科にある鞭状腺や集合腺が
なく，代わりに偽鞭状腺・篩板腺・側篩板
糸腺がある。篩板糸円網の横糸には粘球が
なく，縮れた糸を丸めたパフがあり，虫に
からむ。ラップした虫を頭の先にしばらく
持つ習性がある。飼育実験下ではキイロショ
ウジョウバエを捕食したが，野外でどんな
種類の虫を捕獲しているのかは調査されて
いない。

【観察ポイント】ウズグモ類ではもっとも普
通種である。「肩張」という特徴はウズグモ
に共通である。ウズグモに比べて色が薄い。

【習性】　越冬世代が 5月，夏世代が 7月に成
熟，夏世代は小さい。一腹卵数は母親の体
重と相関し，30mgで 100卵ほどになった
[渡部 ]。幼体とオスはシート状円網 (横糸がな

く，縦糸間にこまかい糸を張りつめたもの )を張る [新海

明 ]。丹沢では上限が標高 610ｍで，ほぼク
サグモと同じである。篩板類で円網を作る
が，オス成体では篩板糸線が消失する。網
を利用しての餌が採れなくなると思われる。

ウズグモ科 擬装円網 mm♂ 約 〜3 4
mm♀ 約 〜4 6

成熟： 春  夏  秋  冬90 %
Octonoba sybotides (Bös.& Str. 1906)肩張渦蛛

カタハリウズグモ

Photo： 安藤

Photo ：石田

♀

渦状の隠れ帯

肩下が高く盛り上がる（ウズグモ類の特徴）
背甲・腹背の色が薄い背甲中央に白い線条
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mm

腹部中央の高まりはかなり高く，側面からは腹
部が三角形のように見える。体色は灰色から黒
色まで変異が多い。エゾという名称に関わらず，
北海道から山陽地方まで分布する。ウズグモに
はエゾウズグモのように分布の広い種ばかりで
なく，タカラジマウズグモやイヘヤウズグモ，
ミヤコウズグモ，クメジマウズグモ，センカク
ウズグモなど島固有の分布をする種もある。
＜♀ Photo：新海＞

535

エゾウズグモ（成熟：夏）
Octonoba yesoensis (S.Saito 1934)　ウズグモ科

属の変更に伴いウズグモからヤマウズグモへの
改名が提唱された。カタハリウズグモに比べて
黒っぽい場合が多いが識別は困難。都市部より
山地，乾燥地より湿地に見られる。類似種のト
ウキョウウズグモ O.sinensis (Simon 1880)（♀ 4～ 6mm，

♂ 4～ 5mm）は都会や市街地の建物の周囲に多く，
山地にはみられない。外雌器の形態図は左から
カタハリ・ウズ・トウキョウ [吉田哉原図を改写 ]。
＜♀ Photo：谷川＞

5364

ウズグモ（成熟：春、夏）
Octonoba varians (Bös.& Str. 1906)　ウズグモ科

ウズグモ類の隠れ帯には渦状と棒状の二型があ
る。その意味が分かったのは近年であった。観
察と実験により，棒状の帯より渦状の帯のほう
が縦糸の張力を増して微小な振動を検知しやす
くしており，かかった虫への反応が早いことが
分かった。餌が少なく飢えているクモは渦状の
帯を付け（横糸間隔狭く），小さな餌も逃さない。
飽食のクモは棒状の帯を付け，大型の餌を狙う
[渡部 ]。
＜棒状の帯 Photo：腰高＞

ウズグモの隠れ帯の二型と機能

カタハリウズグモ ウズグモ トウキョウウズグモ
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けてくるが，粘糸が前脚にかかっても気に
せず，突進して捕らえる。【卵嚢】5mm程
の黄褐色の卵嚢を雨の当たらない場所へ吊
るす。産卵5月下旬～8月。20～35卵［新海］。

【トピック】「戦勝」は岸田久吉による日露戦
争の勝利に因む命名である。同様の戦勝祈
願の命名には植村利夫による日中戦争勝利
のカチドキナミハグモがある（1938年）。セン
ショウグモの属名の「ero」はラテン語の「放
浪者 erro」か「詰め篭 aero」の意味だろう。

【観察ポイント】腹部は箱形で黒色の点斑が
全身にある。クモ本体がいなくとも卵嚢は
よく見られる。

【習性】他のクモの網に侵入し，その主を攻
撃し，補食する。主に網を張るクモを襲う。
ヒメグモ科，サラグモ科，コガネグモ科の
クモがよく襲われる。クモの網に入ると，
ゆっくりと網主に近付く。網主が気づいて
向かってくると，前 2脚を高く持ち上げ，
相手の脚を防ぎながら，頭胸部の下面にま
わりこんで，基節付近にかみつくことが多
い。ヒメグモ科のクモは投げつけ粘糸をか

センショウグモ科 網へ侵入しクモ食い mm♂ 約 3
mm♀ 約 〜4 5

成熟： 春  夏  秋  冬100 %
Ero japonica Bös.& Str. 1906戦勝蛛

センショウグモ　

Photo： 森田

Photo ：千国

♀

卵曩

腹部は箱形で黒色の
点斑が全身にある
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mmmm

捕食後に腹部は丸くなる。空腹時の腹部は細長
い。【網性】足場程度の網しか張らずに，オオヒ
メグモやカグヤヒメグモ，ヒメグモの網に侵入
し，網主や卵嚢から出嚢する子グモを食べつく
す。ジョロウグモの網に居候した例も記録され
ている。【卵嚢】高知県で 7月，シロカネイソウ
ロウグモの卵のうを少し大きくし，赤褐色にし
たような卵のうを宿主の網に吊るす［中平］。【分
布】南方種だが，北上しつつある。＜♀ Photo：谷川＞

323

クロマルイソウロウグモ（成熟：夏）
Spheropistha melanosoma  Yaginuma 1957　ヒメグモ科

腹背の肩からのハート型の模様は下側で左右に
開いて「割れたハート」になっている（中図右）。
ムナボシヒメグモと間違えやすい。【網性】足場
程度の網しか張らずに，クモ食いである。【卵
嚢】白っぽい暗赤色で 10月 15日と 12月 1日
に産卵された [熊田 ]。【トピック】クモ食いグモ
同士を競わせた実験ではムナボシヒメグモが最
強だった [加藤む ]。
＜♀ Photo：新海＞

3242

サトヒメグモ（成熟：春）
Platnickina mneon (Bös.& Str.1906)　ヒメグモ科

腹背に肩から始まるハート形の黒い紋様が見え
る。背甲中央にも黒い縦条がある。ハート形の
黒紋の下方は左右に広がらずに中央で合わさり
そうになっている（中図左）。生息市街地の森林の
最優占種でかん木の間や葉上に生息，【網性】足
場程度の網しか張らずに，クモ食いである。【生
活史】オスは 5月下旬から 6月下旬，メスは 6
月下旬に多い。オスは 8月下旬には見られない。
産卵期 6月，越冬態は幼体。＜♀ Photo：新海＞

33

ムナボシヒメグモ （成熟：春、夏）
Platnickina sterninotata  (Bös.& Str.1906)　ヒメグモ科

ムナボシヒメグモ サトヒメグモ
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腺や粘球をつくる集合腺があり，研究例は
少ないが，皿網のシート部や迷網部に鞭状
腺糸が使われているし，集合腺分泌物も糸
に塗られるものの，すぐに乾いてしまい，
接着力は無くなってしまう。皿網では，こ
れらの糸腺の糸は交差する糸の補強や網の
安定性の増強に役立っているようだ。【越冬
態】亜成体，4月に成熟する。オスの出現
期間は短く 10日間前後で姿を消す [新海 ]。

【トピック】ユノハマは基準産地の佐賀県湯
の原（ユノハル）の綴りを間違えたもの。

【観察ポイント】腹背中央に縦に黒斑が並ぶ
のが明瞭。サラグモ類は体のサイズを小さ
くして空中分散能力を高めたり，成長コス
トを低下させて増殖力を高めたものの，オ
スの触肢は小型化に限度があったため，体に
比べて大きいままである。

【習性】早春に成熟する。【網型】枝先にドー
ム型の皿網（直径約 10～ 15cm，深さ約 1～ 5cm）を
張り、ドームの天井の下にクモがいる。サ
ラグモの皿網には円網種のような粘球がな
いし，篩板糸もないので，接着力はない。
腹部の糸腺には円網種の横糸をつくる鞭状

サラグモ科 ドーム型皿網 mm♂ 約 〜4 6
mm♀ 約 〜4 6

成熟： 春  夏  秋  冬80 %
Turinyphia yunohamensis (Bös.& Str. 1906)湯の原皿蛛

ユノハマサラグモ

Photo： 森田

Photo ：新井

♀

♂

腹背 ,腹側面に黒点が並ぶ
（点はつながらない）
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【網性】都市部の公園から山地まで広く生息。草
間の地表付近に皿網を張る。皿網はシート状に
張られる。直径 8～ 15cm。【求愛】神奈川県愛
川町にて求愛・交尾行動を観察（8月 17日）。2時
間かけて二度交尾した [諏訪 ]。【卵嚢】幼体 100
頭余 [安藤 ]。
＜♀ Photo：浅間＞

ヘリジロサラグモは都会に見られるが類似種コウ
シサラグモは山地に生息する。個体数は少ない。
【網性】林道，樹林内の下草の根元付近，落葉間，
崖のくぼみ，倒木や石の間などにシート網を張り
下面に静止する。腹部黒色が薄く斑紋が格子状に
見える。
＜♀ Photo：安藤＞

5

5

4

3

5

5

4

3

ヘリジロサラグモ（成熟：夏）
Neriene oidedicata (Helsdingen1969)　サラグモ科

コウシサラグモ（成熟：夏）
Neriene clathrata (Sundevall 1829)　サラグモ科

ユノハマサラグモは春のクモだが、アシナガサ
ラグモは夏の山地の代表的なクモ。自然度の高
い平地林から山地に生息。【網性】ドーム網（直
径 10～ 15cm，深さ 5～ 8cm）はユノハマサラグモよ
り深い。成熟 7月。【求愛】南陽市で 6月 2日昼
どき，雌雄同居網で求愛・交尾を観察。15分間
に 180回交尾。更に 2時間交尾は続いた [錦 ]。
＜♀ Photo：森田＞

7575

アシナガサラグモ（成熟：夏）
Prolinyphia longipedella (Bös.& Str. 1906)　サラグモ科



64

グモ類は卵嚢不明種も多いが，本種は飼育
下で卵嚢が確認されている。5月 13日産卵
の卵は 5月 21日ふ化，5月 23日 2令，5
月 28日出嚢 32頭 [鈴木勝 ]。

【トピック】あまり敏捷でない虫，蚊，ガガ
ンボ，カワゲラ，カゲロウ，アリマキが餌
となる [新海明 ]．丹沢大倉では 4月下旬に交
尾の最盛期，5月下旬にオスは消失していて，
似た模様のオスはすべてムネグロサラグモ
だった。平地では珍しい。

【観察ポイント】網を見るとクモが判定でき
る。ただし一か月遅れで成熟するムネグロ
サラグモが同所に生息することが多い。

【習性】枯れ枝先端に網を張るため，春先の
山道の樹木の萌芽期に成熟する。成熟は 4
月。【求愛】求愛・交尾は三重県での報告が
あり，交尾途中で精液が不足すると，精網
を作って補充し，交尾を続ける [貝発 ]。北米
の近似種の Bowl and doily spider（網の形をボウ
ルとドイリーと表している）では，オスの短い生涯
や亜成体メスをめぐるオスどうしの闘争が
ゲーム理論で解析されている。【卵嚢】サラ

サラグモ科 ハンモック型の皿網 mm♂ 約 〜3 5
mm♀ 約 〜3 5

成熟： 春  夏  秋  冬20 %
Neolinyphia fusca Oi 1960クスミ皿蛛

クスミサラグモ

Photo： 森田

Photo ：高野

♀

ムネグロサラグモ♀

腹側は茶色。ムネグロサラグモも同じ
紋様だが，本種はやや輪郭がぼける
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北海道以外では 700m以下の地域ではほとんど
見られない。山地性のクモ。ハンモック型の皿
網を張る。ハンモックサラグモをヤガスリサラ
グモ N.albolimbata (Karsch 1879)と混同する例がある
が，ヤガスリサラグモはヘリジロサラグモに似
たシート型の皿網を張る点で区別される。ハン
モックサラグモは積雪上で採集されるクモとし
て記録が多い [新海明 ]。ハンモックサラグモの腹
背紋様は網目が明瞭 [安藤 ]。＜♀ Photo：安藤＞

4343

ハンモックサラグモ（成熟：夏）
Neolimyphia angulifera (Schenkel 1953)　サラグモ科

山道で見られ，平地では珍しい。【網性】ハンモッ
ク型の皿網（直径 5～ 7cm，深さ 2.5～ 4cm）を張る。
網の底の内側で腹背を上に向けて待ち伏せして
いるのでクスミサラグモなどと区別できる。ツ
リサラグモの網は下向きの突出がほとんど無く
滑らかである。【求愛】5月 28日交尾（八王子市），
7月 27日に雌雄同居（秩父市）[池田，新海明 ]。
＜♀ Photo：安藤＞

4343

ツリサラグモ（成熟：春、夏）
Neolimyphia japonica Oi 1960　サラグモ科

網はハンモック状でハンモックの底が所々下側
に引っ張られて突出し，下のシートに結びつけ
られているのが特徴で，逆吊りテントといった
感がある。網の上側には複雑に糸が引き回され
ていて，飛んできた虫がこの糸にぶつかって網
の底に落ちる。クモは網の底の下側に仰向けの
姿勢で陣取り，網越しに虫を捕らえる。オスの
寿命は短くメスの網を探して求愛する。繁殖期
は短い。
＜ムネグロサラグモの網 Photo：安藤＞

クスミサラグモ・ムネグロサラグモの
ハンモック型の皿網
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うな「テント状不規則網」を張り出す。【卵
嚢】産卵 5～ 8月。白色球形（3.5～ 5.5mm大），
メスは糸疣につけて運ぶ。

【トピック】種小名 (chikunii)は長野県のクモ研
究者千国安之輔に因む。和名は最初にバラ
の木で採集されたことから付けられた。千
国氏（故人）は 1980年代に偕成社から『写真
日本クモ類大図鑑』を始め，『クモの一生』『ク
モたちの狩り（上下）』『クモの親と子』『オト
シブミ』といった名著を刊行したが，これ
らのほとんどが絶版・入手不能である。

【観察ポイント】腹背には独特の網目模様が
ある。出現時季と模様で見分けることが出
来る。類似種ヒロハヒメグモとの識別点は
バラギヒメグモは糸疣周辺に黒点が 3個な
のに対し，ヒロハヒメグモは糸疣周辺が黒
環で囲まれることである（図参照：八木沼による）。

【習性】春に都市部から高山まで広く生息。
【網性】庭木の間などに簡単な住居を作り，
そこからシート網と不規則網を合わせたよ

ヒメグモ科 テント状不規則網 mm♂ 約 〜3 4
mm♀ 約 〜4 5

成熟： 春  夏  秋  冬90 %
Takayus chikunii (Yaginuma 1960)薔薇木姫蛛

バラギヒメグモ

Photo： 新海

Photo ：新海

♀

卵曩を作る

腹背面に網目模様
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mm

北海道では平地から山地まで広く分布し，本州
では 600m以上の山地に生息。腹部背面後方に
4個の黒点が横に並ぶ。【網性】樹木の枝や葉裏，
草の葉裏に不規則網を張る。【卵嚢】メスが白色
球形（3～ 4.5mm）の卵嚢を口にくわえている。産
卵は 8～ 9月［新海］。
＜卵嚢と♀ Photo：千国＞

343

タカユヒメグモ（成熟：夏）
Takayus takayensis (S.Saito 1939)　ヒメグモ科

バラギヒメグモよりやや大きい。平地から山地
まで広く生息する。糸疣の周辺は黒環で囲まれ
る。【網性】木の枝，葉裏に不規則網を上部に持っ
た平面的な網をはり，不規則網の上に簡単な占
座箇所を作るテント網を作る。【生活】バラギヒ
メグモが姿を消す 10月中旬頃に交替に現れる。
越冬態は幼体または亜成体。
＜♀ Photo：千国＞

5365

ヒロハヒメグモ（成熟：春）
Takayus latifolius (Yaginuma 1960)　ヒメグモ科

mm mm♀ 約 ♂ 約〜 〜
アシブトはオスの脚の特徴から名付けら
れた。腹背中央の連続する斑紋が特徴。
【網性】海浜部の樹木に特に多く，目のこ
まかい不規則網を張る [新海 ]。【生活】越
冬世代と夏世代の年二化である。オスは
6月下旬から1ケ月間は観察されない [谷

川 ]。石野田辰夫の観察の通り本種は花粉
食いをする [浅間 ]。6月10日に求愛行動・
交尾行動を観察［高橋祐］。母親は捕えた餌
を子グモに与える［新海明］。
＜♀Photo：池田，亜成体♂：浅間＞

433 5

アシブトヒメグモ（成熟：春、夏）
Anerosimus crassipes Bös.& Str. 1906　ヒメグモ科

亜成体♂花粉食♀
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【習性】亜成体越冬し，5月に成熟。産卵期
は 6月。【生活】80～ 90頭の出嚢幼体と同
居する母グモにハエを与えると，母が捕食
して後，5～ 6頭の子グモが一緒に捕食す
る [新海明 ]。

【トピック】出現率は 40％だが，平地に少
なく丘陵性だからである。ヤホシヒメグモ 
Chrysso octomaculata (Bös.& Str. 1906) （ ♀ 2 ～ 3mm， ♂

2mm）は分散力が大きく，水田，草原によく
見られる。

【観察ポイント】斑紋変異が多い。緑色型，
白色型，黄色型，橙色型，赤色型，緑白色型，
黒色の条を持った型など。腹部の色の一部
は捕食した餌の体液による。小笠原幸恵は
飼育下のヤホシヒメグモ幼体の腹部が赤い
ハダニや双翅類を食べると赤に，緑色のア
ブラムシでは緑色・黄緑色に変化したと報
告。平松毅久はアオバハゴロモを捕食した
ヒメグモは緑色になると言う。池田は母親
と同居したヒメグモ幼体が虫の捕食後に黄
色から褐色になることを観察している。ま
た，黄色と赤色は同じ色素キサントマチン
の酸化型と還元型である。

ヒメグモ科 垂糸付不規則網 mm♂ 約 〜3 4
mm♀ 約 〜4 5

成熟： 春  夏  秋  冬40 %
Chrysso foliate (L.Koch 1878)星緑姫蛛

ホシミドリヒメグモ

Photo： 谷川

Photo ：谷川

♀

ヤホシヒメグモ

背甲が緑色
球形だが腹端が尖る
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mm♀ 約 ♂ 約〜 mm

【網性】不規則網の部分は住居で，夜間に粘性の
ある垂糸網を張り、朝方取り壊す。【生活】産卵
期は 6月上旬と 8月上旬，出嚢までは 14～ 21
日間，分散まではさらに 10～ 14日間を経過す
る。母子の同居中，母子による集団餌捕獲，吐
き戻し給餌を観察した [新海明 ]。8月 12日の出
嚢幼体を飼育，3回脱皮して 9月 8日に親になっ
た [加藤む ]。＜♀と卵嚢 Photo：腰高＞  

ギボシヒメグと同等の大きさのヤホシヒメグモ
では，卵嚢中の卵数が平均 16.4個，出嚢から
成熟まで平均 19.5日，サヤヒメグモ Coleosoma 

blandum O.P.-Cambridge 1882 では 1メスが産んだ 8個
の卵嚢の平均卵数が 8.6卵，出嚢から成熟まで
24.1日という小笠原幸恵による記録がある。

243

ギボシヒメグモ（成熟：春、夏）
Chikunia albipes (S.Saito 1935)　ヒメグモ科

【網性】広葉樹やササの葉裏に粘性のない不規則
網とそこから垂下する粘性をもつ糸を張る。丘
陵～山地に生息するクモで平地には少ない。【生
活】母親の子グモへの吐き戻し給餌が日本で最
初に確認された種。吐き戻し給餌は母親が消化
してミルク状になった餌（スパイダー・ミルク）を
同居する子グモに口移しで与える行為。出のう
直後は吐き戻し給餌，その後親が採った餌を子
グモが捕食， 分散まぎわには親と共同で餌捕獲
をする。子グモが母親を捕食することもある。
産卵期は 7～ 8月，子グモは 70頭ほど [新海明 ]。
子グモの保護のコストとベネフィットを評価す
ると，保護した場合には子グモの成長率と生存
率が高い一方， 母グモの体重は顕著に減少した
[長崎 ]。ヒメグモでは餌を食した子グモの体色が
黄色から茶色に変わるので，餌を食べた子と食べ
ない子を識別できる。コガネヒメグモでも識別可
能だと思われる [池田 ]。＜♀と卵嚢 Photo：新井＞

5384

コガネヒメグモ（成熟：夏）
Chrysso scintillans (Thorell 1895)　ヒメグモ科
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に草間を徘徊する。生息地では多数徘徊。【卵
嚢】母グモに運ばれ，内部の発育が進むと
緑色に変化する。モナカ状の継ぎ目を母親
がかみ破る。出嚢した子グモは，卵嚢内で
二度の脱皮を終えた 3齢である（多くのクモは
2齢で出嚢）。【子育て】4月産卵された夏世代
は産卵後約 24日で出嚢，7日間母グモの背
中で暮らす。その後 6回脱皮し，7月中旬
成体。8月産卵された越冬世代は約 18日で
出嚢，5日間まどい，その後 7～ 8回脱皮
して，亜成体で越冬 [鈴木勝 ]。餌が少ないと
脱皮回数が増え，発育期間も長くなる。

【観察ポイント】コモリグモの識別は難しい
種類が多いが，明瞭な特徴のある種もいく
つかある。そのひとつが本種。雌雄ともに
背甲中央に T字模様がある。これが I字形
の中形種はハリゲコモリ類，I字の大形種は
ハラクロコモリグモ（73頁），Y字型の小形種
はキバラコモリグモ属である（119頁）。ウヅ
キコモリグモのオスはさらに第１脚しょ節
に立毛の束がある。

【習性】卯月は陰暦四月を表す。実際には越
冬亜成体が初春に成熟，2月から成体が見
られる。夏世代はやや小さい。網を張らず

コモリグモ科 草間徘徊性 mm♂ 約 〜5 9
mm♀ 約 〜6 10

成熟： 春  夏  秋  冬100 %
Pardosa astrigera L.Koch 1878卯月子守蛛

ウヅキコモリグモ

Photo： 石田

Photo 池田

♀

♂
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菊月は陰暦九月である。背甲に特異な紋様があ
り，胸板の縁にそって 3対の黒点がある。この
黒点は幼体にもあり，識別に役立つ。【生活】年
2～ 3世代，幼体で越冬。京都市では 5～ 11
月に卵嚢保持のメスが観察された [飯田・藤崎 ]。
25℃での卵嚢期間は約 20日，幼生発育期間は
約 50～ 80日。メスは 3～ 6回産卵し，1卵嚢
内の卵数は 30～ 120卵 [田中幸 ]。
＜♀ Photo：千国＞

86127

キクヅキコモリグモ （成熟：春、夏、秋）
Pardosa pseudoannulata (Bös.& Str. 1906)　コモリグモ科

水田に多い。脱皮が夏世代はオス 5回，メス 5
～ 6回。越冬世代はオス 7～ 9回，メス 8～ 9
回 [宮下 ]。＜♂ Photo：安藤＞

■ウヅキコモリグモの生活史　
ウヅキコモリグモでは夏世代を短日条件で飼育
するほど脱皮回数が増え，成熟までの日数が増
加した。16Lで 90日，12Lで 144日，8Lで 126
日 [浜村 ]。卵嚢内の卵数はウヅキでは 40～ 140
卵 [田中穂 ]。

5385

イナダハリゲコモリグモ（成体：春、夏）
Pardosa agraria Tanaka 1985　コモリグモ科

ハリゲコモリグモ類はメスでは識別できない。
オスの触肢腿節にある白毛の有無である程度見
当をつけることが出来る。関東では触肢が真黒
ならばイナダハリゲコモリグモ，白毛があれば
ハリゲコモリグモかハタハリゲコモリグモであ
る．さらに前脚腿節下半部が黒ければハタハリ
ゲコモリグモの可能性が高い。
＜♂ Photo：池田＞

5474

ハリゲコモリグモ（成熟：春、夏）
Pardosa laura Karsch 1878　コモリグモ科
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の連想から命名された。類似種にコウライ
ササグモがいる。【生物農薬】スギの害虫ス
ギタマバエの防除にササグモが有効利用で
きるとの研究報告がある [萱嶋 ]。対照区に比
べて 60%余の効果があったという。クモの
生息場所とスギタマバエの生活の場 (林の周辺 )

と一致するし，捕食選好も適当である．サ
サグモはかみついては次々に捕獲するので
ハエを殺処理することが可能である．また，
農薬に対して敏感で退避が早いこと，人工
増殖ができることなどが利点である。

【観察ポイント】脚と全体に刺毛が目立つ。
背甲中央に二条の縦条がある。

【習性】夜間は葉の裏にとまっている．昼間
活動して，ハエ，カ，カノコガ，カゲロウ
などの昆虫を捕らえる。5月に成熟，【卵嚢】
6月～ 9月に葉上に白色の卵嚢を作り，親
が保護している。40～ 70卵。ツヤクロジ
ガバチに狩られる。

【トピック】交尾後，オスがメスの外雌器の
一部を外して交尾栓とすることがある。オ
スの触肢の先は黒い。笹の葉に似ていると

ササグモ科 草間徘徊性 mm♂ 約 〜7 9
mm♀ 約 〜9 11

成熟： 春  夏  秋  冬80 %
Oxyopes sertatus L.Koch 1878笹蛛

ササグモ

Photo： 石田

Photo ：千国

♀（上）♂（下）

ササグモ卵嚢保護

腹側面と腹背中央に赤茶色
の紋様。脚は緑色
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ササグモより大きく、腹背に途切れの無い縦条
が入る。オスの脚は黒い。南方系のクモで，四
国・九州においても南部に多く分布する。ササ
グモと同じような環境（庭園の草木の葉上，草原，水田，
スギ林，林道の草間など）に生息，平地から山地まで
広く分布するが，柑橘類の果樹園，植林地など
にも多い。8月，葉上に白色扁平の卵嚢を作り，
母親はその上で保護する。刺激すると腹部の白
色部が灰色に変化する。＜♀ Photo：谷川＞

109139

シマササグモ（成熟：夏）
Oxyopes macilentus L.Koch 1878 　ササグモ科

斑紋が茶褐色のササグモである。山地の樹林地
や草原に生息。マツやスギなどの針葉樹林地内
に局地的に多産する地域もある。草や木の葉上，
葉裏に潜み，獲物が近づくのを待つ。幼体はサ
サグモによく似ている。1000m以上の山地では
ササグモより多くなる。【生活史】成熟期は 5～
7月。年 1化と考えられるが，春 (4～ 5月 )と秋 (9

～ 10月 )に成体が多く見られる。7～ 10月上旬
に卵嚢を保持する［松井］。＜♀ Photo：安藤＞

7698

クリチャササグモ（成熟：春、夏、秋）
Oxyopes licentineus Schenkel 1953　ササグモ科

宮城県から宮崎県まで全土に局所的に分布。サ
サグモより小形で体色は淡いが，形態や斑紋で
の区別はできず，雌雄とも生殖器での識別を必
要とする。【備考】コウライは韓国で記載された
種であることにちなむ。＜卵嚢保護♀ Photo：安藤＞

6494

コウライササグモ （成熟：春、夏）
Oxyopes koreanus Paik 1969　ササグモ科

ササグモ
3:触肢／ 5:外雌器

コウライササグモ
6: 触肢／ 8:外雌器
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了後にメスは餌を食べる。ギフトを持たな
いオスは交尾できないとされていたが，ヨー
ロッパ種の実験ではギフトを持たないオス
も 40％は交尾できた。

【トピック】オスは鱗翅目幼虫を糸でラップ
しなかった。ギフトの大きさにより交尾時
間が変わり，2時間以上交尾することもあっ
たが，精子量は交尾の初期に十分な量が移
精されていた。近縁種のハヤテグモ Perenethis 

fascigera (Bös.& Str. 1906) も婚姻贈呈を行うことを
発見した。婚姻贈呈をするクモは世界でも
例が少ない［板倉泰弘 ]。

【観察ポイント】背甲中央の縦条は頭の前へ
突き出る。背面の模様には多様な変異があ
り，以前は別種とされた。

【習性】5月中旬に成熟，繁殖期は 6月。求
愛オスはハエ等を糸でまいてギフト（贈り物）
としてメスへ差し出す習性がある。このよ
うなオスの行動を婚姻贈呈と呼ぶ。メスが
贈呈された餌を食べている間に交尾する。
数 10秒から数分でオスの触肢は左右を交替
する。交尾はギフトがある限り続き，4～ 5
時間かかることもある。メスはオスが餌を
持っている間はギフトを受け取る。交尾終

キシダグモ科 草間徘徊性 mm♂ 約 〜8 12
mm♀ 約 〜8 12

成熟： 春  夏  秋  冬90 %
Pisaura lama Bös.& Str. 1906東岸田蛛

アズマキシダグモ

Photo： 浅間

Photo ：池田

卵嚢と♀

♂亜成体ヤマジ型

背甲中央の条は頭の外まで突き出る
背甲は円形に近い
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都市部の下水道，河原，渓流付近など水辺を徘
徊する。他のハシリグモ類と比較すると体色が
黒っぽく，荒々しい印象がある。【生活】出生後，
オスは 2年目に成体になるが，メスでは 2年目
に成熟する個体，亜成体後期に越冬し 3年目に
成熟する個体，亜成体後期に脱皮 5回， 越冬を
二度行って 4年目に成熟する個体などバラつき
がある［中平］。
＜♀ Photo：初芝＞

14111622

アオグロハシリグモ（成熟：夏）
Dolomedes raptor Bös.& Str. 1906　キシダグモ科

アズマキシダグモの変異型は，
以前はヤマジキシダグモやキス
ジキシダグモという別種として
記載されていた。生殖器の構造
が共通で色彩や斑紋以外に相違
点がないことから，八木沼健夫
により同種の色彩変異とされた。
同種と判断されたことによって，
多型への興味も関心も薄れてい
るが，多型を維持するしくみに
は焦点を当て直してみてもよい
分野だと思われる。

＜上段タテスジ型：池田，　キスジ型♀：高野，　黒点型：新海＞
＜下段　マダラ型：新海，　アズマ型：高野＞

アズマキシダグモの色彩変異
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メグモを捕食した記録がある［池田泉］。【生活】
5月に成熟。8月頃，草葉上面に産卵し，卵
嚢を保護する。

【トピック】スジシャコグモ T. oblongusの種小
名のオブロングスはラテン語の「細長い」
という意味である。和名は海産の節足動物
シャコの細長い体形の印象から命名された。
岸田久吉はエビグモ科の中の属名にはエビ
（海老）グモ属・ヤドカリ（宿借）グモ属・シャ
コ（蝦蛄）グモ属と海産の節足動物名を付けた。

【観察ポイント】特異な細長い形態で識別
は容易。類似種のスジシャコグモ Tibellus 

oblongusは山地性・北方系のため分布が限ら
れる。シャコグモはスジシャコグモと分布
が重なり，平地から標高 800mまで分布す
る。昼間に葉裏で休息しているコガネグモ
ダマシが，シャコグモに間違えられる。

【習性】平地から山地まで広く生息。草原，
水田の周囲，河原，樹林地の周辺，林道な
どの草や低木の葉上，茎や枝上に静止して，
接近してくる小昆虫を捕える。不規則網内
の吊り鐘状住居の中にいるオオツリガネヒ

エビグモ科 草間徘徊性 mm♂ 約 〜5 7
mm♀ 約 〜7 10

成熟： 春  夏  秋  冬100 %
Tibellus japonicus Efimik 1999蝦蛄蛛

シャコグモ

Photo： 荘司

Photo ：谷川

♀

スジシャコグモ♀
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mm

mm

mm

mm

♀ 約

♀ 約

♂ 約

♂ 約

〜

〜

〜

〜

成体は 8～ 4月。全体灰褐色であるが，頭胸部
の両側，腹部前方の心臓斑，後方の一対の波状
線は色が濃い [新海 ]。腹背中央の心臓斑はヒシ
形というよりもラッコが泳いでいるような形で
ある。網を張らずに草上を徘徊する。ヤドカリ
グモとも詳しい生態は不明である。
＜♀写真：安藤＞

4～ 10月に成体が見られる。コガネグモ科だが，
昼間は網を張っていないためシャコグモと見誤る
ひとが多い。【網性】網は上下対称形に近い垂直
円網。昼間は通常，葉裏に潜み，夕方造網する。
草原にふつうに生息する。地域によっては類似種
がいるので識別には注意が必要。【生活】福岡県
で越冬令は 3令以上の幼体で，出嚢 2令幼体は 7
～ 9月に出現した [大熊 ]。アカクモヒメバチの一
種に寄生されると迷網を作る [桝元 ]。
＜♂写真：新井＞

6

7

5

6

8

11

6

7

ヤマトヤドカリグモ（成熟：夏、秋）
Thanatus nipponicus Yaginuma 1969　エビグモ科

コガネグモダマシ（成熟：春、夏）
Larinia argiopiformis Bös.& Str. 1906　コガネグモ科

成体は 10～ 6月。全体灰白色で，腹部前方の心
臓斑の位置にある長菱形の黒色斑が目立つ。頭
胸部両側には幅の広い黒色斑があるが，個体に
より濃淡が見られ，全体灰色のものもいる。オ
スは特に腹背中央のヒシ形が目立つ。網を張ら
ずに草上を徘徊するが，秋冬には落葉上を歩く
ことが多い [新海 ]。局地的に多産することがある。
産卵は 5～ 6月 [山川・熊田 ]。
＜♂写真：安藤＞

5475

ヤドカリグモ（成熟：春、秋）
Thanatus miniaceus Simon 1880　エビグモ科
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は 5～ 6月，70～ 120卵 [新海 ]。

【トピック】オスはメスより小さく背甲が
真っ黒で雌雄の区別は明瞭である。ヤミイ
ロカニグモより小形なのに和名がオオヤミ
イロカニグモだった種は，ゾウシキカニグ
モ Xysticus saganus Bös.& Str. 1906 （ ♀ 5～ 10mm， ♂ 3～

6mm）という和名に変更された。

【観察ポイント】斑紋・色彩に類似種が多く，
識別は難しいが，本種のメス外雌器は上下
につぶれたハート型で肉眼でも確認できる
ほど明瞭。オス触肢も横向きに出る中突起
が目立つ。中突起が出るのはカラカニグモ
も同様だが，カラカニグモは夏に成熟する
のに対し，本種は春に成熟する。ヤミイロ
カニグモのなかでは春もっとも早く成熟す
るようだ。成体が見られる時季も長い。

【習性】草間を徘徊して虫を捕るカニグモ類
の代表的な種類。【卵嚢】葉の上に丸い座蒲
団のような白色の卵嚢を作り守る。産卵期

カニグモ科 草間徘徊性 mm♂ 約 〜4 7
mm♀ 約 〜5 10

成熟： 春  夏  秋  冬100 %
Xysticus croceus Fox 1937闇色蟹蛛

ヤミイロカニグモ 

Photo： 石田

Photo ：池田

♀

♂

背甲に縦筋。前方に対の黒点。腹背に黒褐色の横斑
（ヤミイロカニグモ類はすべて共通）

34



 

mm

mm

mm

mm

♀ 約

♀ 約

♂ 約

♂ 約

〜

〜

〜

〜

79

里山に多く見られる。神社，寺院，樹林地のスギ，
マツなどの樹皮下に潜み，夜間になると樹皮下
から出て，樹皮面や枝葉間，草間を歩き回って
獲物を探す。冬期は樹皮下で越冬。【卵嚢】7月
8日に 15頭出嚢［緒方］。松の幹に多い。プラタ
ナスの樹皮下で亜成体越冬する［植村］。
＜♀ Photo：新海＞

5353

コカニグモ（成熟：夏）
Coriarachne fulvipes (Karsch 1879)　カニグモ科

樹肌に擬態した色彩である。樹肌が荒く，はげ
易いクス･ヤナギ等の樹幹にじっと静止してい
る。【卵嚢】樹皮上に作られ，母グモに保護される。
【類似種】樹肌に擬態するクモに他にキハダエビ
グモ（79頁）やコカニグモ Coriarachne fulvipes (Karsch 

1879) (♀♂ 3～ 5mm)がいる。
＜♀ Photo：新井＞

6483

キハダカニグモ（成熟：春）
Basaniana decorata (Karsch 1879)　カニグモ科

本書は生殖器の構造にはできるだけ触れ
ない方針だが，ヤミイロカニグモは生殖
器で手軽に判別可能なため写真で示す。
メスの外雌器の開口部は上下にややつぶ
れたハート型である。メスと同じ時期に
採れたオスの触肢では横に飛び出た中突
起が目立つ。
＜♀腹面 Photo：池田，♂触肢図：小野より描く＞

ヤミイロカニグモの生殖器

♂触肢図♀腹面写真
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市部から山地まで広い。【卵嚢】葉裏に淡黄
色に作られ保護される。40～ 60卵，産卵
期 5月中旬～ 7月。

【トピック】オスは成体になると頭胸部前方
と第１・２脚の基節，腿節が黒色または赤
褐色に，第 3・4脚の膝節より前方が赤色
に変わる。また，全体的に褐色が強くなる
個体も見られる。視覚的な求愛は行わない。
メスがしおり糸にぶら下がった状態で交尾
が行われることもある。種小名の striatusは
線のある，pesは足を意味する。

【観察ポイント】全身が若葉色のクモで識別
は容易。平地から山地まで生息する。丹沢
では上限が標高 850ｍの山地帯まで分布。

【習性】成体は 4月から 10月まで見られる。
夕方 5時頃になると葉の表面に上り，第 1
脚を高く持ちあげて飛んでくる昆虫を待っ
ている。羽音がすると，その方向に体を向
け，持ちあげている第 1脚を左右上下に動
かすので， この脚に感覚器官があると思われ
る。庭木等のサクラの若葉に特に多く出現
し，サクラの蜜腺に集まるオオクロバエや
トビイロケアリ等をさかんに捕食する。都

カニグモ科 葉上徘徊性 mm♂ 約 〜6 11
mm♀ 約 〜9 12

成熟： 春  夏  秋  冬100 %
Oxytate striatipes L.Koch 1878若葉蛛

ワカバグモ

Photo：森田 

Photo ：谷川

♀

交尾

肢に環紋がないが節端
に赤点がある
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腹背に黒文字の「不」が見えるため不字蛛と呼ぶ。
腹部の地色は赤，黄，灰白色。クロオオアリを
捕食することがある。【卵嚢】葉先を折りまげた
産室で保護される。6月に 4回産卵。卵数平均
は 118卵 [小笠原 ]。岸田久吉の遺したみごとなフ
ノジグモの図がある。
＜♀図：岸田久吉＞

5385

フノジグモ （成熟：春）
Synema globosum (Fabricius 1775)　カニグモ科

セマルトラフカニグモは都市部公園にも生息す
るが，トラフカニグモはより丘陵性でやや小形
である。セマルトラフカニグモより早く 5月に
成熟する。アリを捕獲している。カニグモ類（ハ
ナグモやヤミイロカニグモ）は植生層上層で捕食する
機会が多いため，コモリグモ類とニッチは重な
らない。しかし植生層が刈られると地表に降り
たカニグモ類はコモリグモを捕食する［ナイフェラー
ら　1979］。トラフは如何？＜♂ photo：新海＞

5384

トラフカニグモ（成熟：春）
Tmarus piger (Walckenaer 1802)　カニグモ科

記録率はセマルトラフカニグモ 80％，トラフカ
ニグモ 80％であった。「セマル」は腹部後端の
尻の部分が丸いことに由来する（図の右）。次種の
トラフカニグモは凹形である（図の左）。この比較
で名づけられた。飛翔性昆虫よりもアリを捕獲
する。網を張らず，夜間，糸の途中からしおり
糸で下がる個体を見かける。
＜♀ photo：森田＞

6485

セマルトラフカニグモ（成熟：夏）
Tmarus rimosus Paik 1973 　カニグモ科

セマルトラフ

腹部側面

トラフ
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スも行う。求愛誇示中のオスは顎を前へ突
き出すが，この顎出しはオスどうしの威嚇
誇示行動では見られない。越冬態は亜成体
である。春に 8齢か 9齢で成熟 [前川隆敏 ]。

【トピック】オスどうしの威嚇誇示行動は房
総半島や横浜の蜘蛛合戦のひとつ「ホンチ
遊び」という伝承行事になっている。通常
のクモで卵嚢を作る糸を出す管状腺はハエ
トリグモでは退化している。

【観察ポイント】オスの腹背には黄味から赤
味を帯びるものなど変異が多い。メスはマ
ミジロハエトリと見誤る例が多い。区別
点はマミジロハエトリの項に記す。平地
から山帯まで生息しており，両種とも標高
1000m以上にも生息している。

【習性】庭の常緑樹の垣根などにメスが葉を
つづって住居を作る。オスがメスを探索し
て徘徊。【卵嚢】産室で産卵するため，特別
な卵嚢は作らない。平均 36卵，最大 3回産
卵 [吉田裕之 ]。【生活】オスはメスの住居の上
に小屋掛けをして求婚する［斉藤］。求愛ダン

ハエトリグモ科 草間徘徊性 mm♂ 約 〜7 13
mm♀ 約 〜7 13

成熟： 春  夏  秋  冬100 %
Carrhotus xanthogramma (Latreille 1819)猫蠅取

ネコハエトリ

Photo： 石田

Photo ：石田

♂

幼体
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年中，眉間（マミ）の白いオス成体を見る。
本種のメスはネコハエトリのメスと似て
いるが，腹背後方に一対の黒点がある（オ
ス幼体もメス型である），頬（前側眼下部）に白毛
だけでなく黒い横スジがある，頭胸部の
首輪斑が太い等の特徴で区別できる。【卵
嚢】6月10日採集メスは飼育下で4回産
卵，幼体数は29頭（１回め）～11頭（3回め）。
産卵メスは産室に入って絶食する [日下部 ]。
＜♀♂Photo：石田＞

オスは額が黒くマミジロハエトリとの識
別は容易だが，メスは難しい。斑紋では
判断を誤る。メスの第 4脚蹠節が第 3脚
蹠節より長ければ本種，等しければマミ
ジロ。太平洋側は西日本から千葉県まで
確認されている。6月～ 9月初旬まで産
卵を見る。7月 26日産卵の孵化数 29～
58頭 [斎藤 ]。＜♀ Photo：斎藤慎一郎＞

メスは背甲や腹背の条にオレンジ色が混
ざる。平地から山地まで広く生息，標高
1000m以上の山地帯にも生息。生活史
に宮下和喜の報告がある。オスの求愛は
花井・川口が報じた通り儀式的な誇示行
動なしに急襲する型である。
＜♂ Photo荘司，♀ Photo池田，＞

7
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9

マミジロハエトリ（成熟：春、夏、秋）
Evarcha albaria (L.Koch 1878)
ハエトリグモ科

マミクロハエトリ（成熟：春、夏）
Evarcha fasciata Seo 1992 
ハエトリグモ科

デーニッツハエトリ（成熟：春、夏、秋）
Plexippoides doenitzi (Karsch 1879)
ハエトリグモ科

♀

♀

♀

♂

♂

♂
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に住居巣を作る。【越冬態】幼体で越冬。樹
皮下に糸で袋を作りその中にひそむ。

【トピック】アリを捕食することはない。ア
リグモに似たクモには他にクワガタアリグ
モ M.kuwagata Yaginuma 1967があるが，個体数が
少なく，上顎形と腹部形に独自の特徴があ
るので識別可能である。アリグモ属は後牙
堤に歯数が多い「多歯ハエトリ」であるが，
肉眼では確認できない。斑紋が鮮やかで「裂
歯ハエトリ」のアメイロハエトリや微小な
アリガタハエトリグモもアリに似ている。

【観察ポイント】一見，蟻と見間違えるほど
蟻に擬態したクモ。糸を出すことで蟻と区
別できる。頭胸部の頭部と胸部の境が細く
くびれる（頸溝）ことで，蟻とよく似る。幼体
は赤色で腹部中央に黒色環が入る。頸溝の
深さはヤサアリグモほど深くない。オスの
上顎は頭胸部長を超えない。

【習性】庭の草木から山地の樹木の葉上まで
普通に見られる。オスは最終脱皮で顎が劇
的に長くなる．脱皮直後は顎の色が薄いが，
やがて黒くなる．初夏から成熟個体が見ら
れ，産卵期は 7～ 8月，20～ 37卵。葉面

ハエトリグモ科 葉上徘徊性 mm♂ 約 〜6 8
mm♀ 約 〜6 8

成熟： 春  夏  秋  冬40 %
Myrmarachne japonica (Karsch 1879)蟻蛛

アリグモ

Photo： 新井

Photo ：池田

♀

脱皮直後♂
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年中成体が採れる。赤っぽい個体は腹背中央の
矢形模様が目立つが，黒色個体では不明瞭とな
る．タイリクアリグモと区別が難しいが，より
赤色が強く，ヤガタアリグモは全体に細長い。
2004年の日本蜘蛛学会第 36回大会において池
田博明により日本新記録種として発表され，そ
の後，北海道を除く各地で採集されている。
＜♀ Photo：池田＞

5465

ヤガタアリグモ（成熟：春、夏、秋）
Myrmarachne elongata Szombathy 1915 　ハエトリグモ科

アリグモより明るい色彩で茶色の地に白と黒の
斑紋があり，成体の区別はつけやすい。草や枝
の上を徘徊するが，地表面，落葉上でもよく見
られる。オスの上顎の途中には突起があるが，
アリグモやヤサアリグモ，ヤガタアリグモには
上顎突起はない。日本での繁殖習性は未記録。
＜♂ Photo：荘司＞

5465

タイリクアリグモ（成熟：春、夏、秋）
Myrmarachne formicaria (DeGeer 1778)　ハエトリグモ科

mm

mm

♀ 約
♂ 約

〜
〜

アリグモのメスとの識別は困難だが，
アリグモより一回り小形で黒くつやが
ある。頸溝はアリグモより深い。オス
の上顎は頭胸部長を超える。生態はア
リグモに似る。求愛は 7月。7月 12日
に 30卵前後が出嚢 [小松 ]。
＜♀ Photo：荘司；♂ Photo：伴＞

64

5 6

ヤサアリグモ（成熟：夏）
Myrmarachne inermichelis Bös.& Str. 1906
ハエトリグモ科

♂♀
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前後に動く。

【トピック】かつては別種の雌雄がペアだと
誤認されていた。正しく雌雄関係を整理し
たのは千国安之輔である。ヤハズハエトリ
とオスクロハエトリは沖縄を除く全国に分
布するが、シナノヤハズハエトリは本州の
山岳地域に，キタヤハズハエトリは北海道
と本州北部に多く生息している。

【観察ポイント】類似種４種の見分け方を示
した千国の写真による。腹背の斑紋，特に
点斑の数や位置だけでなく，脚の黒さにも
注目。メスの違いは小さいので要注意である。
左からオスクロハエトリ，ヤハズハエトリ，
シナノヤハズハエトリ，キタヤハズハエト
リ。上段はメス成体，下段はオス成体である。

【習性】イネ科の細い葉の上などにいる。水
田の積みわらなどでもよく見つかる。オス
成体は亜成体まではメス型に近い色彩・斑
紋である。【求愛】細長い枝上などでも行動
する。オスは第１脚を両方ともふりあげて

ハエトリグモ科 草間徘徊性 mm♂ 約 〜7 9
mm♀ 約 〜6 11

成熟： 春  夏  秋  冬40 %
Mendoza elongata (Karsch 1879)矢筈蠅取

ヤハズハエトリ

Photo： 石田

Photo ：千国

Photo ：千国

♂

♀

♂
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mm

mm

mm

mm

mm

mm

♀ 約

♀ 約

♀ 約

♂ 約

♂ 約

♂ 約

〜

〜

〜

〜

〜

〜

都市公園や雑木林内でよく見かける。
葉上を徘徊する。雌雄二型が大きく，
成体オスは脚がメスよりずっと長い。
学名の abnormisは「異常な」という意味
でメスに比べて同種のオスと思えない
ほど脚が長いので，異常に感じたので
はないだろうか。＜♂♀ Photo：荘司＞

アリを捕まえるハエトリグモ。第１脚
を歩きながらよく振っている。構造色
で青く光るハエトリグモ。アリの行列
が運ぶ卵や幼虫を横取りして捕食する
ことがある。
＜♂♀ Photo：石田＞

本種は平地から高山まで広く生息し，
山地のハエトリグモでは優占する。斑
紋には色彩変異があり、腹背に斑紋が
ない個体も見られる。雌雄ともに頭胸
部の形態が独特である。
<♂ Photo：伴，♀ Photo：荘司 >
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チャイロアサヒハエトリ（成熟：夏）
Phintella abnormis (Bös.& Str. 1906)
ハエトリグモ科

アオオビハエトリ （成熟：春、夏）
Siler vittata (Karsch 1879) 　
ハエトリグモ科

ウススジハエトリ （成熟：夏）
Yaginumaella ususudi Yaginuma 1972
ハエトリグモ科

♂

♂

♂

♀

♀

♀



Photo ：新海♂

(1)隙間に隠れているクモ
ミヤグモ　神社や寺院のハメ板の隙間など
に管状巣を作り入口から四方に受信糸を伸
ばしている。細長い体形で第 3脚が前を向
くのが特徴で，同様の種類に別種のコマツ
エンマグモとシマミヤグモがある。
古い樹のうろなどに潜むヤチグモ類やアシ
ヨレグモ，セスジガケジグモなども網は見
つかるがクモは発見しにくい。

(2)渓流付近の石の下にいるクモ
住む場所が特殊なうえに体長 3mm以下と
小さいため見つけにくいのがヨリメグモで
ある。中眼が接する（前中眼は小さい）。網
は円網の変形で水上に張られる。

(3)極小種
体長 1mmと小さいのがナンブコツブグモ
である。地表近くに球状円網を張り，中央
に占座する。狩蜂ナンブジガバチモドキが
狩るクモとして発見された。
ヒメグモ科の極小種ハイイロヒメグモは地
表近くの草間に住む。意外によく採集され
る。腹部黒色個体もある。
　　
(４)コサラグモ類　
 同定困難な種類が多い。写真で示したのは
地表近くの草間に多いチビアカサラグモで
全身オレンジ色。識別は専門家にまかせな
いと難しい。

Photo： 谷川ヨリメグモ♀

コラム 2
見つけにくいクモ

Photo :安藤

Photo :谷川

Photo :谷川

Photo ：安藤

ミヤグモ巣

ハイイロヒメグモ♀

ナンブコツブグモ♀と卵曩

ミヤグモ♀

チビアカサラグモ♀

球状円網
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