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　鳥取県と島根県の動物相に関して2008年に出版された文
献のリストである（前報までに掲載もれの2008年以前の文
献も含む）。最後に付録として，両県内をタイプ産地とし
て記載された動物のリストを掲げる (今回は島根県からの
�種)。
　文献入手または文献情報収集にご助力をいただいた後藤
和夫，皆木宏明，三島秀夫，大浜祥治，妹尾俊男，矢野重
明，の諸氏に御礼申し上げる。

凡　例
　採録範囲は，おもに鳥取県・島根県内の陸上域（沿岸の
海域を含む）に生息する動物に関する記録を含む文献であ
るが，本県に密接な関係があると思われるものは県外のも
のも対象としている。配布範囲が狭いなどで，最初から正
式公表を目的としたとは考えにくい記事（観察会で配布さ
れるプリント，内部的報告書，大学のサークル・学校のク

キーワード ― 島根県，鳥取県，動物相，記録，文献目録

Abstract — This bibliography comprise literature concern-
ing fauna of the San’in District (Tottori and Shimane Prefec-
tures) published in 2008. Some literature published before 
2008 may be also included when they have not been covered 
in the previous bibliographical series.     
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ラブ等の部内機関誌に掲載されたもの）も原則として扱わ
ない。
　鳥取県内での初記録など動物相解明の点でとくに必要と
思われるものを別として，短報やそれに類した簡略化され
た記録（野鳥の出現情報など）も，積極的には拾っていな
い。
　配列は分類群ごとの（総合／哺乳類／鳥類／両生・爬虫
類／魚類／昆虫：総合／昆虫：トンボ類／昆虫：直翅類／
昆虫：半翅目／昆虫：甲虫／昆虫：双翅目／昆虫：鱗翅類
／昆虫：膜翅目／昆虫：その他／クモガタ類・多足類／甲
殻類／軟体動物／その他の無脊椎動物／化石・考古／その
他），著者のアルファベット順である。どちらの県に関係
するかは，個々の文献の末尾に角かっこ（［］）内に記
す。市販されているものについては価格を記した。スラッ
シュ（／）以下は要旨あるいはコメントである。
　略号: HGF研報 = ホシザキグリーン財団研究報告, 三瓶
自然館研報 = 島根県立三瓶自然館研究報告，鳥取県博研報 
= 鳥取県立博物館研究報告，比和科博研報 = 庄原市立比和
科学博物館研究報告，NT = 鶴崎展巨，KY = 淀江賢一郎.
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野ふるさと大百科. 郷土出版社（松本市）2�8 pp. [鳥
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昆虫（川上靖）。鳥取砂丘の動物／クローズアップ地
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で初記録となるミズラモグラの採集記録。岡山県真庭
市蒜山下和 (�♀, �-VIII-2007; �♂, �-IX-2007). 鳥取県・
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【昆虫類—総合】

林　成多・佐々木興・中野浩史・寺岡誠二・山口勝秀・越
川敏樹（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生
生物. HGF研報, ��: �-60. [島根]

川上　靖（2008）因幡地方の希少な昆虫. pp. 58-5�. In: 田
村達也（監修）決定版　鳥取・岩美・八頭ふるさと大
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百科. 郷土出版社 (松本市). 2�8 pp. [鳥取]
三島寿雄（2008）鳥取県西部地域の昆虫類. pp. �5-�7. In: 

杉本良巳（監修）決定版　米子・境港・西伯・日野ふ
るさと大百科. 郷土出版社 (松本市), 2�8 pp. [鳥取]

ウエスコ（2008）平成��年度千代川陸上昆虫類等調査業務
報告書,ウエスコ, 58pp+5+�+��+�+�7+�+�+��+�6+2�pp. 
[鳥取]

大浜祥治（2008）島前自然観察記. —昆虫を中心として—. 
隠岐の文化財, 25: ��-�0. [島根]

【昆虫類—トンボ目】

皆木宏明（2008）島根県中央部で確認されたベニイトトン
ボ（トンボ目：イトトンボ科）．三瓶自然館研報, 6: 
��-��.／邑智郡美郷町君谷，2007年8月�8日，�♂。／
この記録は雑誌の発行年月日からいえば島根初記録だ
が，宮本詔子・宮本聡史両氏から情報を得てからの調
査によるものであり，島根県初記録者は宮本詔子・宮
本聡史両氏(すかしば56号)であることを明記しておき
たい。(KY) [島根]

宮本詔子・宮本聡史（2008）益田市でベニイトトンボを採
集する. すかしば, 56: �5-�8.／島根県初記録。[島根]

宮本詔子・宮本聡史（2008）益田市でタイワンウチワヤン
マの成虫と羽化殻を採集. すかしば, 56: ��-5�.／島根県
初記録。[島根]

宮本詔子・宮本聡史（2008）島根県におけるヒロシマサナ
エの新産地発見と成体の記録. すかしば, 56: 5�-6�. ／
モイワサナエの中国地方亜種であるヒロシマサナエの
これまでの西限である広島市八幡高原の�0 kmほど西
にあたる益田市から本亜種を記録。幼虫・成虫の詳細
な生態知見を含む。[島根]

祖田　周・大浜祥治（2008）2007年島根県の飛来アカトン
ボの記録. すかしば, 56: 26.／オナガアカネ2♀とタイ
リクアキアカネとアキアカネの雑種の�♀の記録。[島
根]

杉村光俊・小坂一章・吉田一夫・大浜祥治（2008）中国・
四国のトンボ図鑑. いかだ社 (東京), 255 pp.  ISBN: 
�78-�-8705�-2�0-5. �5��円.／北海道編，沖縄編，近畿
編と続く道州制をさきどりしたような図鑑。写真，解
説，構成など充実している。(KY)

【昆虫類—半翅目】

林　成多（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生昆
虫（6）シマアメンボ. HGF研報, ��: 2�8. [島根]

尾原和夫（2008）島根県におけるナベブタムシ類の分布. 
HGF研報, ��: 2��-2�5. [島根]

尾原和夫（2008）島田孝氏採種の隠岐産カメムシ類. すか
しば, 56: �-7.／島根県新記録8種，隠岐新記録�6種を含
む��種のカメムシ類の記録。[島根]

尾原和夫（2008）島根県で採集された未公表の異翅半翅類 
(2). すかしば, 56: �-�8.／島根県新記録の�種を含む��2
種のカメムシ類の記録。[島根]

尾原和夫（2008）中海南岸における半翅類の定点調査. す
かしば, 56: ��-22.／中海南岸吉田川河口付近での灯火
採集に基づく，島根県新記録の2種を含む6�種の半翅
目昆虫の記録。[島根]

大浜祥治（2008）隠岐・島前におけるキンカメムシ科2種
の記録. すかしば, 56: 8. [島根]

鶴崎展巨・江澤あゆみ・岸本理紗・岡村和紀・梅原将史
（2008）ハマベツチカメムシの鳥取砂丘からの記録. 
すかしば, 56: �7-�8. ／ハマベツチカメムシは環境省
RDBで準絶滅危惧。[鳥取]

吉岡誠人（2008）島根県東部および鳥取県西部の河川敷
におけるアワダチソウグンバイの分布状況. HGF研報, 
��: 2�7-222. [島根]

吉岡誠人（2008）島根県安来市でオモナガコミズムシを採
集. すかしば, 56: 52. [島根]

【昆虫類—甲虫目】

Kitamura, N., Fujiyama, S., & Aotsuka, T.（2008）Rapid 
chromosomal changes inferred from variation in 
mitochondrial DNA among populations of the leaf beetle 
Chyrysolina aurichalcea (Coleoptera: Crysomelidae) in 
Japan. Zoological Science, 25: ����-��20.／ヨモギハム
シ染色体数2型（2n=��♂, 2n=��♂）の分布と系統地
理学。調査集団に米子市大山の2n=��集団が含まれ
る。[鳥取]

Nakamine, H. & Takeda, M.（2008）Molecular phylogeny 
and phylogeography of flightless beetles Parechthistatus 
gibber and Hayashiechthistatus inexpectus (Coleoptera: 
Cerambycidae) inferred from mitochondrial COI gene 
sequences. Entomological Science, ��: 2��-2�6.／コブ
ヤハズカミキリParechthistatus gibberとヤクシマコブ
ヤハズカミキリHayashiechthistatus inexpectusのCOI遺
伝子に基づく分子系統。コブヤハズカミキリのサンプ
ルに島根県隠岐島後の2カ所と鳥取県大山鍵掛峠の集
団が含まれる。大山は広島県西部や山口県東部の集団
とクラスターを，隠岐の集団は四国石鎚山系や紀伊半
島の集団とクラスターを形成した。愛媛県高縄半島は
香川県雲辺寺とくっついた。(NT)［鳥取・島根］

藤田　宏（2008）島根県・隠岐島後のハナカミキリ2種．
月刊むし, �5�: ��.／フタスジカタビロハナカミキリ，
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キバネニセハムシハナカミキリ。[島根]
藤原淳一（2008）スジアオゴミムシの黒化型を採集. すか

しば, 56: 78.／鳥取市河原町霊石山からのスジアオゴ
ミムシ黒化型の記録（2007.�.��）。オオオサムシ，ダ
イセンオサムシ，ルイスオオゴミムシなどとともに採
集された多数のスジアオゴミムシの中に�個体含まれ
ていた。(NT) [鳥取]

藤原淳一・林　成多（2008）島根県松江市島根町澄水川流
域の甲虫. HGF研報. ��: 2��-2�8. [島根]

林　成多（2008）島根県産水生甲虫類の分布と生態II. 
HGF研報. ��: 6�-��. [島根]

林　成多（2008）日本産セマルガムシ属の同定と分布. 
HGF研報. ��: ��-�02. 

林　成多（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生昆
虫（�）クロサワツブミズムシ.  HGF研報. ��: �2. [島
根]

林　成多（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生
昆虫（2）マルヒラタドロムシ.  HGF研報. ��: �20. [島
根]

林　成多（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生昆
虫（�）オナガミズスマシ.  HGF研報, ��: ��2. [島根]

林　成多（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生昆
虫（�）ミゾツヤドロムシ. HGF研報, ��: 20�. [島根]

林　成多（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生昆
虫（5）ムナビロツヤドロムシ. HGF研報, ��: 2�6. [島
根]

林　成多（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生昆
虫（�）ハバビロドロムシ.  HGF研報, ��: 2�0. [島根]

林　成多（2008）島根県のハムシ科リストとルイスクビナ
ガハムシの記録. すかしば, 56: ��-��.[島根]

Hayashi, M. and Sota, T.（2008）Discrimination of 
two Japanese water pennies, Eubrianax granicollis 

Leweis and E. ramicornis Kiesenwetter (Coleoptera: 
Psephenidae), based on laborator y rearing and 
molecular taxonomy. Entomological Science, ��: 
���-�57.／幼虫での区別点が不明だった，ヒラタドロ
ムシ科のEubrianax granicollisクシヒゲマルヒラタド
ロムシとE. ramicornisマルヒラタドロムシの2種の識
別点を，飼育とmtDNAのCOI遺伝子により明確にし
た。島根県東部では島根半島と宍道湖南岸ではマル
ヒラタドロムシのみが，斐伊川中流付近ではクシヒ
ゲマルヒラタドロムシが，広島県との県境付近でE. 
pellucidusヒメヒラタヒゲナガハナノミと分布域がき
れいに分かれている。(NT) [島根]

林　成多・門脇久志（2008）日野川上流域に生息する水生
甲虫類. HGF研報, ��: 2��-�02. [鳥取]

林　成多・門脇久志（2008）鳥取県大山山麓の河川に生息

する水生甲虫類II. HGF研報, ��: 26�-286. [鳥取]
Ito, M., Kajimura, H., Hamaguchi, K., Araya, K., Lakatos, 

F.（2008）Genetic structure of Japanese populations 
of  an ambrosia  beet le ,  Xylosandrus germanus 

(Curculionidae: Scolytinae). Entomological Science, ��: 
�75-�8�.／ゾウムシ科キクイムシ亜科のXylosandrus 
germanusハンノキキクイムシの日本列島における
遺伝的構造。サンプルに鳥取県の集団が含まれる。
mtDNAのCOI遺伝子で�つのハプロタイプが区別さ
れた。中部地方や東北地方北部にCladeBが出るほか
は，本州以南の集団は鳥取県も含めすべてClade A。
(NT)［鳥取］

川上　靖（2008）鳥取市久松山山麓におけるルリボシカ
ミキリとアカアシクワガタの記録. 山陰自然史研究, �: 
6�-65. [鳥取]

河上康子・林　成多（2008）日本海沿岸の海岸性甲虫類の
研究（�）青森県津軽半島. HGF研報, ��: ���-��8.

國本洸紀（2008）コガタノゲンゴロウの生態（その�）性
と活動性. ゆらぎあ, 26: �-�. [鳥取]

Naomi, S. (2006) Taxonomic revision of the genus Stenus 

Latreille, �7�7 (Coleoptera, Staphylinidae, Steninae) 
of Japan: species group of S. (Hypostenus) rufescens 

Sharp. Natural History Research, Special Issue (Natural 
History Museum and Institute, Chiba), No. �, 8� pp. ／
�0新種�新亜種を含む日本産トビイロメダカハネカク
シ種群の分類学的改訂。鳥取市鹿野町河内から���8年
に記載されたStenus tsurusakii Naomiを再記載。その
後，タイプ産地以外からの新たな産地確認はなされて
いない由。鳥取県と岡山県に分布するStenus akajagai 

Hromadka ��82の検討標本に三朝温泉，大山が含まれ
る。(NT) [鳥取]

Naomi, S. and Shimada, T.（2008）The Steninae of Oki 
Islands, Shimane Prefecture, Western Japan, with 
descriptions of two new Stenus species (Insecta: 
Coleoptera: Staphylinidae). Natural History Research 
(Natural History Museum and Institute, Chiba), �0: 
5�-58.／隠岐諸島のStenus属ハネカクシとして�種を記
録。そのうちの2種，Stenus (Stenus) corrugatus Naomi 
& Shimada, 2008（タイプ産地：島後大久）とStenus 
(Hypostenus) okiensis Naomi & Shimada, 2008（タイ
プ産地：島後鷲ヶ峰）を新種として記載。S. okiensis

は鳥取県に分布するS. tsurusakii Naomi に最も近縁。
(NT)［島根］

大浜祥治（2008）隠岐・島前の西ノ島でダイセンセダカコ
ブヤハズカミキリを採集. すかしば, 56: 8.／島前から
の本種の初記録。島後では確認されていた。[島根]

鶴　智之・林　成多（2008）島根県雲南市木次町ふるさと
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尺の内公園の昆虫相（�）マレーゼトラップ及びFIT
により採集されたハナノミ科甲虫 について. ／HGF研
報, ��: 255-262. [島根]

上手雄貴（2008）日本産ゲンゴロウ亜科幼虫概説. HGF研
報, ��: �25-���.

山地　治・奥島雄一（2008）倉敷市立自然史博物館収蔵資
料目録　第��号　平田信夫カミキリムシコレクショ
ン. 倉敷市立自然史博物館, 頒価850円.／倉敷市立自然
史博物館に寄贈された故平田信夫氏カミキリムシコレ
クションの合計�0�種2��7�点の標本のリスト。採集期
間は���6年から���8年におよんでおり，貴重な記録
が多数含まれている。鳥取県産としては，205種，島
根県産として��7種の詳細な採集記録が含まれる. [鳥
取・島根]

吉岡誠人（2008）伯太川水系および日野川水系のヒメドロ
ムシ類. HGF研報. ��: 22�-2�7. [鳥取・島根]

【昆虫類—双翅目】

藤原淳一（2008）松江市島根町でネグロクサアブを採集. 
すかしば, 56: 26. [島根]

林　成多（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生昆
虫（7）オオバヒメアミカ. HGF研報, ��: 252. [島根]

Tachi, T. and Shima, H.（2008）Phylogenetic relationships 
of subgenera of the genus Exorista Meigen, with a 
revision of the Japanese species (Diptera: Tachinidae). 
Entomological Science, ��: ���-��8. ／Exorista属（ヤ
ドリバエ科）の改訂.　次の種の検討標本に島根県産
が含まれるExorista (Adenia) mimula (Meigen)（高津
川），Exorista (Podotachina) sorbillans (Weidemann)ク
ワゴヤドリバエ(江の川)。(NT) [島根]

【昆虫類—鱗翅目】

浅野　隆（2008）ヒメヒカゲの変異と異常型について．ゆ
ずりは, �8: 28-��.／鳥取県三朝町若杉山，日野郡溝口
町福永原の標本が図示されている。[鳥取]

土畑重人・淀江賢一郎・奥島雄一（2008）島根県産ヒメシ
ロチョウ標本の発見と記録の検証. すかしば, 56: 65-77. 
[島根]

筆谷憲一（2008）島根県・岡山県・山口県の蝶観察記録
2007年. すかしば, 56: 27-28. [島根]

藤原淳一（2008）ホソバミツモンケンモンを立久恵峡で採
集. すかしば, 56: 78. 島根県からの本種の�番目の記録. 
[島根]

平井規央（2008）最近分布を拡大したチョウとガ—クロマ

ダラソテツシジミとイチジクヒトリモドキ—, 昆虫と
自然, ��(�2): ��-�6.／最近分布拡大をしているクロマ
ダラソテツシジミ（シジミチョウ科），イチジクヒト
リモドキ（ヤガ科）のレビュー。イチジクヒトリモド
キの初確認は島根県が2006年，鳥取県は2007年。各県
の初確認年がわかる分布図を含む。(NT) [島根]

板垣　治（2008）島根県安来市でキマダラルリツバメを
採集. すかしば, 56: 26. ／島根県におけるキマダラルリ
ツバメの発見状況は虚報などが混じっておりややこ
しいが，事実上今回の記録が島根県初記録となる。
(KY)[島根]

國本洸紀（2008）倉吉でのクロコノマチョウの記録. ゆら
ぎあ, 26: ��.

松田隆嗣（2008）島根県東部のイチジクヒトリモドキ発生
記録. すかしば, 56: �2. [島根]

三島秀夫（2008）島根県の蛾あれこれ2007. すかしば, 56: 
�8. [島根]

三島秀夫・矢田猛士（2008）島根県大田市富山町の蛾類．
三瓶自然館研報, 6: 2�-�2.／文献も含めて�68種。[島
根]

三宅誠治（2008）蒜山高原の蛾類. HGF研報. ��: ���-20�.
尾原和夫（2008）イチジクヒトリモドキを島根県八束町で

採集. すかしば, 56: �8. [島根]
小椋　隆（2008）鳥取県周辺地域の蝶類《�》岡山県真庭

市（旧真庭郡八束村・中和村）のチョウ. ゆらぎあ, 
26: �8-28. [鳥取]

大浜祥治（2008）真冬にシンジュキノカワガを隠岐で採
集. すかしば, 56: �8. [島根]

妹尾俊男（��8�）中央大学附属高校に寄贈された昆虫標本
Ⅰ．鱗翅目（蝶類）．教育・研究,�:��-6�.中央大学附
属高校。／ギフチョウ（鳥取県鳥取市久松山），ヒサ
マツミドリシジミ（鳥取県八頭郡智頭町），ウラクロ
シジミ（島根県美濃郡匹見町）標本などが含まれる。
［鳥取・島根］

杉本博美（2008）2008年アサギマダラのマーキング報告. 
ゆらぎあ, 26: 28-2�. [鳥取]

高橋佳孝・井上雅仁・Ondopa, J （2008）ウスイロヒョウ
モンモドキの食草オミナエシの推移からみた三瓶山東
の原草地の植生管理．三瓶自然館研報, 6: �-6.

田村昭夫（2008）倉吉で見つかったイチジクヒトリモド
キ. ゆらぎあ, 26: �7. [鳥取]

戸田市立郷土博物館編（2008）市川和夫標本コレクショ
ン鱗翅類目録．戸田市郷土博物館調査報告書第6
集:�-225pp.／埼玉県で長年高校教諭を勤め，埼玉昆虫
談話会の中心として活躍された市川和夫氏は平成5年�
月�8日，蛾の採集の帰路，交通事故で逝去された。標
本は遺族によって戸田市立郷土博物館に寄贈された。
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このたび築比地秀夫，碓井徹氏らの尽力で立派な目
録が完成した。この中に，碓井徹氏が採集した隠岐の
蛾類が相当数含まれている。照合していないが大半は
「すかしば」に報告済みのものと思われる。(KY)[島
根]

矢野重明（2008）鳥取県西部産蛾類資料 (2). ゆらぎあ, 26: 
�-8. ／鳥取県西部からの珍しいガ20種の記録（ビロー
ドハマキ，ヘリキスジノメイガ，キベリスカシノメイ
ガ，ヒメクロイラガ，クモオビナミシャク，スグリシ
ロエダシャク，トラフツバメエダシャク，クロメンガ
タスズメ，タッタカモクメシャチホコ，エゾクシヒゲ
シャチホコ，ギンボシシャチホコ，ナチキシタドク
ガ，ホソバミツモンケンモン，ニセタバコガ，トビイ
ロアカガネヨトウ，コシロシタバ，クママモトナガシ
ロシタバ，キタエブリバ，ハイイロオオエグリバ）。
[鳥取]

矢野重明（2008）鳥取県西部産蛾類資料(�). ゆらぎあ, 26: 
�-�6. ／シャチホコガ科，カギバガ科，トガリバガ科
の記録. [鳥取]

【昆虫類—膜翅目】

川上　靖・干村隆司（2008）鳥取県におけるニッポンハ
ナダカバチ（アナバチ科）の分布. 山陰自然史研究, �: 
�7-22. [鳥取]

前田泰生・吉田　亮・宮永龍一・郷右近勝夫（2008）西
南日本におけるホクダイコハナバチの生態. HGF研報, 
��: �0�-���.

Murao, R. and Tadauchi, O.（2008）Taxonomic notes 
and floral associations of Lasioglossum (Evylaeus) 
transpositum and L. (E.) metis  (Hymenoptera, 
Halictidae). Japanese Journal of Systematic Entomology, 
��: �5-�06.／Lasioglossum transpositium (Cockerell) ツ
ヤチビコハナバチとLasioglossum metis Ebmer, 2002の
両種の分布プロットが鳥取県内に含まれる。後者は大
山。ツヤチビコハナバチの分布図に島根県が含まれ
る。(NT) [鳥取・島根]

Shinohara, A. and Hara, H.（2008）Taxonomy, distribution 
and life history of Sanguisorba-feeding sawfly, Atge 
suspicax (Hymenoptera, Argidae). Japanese Journal of 
Systematic Entomology, ��: 265-282. (NT)／ワレモコウ
を食草とするハバチ，Arge suspicax Konow, ��08ワレ
モコウチュウレンジの分類，分布，生活史。検討標本
に大山の標本が含まれる。[鳥取]

【昆虫類—その他】

林　成多（2008）出雲市平田地域の河川に生息する水生昆
虫（8）カタツムリトビケラ. HGF研報, ��: 2�0. [島根]

鶴崎展巨（2008）島根県と福岡県における海浜性アリジゴ
ク（脈翅目: ウスバカゲロウ科）の分布. すかしば, 56: 
��-�6. [島根]

【クモガタ類】

Zhang, Z-S., Zhu, M-S., and Song, D.-X.（2008）Revision 
of the spider genus Taira (Araneae, Amaurobiidae, 
Amaurobiinae).　Journal of Arachnology, �6: 502-5�2.
／セスジガケジグモTaira flavidorsalis (Yaginuma, 
��6�)がタイプ種となっているTaira属の改訂。日本産
�種と中国産7種の合計8種が知られ，うち5種を新種と
して記載。セスジガケジグモのホロタイプ（広島県吾
妻山）とパラタイプ（鳥取県大山）の標本が検討標本
に使用されている。(NT) [鳥取]

Tanikawa, A. and Miyashita, T.（2008）A revision of 
Japanese spiders of the genus Dolomedes (Araneae: 
Pisauridae) with its phylogeny based on mt-DNA. Acta 
Arachnologica, 57: ��-�5. 日本産のキシダグモ科ハシリ
グモ属Dolomedesの分類改訂。次の種の検討標本に鳥
取県産と島根県産が含まれる：イオウイロハシリグ
モD. sulfreus （�♀, 三朝町, �-IX-����），スジボソハ
シリグモD. angustivirgatus（2♀, 松江市大橋川河口, 
26-VI-2006）。(NT) [鳥取・島根]

鶴崎展巨（2008）宍道湖・大橋川におけるヒトハリザトウ
ムシ（ザトウムシ目カワザトウムシ科）の生息記録. 
すかしば, 56: 2�-�2. [島根]

鶴崎展巨・岡田珠美・有田立身・井原　庸（2008）鳥取県
の真正クモ類(クモガタ綱クモ目).　山陰自然史研究,
　�:　2�-�8. [鳥取]

【甲殻類】

安達美穂・星川和夫（2008）ユビナガホンヤドカリ
Pagurus dubiusの低塩分耐性と中海における分布の現
況.　HGF研報, ��: �07-���. [島根]

本尾　洋・土井啓行（2008）山口県吉見沖で採集されたベ
ニホシマンジュウガニ. HGF研報, ��: �2�-�2�.

Tsuge, M. (2008) A new species of the genus Ligia 

(Crustacea: Isopoda: Ligiidae) from the Lake Shinji 
(Shimane Prefecture), western Japan．富山市科学博物
館研究報告, ��: 5�-57.／宍道湖・中海および神西湖に
生息するフナムシを新種として記載。低い塩分濃度の
汽水域に適応した種らしい。[島根]

山内健生・有山啓之・向井哲也・山内杏子 (2006) 汽水湖
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中海におけるオゴノリおよびスジアオノリ葉上のヨコ
エビ相. 陸水学雑誌, 67: 22�-22�. ／2002年に中海のオ
ゴノリとスジアオノリに生息するヨコエビ相を調査
し，7科�0種を記録。うち8種は中海新記録種。(NT)
［島根］

【軟体動物】

福本一彦（2008）鳥取県中部地区の農業用水路におけるマ
ツカサガイの生息環境およびグロキディウム幼生の寄
生実態.　山陰自然史研究, �: �2-�6. [鳥取]

湊　宏（2007）紀伊山地におけるパツラマイマイの分布・
生息状況. 南紀生物, �2: �86-�88. ／紀伊山地のパツラ
マイマイの分布。中国地方と四国の分布記録一覧もま
とまれられており，文献記録であるが，鳥取県内の
データもみえる。(NT) [鳥取]

倉田健吾・平塚純一・戸田顕史（2008）ヤマトシジミとホ
トトギスガイの個体群動態. pp. 2-��. In. 大橋川の汽水
環境を調べる会（編）2006年度（第�7期）プロ・ナ
トゥーラ・ファンド助成研究報告書　島根県大橋川の
汽水環境の保全に関する研究. 大橋川の汽水環境を調
べる会（松江市）65 pp. ／2005年��月から2007年8月
までの，毎月の定期調査による大橋川・剣先川でのヤ
マトシジミとホトトギスガイ個体群の動態。ヤマトシ
ジミが上流側，ホトトギスガイが下流側を占めるが，
両者の分布状態は塩分変化に敏感に反応する。2006年
7月の出水がこれに影響したことがよくわかる。(NT) 
[島根]

【棘皮動物】

幸塚久典（2008）隠岐の島沿岸で得られたセイタカブンブ
ク(棘皮動物：ウニ綱). HGF研報, ��: 25�-25�. [島根]

幸塚久典・永田亘裕（2008）島根県沖諸島浅海における日
本海側から記録されたイイジマフクロウニ(棘皮動物
門，ウニ綱). 日本生物地理学会会報, 6�: 22�-226.／イ
イジマフクロウニを日本海から初めて報告。隠岐の島
町布施飯美沖水深��mの海底。(NT) [島根]

幸塚久典・玉井健太（2008）日本海西部の山口県下関市室
津海水浴場横の海岸における不正形ウニ類（棘皮動
物：ウニ綱）の漂着記録. HGF研報, ��: 2��-25�.

山崎裕治・谷　祐介・原本真二（2008）日本列島沿岸域に
生息するニホンクモヒトデの遺伝的集団構造. 日本生
物地理学会会報, 6�: �8�-��8.／日本海と瀬戸内海の�0
集団を用いたニホンクモヒトデの遺伝構造。美保関と
浜田の集団が使われている。定常的な海流がみられな
い瀬戸内海では遺伝的分化がみられるが，対馬海流

の流れる日本海沿岸では分化がみられない。(NT) [島
根]

瀬戸浩二（2008）大橋川におけるホトトギスガイが堆積作
用に与える影響. pp. ��-��. In. 大橋川の汽水環境を調
べる会（編）2006年度（第�7期）プロ・ナトゥーラ・
ファンド助成研究報告書　島根県大橋川の汽水環境の
保全に関する研究. 大橋川の汽水環境を調べる会（松
江市）65 pp. [島根]

【その他の無脊椎動物】

長澤和也・山内健生・海野徹也（2008）日本産ウオビル科
およびエラビル科ヒル類の目録（�8�5-2008年）.日本
生物地理学会会報, 6�: �5�-�7�. ／ウオビル科，エラビ
ル科のリストと日本における記録のレビュー。文献記
録の再録であるが，次の記録が含まれる：島根県：ヒ
ダビル（宍道湖・中海），ヌマエラビル（平田市・出
雲市）鳥取県：カザリビル。カニビルの本来のホスト
は魚類。(NT) [鳥取・島根]

Takada, H.（2008）Benthic foraminifera (Protist) in the 
Ohashi River, southwestern Japan: Evidence for recent 
faunal change in the Shinjiko - Nakaumi lake system. 
pp. �6-2�. In. 大橋川の汽水環境を調べる会（編）2006
年度（第�7期）プロ・ナトゥーラ・ファンド助成研究
報告書　島根県大橋川の汽水環境の保全に関する研
究. 大橋川の汽水環境を調べる会（松江市）65 pp.／
大橋川の現生底生有孔虫2種の分布と低質との関係。
(NT) [島根]

品川　明（2008）ヤマトシジミ代謝産物による大橋川の水
環境評価. pp. ��-66. In. 大橋川の汽水環境を調べる会
（編）2006年度（第�7期）プロ・ナトゥーラ・ファン
ド助成研究報告書　島根県大橋川の汽水環境の保全に
関する研究. 大橋川の汽水環境を調べる会（松江市）
65 pp. [島根]

Yamauchi, T. & Suzuki, D. (2008) Geographical distribution 
of Ozobranchus jantseanus (Annelida: Hirudinida: 
Ozobranchidae) in Japan. Medical Entomology and 
Zoology, 5�: ��5-���. ／ヌマエラビルの国内の分布記
録を整理。島根県は平田市（寄主イシガメ）と出雲市
矢野町（寄主クサガメ）の記録が含まれる。[島根]

Yamauchi, T., Itoh, T., Yamaguchi, K., & Nagasawa, K. (2008) 
Some leeches (Annelida: Hirudinida: Piscicolidae, 
Glossiphoniidae) in the Hii River system, Shimane 
Prefecture, Japan. Laguna, �5: ��-2�. ／中海と宍道湖を
含む斐伊川水系の調査で�種のヒル（宍道湖産のシラ
ウオの体表からウオビル科Piscicolidaeの未同定種，
宍道湖と中海からヒダビルLimnotrachelobdella okae, 
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斐伊川のイシガイからBatracobdella kasmiana）を記
録。(NT) [島根]

【その他】

後藤哲雄（2008）江原昭三先生を偲ぶ. 日本ダニ学会誌, 
�7: �25-�27.

鶴崎展巨（2008） 訃報. 江原昭三博士（��28-2008） Acta 
Arachnologica, 57: ��2-���.

鶴崎展巨（2008）江原昭三博士（��28-2008）を追悼して. 
中国昆虫, 22: 67-68.

鶴崎展巨（2008）江原昭三博士（��28-2008）を悼む. 山陰
自然史研究, �: 87-�5.

■ 鳥取県・島根県内のタイプ産地
�. 島根県隠岐，島後大久：Stenus (Stenus) corrugatus 

Naomi & Shimada, 2008（甲虫のメダカハネカクシの�
種）

2. 島根県隠岐，島後鷲ヶ峰：Stenus (Hypostenus) okiensis 

Naomi & Shimada, 2008（甲虫のメダカハネカクシの�
種）

�. 島根県玉湯町宍道湖：Ligia shinjiensis Tsuge, 2008 （甲
殻類。和名：シンジコフナムシ）


