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要旨ー 鳥取砂丘の動物相解明の一環として 2009年6月から 2010年 5月にかけて鳥取砂丘西側のク

ロマツ砂防林内で樹上性のクモ相を毎月調べた。林地のクモは 17科 44種を確認した。うち 35穏と海

岸よりの草地で採集された 1種(ヤハズハエトリ)を加えた 36種は鳥取砂丘からはじめて記録される

種で，乙れまでの文献記録と合わせて鳥取砂丘のクモは21科 70種となる。アカハネグモ，コジャパラ

ハエトリ，オビボソカニグモ，スズミグモの 4種は鳥取県新記録種である。スズミグモは近年，分布域

が北上傾向を示している南方系種で，今回の鳥取県からの確認は興味深い。クロマツと落葉広葉樹では，

クモ群集の種構成や多様度指数にはほとんど差はみられなかった。種数も両者でそれほど異ならなかっ

たが，春季にのみクロマツが広葉樹をかなり凌駕した。個体数も概してクロマツのほうが優勢でとくに

春季には差が大きかった。磁数 ・個体数が春季にクロマツで目立って優勢になるのは，落葉広葉樹の禁

がまだ十分に展開していないためと考えられる。多様度指数 ・順位アパンダンス関係は季節に闘わらず

比較的安定していた。

キーワードークモ，群集，多様度， 生活史，砂防林，鳥取県， 鳥取砂丘

Abstract -Species composition and phenology of the arboreal species of spiders were surveyed in the sand 

erosion control forests of the Tottori Sand Dunes from J une 2009ωMay 2010. A total of 44 species belonging 

to 17 families were found， including 35 species newly recorded仕omthe Tottori Sand Dunes. The list includes 

following 4 species which are new to fauna of Tottori Prefecture: Orchestina sanguine，αOi 1955 (Oonopidae)， 

Cyrtophora moluccensis (Doleschall 1857) (Araneidae)， Xysticus trizonatus Ono 1988σhomisiidae)， Helicius 

cylindratus (Karsch 1879) (Salticidae). N 0 significan t difference was found between conifer tree P抑制

th仰 bergiiand deciduous broad-leaved trees (Quer，α!tS serrata， Mallotωjaponicus， Rhus succedanea， Robinia 

pseudoacacia， Robinia pseudoacacia， and so on) in the species composition and species diversity indices. The 

number of species was higher on Pin附 thunbeなが thanon deciduous broad-leaved trees. The number of in-

dividuals was generally abundant on P thunbergii than on deciduous broad-leaved trees， especially in spring 

when leaves of the latter are not fully spread out The Simpson's and Shannon's diversity indices and rank-

abundace relationships were also relatively stable throughout year， though出eyjiggly fluctuated. 

Key words - arboreal spiders， Araneae， community， species div.ersity， Tottori Sand Dunes， Tottori Pre-
fecture， phenology 
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鳥取砂丘(鳥取市)からは，とれまでに見虫では13日

130科600種(佐藤 ・鶴崎 2010)，クモ(クモガタ綱真正ク

モ目)については16科33種が記録されているが(号|地 1973;

鶴l崎ら 2008)，そのファウナはまだ+分には把握されてい

ない。著者らは2009年から2010年にかけて，砂丘に隣接す

る砂防クロマツ林内で樹上に生息するクモの定期採集をお

こない，種構成や群集の季節変化を調べたのでその結果を

報告する。

方法

鳥取市浜坂柳茶屋キャンプ場前の駐車場っき休憩舎(一

里松広場)から砂防クロマツ林の中を貫通して砂丘北西部

海岸に抜ける道沿いに駐車場側入口から約50m入った場

所付近の落葉広葉樹のまじるクロマツ林で，ビニーjレ製の

傘(開帳直径0.83m，開帳面f!'l約0.54m2)を用いたビーテイ

ング(図1)により，ほぽ1-2.5mの高さの範囲の樹枝上に

生息するクモを，クロマツと広葉樹に分けて2009年6月か

ら12月までと翌年の4-5月に月l回採集した。

ピーテイング時聞は各15分で，毎回これを5名でおこ

なったので， 1回あたりののべ採集時間は75分である(ク

ロマツと広葉樹を合わせると， 150分)。採集したクモは

80%エタノールをいれたポリエチレン製サンプル管にて固

定 ・保存した。

クロマツは最大樹高約20mで、あるが，それより低い幼

木が多く含まれる。広葉樹の主要構成極はコナラ，ニセア

カシア，ハゼノキ，ゴンズイなど，落葉樹が主体である。

図1. 調査地でのピーテイング (6 Oct 2009). 

Fig. 1. Col1ecting by beating branches and twigs of Pinus 

thungbergi in the area studied (6 Oct. 2009). 

結果と考察

1. 鳥取砂丘の真正クモ類のリスト

今回の林内でのピーティングによる採集では17科44種の

クモが確認された。これに，過去の文献記録や今回の調査

期間中の定期採集以外の採集記録を合わせると，鳥取砂

丘でこれまでに生息が確認されたクモは， 21科70種とな

る。本地域のクモとして，今回の調査で新たに追加された

のは35積である。鳥取砂丘のクモについてはこれまでまと

まった既報がないので，ここには文献記録のみのものを含

めたリストを掲げる。

なお，ここでは鳥取砂丘は，浜坂砂丘とそれを取り囲む

周縁林(東側は鳥取砂丘細川|線 (319号)，東南は県道湯山

鳥取線 (265号)，西南は県道湯山鳥取線の子供の国入口交

差点、から彬1I茶屋キャンプ場を経て鳥取市浜坂につながる車

道に固まれた部分)と定義する。ただし海岸は千代川河口

右岸の十六本松から東は鳥取砂丘細川線オアシス広場前の

砂浜までを含む。また，乙の生息記録には2009年4-5月の

予備調査での採集で採集した標本も含めている。

凡例

種の配列， 学名，和名は谷川 α010)にしたがった。各

積のデータは，騒の学名，手[ド色。性別個体数，採集日付の

順。記入のない場合は，採集地はすべて鳥取砂丘西側クロ

マツ林内の本調査地。採集者はとくに断らないかぎり，鶴

崎 ・池原 ・川|戸 ・仁宮 ・家高。 [文献]は鳥取砂丘におけ

る既知記録。 [越冬態]は本定期調査から推定される当調

査地での各種の越冬ステージを示す(採集個体数が十分で

ないものについては記していない)。

和名のうしろの rOJは今回確認された種(本報告の調

査地であるクロマツ林以外での採集を含む)。

*は鳥取砂丘から初めて記録される種.略語:juv. = Y)J 

体。

Order Araneaeクモ目

Family Oonopidae タマゴグモ科

1. Orchestina sanguinea Oi 1955アカハネグモ0*. 1♀1 

juv. (2∞9.10助 .[備考]鳥取県新記録.

FamHy Uloboridaeウズグモ科

2. Miagrammopes orientalis Bosenberg & Strand 1906 マ

ネキグモ0*.3 juv. (2009.10.6) I 1 juv. (2009.11.10) 13 juv. 
(2009.12.1) . 

Family τberidiidae ヒメグモ科

3. Achaearanea ferrumequina (Bosenberg & Strand 1906) 

山陰自然史研究 (NaturalHistory Rese加.chofS加 'in)，No. 6， December 2011 @ ，~取県生物学会 ηleBiological Society ofTo肋 ri



鳥取砂丘砂防林の樹上性クモ相と李節消長 47 

ヒザブトヒメグモ.[文献]引地 (1973)，江原ら(1980).

4. Achaear，αnea japonica (Boscnbcrg & Strand 1906) ー

ホン ヒメグモ(=ヒメグモ)O. 22 juv. (2009.6.9) / 1 juv. 

(2009.7.14) 11♂1♀5 juv. (2009.8.5) / 1 juv. (2009.9.14) / 7 

juv. (2009.12.1). [文献]引地 (1973)，江原ら (1980).[越冬

態]幼体.

5. Anelosimus crassipes (Bosenberg & Strand 1906)アシ

ブトヒメグモ0*.1♀ (2009.6.9) 1 juv. (2009.8.5) / 3 juv. 

(2009.9.14) / 10 juv. (2009.10.6) / 11 juv. (2009.11.10) / 7 

juv. (2∞9.12.1) /2♂1♀6 juv. (2010.4.19) / 2 juv. (2010.5.10) 

[越冬態]幼体

6. Argyrodes bonadea (Karsch 1881) シロカネイソウ

ロウグモ0*.1 juv. (2009.6劫 /7 juv. (2009.10.6) / 2 juv. 

(2009.11.10) /3 juv. (2010.4.19) 

7.AゅIrodesminiaceus (Doleschall 1867) アカイソウロウ

グモ0*.1 juv. (2009.7.14). 

8. Ariamnes cylindrogaster (Simon 1889)オナガグモ0*.1♀

1 juv. (2009.6.9) / 1 juv. (2009.7.14) / 10 juv. (20ω.8.5) / 14 

juv. (2009.9.14) /8 juv. (2009.10.6) / 5 juv. (2009.11.10) / 1 

juv. (2009.12.1) /4 ju玖 (2010.4.19)[越冬態]幼体(図8D).

9.Dψoenaρunctispar苫aYaginuma 1967 シモフリミジング

モ0*.9ju玖 (2010.4.19)

10. Episinus affinis Bりsenberg& Strand 1906 ヒシガタ

グモ0.1♀1juv.(2009.6.9) / 1 juv. (2009.7.14) / 1♂1♀ 

(2009.8.5) / 2 juv. (2009.9.14) 1 4 juv. (2009.11.10) / 5 juv. 

(2009.12.1) 12 juv. (2010.4.19) / 1♀ (2010.5.10) [文献]江

原ら (1980).

11. Ke似αsterninofata(Bりsenberg& Strand 1906)ムナボシ

ヒメグモOベ1♀1ju玖 α009.6.9)/3♂1♀2 ju玖 (2009.7.14)

/2♀ α009.8.5) /3♀1 ju玖 (2009.9.14)/ 3 juv. (2009.10.6) 

/ 5 juv. (2009.11.10) / 7 juv. (2009.12.1) / 3♂4♀4 juv. 

(2010.4.19) 11♀(2010.5.10). [越冬態}幼体(図8C).

12. Parasfeatoda tePidariorum (c. Koch 1841)オオヒメグモ.

[文献] 引地 (1973)，江原ら (1980).

13. Taka戸 schikunii (Yagilliuma 1960)パラギヒメグモ0*.

2♂1 juv. (2010.5.10) 

14. Theridi()nρinastri L. Koch 1872 ムネグロヒメグモO
*. 1♀ (2009.7.14) / 1 juv. (2009.9.14) /2 juv. (2009.10.6) /4 

juv. (2009.11.10) /9 juv. (2009.12.1). [越冬態]幼体.

Family Linyphiidaeサラグモ科

15. Centromerus sylvαticus (Blackwall 1841)マルサラグ

モ [文献]鶴l崎ら (2008).

16. Erigone prominens Bりsenberg& Strand 1906 ノコギ

リヒザグモO.砂丘海岸十六本松側 (1♂). [文献]江原ら

(1980). 

17. Orientopus yodoensis (Oi 1960)アパタムナキグモ.[文

献]引地(1973)，有田 (1973)，江原ら(1980).

18. Neriene 10昭iPedella(Bりsenberg& Strand 1906)アシナ

ガサラグモ0*.1juv. (2009.11.10) /1 juv. (2010.4.19) 

19. Ummel向taαngulituberis(Oi 1960)コトガリアカムネグ

モ [文献]江原ら (1980).

20. Ummeliata insecticeps (Bりsenberg& Strand 1906)セス

ジアカムネグモO会.1♀ (2010.4.19).

Family Tetragnathidaeアシナガグモ科

21. Leucauge magnifica Yaginuma 1954 オオシロカネ

グモ0*.4 juv. (2009.6.9) / 2 juv. (2009.9.14) / 3 juv. 

(2009.10.6) /22 juv. (2009.11.10) / 35 juv. (2009.12.1) / 10 

juv. (2010.4.19) /4 juv. (2010.5.10). 

22. Leucauge subgemmea Bosenberg & Strand 1906キララ

シロカネグモ.[文献]引地 (1973).

Family Nephilidaeジョロウグモ平ヰ

23. NePhila clavat，αL. Koch 1878 ジョロウグモ0.20juv.. 

(2009.6.9) / 33 juv. (2∞9.7.14) / 12 juv. (2009.8.5) /4♂7♀ 

4 juv. (2009.9.14) / 10♂9♀ (2009.10.6) /8♀ (2∞9.11.10) / 

7♀ (2009.12.1). [文献]江原ら (1980). [越冬態]卵(図

8A) 

Fanuly Araneidaeコガネグモ科

24. AraneusおurusakiiTanikawa 2001カラオニグモ0*.2

juv. (2009.12.1)，2♂(2010.4.19) / 1♂(2010.5.10). 

25. Araneus ventricosusιKoch 1878)オニグモ [文献]

引地 (1973)，江原 (1980).

26. Araniella yaginumai Tanikawa 1995 ムツボシオニグモ

0へ1juv. (2010.4.19). 

27. Argiope bruennichii (Scopoli 1772)ナガコガネグモ0.1

juv. (2009.6.9) / 2juv. (2009.7.14) /2♀3 juv. (2009.8.5) / 3♀ 

(2009.9.14). [文献]引地 (1973)，江原(1980).

28. Argiope minuta Karsch， 1879コガタコガネグモ. [文

献]引地 (1973).江原ら(1980).

29. Cyclosa oct()tuberculata Karsch 1879ゴミグモ.[文献]

引地(1973)，江原(1980)，鶴崎ら (2008)

30. Cyclosαvallαta (Keysening 1886)マルゴミグモ0.1

♀2 juv. (2010.5.10). [文献]引地(1973)，江原ら(1980)， 

Tanikawa (1992). 

31. Cyrtophora moluccensis (Dolescha1l1857)スズミグモO
*. 5 juv. (2009.6.9) / 1♂2 juv. (20ω7.14) / 2♂(2009.8.5) / 

8 juv. (2010.4.19). [備考]鳥取県新記録.(図2B，3)

32. Neoscona mellotteei (Simon 1895) ワキグロサツマノミ

ダマシ0*.2♀ (2009.9.14). 

33. N.ωSC01ta scylla (Kar'sch 1879) ヤマシロオニグモ0*.6

juv.(2009.7.14) / 1 juv. (2009.9.14) / 1 juv. (2009.10.6) /4 juv. 

(2009.11.10) / 6 juv. (2009.12.1) / 1 juv. (2010.4.19) / 1 juv. 
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34. Neoscona scylloides (Boscnbcrg & Strand 1906) サツマ

ノミダマシ0*.l!.6 juv. (2009.6.9) /3 juv. (2009.7.14) /3♂ 

2♀4 juv. (2009.8.5) / 1♂(2009.9.14) / 1♀ (2009.10.6) / 21 

juv. (2010.4.19) / 15 ju玖 (2010.5.10)[越冬態]卵(図8B).

Lycosidaeコモリグモ科

35. Lycosa ishikariana (S. Saito 1934)イソコモリグモO.

海岸第1砂丘列， 10♀9 juv. (生息確認)(2006.5.26) [文献]

猪股・ 石井 (1934)，生駒(1929，1955)，吉田(1979)，鳥取県

立博物館 (1984)，江原ら(1980)，福本 (1955，1989)， Ono 

& Shinkai (1988)， Tanaka (1990)，有田 (1993)，鶴崎 (2002，

2007)，鶴崎ら (2008)，Suzuki et al. (2006). [備考]環境省

レッドリスト (2006)，鳥取県RDB(2002)ともに，絶滅危

慎II類(VU).

36. Pardosa astrigera 1. Koch 1878ウヅキコモリグモO.

砂丘西側海岸より草地， 1♂4♀ (2009.4.28) [文献]引地

(1973，江原(1980).

37. Pardosa lugubris (Walckenaer 1802)ヱゾコモリグモ.

[文献] 引地 (1973).

Family Oxyopidae ササグモ科

38. Oxyopes sertatus 1. Koch l!.878 ササグモ0*.4 juv. 

(2009.6.9) / 4 juv. (2009.9.14) / 5 juv. (2009.10.6) / 3 juv. 

(2009.11.10) / 5 juv. (2009.12.1) / 2 juv. (2010.4.19) / 1 juv. 

(2010.5.10) . 

Family Ctenidae シボグモ不}

39. Anahita fauna Karsch 1879 シボグモ [文献]引地

(1973)，江原ら(1980).

Family Agelenidae タナグモ科

40. Agelena silvatica Oliger 1983 クサグモ0*.2 juv. 

(2009.6.9) / 1 juv. (2009.7.14) / 1♀(2009.9.14) / 2 juv. 

(2010.4.19) / 1 juv. (2010.5.10). 

41. Allagelena opulenta (1. Koch 1878) コクサグモ0*.1♂

(2009.10.6) . 

Family Hahnudaeノ1タケグモ不}

4.2. Hahnia corticicola Bりsenberg& Strand 1906ハタケグ

モ [文献]鶴崎ら (2008). 

Family Dictynidae ノ、グモ不}

43. Lathys annulata Bosenberg & Strand 1906カレハグモ

0.2juv今 (2∞9.12.1).[文献]YT原ら(1980).

Family Amaurobudae ガケジグモ科

44. Coelotes personatus Nishikawa 1973カメンヤチグモ.

[文献]鶴崎ら (2008).

Farnily Miturgidaeツチフクログモ科

45. Cheiracanthium eutittha Bりsenberg& Strand 1906 

アシナガコマチグモ0*.1♂1♀2juv. (2009.6.9) / 3 juv. 

(2009.9.14) / 2 juv. (2009.10.6) J 4 juv. (2010.4.19) / 4 juv. 

(2010.5.10) . 

Family Clubionidae フクログモ科

46. Clubiona corrugata Bosenberg & Strand 1906 コフク

ログモ.[文献]江原ら (1980).

47. Clubiona jucunda (Karsch 1879) ヤハズフクログモ

O. 2♀2 juv. (2009.6.9) / 2♀2 juv. (2009.7.14) /2♀2juv 

(2009.8.5) / 5 juv. (2009.9.14) / 8 juv. (2009.10.6) /10 juv 

(2010.4.19) / 4 juv. (2010.5.10) / 9 juv. (2010.5.10). [文献]

江原ら (1980).

48. Clubiona lena Bosenberg & Strand 1906 トビイロフク

ログモ. [文献]江原ら(1980).

Family Corinnidaeネコグモ科

49. Orthobula cruc扮raBosenberg & Strand 1906オトヒメ

グモ.[文献}鶴崎ら (2008).

50. Trachelas japonicus Bりsenberg& Strand 1906 ネコクe

モ0*.1♀ (2009.6.9)/ 3 juv. (2009.7.14) / 1 juv. (2009.9.14) 

/2 juv. (2009.10.6) /1 juv. (2009.11.10) /3 juv. (2009.12.1) / 

1♀(2010.5.10). 

Family Gnaphosidaeワシグモ科

51. HaPlodrassus pugnans (Simon 1邸0)ハイタカグモ {文

献]Kamura (2006)，鶴崎ら(2008).

Family Philodromidaeエピグモ1斗
52. Philodromus auricomus 1. Koch 1878 キンイロエピグ

モ0*.1♀ (2010.5.10). 

53. Philodromus subaureolus Bosenberg & Strand 1906アサ

ヒエピグモ0.1♂2♀8juv. (2009.6.9) / 2♀ (2009.7.14) /1 

♀7 juv. (2009.8.5) /8 juv. (2009.9.14) /25 juv. (2009.10.6) / 

52 juv. (2009.11.10) /35 juv. (2009.12.1) /26 ju玖 (2010.4.19)

/ 22 juv. (2010.5.10). [文献]引地 (1973)，江原 (1980).

[越冬態]幼体.

54. Thanatus miniaceus Simon 1880ヤドカリグモ. [文

献]引地 (1973)，江原 (1980).

55. Tibellus oblongus (Wa1ekenaer' 1802)スジシャコグモ

[文献] 福本 (1956).
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Family Thomisidae カニグモ科

56. Coriarachneルlvites(Karsch 1879)コカニグモ0*.1juv. 

(2010.5.10) 

57. Diaea subdola O. Pickard-Cambridge 1885 コノ1ナグモ

0へ1♂(2009.6.9)/2 juv. (20ω.11.10) /5 juv.(2009.12.1). 

58. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius 1775)ノ、ナグモO合 . 1 

juv. (2009.11.10) / 1 juv. (2010.4.19) /1♂(2010.5.10). 

59. Thomisus labejactus Karsch 1881アズチグモ0*.2juv. 

(2009.6.9) 11♂1 juv. (2009.8.5) / 1♀1 juv. (2009.10.6)/ 3 

juv. (2010.4.19) 

60. Tmarus piger (Walckenaer 1802)トラブカニグモ0*.1

juv. (2009.6.9) / 2 juv. (2009.11.10) / 1 juv. (2009.12.1) 

61.均'sticuscroceus Fox 1937ヤミイロカニグモ0*.1♀

(2009.6.9) . 

62.均'sticωhediniSchenkel 1936クロボシカニグモ [文

献]引地 (1973)，江原 (198的.

63均'stic附 saganusBosenberg & Strand 1906ゾウシキカ

ニグモ(=オオヤミイロカニグモ).[文献】鳥取県立博物

館 (1984).

64. Xysticωtrizonatus Ono 1988オビボソカニグモ0*.1♂

(2010.5.10). [備考]鳥取県新記録.

Family Salticidaeノ、ェトリグモ科

65. Carrohotus xanthogramma (Latreille 1819 )ネコハエ

トリ0*.1♀3juv. (2009.7.14) / 21 juv. (2009.8.5) / 16 juv. 

(2009.9.14) / 17 juv. (2009.10.6) / 3 juv. (2009.11.10 / 5 juv. 

(2010.4.19) / 1♂9 juv. (2010.5.10). 

66. Hakka himeshimensisのり凶匂 &S凶 nd1906)イソノ、ェ

トリ .[文献]江原ら (1980).

67. Helicius cylindratus (Karsch 1879) コジャノTラノ、ェ

トリ0*.1♀1 juv. (2009.7.14) /2 juv. (2009.10.6) /2 juv. 

(2010.4.19) / 1♀ (2009.6.9， NT) / 1♀1幼 (2009-7-14).[備

考]鳥取県新記録.

68. Mendoza elongata (Karsch 1879)ヤハズハエトリ0*.砂

丘西側海岸寄り草地，2♀2j1llv. (20ω.4.28) . 

69. Rhene albigera (C. L. Koch 1848)ヒメカラスハエトリO
*. 4 juv. (2009.6.9) / 1♂(2009.9.14) /3♀(2009.11.10) / 3♂8 

♀11 juv. (2010.4.19) / 4 ju双 (2010.5.10). 

70. Sibianor pullus (Bりsenberg& Strand 1906)キレワノ、ェ

トリ 0*.1♀3juv.(2009.7.14) / 1juv. (2010.4.19). 

2.注目される種

今回，鳥取砂丘のクモとして新たに記録されたのは32種

で¥文献上の既知記録と合わせると総計70種となった。こ

のうち，スズミグモ，アカハネグモ，コジャノTラハエト

リ，オピボソカニグモの4種は鳥取県新記録であった(鳥

取県のクモは439種となる)。

.. 

. 
• 

C D 

図2.鳥取県新記録種.A:アカハネグモ♀(タマゴグモ科). 

B:スズミグモ幼体(コガネグモ科).C:オピボソカニグモ♀

(カニグモ科).D:コジャパラハエトリ♀(ノ、ェトリグモ科). 

スケールは1mm.

Fig. 2. Species newly recorded from Tottori Prefecture. A. 

Orchestina sanguinea (Oonopidae)， female. B: Cyrtophora 

moluccensis (.釦aneidae)，juvenile. C:均sticustrizonatus 

(Thomisidae)， male. D: Helicius cylindratus (Salticidae)， fe-

male. Scale = 1 mm 

図3.側面から見たスズミグモのドーム網 (鳥取砂丘西側

クロマツ林 14July 2009). 

Fig. 3. Lateral view of a w.eb built by a juvenile female of 

Cyrtophora moluccensis (Araneidae) (Pinus thunbergii forest 

located in the west ofTottori Sand Dunes， 14 July 20ω) . 
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図4 鳥取砂丘西側のクロマツ林内のクモの種数の季節的

変化.実線(・)はクロマツ，破線 (0)は落葉広葉樹.
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Fig. 4. Seasonal change of出especies number of arboreal 節的変化.実線(・)はクロマツ，破線 (0)は落禁広葉樹.

spiders in the pine forest for sand erosion control at the west 

of Tottori Sand Dunes in 2009-2010. Solid line with solid Irig. 5. Seasonal change of the individual number of arboreal 

squares and broken lines with open circles represent Pinus spider species in the pine forest for sand erosion control at 

thunbergii and deciduous broad-leaved trees， respectively. the west of Tottori Sand Dunes in 2009-2010. Solid line wi出

solid squares and broken lines with open circles represent 

Pinus thunbergii and deciduous broad-leaved trees， respec-

tively. 
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図6.Simpsonの不偏多様度指数の季節変化.実線(・)は

クロマツ，破掠 (0)は落葉広葉樹.

Fig. 6. Seasonal change of Simpson's unbiased diversity in-

d臼.Solid line相自 solidsquares and broken Hnes with open 

circles represen t Pinus thunbergii and deciduous broad-
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図7.Shannonの不偏多様度指数.実線(・)はクロマツ，

破線 (0)は落葉広葉樹

Fig. 7. Seasonal change of Shannon's unbiased diversity in・

dices. Solid and broken lines represent Pinus thunbergii and 

deciduous broad-leaved trees， respectively. 
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ノミダマシ.C:ムナボシヒメグモ.D:オナガグモ.E;アサヒエピグモー

Fig. 8. Phenology of five species most abundantly found in the forest studied from June却ωtoMay 2010 (winter season from January to March 
not surveyed). A NePhila clavata. B: Neoscona scylloides. C: Platnickina steminotata. D: Ariamnおり'lindrogaster.E; Philodromus subaureolus. 
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このうちスズミグモ(図2B，3)は南方系種で， 1960年代

ころまでは西日本の太平洋側でしか記録がなかったが，近

年北上傾向を示し関東地方などでも見つかりつつある種で

ある(新海 2001)。 日本海側では福井県や石川県，兵庫県

但馬(山本 2009)で記録があるが，鳥取 ・島根岡県ーでは未

記録だった。今回，雄成体や幼体など按数個体がみられた

ことから，鳥取砂丘へは少なくとも前年の2008年には生息

していたと見られる。残念ながら鳥による捕食を受けたか

どうか， 2009年夏はとくに探索したにもかかわらず成体雌

は採集されなかったが 翌年春にも幼体が採集されており

繁殖したことは確実である。ただし，本種の生息にはむら

があり，前年に記録された場所でもその後継続して生息が

確認されるごとが少ない。今後，動向を継続して調査する

必要がある。

アカハネグモ(図2B) は6眼のクモで，熊本県から秋田

県までの17県で既記録(新海ら 2010)である。中園地方で

は岡山県から記録があるのみで 兵庫県からも未記録だ

が，今回，初めて鳥取県で確認された。

コジャパラハエトリ(図2D)は，北日本を中心に記録さ

れている北方系種であるが 今回 鳥取砂丘にはかなり多

く生息していることがわかった。

3.種数 ・個体数 ・多様度指数

確認されたクモの碕数と個体数を，クロマツと広葉樹

(ほとんどは落葉性)で比較したのが図4・5，である。

確認種数(図4)は4-5月にクロマツのほうが広葉樹より

も多い傾向をしめした以外はクロマツでも広葉樹でほとん

ど差がなかった。4-5月にクロマツで、種数が多かった理由

はこの時期に落葉広葉樹の葉がまだ十分展開しておらずク

モが身を隠す場所が乏しいことによると考えられる。クロ

マツでは種数は春季から初夏にかけて(4-6月) 20種を超

えたが， 7月以降は減少して15種ほどで秋まで安定した。

個体数は図5に示すようにほとんどの月でクロマツのほ

うが広葉樹よりも多く，とくに暁秋 (12月)と春季(4-5

月)に差が目立った。乙れは種数の場合と同様の理由に加

え，樹皮に隙聞の多いクロマツのほうが隠れ家となる場所

が多いことなどが考えられる。

SimpsonとShannonの不偏多様度指数 (Begonet al. 2006 

p.471)の推移を図6ー7に示す。多様度指数にめだっ季節的

変化はとくに認められなかった。また順位アパンダンス関

係(図の表示は省略する)にも季節的に目立った変化はな

かった。

4.季節消長

年聞をつうじて多くの{同体数が採集された数種につい

て，季節消長を図8に示した。ジョロウグモとサツマノミダ

マシが年1化卵越冬，ムナボシヒメグモ，オナガグモ，アサ

ヒエピグモは，年一化幼体越冬であること明瞭である。
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