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相模原市のクモ類
（2006-2019 目録）

木村 知之

　�南区�上鶴間本町,�20181218,�1F,�木村知之；南区�上鶴間
本町,�20181218,�1F,� 木村知之；南区� 上鶴間本町,��
20181218,�1Fe,�木村知之；南区�上鶴間本町,�20181218,��
1F,�木村知之；南区�麻溝台,��20190611,�1F,� -；南区�上
鶴間,�20190918,�1F,� -；南区�上鶴間,�20190919,�1Fe,� -；
南区�麻溝台,�20190926,�1F,� -；南区�麻溝台,�20191204,��
1Fe,�木村知之；南区�麻溝台20191204,�1y,�木村知之；南
区�麻溝台,�20191204,�e,�木村知之

Latrodectus�hasselti �Thorell�1870　セアカゴケグモ
　緑区二本松,�1F,�20170704,�Aikawa
Meotipa�argyrodiformis �(Yaginuma�1952)�オダカグモ
　緑区�根小屋,�20190709,�1F,�木村知之
Parasteatoda�culicivora �(Bösenberg�&�Strand�1906)
� カグヤヒメグモ
　緑区（城山湖）,�20140821,�1F,�木村知之
Parasteatoda�tepidariorum�(C.�L.�Koch�1841)�
� オオヒメグモ
　�藤野町�栃谷,�20061004,�1y,�H.HARA；南区�上鶴間本町,�
20181218,�1F�e,�木村知之

Rhomphaea�labiata �(Zhu�&�Song�1991)
� ヒゲナガヤリグモ
　中央区�高根,�20130728,�1y,�木村知之
Spheropistha�melanosoma�Yaginuma�1957
� クロマルイソウロウグモ
　�中央区�高根,�20151003,�1F,� 木村知之；緑区�根小屋,�
20190709,�1F,�木村知之

Steatoda�triangulosa �(Walckenaer�1802)�マダラヒメグモ
　中央区�由野台,�20190914,�1F,�木村知之
Takayus�chikunii �(Yaginuma�1960)　バラギヒメグモ
　�藤野町（奥牧野〜小津久）,�20070702,�1F,�H.HARA；津
久井町�神之川�犬越路,�20070802,�1y,�H.HARA；南区�
西大沼,�20131031,�1F,�大川秀治

Araneidae コガネグモ科

Araneus�ishisawai �Kishida�1920　イシサワオニグモ
　�津久井町�第二発電所,�20061003,�1F,�H.HARA；津久井

はじめに
　2006 年から 2019 年にかけて市域内で採集され、未報
告となっていたクモ類標本を同定した結果を報告する。
種名ごとに、採集地、採集年月日、性別等、採集者を記
した。標本は相模原市立博物館に収蔵されている。

目録
　採集年月日は８ケタ数字で表した。Fはメス成体、M
はオス成体、yは幼体、eは卵のうを意味する。
　採集地は、採集当時の地名とした。

Segestriidae　エンマグモ科

Ariadna�lateralis �Karsch�1881　ミヤグモ
　緑区　根小屋,�20190709,�1F,�木村知之

Pholcidae　ユウレイグモ科

Pholcus�phalangioides �(Fuesslin�1775)�
イエユウレイグモ

　�二本松，20070422,�1y,�K.HARA；� 二本松,�20071009,��
1y,�K.HARA；二本松,�20080706,�1M,�H.HARA

Theridiidae　ヒメグモ科

Ariamnes�cylindrogaster �Simon�1889　オナガグモ
　津久井町�鳥屋,�20080604,�1F,�H.HARA；
　中央区�高根,��20190605,�1F,�木村知之
Argyrodes�kumadai �Chida�&�Tanikawa�1999
� チリイソウロウグモ
　�中央区� 高根,�20120711,�1M,� 木村知之；緑区� 沢井,�
20130809,�1M,�木村知之

Episinus�affinis �Bösenberg�&�Strand�1906
� ヒシガタグモ
　橋本,�20090826,�1F,�井上明夫
Latrodectus�geometricus �C.L.Koch�1841　ハイイロゴケグモ
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Eriovixia�pseudocentrodes �(Bösenberg�&�Strand�1906)�
� トガリオニグモ
　藤野町（奥牧野〜小津久）,�20070702,�1y,�H.HARA
Gasteracantha�kuhli �C.L.Koch�1837�　トゲグモ
　�藤野町（奥牧野〜小津久）,�20070702,�1y,�H.HARA；津
久井町�上青根,�20080806,�1F,�H.HARA；緑区�沢井,�
20130809,�1y,�木村知之；緑区（城山湖）,�20140821,�1F,�
木村知之

Gibbaranea�abscissa �(Karsch�1879)�キザハシオニグモ
　津久井町　青根（神之川）,�20070508,�1F,�H.HARA
Hypsosinga�sanguinea �(C.�L.�Koch�1844)�
� シロスジショウジョウグモ
　�中央区�高根,�20120621,�1M,�木村知之；藤野町（五感の
湯）,�20061020,�1y,�H.HARA；中央区�高根,�20190620,�
1M,�木村知之

Larinia�argiopiformis �Bösenberg�&�Strand�1906
� コガネグモダマシ
　上大島（小倉橋下流）,�19940607,�1F,�木村知之
Neoscona�mellotteei �(Simon�1895)
� ワキグロサツマノミダマシ
　�相模湖（美女谷温泉）,�20060912,�3F,�H.HARA；緑区�沢
井,�20130809,�1M,�木村知之

Neoscona�punctigera �(Doleschall�1857)
� コゲチャオニグモ
　中央区�由野台,�20141008,�1F,�木村知之
Neoscona�scylla �(Karsch�1879)　ヤマシロオニグモ
　津久井町（茨菰山）,�20080712,�1M,�H.HARA
Nephila�clavata �L.�Koch�1878　ジョロウグモ
　�藤野町�綱子,�20060908,�1F,�H.HARA；二本松,�20081005,�
1y,�H.HARA；中央区�由野台,�20111221,�1F,�木村知之；
中央区�高根,�20121219,�1F,�木村知之

Ordgarius�hobsoni �(O.�P.-Cambridge�1877)
� マメイタイセキグモ
　緑区（本沢梅園周辺）,�20110925,�1e,�大川秀治
Ordgarius�sexspinosus �(Thorell�1894)�
� ムツトゲイセキグモ
　緑区中平,�20110925,�1e,�大川秀治
Plebs�astridae �(Strand�1917)� サガオニグモ
　�藤野町牧馬（曲松）,�20070328,�1F,�H.HARA；津久井町�
鳥屋（奥野林道）,�20070504,�1F,�H.HARA；津久井町津
久井第一発電所,�20061003,�1y,�H.HARA

Yaginumia�sia �(Strand�1906)� ズグロオニグモ
　�藤野町�いやしの湯,�20080730,�1M,�H.HARA；中央区�
高根,�20131027,�1F,�木村知之

Tetragnathidae アシナガグモ科

町�鳥屋�大平,�20070426,�1y,�H.HARA；津久井町�鳥屋�
早戸川林道,�20071012,�1F,�H.HARA

Araneus�macacus �Uyemura�1961　ヤエンオニグモ
　�津久井町�鳥屋,�20080604,�1M,�H.HARA；津久井町（茨
菰山）,�20080712,�1M,�H.HARA；中央区�高根,�20190605,�
1M,�木村知之

Araneus�pentagrammicus �(Karsch�1879)�アオオニグモ
　城山町（小倉林道）,�20080604,�1M,�H.HARA
Araniella�yaginumai �Tanikawa�1995　ムツボシオニグモ
　�津久井町（髙瀬野林道ゲート）,�20061026,�1y,�H.HARA；
相模湖町（小野林道�館〜新戸）,�20070412,�1M,�H.HARA；
津久井町�鳥屋（大平）,�20070426,�1y,�H.HARA；津久井
町�鳥屋,�20070504,�1y,�H.HARA；津久井町�青根（神之
川）,�20070508,�2F,�H.HARA；相模湖町（小野林道）,�
20071121,�1y,�H.HARA；津久井町（奥野林道）,�20080427,�
1y,�H.HARA；津久井町（犬越路）,�20080429,�1F,�H.
HARA

Argiope�bruennichi �(Scopoli�1772)　ナガコガネグモ
　�藤野町�篠原,�20060823,�1F1y,�H.HARA；藤野町（栃谷
休憩所）,�20060912,�1F,�H.HARA；津久井町（髙瀬野林
道ゲート）,�20061026,�1F,�H.HARA；藤野町�綱子,�20060815,�
1y,�H.HARA；藤野町�子,�20060908,�1F,�H.HARA

Argiope�minuta �Karsch�1879� コガタコガネグモ
　藤野町（栃谷休憩所）,�20060912,�1F1y,�H.HARA
Chorizopes�nipponicus �Yaginuma�1963
� ヤマトカナエグモ
　藤野町�栃谷,�20061004,�1y,�H.HARA
Cyclosa�argenteoalba �Bösenberg�&�Strand�1906
� ギンメッキゴミグモ
　�津久井町�鳥屋,�20070504,�1y,�H.HARA；中央区�高根,�
20120823,�1M,� 木 村 知之；中央区� 高 根,�20131018,�
1F1M,�木村知之；緑区（城山湖）,�20140821,�1F1M,�木
村知之；緑区（城山湖）,�20140821,�2F,�木村知之；中央
区�高根,�20150510,�1M,�木村知之

Cyclosa�japonica �Bösenberg�&�Strand�1906
� ヤマトゴミグモ
　緑区（城山湖）,�20140821,�1F,�木村知之
Cyclosa�okumae �Tanikawa�1992
� オオクマギンメッキゴミグモ
　中央区�高根,�20131126,�1F,�木村知之
Cyclosa�vallata �Keyserling�1886�マルゴミグモ
　�中央区�高根,�20111129,�1F,� 木村知之；中央区�高根,�
20130320,�1y,�木村知之

Cyrtarachne�akirai �Tanikawa�2013�オオトリノフンダマシ
　津久井町�又野,�20060822,�1F,�H.HARA



相模原市のクモ類 35

� マネキグモ
　�城山町小倉林道,�20080604,�1F,�H.HARA；中央区�高根,�
20120608,�1F,�木村知之

Agelenidae　タナグモ科

Allagelena�opulenta �(L.�Koch�1878)　クサグモ
　�中央区鹿沼台,�20111007,�1M,�木村知之；中央区鹿沼台,�
20111014,�2F1M,�木村知之；中央区高根,�0121010,�6F2M,�
木村知之

Coelotes�exitialis �L.�Koch�1878　クロヤチグモ
　津久井町�奥野林道,�20080427,�1F,�H.HARA
Iwogumoa�insidiosa �(L.�Koch�1878)　シモフリヤチグモ
　�二本松,�20061201,�1M,�H.HARA；中央区�高根（博物館
内）,�20130315,�1F,�木村知之；中央区高根（博物館内）,�
20141211,�1M,�木村知之

Desidae  ウシオグモ科

Badumna�insignis �(L.Koch�1872)�クロガケジグモ
　緑区�麻溝台,�20191204,�1F,�木村知之

Sparassidae  アシダカグモ科

Heteropoda�venatoria �(Linnaeus�1767)　アシダカグモ
　�緑区�中野,�20100728,�1y,�大竹常浩；上間,�20090918,�1M,�
早戸正広；中央区�上溝,�20100806,�1F,�和知正男；中央区�
高根,�20120905,�1M,�有本雅之

Sinopoda�forcipata �(Karsch�1881)　コアシダカグモ
　�相模湖町�道志南畑,�20061130,�1y,�H.HARA；津久井町�
鳥屋（奥野林道）�奥野口,�20070914,�1y,�H.HARA

Oxyopidae  ササグモ科

Oxyopes�sertatus �L.�Koch�1878　ササグモ
　�中央区�上溝,�20100702,�1F,� 後藤裕子；緑区�根小屋,��
20190709,�1F,�木村知之

Lycosidae　コモリグモ科

Arctosa�ipsa �(Karsch�1879)　ヒノマルコモリグモ
　藤野町奥牧野,�20061101,��1F,�H.HARA
Pardosa�astrigera �L.�Koch�1878　ウヅキコモリグモ
　�津久井町�又野,�20070313,�1M,�H.HARA；津久井町串川�
韮尾根,�20070313,�2M1y,�H.HARA；津久井町青根�此の

Leucauge�celebesiana �(Walckenaer�1842)�
� オオシロカネグモ
　�藤野町�伏馬田,�20060915,�2F,�H.HARA；城山町�小倉林
道,�20080626,�1F,�H.HARA；緑区�根小屋,�20100721,�1F,�
後藤裕子；津久井町�名手〜赤馬,�20060802,�2F,�H.HARA；
津久井町�神之川�犬越路,�20070802,�1y,�H.HARA

Leucauge�subgemmea �Bösenberg�&�Strand�1906
� キララシロカネグモ
　緑区�根小屋,�20190709,�1F,�木村知之
Metleucauge�yunohamensis �(Bösenberg�&�Strand�1906)
� メガネドヨウグモ
　�津久井町　青根（神之川）,�20070508,�1F,�H.HARA；中
央区�高根,�20141128,�1y,�木村知之

Tetragnatha�praedonia �L.�Koch�1878� アシナガグモ
　城山町�葉山,��20070503,��1M,�H.HARA
Tetragnatha�squamata �Karsch�1879�ウロコアシナガグモ
　�中央区�鹿沼台�鹿沼公園,�20130829,�1M,�木村知之
Tetragnatha�yesoensis �S.�Saito�1934� エゾアシナガグモ
　津久井町鳥屋,�20080604,�1M,�H.HARA

Linyphiidae　サラグモ科

Neriene�albolimbata �(Karsch�1879)� ヤガスリサラグモ
　中央区�由野台,��20140531,�1M,�木村知之
Neriene�fusca �(Oi�1960)　クスミサラグモ
　�津久井町�鳥屋�伊勢沢林道,�20080604,�1F,�H.HARA
Neriene�japonica �(Oi�1960)　ツリサラグモ
　�津久井町　青根（神之川）,�20070508,�1F,�H.HARA
Neriene�nigripectoris �(Oi�1960)　ムネグロサラグモ
　�藤野町�下岩�飯塚山,�20070511,�1M,�H.HARA
Neriene�oidedicata �van�Helsdingen�1969
� ヘリジロサラグモ
　�緑区�根小屋,�20190709,�1F,�木村知之
Neriene�radiata �(Walckenaer�1842)� シロブチサラグモ
　�中央区�高根,�20130424,�1F,�木村知之；緑区（城山湖）,��
20140821,�1F1M,� 木村知之；中央区� 高根,�20130705,�
1F2M1y,�木村知之

Uloboridae ウズグモ科

Hyptiotes�affinis �Bösenberg�&�Strand�1906
� オウギグモ
　�緑区�根小屋,�20190709,�1y,�木村知之
Miagrammopes�orientalis �Bösenberg�&�Strand�1906
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間沢キャンプ場,�20070314,�1M,�H.HARA；藤野町�綱子,�
20070315,�3M,�H.HARA；藤野町�菅井,�20070315,�1M,�
H.HARA；藤野町�伏馬田,�20070323,�1F1y,�H.HARA

Pardosa�brevivulva �Tanaka�1975� ヤマハリゲコモリグモ
　�相模湖町�小野林道�館〜新戸,�20070412,�1Fe,�H.HARA

Salticidae  ハエトリグモ科

Marpissa�milleri �(Peckham�&�Peckham�1894)
� オオハエトリ
　緑区,�根小屋,�1F,�20190709,�木村知之�
Phintella�abnormis �(Bösenberg�&�Strand�1906)
� チャイロアサヒハエトリ
　緑区�根小屋,�20190709,�1M；木村知之

おわりに
　本目録は、断片的な記録の集成であるが、相模川右岸
の地域（現在の津久井地区）において山地的環境に生息す
る種が採集されている事が概ね見て取れる。
　注目すべきは、特定外来種であるハイイロゴケグモ
Latrodectus�geometricus、セアカゴケグモ�Latrodectus�
hasselti、が 2017 年以降に採集されている事である。特
にハイイロゴケグモLatrodectus�geometricus は当初か
ら卵のうが確認されており、既に市内に定着していると
考えられる。また、同様に外来種であるマダラヒメグモ
Steatoda�triangulosa も雌成体及び卵のうが確認されてい
る他、クロガケジグモBadumna� insignis は標本数は少な
いものの、現地において相当数の住居が観察されている
事を付記しておく。
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