日本産アリ類生態情報 25. 公園・緑地のアリ種数一覧．
1) 東京都本土のアリ相の調査概況．寺山（2013a, b）による．出典による数値に対して，追加種があり寺山（2013a）
により数値が変更されている地域があるので注意．

区単位
板橋区（15 属 24 種：寺山 1986, 1991）
北区 （11 属 15 種：北区環境保全課 1988; 西村他 1988）
大田区（26 属 46 種*：寺山 1997; 寺山他 2015）
港区 （24 属 44 種：寺山 2001, 2005a）
中野区（18 属 25 種：久保田・寺山 1989）
八王子市：31 属 64 種 （寺山 2013a; 寺山・江口 2016）

緑地単位
皇居（千代田区）（24 属 49 種：寺山 2000）
東京大学本郷・弥生構内（文京区）（17 属 27 種：寺山 2013a）
上野動物園（台東区）（11 属 15 種：坂本他 2011）
国立科学博物館附属自然教育園（港区）（21 属 36 種：寺山 2001）
赤坂御用地（港区）（24 属 35 種：寺山 2005a）
旧芝離宮御暢庭園（港区，12 属 15 種：無名子 1982）
哲学堂公園（中野区）（17 属 21 種：久保田・寺山 1989）
東京大学駒場構内（目黒区）(18 属 24 種：寺山・久保田 2002)
常磐松御用邸（渋谷区）（17 属 20 種：寺山 2005b）
明治神宮（渋谷区）（27 属 50 種：寺山 203b）
新宿御苑（新宿区・渋谷区）(17 属 20 種：大野 1973)
おとめ山公園（新宿区）（19 属 23 種：久保田・寺山 1989）
野鳥公園（大田区）（17 属 31 種：寺山他 2017）
東京農工大学府中キャンパス（府中市）(31 種**：佐藤他 2017)

* 外来種のアルゼンチンアリを除く． ** 移入種のアワテコヌカアリを除く．
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2) 兵庫県三田市ニュータウン内の孤立林のアリ．

孤立林

面積(㎡)

所産種数

A

17200

33

B

11500

25

C

7200

17

D

6100

19

E

2400

19

F

1500

16

2

G

1300

18

H

600

15

I

200

15

J

90

16
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3) 大阪府河内長野市烏帽子型公園のアリ
面積 ca. 0.20 k ㎡

種数：6 亜科 23 属 39 種
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4) 福岡県の社寺林，公園のアリ
福岡市香椎宮

17 種

真鍋 (1994)

福岡市南公園 (295,000 ㎡)

29 種

緒方 (1979)

20 種

Ogata et al. (1998)

福岡市百道中央公園 (40,000 ㎡)

17 種

Ogata et al. (1998)

粕屋郡粕屋町志賀神社

19 種

真鍋 (1994)

志賀島海神社

24 種

緒方 (1979)
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