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１．2009年度研究班研究集会について 

2010年 4月 2日（金）13:30時から鹿児島大学郡元キャンパス（鹿児島市）にて研究

集会を開催した。参加者は 44名。総会（10分）では下記の事項が審議され，いずれも

承認された。 

 

１）前年度事業報告 

①研究集会 

2009年 4 月 2日にサンポートホール高松（高松市）で研究集会を行った。内容は「防

疫用殺虫剤の現状と対策」と「衛生害虫防除の最前線」をテーマとした二部構成のシン

ポジウムで，詳細は「殺虫剤研究班のしおり」第 80号に掲載済み。 

②研究班会報 

「殺虫剤研究班のしおり」第 80号を 2009年 11月に発行した。 

③委員会の開催 

2009年 12月 18日に国立感染症研究所にて委員会を開催し，次期研究集会のテーマ等

に関して討議した。 

 

２）前年度会計報告 

収支状況は以下のとおりで，今次総会で承認された。 

収入 支出

2008年度繰越金 1,494,930 印刷費 1,764

大会参加費 2,500 通信運搬費 11,392

団体会員年会費 会議費 2,112

（2010年度分） 25,000 講師謝金・交通費 124,000

（2009年度分） 5,000 雑費 450

個人会員年会費

（2010年度分） 82,000

（2009年度以前分） 34,000

雑収入 0

合計 1,643,430 139,718

差引残高（2009年度繰越金） 1,503,712

期間：2009.4.1～2010.3.31  

 

３）会員数 

個人会員 65名，団体会員 9社（2010年 3月 31日現在） 
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文献から見た世界的な殺虫剤抵抗性発達の状況 

 

冨田隆史 

国立感染症研究所昆虫医科学部 

 

 トコジラミは，家具や壁の隙間に潜んでいるた

め，たとえ実験室内で殺虫剤に高い感受性を示し

ていても，実際の防除の現場においては殺虫剤に

暴露させることが難しいという理由により，難防

除害虫であるとの認識がもたれている．日本にお

いては，トコジラミの防除事例と殺虫剤感受性に

関する学術的報告はごく限られており(谷口ら, 

2003; 渡辺, 2009)，その年次発生傾向を示す資料

も東京都福祉保健局による東京都内の保健所が対

応した被害相談数の年別集計(東京都福祉保健局, 

2010)として利用できるにとどまっている．この相

談数の年次傾向（執筆時 2010年 5月において 1995

－2008年度分が閲覧可能）によると，2000年代前

半に対してそれ以降の 3年間（2006－2008年度）

は，ほぼ 2倍に達する相談数があった*1．外国に

おいても，近年，トコジラミによる被害の増加が

社会問題となっており，2000 年代の半ば以降，急

激に発生件数が増加した．原因を明らかにするた

め，殺虫剤の有効性も含めた諸要因の評価が行わ

れている．本稿では，外国における事例から明ら

かになったトコジラミの殺虫剤抵抗性について述

べる．その事例の多くは温帯の先進国で発生した

トコジラミ(Cimex lectularius)に関するものであっ

たが，亜熱帯・熱帯で発生したネッタイトコジラ

ミ(Cimex hemipterus)をも含む．3 年おきに開催さ

れてきた都市害虫国際会議では，1993 年以降，

2008年の開催において初めて，会議録に残るトコ

ジラミに関する発表が少なくとも 8 題あった

(Barile et al., 2008; Boase, 2008; Doggett and Russel, 

2008; Kilpinen et al., 2008; Muller et al., 2008; Potter 

et al., 2008; Turner and Brighham, 2008)．それらの報

告からも，世界的な被害の深刻さが理解できる． 

 

*1 現在は 2009年度統計数が公表されており，2006－2008年度の

相談件数が 63－75件であったのに対し，2009年度はそれらの

件数のさらに 2倍以上となる 165件（1995年度以降分が公表

されている件数ので最高数）が報告されている． 

 

1. トコジラミ発生の動向 

 Boase (2008) は，トコジラミ被害の世界的再興

について，次のように要約している．トコジラミ

の増加が起きた兆候を最初に示したのは Brichard 

(1998)の英国の事例についての記事であった．英

国でその後に追加された報告では，1990年代の半

ばに増加が始まった可能性について述べられてい

る(Boase, 2001)．米国ではトコジラミの増加につ

いて 1999年に初めて報告された(Pinto, 1999)．オ

ーストラリアでは，Coghlan (2002)が同じくトコジ

ラミの増加を報告し，Doggett et al. (2003)は再興が

すでに 1990 年代の半ばから起こっていたことを

示すデータを表している．これらの著者はトコジ

ラミの増加が 20 世紀の最後の数年に最初に露呈

したことで一致をみているものの，増加そのもの

はそれに先行して何年か前から始まっていた可能

性があった．増加の割合について推定した結果は，

調査国によりまちまちである．2000－2006年にグ

レーターロンドン州の 7つの行政区（バーロウ）

の害虫対策担当課に寄せられたトコジラミ駆除依

頼の記録を詳しく解析した例(Richard et al., 2009)

では，年あたり 21.7％の発生数の増加があったと
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推定している．ある行政区では年に 2000回を上回

る駆除を実施したと伝えられている．この高いト

コジラミ蔓延のレベルは英国全土に広まってはい

ないことも，別の調査例で示されている．オース

トラリアでは，害虫防除業(PCO)の団体が行った

集計に基づき，2000－2006 年の 7 年間に 45 倍の

駆除件数の増加が示されている  (Doggett and 

Russel, 2007)．以上の記載(Boase, 2008)の他にも，

ニューヨーク市におけるトコジラミに関する苦情

と被害の件数は，2004－2009 年度の 6年間に，そ

れぞれ，20 倍と 50 倍に増加したことが示されて

いる(NYC-DHPD, 2010)．この他にも，ヨーロッパ

における発生傾向が伝えられている．デンマーク

では，1982年に合成ピレスロイドがトコジラミの

駆除に使われ始めた．同国の害虫被害研究所

(DPIL)の調査によると，1985－1995年の期間には

著しいトコジラミ発生の低下があったが，その後

は一貫してトコジラミが増加していった．スウェ

ーデンでは，ある大手 PCO 業者の報告によると，

2002－2005年の期間にトコジラミの発生事例が 2

倍に増加したという(Kilpinen et al., 2008) ．スイス

では，チューリッヒ市の都市害虫対策部門(UPAS)

に 1994－2007 年の期間に寄せられたトコジラミ

の相談件数から発生傾向が示されている．相談件

数は，1999 年より微増が始まり，2006 年と 2007

年にはそれぞれ前年比で 1.5 倍に近い急激な増加

があった(Muller et al., 2008)． 

 

2. トコジラミ復活の要因 

 Boase (2008)はトコジラミ復活の要因として，次

のような項目を取り上げ検討した．(i)社会的要

因：中古家具などの再利用の増加，トコジラミに

関する認識の低下，宿泊環境の過密化による劣化，

ヒトの移住の増加，仕事や観光目的でのヒトの移

動の増加．(ii)環境的要因：住居の暖房と気密性の

強化，地球温暖化．(iii)害虫防除上の要因：害虫防

除技術の誤った教育，家屋内害虫に対する殺虫剤

処理法の変化，有効な殺虫剤の登録取り下げ，殺

虫剤抵抗性．これらのうち，殺虫剤抵抗性の問題

で防除の成果が上がらない要因を除き，いずれの

要因に関しても単独では急激なトコジラミ増加の

原因とすることは難しいと推論している．他方，

2000 年代に入って米国においてトコジラミの殺

虫剤感受性を調査した Potter et al. (2008)は，「再興

に関わる種々の要因を考慮してもなお，長い期間

まれにしか発生しかなかったトコジラミが激増し

てきた理由は未解明なままである」と述べている． 

 

3. トコジラミ駆除用殺虫剤の変遷 

 トコジラミ駆除用殺虫剤の変遷については，米

国における例が最も詳しく述べられている(Potter, 

2008)．DDT は第二次世界大戦中より米国で利用

され始め，トコジラミの激減をもたらした．しか

し，利用開始後わずか数年という期間を経た 1947

年には，真珠湾の海軍兵学校の兵舎において DDT

抵抗性のコロニーが確認され，その後 10年間に抵

抗性の事例が相次いで報じられた．1956年までに

は，全米ペストコントロール協会が DDT に代え

て有機リン系のマラチオンの利用を勧告するに至

った．1950－1970年代の期間は，トコジラミ被害

が沈静化していた時代であったが，時おり発生が

確認されたトコジラミに対しては，マラチオン抵

抗性の問題が生じた場合は同じ有機リン系のダイ

アジノン，ジクロルボス(DDVP)，その他，リンデ

ン，クロルデン（いずれも DDT とは作用点を異

にする有機塩素系）が用いられた．1980年代には

有機リン系とカーバメイト系（プロポクスル）の

殺虫剤を用いて散発的なトコジラミ発生に対処で

きていた．しかし，1996 年食品品質保護法(Food 

Quality Protection Act)が制定された時点（あるいは

それまでに），これらの薬剤は家屋内での害虫防除

には使用できなくなっていた． 

 現在でも米国のトコジラミ駆除には殺虫剤の利

用が主流となっており(Potter et al., 2010)，最もよ
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く利用される有効成分はピレスロイド系で，それ

は諸外国においても同様である(Kilpinen et al., 

2008; Lilly et al., 2009; Romero et al., 2007a, b)．広く

使われている噴霧剤の有効成分として，デルタメ

スリン，サイハロスリン，シフルトリン，フェ

ノトリン＋共力剤，フェノトリン＋アルコール（以

上，ピレスロイド系），クロルフェナピル（アリー

ルピロール系），ヒドロプレン（JH 類縁体）があ

り，粉剤の有効成分として，デルタメスリン，シ

フルトリン，シリカゲルを含む乾燥剤，珪藻土

(diatomaceous earth)がある(Potter et al., 2010)． 

 

4. トコジラミのピレスロイド抵抗性 

 最初の報告：米国では，ヴァージニア州での

2006年の採集に基づく室内コロニーを使い，初め

てピレスロイド抵抗性が報告された(Moore and 

Miller, 2006)．さらに 2007年には，2005年の採集

に基づく由来の異なる複数の室内コロニー（カリ

フォルニア州，フロリダ州，ケンタッキー州，オ

ハイオ州，ヴァージニア州に由来する合わせて 8

コロニー）を使った試験に基づくピレスロイド感

受性の低下が報告された(Romero et al., 2007b)．後

者の研究では，アセトンに溶解したデルタメスリ

ンを 0.13 mg/cm
2 の濃度となるようにろ紙にスポ

ット処理を施してろ紙継続接触試験を行い，24時

間後の生残率を観察した．このデルタメスリン濃

度は，「感受性系統のトコジラミを 24 時間後に

100％殺す濃度」のさらに 30 倍高い濃度として設

定された．その結果，カリフォルニア州の 1つの

コロニー（すべて死亡）を除き，残りの 7コロニ

ー（カリフォルニア州の他方のコロニー１つを含

む）については供試中のすべてが生残した．この

研究により，ピレスロイド抵抗性が米国の広範な

地域に分布している可能性が示された． 

 ピレスロイド抵抗性機構：他の害虫種でこれま

でに明らかになっているピレスロイド抵抗性の要

因は，殺虫剤作用点の感受性低下と解毒代謝の亢

進とに大別される．前者はピレスロイドと DDT

に共通の作用点となる電位感受性ナトリウムチャ

ンネル(VSSC)に生じる．一方，後者に含まれる酵

素群は，シトクロム P450モノオキシゲナーゼ（以

下 P450 と略），エステラーゼ，グルタチオン転移

酵素であるが，昆虫種のピレスロイド抵抗性機構

にもっとも関わる酵素群は過去の研究例から

P450であることが知られている(Hemingway et al., 

2004)． 

 P450 代謝活性の亢進：Romero et al. (2009)は，

共力試験を併用することにより，トコジラミのピ

レスロイド抵抗性に P450 の代謝活性亢進が含ま

れることを示した．2005 年オハイオ州 Cincinnati

と 2007年マサチューセッツ州Worcesterでの採集

に由来する２つのピレスロイド抵抗性コロニー

（それぞれ，CIN-1とWOR-1）を使い，デルタメ

スリンに対する感受性をろ紙継続接触法により試

験した．両コロニーに関する 24 時間処理後の

LC50値に基づく抵抗性比は 2588倍以上で，強い

抵抗性が示された．共力試験では，P450 の阻害剤

であるピペロニルブトキシド 50 gを局所施用し

た後，同様なろ紙継続接触試験を行った．CIN-1

と WOR-1 に対する共力比は，それぞれ，40 倍以

上と 176倍以上であり，感受性対照系統に対する

共力比は 2.7 倍であった．この共力試験の結果か

ら，両コロニーに共通して，P450活性の増進がデ

ルタメスリン抵抗性の 1つの要因となっているこ

とが明らかにされた．また，P450とは異なる他の

要因もピレスロイド抵抗性に関わることも示され

た． 

 作用点感受性の低下：Yoon et al. (2008)は，初め

てトコジラミの VSSC 遺伝子コード配列を決定し，

ピレスロイド抵抗性トコジラミの作用点に生じた

アミノ酸置換変異を同定した．New York市に由来

する抵抗性コロニー(NY-BB)では，デルタメスリ

ン処理ろ紙への継続接触試験で得た LT50 値に基

づき，殺虫剤感受性対照系統(FL-BB)に対し 264

倍の抵抗性比が示された．NY-BBの VSSC cDNA
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配列を FL-BB と比べると，ドメイン Iの膜貫通セ

グメント 6 (IS6)に位置する Val419座位が Leuに，

ドメイン IIの膜貫通セグメント 4と 5の間の細胞

内ループ(IIS4-IIS5 roop)に位置する Leu925座位が

Ile に置換していた．Leu925Ile アミノ酸置換変異

は，高いピレスロイド抵抗性を示すタバココナジ

ラミ(Besimia tabaci)で同定された突然変異(Morin 

et al., 2002)に相当し，トコジラミ種でも作用点感

受性低下に寄与する可能性が疑われた．一方，

Val419Leu は昆虫種で新たに同定された変異であ

った． 

 ピレスロイド感受性の広域調査：Zhu et al. 

(2010)は，2006－2009 年の間に米国 17 州に及ぶ，

合わせて 110 の野外コロニーから採集したトコジ

ラミを使い，VSSC の 2 つの座位のアミノ酸置換

変異の有無を調べた．そのうち，8州の 17コロニ

ーについては，採集したトコジラミについては室

内飼育し，先に述べた Romero らの方法(Romero et 

al., 2007b)に準じるろ紙継続接触試験により，「デ

ルタメスリン 0.13 mg/cm
2に接触させた20頭の供

試虫の中に 24 時間後に生残する個体があるかど

うか」を基準としてデルタメスリン抵抗性／感受

性を判別した．殺虫試験により抵抗性と判定され

た 14 コロニーのうち，12 コロニーが VSSC 遺伝

子にアミノ酸置換変異を有していた（3 コロニー

が Val419-Ile925 の単突然変異ハプロタイプ，9 コ

ロニーが Leu419-Ile925 の二重突然変異ハプロタ

イプ）．殺虫剤感受性と作用点変異の関係を照合し

た結果からは，(i)作用点の感受性低下を除く要因

のみによってデルタメスリン抵抗性（感受性系統

トコジラミを 100%殺す濃度の 30倍で生残する抵

抗性）となる事例が少数ながら存在すること，(ii) 

(i)で述べた理由により抵抗性コロニーを多少見過

ごす可能性があるものの，ピレスロイド抵抗性の

識別法として，作用点の分子ジェノタイピングが

利用できること，および，(iii)少なくとも Leu925Ile

変異はデルタメスリン抵抗性に関与していること，

の 3点が示された．110のコロニーについて VSSC

遺伝子の分子ジェノタイピングを行った結果，

Ile925 変異のみを有する Val419-Ile925（単変異）

と Leu419-Ile925（二重変異）のハプロタイプは同

率で 41％と最も頻度が高く，アミノ酸置換を 1つ

ももたないハプロタイプが 15％，Leu419-Leu925

（単変異）ハプロタイプが 3％と続いた．この調

査から，少なくとも Ile925 を有し作用点低感受性

をコードすると推定される VSSC 遺伝子は，米国

広域に高い頻度で分布していることが明らかにな

った． 

 その他の薬剤に対する抵抗性：アーカンソー州

の 3つの鶏舎に発生したトコジラミコロニーの各

種殺虫剤に対する感受性が比較されている

(Steelman et al., 2008)．殺虫剤を各種濃度に溶解し

たアセトン溶液でガラス容器内を処理し，供試虫

を処理面に継続接触させ，24 時間（または 48 時

間）後に生死を観察するという簡易な殺虫試験に

より，殺虫剤感受性が簡易な方法で評価された．

殺虫剤感受性の対照系系統を用いなかったため，3

コロニー間で比較した際の LC50 値の最高／最低

の比で感受性の低下を示すことにすると，ダイア

ジノン（有機リン系，作用点はアセチルコリンエ

ステラーゼ）に関しては 57 倍の有意な低下が示さ

れた．これらの鶏舎ではテトラクロルビンフォス

とジクロルボス（いずれも有機リン系）の混合剤

を 10年間にわたり使用してきた散布歴があった．

また，スピノサド（マクロライド系，一次作用点

はニコチン性アセチルコリン受容体）とカルバリ

ル（カーバメイト系，作用点はアセチルコチンエ

ステラーゼ）に対しても，それぞれ，最大で 9倍

と 8倍の感受性の低下が示された．デンマークで

はピレスロイド系と有機リン系の殺虫剤のみがト

コジラミ駆除に利用可能であったが，クロルピリ

フォスはピレスロイド系殺虫剤に比べてはるかに

優れた有効性が示されているものの，野外採集コ

ロニーの感受性は対照系統に比べて 2倍以上低下

していると報じられている(Kilpinen et al., 2008)． 
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5. ネッタイトコジラミの殺虫剤抵抗性 

 マラリア防除対策として配布されたピレスロイ

ド処理ベッドネットの非標的害虫に対する影響を

見る目的で，タンザニアの 10の村に由来するネッ

タイトコジラミ・コロニーのピレスロイド感受性

が調べられた(Myamba et al., 2002)．WHO殺虫剤

感受性試験用チューブを使い，チューブの内面に

セットした殺虫剤処理ネットに虫を接触させる処

理を 1時間行い 3日後に生死を判定するという殺

虫試験が行われた．試験に用いた殺虫剤は，アル

ファシペルメトリン（ネット上で 20 mg a.i./m
2）

とペルメトリン（ネット上で 20 mg a.i./m
2）であ

った．5 つの村では 1995 年（または 1996 年）以

降 5年間にわたりピレスロイド処理ベッドネット

が配布されており，他の 5村では配布されていな

かった．ベッドネットの配布を受けなかった 5村

に関するアルファシペルメトリンとペルメトリン

を用いた試験では，それぞれ，93.8％－100%と

92.8%－99.1%の死亡率が得られたが，ベッドネッ

トを配布した５村に関する同様な試験では，それ

ぞれ，9.4%－50.7%と 27.1%－49.2%という感受性

の低下が見られた．この結果，ピレスロイド処理

ベッドネットの配布がネッタイトコジラミの抵抗

性を助長していることが明らかにされた． 

 スリランカの 3 つの野外コロニーより 2001－

2003 年に採集したネッタイトコジラミを直接用

いて，DDT，有機リン系，カーバメイト系，ピレ

スロイド系の殺虫剤に対する感受性が試験された

(Karunaratne et al., 2007)．殺虫剤処理ろ紙を用いた

継続接触試験を WHO 蚊用殺虫試験キット(WHO, 

1963)を利用して行った．殺虫剤感受性対照系統と

の比較は行っていないが，WHO の定めた C. 

lectularius（または C. hemipterus）に対する殺虫剤

有効性を識別するための「一定の殺虫剤濃度によ

るろ紙の処理－接触時間」(WHO, 1991)に従い，

次の処理を行った：5％ DDT 処理－24 時間接触

（DDT に限り C. hemipterus 用に定めた濃度基準

があり，それに準拠），5％マラチオン処理－16時

間，0.8％プロポクスル処理－24時間．３つの野生

コロニー(Colombo, Kandy, Nuwara-Eliya)に関する

供試成虫の生残率の範囲は，この殺虫剤の並びの

順に，それぞれ，41－88％，18－64%，11－41%

であり，いずれの殺虫剤に関しても感受性の低下

した個体が含まれていたが，特に DDT 抵抗性率

が高いことが示された．2 種類のピレスロイド系

殺虫剤に関しては，接触時間に関しては特に明記

されていないものの，同じく WHO の基準として，

0.02％デルタメスリン，0.2%ペルメトリンが殺虫

剤の有効性を識別するためのろ紙処理濃度として

掲げられており(WHO, 1991)，それに従い継続接

触試験が行われ，KT50と KT90 がコロニー間で比

較された．成虫を供試した結果では，Nywara-Eliya

コロニーのデルタメスリン処理に関しては，

KT50=24時間, KT90=58時間という値に示される

効力低下が見られ，ペルメトリン処理に関しては，

KT90=47 時間という値に示される効力低下が見

られた．Nywara-Eliya コロニーは，供試 3 コロニ

ー間でDDTに対して最も感受性が低下しており，

DDT とピレスロイド殺虫剤間の亣差抵抗性が疑

われた．スリランカでは，1970年代に有機リン系

とカーバメイト系殺虫剤が DDT に代わって衛生

害虫防除に使われるようになった．その後，室内

害虫防除にピレスロイド剤が使われ始めたのは，

おもにマラリア防除対策のためで，比較的最近の

導入であった．この報告の中でも，マラリア防除

に室内噴霧と殺虫剤処理ベッドネットに最も利用

された DDT とピレスロイド系殺虫剤の影響を受

けて，これら薬剤に対するネッタイトコジラミの

抵抗性が発達した可能性が指摘されている． 

 

6. 有効な駆除剤の選択肢 

 ピレスロイド系殺虫剤は，利用を始めた当初に

は，低臭気性，即効性，ならびに他の神経作用性

殺虫剤に比して低毒性であることから，トコジラ
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ミ駆除に有用な殺虫剤といえた．しかし現在は，

世界的なピレスロイド系殺虫剤抵抗性の発達と拡

散が，トコジラミ再興の最大の要因ではないかと

疑われている．ピレスロイド系のフェノトリンを

有効成分とする米国で使われている 2製剤（商品

名：Sterifab と Bedlam）は，ろ紙接触法で判定さ

れたピレスロイド感受性／抵抗性のトコジラミの

双方に対して，直接噴霧により暴露すると殺虫効

力が認められるが，乾いた残渣処理面に接触させ

た場合，抵抗性のトコジラミに対して著しい効力

の低下がある，と記されている(Romero et al., 

2007a)．この例のような殺虫剤の処理法の違いに

よる効力の違いを踏まえた上で，ピレスロイド抵

抗性の発達を遅らせる有効な防除法が提唱される

べきである．P450 などの解毒代謝活性の亢進を抵

抗性機構とする場合は，共力剤の添加が有効な手

段となる(Romero et al., 2007a)． 

 Doggett and Russel (2008)は2006年にオーストラ

リアの121のPCOにトコジラミ用殺虫剤製剤の有

効性についてアンケート調査を行った．最も効果

的な殺虫剤を問うた回答として，合成ピレスロイ

ド(回答率 38.3%)，カーバメイト系(38.3%)，有機

リン系(9.9%)，そして IGR (4.3%)の殺虫剤が挙が

った．一方，最も効果がないと感じられたものと

して，合成ピレスロイド(94.1％)，カーバメイト系

(3.9%)，そして有機リン系(3.9%)の殺虫剤が挙がっ

た．ここに，合成ピレスロイドの効力に関しては

一見して矛盾した調査結果のようにも映るが，オ

ーストラリアでは，利用可能なピレスロイド系有

効成分が多種類存在すること，ピレスロイド抵抗

性と感受性のコロニーが存在することを考慮する

と，理解ができる結果であった． 

 いくつかの国では，家屋内の害虫防除により高

い安全性基準が設けられた結果，有効であるにも

拘らず現在では利用できなくなってしまった有機

リン系（例えばクロルピリフォス）とカーバメイ

ト系（例えばプロポクスル）の殺虫剤があり，ト

コジラミの駆除に限定した使用法の制限を設けた

上でそれらの薬剤の復活を求める要望や行動があ

る (Kilpinen et al., 2008; Potter et al., 2010; 平尾, 

2010)． 

 微粉末状の珪藻土製剤の有効性を確かめるため

の殺虫試験が，1－8 g/m
2の種々の処理濃度で一齢

幼虫と成虫を使って行われ，珪藻土の即効性は神

経作用性の殺虫剤に比べて劣るものの，確実な致

死効力があることが実験的に示されている

(Doggett and Russel, 2008)．一齢幼虫に関しては，8 

g/m
2の濃度であれば 3日目までに，また 1 g/m

2の

濃度であれば 9 日目までに 100％の死亡率が示さ

れた．珪藻土の作用機構はクチクラの保護機能を

もつろう質層にある脂質を奪い取ることにあり，

その結果，トコジラミ体内より水分が消失し，脱

水症状により死に至るとみなされている(Quarles 

and Winn, 1996)．珪藻土の利用は抵抗性の発達を

もたらすおそれの少ない駆除法といえる． 

 

7. 日本における殺虫剤感受性調査の必要性 

 わが国では，トコジラミの再興がどの程度進ん

でいるのか，また，殺虫剤感受性の低下がどの程

度生じているのかについて客観的に示した調査例

が，谷口らの報告(2007)を除き，ほとんどないの

が現状である．谷口らの調査・研究の詳細とその

後の進展については本号の別記事（渡辺）を参照

されたい．殺虫剤抵抗性の他にも，わが国におけ

るトコジラミ再興に関わる特殊な要因として加え

るべきことは，不況下で貧困ビジネスと結びつい

た低料金宿泊施設における過密条件の下での人の

収容とその住民の移動であることが，さらに本号

別記事で指摘されている（矢口）．緊急の課題とし

て，わが国でトコジラミ駆除に利用できるピレス

ロイド系と有機リン系の殺虫剤に関して，感受性

の低下を簡易に識別する試験法を定めること，一

方で，同じ有効成分を利用していてもより良い殺

虫効果をもたらす剤型と施用法を明らかにするこ

とが挙げられる．米国におけるピレスロイド抵抗
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性機構の研究例からわかったことは，作用点の感

受性低下と P450 が関わる解毒代謝活性の亢進と

いう 2つのおもな要因があって，米国においては

それらが複合した高いピレスロイド抵抗性が発達

しつつあることである(Romero et al., 2009; Yoon et 

al., 2008; Zhu et al., 2010)．ピレスロイド系殺虫剤

を利用して実用的に防除不能なコロニーがどの程

度わが国に分布しているかを見極める必要がまず

ある． 
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国内 3 カ所で採集されたトコジラミの殺虫剤感受性  

 

渡辺  護 *  

国立感染症研究所昆虫医科学部  

 

はじめに 

国内産トコジラミに対する殺虫剤の感受性試験

成績は，横尾(1959)の濾紙残渣接触試験による方

法しか見当らないと思われ，それによると有機塩

素系のリンデン やディルドリン の 0.5％油剤が，

0.5％ダイアジノン乳剤よりも感受性が高いこと

が述べられている．ちなみに，同様な効果が認め

られたとした 5％DDT と 0.2％ダイアジノンの混

合油剤では，4 時間継続接触後の 100％死亡まで

に 4 日間を要しており，かなり感受性が低い．し

かし，当時はこの方法が推奨されている（安富・

井上，1957）．その後，フェニトロチオン(大利ら，

1967)や，ジクロルボスとダイアジノン，フェニ

トロチオン，フェンチオンなどとの混合剤が，実

際のトコジラミの駆除で効果が確かめられている

（上村，1987）． 

一方で，1970 年頃を境にトコジラミの被害は急

速に少なくなったと思われ，21 世紀を迎える頃に

は過去の衛生害虫と考えられていた．しかし，21

世紀に入った途端，日本を含め世界各地でトコジ

ラミによる吸血被害の実態が明らかになって来た

（谷口ら，2003；平尾，2006；日本ペストコント

ロール協会，2010）．同時に，ピレスロイドに対

する高度の抵抗性が明らかにされるに至った

（ Moore and Miller,2006; Romero A. et 

al.,2007）． 

 本稿では，2001~2009 年に国内の 3 地域で採集

された 4 系統のトコジラミに対する 5 種殺虫剤の

感受性レベルと，約 40 年前から実験室で飼育維

持されて来た個体群の感受性レベルを比較するこ

とで，抵抗性の発現を明らかにした． 

 

供試トコジラミ系統の由来 

１） 日環セ系統（JESC 系統）： 1972 年頃か

ら（財）日本環境衛生センターで飼育維持

されて来た系統（大森单三郎先生から譲

与）． 

２） 富山 01 系統：2001 年 10 月に富山県黒部

市のリゾートホテルで採集した数個体を

元に，富山県衛生研究所で増殖維持して来

た系統． 

３） 富山 08 系統：2008 年 3 月に，同上のホ

テルで採集した数個体を元に富山県衛生

研究所で増殖維持して来た系統． 

４） 石川系統：2009 年 2 月に，石川県金沢市

のシテイホテルで上村清博士が採集した

数個体を譲り受け，富山県衛生研究所で増

殖維持して来た系統． 

５） 千葉系統：2009 年 8 月に千葉県千葉市の

簡易ホテルで川上暁子女史が採集した数

個体を譲り受け，富山県衛生研究所で増殖

維持して来た系統． 

これらの系統は温度 23±2℃，照明約 200 lx の

15L:9D の飼育室で，小型水槽（18L×28W×23H）
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に潜み場所になる濾紙を折った紙辺や木片を入れ，

毎週もしくは隔週に金網固定のマウスを与えて増

殖維持されて来た．今回の試験には 2 週間マウス

を与えていない雌雄成虫を用いた． 

 

供試殺虫剤（全て市販製剤を用いた） 

 ピレスロイドはペルメトリン 5％水性乳剤とフ

ェノトリン 10％水性乳剤，有機リン剤はジクロル

ボス 5％乳剤とフェニトロチオン 10％乳剤，カー

バメイト剤はプロポクスル 1％油剤を試験に応じ，

蒸留水もしくはアセトンで希釈して用いた．なお、

カーバメイト剤は市販品を購入、他剤は住化エン

ビロサイエンス㈱から提供を受けた。 

 

試験方法 

１．濾紙継続接触法：径 11cm の No.131 定性円

形濾紙に，1％の各殺虫剤液を 0.5ml 均一になる

様に滴下（約 50ml/ｍ2），一晩風乾後，薬剤滴下

面を内側にして二つ折りにし，その内側に雌雄 5

個体ずつのトコジラミ成虫を放し，それを径

12cm 高さ 4cm のシャーレ内に静置し，経過時間

毎の仰転虫を観察した．ただ，トコジラミは一時

的な仰転が多く(数分～十数分後に再び歩き出す)，

確実な仰転を見極める必要がある．各薬剤 2 個の

シャーレを用い２回の繰り返しを行った．試験日

は 2010 年 5 月 19，20 日，室温は 23±2℃の条件

で行った． 

 なお，50％仰転時間(KT50)は対数確率紙および

正規確率紙を用いた図解法で求めた． 

２．腹面微量滴下法：各薬剤の 1％と 0.5％液を，

リ ピ ー テ ィ ン グ デ ィ ス ペ ン サ ー

(Hamilton,PB600-1) に， 25 μ ℓ 微 量 注 射器

（Hamilton,#702）を装着して，1μℓずつトコジ

ラミ成虫の腹面に滴下し（背面滴下よりも腹面滴

下の方が，薬剤の効果が早く現れる；渡辺，2010），

死亡までの時間を個体別に観察した．1 薬剤に付

き，各系統のトコジラミ成虫を雌雄の区別なく，

プロポクスルは 16 個体，他の殺虫剤は 24～30 個

体供試した．試験日は 2010 年 4 月７～8 日と 5

月 19～26 日，室温は 23±2℃の条件で行った． 

 

試験成績（各地で採集したトコジラミの殺虫剤感

受性） 

 表 1 に，濾紙継続接触法による成績を示した．

殺虫剤に対して感受性と推定される「日環セ系

/JESC 系」は，試験した 5 薬剤ではプロポクスル

で最も感受性が高く 50%仰転時間（KT50）は 26

分 30 秒であった．次いでジクロルボスの 40 分，

フェニトロチオンの 117 分，ペルメトリンの 246

分，フェノトリンの 312 分であった．各系統の感

受性をみると「富山 01 系統」はフェノトリンで

感受性が最も低く KT50 値は 9,600 分で，日環セ

系統の約 31 倍の時間を要した．ペルメトリンは

1,329 分で日環セ系統の 5.4 倍であり，他の 3 薬

剤では日環セ系統の 1.1～1.5 倍と比は小さかっ

た．「富山 08 系統」においてもフェノトリンで最

も感受性が低かったが，KT50 値は日環セ系統の

3.5 倍で，「富山 01 系統」に比べ明らかに小さか

った．さらに，ペルメトリンに対しては日環セ系

統の 1.1 倍で，ほぼ同等であった．他 3 薬剤では

プロポクスルで 1.7 倍，ジクロルボスで 1.3 倍，

フェニトロチオンで 1.2 倍であった．「石川系統」

は僅かに，各薬剤に対して「富山 01 系統」より

も日環セ系統との比が大きく，フェノトリンで 42

倍，ペルメトリンで 6 倍，他の 3 薬剤では 1.7～

1.9 倍と感受性が低かった．「千葉系統」は更に各

殺虫剤に対して感受性が低く，フェノトリンでは

12 日（17,280 分）経過後の仰転率は 0％で，日環

セ系統に比べ顕著に感受性が低かった．また，ペ

ルメトリンにおいても 12 日経過後の仰転率は

27.5％で，感受性が明らかに低かった．フェニト

ロチオンでは日環セ系統の KT50値に比べ 3.6 倍，
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ジクロルボスで 3.2 倍，プロポクスルで 2 倍の時

間を要した． 

 表 2 に，1％剤の腹面滴下法の成績を死亡まで

の最短と最長時間，平均時間と標準偏差で示した．

「日環セ系統/JESC 系統」ではプロポクスルの平

均時間は 6 秒 23 で極めて短時間で死亡する．一

方，ジクロルボスは 3 分 48 秒，フェニトロチオ

ンは 11 分 6 秒，ペルメトリンは 11 分 30 秒，最

も遅いフェノトリンでも 22 分 12 秒であった．こ

の「日環セ系統」に対して，｢富山 01 系統｣では

ペルメトリンで 4.9 倍，フェノトリンで 4.3 倍の

時間を要したが，プロポクスルでは 2.5 倍，フェ

ニトロチオンで 2.2 倍，ジクロルボスで 1.5 倍の

時間を要するに留まった．「富山 08 系統」ではフ

ェノトリンで 6.0 倍，ペルメトリンで 4.5 倍の時

間を要したが，プロポクスルでは 2.6 倍，フェニ

トロチオンでは 2.0 倍，ジクロルボスでは 1.8 倍

の時間を要するに留まった．「石川」ではペルメト

リンで 8.7 倍，フェノトリンで 8.2 倍の時間を必

要としたが，フェニトロチオンでは 2.3 倍，プロ

ポクスルでは 2.2 倍，ジクロルボスでは 1.8 倍の

時間を要するに留まった．「千葉系統」ではプロポ

クスルとフェニトロチオンで 1.8 倍，ジクロルボ

スで 2.0 倍の時間を要するに留まったに対し，フ

ェノトリンでは滴下後 96 時間の死亡率は 0％，ペ

ルメトリンでは 48 時間後の死亡率 4.2％，96 時

間後の死亡率は 45.8％であり，日環セ系統に比べ

明瞭に低感受性であることが示された． 

 さらに，薬剤の濃度を 0.5％にして同様の試験

を行うと，プロポクスルでは，死亡までの平均時

間は各系統のトコジラミで 1.2～1.4 倍に伸張し

たが，フェノトリンとペルメトリンではほとんど

変わらなかった．一方，ジクロルボスとフェニト

ロチオンでは 2～5 倍に伸張した． 

 また，対照として蒸留水，70％エタノール，ア

セトンも試験したが，96 時間経過しても死亡する

個体は現れなかった．ただ，70％エタノールで滴

下直後に仰転する個体が多くみられたが，数時間

後には蘇生し，少なくとも 96 時間は生存した． 

以上の感受性試験成績を日環セ系統と他 4 系統

をまとめて比べてみると，各系統とも全般的に日

環セ系統よりも低感受性を示し，抵抗性を発現し

ていると推察される．とくに，ピレスロイド剤の

フェノトリンにおいて顕著に低感受性を示し，ペ

ルメトリンも含め高度な抵抗性であると言える．

駆除作業が容易であることと人畜に対する毒性が

比較的低いことから，国内ではフェノトリンやペ

ルメトリンの空間噴霧（ULV）が多用され，諸外

国では lambdacyhalothrin や deltamethrin など

のピレスロイドが利用され（インタネット検索），

それが抵抗性発現の一因になった可能性は否定出

来ない．一方で，トコジラミは日環セ系統の成績

から，DDT と同様に元々ピレスロイドには低感受

性であったと思われる．何れにしても，ピレスロ

イドが主剤の煙霧剤，蒸散剤，噴射剤を含め，ピ

レスロイドはトコジラミの駆除には寄与しないと

考えるべきと思われる． 

今回の野外採集 4 系統の各殺虫剤に対する感受

性レベルが微妙に異なることから，各採集地で独

自に抵抗性を発現させたことが推察されるととも

に，国内各地でトコジラミによる吸血被害が急激

に増えている現状から，国内外からの移動・持ち

込みが疑われる．ちなみに，富山 01 と富山 08 は

同じホテルで採集された個体群であるが（採集さ

れた階は異なる），濾紙接触法において 7 年後に

フェノトリンとペルメトリンの感受性が上昇，逆

にプロポクスルは低下する明らかな変化が見られ

る．確かに，このホテルでは一部の客室にカメム

シの越冬飛来の侵入を阻止するために，毎年 9 月

下旬に客室の窓枠に殺虫剤（2003 年以前はプロポ

クスル，2004 年以降はテルペン製剤と推定）を重

点処理している．このことは，元々このホテルに
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生息していたトコジラミが殺虫剤の散布履歴によ

り感受性レベルに変化が生じたと考えるか，別々

にトコジラミが持ち込まれたと考えるか，難しい

が，トコジラミの発生した部屋が一部であったこ

とや，2001 年の発生時にほぼ全館を生息調査して

いることから，少なくとも 2008 年時は持ち込ま

れたものと思われる． 

今回の試験成績からは，トコジラミの駆除には

プロポクスルの利用が考えられるが，実際の施工

には臭いや油染みに注意が必要と思われ，更に一

般家庭では毒性についても考慮する必要がある． 

なお，殺虫剤液をトコジラミの体全体が濡れる

程度に，直接噴霧もしくは隙間などに噴霧/注入出

来れば，トコジラミを確実に殺すことが出来る（渡

辺，2010）． 
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日環セ 富山01 富山08 石川 千葉
フェノトリン 312’ 9600’ 1080’ 13140’ 1)
ペルメトリン 246’ 1329’ 282’ 1500’ 2)
ヂィクロルボス 40’00’’ 57’30’’ 51’00’’ 68’00’’ 126’
フェニトロチオン 117’ 174’ 140’ 219’ 420’
プロポクスル 26’30’’ 28’00’’ 45’00’’ 46’48’’ 52’00’’
1)12日(17,280分）経過後の死亡率 0％．
2)12日経過後の死亡率27.5％.

表1　濾紙継続接触法による各系トコジラミに対するの5種殺虫剤 (1%) の50％仰転時間

殺虫剤
KT50値（分）

 

 

 

 

日環セ 富山01 富山08 石川 千葉
最短時間 15'00'' 75'00'' 90'00'' 105'
最長時間 28'00'' 210' 300' 360'
平均時間 22'12'' 95 '48'' 133'24'' 182'12''
標準偏差 1'00'' 24'54'' 58'42'' 66'54''
最短時間 8'45'' 26'40'' 20'45'' 30'30''
最長時間 17'45'' 90'00'' 95'00'' 150'
平均時間 11'30'' 56 '00'' 51 '36'' 99 '48''
標準偏差 2'47'' 17'06'' 20'54'' 30'18''
最短時間 2'50'' 4'00'' 4'15'' 5'15'' 5'30''
最長時間 5'00'' 8'15'' 9'45'' 9'15'' 18'00''
平均時間 3'48'' 5 '36 '' 6 '48 '' 6 '54 '' 7 '30 ''
標準偏差 0'36'' 1'10'' 1'52'' 1'00'' 2'50''
最短時間 7'00'' 17'15'' 17'50'' 17'30'' 13'00''
最長時間 18'00'' 37'00'' 30'00'' 40'00'' 29'00''
平均時間 11'06'' 24 '48'' 22 '06'' 25 '42'' 20 '24''
標準偏差 3'22'' 5'06'' 3'22'' 5'58'' 3'48''
最短時間 0'05'' 0'13'' 0'13'' 0'10'' 0'09''
最長時間 0'10'' 0'20'' 0'18'' 0'20'' 0'15''
平均時間 6''23 16''11 16''30 13''56 11''38
標準偏差 1''48 1''85 1''43 2''71 1'55

1) 96時間後の死亡率は0%.
2) 48時間後の死亡率4.2%、96時間後の死亡率は45.8%.

ペルメトリン 2)

ヂィクロルボス

フェニトロチオン

プロポクスル

表２　腹面滴下法による各系トコジラミに対する5種殺虫剤（ 1 %） の死亡までの時間

殺虫剤 観察項目
死亡までの時間（分・秒）

フェノトリン 1)
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保健所から見たトコジラミ発生の実態と課題 

矢 口 昇 

豊島区池袋保健所生活衛生課 

 

 

緒言 

近年，米国をはじめとしてカナダ，オーストラ

リア，ＥＵ諸国などを中心にトコジラミ被害が増

加している（クーパー，2010）．米国ペストコント

ロール業界を対象にしたアンケート調査では，ト

コジラミはゴキブリやシロアリを抑えて最も防除

が困難な害虫の堂々第 1 位に挙げられている

（Potter et al., 2010）．現在のところ殺虫剤による

防除が対処法の主翼を担っているが，北米ではピ

レスロイド系殺虫剤に抵抗性を発達させたトコジ

ラミも出現しており，事態は深刻化している（冨

田，2010）．こうした中，日本においてもトコジラ

ミ被害が急激に増加傾向にあるが，これまでトコ

ジラミ発生の実態を示す文献が多く存在しなかっ

たことから，防除の現場や地方自治体の管轄部署

では対応に苦慮する場面が生じてきている．池袋

保健所には近年，外国人が多く訪れる観光地の旅

館やバックパッカーらが多く利用するゲストハウ

ス，皮膚科等の医療施設からトコジラミ被害が疑

われる相談が多く寄せられるようになっている．

トコジラミの発生は施設運営に大きく影響するた

め，被害は隠される傾向にあり，寄せられた相談

数は実際の被害に対して氷山の一角と考えられる．

増加原因の一つとして，海外からの持ち込みが考

えられるが，都市部では外国人が宿泊しない寮や

施設でも濃厚な発生が多々見受けられることから，

他にも被害拡大の要因があると考えられた．さら

に実態把握を進めていくと，トコジラミの問題は

我が国のホームレス対策と深く関係していること

も判ってきた． 

一方，トコジラミが多数発生したアパートにお

いて，駆除目的でピレスロイド系殺虫エアゾール

を用いたところ，十分な殺虫効果が得られなかっ

たことを経験している．我が国においてもピレス

ロイド剤抵抗性トコジラミの存在が被害の拡大要

因となっている可能性が考えられる．また，トコ

ジラミが発生した宿泊所等を対象とした調査では，

人の生活環境の変化にあわせて彼らも生息場所を

多様化させながら生息域を拡大している現状が見

られた．本稿では，私たちが保健所の日常業務を

通して経験した東京都市部におけるトコジラミ発

生の実情を紹介するとともに，今後の対策法や課

題点について考察してみたい． 

 

相談件数から推測されるトコジラミ被害件数の

増加 

東京都福祉保健局に寄せられたトコジラミの年

度別相談件数の推移を見ると 1996～1999 年度の

合計が 93 件，2006～2009 年度の合計が 368 件と

約 4倍に増加している（東京都福祉保健局，2010，

図 1）．特筆すべきは 2009 年度の相談件数 165 件

は前年度比約 2.5 倍に当たり，被害件数が急激に

増加していることである．豊島区でも，簡易宿所

（旅館業法),や無料低額宿所（第 2 種社会福祉事

業)等を中心に発生が高頻度で確認される．また旅

館，ホテル，サウナ，一般家庭，皮膚科や精神科

といった医療施設からの相談も 2006 年頃より増

えてきている．さらに，豊島区池袋保健所ではホ

ームページ上でトコジラミ対策法を紹介している

ことから，京都府，長野県，静岡県，神奈川県と

いった外国人が比較的多く訪れる観光地の旅館，

ホテル，ゲストハウスからも相談が寄せられるよ
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うになった． 

 

トコジラミ大量発生の事例 

1）アパートでの大量発生(2009年) 

被害にあった女性のアパートは住宅街の 2階建

てモルタル構造(6室)の 1階角部屋(6畳・台所浴室

付)であった．感染源は通所しているデイサービス

医療施設と推定された．当施設は，別のトコジラ

ミ発生宿泊所で生活する男性 3名が利用していた．

施設の風呂は男女共用(時間を変えて入浴)で，脱

衣所にトコジラミを落としていることを精神介護

福祉士が目撃している．恐らく，着替え時に衣類

に付着した個体が自宅に持ち込まれたのではない

かと予想される．被害室内での生息状況は，ベッ

ド等家具類（図 2A-D） ，カーテン，ドアや襖の

すき間，押入れの中，畳，天井，柱，仏具，電気

製品，衣類，バック等生活用品の全てにトコジラ

ミ成虫，幼虫，卵，糞，抜け殻が多数確認された．

ベッド周り，タンス裏には抜け殻が多量に落下し

ていた．テレビ，ラジカセの中まで生息が確認さ

れた．大量発生にまで進んだ理由は，当初，本人

があまり痒がらなかったために初期駆除の機会を

失ったこと，そして駆除の重要性を本人と介護事

業所が認識できなかったことである．介護事業所

では，ピレスロイド系のくん煙剤処理を 6回行っ

たが，3回目以降は効果がなかったと答えている．

ヘルパーはトコジラミが天井から降ってくること

から，部屋へは帽子に殺虫剤をかけて入室してい

たが，刺傷被害の多さのため 3人が入れ替わり，

その後，介護事業が完全にストップしてしまった．

このような状況になるまで保健所は実態を把握す

ることができないのが実状である． 

この被害アパートの対策では，トコジラミの生

息場所が多種多様な上に無数の幼虫，成虫が発生

していたため，生活用品は再利用できないと判断

し全て廃棄させることとした．また，人が生活を

続けながら駆除できるレベルではないと判断し，

急遽別の居住先を確保した．その間の7月～8月，

防除方法を模索するため駆除を試みた．室内は，

ドア入り口付近から多数のトコジラミが確認され

たため，作業衣はタイベック防護服と透明ビニー

ルレインコートを着用し，足回りを固め，その上

に医薬品ディート剤(12％)を処理し，市販のピレ

スロイド系エアゾールを噴霧しながら室内(約 10

㎡) に入って調査や駆除を試みた．入室後 5 分も

すると，おびただしい数の成虫や幼虫が出没し吸

血源を求めて活発に活動する様子が見られた．ピ

レスロイド系のエアゾール 2 本(成分異なる 450 

ml・200 ml)を上から噴霧したが，即効性はなく，

通常の噴霧では動きを阻止することができなかっ

た．壁面処理や，柱のすき間にも注入を行ったが，

後日の調査でも生存個体数が減尐したという実感

が得られなかった．ピレスロイド系殺虫剤は効果

が低いように思われた．その後，ドライアイスを

誘因剤として，ピレスロイドとカーバメートの混

合くん煙剤処理を 1回実施した．表面上に出現し

たトコジラミへの殺虫効果は認められた．さらに

その後，5％ダイアジノン乳剤 5 倍希釈液の散布

(50 ml/㎡)とすき間注入処理を 2回行った．殺虫剤

の効果判定には，ドライアイスと粘着シートを組

み合わせた捕獲方法によって行った．吸血源を求

めて活発に動き回る夏季の場合，ドライアイスに

よる捕獲調査は有効であると思われた．1 回目の

散布は生活用品の廃棄前に実施した．2 回目の処

理は，生活用品の廃棄後に実施した．ただし，生

活用品の廃棄搬送時に生活用品と 1回目で未実施

だった畳裏と畳を上げた床，重くて動かせなかっ

たタンスの裏，天井等に同様の処理を実施し，換

気を 1カ月間行った．産廃業者に対しては，事前

にトコジラミの研修を行った．ドライアイスと粘

着板で効果判定を行いながら何とか駆除を完了し

た． 

 

2）トコジラミが大発生した簡易宿所の実態(2009

年) 

2009 年 10 月に，ある簡易宿所の住人数名から

相談電話が寄せられ，被害事実を把握することが

できた．宿舎は，表向きは旅館の看板を出してい

たが，宿泊者の多くは生活保護を受給しており，

中には元ホームレスも生活している．押入れのよ
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うな上下 2段の構造物にカーテンを掛けただけの

シンプルな個室に各人が生活空間を与えられてい

た（図 2E）．各居住スペースは高さ約 1.2 メート

ル，面積は 2畳ほどである．そのような個室が旅

館内に 60～70室ある．路上生活からの習慣からか，

自らの居住空間をダンボールで囲っている人もい

る（図 2F）．室内は昼間でも薄暗く，居住部分が

狭いことから寝具上に荷物や電化製品が置かれて

いた．ほとんどの個室内にはテレビが置かれてい

た（図 2G）．査察に入ったのは活動ピークをすで

に終えた 11月であったが，壁，床，柱，カーテン

と，あらゆる場所におびただしい数の血糞跡や卵

殻，脱皮殻が残されており，夏場のピーク時には

相当数のトコジラミが生息していたと推察された

（図 2H）．表面的には動き回る虫体を多く確認で

きなかったが，各個室の床に敷かれた段ボールや

絨毯の下，そしてカーテンのひだの間をめくると

生きた個体を容易に見つけ出すことができた．ま

た，壁に掛けられた衣類を見せてもらうと，その

内側で 20 匹ほどの個体がすばやく動き回る様子

も見られた（図 2I）． 

この簡易宿所は旅館業法第四条により改善指示

を出して駆除を実施させた．布団は貸布団屋から

の貸出品であったが，全て廃棄させた．管理者と

駆除業者は宿泊者に対して，不必要な荷物は廃棄

すること，テレビなど殺虫剤が散布されると困る

家電などはビニールで覆っておくよう 3日間かけ

て説得と指導を行った．その後，駆除業者による

殺虫剤処理を行い，今回の駆除作業はとりあえず

完了した．冬場を迎え，いったん終息に向かった

が，殺虫剤がかからないようにビニールを被せた

家電の中などに潜むトコジラミまで徹底的に駆除

できたわけではないため，被害が再興する可能性

も危惧される．しかし，現実問題としてすべての

所持品を捨てるように指導すればかえって居住者

の反発を招き，防除作業が一切進まなくなってし

まう可能性も出てくる．そういう処置が可能な法

律的根拠も金銭的な補償も存在しない．完璧では

ないにせよ，何とか全員が協力してもらえる所で

妥協しなければならない点が対策・指導に携わる

保健所職員としては大変悩ましいところである． 

 

低額の宿泊所で被害が拡大しやすい理由 

トコジラミの被害相談は，低額の宿泊所等に宿

泊する生活保護受給者から寄せられることが多い．

時には数多くの紅色皮疹を訴えられることもあり，

一目でそれと推測することができる（図 2J）．こ

のため生活保護を担当する福祉職員から生活衛生

課への相談もここ数年増加している．2002年にホ

ームレスの自立の支援等に関する特別措置法が公

布され，国や地方公共団体の責務として，職業就

業の機会の確保や安定した居住の確保並びに医療

に関する確保等が図られている．その結果，低額

料金の宿泊所への居住移行が進められた．入居者

のほとんどが生活保護を受給している(東京都福

祉保健局，生活の福祉)．なお，2009年 10月現在

の都内における無料低額宿泊所の設置数は 175カ

所（定員 5438 名）となっており，約７割を NPO

法人が運営している．ただし，無料低額宿泊所は

旅館業法にあたらないため保健所の監視施設の対

象外となっており，保健所にとっては内部の実情

が把握しづらい状況になっている． 

低額の宿泊所等でトコジラミ被害が拡大しやす

い要因としていくつか挙げることができる．まず

は，このような宿泊所の構造的問題である．上述

したように簡易宿所等では，2 段構造のカーテン

で仕切られただけの相部屋の形をとっている場合

があり，トコジラミが個室間を自由に行き来する

ことができる．床には絨毯や段ボールが敷かれ，

壁には衣類が多く掛けられている．テレビやラジ

カセなど熱を発する電化製品も備えられ，冬でも

比較的暖かい場所に身を潜めることができる．そ

して，何よりも一人当たりの居住面積が極端に狭

いことから，住宅面積に占める吸血源は豊富に存

在することになる．一方で，このような施設の住

居者の意識的な問題も挙げることができる．低額

宿泊所で居住する人々の中にはホームレスを経験

していた人が多く含まれるが，国立病院機構久里

浜アルコール症センターによる池袋周辺調査では，

ホームレスの精神疾患率は 63％(50/80 人 2008～
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2009 年)と高く，居住の場でも清潔を保てずに衛

生状態が悪化する例が多く見られる．管理者も強

く指導できない場合がある．このような相部屋に

一旦トコジラミが持ち込まれると，被害は容易に

拡大し，完全駆除は難しくなる． 

さらに，2009年の池袋保健所調査によると，宿

泊所の生活保護受給先が豊島区以外である居住者

が多数いることが判明した．宿泊所によっては，

台東区の生活保護受給者が 7～8 割を占めている

寮や，練馬区，中野区，新宿区等の保護受給者が

混在している宿泊所もあった．このことは，生活

保護受給者が，受給地域に縛られることなく自由

に居住地域を変えていることを意味する．宿泊所

内でトコジラミの発生が問題になるとやがて誰か

が犯人だとして宿泊者からいじめられたり，管理

者から追い出されたりする．また，被害に我慢で

きず宿泊先を変える人も出てくる．こうして，ト

コジラミが付いている衣服や手荷物とともに人々

は宿泊先を転々とし，それに伴いトコジラミは新

たに生息場所を拡大していく．このような過程が

あちこちで繰り返されていると推察している． 

 

あらゆる場所に被害が拡大する可能性 

簡易宿所や無料低額宿泊所に居住する人々は，

無職の場合が多い．そのため公園，公共施設など

のロビーや図書館などで時間をつぶすことが多く

なる．このような場所で衣類に付着したトコジラ

ミを落としていく．また，診療時にトコジラミを

落とす例も2009年には豊島区内で3例確認されて

いる．精神疾患者を扱うデイサービス医療施設か

らも相談がある(2009 年に豊島区から１例，2010

年に北区から 1例)．何れも生活保護者が関係して

いた．簡易宿所の宿泊者が利用したサウナで被害

が広がってしまった例も確認されている(2008 年)．

また，安価で長時間居られる 24時間営業のファー

ストフード店でトコジラミを落とす例も確認され

ている．簡易宿所の居住スペース内では時々図書

館の貸し出し本が見受けられることがあるが，豊

島区立図書館の返却本からトコジラミが実際に見

つかっている（2010 年)．居住者は当然電車を利

用することがあるため，シートを介して一般家庭

に運ばれる可能性もあるだろう．このように，あ

らゆる場所に被害は拡大している．なお，豊島区

内でトコジラミ被害が比較的多く確認されるのは

保健師，福祉や図書館職員等を対象に日頃から研

修を行っているためであり，同様の事例は都内他

地域でも起こっていると考えられる． 

 

トコジラミ防除技術者育成の必要性 

トコジラミ駆除の成否は技術者の経験値に依存

するところが大きい．先日，トコジラミ被害者宅

（都営住宅）の事前調査を 2業者に依頼した．と

ころが，同日に行った調査であったにもかかわら

ず，結果報告は全く異なるものであった．A社は，

トコジラミの成虫，幼虫，血糞をカーテン，壁，

天井に多数確認し，発生は多いという結論を出し

た（図 2K）．生息の多い荷物は捨てるようにアド

バイスし，畳も替えた方がよいと報告した．もう

一方の B社は，トコジラミ自体も糞も見つからな

かったため，発生は尐ないとの結論を出した．こ

のような発生評価の大きな違いはトコジラミの被

害に苦しんでいる人々にとっては大きな問題であ

り，被害の収束にかかる人的・金銭的負担にも大

きく影響する，防除技術者の適切な訓練・育成が

強く望まれる． 

 

結論と考察 

近年，インターネット上では駆除業者によるト

コジラミの施工報告が散見されるようなった．東

京都福祉保健局への相談件数も急増している．保

健所への相談状況等を考え合わせると，多尐の地

域差はあるにせよ全国的にトコジラミ被害は増加

傾向にあると推測される．都市部における低額宿

泊施設や簡易宿所を中心としたトコジラミ被害の

広がりは，我が国のホームレス対策などの社会的

背景が絡んでいる．対策の柱は居住の確保・医療

の確保・就業の確保となっていることから，ホー

ムレスの居住先として，簡易宿所や無料低額宿泊

所が紹介先となっている．これらの宿泊所は，居

住部分が非常に狭く生活環境が良好とは言えない
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上に，個室間の仕切りもカーテンのみの場合が多

いことから，トコジラミがいったん持ち込まれる

と被害は施設内に容易に拡大する恐れがある．ま

た，これらの濃厚な発生源に生活する宿泊者の衣

類や荷物を経由してほかの宿泊先やサウナ，公共

施設，一般家庭などに被害を拡大している実態も

確認されている．無料低額宿泊所などの，旅館業

法に取り込まれていない（すなわち保健所の管轄

対象外の）宿泊所への社会的な取り組みが強く望

まれる． 

一方，アパートに発生したトコジラミ駆除を試

みた結果，市販されているピレスロイド系殺虫剤

では十分な効力を発揮できない場合があることも

確認された．この場合，有機リン系 5％ダイアジ

ノン乳剤による駆除は有効であった．殺虫剤の抵

抗性問題については，すでに海外でいくつかの報

告事例がある（冨田，2010）．渡辺らの報告による

とすでに富山県や千葉県で採集されたトコジラミ

がピレスロイド剤に抵抗性を発達させていること

から，今後，防除業界等は先を見据えた防除技術

の育成を準備する必要があると考える（渡辺，

2010）． 

一方，トコジラミは従来，感染症を媒介しない

と言われてきた（Goddard and deShazo, 2009）．し

かしながら，発生した簡易宿所では，トコジラミ

を多数潰している実態（図 2L）があり，宿泊環境

によっては，肝炎やHIV・梅毒などの物理的な感

染原因となりうる可能性は十分にあると考えられ

る．これら血液を介した感染症対策も視野にいれ

た調査が必要と考える． 

さらに，医療機関でトコジラミ刺傷と診断がで

きない場合は，その患者がトコジラミを落とすこ

とにより医療機関で発生することや二次被害を引

き起こす恐れもある．医療従事者へのトコジラミ

に関する情報提供も不可欠と考えられる． 

トコジラミは気温 13℃以下では吸血しない

（Bell and Schaefer, 1966）．一昔前の日本では冬場

の暖房器具といえばせいぜいコタツぐらいであり，

この季節にトコジラミの密度は急激に下がってい

たものと思われる．現代では家屋の密閉度が高く

なったうえに家の中には暖房器具が揃い，テレビ

やラジカセなどの電化製品に溢れ，冬場でも暖か

く，寒さに比較的弱いトコジラミにとっては容易

に冬を乗り越えられる環境が整っているといえる．

このような状況下で一般家庭にトコジラミが持ち

込まれれば，駆除がますます困難になることは容

易に想像がつく．全ての事例や相談について言え

ることは，トコジラミの情報や認識不足が被害を

より大きくしていることである．現在，我が国で

発生しているトコジラミは，過去とは異なった状

況下で発生しているという認識を持ち，被害が拡

大する前に，関係機関の密接な連携や情報交換の

もと，効率的な対策法を構築すること，そしてそ

れらの情報を一般市民に提供していくことが重要

であると考える． 
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Fig. 1  Trend in the number of consultations (bed bugs) collected at bureau of social welfare and public health, 

Tokyo metropolitan government. Each number was aggregated for the term of Japanese school year. For instance, the 

data of 95 (i.e. 1995) was the data collected between April 1995 to March 1996.   
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Fig. 2  Photos taken at rooms where many bed bugs appeared. A, Blood feces on the bed mat; B, Bed bugs and 

blood feces on the bed stand; C, Blood feces and exuviae of bed bugs inside the bed; D, Blood feces, exuviae and bed 

bugs on the back side of a piece of furniture; E, Inside of a cheap accommodation facility; F, The room of a cheap 

accommodation facility covered with cardboard 
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Fig. 2 (continued)  G, Inside the room of a cheap accommodation facility; H, Massive exuviae around the column of 

a cheap accommodation facility; I, The other side of a jacket with many bed bug larvae and adults; J, Lower limb of a 

patient infested with bed bugs; K, A curtain with bed bugs and their feces; L, Bloodstained floor of cheap 

accommodation facility   
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＜別添参考資料＞ 

トコジラミ被害の実態事例資料 

 

はじめに 

トコジラミは難防除といわれている．我が国は，家の建築物に見られるように，畳や木を使った柱・天

井・壁が多く，また，紙を使ったふすま等の文化がある．構造的にも，なげしや鴨居がある．暖房器具が

発達し，さらに，狭いスペースに様々な生活用品が使われていることから，いったんトコジラミが入り込

むと，駆除は容易ではないと考える． 

近年のトコジラミ被害の防除・調査時の参考として実態事例写真を掲載する． 

 

１．トコジラミ写真 

孵化後の初期の幼虫は 1~2 ㎜で小さい，体色も淡く薄暗い室内では見逃しやすい．また，成虫と同様，

活発で動きが速い．発生宅の調査時などでは，足回り等の付着に注意が必要であり，室内で幼虫が確認さ

れた場合は，生息数は成虫数より多いと考えられる． 

①成虫（下部は卵）           ②幼虫（4匹とも幼虫・脱皮 5回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③手のひらのトコジラミ(成虫約 5～8㎜)  ④チャバネゴキブリ幼虫とトコジラミ成虫 
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２．トコジラミ刺傷の被害写真 (写真はすべて別人) 

トコジラミ刺傷の初期や個人により，痒み・腫脹・発赤の出かたに個人差がある． 

 

 

 

①足の刺傷被害例                  ②足の刺傷被害例 

(トコジラミ刺傷と判りづらい例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③手 刺されて 3日後の症状(症状は早く現れた)    ④腕 刺傷 1週間後例  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 刺されても痒がらない・反応がでない人がいる．結果的に発生数を増やして他の者にうつしてしまうケ

ースがある． 

 

※ 写真③の人は，宿泊した宿で刺されて，次の日には強い反応がでたと話している(宿での発生は確認済

み)． 
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３．トコジラミが発生している寝具類の写真 

ベッド・台の木枠等のすき間・マットのふち，折り目，縫い目，ビス周りに多く見られる．また，マッ

トに空気抜き穴がある場合は，穴からトコジラミが出入りする．やぶれている場合等も同様であり，マッ

トの中にも産卵されている．使用している枕に血の痕や血糞が見られる場合は，枕下やふとん類の間に成

虫が見られる．この場合はベッドやふとん等を廃棄するのが望ましい．物品にもよるが，殺虫剤処理や熱

処理等を行うより新しく購入するほうが経費がやすい場合がある． 

 

①折りたたみベッドの折りたたみ部    ②ベッド用品（空気抜き穴のあるマット） 

折り目部分にたくさんの成虫と白っぽい  黒いのは、おびただしい血糞． 

卵が見られる．写真範囲の見える部分で   大量発生したベッドのマット． 

約 50匹，卵は約 150個．          マットの中まで大量に発生している． 

折り目の中はさらに大量に潜む． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③収納部付ベット（ベット台の横）     ④枕の血の痕等 

 おびただしい幼虫と抜け殻．         黒いゴマのようなものは血糞． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発生したベッドは分解する必要がある． 

※ 木材部分が合板の場合は，はがれたすき間の中も注意する． 

※ ビス・止め金具のすき間も注意する． 
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４．柱・天井の写真 

天井のすき間，上部の柱のひび・柱と壁のすき間・なげし・鴨居の裏などにいる． 

吸血する場合は，落下(近道)することもあるので注意する． 

 

①天井の羽目板のすき間にたくさんの抜け殻 ②左写真のアップ(成・幼虫、卵も見える) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③天井の中心にある蛍光灯のコンセント  ④天井中央付近にいる成虫 

コンセントや周辺の血糞に注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤柱・なげし(鴨居)の血糞と卵      ⑥柱と敷居のすき間 
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５．ふすま・押入れの写真 

 ふすまのすき間全体に血糞等が見られる場合は，ふすまの縁の中やふすまの中(紙と合板の層がある)全

体に生息が見られるので処理には注意する．できれば廃棄が望ましい． 

 

①ふすま（すき間に沿って血糞が見られる）②ふすまや扉の側面(あまり開けない扉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．タンス類の写真 

タンスは，引き出しを全て抜いて確認する．つなぎ目の中も確認する．タンス裏側には抜け殻が多く見

られる． 

 

①2段重ねのタンスつなぎ目の血糞    ②左のタンス写真のつなぎ目の中 

タンス周り，特に裏側下に抜け殻が多く  幼虫と抜け殻がタンス中央まで確認でき 

見られる．               る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ※ 引き出しの中の衣類に付いている 

トコジラミ成虫と幼虫 
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７．カーテン・衣類写真(壁にかけられている物)の写真 

カーテンに発生・生息が見られる場合は，壁にかけられている衣類等の全てにトコジラミが生息してい

ると考えたほうがよい．カーテンは，折り込み部の上部ヒダの中に発生・生息が多く見られる．壁にかけ

られているブレザー等は襟裏・身ごろ裾に生息が多い．ズボンにも見られる．コロモジラミと同様，折り

目等に比較的多く見られる(産卵場所含む)．着ている服から他場所に落とす例が見られる． 

 

①カーテンのヒダ山の成虫・幼虫・血糞  ②カーテンの成虫 ヒダの中にも生息 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③上着の襟裏のトコジラミ白っぽいのは卵 ④アップ（卵と幼虫）           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ズボンのトコジラミ        ⑥ブレザー身ごろ裾のトコジラミ成虫・幼虫       
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８．トコジラミ発生 たたみ写真 

畳の畳縁内部にも幼虫が容易に入る．畳裏にビニール等が縫い付けられている場合は，すき間に殺虫剤

処理や，熱処理の場合は，熱により反らないよう処置する必要がある． 

 

①畳のすき間への殺虫処理による死骸   ②畳のすき間と畳縁のすき間に侵入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③畳をあげた床下                  狭くても幼虫は容易に入る 

 

                   

                    ※ 床下は隣の床下に続いている． 

床下上部を渡って移動可能である． 

 

 

 

 

 

 

９．ダンボール類（ダンボールの紙のすき間） 

ダンボール類は基本的に廃棄する．トコジラミはダンボールを好むので，ダンボールは捨てるのが原則

である．収納の代わりとしては，透明のふたつき収納ケースを奨める．特に高齢者世帯では，介護の立場

からも推奨する． 

①卵・抜け殻・幼虫            ②ダンボール大好き(中で向かい合う成虫) 
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10．図書館貸出し本・熱源家電等 

本類は好む，図書館の貸出し本にも注意が必要である．ホテル等では，備品の聖書も定期検査する． 

 

①図書館の貸出し本から見つかった成虫  ②黒ごまの様な血糞痕で生息が判る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．電気製品 

特に熱源を持つテレビ・ラジカセ・電気スタンド・エアコン等の電気製品は注意が必要である(熱源が無

くても発生宅では確認が必要)．トコジラミを吸い取った掃除機をそのままにしておくと，中から出てくる

ので注意する．大量に発生した室内では，コンセント中や周辺のすき間，延長コードの中まで生息する． 

 

①コンセント延長コードの中に成虫・抜け殻・血糞が見える ②生息の延長コード 
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③テレビの熱逃がしすき間等からの侵入  ④コンセットの中も注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．その他 

スリッパ・靴・額縁にも注意する．血糞痕は常に多いとは限らないので調査時は注意。 

ホテル等でトコジラミが発生した場合は，入り口ドアーの四隅に両面テープを施すこと等が必要である．

ドアー周りのすき間から移動することがある． 

 

13．血 

 腹部を傷つけた(理由不明)トコジラミが血の線を描いた例である．吸血量が多いことが判る．トコジラ

ミの発生が多い相部屋では，トコジラミを潰す例が多く見られることから，血液付着による感染症も視野

に入れた対応が必要と考える． 
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ＰＣＯによるトコジラミ防除の現状と問題点 

 

元木貢 

アペックス産業株式会社 

 

Abstract：  Prior to the mid-twentieth 

century, bedbugs were very common in 

Japan, thereafter, decreasing rapidly. 

However, bedbugs have been resurging 

since about 1995. Bedbugs are increasingly 

becoming a problem within residences of 

all kinds, including homes, apartments and 

hotels for several years. As few people have 

experienced bloodsucking, most people are 

not aware of the existense of bedbugs and 

subsequently permit bedbug infestation. 

Bedbugs become resistant to pyrethroids 

that are widely used to kill them. To control 

bedbugs, early detection is needed, and 

when bedbugs are found, 

organophosphorous insecticides should be 

sprayed into cracks and crevices as soon as 

possible and the spraying needs to be 

repeated several times. In hotels, it is 

important to refrain from providing 

infested rooms and sharing contaminated 

vacuum cleaners and beddings until 

bedbugs are eradicated. 

 

 

 

 

 

 

1960 年代後半まで日本でも発生がよく見

られ，その後減少の一途をたどっていたトコ

ジラミの被害が，ここ数年，ホテルや簡易宿

泊施設，マンションを中心に急増している．

被害経験が少ない人が多いため，何が原因か

分からず，その分被害が広がる傾向がある．

また，最近屋内の害虫駆除に用いられるピレ

スロイド剤は効力が低く，今後さらに低下す

ることが懸念される． 

トコジラミ増加の原因には，①海外からの

旅行者の持込み，②交尾した雌 1 個体からで

も繁殖が始まる（大森，1977），③繁殖力が強

い，④初めて吸血された場合は痒くないので

気がつかない（大滝，1998；夏秋，2009），

⑤繁殖が進むと潜み場所が広範囲にわたる，

⑥人や荷物の移動，掃除用具の共有で他の部

屋に広がる，⑦より高い選択毒性と低い臭気

性を求めて有機リン剤が敬遠された結果，ピ

レスロイド剤に依存した駆除が行われている，

⑧処理法としては，潜み場所に薬剤が届きに

くいエアゾール剤噴霧やＵＬＶ処理が頻繁に

行われている，⑨ピレスロイド剤への強い抵

抗性が発現した（渡辺，2009），などが挙げら

れる（元木，2009）．  

PCO(害虫防除業者)にとってもトコジラミ

の駆除は容易ではなく，個別に異なる発生状

況を見極めた上で，ある程度の試行錯誤を伴

いながら複数回にわたる防除作業（化学的・

物理的防除）を行う必要がある．発生状況に
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応じた防除作業の重要性を紹介するために，

著者が過去に取り扱った３つの防除事例につ

いて以下に述べる． 

事例 1 

2008 年 10 月，皮膚科医からの紹介で一般

住宅におけるトコジラミ駆除を行った．調査

後 4 回にわたり，プロポクスル・エアゾール

の隙間処理並びにフェノトリンのＵＬＶ処理

を行うことにより，トコジラミがようやく根

絶した．この住宅では，柱の割れ目，襖の縁，

畳縁・下部，壁紙のはがれた部分がトコジラ

ミの潜み場所となっていた． 

事例 2 

 あるホテルでは2007年 12月から現在まで

3 年にわたって発生が繰り返され，その間，

苦情のあった都度防除を請け負い，4 期にわ

たり対応した．トコジラミの生息のあった客

室はいずれも同じ階で 12 室にわたった．潜

み場所としては，ベッド周り（ベッド下(Fig. 

1)，コーナー，隙間，布団・枕等寝具，マッ

トレスの折り目，縫い目など），部屋（床，壁，

柱，コーナー及び隙間，壁紙のはがれ，カー

ペット端・下部，カーテンの折り目・縫い目・

上部フレア(Fig. 2)など），コンセント（周囲

及び内部）などであった． 

当初はピレスロイド系の殺虫剤を使用して

いたが効果が得られなかったため，フェニト

ロチオン 0.5％，DDVP 0.2%の混合乳剤を 3

回処理することとした．長期にわたって繁殖

が繰り返された原因として，①同じ清掃資材

を使用しているためにトコジラミが他の部屋

に運び込まれる，②寝具を部屋間で移動させ

る，③同じ階の全客室を売り止めにして処理

することを提案したが，営業上，実現できな

かった，などが挙げられる． 

 

 

Fig. 1. Bloody fecal spots at the back of the 

bed 

 

 

Fig. 2. Bloody fecal spots left on the drapes 

curtain 

 

事例 3 

 温泉，サウナ，マッサージ室，休憩室など

を併設するある施設で，2010 年 3 月に「利

用者 2 名から自宅に帰ってから痒みと皮疹が

でた」とクレームが入った．調査後，営業を

中止できないことから，臭気の少ないプロペ

タンホスマイクロカプセル剤による薬剤処理

を行った．この防除作業中に，トコジラミの
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排泄物痕や脱皮殻なども手掛かりにして，休

憩室の肘掛け椅子 51脚中 43脚にトコジラミ

が生息していたことが判明した(Fig. 3)．翌週

の 2 回目処理の後では 13 脚，3 回目処理の後

では 6 脚，4 回目処理の後で 1 脚にトコジラ

ミの生存が見られたが，その後終息が確認さ

れた．肘掛け椅子に対してはスチーム洗浄， 

毛布に対しては熱乾燥という物理的防除を行

った． 

 

 

Fig. 3. Bloody fecal spots left on the 

armchair 

 

 これらの防除事例も含め，著者のこれまで

の防除経験から得たトコジラミ駆除対策に不

可欠な要点として，被害が発生したら直ちに

綿密に調査する，トコジラミが発見されたら

有機リン剤による隙間残留噴霧（複数回）を

行う，ホテルの場合は事態が収束するまで部

屋を売り止めにする，他の部屋に拡散しない

ように寝具の移動や掃除用具の共有をしない

ことが挙げられる． 

日本ペストコントロール協会(2010)は，防

除技術の向上を図ることを目的として 2010

年 3 月に「トコジラミ技術資料集」を編集出

版し，会員へ情報提供を行った．同書にはト

コジラミの生態，増加の要因，被害，調査法，

防除法，防除事例が掲載されている． 

米国環境保護庁（EPA）は 2009 年 4 月に

ワシントン DC で政府及び州の行政関係者，

研究者，PCO を集めトコジラミサミットを開

催した．このサミットにおいて，「米国のトコ

ジラミには唯一室内の使用で許可されている

ピレスロイド剤に対する高い抵抗性があり一

般の人では駆除が困難であること，PCO を活

用すべきこと」を呼びかけた．米国では，Web

サイト（The Bedbug Registry）にトコジラ

ミの情報が書き込まれている．これはトコジ

ラミの公共データベースで，被害を受けた人

がホテル名，被害状況を書き込むもので，全

米の生息マップが出てくる．ただし，書き込

み内容の真偽のほどは定かではない． 

トコジラミ問題は表に出にくいため，市民，

施設提供業者，行政，PCO のそれぞれが適

切な知識と情報を持ち合わせていなければ，

今後もひそかに生息が拡大し，訴訟や行政対

応への批判が増加するなど，深刻な社会問題

となることも懸念される．対処に携わる関係

者のみならず，市民に対してもトコジラミに

関する正確な知識の普及啓発が望まれる． 
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家庭防疫用殺虫剤 8種のトコジラミに対する効力 
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【はじめに】 

 

トコジラミ（Cimex lectularius Linnaeus）は徘徊性の

吸血昆虫で、ヒトやコウモリもしくは家畜等から吸血

する。昼間の明るい時間帯は壁の隙間や割れ目など

に隠れているが、夜間暗くなると活発に吸血行動を

起こす（Usinger, 1966）。トコジラミに吸血されると、皮

膚が赤く腫れあがると同時にひどく痒いため大変なス

トレスであり、場合によっては夜間眠れなくなるケー

スもある（Usinger 1966, Yoon et al., 2008）。 

1940年代から1950 年代にかけて DDTやその他の

合成殺虫剤が盛んに使用された結果、トコジラミは米

国やヨーロッパの国々においては稀な害虫となって

いた（Yoon et al., 2008）。しかし、1990 年代以降には

様々な国々からトコジラミの被害が再び報告され始

め（Moore and Miller, 2006）、日本でもいくつかの駆除

事 例 が 報 告 さ れ て い る (Taniguchi et al., 2003 ，

Taniguchi et al., 2008)。なぜ再び被害が増え始めた

かはまだ明らかではないが、「海外旅行による人の

移動の増加」や「家屋内での殺虫剤使用の減少（特

に残留処理）」、「殺虫剤抵抗性の出現」などが関係し

ているのではないかと推測されている（Doggett et al., 

2004）。 

 本報では、日本国内で家庭用殺虫剤に用いられて

いる 8 種の殺虫成分（d-d-t シフェノトリン, ペルメトリ

ン, d-フェノトリン, イミプロトリン, d-テトラメトリン, フェ

ニトロチオン, プロポクスル, メトキサジアゾン）につい

てトコジラミに対する殺虫効果を調査した結果を報告

する。 

 

【材料と方法】 

 

供試昆虫 トコジラミ （Cimex lectularius） 成虫 

本試験に用いた薬剤感受性トコジラミは 2007 年に

財団法人日本環境衛生センターから譲渡され、その

後、住友化学株式会社農業化学品研究所にて累代

飼育されているものである。 

 

供試化合物 

表 1 に示した化合物を試験に供試した。 

 

供試油剤 

試験化合物をケロセン（アイソパーM、エクソンモー

ビル社製）とジクロロメタンを重量比で 9:1 に混合した

ものに溶解させて試験用油剤とした。 

 

【試験方法】 

 

局所施用試験 

試験化合物のアセトン溶液 0.5μl をトピカルアプリ

ケーター（Automatic applicator Burkard 社製）を用い

てトコジラミ成虫の腹部背面側に塗布した。薬液を処

理したトコジラミ 10 頭を濾紙（No.2 アドバンテック東

洋株式会社製）を敷いたプラスチックカップ（クリーン

カップ 200B リスパック社製）に移して、室温 26±2℃、

相対湿度 60±10％で保管し、24 時間後に死亡虫と

苦悶虫を観察した。観察時にピンセットで触っても歩

行できない個体は苦悶虫とみなした。試験に用いたト

コジラミ成虫は吸血 2 日後の雌のみで、反復は 3 回

実施した。 

 

濾紙接触試験 

濾紙接触試験は Fletcher M. G. and Axtell R. C., 

1993 に記載の方法に従った。供試化合物のアセト

ン溶液 1.2ml を直径 11cm の濾紙（No.2 アドバンテッ

ク東洋株式会社製）に満遍なく滴下処理し、室温で

30 分間乾燥させて、アセトンを蒸発させた。プラスチ

ックシャーレ（SH-15S テルモ株式会社製）に上記濾

紙とトコジラミ成虫 8 頭（雄４、雌４）を挟みこんで蓋を

し、シャーレ側面内壁にはフルオン®(Fluon® PTFE 

dispersion AD, 旭硝子株式会社)を塗布してトコジラミ

が這い上がるのを防止して、濾紙へ強制的に接触さ

せた（図 1）。シャーレは室温 26±2℃、相対湿度 60

±10％で保管し、24 時間後に死亡虫と苦悶虫を観察

した。観察時にピンセットで触っても歩行できない個

体は苦悶虫とみなした。試験は 3 反復実施し、トコジ

ラミ成虫はすべて吸血 2 日後の個体を用いた。 

 

 

油剤空間噴霧試験 

ボール紙で作製した三角柱の筒型シェルター(2×2

×4.5 cm)にトコジラミ雌成虫 10 頭を潜ませて、チャン

バー(70×70×70 cm)の床中央に立てて静置した。試

験化合物の油剤2.0ml をチャンバー内に噴霧し（図2）、

3 時間後にノックダウンしているトコジラミとそのノック

ダウン場所（シェルター内もしくはシェルター外）を観

察した。トコジラミは濾紙（No.2 アドバンテック東洋株

式会社製）を敷いたプラスチックカップ（クリーンカップ

37



200B リスパック社製）に移して、室温 26±2℃、相対

湿度 60±10％で保管し、24 時間後に死亡虫と苦悶

虫を観察した。観察時にピンセットで触っても歩行で

きない個体は苦悶虫とみなした。試験には吸血後 3

日以上経過した個体を用い、反復は 3 回実施した。 

 

油剤直撃噴霧試験 

ボール紙で作製した三角柱の筒型シェルター(2×2

×4.5 cm)にトコジラミ雌成虫 10 頭を潜ませて、CSMA

チャンバー(46×46×70 cm)の底中央に立てて静置し

た。試験化合物の油剤 0.5ml をシェルターの 30cm 上

方から直撃噴霧し（図 2）、すぐさまシェルターをチャン

バーから取り出して 15 分後までノックダウンを観察し

た。その後、トコジラミは濾紙（No.2 アドバンテック東

洋株式会社製）を敷いたプラスチックカップ（クリーン

カップ 200B リスパック社製）に移して、室温 26±2℃、

相対湿度 60±10％で保管し、24 時間後に死亡虫と

苦悶虫を観察した。観察時にピンセットで触っても歩

行できない個体は苦悶虫とみなした。試験には吸血

後 3 日以上経過した個体を用い、反復は 3 回実施し

た。 

 

表 1．供試化合物の一覧 

一般名 化学名 

d-d-t シフェノトリン (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-trans-chrysanthemate 

ペルメトリン 3-phenoxybenzyl(1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopr

opanecarboxylate 

d-フェノトリン 3-phenoxybenzyl (1R)-cis-trans-chrysanthemate  

イミプロトリン 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylmethyl(1R)-cis-trans-2,2-dimethyl 

-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate 

d-テトラメトリン 3-4-5-6- tetrahydrophthalimidomethyl (1R)-cis-trans-chrysanthemate 

フェニトロチオン O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate 

プロポクスル 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate 

メトキサジアゾン 5-methoxy-3-(2- methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one 

 

 

濾紙

供試化合物のアセトン溶液

内面にFluon®を塗布

図1 濾紙接触試験法  
 

空間噴霧

70cm

70cm

70cm

直撃噴霧

46cm

46cm

70cm

図2 油剤噴霧試験  
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【結果と考察】 

 

局所施用試験 

結果を表 2 に示した。試験化合物の中で最も高い

効果を示したのは d-d-t シフェノトリンで 0.001μg/頭

の薬量で100％の効果を示した。次いでペルメトリン、

フェニトロチオン、d-フェノトリンの順で一定の効果を

示した。一方、メトキサジアゾンとプロポクスルは 1.0

μg/頭の薬量でも 24 時間後の観察において、ほとん

ど効果が見られなかった。 

 

濾紙接触試験 

結果を表 3 に示した。試験化合物の中でフェニトロ

チオンと d-d-t シフェノトリンが最も高い効果を示した。

次いでペルメトリンと d-フェノトリンが一定の効果を示

した。一方、局所施用試験と同様に濾紙試験におい

てもメトキサジアゾンとプロポクスルは 24 時間後の観

察において、ほとんど効果が見られなかった。本試験

法において、フェニトロチオンが高い効果を示した要

因については、蒸散効果が寄与しているのではない

かと考えられた。すなわちフェニトロチオンの蒸気圧

（1.8×10-2 Pa at 20℃）は d-d-t シフェノトリンの蒸気

圧（<1.33×10-5 Pa at 25℃）よりも約 100 倍高いため

に、シャーレ内にこもり易く、それが効果に現れたの

ではと考えられた。 

 

油剤空間噴霧試験 

結果を表 4 に示した。ペルメトリン油剤は 0.4％、

0.2％および 0.1％においてそれぞれ 100％、96.7％、

80.0%の高いノックダウン活性を示した。トコジラミはほ

とんどすべての個体がシェルター内でノックダウンし

た。 

 

油剤直撃噴霧試験 

結果を表5に示した。試験に供試した３つの化合物

のうち最も高いノックダウン活性を示したのはイミプロ

トリンで、油剤を噴霧後 15 分経過した時点でのノック

ダウン率が最も高かったが、24 時間後の観察におい

てはノックダウンから蘇生して死に至らない個体が観

察された。致死効果においてはペルメトリンの効果が

最も高かった。また、空間噴霧試験と同様にノックダ

ウンした個体のほとんどはシェルター内で観察され

た。 

 

 上記の結果から、d-d-t シフェノトリン、ペルメトリン、

d-フェノトリンもしくはフェニトロチオンはトコジラミに対

して殺虫効果を有することが示された。 

 

一方でゴキブリに対する効果が高いことで知られ

ているメトキサジアゾンとプロポクスル（Shinjo et al., 

1988, Srinivasan et al., 2005, Tilak et al., 2002)は、効

果が低かった。今回は致死効果を 24 時間後に観察

したが、より長い観察期間を設定すれば効果が見ら

れる可能性がある。 

 

また最近は薬剤抵抗性トコジラミの出現が世界中

から報告されている(Kyong et al., 2008, Romero et al., 

2007, Karunaratne et al., 2006, Myamba et al., 2002, 

Zhu et al., 2010, Romero et al., 2009)ので、今後は殺

虫成分や市販製品を用いて、日本各地の野外系統ト

コジラミに対する効果を室内（ラボ）試験と野外（現

場）試験を平行して実施し、その効力を調査すること

が必要であろうと考えられる。 
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米国におけるトコジラミ防除の現状 

‐わが国における防除に関する問題の提起‐ 

 

岩本龍彦 

鵬図商事株式会社 

 

 

はじめに 

 

ケンタッキー大学の Michael Potter によれば、

アメリカでトコジラミの問題が顕著になるのは

03 年頃からである。教授がトコジラミに関するサ

イトを立ち上げる 98 年当初は、年間のアクセス

数が 1000 件台でしかなかったが、03 年に入ると

75,565 回のヒットを記録し、06 年以降は毎年 100

万件を越す勢いになったという（PestWorld09；

NPMA・全米ペストマネジメント協会 2009 年年

次大会講演）。 

いまやトコジラミは世界中で問題になっている

害虫に違いない。とくに米国では、その被害が国

中にくまなく拡がっているように見える。「大方の

場合、噛まれたあとのむずがゆく赤いミミズ腫れ

に、発疹かそれとも何かのアレルギーを疑い。つ

いには医者に行き、家主や管理人や害虫防除業者

（PMP：Pest Management Professional）に電

話 と い う 、 次 の 段 階 に 至 る の で す 」

（ http://www.nytimes.com/2006/10/15/realestat

e/15cov.html?_r=1）。 

大騒ぎの原因は、アメリカが訴訟社会であるこ

とや、TV、新聞などのマスコミが過剰に反応しが

ちなことにもあるという。高級ホテルの宿泊者が

刺咬被害にあって、考えられないほど高額の慰謝

料を請求した例を引き、bed dug の防除依頼を受

ける PMP に、『駆除完了』の言質をとられないよ

う指導するコンサルタントも多い。 

EPA（環境保護庁）による再評価で、屋内使用

が許される殺虫剤には低毒性のピレスロイドしか

残っていない。  ところが、問題の再興

（resurgence）したトコジラミには、半世紀ほど

前に DDT に抵抗性を発達させた系統が含まれて

いるようだ。とするなら、ピレスロイドと DDT

は作用点が同じなので、そのようなトコジラミに

はピレスロイドが効かないことになる。では、

PMP はどのように対処しているだろう。 

 

１．アメリカでトコジラミが再興した理由 

 

NPMA の Kathy Heinsohn は、PestWorld06

講演で resurgence の理由を次のように分析した。 

①世界的な人の移動；移動手段の発達 

②有機リンやカーバメートの使用規制；FQPA

（ Food Quality Protection Act ）に基づく

pesticides の再評価により、人が常時利用する場

所への適用が制限された。   

③ベイト剤の普及；安全性の観点からゴキブリや

アリの防除にベイト剤が主流になった。ベイト剤

開発以前は室内に有機リン剤等の液剤を散布した

ので、標的昆虫ではなかったトコジラミをも、そ

れと気づかぬうちに駆除していた。 

④トコジラミを知らない世代の増加  

⑤イラク、アフガン派兵；アフガンに 01 年から、

イラクには 03 年からリクルートと同時に派兵が

始まり、その帰還兵による現地からの持ち帰りが

指摘されている。  

⑥中古家具やレンタル家具の普及  
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⑦メディアの過剰な反応 

 

彼女のまとめた 7 つの理由は、いまや各種の

bed bug の防除マニュアルなどに引用される定説

になっている。 

 

２．防除の現場では 

 

トコジラミをその発生初期に発見するのはかな

り困難とされる。多くは実際に被害を受けてから

PMP などが出動することになる。したがって、

インスペクションやモニタリング用の器具類はほ

とんどの場合、おそらくトコジラミによる被害が

あると断じた後で使われることが多い。言うなら

ば Inspection ではなく Detection Tool であろう。 

また、トコジラミに適用があり屋内使用を許され

る現有の殺虫剤については、そのほとんどがピレ

スロイドであり、ピレスロイドが sodium channel 

modulators のひとつであることから、本剤のみで

すべての系統のトコジラミを防除するのはかなり

難しい(Corea, R. 2010）。 

このようなことから自然発生的に各種の物理的

（もしくは機械的）防除法が試みられることにな

った。 

 

（１）インスペクション／モニタリング用具 

 

BB ALERTⓇには Active と Passive がある。

アクティブは人の体温をルアー(lure)にするよう

考えられ、開封すると 37℃前後に発熱する携帯カ

イロ様の袋と粘着紙の組み合わせからなる。パッ

シーブは発熱剤がついていない粘着紙である。同

様な試みはほかにもいくつかの器具があるが、

CatchmasterⓇ BDS はスイッチボックス内など

へ仕掛ける粘着紙で、トコジラミが好む紙の材質

に重点を置いたスクリーニング研究が積まれた

（図１、２）。 

尐し手の込んだ器具に、電熱による人の体温ほ

どの温度と徐放的に CO₂を放出する炭酸 

ガスボンベ（30ｍL~60ｍL）を組み合わせたNight 

WatchⓇや CIMEXⓇがある。前者には集合フェ

ロモンを滲み込ませたろ紙を併用することもでき

る（図３）。 

ClimbUPⓇはベッドの脚部の床に接触する部

分に敷く凹型をしたプラスチック皿である。用時

には、皿の表面にベビーパウダーをごく薄く刷き、

いったん這い登り（またはベッドから這い降りて）

凹面に落下したトコジラミが再び這い出せないよ

うにする（図４）。 

訓練した犬（sniff dog、探索犬）を貸し出して、

トコジラミの隠れ場所を探させる業者もいる。レ

トリバー種やビーグル種が主として用いられ、生

息密度が低い場合でも嗅ぎ当てる反面、トコジラ

ミの脱皮殻や血糞にも反応するという欠点もある。

サービス先が一般家庭であることが多いアメリカ

の PMP では、犬を使うことで、いかにもプロフ

ェッショナルらしい仕事をすることの印象付けに

もなるのであろう。 

 

（２）トコジラミに適用のある殺虫剤 

 

さまざまなインスペクションやディテクション

の後、判明した生息場所にどのような殺虫剤が使

われているかを表１および表 2 に示した。そのほ

とんどがピレスロイドを有効成分としており、

Kdr 型抵抗性が疑われる系統のトコジラミには、

効果が疑問である。（表 1） 

さらにλ‐シハロスリン、ペルメトリン、ビフェ

ントリン、フェンバレレートについてはベッドの

マットへの適用が登録されていない。（表 2） 

シリカゲルや珪藻土の微粉末は、トコジラミ表

皮のワックス層ならびにキチン質に微小な傷をつ

け、desiccant として作用し死に至らしめる。し

たがってこれらの微粉末はピレスロイド粉剤の

carrier として選択される。米国のある地域で産出

する珪藻土が極めて鋭角的な切片を持ち、昆虫の
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体表を容易に傷つけるとされる。PMP は珪藻土

単味かまたは殺虫剤を含む粉剤を、小型の blower

を使ってクラック・アンド・クレビス（C&C）に

吹き入れ、トコジラミに接触させるのである。そ

の際、トコジラミの警報フェロモンとして知られ

る(E)-2-hexanal や(E)-2-octenal などを添加する

と 効 果 的 で あ る （ ScienceDaily, 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/0

90602133555.htm）。 

desiccant としての珪藻土の使用は後述するト

コジラミの熱処理時にも有効である。 

ピレスロイド剤ばかりであった PMP 向けトコ

ジラミ市場に、2 つの新しい登録剤が出た。ひと

つはクロルフェナピルを有効成分にするシロアリ

防除剤 PhantomⓇの転用で、07 年に EPA 登録を

得、トコジラミにも適用できることになった。も

うひとつは 2010 年 2 月 22 日に EPA 登録を取得

の TEMPRIDⓇで、この方はイミダクロプリドと

β‐シフルトリンの合剤である。 

   

（３）物理的な防除機器 

 

PMP たちはいわゆるグリーンな防除を心がけ、

化学薬品の使用に敏感な消費者層をも掴もうとし

ている。このため、NPMA もいま始まったことで

はないのだが、PMP 向けにグリーンビジネスの

展開を指導してきた。トコジラミ防除にも化学品

に 頼 ら な い 各 種 の Mechanical control 

techniques(機械的・物理的防除技術)が開発され

ている。 

PROTECT・A・BEDⓇはベッド・マットをく

るみ込むケーシング（casing）材である。メッシ

ュの細かい特殊織りの布を加工したいわゆるベッ

ド・カバーである。同様な商品はほかにもあるが、

これらはトコジラミの 1 齢幼虫であってもその織

目を通過できないばかりでなく、このカバー越し

に人を刺咬することもできないように加工されて

いる。ベッドへの着脱の際に使用するジッパーに

も同様の工夫がある（図５）。 

ATRIXⓇ INTERNATIONAL のバキューマー

（vacuumer）には C&C 用の各種のアタッチメン

トがある。隙間や壁面の割れ目ごとに取り替えて

使用することで、内に潜むトコジラミを強力に吸

引除去することができる（図６）。 

熱を利用するサーマルトリートメント

（Thermal treatment）にもいくつかの商品が出

ている。低温を利用するものに CRYONITEⓇが

ある。液化炭酸を C&C に吹き込み、トコジラミ

を凍死させる。高温を利用するものとして各種の

steamer が一般的である。KÄRCHERⓇには各種

アタッチメントが揃い、C&C の形状や大きさに

応じて取り替えながら、高温・高圧の水蒸気を吹

き込む（図７）。 

より大掛かりな機器の代表例として TEMPAIR

Ⓡがある。ホテルの部屋や普通のオフィスで使用

するように考えられた。熱風を室内に均等に行き

渡らせ、部屋の外からパソコン管理するシステム

である。まず、室内のエアコン吹き出し口や火災

報知器などを養生してから熱風で室内を満たすよ

うにする。約 140℉（60℃）で 2 時間密閉すると、

室内の環境温度が 110℉（43℃）ほどになるという。

この温度であれば、卵までも殺すことができる。

なお、熱風処理の際に、前もって C&C にトコジ

ラミに適用のある粉剤に前述したような警報フェ

ロモンを併用すると極めて有効である（図８）。 

 

３．行政の動き 

 

このような民間の努力があってなお、トコジラ

ミの猛威は収まらない。ついに、連邦行政上の課

題となり、2009年4月EPAの呼びかけでBed Bug 

Summit（トコジラミサミット）が召集され、EPA、

USDA （ United States Department of 

Agriculture、農務省）、DOD（Department of 

Defense、国防総省）、NIH（National Institute of 

Health、国立衛生研究所）、CDC（Centers for 
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Disease Control and Prevention、疾病予防管理

センター）、ATSDR（Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry、毒性物質疾病登録機関）

およびHUD（Housing and Urban Development、

連邦都市開発省）の、関係７省庁にわたる横断的

なタスクフォースが発足した（Bed Bug Summit, 

2009）。 

連邦各州のうちニューヨーク州とオハイオ州が

早い反応を見せた。市長マイケル・ブルームバー

グ氏を筆頭に対策を進めるニューヨーク市のマニ

ュアル「Preventing and Getting Rid of Bed Bugs 

Safely」は大変によくできた冊子である。集合住

宅の管理者ならびに一般住民向けに編集され、無

償で提供されており、このタイトルをパソコンで

検索すれば入手できる。 

一方、ニューヨーク州は一般住民がトコジラミ

被害を受けて廃棄し、あらたに買い換えた家具什

器類の総額の 15%相当額を上限 750 ドルに限り、

2011 年の所得税から控除する法案を審議してい

るようである(New York State Assembly, 2010)。 

オハイオ州農務省の動きはより積極的である。

効き目の悪い現有殺虫剤に業を煮やし、プロポク

スル 3 商品（いずれも 1%油剤）の使用許可を EPA

に打診した。これを受けた EPA は 2010 年 1 月 6

日付 FR（Federal Register；官報）に公示し、

FIFRA（連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法）Sec.18（緊

急免除条項）に照らし、使用が制限されているプ

ロポクスル復活の是非の民意を問うことにした

（ http://edocket.access.gpo.gov/2010/E9-31395.

htm）。 

EPA は有機リンやカーバメートなどの使用を

認める方向であるらしい。NPMA の Rosenberg

が明かしたところによると、EPA が防除業界代表

者や前出の Potter らを交え、08 年秋に内々に審

議した結果、このような古い（強力な）殺虫剤を

使うのもやむを得ないとの結論に至った模様であ

る。（PCT online.com 7/152009） 

と、ここまでは行政庁の動きも早かったのだが、

ここで思わぬ問題に遭遇する。免除条項を適用し

ようにも、今では過去のものとなった薬を製造し

ようとする企業が現れず、せっかくの案も宙に浮

いているというのである。 

   

４．提言―望まれる殺虫剤等の一元管理― 

 

防疫用殺虫剤の開発が進まないのは今や世界各

国に共通の課題になっている。 

IPHPW （ International Public Health 

Pesticides Workshop）が 09 年 5 月にロンドンで

開催され、EU 各国を中心に防疫剤開発のグロー

バルアプローチが呼びかけられた。この方向付け

に従い、9 月にはジュネーブで IPHPW のワーク

ショップが開かれた。具体的にはワークショップ

の HP（http://www.iphpw.org/）を参照されたい。 

PMP 等が使用する殺虫剤等については、02 年

に米国オーランドで催された NPMA の年次大会

Pest Management 2002 で採択の、The Orland 

Protocol; A Charter for World-Wide Professional 

Environmental Pest Management（オーランド

プロトコール）にも、その継続的な開発の援助が

約されている。 

翻ってわが国で 09 年 6 月施行された改正薬事

法では、衛生昆虫の定義が変えられた。新法では、

旧法が防除対象としたハエ、蚊、ゴキブリ、シラ

ミ、ノミ、イエダニ、トコジラミおよび屋内ジン

性ダニ以外のいわゆる生活害虫であっても、申請

があれば、それらの防除を医薬品又は医薬部外品

殺虫剤の効能として承認を与えるようにも読め

る.  

また、農林水産省が行った、改正農薬取締法に

ついてのパブリックコメント募集（2009 年 4 月

~6 月）には、農業害虫、衛生昆虫および生活害虫

類（衣類害虫やシロアリ類を含む）を総合的に捉

え、それらの防除に用いる薬剤を、農薬取締法と

薬事法の（殺虫剤部分の）一本化による一元管理

を望む声が寄せられている.  
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さらにわが国では、薬事法のもとに承認される

医薬品殺虫剤のほとんどの成分が、農薬取締法に

基づき、農薬として登録されている成分と共通す

る.  

こうしたことから、農業用殺虫剤と防疫用殺虫

剤を一括管理する米国の FIFRA のような法制が

誕生すれば、そのメリットは極めて大きい. 市場

が狭隘なために、新薬開発投資が望めなかった防

疫用殺虫剤にも開発の機会が生まれるであろう.   

ここでは項目だけを列挙するにとどめるが、当

殺虫剤研究班集会等においても薬剤等の利用研究

にとどまらず、薬剤開発や薬事制度上の課題に対

する提言等に進んで取り組む姿勢が求められると

ころである。 

（１）農薬登録原体のスイッチで開発期間・経

費の削減が可能。 

（２）環境衛生（防疫）用殺虫剤等のドラッグ

ラグが解消される。 

（３）新殺虫剤登録ならびに規制殺虫剤等の国

際間ハーモナイゼーションがはかれる。 

（４）新開発殺虫剤等の剤型開発および適用法

の開発が促進される。 

（５）新規に開発される殺虫剤等の積極的活用

で、IPMの推進がしやすくなる。 

（６）高濃度の防疫用殺虫剤等の使用により、

エコロジーに配慮の防疫活動ができる。 

 （７）殺虫剤等の違法な使用がなくなり、健全

な PCO産業育成に寄与する。 

 

終わりに 

 

これらの情報は主として 2009 年のペストワー

ルド（NPMA 年次大会）で得た情報を基にしてい

るため、本誌が会員の手元に届くころにはほとん

ど 1 年ほどを経た後であり、タイトルにある“現

状”からかなりかけ離れたものになっているかも

しれない。 

筆者はこの文章を書くに際して、念のためネッ

トや業界誌などに当たってみたが、2010 年 6 月

時点では当時の状況との間にさほどの変化を見出

せなかった。つまり、巷間言われているように、

EPA の行動も遅いのであろうと考えていた。 

ところが、同年 6 月 14 日になって突然に、オ

ハイオ州のプロポクスル解禁要請を、EPA が

reject したことが判明したのである（ The 

Columbus Dispatch、2010）。 

初のアフリカ系米国人 EPA 長官 Lisa Jackson

が、就任時の公約通り、化学物質の規制に本格的

な取り組みを始めたのかもしれない. 住宅内の

カーバメート使用を復活させなかった理由として、

彼女が小児の保健に留意する立場にあるから、当

然のこととの見解を出している。 

また、6 月 24 日付ニューヨークタイムズ電子版

は、例のトコジラミ被害救済策（所得税の 15%減

税、ただし上限を 750 ドルとする）についても成

案とするのは困難と報じた。法案の提議者 Linda 

B. Rosenthal みずからが「この不況下、市の財政

が回復するまで立法は期待できない」としたよう

だ

（ http://www.nytimes.com/2010/06/25bedbugs.

html?）。 

顧みるに、薬事法のもとにある我が国の防疫用

殺虫剤といえば、医薬品再評価を受けないままの、

数種の有機リン剤と初期のピレスロイド剤がその

すべてである。ところが、農薬分野には次々と新

殺虫成分の導入が進み、機能性界面活性剤の利用

なども積極的に行われている。さらに、農薬にお

いては、その再登録制度が有効に機能し、主とし

て環境安全性などがその都度精査されている。 

このようなことから、米国 EPA に見るように、

わが国おいても防疫用殺虫剤等と農薬を、同じ法

制化に置いて登録管理すれば、そのメリットは極

めて大きいものといえよう。 
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Table 1 Insecticides Listing Bed Bugs AND Mattress Treatment on the Label 

 

Insecticide Product       Active Ingredient(s)               End Use 

• 565 Plus XLO®        pyrethrins+synergists                aerosol 

• Bedlam®              d-phenothrin+synergist              aerosol 

• CB 80 Extra®         pyrethrins+synergist                 aerosol 

• CB D-Force®HPX      deltamethrin                        pressurized 

• Cy-Kick CS®          cyfluthrin                           liquid & aerosol 

• Delta Dust®           deltamethrin                        dust 

• D-Force®              deltamethrin                        pressurized 

• Diatect®              silica+pyrethrins+synergist           dust 

• Drione®              silica+pyrethrins+synergist           dust 

• ExciteR®             pyrethrins+synergist                 liquid or fog 

• Mother Earth™ D      diatomaceous earth                  dust 

• NIC®                 ground limestone                    dust 

• Permacide®           permethrin                          liquid application 

• Phantom®            chlorfenapyr                         liquid application 

• Steri-Fab®            alchols+d-phenothrin                 spray 

• Suspend®             deltamethrin                        liquid application 

• Tri-Die®              silica+pyrethrins+synergist           dust 

 

(Pinto.L.J., R.Cooper and S.K.Kraft “Bed Bug Handbook” p.171， Dec., 2007) 

 

 

 

Table 2 Insecticides Listing Bed Bugs but NO Mattress Treatment on the Label 

 

Insecticide Product       Active Ingredient(s)               End Use 

• Demand®              lambda cyhalothrin                 liquid application 

• Dragnet®              permethrin                         liquid application 

• Talstar®One           bifenthrin                          liquid application 

• Onslaught®            fenvalerate                         liquid application 

• Gentrol ®              hydroprene                         spot/c&c treatment 

 

(Pinto.L.J., R.Cooper and S.K.Kraft “Bed Bug Handbook” p.172， Dec., 2007) 
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Fig.1 BBALART® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Catchmaster® BDS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 CIMEX®（Left), Night Watch®（Right） 
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Fig.4 ClimbUP® 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.５ PROTECT/A/BED®          Fig.6 ATRIX® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 CRYONITE®（Left）, KÄRCHER®（Right）
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Fig.8 TEMPAIR® 
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