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１．2011年度研究班研究集会について 

2011年 4月 14日（木）13時から国立感染症研究所戸山庁舎（東京都）にて研究集会

を開催した。参加者は 55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 

2010年 4 月 2日に鹿児島大学郡元キャンパス（鹿児島市）で研究集会を行った。内容

は「トコジラミ被害の現状と防除の課題」をテーマとするシンポジウムで，詳細は「殺

虫剤研究班のしおり」第 81号に掲載済み。 

②研究班会報 

「殺虫剤研究班のしおり」第 81号を 2010年 9月に発行した。 

③委員会の開催 

2010年 12月 7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。 

 

 

３）会員数 

個人会員 65名，団体会員 9社（2011年 3月 31日現在） 

収入 支出

2009年度繰越金 1,503,712 印刷費 0

大会参加費 2,500 通信運搬費 0

団体会員年会費 会議費 2,380

（2011年度分） 0 講師謝金・交通費 170,000

（2010年度分） 25,000 雑費 100

個人会員年会費

（2011年度分） 4,000

（2010年度以前分） 40,000

雑収入 0

合計 1,575,212 172,480

差引残高（2010年度繰越金） 1,402,732

期間：2010.4.1～2011.3.31
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墓地および一般家屋の庭におけるヒトスジシマカ成虫の薬剤による対策事例 

 

財団法人日本環境衛生センター 

沼津市  

日本防疫殺虫剤協会 

住化エンビロサイエンス株式会社    

住化ライフテク株式会社 

日本液炭株式会社 

国立感染症研究所 

（文責：財団法人日本環境衛生センター 武藤敦彦） 

 

 ヒトスジシマカはデング熱やチクングニヤ熱の媒介蚊として知られており、ウエストナイル熱

も媒介可能であることが報告されている。これらの感染症発生時には感染拡大防止のために成虫

対策が重要となるが、国内では屋外における蚊成虫対策に関する報告はほとんどない。 

今回の殺虫剤研究班シンポジウムでは、墓地や一般家庭の庭を用いて、屋外で殺虫剤を処理し

た場合の防除効果を確認する目的で液化炭酸ガス製剤によるヒトスジシマカ成虫の防除試験を

行った結果について報告した。 

以下に今回のシンポジウムでの報告内容の詳細を示す。 

 

１．実施内容 

１）評価対象種 

  ヒトスジシマカ Aedes albopictus 

２）使用薬剤：液化炭酸ガス製剤（ミラクンⓇＳ） 

  液化炭酸ガスに有効成分を溶解させた製剤で、噴霧粒子は 0.3～3μm である。水や溶剤を使

用していないので，噴霧粒子は長時間浮遊し、拡散しやすい。 

有効成分と屋外における標準処理薬量は下記のとおりである。 

      有効成分：フェノトリン 1％（W/W） 

      標準処理薬量：1g／㎡ 

３）実施場所と薬剤処理日 

（１）静岡県沼津市内の寺院の墓地または敷地内（処理区、対照区各 3 か所） 

     2009 年 8 月 7 日処理（処理区：寺院 C および D、対照区：寺院 A および B） 

     2009 年 9 月 16 日処理（処理区：寺院 B、対照区：寺院 A） 

（２）神奈川県中郡大磯町の一般民家の庭 

     2009 年 9 月 21 日処理 

４）実施方法 

（１）飛来蚊の調査法  

  ヒトが生息地内に入り、飛来する成虫を捕虫網により 8 分間捕集する「8 分間採集（スイー

ピング）法」により調査および効力評価を行った。捕集蚊は雌雄に分けて計数した後、その場

でリリースした。なお、神奈川県大磯町の試験では、樹木や雑草などの植生がほとんどない駐

車場に面した側と植生が多い隣家に面した側（高さ 1.6m のブロック塀で隣家と隔たれている）

の敷地内の 2 か所〔捕集場所 A（駐車場に面した側）、B（隣家に面した側）とする〕で捕集を

行った。 

（２）薬剤処理 

  標準処理薬量となるよう噴射時間を調整しながら、試験実施場所一帯の花立てなどの発生源
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がある墓地内や成虫の潜み場所となりそうな草むらや雑木林などの繁み内に噴射処理を行っ

た。大磯町の民家での処理は、原則として地上 1m までの範囲にとどめた。 

  処理面積と処理量（実測値）は下表のとおりである。 

実施場所 
処理面積 

（㎡） 

処理量 

（g／㎡） 
備  考 

寺院 C（沼津市） 1,420 0.88 墓地および周辺の雑木林や草むらに処理 

寺院 D（沼津市） 1,423 1.14 同 上 

寺院 B（沼津市） 2,469 1.06 同 上 

民家庭（大磯町） 209 1.01 庭の草むらや繁みに処理 

（３）評価法  

  薬剤処理前後の 8 分間採集法による捕集数の変動により効力評価を行った。捕集は処理前と

処理 30 分後、それ以降は 2 時間ごとに日没前まで、その後は 1 日 1～3 回ずつ 3 日～6 週後ま

で実施した。 

沼津市の試験では、薬剤処理を行わない寺院を対照区とした。大磯町の民家での試験では対

照区が設けられないため、処理の前日および前々日に処理日の捕集時間に合わせて捕集を行い、

捕集数の日内変動について事前に調査した。 

（４）その他 

 ① 成虫に対する致死効果を確認するために、モニター用の成虫 10 匹程度（飼育個体：医科

研コロニー）を入れた 16×18 メッシュのネットで作製した網かごを数か所～30 か所に配置

した（沼津市での試験）。 

 ② 幼虫への効果を確認するために、水 150mL に幼虫 10 匹程度を入れた直径 8.5 ㎝の樹脂製

容器を数か所～10 か所配置した（沼津市での試験）。 

 ③ 標的外生物（魚類等）への影響を確認するために、8.5×10 ㎝の樹脂製容器に水 500 およ

び 1,500mL を入れ、体長 4 ㎝前後の金魚を 3 または 5 匹放したものを各 2 か所ずつ配置し

た（沼津市での試験）。また、屋外の水槽で飼育されている金魚やメダカなどの異常の有無

について観察した（大磯町での試験）。 

 ④ 植物への影響を確認するために、散布区域内の植物の処理後の変化を観察した。 

 

２．試験結果： 

１）沼津市での試験 

 寺院 C および D を処理区として試験を行った結果を図 1 に、寺院 B を処理区とした結果を図

2 に示した。 

 寺院 C および D を処理区とした結果では、処理 6 時間後までの処理区の捕集数は 0 となり、

寺院 C では 1 日後も捕集されず、寺院 D でも 1 匹であったが、2 日後には両寺院ともに処理前の

捕集数と同数となった。 

 寺院 B を処理区とした結果では、処理 30 分および 2 時間後の時点の捕集数は 0 であったが、

4 時間後の時点では 2 匹が捕集された。その後、捕集数は増加して 8 時間後の時点では処理前の

24 匹に対し、15 匹までに回復し、3 日後にはほぼ処理前の捕集数と同数となった。 

 配置した成虫の 48 時間後の致死率は、寺院 C および D では（配置は 2～3 か所）、90～100％

であった。各所に多数配置した寺院 B での試験における結果は表 1 に示す通りで、22.2～100％

で、場所によりバラツキがみられたが、多くの地点で 90％以上の致死率が得られた。また、処理

エリア外でも薬剤のドリフトと考えられる致死が確認された。 

 寺院 B に配置した幼虫に関しては、死亡は認められなかった。また、配置した金魚の死亡率は

0～20％で、対照区とほぼ同様かそれ以下で、処理エリア内の植物にも肉眼的な変化は認められ
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なかった。 

 
各調査場所における捕集数（8分間採集法）
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     図 1 寺院 C および D を処理区とした場合の試験結果（沼津市） 
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図 2 寺院 B を処理区とした場合の試験結果（沼津市） 
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            表 1 配置成虫の致死状況 

 

 

 

２）大磯町での試験 

 神奈川県大磯町の一般民家の庭を対象に実施した試験の処理当日の結果を図 3 に示した。なお、

飛来数は、8 月 19 日を除き、いずれも捕集場所 A と B の合計捕集数で示した（8 月 19 日は A

のみ）。 

 事前調査の結果をみると、8 月 19 日の処理時の処理後 6 時間及び 8 時間後に該当する時間（観

察時刻はそれぞれ 12:45 と 14:45）に高温（それぞれ 33.8，32.3℃）によると考えられる影響で、

9 月 19 日（処理前々日）の 2～10 時間後に該当する時間（9:00～17:00）は、台風接近による強

風（観察時の最大風速 1～5m／秒）によると考えられる影響で、9 月 20 日（処理前日）の 2 時

間後まで（6:30～9:00）の飛来数は 0.5～1m／秒以上の北風によると考えられる影響で飛来数は

減少したが、処理前々日の 2～6 時間後に該当する時間帯を除いて、いずれも 10～30 匹程度の飛

来が認められた。なお、薬剤処理当日（9 月 21 日）は曇一時晴で、風は弱く（観察時の最大風速

は 0.5m／秒以下、南風）、安定した天候であった。 

 処理前の飛来数は，観察場所 A，B の 2 地点の合計で 21 匹（A：♀14 匹 ♂4 匹 B：♀3 匹 ♂

0 匹）であったが、処理後は、0.5、2、4、6 時間目の飛来数はいずれの観察場所でも 0 となった。

8 時間後（15:00）の時点では A、B 地点ともに各♀1 匹，計 2 匹の飛来があったが、10 時間後に

は再び 0 となった。なお、処理エリア内で飼育されている金魚やメダカ、鳥（セキセイインコ）

および植物の肉眼的な変化は、処理後 1 カ月以上に渡って認められず、また、処理エリア内の数

か所の発生源に見られるヒトスジシマカ幼虫の数も、肉眼的には処理前後で違いは認められなか

った。 

 

配置場所 致死率 配置場所 致死率

（No.） （%） （No.） （%）

1 66.7 16 100

2 93.3 17 100

3 64.3 18 100

4 100 19 100

5 100 20 100

6 100 21 90.9

7 100 22 90.0

8 84.6 23 90.9

9 100 24 100

10 100 25 87.5

11 84.6 26 100

12 44.4 27 100

13 100 28 22.2

14 100 29 81.8

15 53.8 30 100

31（ｴﾘｱ外） 27.3 32（ｴﾘｱ外） 85.7
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８分間採集法×２回（090819除く）による捕集数
捕集場所A,Bの合計数
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090920：処理前日

 

        図 3 大磯町での試験結果－１（処理当日の捕集数の変動） 

 

全ての観察日で捕集を行った 6:30～7:00 および 17:00 の結果のみを抜粋し、処理 6 日後までの

捕集数の変動を図 4 に示した。なお、処理 3 および 4 日後の 17:00 の観察は実施しなかった。 

処理日の処理 10 時間後の最終観察で 0 匹であった飛来数は、翌日 7 時（処理 24 時間後）には

3 匹、17:00 には 9 匹、翌々日 7 時（処理 48 時間後時点）には 6 匹、17 時には 10 匹となり、徐々

に増加した。処理 72 時間（3 日）後および 96 時間（4 日）後の飛来数はいずれも 4 匹であった

が、処理 120 時間（5 日）後および 130 時間後はそれぞれ 15 と 24 匹、処理 144 時間（6 日）後

および 154 時間後はそれぞれ 11 と 33 匹で、処理前とほぼ同じ飛来数となった。なお、処理 3 日

後および 4 日後は一日中風が強く、観察時の最大風速は 1.4～2.9m／秒で観察中常時風があった

のに対し、それ以外の日は、0.0～1.0m／秒で、観察中、風速が 0 となる時間が長かった。 
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図 4 大磯町での試験結果－２（処理６日後までの捕集数の変動） 

 

駐車場に面した側（捕集場所 A）と隣家に面した側（捕集場所 B）の捕集数の回復状況の違い

を図 5 に示した。 

樹木や雑草などの植生がほとんどない駐車場に面した側の捕集場所 A（処理前の飛来数：強風

時を除いて 18～30 匹程度）では、処理前の飛来数に回復したのは処理 130 時間後であったのに

対し、処理区と同じような植生がある隣家に面した捕集場所 B（処理前の飛来数：強風時を除い

て 3～6 匹程度）では、処理 34 時間後の時点で処理直前のレベル以上の飛来数となり，それ以降、

72 及び 96 時間経過時点の強風時を除いてほぼ処理前のレベル以上の飛来数が維持された。また、

B では，処理前には脚部に飛来する個体がほとんどであったのに対し、処理後の回復時にはほと

んどの個体が頭部や上半身に飛来した。 

捕集数の変動（8分間採集法×２回）
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   図 5 大磯町での試験結果－３（捕集場所による回復状況の違い） 

 

３．考 察 

 ヒトスジシマカが媒介する感染症の発生時における緊急時対策を想定して、墓地や一般家屋の

の庭に対し、フェノトリンを有効成分とする液化炭酸ガス製剤を 1g／㎡の割合で処理したところ、

場所により異なるが 2～24 時間に渡り完全にヒトスジシマカのヒトへの飛来が抑制され、吸血飛

来をある程度の期間は抑制できることが明らかとなった。また、モニター用に配置した個体の死

亡率も高く、処理時点で処理エリアに生息している成虫を駆除できるものと考えられた。 

現在、わが国の蚊防除に関しては、広域的に実施されている地域は少なく、自治体へのアンケ

ート調査によれば、行われている場合でも幼虫対策が中心となっているようである。蚊媒介性感

染症の発生時には、病原体を保有する成虫に対する緊急的な対策を実施する必要があり、特にヒ

トスジシマカは都市部でも多数が発生し、ヒトが屋外で活動する時間帯に吸血活動を行うことか

ら、デング熱やチクングニヤ熱の国内侵入時には、個人宅の庭、公園や墓地などの公共場所でそ

の感染拡大に関与するものと考えられ、このような場所では広域的な成虫の緊急的防除が必要と

なることが考えられる。このような場合に、今回実施したような薬剤処理は感染拡大を防止する

ために有効な方法と考えられた。また、試験地内の魚や植物などの標的外生物への影響も今回の

試験では認められなかったことから、これらの標的外生物に対しては比較的安全性の高い防除法

であると思われた。一方で、処理エリア内に発生している幼虫に対する効果は期待できないと判

断された。 

沼津市の寺院 B で実施した試験での捕集数の回復は早く、他の場所における試験では捕集数が

0 またはそれに近い状態が 6～10 時間持続したのに対し、4 時間後の時点で飛来が認められ、8

時間後の時点では処理前の 1／2 の捕集数までに回復した。また、一般民家での試験では、植生

の多い隣家に面した捕集場所での回復が早い傾向がみられた。寺院 B の捕集場所は処理エリア内

の比較的端部に設定されており、このことと、処理エリア外も同じような成虫の潜伏場所となり

うる繁み等が広がっていること、もともとの生息密度が高かった（捕集数が多かった）ことなど

がその理由と考えられた。また、民家での試験では、処理エリア外である隣家側の捕集場所を、

隣家と隔てる塀から 1m 程度の場所に設定したこと、観察時にほとんどの個体が頭部や上半身に

捕集場所Ａ，Ｂにおける
処理前の捕集数を１とした場合の捕集数の変動状況

0

0.5

1

1.5

2

2.5
捕集場所Ａ（処理前：１８匹）

捕集場所Ｂ（処理前： ３匹）

合計数 （処理前：２１匹）

⇒駐車場隣接

⇒隣家隣接

強風

強風
処理

捕
集
数
（
処
理
前
を
１
と
し
た
場
合
）

処理後時間
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飛来したことから、隣家から高さ 1.6m の塀を超えて飛来していることが理由と考えられた。民

家の庭のもう一方の捕集場所も処理エリア外である駐車場から 2m 程度しか離れていない場所で

あったが、この駐車場には植生がほとんどなく、成虫の潜伏できるような場所がほとんどないこ

とから、隣家側に比べて捕集数の回復が遅れた可能性が考えられた。なお、この民家では、別の

薬剤を用いた同様の試験でも、同じように隣家に面した捕集場所の回復が早いことが確認されて

いる。 

今回試験を実施した一般民家の庭は、周囲が 1～1.6m の塀で囲まれていることから、ある程度

隔離された空間とも考えられ、このような環境では、今回実施したような薬剤処理でそのエリア

内の成虫の駆除と、吸血飛来の距離が短い（数 m 程度）本種による吸血を効果的に抑制できると

判断された。しかし、前述のように処理エリア周辺に潜伏場所がある場合には、周辺からの飛来

にも注意する必要があると思われた。このことから、防除効果を確実にするためには、薬剤処理

範囲を拡大する必要があり、また、潜み場所が連続するようなエリアでは、広範囲にわたる処理

の必要性が考えられ、潜み場所の広がりの状況や処理面積の違いによる効力持続期間や効力変動

などの検討が必要であろう。 

今回用いた液化炭酸ガス製剤では幼虫には効果はないと考えられることから、より長期に渡る

防除を必要とする場合においては、殺幼虫剤等を用いた対策や発生源の除去などの環境的対策の

併用が必要と考えられ、種々の幼虫対策を併用した場合の効力評価も必要である。 
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殺虫剤による蚊成虫防除の試みと展望 

—特に武蔵野市における防除試験をめぐってー 

武蔵野蚊防除試験プロジェクトリーダー 緒方一喜 

 

 蚊対策の基本は幼虫対策である。しかし，感染症発生時の緊急対策では間に合わない。成虫に

対する緊急の直接的対策が必要になる。現在では影がうすくなってきたが、かつては成虫対策と

して、市町村の衛生班による煙霧や ULV 作業が広く行われ，派手な煙は住民に喜ばれることも多

かった。しかしながら、その効果はその普及の割には明確ではなく、また近年は実施される機会

も少なくなってきた。  

 演者は、かつて殺虫剤研究班会議の場で「媒介蚊成虫対策− 航空機散布と ULV 散布の評価を

めぐってー」という演題で小さなレビューを行ったことがある。詳細は、「殺虫剤研究班のしおり、

第 74 号 2004 年 1 月」を参照されたい。少し内容に触れれば、噴霧については実施された記録は

皆無である。煙霧については、市町村衛生班の定番作業で、伝染病予防法の設置機材として指定

され、三兼機は衛生班の必須機器として全国的に広く普及していた。そして轟音とともに発射さ

れるもうもうたる煙は住民に好評であったが、残念ながら肝心の防除効果は明らかでない。ULV

機も煙霧機の次代機のような形で登場したが、野外よりむしろ建築物内で使用される機会が多く、

やはり効力評価のデータは少ない。  

 １２年前に、忽然とウェストナイル熱がニューヨーク市内に発生した時はまさにパニックの状

態であった。押っ取り刀でマラチオンのヘリ散布が市街地上空から実施され、発生から５日間に

８００件もの空中散布要請の電話が殺到したそうである。残念ながらその効果についての詳細な

報告はない。演者は、かつて数回のヘリ散の経験がある。考えてみれば煙霧や ULV に比べて実施

頻度は極端に少なかったけれども、ささやかではあるが、貴重なデータがとれている。詳細はし

おり７４号を読んで頂くとして、散布当日にはライトトラップ捕集数は激減するが、１週後には

回復するようである。これを現実的にどう評価するかは難しいところであるが、費用対効果ある

いは環境影響の観点からは実用性に問題があると考えている。  

 近年、ウェストナイル熱やチクングニア熱の上陸が危惧されるようになり、媒介蚊対策が論じ

られる機会が増えてきた。そして、いくつかのマニュアルも作成された。まず緊急対策として第

一に実施されなければならないのは、媒介蚊の防除であろう。  

そこにはいくつかの方策が列挙されているが、具体性や実証性をやや欠くきらいがある。データ

が乏しい。われわれは、感染症発生時に即応的にとれる媒介蚊成虫防除の為の緊急対策手法の樹

立を目標に試験チームを編成して野外試験を実施した。  

 

 １．試験実施チームの編成  

 武蔵野市における殺虫剤噴霧による蚊成虫防除試験実施のため、下記４団体のメンバーでプロ

ジェクトを編成し試験を行った。  

 日本防疫殺虫剤協会：渡辺登志也・宮本和代・川口正将・豊田耕治（住化エンビロ）、小曽根努・

松岡宏明（三井化学アグロ）、白石啓吾・森岡健志（フマキラーTS）、吉岡照太(大日本除虫菊)、

鈴木雅也・千保聡・ 美馬伸治（住友化学）、中村友三・足立雅也・芝生圭吾（鵬図商事）、池田文

明（事務局） 
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 ㈳東京都ペストコントロール協会：玉田昭男、新沼良一、緒方一喜，田中生男  

 武蔵野市役所：石原雅典  

   協力：皆川恵子・数間亨（日本環境衛生センタ− ）  

 

 ２．目的：蚊媒介性感染症発生時における緊急対策の手段として、媒介蚊成虫に対する殺虫剤

散布の手法について検討する。  

 

 ３．実施場所：東京都武蔵野市の源正寺・延命寺の２寺院の境内。主として、庭園、竹やぶ、

空き地。  

 

 ４．実施日時： 平成２２年８〜９月。薬剤散布日；９月１日。   

 

 ５．使用薬剤・散布面積・散布量  

使用薬剤 散布面積 散布量 散布時間 

ペルメトリン５％水性乳剤  929.7 ㎡ 46.4ℓ  30m 59s 

フェノトリン 10％水性乳剤 158.6 ㎡  7.9ℓ   5m 17s 

エトフェンプロックス７％水性乳剤  174.1 ㎡  8.7ℓ   5m 48s 

 

  ６．散布法  

   上記製剤の 50 倍希釈液を背負式動力噴霧器（KIORITZ  SHPE221B）を用いて、試験地全面

の地上および地上付近の植物体に 50ml/㎡の割合で均等に噴霧した。ストップウオッチを持った

補助者が散布時間、散布量を制御した。なお、建築物や水槽への飛沫汚染を避けるよう努めた。

（図１） 

 

 

 

 ７．効果判定・環境影響調査の方法  

     （１） ８分間スウィーピング法による蚊密度の変化（以後飛来密度と略称）  

     （２） ライトトラップによる捕集蚊密度の変化  

     （３） 配置した飼育個体蚊成虫への致死効果  

     （４） 散布薬液の分布パターントレース（駒形ら、2010） 

   （５） 配置した金魚への影響観察  

     （６） 現場の植栽への影響観察  
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 ８．試験結果 

  （１）スウィーピングで捕集された蚊の種類と数は次の通りであった。  

       ヒトスジシマカ 81 ♂ ： 1,326 ♀ 

       アカイエカ群   3 ♂ ：    5 ♀  

       Culex spp.                     2 ♀  

吸血に飛来した蚊の大部分はヒトスジシマカであった。つまり，防除対象種はヒトスジシマカで

あった。 

   

  （２）対照区のヒトスジシマカ飛来活動の日周活動リズムと密度  

 延命寺の本堂前に無散布対照区を設け、また散布区の散布前日（８月３１日）を対照区として、

背景となる蚊の飛来活動のリズムと飛来密度の観察を行った。その成績を図２〜６に示す。早朝

の観察点は少ないが、飛来密度の最大ピークが薄暮（17〜18：00）にあり、第二のピークを朝（10

時前）に示す双峰性である事が分かった。東京の９月１日の日没時刻は 18：07 なので、日没直前

に最大ピークがあると考えられる。  
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  （3）薬剤散布後の飛来密度の低下  

 散布前日と散布当日と翌日は、終日毎時正時にスウィーピングを行って飛来密度観察を実施し

た。その後散布後３日目からは薄暮のみに観察を行った。その成績は次の通りであった。  

 

 イ．ペルメトリン区（図２、６）：散布前日の薄暮，散布日の朝にはそれぞれ（66.0）（34.5）

であった飛来密度（８分間の捕集数）が、散布日・２日後は終日ほぼ０となった。その後も９日

間ほどは０に近く 10 以上になることはなかった。そして、１２日以降になって（19）を超えた。 

 

 ロ．フェノトリン区(図３、６)：朝（6），薄暮（22）の密度が，散布直後に０となり、これを

３日間持続したが、４日後の薄暮（16）に回復が始まった。  

 

 ハ．エトフェンプロックス区（図４、６）：朝（11）、薄暮（49）の密度が、散布後４日間は薄

暮（５）以下を持続したが、５日後に（14）以上に回復した。  

 

 ニ．まとめ 

  ペルメトリンでは約１０日間、フェノトリン、エトフェンプロックスでは約６日間低密度に

抑え、その後回復に向かったように思えた。しかし、この回復の程度は緩やかで、散布前の密度

までには回復しなかった。その後も時期が本種の本来の密度低下の季節に重なり、源正寺住職の

「今年の夏は蚊が少なかった」という証言にも裏打ちされるように、密度が高まらないうちに蚊

の季節が終ったように評価された。つまり、見かけ上は１ヶ月以上にわたって有効であったこと

になる。 

  

  （４）ライトトラップ捕集数からの評価  

 ライトトラップによる効果判定も行った。これは、東京都が実施する「蚊のサーベランス事業」

の実施方法に準じて、猪口鉄工所製の電池式ドライアイス使用のセットを使用した。ペルメトリ

ン区に１台、エトフェンプロックス区に１台、対照区として無散布の墓地内と庭に各１台を配置

し、６月から１０月までの間毎月１回運転した。なお、効果判定のために、９月は散布日当夜に

も臨時に運転した。設置日は、６月２３日、７月２１日、８月２５日、９月２日、９月２２日、

殺虫剤研究班のしおり　第82号（2011年11月）

14



  

１０月２０日であった。  

 月別の捕集成績を図７、８、９に示した。  

 捕集された個体数は全部で４種 590 匹。ヒトスジシマカ 59.0％、アカイエカ群 39.3％、その他

はハマダラナガスネカ、コガタアカイエカであった。ヒトスジシマカは８月に、アカイエカ群は

７・８月にピークを作った。  

 なお、この成績を薬剤散布の関連で図７と図８を比較してみると、図８のペルメトリン区では、

散布日の９月上旬の捕集数は０に低下した。これは薬剤散布の影響と考えるのが妥当であろう。

一方図９のエトフェンプロックス区では図７の対照区と同傾向を示し落ちなかった。これは、散

布面積の広さの違いによるものであろうと考えた。エトフェンプロックス区の面積は 174 ㎡なの

で、トラップの位置からほんの４〜５m で無散布域となり、いかにヒトスジシマカの行動範囲が

狭いと言っても、散布域外からのライトトラップによる誘引があったものと思われた。  

 

    

 

 

 

  （５）配置されたケージ内のヒトスジシマカ成虫の死亡率（表１）  

 ほぼ 23×10×１cm のプラスチックのネットケージに飼育個体 6〜15 匹を入れ、散布区に１４

個と対照区に５個を配置し、散布 4〜5 時間後まで生死を観察した。その結果、散布区では２時間

後までにすべて 100％死亡した。一方、対照区では、５ケージ中２ケージでは 0％であったが、３
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ケージでは 18.2〜45.5％の致死が観察された。理由は明らかでないが、死亡が見られた３ケージ

は距離的に散布区に最も近接した箇所にあり、薬剤の影響を受けたものであろう。いずれにしろ、

処理区では全数が死亡した。  

 

 

 

  （６）配置された金魚への影響（表２）  

 各区に５匹（水 1.5ℓ ）と３匹（水 0.5ℓ ）の金魚をポリ容器に入れて配置し、散布 4〜5 時間

後までその挙動を観察した。フェノトリン区では死亡率０であったが、エトフェンプロックス区

と対照区で 20％、ペルメトリン区で 60％と 66％の死亡が見られた。当日の現地の気温は 32〜39℃

にのぼり、高温・酸欠の影響もあったかもしれないが、全く養生をしない状態では、殺虫剤の汚

染によってペルメトリンでは金魚への致死効果があったものと判断された。   

 

 

 

  （７）現地の植栽への影響観察  

 エトフェンプロックス区でオシロイバナとアジサイについて、フェノトリン区でオトギリソウ

とイワオトギリについて、散布の影響の肉眼観察を行ったが、変化は全く見られなかった。  
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  （８）散布薬液の分布パターントレース（駒形ら、2010） 

 薬液の散布むらや周辺への飛散を把握する為に、感水紙を用いた観察を実施した。用いた感水

紙は Syngenta 製 Water-sensitive paper (76×52mm)。水に触れると黄色から青色に変色するので，

変色割合を解析して、薬液の付着結果を評価した。配置した２８枚のうち，30％以上の変色が見

られた紙は 71.4％にのぼり、全くかかっていないものは 3.6％であり、撒きむらの少ない良好な

散布であったと評価された。紙の配置場所は散布者には知らされていなかった。  

 

 ９．考察と結論 

 野外の蚊成虫防除法として従来行われてきた方法には、煙霧、ULV, 航空機散布等があった。

前述したように、最も普及していた方法は煙霧であるが、効果は不透明であった。ULV 機もかな

り普及はしていたが、蚊対策よりむしろ建築物内のゴキブリ防除に多用された傾向がある。航空

機散布に関しては、演者も数例の経験例を持つが、費用対効果や環境影響の面で実用性に乏しく、

効果の面でも、成虫密度の回復は早い(緒方、2004)。 最近は、液化炭酸ガス製剤を用いたドライ

施工法も試みられ始めたが、まだ検討段階にある（武藤ら、2010）。 

 今回実施した手法は、処理法・薬量の面から言って、直接噴霧に分類されよう。しかし、実際

には虫体をめがけた狭義の直接噴霧ではなく、虫体は視認しないで、成虫が係留しそうな、ある

いは潜伏しそうな草むらや竹やぶ、地表面に全面噴霧した。だから、直接噴霧に加えて残留噴霧

的効果も併せ持ったように評価した。残留噴霧の手法は、マラリア媒介蚊成虫に対する手段とし

て歴史的成功をおさめた。しかし、この方法での成功例は媒介蚊ハマダラカに対してのみである。

理由は、ハマダラカの係留習性が DDT の残留噴霧法にずばりマッチしていたからである。現在，

日本で行われている残留噴霧法は建築物内のゴキブリに対してであるが、この場合も、ゴキブリ

の習性が残留噴霧法にマッチし、有効な成果を上げている。  

 ヒトスジシマカの係留習性は未だ充分に明らかではない。また、薬剤の残留性も雤風にさらさ

れる野外では大きな期待は持てないにもかかわらず、今回の噴霧では予想以上の残留効果が得ら

れたと考えている。駒形ら（2010）は、この試験時に、植物葉面上への薬液の付着状況を感水紙

を用いて調査した。その結果は、配置された約 70％の感水紙上に充分な薬液が付着した結果を得

た。８分間に 50〜60 匹も集まった蚊が、１０日間ほどはゼロ近くに減ったのである。それほど長

期間とはいえないにせよ、噴霧された薬液の残渣面に触れて死亡した個体が多かったのでないか

と考えられる。  

 この寺の住職からは、「今年の夏は蚊がいなかった」という証言を得た。９月１日の散布で散布

域の蚊成虫はほぼ殲滅したと考えられる。ぺルメトリンで約１０日、他の薬剤で４〜５日後に回

復が始まるが、その程度は緩やかで，散布前のレベルに達することなく、その流れで１０月に入

って発生シーズンが終了し、体感的には晩夏には蚊がいなくなったと言う印象が得られたのかも

知れない。 

 今回の防除試験は、成虫防除法の吟味を目的としたので、域内には発生源も多く見られたが、

意図的に発生源処理はしなかった。ペルメトリン区（処理面積 929 ㎡）に比較して，他の 2 剤（158, 

174 ㎡）で回復が早かったのは、処理面積の違いに由来し、外部からの侵入個体による密度回復

が早かったのであろうと推察した。このことはライトトラップの成績で如実に現れた。ペルメト

リン区の捕集蚊は散布日には０となったが、エトフェンプロックス区では減少が見られなかった。

散布域の広さの影響が極端に示された。敷衍すれば、処理面積が広くなれば、中央域への侵入ス

ピードは遅れ、侵入個体は少なくなり、回復が遅れるのではないかとも考えた。  

 効力はともかくとして、野外での薬剤散布は多くの問題を派生する。使用したピレスロイド剤
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は魚毒性が低くなく、使用に当たっては金魚鉢や養魚タンクに充分な養生が求められる。使用薬

剤は水性乳剤であったので、植栽への影響は見られなかったが、薬剤の溶剤や乳化剤等の成分に

よっては、植物への薬害について充分な配慮が必要である。人体に対しても、化学物質過敏症の

人たちへの配慮が欠かせない。そうでなくても近年住民の化学物質への関心は高く、人家周辺へ

の薬剤散布には近隣住民の理解と同意が必須である。  

 実際の散布までには以上のいくつかのステップをクリアーしなければならないが、第１段階は

有効な蚊成虫制圧法の策定である。この観点からは、感染症発生時に媒介蚊、この場合はヒトス

ジシマカ成虫の密度を急速に低下させるための手段として、ペルメトリン、フェノトリン、エト

フェンプロックス水性乳剤の庭や空き地、薮等の潜伏場所への直接噴霧はかなり有効な方策であ

ろうと結論した。  

 

引用文献 

１．緒方一喜（2004）航空機撒布と ULV 撒布の評価をめぐって。殺虫剤研究班のしおり、74 号：

47〜52。 

２．駒形修ら（2010）武蔵野市薬剤撒布試験における感水紙試験結果。13pp. タイプ印刷。 

３．武藤敦彦ら（2010）液化炭酸ガス製剤のヒトスジシマカに対する野外での効力評価（２）．衛

生動物、61,Suppl. :41． 
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大田区における蚊幼虫防除対策 (平成 21 年度実績から) 

 
大田区保健所 生活衛生課   中谷  秀裕  

 
１ はじめに  
  大田区における平成２１年度の蚊の

幼虫防除対策について報告する。学術

的検討を意図したわけでなく、単に 

現状をご報告するということなので、

ご了解をお願いしたい。  
大田区は東京都の東南部に位置して

おり、全国的に見ても大きな基礎的 

自治体である。区域内には羽田空港や

東京港という国際交流拠点を有して 

いる。  
 大田区での対物保健サービスの実施

部門は、保健所の生活衛生課である。

生活衛生課は１係４担当で構成され、

所掌事務は  表１  のとおりである。 

ネズミ衛生害虫対策についての概略は、 
表２  のとおりである。  

他の多くの自治体で見られるよう

に、大田区でもネズミ衛生害虫対策 

事業は「委託になじむ事業」と位置  

づけられ、この部門に専業していた 

防疫指導職は整理の対象となった。 

現在は環境衛生監視員が委託業者の 

監督を主としてこの業務にあたって 

いる。現場には 委託業者が赴くこと

がほとんどで、現場の状況を把握する

ことについては十分とは言えないのが

現状である。  
区民から寄せられるネズミ衛生害虫

についての相談・苦情件数は  表３  の
とおりである。対処するには数分で 

終わることはなく、決して片手間で 

対応できる件数でないのは明白である。 
相談苦情件数の８割は、ネズミ、ハチに関するものが８占め、カやハエなど生活上  

おなじみの害虫については、「訊くまでもない」とのことか、件数は少ない。  

◎医  薬  担  当  
医務・薬事関係施設等の許可・監視指導  

◎環境衛生担当  
  ◇営業指導担当  

環境衛生関係営業施設の許可・監視指導  
    ◇生活衛生担当   
       住居内の衛生確保 (空気環境・飲料水など )

    ネズミ衛生害虫対策  ⇒  表２  
    狂犬病予防・動物愛護  

◎食品衛生担当  
食品衛生関係営業施設の許可・監視指導  

◎衛生検査担当  
 保健衛生に関する試験・検査  

◎管 理 係  
  課の庶務  

表２ ネズミ衛生害虫対策業務内容 

表１ 大田区保健所生活衛生課の組織 

１  衛生害虫の防除  

   蚊の発生源対策（委託）  

    苦情相談処理 → ２３年度から委託  

２  ネズミの防除  

     家屋 (侵入口 )調査 （委託）  

  家屋調査 （対策困難家庭）  

    苦情相談処理 → ２３年度から委託  

３  ハチの駆除  

    苦情相談処理 → ２３年度から委託  

    スズメバチの巣の撤去    （委託実施）  

４  啓発活動  

     ホームページ・広報・リーフレットの作成

講習会 その他  
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２ 平成２１年度蚊幼虫防除対策の概要  
 ① 駆除作業実施状況  
  大田区で行っている蚊の防除対策は、主に幼虫対策としての雨水桝への薬剤の散布で

ある。作業は地区によって二通りの方法を採っている。その概要は表４のとおりである。

作業は東京都害虫協同組合に委託している。薬剤投入雨水桝の数は延 219,170 箇所に 

のぼり、作業は期間中、ほぼ満遍なく実施されている。  
 これらの散布は発生の有無、桝内滞留水の有無に関わらず行っている。また、埋立地  

周辺の下水は分流式であり。雨水系についてはそのまま海域に放流されている。この  

ため、海域への薬剤流出により、当該海域の生物に影響する可能性が指摘される。  

 

年度  総 計  ネズミ  ハチ  カ  ハエ  ゴキブリ  その他  
２２  １ ,８１９  ６４７  ８０８  ２２  １３  １５  ３１４  
２１  １ ,７９９  ７２０  ７０２  １３  １２  １８  ３３４  
２０  １ ,９９７  ８２３  ７９１  ２５  １５  １５  ３２８  

作業名  雨  水  桝  対  策  埋立地周辺薬剤散布  
期  間  ４月～１１月  ７月～１０月  
回  数  ４回（期間中４クール）  ４回  
内  容  雨水桝泥留への薬剤投入  雨水桝への薬剤噴霧  
区  域  羽田空港及び右欄の区域を除く区内全域  平和島・昭和島・城南島・京浜島・東海

使用薬剤  
ピリプロキシフェン粒剤 (1,2 クール ) 
ピリプロキシフェン錠剤 (3,4 クール ) 

７％エトフェンプロックス水性乳剤  
50～100 倍希釈液（動力噴霧）

散  布  量  
１マスあたり２ .５ｇ (1,2 クール ) 
１マスあたり１ .０ｇ (3,4 クール ) 

総計で２８ℓ 

担当業者数  ３社   １社  

表４ 平成２１年度蚊幼虫防除対策の概要 

画像資料１ 雨水マス対策作業（左：薬剤投入、右：投入位置の確認） 

表３ ネズミ衛生害虫相談・苦情件数 
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② 幼虫等生息調査実施状況  
  ピロキシフェン投入を予定している桝のうち、各丁目ごとに２箇所を調査雨水桝と 

した。これらの桝について、薬剤投入直前と薬剤投入後概ね２週間後に蚊の幼虫等の 

生息状況を調査した。調査方法は、調査雨水桝に溜まっている水を柄杓ですくい取り、

水温を測定した後、合成樹脂性の白色バットに移し生息状況を目視した。幼虫等の生息

が認められた場合には、これらを採取して室内で飼育し、羽化の状況を調べた。また、

一部については種類の同定をした。  
  幼虫等の生息状況は  表５  の  

とおり。散布前も散布後も発生率

は３％弱で、両者とも余り変わり

はない。この発生率で区内全体の

蚊発生雨水桝数を推定すると、  

約 1,500 箇所となる。この数は 

決して少ない数ではないと考える。 
薬剤投入前と後の両方で生息が

あった桝の数が４３桝中６桝と 

なっている。このことは多量の 

降雨が雨水マスに発生した幼虫等

を流し去ってしまった可能性を 

示唆している。  
発生は７月下旬から９月上旬が

ピークであった。水温と発生の 

関 係 は 図 １ の と お り で 、 水 温  

１８℃以上になると蚊が認められ

始め、２５℃になると発生数が 

ぐんと増えている。  
参 考 に 幼 虫 等 の 発 生 が 確 認  

さ れ た 雨 水 桝 の 場 所 を 図 ２ の  

とおり示す。感覚的なことで恐縮

であるが、21 年度は緑地の比較的

多い地域に発生が見られる傾向が

あった。  
  同定できた個体数は 320 個体で、

そのうち 162 個体がアカイエカ群、

158 個体がヒトスジシマカでほぼ

両者が拮抗している。  
 
 
 

 
薬 剤 

投入前  
薬 剤 

投入後  

前後とも

生息があ

った桝数

調 査 桝 数 1,488 1,390 

幼虫等発生桝数 43 38 

発 生 率(％) 2.9 2.7 

6 

図１ 平成 21 年度雨水桝蚊の幼虫等発生状況 

（東京都害虫防除組合提出の報告書から引用） 

表５ 平成 21 年度雨水桝蚊の幼虫等発生状況 
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 ③ 薬剤の効果の検証  
  使用した薬剤のピリプロキシフェンは、 

蛹から成虫への羽化を阻害する作用がある。 

薬剤の効果を見るために、調査雨水桝から 

持ち帰った幼虫等の羽化状況を調べた。調査

は薬剤投入後に生息が認められた３８桝の 

うち２８桝で実施した。結果は表６のとおり。

桝の数では羽化率は 7.1％とやや効果に疑問

を感じさせる数字だったが、個体数で見ると

2.5％と低い値で薬剤の効果を示している。また、飼育状況では羽化個体では羽化する 

までの飼育日数が平均 6.7 日、羽化しなかった個体の死亡までの飼育日数が平均で 

10.6 日となっている。これは薬剤の効果による差と考えることができる。ただし、蚊の

飼育にあたっては、温度等の飼育条件を均一にするのが難しく、調査にあたった３社の

間でも、飼育容器の大きさや運搬時の温度管理等で条件が異なってしまった。このため

比較するにあたり、平均値を用いた。飼育条件を均一にする必要がある。  

 調査対象数  羽化数 羽化率

枡 数

(箇所) ０２８  ２  ７ .１％

個体数

(匹) １２２  ３  ２ .５％

図２ 平成 21 年度雨水桝蚊の幼虫等発生場所(東京都害虫防除組合提出の報告書から引用） 

表６ 薬剤散布桝での羽化状況 
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３ 今後の課題  
①  平常時対策として  

(1) 環境的防除の推進  
 公衆衛生水準の向上のため、長い間行政による薬剤散布を続けてきた。その間 

使用する薬剤は、塩素系薬剤⇒有機リン系薬剤⇒ピレスロイド系薬剤⇒昆虫成長 

抑制剤と、より安全でより環境影響が少ない薬剤に変わってきた。しかし、無条件

に撒き続けることはどのような薬剤であっても、それなりの環境負荷があり、耐性

ができるなど、薬剤の寿命にとってもいい影響はない。  
遅きに失した感はあるが、今後環境的防除を指向し、

薬剤の使用を極力少なくする方策を探りつつ、防除 

対策を推進していかなければならないものと思慮 

する。都市における蚊の防除で言えば、「水溜りを  

なくす」ことが成れば、街なかの蚊はかなり減るもの

と予想される。下水道設備にあっても、水の滞留が 

ない構造と することにより、かなりの改善が望める

ものと思われる。例えば雨水桝の構造は規格で定めら

れているが、都市の下水道においては「泥だめ」をすべての桝で設ける必要がある

のか疑問に 思う。この数が減るだけで水の滞留箇所が減り、蚊の発生状況は改善

されるものと考える。土木分野での検討を望むものである。  
(2) 他の発生原因に対する指導・普及啓発  

   大田区の防除対策としては、ここ数年公共雨水桝対策のみが経常的に実施されて

いる。しかし、発生率が３％（おおむね 1,500 桝）であることを考えれば、他に   

発生源としてもっと比重が大きいものがあるのではないかと推測される。例えば、

事業所やマンションの敷地にある雨水桝、学校などの公共の建物の溝や水溜りなど

注目される場所がある。これらの管理者等の意識が蚊の防除には向いていない傾向

がある用に感じられる。こうした対象への指導啓発にも力点を注いでいくことが 

必要と考える。  

画像資料２ 調査桝作業（左：採水、右：バットに入れて目視） 

図３ 雨水桝の構造例
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(3) 住民に対する普及啓発  
    蚊の防除について、行政がすべてを負うことはできず、住民の方々の自主的な  

行動が不可欠である。しかし、大多数の住民の蚊に対する認識は「刺されたら   

かゆい」程度で、あまり気にかけないというのが実情と推測される。ウエスト   

ナイル熱が盛んに喧伝されていたときも、住民の危機意識が大きくなったとは  

断じ難い。蚊の媒介する感染症は実際にはかなりの数に上り、注意を要することに

は変わりはなく、行政として、今まで以上の啓発活動により、住民一人ひとりが  

進んで蚊に住みにくい環境をつくる行動を動機付けていかなければならないものと

考える。  
その一方では、住民には「害虫は殺虫剤で駆除すればいい」という認識が一般的

であるように感じられる。そして、虫が絶命するまで殺虫剤をかけ続けるという姿

を目の当たりにすることも多い。そこには殺虫剤が人間にも生理的な影響を及ぼす

かもしれないという意識は毛ほども感じられない。一般に販売されている殺虫剤の

毒性についてあまり語られることはないが、使用する側がその本質を良く知ると 

いうことは必要なことと考える。また、クモなど蚊の天敵となる生物を一緒に駆除

するという考え方でよいのか、十分な検証が必要と考える。こうしたことも踏まえ

て「安全で」「環境によい」殺虫剤の使用方法について、改めて啓発する必要性を  

感じる。  
 ② 感染症発生時  

(1) 実践的対応マニュアルの作成  
平常時の対策に加え、非常時の対策について考えなければならない。東日本   

大震災でも見られたように、災害時には「想定外」のことが必ず起きる。予測が   

甘いと批判されればそのとおりなのだが、要するに「起きてみなけりゃわからない」

というのが正直なところと思われる。このため、緻密な計画を作るよりも、その事

態にどういう方向性で対処するかということを定めておくことは有用ではないかと

考える。  
蚊による重篤な感染症が発生したときも同様のことと思われる。蚊の防除対策と

環境中の蚊を殺虫剤を撒き大規模に駆除することではなく、いかに「刺されない」

ように備えるかがその方向性として有力ではないかと考える。  
マニュアルの具体的な姿は現時点では見えていないが、方向性を定めておくこと

で、実際の災害時、たとえ想定外のことが発生したとしても、かなりの部分に応用

が利くのではと確信している。このようなマニュアルの作成は喫緊の課題である。  
 (2) 作業担当の確保  

先に述べたように、多くの自治体が委託により害虫防除の業務を実施している。

大田区では東京都害虫防除組合が委託先となっているが、都内の多くの自治体が 

同じように委託していると聞く。そうであるとすれば、いざ、事が起きたときに  

要員等の確保に自治体同士で競合する懸念が大きい。非常時の作業要員の確保は 

大きな課題である。  
基礎的自治体にあっては、住民の手により行うということが不可欠になると  

思われる。多くの自治体の想定は職員あるいは委託業者により実施することと  
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されているが、限られた人数で区域全域をカバーすることは容易ではなく、結果と  

して住民の自主的な活動に頼らざるを得なくなると予測する。このためにも普段 

からの住民への啓発が重要になる。  
 (3) 薬剤の備蓄  

作業要員の確保とともに他自治体と競合しそうなのが、対策薬剤の確保である。

災害時にはただでさえ手に入りにくくなるうえに、需要が競合し、思ったとおり  

には調達できないことが予想される。そこで大田区では普段から必要な薬剤を最低

限度備蓄している。しかし、薬剤には使用期限があり一定時期を経た後、廃棄しな

ければならないこととなり、結果として浪費になるばかりでなく、環境負荷も   

かけることとなる。このため「フローストック」という方法を模索している。普段

委託業者が使用する薬剤も備蓄薬品から使ってその分を補充するという方法である。

しかし、この方式では一定量を必ず使用するという前提なので、「薬剤の使用を極力

減らしていく」との方向性をとると、うまく運用できなくなる恐れがある。今後、

薬剤の確保については再検討をする必要がある。  
 
４ おわりに  

大田区ではこれまでの経過を踏まえ、できるだけ「薬剤の使用をしない」ことを  

念頭に試みとして、２３年度から実施方法の変更をしている。一番大きな変更点は、

雨水桝からの蚊の発生の有無を確認し、発生が見られた桝にのみ薬剤を投入すると 

いう点である。また、海域の汚染が心配される埋立地周辺については長期的に滞留水

があることが少なかったことから、散布を休止することとした。さらに、他の発生源

に対する現場調査と指導を計画している。対象はマンションと保育園を考えている。

加えて、普及啓発の一環として、蚊の防除についてのパンフレット（一般向けと   

事業者向けの２種）の発行も予定している。今後、区内の蚊の発生状況を注視し、   

事業の検証を行っていく。  
大田区は羽田空港や東京港など物流拠点があることから、 

海外からの感染症の「侵入口」となる可能性がある。蚊の防除

対策については、この地域性を踏まえて最適な蚊の防除対策を

模索していきたい。  
末筆となり恐縮ですが、この稿の作成にあたり、東京都害虫 

防除協同組合が作成した「平成２１年度ネズミ衛生害虫等駆除

作業に関する報告書」を基礎資料にし、一部図表について引用

をさせていただきました。また、東京三洋の伊藤弘文氏に貴重

な助言を頂戴いたしました。ここに深く御礼申し上げます。  
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住環境におけるアカイエカ群の意外なすみわけ 

横浜市衛生研究所 小曽根惠子 

 

はじめに 

近年日本においては，蚊類が媒介する新興・再興感染症の大規模な流行がみられなかった

ため，自治体による蚊の防除は積極的に行われていなかった．しかし，米国においてウエス

トナイル熱による多数の患者や死亡者が発生し，日本へのウイルス侵入が危惧された 1999

年以降，国内の多くの自治体が蚊生息調査およびウイルス検出調査を実施することとなった．

最近の蚊媒介性感染症は，米国におけるウエストナイル熱をはじめ，インド・アジア諸国に

おけるデング熱，西インド洋のコモロ諸島，レユニオン，セイシェル，モーリシャス諸島で

流行，そしてイタリアでは 2007 年，北東部のラベン州で突発的に患者発生をみたチクング

ニヤ熱など後を絶たない． 

横浜市においても危機管理対策を目的として，2003 年度より「ウエストナイル熱対策事

業」を立ち上げた．2003 年度より 2007 年度までの５年間は横浜市内各区の公園および港

湾地区の合計 20 カ所で，2008 年および 2009 年は市内 10 カ所の公園でいずれも夏期（6

～10 月）に，毎週 1 回ドライアイス・ライトトラップをほぼ一昼夜運転し，捕獲した蚊に

ついてウエストナイルウイルス（WNV）保有の有無を調べた．その調査で，横浜市内にお

ける主要蚊類はアカイエカ群 Culex pipiens complex とヒトスジシマカ Aedes albopictus

の 2 種類であることが確認された (伊藤ら，2010)． 

一方，これとは別に横浜市内の住宅街で 2006，2007 年に行った調査で捕獲されたアカイ

エカ群雌成虫について，複眼の個眼計数法（津田・比嘉，2006）により亜種（アカイエカ，

チカイエカ）を同定し，地域によりチカイエカ成虫が屋外に多数生息していることを確認し

た（小曽根ら，2008）．この方法は，亜種同定のために雌成虫の頭部を切断し，薬品処理を

行う必要があるが，ウイルス検出を最終目的とした蚊の場合，ウイルス検出に有効とされる

唾液腺のある頭部を除去することで，その検出率が低下する恐れがある．従って「ウエスト

ナイル熱対策事業」では，複眼の個眼計数法による形態での亜種分類が不可能であった．し

かし，これらの亜種はウエストナイルウイルスの国内侵入時に，主要媒介蚊類となる可能性

が極めて高い（小林・倉根，2003）．アカイエカとチカイエカではその発生源や生態が異な

ることから，効率的な防除のためには亜種同定は必須と考える． 

横浜市内で実施している「横浜市におけるウエストナイル熱対策事業」の一環として，

2009 年はウイルス検出を目的に捕獲された蚊類のうち，アカイエカ群雌成虫について，遺

伝子を用いた亜種分類を行い，アカイエカとチカイエカの生息（分布）状況を調査した（小
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曽根，伊藤，2010）． 

 

横浜市におけるウエストナイル熱対策事業 

1．調査地点・捕獲方法および調査期間 

横浜市は，神奈川県の東部に位置し，東には東京湾をはさんで千葉県を望む．総面積 437

平方キロメートル，人口 370 万の政令指定都市で，現在 18 の行政区からなる．ウエストナ

イル熱対策事業における 2009年度の蚊類成虫の捕獲は，横浜市内の 7公園（横浜市鶴見区，

神奈川区，西区，中区，緑区，青葉区，戸塚区），2 動物園（金沢区：金沢動物園，旭区：

ズーラシア）および港湾地区のシンボルタワー（中区：以下シンボルタワー）で行った(図

1)． 

公園内の水辺付近あるいは，管理施設周辺の樹木等にドライアイス 1kg を併用した CDC

ライトトラップ（No.512）を地上から約 1.5ｍの高さに設置した．捕獲は原則として午後 3

時ごろから翌朝の午前 10 時ごろまでトラップを運転して行った（図 1）． 

調査期間は 2009 年 6 月 9 日から 10 月 21 日まで，毎週 1 回，合計 20 回行った．  

 

 

2．捕獲成績 

図 2 に，市内 10 カ所における 2009 年度の捕獲成績を示した．公園および動物園ではヒ

トスジシマカが優占で，アカイエカ群はきわめて少なかった．一方，港湾地区のシンボルタ

ワーでは他の地点とは異なる種構成で，アカイエカ群が優占であった．なお，アカイエカ群

全体の 76.9％がシンボルタワーで捕獲された（伊藤ら，2010）．  

 シンボルタワーにおける 2006～2009 年の種構成を図 3 に示した．いずれの年もアカイエ

カ群が優先で，コガタアカイエカとヒトスジシマカがそれに続いた．他調査地点ではほとん

ど捕獲されないコガタアカイエカが，周辺に水田等の全くない港湾臨海地区で毎年捕獲され
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ている点は興味深い．遠距離からの飛来であることは間違いないと考える． 

 シンボルタワーにおける 2006～2009 年のアカイエカ群の季節消長を図 4 に示した．いず

れの年も調査期間（6 月～10 月）を通して，ほぼ毎回捕獲されているが， 8 月にやや少な

くなる傾向がみられた．なお，2007～2009年の調査では 10 月に捕獲個体数が多かった． 

 

  

 

 

 

 

アカイエカ群の亜種同定 

本事業は，2003 年度より行なわれたが，主目的がウエストナイルウイルスの検出にあり，

雌成虫はウイルス検出が優先で供出されるため，供試虫での亜種判別は不可能であった．し

かし，その後アカイエカ群雌成虫については，Kasai et al.（2008）の方法で遺伝子による
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亜種同定が可能となったことから，2009 年より横浜市内 10 カ所で捕獲されたアカイエカ群

雌成虫について，ウイルス検出と併行し虫体の一部を用いた亜種判別を始めた．以下その概

要に触れる． 

ゲノム DNA の抽出および PCR（ペストロジー第 25 巻第 2 号より抜粋） 

今回，遺伝子による亜種同定を行うものの，虫体をウイルス検出と共有すること，また，

全虫体を用いると異種交雑による精子由来の影響により，両種のバンドが現れる可能性があ

ることなどから，脚部のみを亜種判別に供した．なお，脚部採取の際には，他個体とのコン

タミネーション防止のため，以下の点に留意した．すなわち，ガラス容器上に 1cm 角に区

分けした格子（区画）を設け，1 個体ごとに区画を変え，ピンセットを用いて脚部を引き抜

いた．また，ピンセットは 1 個体ごとに 70％アルコールを含んだ綿で消毒した． 

脚部からのDNA抽出には，REDExtract-N-Amp Tissue PCR Kit （Sigma, St. Louis, Mo., 

USA) を用いた． 

アカイエカ群雌成虫 1 個体分の脚部と破砕媒体（ステンレス，直径 3.2mm）を 2ml 専用

破砕チューブに入れ，Extract Solution と Tissue Preparation Solution の混濁液 62.5μℓ を

加えた．サンプルは細胞粉砕機を用い，2,000rpm で 2 分間ホモジナイズした．常温で 15

分から 1 時間放置した後，熱処理 95℃ 3 分，Neutralization Solution50μℓ を加え，ボルテ

ックス混和した． 

 PCR 産物はアガロースゲル電気泳動を行うとアカイエカ，チカイエカ共に 500bp 付近に

現われるため，アカイエカ群雌成虫 1 個体につき，2 種のプライマーセット（チカイエカ増

幅用：Ace pip2 / B1246s，アカイエカ増幅用：Ace pall2 / B1246s）を使用した（表 1）．雌

成虫1個体ごとに，2反応液を作成し，それぞれにプライマーセットを１種類ずつ添加した．

REDExtract-N-Amp Tissue PCR reaction Mix (7.5μℓ) を用いて，温度条件 95℃ 5 分の熱

処理後，95℃ 30 秒，55℃ 30 秒，72℃ 1 分のサイクルを 30 回繰り返し，72℃ 5 分の最終

伸長反応を行った．増幅産物は 2％アガロースゲルで電気泳動した後，エチレンブロマイド

で染色し，紫外線下で観察した． 
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アカイエカ群におけるアカイエカ・チカイエカの割合 

横浜市内の 7 公園，2 動物園および港湾地区のシンボルタワーで捕獲されたアカイエカ群

の亜種同定結果を表 2 に示した．期間中に 10 地点でアカイエカ群は総個体数 983 個捕獲さ

れたが，そのうちの 561 個体について亜種同定を行った（捕獲個体数の多かったシンボル

タワーでは適宜抽出）． 

アカイエカ群雌成虫の泳動パターンの一例を図 5 に示した． 

PCR 産物はアカイエカ，チカイエカ共に 500bp 付近に現われるが，アカイエカについて

は Ace pall2 / B1246s，チカイエカについては Ace pip2 / B1246s のみ現われることから，

亜種の判別が可能であった．なお， PCR を行った個体のうち，亜種同定できなかった 87

個体は不明とした（表 2）． 
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シンボルタワーでは，チカイエカが 71.8％と高い割合を占めた．シンボルタワーは横浜

港本牧ふ頭 D 突堤の北先端部の緑地にあり，トラップはコンテナー置き場と緑地を隔てる

植樹帯の一部に設置した．なお，緑地の北面，東面は東京湾，西面は広いコンテナー置き場，

南面は駐車場に面している．緑地内にはタワー塔の建物，コンテナー置き場の奥に倉庫が見

られるだけで，トラップの周辺部にはチカイエカの発生源と思われる水域は見あたらない． 

比嘉ら（2005）は関東地方の雨水枡においてチカイエカ幼虫が生息していることを確認

したが，シンボルタワー周辺では，これらの発生源も確認できなかった．シンボルタワー周

辺における詳細な発生源調査は今後の課題である． 

一方，シンボルタワー以外の地点ではアカイエカ優先で，特に鶴見区，神奈川区，金沢区

ではその割合が 82.6 ～92.0% と高かった．鶴見区，旭区，金沢区ではチカイエカの生息は

確認されなかった．これら 3 調査地は比較的広い公園と動物園であり，チカイエカの主な発

生源とされる地下の浄化槽，地下湧水池等が周辺になかったことが原因と思われる 

今回 PCR を用いた遺伝子検査により，アカイエカ・チカイエカを分類することで，ウイ

ルス検査分野においてもより詳細な情報を提供することが可能となった． 

 

アカイエカ・チカイエカの消長 

シンボルタワーにおけるアカイエカ群雌成虫のうち，遺伝子による分類で亜種が判明した

285 個体について，アカイエカ・チカイエカそれぞれの捕獲割合の推移を図 6 に示した．  

アカイエカは，6 月～10 月初旬にかけて出現し，7 月下旬にアカイエカ優占であったが，

調査期間を通してみるとチカイエカの占める割合が 76％以上と高率であった．特に，10 月

20 日はアカイエカ群が全調査回，全調査地点を通じて最も多くの個体が採集されたが，す

べてチカイエカであった．小曽根ら（2008）が横浜市内の住宅地で捕獲したアカイエカ群

雌成虫について，複眼の個眼計数法により行った亜種同定結果では，チカイエカは春期，秋

期に多く，一方アカイエカは夏期に活動のピークがみられた．シンボルタワーにおいては，

今回の調査では期間を通しチカイエカが優占であったが，7 月，8 月にアカイエカが多く捕

獲される傾向がみられた．  

小田ら（1983）は春，地上に見られるチカイエカは地下水域から発生したものと推定し

ているが，秋期に屋外で見られるチカイエカについても地下水域からの発生によるものか，

本種の発生源については非常に興味深い． 
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おわりに 

ここで，改めてシンボルタワーとトラップの位置について概観する．前述の通り，シンボ

ルタワーは横浜埠頭Ｄ突堤の広い緑地の先端に位置し，西側はコンテナー基地，北側と東側

は間近に海，南側は駐車場とバス乗り場を隔てて再びコンテナー基地が広がる．なお，タワ

ー南の芝生の広場は開放的な公園で，大きな樹木はない．コンテナー基地と広場を隔てる植

樹帯・潅木の中に設置したトラップ（岸壁から最短で約 150m）で，調査期間中常時チカイ

エカが捕獲されることはきわめて興味深い．トラップの設置場所が開放的な場所であること

から，遠方からの飛来も十分考えられる． 

当所での蚊類の捕獲は，「ウエストナイル熱対策事業」に基づく調査のため， 毎年 6 月～

10 月の 5 ヶ月と短期間に限られた．小曽根らが（2008）オフィス街の住宅地で行った調査

では，長期間（3 月から翌 1 月）チカイエカの捕獲が確認された． 今後は，シンボルタワ

ーでも年間を通した蚊類の捕獲調査を行うと共に，アカイエカ，チカイエカの発生源調査を

試みたい． 

一方，横浜市街地のオフィス街でトラップに捕獲されるアカイエカ群，また，雨水枡内か

ら発生するアカイエカ群にチカイエカがどの程度混在するか，その詳細をさらに明らかにし

ていきたい． 
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住環境における殺虫剤散布のリスク管理 

東京農業大学総合研究所 本山直樹 

 

 

 

 

 

はじめに 

私は恐らく20年以上前だと思いますが、本大会が東京大学で開催された時に、当時の大会会長の松本

義明教授の依頼で、イエバエにおける殺虫剤抵抗性のメカニズムについて講演をさせていただきました。

私が本大会に出席するのは、実はそれ以来で2度目です。最近は、農薬の環境中での動態や生態影響・

健康影響を中心に研究をしてきましたので、今回はこういうテーマを与えられたものと思います。ご承知

の通り、殺虫剤には農耕地で散布される農薬としての殺虫剤と、農耕地以外のいろいろな場所で散布さ

れる農薬ではない殺虫剤があります。私の経験はほとんどが農耕地ですので、住環境については適任で

はないかもしれませんが、リスク管理にはどういうことが必要かについては共通だと思いますので、今回

の講演を引き受けさせていただきました。 

 

スライド 2 

殺虫剤（*農薬）が散布される場面（１）

*  農耕地－水田、畑地、果樹園、温室

*  森林－松林

*  その他の緑地－ゴルフ場、公園、街路樹、庭木

• 密林、湖沼、河川－疾病媒介昆虫

• 畜舎、鶏舎、牧場－ハエ類、ダニ類、ヌカカ類

 

 

殺虫剤が散布される場面をあらためて整理してみました。青の星印を付けたところは農薬としての殺虫剤

が散布されるところです。私は一番下の畜舎・鶏舎についても若干の経験があります。 
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スライド 3 

殺虫剤が散布される場面（２）

• ゴミ処分場－ハエ類

• 下水路－衛生害虫、不快害虫

• 住宅地－シロアリ類、ゴキブリ類、蚊類、ダニ類

ドクガ類、ハチ類、その他の衛生害虫、

不快害虫、衣類害虫

• 公共の建物（食堂、デパ地下、食品工場、倉庫）

－衛生害虫、不快害虫、貯蔵害虫

• 乗り物（新幹線、電車）－衛生害虫、不快害虫

 

 

私はこの表の一番上のゴミ処分場と住宅地のシロアリ防除についても若干の経験がありますが、本学会

の主な対象になるそれ以外の場所についてはほとんど経験がありません。 

 

 

スライド 4 

JR車内の殺虫剤散布記録
 

 

先日電車に乗りましたら、車両のドアの上の横の方にこのような記録証が貼ってあり、たまたまカメラを持

っていたので写真を撮ってきました。殺虫剤は公共交通機関である電車の中にも1ケ月に1回の割合で散

布されていることを示しています。それによって、私たちは不快害虫や衛生害虫のいない清潔な電車に乗

っているということです。 
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スライド 5 

殺虫剤散布に伴うリスク

• 食品残留農薬の経口摂取による健康影響

• 吸入暴露・経皮暴露による散布作業従事者、

周辺住民への健康影響

• 非標的生物への生態影響

 

 

農耕地で散布される殺虫剤については、食品残留農薬を摂取した時の健康影響と、野外で散布されると

いうことから、周辺住民への健康影響と非標的生物への生態影響が問題になります。特に、周辺住民へ

の健康影響は、散布された薬剤が目に見えないために実態以上の不安感をもたらすことがあります。 

 

スライド 6 

使用禁止になった過去の農薬の例

• DDT（殺虫剤）：環境中に長期間残留・生態影響

• BHC（殺虫剤）：生物濃縮性が高く、食物連鎖

で母乳からも検出

• クロールデン（殺虫剤）：環境中に長期間残留

• 有機水銀剤（殺菌剤）：作物に移行・残留

• PCP（除草剤）：魚介類に対する毒性

• パラチオン（殺虫剤）：ヒトに対する急性毒性

使用拡大や科学の進歩で未知の毒性
や影響が明らかになる場合もある！

 

 

現在の農薬は厳しい審査を経ているので安全性は確保されていると言っても、ここに示した過去の例で

わかるように、科学の進歩で新しいリスクや欠陥が明らかになる場合もあるので、新しい問題が指摘され

た場合には、常にオープンなマインドで真摯に対応することが必要です。この中でも特に、DDTは環境中

にいつまでも残留する悪い殺虫剤の代表として、パラチオンはヒトに対する毒性が高くて危険な殺虫剤の

代表として、今でも国民の頭の中に悪いイメージが残っています。 
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スライド 7 

シラミ駆除のために朝鮮からの引揚者に米兵がDDT散布 現代資料出版（2005）

 

 

これは2005年に発行された現代資料出版の「故郷へ－帝国の解体・米軍が見た日本人と朝鮮人の引揚」

という本の表紙の写真ですが、衛生状態の悪い引揚者のシャツやパンツの中にDDTを直接散布していま

した。私も子供の頃は学校で先生に頭の中にDDTを振り掛けられていました。そのお蔭で衛生害虫が媒

介する感染症から守られて、今日まで生き延びることができました。 

 

 

スライド 8 

パラチオン中毒統計（厚生省薬務局薬事課）
（パラチオン研究会10年のあゆみ 1963年）

死 亡

年度 死亡に至らぬ中毒 散布および取扱 自（他）殺

1952（昭27）
1953（昭28）
1954（昭29）
1955（昭30）
1956（昭31）
1957（昭32）
1958（昭33）
1959（昭34）
1960（昭35）
1961（昭36）
1962（昭37）

106
1,564
1,887

899
706
570
816
484
537
564
304

－
70
70
48
86
29
35
26
26+1***
21+11***
20+5***

5
121
237
462

(900)*
519+(10)**
522+(40)**
470+(32)**
468+(39)**
470+(32)**
420+(20)**

* ほかの有機燐剤による自殺を含む
** （ ）内は自殺・他殺未遂
*** ＋の後の数字は散布以外の原因による死亡

 

 

パラチオンという有機リン殺虫剤は、急性毒性が高かったために、散布中や取扱の不注意や自殺・他殺

で1年に500人もの死者が10年近く続いても、食料生産の方が重要だったので禁止にできませんでした。 
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スライド 9 

農薬の進歩

殺虫剤

LD50（mg/kg）
選択係数

A/Bラット
A

イエバエ
B

（パラチオン） 2 0.9 2

（p,p’-DDT） 118 2 59

フェニトロチオン 570 2.3 248

ペルメトリン 1,500 0.7 2,143

マラチオン 2,800 4 700

哺乳動物（ラット）と昆虫（イエバエ）間の選択毒性

 

 

農薬は進歩しています。終戦当時、安全なために子供達の頭に直接まぶしたりしたDDTに比べてみても、

現在の農薬は安全性が高まり、格段に進歩しているということがわかります。パラチオンは浸透移行性が

あるので、稲の茎に食い込むニカメイチュウという当時の稲の最重要害虫防除に特効的効果を発揮しま

したが、急性毒性が高かったので導入された当時は事故・自殺・他殺を含めて年に約500人もの死者がで

て、それが10年以上も続きました。そういう古い時代のイメージに基づいて、現在の進歩した農薬の危険

性を指摘し続けるのは非科学的で、現行の農薬の選択性・安全性は格段に進歩していることを認識する

必要があります。 

 

スライド 10 

リスク評価の方法

毒性（Hazard）×暴露（Exposure 濃度×時間）

必要な情報

・急性毒性
・慢性毒性

・残留濃度と暴露時間
経口摂取量
経皮暴露量
吸入暴露量

 

 

殺虫剤のリスクは、毒性と暴露で決まります。リスク評価に必要な情報は、急性毒性、慢性毒性、ならび

に残留濃度と暴露時間です。それによって、経口摂取量、経皮暴露量、吸入暴露量に関する情報が必要

です。 
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スライド 11 

殺虫剤のリスク管理で注意すべきこと

• 代替資材には怪しいものが多い

• 製剤の品質管理－微量混在不純物による

毒性増強効果の事例

• 混用による急性毒性増強効果

• 化学物質過敏症

 

 

殺虫剤のリスク管理ではここに挙げた4つの点について注意が必要です。先ず、化学農薬の代わりにより

安全な防除方法として使われる代替資材には、怪しいものが多いということについて紹介します。 

 

スライド 12 

日本農業新聞

日本農業新聞1994年
（平成6年）8月25日

シペルメトリン
合成ピレスロイド
劇物
マウスLD50 138mg/Kg
魚毒性C類

1994年
17年前

農林技術新報1994年
（平成6年）5月25日

 

 

自然派ネットワークという団体が製造（実際は中国から輸入）・販売していた「夢草（むそう）」という農薬代

替資材についての新聞記事です。10種類の植物の抽出液と称して販売・使用されていましたが、私達の

研究室の研究で、化学農薬が混入されていることが露見しました。この資材は、全国の無農薬栽培や無

農薬管理ゴルフ場で使用されていました。 
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スライド 13 

スプレータイプのNEW碧露（左）
→ ピレトリン1300ppm他検出

乳剤タイプのNEW碧露（右）
→ロテノン 28000ppm 検出
（水質汚濁性農薬）

2008年

 

 

「NEW碧露（へきろ）」という資材には、ピレトリンとロテノンが混入されていました。この業者も依然にも同

様な詐欺行為をしていた繰り返し犯でしたが、やはり農水省は罰則規定を適用せず、指導しかしませんで

した。農水省は、私が農薬対策室に私達の分析結果とともにサンプルや情報を提供した直後に立ち入り

検査に動いたので、この場合は消費安全技術センター農薬検査部（旧農薬検査所）で独自に分析結果を

得ていたにもかかわらず、私から指摘されるまで取締りをしていなかったものと想像されます。 

 

 

スライド 14 

朝日新聞 2007年
（平成19年）11月22日

2007年

アバメクチン
1300～1600ppm

 

 

アグリクールには、アバメクチンという殺虫剤が混入されていました。この業者も以前にも同様の詐欺行

為をしていた繰り返し犯でした。 

 

 

  

殺虫剤研究班のしおり　第82号（2011年11月）

40



スライド 15 

アザジラクチン 864ppm
ピペロニルブトキシド（PBO）8,075ppm

アバメクチン 1,700ｐｐｍ

「ニームオイル」分析結果
2009年

 

 

「ニームオイル」には、殺虫協力剤ピペロニルブトキシド8,075ppmとマクロライド系抗生物質殺虫剤のアバ

メクチン1,700ppmが混入されていました。この他にもニーム油製剤（インドセンダン抽出物）は多数出回っ

ています。ニーム油製剤を特定農薬に指定できなかったのは、①品質がバラバラで一つの資材としてくく

れない、②殺虫剤が混入されているものがある、③途上国では男の避妊薬として使われた（動物投与で

雄の精子数減尐のデータあり）、という理由からです。 

 

スライド 16 

放線菌が生産するマクロライド系抗生物質殺虫剤
B1a(80%以上)とB1b(20%以下)から成る混合物
魚毒性C類
LD50： マウス 13.5 mg/kg 、ラット 10.0 mg/kg（毒物相当）
海外では登録があるが日本では無登録
輸入冷凍ギョーザのメタミドホスより約2倍毒性が高い！

B1a: H  C2H5 H

B1b： H CH3 H

R1         R2 R3アバメクチン

↙

↓

↖

 

 

「アグリクール」や「ニームオイル」に混入されていたアバメクチンは毒性が高く、毒物相当の殺虫剤です。

毒性がギョーザのメタミドホスよりも2倍高い抗生物質殺虫剤でした。多くの県で有機農業をやっていた農

家が、有機JASを所管する農水省表示規格課の了承の下にこれを農薬の代わりに作物保護に使っていま

したが、事件発覚後1年間の有機認証取り消しという処分を受けました。 
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スライド 17 

教訓

￭ 資材製造工程説明書は信用できない
￭ 農薬分析結果証明書は必ずしも農薬が

混入されていない証明にはならない

￭ その分析条件では検出されないだけ

「不検出」 ≠ 「存在しない」

￭ 疑義資材は、先ず農薬的活性があるか検査

￭ 活性があれば天然由来でも安全とは限らない！

￭ 活性のある資材は、有効成分の特定と安全性の
確認が必要

 

 

農薬代替資材あるいは農薬疑義資材の検査には、いきなり化学分析から入るよりも、先ず生物活性の検

査をすべきです。活性があれば、農薬が混入されている/いないにかかわらず、つまり活性成分が合成化

学物質か植物や微生物が生産する天然物かにかかわらず、安全性のチェックが必要だからです。 

 

 

スライド 18 

殺虫剤のリスク管理で注意すべきこと

• 代替資材には怪しいものが多い

• 製剤の品質管理－微量混在不純物による

毒性増強効果の事例

• 混用による急性毒性増強効果

• 化学物質過敏症

 

 

次に、殺虫剤のリスク管理で注意すべきこととして、製剤の品質管理や混合剤の毒性増強効果について

一例を紹介します。化学物質過敏症については、その後で議論します。 
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スライド 19 

イソマラチオン

マラチオンのCEによる解毒分解

微量含まれる不純物が低毒性農薬を強毒性化！
 

 

マラリアは今でも多数の犠牲者がでている恐ろしい病気ですが、パキスタンでマラリア原虫を媒介する蚊

の防除にマラチオンの大規模散布が行われた時に、マラチオンは低毒性であるにもかかわらず大量の中

毒事故がおこるという事件がありました。調査の結果、中毒は製剤の品質管理が悪かった特定のマラチ

オン製剤を散布した場合に起こり、それは不純物として微量に混在していたイソマラチオンが、低毒性の

原因である哺乳動物のカルボキシルエステラーゼによるマラチオンの加水分解を強力に阻害することで

起こる、ということが解明されました。今日は時間の関係で詳しくは議論できませんが、殺虫剤を他の殺

虫剤や化合物と混用することで毒性が増強する場合も知られていますので、殺虫剤のリスク管理では、

製剤の品質管理に加えて混合剤の毒性増強に関する情報も必要になります。 

 

スライド 20 

民家の庭のクロ
マツからも葉にす
くっていた松毛虫
がポロポロと落ち
て死んだ体調不良を訴えたのは同村

時沢の主婦（41）と小学5年生
（11）。朝起きると、吐き気や

頭痛がし、心臓もドキドキした
という。

群馬県で散布されたマツグリーン液剤2（アセタミプリド）によるとされる健康被害の報道

 

 

群馬県では、松くい虫防除目的の無人ヘリコプターによる有機リン殺虫剤の散布が中止に追い込まれ、1

年間をかけて林道整備が行われ、2004年からはスパウターと呼ばれる車載大型薬剤散布機によるネオ

ニコチノイド剤のマツグリーン液剤2散布に切り替わりました。ところが、朝日新聞群馬県版にはこのような
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健康被害の記事が何回も掲載されました。これはその中の一つで、赤城山麓の富士見村で散布が行わ

れた日に、5Kmも離れた地区の家の主婦と子供が体調不良になり、殺虫剤暴露が原因の根拠として、そ

の家の庭のクロマツに寄生していた松毛虫（マツカレハ）がポロポロ落ちて死んだという記事です。ところ

が、この記事を書いた朝日新聞の記者自身が殺虫剤というのは散布された場所から5Kmも離れた地点で

害虫を殺したり、人に急性中毒症状を起こすような活性があるのかという疑問を感じ、私のところに確か

めにきました。 

 

 

スライド 21 

 

 

普通はそんなことは考えられないが、科学的にはあらゆる可能性を否定すべきでないので、実際に調査

をしてみるということになりました。群馬県に相談したところ、この年で散布が残っていたのは太田市の金

山自然公園だけでしたので、ここで散布された薬剤の飛散調査をすることにしました。これはスパウター

による散布の様子ですが、樹高20mくらいの松の樹冠部にも薬液が届きます。 
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スライド 22 

アセタミプリドの気中濃度と落下量

A B C D E F

散布直後 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

2時間後 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

5時間後 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

12時間後 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

A B C D E F M1 M2

0.0005 N.D. N.D. N.D. 0.02 N.D. 2.02 0.44

気中濃度

落下量（μｇ/cm2）

散布区域

検出限界(N.D.) 0.0003μg/cm２

検出限界（N.D.) 0.33μg/m3

 

 

左側の地図の赤で囲った部分が散布された約20haの松林です。緑色のアルファベットA、B、C、Dが東西

南北に設置したサンプリング地点で、Eは松林に囲まれた公園広場、FはDよりもさらに風下約500mの地

点です。M1とM2は散布直下の松林の林床部で、ガラスシャーレで落下量だけ測定した地点です。気中

濃度はいずれの調査地点でも検出限界以下でした。マツグリーン液剤２の有効成分アセタミプリドは蒸気

圧が低いので、大気への移行はありませんので、当然の結果です。一方落下量は、散布直下の松林の

林床部M1とM2で比較的高い値となり、次いで松林に囲まれた広場E地点。松林の西端に隣接したA地点

でもごく僅か検出されました。 

 

スライド 23 

バイオモニタリングの結果
→周辺への飛散はない

モモアカアブラムシ（２０～３０個体）

カイワレダイコン

プラスチックケース
（上面開放）

散布区域

A B C D E F M1 M2

2 0 0 5 100 1 100 100 

曝露48時間後のモモアカアブラムシ死亡率（％）

 

 

アセタミプリドに感受性が高いモモアカアブラムシをポンプやガラスシャーレの横に設置して、飛散のバイ

オモニタリングをした結果、落下量が検出されたM1、M2、E地点で死亡率100%を示し、化学分析の結果

と一致しました。それ以外の地点では振れの範囲内で、有意な飛散は起こっていないことを示唆しまし

た。 
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スライド 24 

健康診断
受診者
①調査に携わり散布中はA～Fのいずれかの地点にいた人

男性６名：年齢62、37、32、25、22、22
女性2名：年齢22、21

②スパウターのオペレーター（男性：年齢36）

• 検査項目－散布前後の２回測定
血圧、血液検査（①貧血検査：赤血球数、血色素数 ②肝機能
検査：GOT、GPT、γ-GTP）、心電図検査

• 結果

全ての項目において異常なし

薬剤の飛散実態でみても、健康診断の結果で
みても、周辺住民に健康被害が起こる可能性
は著しく低い

 

 

調査従事者と、最も暴露量が高いと思われる散布作業従事者は健康管理の目的で作業の前後に地元

の総合病院で健康診断を受診しました。ある医師がネオニコチノイド剤散布後の受診者には心電図異常

が見られると報告していましたので、特に心電図検査もしてもらいました。しかし、結果は検査をしたすべ

ての項目について異常なしで、調査作業従事者にも散布作業従事者にも暴露による健康影響はないとい

うことがわかりました。  

 

 

スライド 25 

・・・、農薬による健康被
害に詳しい前橋市の内科
医青山美子さん（６７）。
高濃度の農薬が散布さ
れた場合、呼吸困難や下
痢、吐き気などの症状例
が全国各地で出ていると
いう。

2005年静岡県浜松市

 

 

私たちは2005年には静岡県新居浜で海岸の松林に無人ヘリコプターで散布されたスミパイン乳剤（有効

成分フェニトロチオン）の飛散を調査しました。これはその時に、新居浜と隣接した浜松市で行われた同じ

薬剤の散布による健康被害の恐れを報じた新聞記事です。 
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スライド 26 

 

 

無人ヘリコプターによる散布では、ヘリコプターを運ぶ小型トラックと、水と薬剤を運ぶ小型トラックと、オ

ペレーターが乗る高所作業車が参加します。 

 

 

スライド 27 

 

 

地上で薬液を調合（水で希釈）してヘリコプターに搭載し、高所作業車の上からオペレーターがラジコンを

操作してヘリコプターを飛行させます。 
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スライド 28 

オペレーター

 

 

オペレーターは、散布松林の向こう側に位置しているナビゲーターと無線通信をしながら散布区域内にヘ

リコプターを飛行させ散布を行います。 

 

 

スライド 29 

 

 

散布区域種変にはあらかじめこのように散布日時の予告と、散布区域内への立ち入り禁止の掲示がされ

ます。 
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スライド 30 

松林に隣接した道路を通学する子供
母親の指示でマスクを着用

 

 

散布時に通学児童がマスクをしていたのでどうしてかと訊いてみたら、今日は薬剤散布があるのでマスク

をしていけと母親に言われたのでと答えました。周辺住民への周知もきちんと行われたことがわかりまし

た。 

 

スライド 31 

 

調査地点：陸側住宅地が中心 調査地点：散布松林内が中心

 

 

こちらのスライドは2回散布が行われた時の調査地点を示した地形図です。斜線で描かれた場所が、松

林の散布範囲であり、×をヘリコプターの基地として散布が行われました。 

この地図で、下側は海岸であるため、風は海から陸側に吹くと予想され、住宅地が集中する上の方に集

中的に調査地を設置しました。第1回目の散布は、Ａ～Ｅの８地点であり散布区域外を主目的とした調査

を行い、そして、第２回目の散布では、散布区域内と散布区域外を含むⅠ～Ⅴの５地点に調査地を設置

しました。 
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スライド 32 

 

 

これは林道上の調査地点の様子です。大気を捕集する小型ポンプを鼻の高さに相当する地上1.5mに設

置し、その周辺の地面には落下量を捕捉するガラスシャーレとろ紙、バイオモニタリング用のイエバエ成

虫のケージを設置しました。 

 

 

スライド 33 

大気捕集用カートリッジ
Sep-Pak PS-Air

2ℓ/minで60min吸引

 

 

気中濃度を測定するために、小型ポンプにSep-Pak-PS-Airというカートリッジを接続し、2ℓ/minの流速で

60min間吸引し、大気120ℓに含まれるフェニトロチオンをカートリッジに吸着・捕集しました。 
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スライド 34 

落下量調査用シャーレ
（1時間毎、又は連続10時間設置後回収）

 

 

水で希釈して空中に散布された薬剤の中で、粒径の大きいすなわち比重の重い分子は地上に落下して、

人が暴露した場合は経皮毒性に関わると考えられます。フェニトロチオンの落下量は、直径9cmのろ紙を

ガラスシャーレに設置して、1時間ごとまたは連続10時間後に回収して測定しました。 

 

 

スライド 35 

薬剤感受性の高いイエバエ成虫

 

 

飛散のバイオモニタリングとして、薬剤感受性の高いイエバエ成虫を砂糖水と一緒にガラスジャーに入れ、

網の蓋をしてサンプリング地点に設置し、暴露後に回収して24時間後の死亡率を調査しました。 

 

 

  

殺虫剤研究班のしおり　第82号（2011年11月）

51



スライド 36 

散布

検出範囲(μg/m3)
平均±S.D.

(μg/m3)散布区域内 周辺地域

1回目 N.D.～8.97 0.84±0.29 (n=40)

2回目 0.40～3.16 N.D.～0.42 0.50±0.15 (n=25)

生活環境の気中濃度評価値 10μg/m3

労働環境の気中濃度許容値 1mg/m3

N.D.  検出限界以下

 

 

吸入毒性に関わる平均気中濃度については、生活環境中の評価値10μg/m3に比べてはるかに小さい値

でした。 

 

 

 

スライド 37 

【周辺地域】

1回目散布：0.12～5.52ng/cm2 （平均0.95ng/cm2）

2回目散布：0.26～0.54ng/cm2 （平均0.38ng/cm2）

【散布区域内】

2回目散布：1.89～325.18ng/cm2 （平均83.7ng/cm2）

（＊フェニトロオクソン8.42～9.92ng/cm2）

経皮毒性の暫定無毒性量1690ng/cm2

 

 

経皮毒性に関わる落下量についても、暫定無毒性量1690ng/cm2に比べて低い値でした。 
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スライド 38 

健康影響調査の結果
[血漿コリンエステラーゼ活性]

（基準値3500~8100 IU/ℓ）

1回目散布前：4755~7978 IU/ℓ （平均6521）

散布後：4800~8161 IU/ℓ （平均6425）

2回目散布前：5206~7265 IU/ℓ （平均6293）

散布後：5304~7061 IU/ℓ （平均6241）

瞳孔直径、肝機能、心電図を含めて、どの検

査項目についても散布前後で有意な変化は

なかった
 

 

有機リン剤による中毒の指標である血漿コリンエステラーゼ活性は、1回目散布、2回目散布とも散布前

後に有意差はありませんでした。 

 

 

スライド 39 

散布前後における血漿コリンエステラーゼ値の比較

0

2500

5000

7500

10000

A B C D H E F G H I J

被験者

IU/ℓ

散布前 散布後

 

 

個人別の血漿コリンエステラーゼ活性のデータです。この図からもお分かりの通り、調査に参加した被験

者全員、ならびに最も暴露量の多いと思われる無人ヘリコプターのオペレーターとナビゲーターにも、散

布の前後に有意な変化は認められませんでした。 個人によっては、散布の前後で活性が若干上昇した

場合、低下した場合がありましたが、医学論文からいずれも通常の変動の範囲内でありました。 
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スライド 40 

 

 

薬剤散布後の松林内に再立ち入りした場合の暴露量を測定するために、このような格好で複数の人間が

散布松林内に立ち入って1時間ずつ歩き回りました。 

 

 

スライド 41 

カートリッジ

カートリッジ

NO.1

NO.3 NO.2

NO.14

NO.8
NO.7

 

 

腰に下げた小型ポンプに接続したカートリッジを、子供の鼻の高さ（約1m）と大人の鼻の高さ（約1.5m）に

設置しました。 
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スライド 42 

ろ紙
ろ紙

ろ紙 ろ紙

ろ紙ろ紙

NO.20
NO.19

NO.10

NO.8 NO.7

NO.10 NO.9

NO.22
NO.21

NO.16 NO.15

 

 

衣服を通して皮膚に到達する薬剤の量を測定するために、上着とズボンの内側にもポケットを作ってろ紙

を設置しました。 

 

 

スライド 43 

経皮暴露調査部位

1 頭頂 12 手掌右

2 頬左 13 背中

3 頬右 14 胸前

4 頸後 15 大腿左

5 肩左 16 大腿右

6 肩右 17 脛左

7 腕左 18 脛右

8 腕右 19 腕裏左

9 手甲左 20 腕裏右

10 手甲右 21 大腿裏左

11 手掌左 22 大腿裏右

 

 

1～18は衣服上の暴露量調査部位、19～22は衣服を通しての暴露量調査部位です。 
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スライド 44 

検出限界：0.06ng/cm2部位別・個人別・経皮暴露量－散布当日（上：1回目、下：2回目）

推定無毒性量 １６９０ｎｇ/ｃｍ2 

 

 

散布当日の部位別経皮暴露量のグラフです。若干個人差がありますが、一般に暴露量は脛部＞大腿部

＞手掌部の順でしたが、推定無毒性量よりも低い値でした。 

 

 

スライド 45 

無人ヘリでスミパインMCが散布された松林に再立ち入り
した場合の高さ別・時期別・吸入暴露量

評価値 10μg/m3

 

 

吸入暴露量のデータです。一般に吸入暴露量は腰部＞鼻部でした。散布当日が最も高く、3日後まで検

出されましたが、評価値10μg/m3よりもはるかに低い値でした。 
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スライド 46 

M1

M2

M4

M5

M3

日本海

 

 

これは新潟県の海岸林における調査地の概要を示した見取り図です。B1～B5は散布直下の松林内で、

気中濃度、落下量、開空度の調査地点。A1～A2は、高さ別の気中濃度の調査地点。Mの記号はマネキ

ン設置地点を示しますが、M1～M3は散布直下の松林内、M4は松林境界から約60mの工場団地内の空

地、M5は海岸の砂浜を示します。 

 

 

スライド 47 

 

 

散布最中の散布松林内の気中濃度、落下量、吸入暴露量、経皮暴露量はこのようにしてモニタリングし

ました。 
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スライド 48 

 

 

散布最中の散布松林の海側の境界における吸入暴露量と経皮暴露量はこのようにしてモニタリングしま

した。 

 

 

スライド 49 

等身大マネキンで推定したフェニトロチオンの吸入暴露量
（2009.6.2～6.3)

吸入暴露量 (μg/m3/24hr)

M1 M2 M3 M4
（空地）

M5
（砂浜）

0.29 0.26 0.17 0.16 0.17 

フェニトロチオンの気中濃度の評価値 10μg/m3

 

 

等身大マネキンを用いて24時間連続して測定した吸入暴露量は、いずれの調査地点でもフェニトロチオ

ンの気中濃度の評価値より低い値でした。 
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スライド 50 

等身大マネキンで推定したフェニトロチオンの経皮暴露量
（2009.6.2～6.3）

測定
部位

落下量 (ng/cm2/24hr)

M1 M2 M3
M4

（空地）
M5

（砂浜）

頭頂 4,592 449 2,295 101 4,050 

顔 284 69 11 69 201 

肩 4,009 280 1,550 76 4,792

腕 3,848 361 2,432 147 13 

脛 977 121 58 124 6 

フェニトロチオンの経皮暴露の推定無毒性量 1,690ng/cm2

 

 

等身大マネキン用いて24時間連続で測定した経皮暴露量については、一般に頭頂、肩、腕が比較的大

きな値を示しましたが、これらの部位ではろ紙を上向きに水平に固定したためと思われます。顔や脛など、

ろ紙を垂直に固定した部位では比較的小さい値が得られました。林分から約28mの砂浜での落下量が比

較的大きかったのは、散布最中に弱い陸風が吹いていたためと思われます。林分から約62mの工業団

地内の空地における落下量は、推定無毒性量1,690ng/cm2よりも小さい値でした。 

 

 

スライド 51 

 

 

山の尾根筋や中腹など、林道のないところでは有人ヘリコプターによる散布が行われています。 
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スライド 52 

 

 

対象松林の上にダウンウオッシユと呼ばれる下向きの風で薬剤が散布されます。 

 

 

 

スライド 53 

 

 

私たちはこういう山の麓の居住地区で気中濃度と落下量をモニタリングしています。時間の都合でデータ

は省略しますが、健康に影響を及ぼす可能性のあるような濃度は全く検出されません。 
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スライド 54 

殺虫剤のリスク管理で注意すべきこと

• 代替資材には怪しいものが多い

• 製剤の品質管理－微量混在不純物による

毒性増強効果の事例

• 混用による急性毒性増強効果

• 化学物質過敏症

 

 

最後に化学物質過敏症について考察します。 

 

 

スライド 55 

（化学物質過敏症：誘発研究の総合的検証）

Multiple chemical sensitivities: A systematic

review of provocation studies

Jayati Das-Munshi, G. Jamaes Rubin, and

Simon Wessely

J. Allergy Clin. Immunol. 118(6):1257-1264 (2006)

 

 

たくさんの科学的研究が行われていますが、これはその中の一つです。 
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スライド 56 

主な発見と結論

• MCS患者は厳密な盲検下では誘発物質を認識できな
い （日本の環境省の実験結果と同じ）

• MCS患者と健常者の誘発物質認識の閾値に差はない

（識別能力は特に優れてはいない）

• 学習された身体症状は、時間が経っても記憶される

（行動の条件付け）

• MCS症状発症には心理学的作用が働いている

• MCS治療には認知行動療法が使える可能性がある

・・・尐しずつ慣れさせて、条件付けを解いていく等

 

 

厳密な二重盲検を行うと、化学物質過敏症患者は健常者に比べて化学物質に対する認識能力が特別敏

感というわけではないということがわかりました。 

 

 

スライド 57 

化学物質過敏症に関するその他の総説

• S. Barrett (1998): A close ｌｏｏｋ at multiple chemical 
sensitivities. In “Chemical Sensitivities: The Truth 
about Environmental Illness”

• C. Wolf (1994): Multiple chemical sensitivities.  Is 
there a scientific bases?  Int. Arch. Occup. Environ. 
Health 66:213-216

• Bornschein et al (2008): Double-blind placebo-
controlled provocation study in patients with 
subjective multiple chemical sensitivity (MCS) and 
mathched controlled subjects.  Clinical Toxicology 
46:443-449  

化学物質過敏症はpsychosomatic disorder（心的ストレスで起こる体調不良）！

 

 

その他にも化学物質過敏症に関する科学的論文はたくさんありますが、いずれも結論は、化学物質過敏

症は実際の化学物質への暴露ではなく、化学物質に対する恐怖心から起こる体調不良だということで

す。 
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スライド 58 

住環境における殺虫剤散布で不足している情報
－木材保存剤の安全性審査の経験から

農薬登録のある殺虫剤は、住環境で使っても
安全か？

・農耕地と住環境の違い
農耕地－野外のオープンスペース
住環境－居住空間

・木材保存剤は混合剤が多い

気中濃度の推移と吸入暴露量情報
混合剤の急性毒性情報

 

 

私は木材保存剤（シロアリ対策剤）の安全性の審査委員をしていますが、その経験から推察した住環境

における殺虫剤使用の問題点は： 

住環境はクローズドの居住空間だということと、木材保存剤は混合剤が多く使われているということです。

従って、居住空間におｊける気中濃度の推移と吸入暴露量に関する情報と、混合剤の急性毒性に関する

情報が必要だということです。 

 

 

スライド 59 

まとめ

• 住環境で散布された殺虫剤について、

健康影響評価ができるデータの収集

• 縦割り行政の壁を越えた一元管理体制と

散布作業従事者への教育・訓練の実施

• メデイアや国民への説明責任

 

 

結論として私の提言は： 住環境で散布された殺虫剤について、健康影響評価ができるデータの収集。農

業場面と同じ有効成分が使われる場合が多くあるので、縦割り行政の壁を越えた一元管理体制と散布作

業従事者への教育・訓練の実施。誤解に基づく不安感を取り除くために、行政や学会は安全性に関して、

メディアや国民への説明責任を果たす必要があるということです。 
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日本衛生動物学会殺虫剤研究班（内規） 

2004 年度委員会で改正決議 2005 年 6月 1日総会で了承 

 

          運 営 要 領 
 

第１章 

 

第１条 本会は日本衛生動物学会殺虫剤研究班と称する。 

 

第２条 研究班の目的  

  防疫用殺虫剤に関する問題をめぐって、班員相互の親睦及び進展に 

 資する。 

 

第３条 本会は第２条の目的を達成するために次ぎの事業を行う。 

 １．研究集会、シンポジウム、トークセッションなどを行う。 

 ２．機関誌「殺虫剤研究班のしおり」の発行 

 ３．その他本会の目的を達成するために必要な事項 

 

第４条 経費 

 本会の運営に必要な経費は、原則的に会費及び寄付金その他による。 

 

第２章 

 

第６条 研究班員 

 １． 本会の会員は日本衛生動物学会の会員であり、次の２種とする。 

    ① 個人会員、 ② 団体会員 

    個人会員は特に資格を問わない。衛生害虫防除用殺虫剤の研究 

   および応用に従事しているもの、及び、これらに関心を持つ全て 

   を含む。会費は年額２，０００円とする。 

    団体会員とは本会の目的に賛同する団体とし 年会費を５，０ 

   ００円とする。 

 ２． 本会に入会を希望するものは年会費を添えて入会申込み書（氏 

  名、住所、所属、連絡先等を記載）を事務局へ提出する。 
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 ３． 班員は、本会の機関誌の領布を受けるほか、本会が開催するす 

  べての行事に優先的に参加できる。 

 

第７条 会費未納 

会員は所定の会費を払う義務をもつものとする。２年以上会費を支払わ

ないものは退会したものとみなす。 

 

第３章 

 

第７条 研究班委員、庶務委員 

 １．本会は、会の運営にあたって、以下の委員を設ける、 

    ①委員、②指名委員、③委員長  

   委員は、３年毎に１回班員の無記名投票により選出する。委員長 

  は委員の互選により選出する。委員長は若干名の委員（指名委員） 

  を本会の事務局運営の為等により指名できる。 

 ２．任期は３年とし、再選は妨げない。 

 ３．委員長は、本会を代表し、総会および委員会を開催し、議長とし

て、会務を総理する。 

 ４．委員は本会の会務を審議および重要事項について意見具申する。 

  

第４章 総会 

 

第８条 年に１回総会を開催し、次に掲げる事項を議決する。 

  １．事業計画ならびに収支予算および決算に関する事項。 

  ２，会則、規約の変更 

  ３．その他の重要事項 

 

第９条 総会は委員長が招集し、班員の 3分の１以上で成立する。 

   総会では委員長が議長になり、議決には出席班員の過半数を必要 

  とし、可否同数の場合には議長が決定する。 

  

第５章 会計 

 

第 10条 本会の経費は以下に掲げるものにより充てる。 
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    ① 会費、 ② 寄付金 ③ その他 

 

第 11 条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年の３月 31 日

に終わる。 
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     運 営 細 則 
第１条 選挙 

 １．研究班委員は、班員の無記名投票により班員の中から、委員定数 

  を連記する方法で選出する。委員の定数は改選時の班員の１割を定 

  数とする。 

 ２．選挙管理は、事務局がその任にあたり、委員長が委嘱した事務局 

  以外の第３者機関に所属する班員の立会人のもとで開票を行う。 

 ３．委員長は、選出された委員による第１回委員会時に委員の互選に 

  より選出される。 

 ４．委員長は、事務局を運営するにあたり、また会の運営上必要と認  

  めた協力者を指名委員に指名できる。 

 ５，指名委員は、総会で承認を得る。定数は２名とする。任期は委員 

  と同じとする。 

 

第２条 研究班集会 

 １．研究班集会は、基本的に日本衛生動物学会年次大会の研究班活動 

  の１つとして毎年１回以上班員があつまり、総会を行うほか、殺虫 

  剤に関する諸問題をテーマにした研究集会を開催する。 

 ２．研究集会は、シンポジウム、トークセッションや特別講演の形式 

  で実施し、班員が講演者であれば謝金・交通費は無償で、班員以外 

  の場合は謝金および交通費（実費）を支払う。 

 ３．会場は、日本衛生動物学会年次大会の研究班活動の場合は、大会 

  事務局に依存する。 

 ４．研究班集会への班員の参加は無料とする。但し、研究集会のみ参 

  加を希望する班員以外の者に対しては、参加費を徴収して、これを 

  認める。参加費は、委員長の裁量によって、決定される。（従前で 

  は５００円とされてきた。 

 

第３条 殺虫剤研究班のしおり 

 １．研究集会で講演された内容を、講演者に原稿執筆を依頼し、掲 

  載し、年１回以上発行する。 

 ２．原稿料は、班員は無料、班員外は講演謝金に含んだものとして理  

  解を得、処置する。 
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