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駒形 修 （自己紹介）
• 千葉大学園芸学部・生態制御化学研究室にて博士（学術）取得

• 偽装農薬様資材、農薬代替天然物由来資材の効力と安全性
• 農薬の生態影響・殺虫剤抵抗性

• 国立感染症研究所・昆虫医科学部・第三室（殺虫・殺鼠剤室）
• 衛生害虫の防除・殺虫剤抵抗性機構の解明
• 衛生害虫の生態に関する研究

• 環境省
• 気候変動の影響観測・監視の推進に向けた検討チーム委員
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感染研でのこれまでの研究対象
 デング熱国内感染発生

oヒトスジシマカ
oネッタイシマカ（検疫で見つかることがあるが国内には未定着）

 ウエストナイル熱（国内感染は起こっていない）
oアカイエカ種群蚊（Culex）

 オオクロバエ（畜舎におけるハエ）
o高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が分離

 アタマジラミ・コロモジラミ・トコジラミ（ナンキンムシ）
 マダニ（SFTSを媒介）
 セアカゴケグモ（毒蜘蛛）
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気候危機とグローバル・グリーンニューディール
発行：那須里山舎
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ノーム・チョムスキー (Noam Chomsky)
１９２８年生。言語学者、批評家、活動家。
アリゾナ大学言語学栄誉教授。「生成文法」
研究で有名

ロバート・ポーリン（Robert Pollin）
１９５０年生。経済学者。オバマ政権のエネ
ルギー省でアメリカ復興・再投資法のグリー
ン投資分野の政策顧問を務めた。

ジェイポリクロニュー(聞き手) 早川健治(訳)

※本書の紹介と表紙画像の使用は出版社に了
解をとっています。



第4章 P.244 チョムスキー

 戦術(tactic)をめぐる議論は往々にして軽視されがちだ。「そ
ういう議論は凡人たちに任せておけば良い。私のような高尚
な人間がわざわざそれに関わる必要はない」という具合にね。
現実はまったく逆だ。戦術をめぐる議論は人々に直接影響を
与えるものであり、とても高尚な問題だからだ。[中略]

 「私は正しい。もし他の人たちにそれがわからないならば、
それは相手の問題だ」という考えでは駄目だ。そうした態度
は往々にして有害な結果を招く。

 [講師注] 戦術 tactic 目標を実現するための具体的な方策
全体の方向性を決めるのが戦略strategy
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本日の話題

 デング熱媒介蚊ヒトスジシマカの分布域の拡大
oリスクマップ

 日本脳炎媒介蚊コガタアカイエカは、なぜ減少したのか
o周辺環境、産業、生活とのかかわり

 避難所のハエ問題、
o非常時における対応
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2014年 東京都でデング熱の国内感染発生

7
デング熱ウイルスを保持している成虫蚊が感染が発生した付近を
一時的に立ち入り禁止とし、成虫の防除を行った



ヒトスジシマカとネッタイシマカ
 世界的なデング熱の媒介蚊 Aedes属
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ヒトスジシマカ
Aedes albopictus
本州以南に広く分布
4月-11月に活発（冬は卵で休眠）

ネッタイシマカ
Aedes aegypti
寒さに弱い
日本では越冬できない
国際空港でしばしば見つかる



衛生動物を生息場所と自然環境への依存
 人、ペット等に寄生

o コロモジラミ・アタマジラミ・ケジラミ・ヒセンダニ
o ノミ

 都市環境を好む
o ヒトスジシマカ・アカイエカ・チカイエカ
o トコジラミ

 都市環境を好まない
o 人工的な環境に依存するもの

• コガタアカイエカ・シナハマダラカ（水田・畜舎）
o 人工的な環境に依存しないもの

• 山地に生息するマダニ類

9自然環境への依存 ※依存が低いことは気候変動の影響を受けにくいことを意味しない

コロモジラミ

タカサゴキララマダニ
吸血すると大きく膨らむ



衛生動物の分布に与える温暖化の影響

温度だけで決まるものではないのでは？
 都市部やその周辺に生息する種

oヒトスジシマカ、ゴキブリ、ハエ
o都市部は環境が画一化しているため、温度で決まる部分は大きい

 マダニのように都市部以外山地に生息する種
o寄主動物への影響など、多くの要素を考慮する必要がある

• 例 マダニはネズミ、シカ、イノシシなどの血のみを餌とする

※耐寒気温のような簡単ことも、証明するのは難しい
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ヒトスジシマカの分布の拡大
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灰色は1960年以前の
推定分布

北関東以南だったヒトスジ
シマカの分布が半世紀の間
に青森にまで拡大した



年平均気温の推移（気象庁）

気象庁・過去の気象データ
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 12

那覇

東京

盛岡
青森

函館

ヒトスジシマカの
越冬成功に
必要な温度
11℃

Kobayashi2002

※ヒトスジシマカは乾燥低温耐性のある
休眠卵で越冬する



ヒトスジシマカ分布予測図
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 3次メッシュ（約1km x 1km）毎に11℃以上以下で塗り分ける
 ただし、下記の地域を除く
北海道（生息が確認されていない）
沖縄（暑いので越冬の必要がない）
人が1人も住んでいない
（ヒトスジシマカの生息環境に適さない、人へのリスクがない）

測定していない場所
山の火口、湖、など

※リスク地図を作るなら、ベタ塗りして良いかどうかは要検討
気温上昇の影響を受けやすいのは、気温が高いところとは限らない



ヒトスジシマカ生息温度条件
年平均気温11℃以上の地域が温暖化でどう広がるか
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ヒトスジシマカ雌成虫が吸血開始日の調査と
４月平均気温
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都市 年 初見日 4月
気温

長崎 2015 4月27日 16.5
宇和島 2015 5月2日 16.7
春日部 2015 7日 14.0
長崎 1974 7日 14.8
長崎 1975 7日 15.1
盛岡 2015 10日 10.5
横浜 2013 11日 14.8
横浜 2014 12日 14.3

都市 年 初見日 ４月
気温

横浜 2015 5月13日 14.6
海老名 2014 13日 13.3
西宮 2008 13日 15.1
大阪 2015 16日 15.9
富山 2011 19日 11.3
上田 2015 6月7日 11.3
上田 2011 10日 9.5



3月から6月まで各月の平均気温と
ヒトスジシマカ初見日の相関
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ヒトスジシマカ初見日予測（寒春1996・暖春1998 ）
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アメリカ昆虫学会誌で発表
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https://doi.org/10.1093/jme/tjx159
open access

https://doi.org/10.1093/jme/tjx159


日本脳炎媒介蚊コガタアカイエカ
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日本脳炎の媒介蚊



ブタの日本脳炎抗体保有状況
速報 2022年10月30日版
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コガタアカイエカによる日本脳炎の媒介
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水田

湿地

日本脳炎
ウイルス

吸血

増幅動物？

野生のイノシシ内で越冬？
冬季12月の捕獲個体からウイルス分離 2009

産卵 ボウフラ
※野外の幼虫（ボウフ
ラ）からウイルスが分離
された例はない

日本脳炎発症



富山県におけるコガタアカイエカの発生状況
IASR 2003 Vol.24 p 155
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コガタアカイエカが減少した理由？わかっていない
 水田管理の変化

o乾田化: 品質の向上、機械の使用のため、たびたび水を抜く
o用水路の整備、暗渠、コンクリート化

• 水管理、除草の省力化

o農薬の使用の影響
• 稲作の害虫用の殺虫剤の影響ではなさそう
有機リン・カーバーメート系殺虫剤抵抗性（効かない）

• 除草剤の影響?（前田1981）
o減反による畑地への転用

農業生産と生態系の保全のバランスをどうするか（地域で異なる）
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コガタアカイエカが減少した理由？ その他

畜産農家の減少
o大規模化へ

住宅構造の変化
o障子から網戸、アルミサッシ
oエアコンの普及
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※最近は水田や畜舎に調査にいっても、あまり採集できない
東京など都市部の公園に大発生がたびたび目撃されている



予防接種以外で、日本脳炎対策をするなら、どこを止める？
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水田

湿地

日本脳炎
ウイルス

吸血

野生のイノシシ内で越冬？
冬季12月の捕獲個体から
ウイルス分離 2009

産卵
ボウフラ
（幼虫）

増幅動物？
※動物の健康も守る
ワンヘルス



非常時への備えと対応
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デング熱媒介蚊駆除訓練 避難所に発生したハエ
Med Ent Zoo 2012 Vol. 63(1) p59



当日の様子
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新宿御苑採集蚊からデングウイルスが検出された場合の
連絡網と感染蚊駆除までのスキーム（訓練用）



震災発生後、6月頃、避難所付近で撮影
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Med Ent Zoo 2012 Vol. 63(1) p59



ハエの防除の様子
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Med Ent Zoo 2012 Vol. 63(1) p59



避難所で暮らす方向けリーフレットを作成

31https://www.niid.go.jp/niid/ja/disaster/eq-110311/489-flyleaflet.html
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Med Ent Zoo 2012 Vol. 63(1) p59

7月末頃、撮影
※ハエ・蚊の侵入阻止には一定の効果があった



今後の課題
 各種活動には、さまざまな役所、部署が関連しているので、平時
のうちに予行演習や協議、顔合わせ、情報交換、等をしておくこ
とが望ましい

 災害の避難所では、水、食料、医薬品等の輸送が優先される。非
常時は、簡単な資材でも入手が困難。災害のさまざまな局面を想
定し、これまでの経験に学び、本当に必要なものを考えていくこ
とが重要
o例：殺虫剤の希釈に使用する水の問題
o日本で流通している多くの殺虫剤は水で希釈して散布するが、殺虫剤の希
釈のための水が確保できない、ことが意外と多い

o最近では、水を必要としない直接散布するタイプの殺虫剤がある。ただし、
水が必要でないタイプの殺虫剤専用の特殊な散布機が必要

o消毒液の散布も同じ問題がある（溶剤耐性がある散布機が必要など）
33



スライド一覧
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以下のスライドは参考資料

 作成したけれども、時間の都合で講演では使用しないス
ライドです
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蚊 マラリア（ハマダラカ）
黄熱（ネッタイシマカ）
ウエストナイル熱（60種以上の蚊）
デング熱／デング出血熱（ヤブカ）
リフトバレー熱（ヤブカ）
日本脳炎（コガタアカイエカ）

ベネズエラウマ脳炎（イエカ）
西部ウマ脳炎（イエカ）
チクングニア熱（ヤブカ）
東部ウマ脳炎（ハボシカ）
ジカウイルス感染症（ヤブカ）

マダニ SFTS（マダニ）
つつが虫病（ツツガムシ）
ロッキー山紅斑熱（マダニ）
オムスク出血熱（ダニ類）
キャサヌル森林病（ダニ類）

Ｑ熱（マダニ）
日本紅斑熱（マダニ）
野兎病（マダニ）
ライム病（マダニ）
ダニ媒介脳炎（マダニ）

その他 回帰熱（コロモジラミ/ヒメダニ）
発疹チフス（コロモジラミ）
H5N1亜型以外の鳥インフルエンザ
（ハエ類？）

感染症法に含まれる節足動物媒介感染症（四類）

36※薬機法（防疫用殺虫剤）の防除対象の衛生害虫は感染症を媒介しない害虫も含まれます



衛生害虫
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感染症を媒介するもの
公衆衛生に係るもの
※狭義には、薬機法（防
疫用と動物薬）の関連文
書に名前が記されている
節足動物

他には、
• 農業害虫
• 不快害虫

• ユスリカ
• 経済害虫

• シロアリ
学問的に厳密な区別なし



第3章 P.203 ポーリン

o日本は脱成長が抱える根本問題を示す好例だ。
[中略]
o25年間ほぼ成長できずにきた日本だが、CO2排出
量は相変わらず世界でもトップレベルで、2017
年現在の一人当たり排出量は8・8トンとなってい
る。そもそも日本の一人当たり排出量は1990年
代からほんの僅かな値しか減少していない。

38



標準地域メッシュ・システム

39環境省自然環境局 生物多様性センター https://www.biodic.go.jp/kiso/col_mesh.html



 横軸4月平均気温 縦軸4月1日からの日数 40

4月の平均気温と吸血活動調査日の相関

℃

日 プロットは調査一回分

-5.6425x [4月の平均気温]+123.39
＝吸血活動開始予想日
（4月1日からの日数）

※4月の平均気温が0.8℃上がると
吸血活動開始日が1週間早まる



農研機構メッシュ農業気象データシステム

41https://amu.rd.naro.go.jp/



ヒトスジシマカ初見日予測（平年値2010年版）

42



年平均気温11℃以下で越冬できないのはなぜか

ヒトスジシマカの活動期間

43

1 5月前後から活動が始まる
7月から8月がもっとも密度が高い

2 10月から11月見られなくなる
日長が短くなり、寒くなると越冬卵を産む

3 気温の上昇により越冬期間が長くなり失敗するからでは？
寒暖の差は移動により多少は緩和できる



節足動物の生態と温度との関係

身近な昆虫でも、不明な点が多い
oどのように越冬しているのか？

•どこまで低温に耐えられるのか？
•集団ごとに差があるか？
遺伝的？発育環境？

•越冬の成功率は何％か？

44



気象庁・地球温暖化予測情報第9巻（2017年）の概略と
節足動物の生態への影響

 年平均気温は4.5℃程度の上昇
•北日本は4.8℃を超えて上昇

 高緯度地域ほど上昇が大きい
 真冬日（最高気温が 0℃未満の日）となるような極端に寒い日
の年間日数は、沖縄・奄美を除いて全国的に有意に減少する

節足動物への影響
 気温により制限がかかっている節足動物の分布地域は拡大
 活動可能時期の長期化、越冬の成功率の上昇
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温暖化が節足動物の分布に与える影響

地球温暖化による日本における気温の上昇
 南北に長い ＝ 寒冷な地域がある
 冬がある ＝ 寒冷な時期がある
日本には地域的・時期的に気温が上昇する余地がある
衛生動物は変温動物なので、温度が上昇すると生存には有利となる
 分布地域の拡大
 活動可能期間の長期化
※気温が高すぎると衛生動物の生存には不利に働くが、絶滅するほど
は上昇しない
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2020オリ・パラリンピック開催に向けての
デング熱媒介蚊駆除訓練

47

①蚊媒介感染症発生時に感染拡大を防ぐため，関連
団体がそれぞれの立場で適切に対応し，円滑に連携
できるようにシミュレーションしておくこと

②媒介蚊駆除の現場を公開し，自治体の関連部署の
担当者に緊急時への備えに役立ててもらうこと

③媒介蚊対策の重要性と関連団体の準備状況を国民
に知ってもらうこと



2019年9月2日当日の参加者約160名

48

対策本部 駆除班 蚊捕獲班
ウイルス
検査

新宿御苑管理事務所 東京都PCO
協会

国立感染症研究所 感染研

新宿区保健所 東京都健康安全研究
センター

渋谷区保健所 日本環境衛生センター
東京都PCＯ協会 有害生物研究会
日本防疫殺虫剤協会 九州大学
厚生労働省 産業医科大学
国立感染症研究所 オブザーバー

検疫所
自治体関連部署職員（東京都，埼玉県，神奈川県，千葉県）
日本ペストコントロール協会
マスコミ各社



日本脳炎患者報告数推移（病原微生物検出情報）

49※発症は稀だが、脳炎を発症すると死亡率は30%



年度別年齢／年齢群別日本脳炎中和抗体保有状況(2008は速報値)

50IASR Vol. 30 p. 149-151: 2009年6月号

55歳～
自然感染?

3-6歳
2005年の予防接種
積極的勧奨の差し控え

自然感染による免疫効果が
どの程度維持されるのか？
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