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カーテンに含有される難燃剤の実態調査 

 

【はじめに】  

私たちは一日の多くを室内で過ごしており、室内環境は私たちの健康に直接大きな影

響を与えています。1990年代から省エネのため建物が高気密化し、建材から発生する化

学物質による室内空気汚染が進み、人の健康に悪影響を与えるようになりました。シッ

クハウス症候群とは住居内の室内空気汚染に由来する様々な健康障害の総称です。 

その対策として厚生労働省では、1996年から2002年にかけて室内空気汚染に係る13

物質の室内濃度指針値を策定し（表１）、また国土交通省では、2003年に建築基準法を

改正してホルムアルデヒドを発散する建材の使用制限等を行いました。これらの効果に

より13物質の室内濃度は低減されてきました。 

しかし、依然としてシックハウス症候群の訴えは多いのが現状です。それは室内の化

学物質は多種多様であり、建材からだけでなく、家具や電化製品などの部材から発生す

る13物質以外の化学物質による室内空気汚染の問題が残されているからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防炎カーテン中の難燃剤】 

家庭内のカーテンは面積規模が大きいことから、化学物質が放散された場合、室内環

境への負荷率が高い家庭用品となります。また防炎カーテンについては、国内外で広く

使用されていた臭素系難燃剤ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)が有害性（難分解性・

高蓄積性）を指摘され使用禁止となったため、近年はリン系難燃剤などその他の難燃剤

に代替が進んでいます。しかし、その代替難燃剤の有害性が不明なものも多く、代替に

よる新たなリスクの発生が懸念されます。 

*  25℃の状態として換算 

** クロルピリホス 小児は 0.007ppb 

さらに揮発性有機化合物総量(トータル VOC) について、暫定目標値 400μg/m3が設定されています。 

表１ 化学物質と室内濃度指針値 

揮発性有機化合物
室内濃度    
指針値*

主な用途

ホルムアルデヒド 0.08ppm 接着剤、防腐剤

トルエン 0.07ppm 塗料溶剤

キシレン 0.20ppm 塗料溶剤

パラジクロロベンゼン 0.04ppm 防虫剤、芳香剤

エチルベンゼン 0.88ppm 塗料溶剤

スチレン 0.05ppm プラスチック・ゴム合成原料

クロルピリホス 0.07ppb** 防蟻剤

フタル酸ジ-n-ブチル 0.02ppm 可塑剤

テトラデカン 0.04ppm 塗料溶剤

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 7.6ppb 可塑剤

ダイアジノン 0.02ppb 殺虫剤

アセトアルデヒド 0.03ppm 接着剤、防腐剤

フェノブカルブ 3.8ppb 殺虫剤
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【実態調査】 

当研究所では、市販の防炎カーテンに使用されている化学物質の現状を把握すること

を目的として、防炎カーテンに含まれる難燃剤の実態調査を行いました。 

カーテン40試料中、臭素系難燃剤のトリス（2,3-ジ

ブロモプロピル）イソシアヌレート（TDBPIC）が10試

料から検出され、今回の調査で最も高い検出率であり、

HBCDの代替物質として使用されていると考えられまし

た（表２）。またリン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピ

ル）（TDCPP)などのリン系難燃剤も検出しましたが、そ

の他の測定対象とした難燃剤は検出されませんでした。 

今回調査した防炎カーテンの難燃処理方法は、生地に難燃剤を染み込ませるなどをし

て防炎処理加工する方法（後加工）と、難燃剤を糸に練りこみ糸自体に難燃性能を持た

せる方法（難燃糸）の 2種類が施されていましたが、今回の抽出条件（図１）では、後

加工のカーテンからは難燃剤が検出されたのに対し、難燃糸のカーテンからは、難燃剤

が検出できませんでした。これは難燃糸のカーテン中の難燃剤は、後加工の物理的結合

と比べて、より強い化学的結合で素材に吸着しているためと推測されました。 

現在、難燃剤を検出したカーテンを用いて、室内環境への難燃剤の放散評価の研究を

進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境科学部 小郷沙矢香 

表２ カーテン中の難燃剤の分析結果 

1)外国産 2)リン系 a1,a2,b  定性までは至らなかったが、リン系難燃剤と推定されたもの   -：不検出     

 
TPPO:トリフェニルホスフィンオキシド TPhP:リン酸トリフェニル TCsP:リン酸トリクレジル 

図１ 試験溶液の調製方法 

臭素系

難燃剤

1 後加工防炎 TPPO TDBPIC

2 1) 難燃糸 - -

3 後加工防炎 リン系a1,a2 2) -

4 1) 難燃糸 - -

5 難燃糸 - -

6 難燃糸 - -

7 難燃糸 - -

8 後加工防炎 TPhP, リン系b2) TDBPIC

9 後加工防炎 リン系a1,a2 -

10 後加工防炎 TDCPP TDBPIC

11 後加工防炎 - -

12 後加工防炎 TPPO TDBPIC

13 後加工防炎 TDCPP, TPhP TDBPIC

14 後加工防炎 TPhP, リン系b TDBPIC

15 後加工防炎 TPPO TDBPIC

16 1) 難燃糸 - -

17 難燃糸 - -

18 後加工防炎 リン系a1,a2 -

19 後加工防炎
TCsP, TPhP,   
リン系a1,a2

TDBPIC

No. 難燃処理方法

検出結果

リン系難燃剤 リン系難燃剤
臭素系 
難燃剤

20 後加工防炎 - -

21 難燃糸 - -

22 後加工防炎 TPPO TDBPIC

23 後加工防炎 リン系a1,a2 -

24 難燃糸 - -

25 難燃糸 - -

26 後加工防炎 TPPO TDBPIC

27 後加工防炎 - -

28 後加工防炎 - -

29 後加工防炎 - -

30 難燃糸 - -

31 後加工防炎 リン系a1,a2 -

32 難燃糸 - -

33 難燃糸 - -

34 難燃糸 - -

35 後加工防炎 - -

36 後加工防炎 - -

37 後加工防炎 - -

38 1) 後加工防炎 - -

39 難燃糸 - -

40 難燃糸 - -

No. 難燃処理方法

検出結果
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マダニ媒介性の「日本紅斑熱」に注意しましょう 

 

【はじめに】 

日本紅斑熱は、マダニに刺されて病原体（Rickettsia japonica：以下 Rj ）が体内に

入り、3～8日後に発熱や倦怠感がみられ、さらに、全身に発疹（図 1）が発生する感染

症です。多くの症例でマダニ刺し口は 5mm程度のカサブタとして確認されます。本疾患

は、抗生物質（テトラサイクリン等）が効きますが、治療が遅れると死亡することもあ

ります。毎年、全国で 200人前後の患者が報告されており、温暖な西日本を中心に発生

がみられています（図 2）。 

   

  図 2 日本紅斑熱発生状況（2011-2015年の年平均） 

 

【静岡県における発生状況】 

静岡県東部で 2000 年に 1 症例、イノシシ猟の時にマダニに刺され感染したことが疑

われる症例が報告されましたが、その後、新たな患者は確認されていませんでした。し

かし、2013 年にマダニ媒介性の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の国内感染事例が

報告され、マダニ媒介感染症に関心が高まるなか、2013 年に 1 症例、2015 年に 2 症例

の日本紅斑熱患者が本県で報告されました。2013 年の症例は、SFTS 疑いで検査を行っ

たところ、SFTSウイルスが陰性で Rj が陽性となりました。本県で確認された 4症例は、

いずれも東部での感染事例でした（図 3）。また、患者（男性 2 人、女性 2 人）の年齢

は 65～76歳の高齢で、マダニの活動が盛んになる 6～9月に発病した症例でした。 

 

【マダニ生息状況】 

 2008～2013 年の 6 年間に旗ずり法により、4 属 14 種（多い順に、キチマダニ、フタ

トゲチマダニ、ヤマトマダニ、ヒゲナガチマダニ、オオトゲチマダニ、シュルツェマダ

ニ、タカサゴキララマダニ、タカサゴチマダニ、アカコッコマダニ、ヤマアラシチマダ

ニ、ヒトツトゲマダニ、タイワンカクマダニ、タネガタマダニ、ヤマトチマダニ）6,847

匹が採取されました。静岡県全体ではキチマダニが最優勢種でしたが、伊豆半島では他 

 

図 1 日本紅斑熱患者の発疹      

（提供：明神診療所 森田裕司先生） 

■：0.2-1 人 
■：1-5 人 
■：5-10 人 
■：10-20 人 
■：20 人以上 
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の地域に比べ採取数が多く、フタトゲチマダニが最優勢種となる傾向がみられました。 

 

【マダニにおける紅斑熱群リケッチア検出状況】  

 マダニからの紅斑熱群リケッチア遺伝子（gltA）検出率は、20.7％（235/1134）で、

Rj は 10 匹（0.9％：キチマダニ 7、ヤマトマダニ 2、タカサゴキララマダニ 1）から検

出されました。また、マダニ 499匹中 17検体（3.4％）から紅斑熱群リケッチアが分離

され、このうち Rj はヤマアラシチマダニとタイワンカクマダニの各 1 匹から分離され

ました（図 4）。Rj が検出された 4ヵ所のうち、東部（キチマダニ）、中部（ヤマトマダ

ニ）、西部（ヤマトマダニ）の各 1 ヵ所では、検出されたのは 1 匹ずつでしたが、初発

例の推定感染場所（香貫山）では、9匹（キチマダニ、タカサゴキララマダニ、ヤマア

ラシチマダニ、タイワンカクマダニ）から検出されました（図 3）。 

 

【考 察】 

 静岡県においては、散発的に東部で日本紅斑熱症例が報告されていますが、マダニの

調査結果も踏まえると、今後も主として東部で日本紅斑熱が発生する可能性が高いと思

われます。これから暖かい季節になりますが、マダニの行動が活発になるのは、春から

秋ですので、行楽等の野外活動の際は、マダニ（幼虫 1mm 以下、成虫 2～8mm）に刺さ

れないよう長袖、長ズボンを着用し、草地等に直接座らないよう気をつけましょう。ま

た、野外活動の数日から 2週間後（SFTSの潜伏期間は 6日～2週間）に発熱等の症状が

みられた場合は、必ず医師の診察を受け、その際、野外活動歴やマダニに刺された可能

性について申し出ることが大切です。 

                     微生物部 川森文彦 

  

図 3 Ricketsia japonica が検出された調査地点（●） 

と患者発生場所（▲） 

内は R. japonica 陽性マダニ種 

 

 

図 4 ヤマアラシチマダニ♀（上）と  

タイワンカクマダニ♀（下） 
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下痢性貝毒検査について 

 

【下痢性貝毒とは】 

二枚貝は海中のプランクトンなどを

捕食していますが、毒を持つプランクト

ンを捕食すると、二枚貝はその毒を蓄積

して、食中毒の原因となります（図 1）。 

二枚貝が蓄積した毒、またはそれによ

る食中毒は「貝毒」と呼ばれ、中でも下

痢を主症状とする毒を「下痢性貝毒」と

いいます。 

ヒトが毒化した貝を摂食すると、通常

4時間以内に下痢、吐き気、嘔吐、腹痛

などの症状があらわれます。安静にして

いれば 2、3日で回復し、死亡例や後遺

症はありません。 

毒化するのは、有毒プランクトンが出現した海域に生息するホタテ、ムラサキイガイ、

アサリなど、ほとんどの二枚貝です。稀に二枚貝を餌とするカニなどで起こることもあり

ます。 

 

【貝毒の監視体制】 

下痢性貝毒は、生産海域全体を汚染し大規模な食中毒を起こすことがあります。しかし、

現在日本では、二枚貝の安全確保のために生産から流通にいたるまでの各段階で監視を行

っており、近年では市販の二枚貝による食中毒は起こっていません（図 2）。 

 
図 2 貝毒の監視体制 

有毒プランクトン 

養殖や天然の 

二枚貝 

分裂 

図 1 二枚貝が毒化する仕組み 

毒の蓄積 

捕食 

捕食 

生産海域 流通 

有毒プランクトン

の監視 

二枚貝の監視 

食品衛生法に

基づく監視 消
費
者 

二枚貝の毒化予知 

基準値を超える 

二枚貝は 

出荷自主規制 

 

基準値を超える 

貝類の 

販売禁止 
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【検査方法】 

 これまで下痢性貝毒の検査は「マウス毒性試験法」というマウスを用いた方法で行わ

れていました。しかしこの方法は、検査精度や感度の悪さ、生きた動物を検査に利用す

るという倫理的な問題などが指摘されていました。そこで厚生労働省は、平成 27 年 3

月に、マウス毒性試験法に代わり、機器を用いた方法（「機器分析法」）で検査を行うよ

う通知しました（図 3）。 

 機器分析法は、二枚貝に抽出などの処理を行った後、機器による分析を行う方法です。

これにより、実験動物を使うことなく、より高精度、高感度に検査できるようになりま

した。 

 

図 3 マウス毒性試験法と機器分析法の比較 

 

【当研究所における試験法】 

当研究所では、これまでマウス毒性試験法により検査を行ってきましたが、通知に従い、

例年静岡県で買上げ検査を行っているアサリとカキについて、機器分析法の妥当性評価を

行いました。今後、この機器分析法を、静岡県産二枚貝の検査等に活用する予定です。 

※妥当性評価とは、ある試験法で「いつ」「誰が」検査をしても同等の結果が得られることを

事前に確認するために行う評価のこと。 

 

（関連通知） 

・「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取り扱いについて」（平成 27年 3月 6日付け食安発 0306第 1号） 

・「下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について」（平成 27 年 3 月 6 日付け食安基発 0306 第 3 号、食安監発

0306第 1号） 

 

医薬食品部 竹下由布子 

動物の生死で判定 

 

抽出 

 

マウスに投与 

抽出 機器分析で判定 

 

 

 

これまでの方法 （マウス毒性試験法） 

新しい方法 （機器分析法） 
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大気環境測定車による PM2.5 調査 
 

【はじめに】 

静岡県では平成 21年度に微小粒子状物質（以下 PM2.5とする。）の環境基準が設定さ

れて以降、大気汚染防止法に基づき、PM2.5自動測定器を県内に整備し、大気環境の把

握に努めています。 

当研究所では PM2.5自動測定器が整備されていない地域の大気環境濃度を把握する

ため、PM2.5自動測定器を搭載した大気環境測定車を用いて測定を行っています（図１）。

大気環境測定車は PM2.5の他に、オキシダント計、二酸化硫黄計、浮遊粒子状物質計、

窒素酸化物計、炭化水素計、温湿度計も搭載しており、任意の場所で大気環境の測定を

することにより、大気環境の調査研究に活用しています。 

今回、伊東市にて調査を開始したので、その概要を報告します。 

【PM2.5とは】 

 PM2.5は大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが 2.5μm（１μm＝１mm

の千分の１）以下の非常に小さな粒子のことです。 

発生源は物の燃焼等によって直接排出されるもの（一次生成）と、大気中での化学反

応等により生成されたもの（二次生成）に分類され、一次生成は自動車等の移動発生源、

ボイラー・廃棄物焼却炉等の固定発生源、海・火山・土壌等の自然由来、二次生成は硫

黄酸化物・窒素酸化物・揮発性有機化合物等の大気中におけるオゾンとの光化学反応等

により生成されたものとされています。 

PM2.5は粒子の大きさが非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、ぜん息や気

管支炎などの呼吸器系疾患、肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されてい

ます。 

【方法】  

１ 測定項目 

微小粒子状物質 （PM2.5：光散乱法、β線吸収法） 

二酸化硫黄   （SO2：紫外線蛍光法 [JIS B 7952]） 

オキシダント  （Ox：紫外線吸収法 [JIS B7957]）   

窒素酸化物   （NO、NO2、NOx：化学発光法 [JIS B7953]） 

炭化水素    （CH4、NMHC、THC：水素炎イオン化検出法 [JIS B 7956] ） 

  浮遊粒子状物質 （SPM：β腺吸収法 [JIS B 7954]） 

   温度・湿度   （TEMP、HUM） 

２ 測定期間 

   平成 27年秋季（平成 27年 10月 28日から 11月 26日まで） 

  調査は平成 27年秋季・冬季、平成 28年春季・夏季の各１か月間を予定。 

３ 測定場所 
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  伊東市役所から南東約 140ｍ付近 

４ 測定風景 

   

  図１ 測定風景（伊東市） 

 

【結果】 

 伊東市での大気環境の測定結果を表１に、PM2.5の他地域と比較した測定結果を表２

に示します。 

表 1 伊東市における大気環境測定車測定結果 

項目 環境基準※１ 期間平均 日平均最大値 時間最大値 

PM2.5 ○ 10.5μg/㎥ 28.3μg/㎥ 55μg/㎥ 

SO2 ○ 1ppb 2ppb 4ppb 

Ox ○ 25ppb 38ppb 56ppb 

NO ― 2ppb 4ppb 10ppb 

NO2 ○ 7ppb 13ppb 23ppb 

NOx ― 9ppb 17ppb 28ppb 

CH4 ― 1.93ppmC 1.97ppmC 2.01ppmC 

NMHC ― 0.20ppmC 0.24ppmC 0.36ppmC 

THC ― 2.13ppmC 2.21ppmC 2.30ppmC 

SPM ○ 11μg/㎥ 24μg/㎥ 42μg/㎥ 

項目  期間平均 期間最高値 期間最低値 

TEMP ― 14.8℃ 23.2℃ 8.5℃ 

HUM ― 88.8% 98.8% 49.7% 

※１ ○は環境基準値以下、―は環境基準値の設定無し。なお、環境基準値の評価は年

間で行うので、参考扱いとする。 
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表 2 PM2.5の他測定局との比較 単位（μg/㎥） 

項目 期間平均※２ 日平均最大値※３ 日平均最低値 

富士医療センター 11.4  17.6  2.1  

自排三島 10.5  20.9  1.9  

大気環境測定車(伊東市) 10.5  28.3  0.8  

掛川市大東支所  9.8  19.1  2.4  

湖西市役所  9.8  19.9  3.0  

裾野市民文化センター  9.5  20.6  3.4  

島田市役所  9.5  17.9  3.8  

自排掛川  9.0  16.0  2.8  

熱海総合庁舎  8.7  18.3  2.3  

下田市役所  8.4  17.9  2.6  

※２ 測定期間中の１日平均値の総和を測定日数で除した値。 

なお、長期的評価は、１年間にわたる１日平均値の総和を測定日数で除した値（１

年平均値）を長期基準（15μg/m3以下）と比較する。 

※３ 測定期間中の１日平均値の最も高い値。 

なお、短期的評価は測定結果の１日平均値のうち年間 98 パーセンタイル値を代

表値として選択して、これを短期基準（１日平均値）（35μg/m3以下）と比較する。 

 

 図２ 伊東市役所測定局風向風速結果表 
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【まとめ】 

伊東市役所測定局の風向風速計によると、調査期間中は強い北東の風と穏やかな南南

西の風が優位でした（図２）。伊東市に設置した測定車にて大気環境を測定した結果、

SO2、Ox、NO、NO2、NOx、CH4、NMHC、THC及び SPMは調査期間を通じて低い濃度水準で推

移していました（表１）。 

PM2.5は、期間中の平均値が 10.5μg/m3、日平均値の最高値が 28.3μg/m3であり、低

い濃度で推移し、長期的評価・短期的評価ともに環境基準を超過していませんでした。

しかし、県内の他地域と比較すると平均値は 10局中２番目に高く（表２）、また PM2.5

は季節変動があることから、引き続き冬季、春季、夏季にも調査を行います。 

今後も大気環境測定車による測定を行い、大気汚染物質対策に活用していきます。 

 

大気水質部 金子智英 
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研究所における環境教育・環境学習への取組 

静岡県では「環境教育等促進法」及び「第３次静岡県環境基本計画｣に基づき、平成

24 年３月に「ふじのくに環境教育基本方針」を策定しました。当研究所では、この方

針に基づき、様々な環境学習関連事業を行っています。今回は、その中でも主な３事業

を紹介します。 

 

【環境学習指導員養成講座】 

環境学習や環境保全活動のリーダーとなる「環境学習指導員」の養成と、その資質向

上を目的として環境学習指導員養成講座を開講しています。本講座は、環境教育人材養

成に実績をもつＮＰＯ法人に事業を委託し、人材養成の専門性を生かした充実した講座

内容となっています。今年度も７月 11日から 11月 28日までの５か月間で、11日間の

講座(１泊２日の宿泊研修を含む。)を実施し、17人が修了しました（表１）。修了生は

本講座内容（伝わる技術、環境学習プログラムの企画、実践、振り返りの経験等）を身

につけ、より高いレベルでの環境学習講座実施へ向けて大きな一歩を踏み出しました。

修了生は「静岡県環境学習指導員」として登録され、今後、県内各地の学校・地域等に

おいて、環境学習のリーダーとして活躍が期待されます。 

表１ 平成 27年度 環境学習指導員養成講座 内容 

 内  容 場  所 

１回目 開講式 / 環境教育の基本的な考え方 環境衛生科学研究所 

２回目 身近な生活環境問題（エコライフ・生態系） 環境衛生科学研究所 

３回目 身近な自然環境問題(ジオパーク・危険外来生物) 環境衛生科学研究所 

４回目 伝わる技術、実技講習初級レベル ワークピア磐田 

５・６回目 

(宿泊研修) 

自然体験プログラム / 環境学習プログラムの企画・実

践・振り返り / ナイトハイクなど 

田貫湖ふれあい自然塾 

７回目 安全管理・実技講習上級レベル 浜松市勤労会館 

８回目 フィールド調査・プログラム作成 田貫湖ふれあい自然塾 

９回目 プログラム作成・試行・改善 田貫湖ふれあい自然塾 

１０回目 プログラム実施と評価 田貫湖ふれあい自然塾 

１１回目 環境学習指導員の活動紹介/ 講座のふりかえり / 閉講式 県庁別館会議室 

 

【環境学習講座】 

環境学習支援の一環として、環境学習講座を実施しています。小学校での総合的な学

習の時間における河川の水生生物調査、パックテストを用いた水質調査、植物の変化に

関する環境学習講座、一般県民向けの食生活や水環境に関する講座、教職員対象の環境

学習講座の紹介など、依頼に応じて県内各地に無料で講師を派遣しています（表２）。

原則として実施予定日の１ヶ月前まで依頼を受け付けていますので、お気軽にお問い合

わせください。 
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表２ 平成 27年度 環境学習講座 実施内容（平成 28年１月末日現在） 

講座内容 場 所 受講者 講座数 

河川での水生生物調査 県内各地 小学生または親子 12 

植物の変化に関する講座 静岡市 小学生 ７ 

環境講座 藤枝市 小学生 1 

 

【水生生物による水質調査 ～生きものでわかる しずおかの川～ 】 

「水生生物による水質調査」とは、水質によって生息する生物の種類や数が変化する

という特性を利用して、その地点の河川の水質を評価するもので、環境省および国土交

通省の事業として昭和 59 年度から全国的に実施されています。静岡県では、今年度も

国の依頼に基づき、市町と連携して参加団体を募集し、46団体から県内 65地点での調

査結果が提出されました。調査結果は水質階級Ⅰ（きれいな水）が 42 地点、水質階級

Ⅱ（ややきれいな水）が 12地点、水質階級Ⅲ（きたない水）が５地点、水質階級Ⅳ（と

てもきたない水）が４地点、不明（指標生物が発見されない等による）が２地点という

結果になりました（図１）。最も出現回数が多かった指標生物は「サワガニ」で、二番

目に出現回数が多かった指標生物は「ヒラタカゲロウ類」でした。また、指標生物（全

29 種類）の出現回数上位は、水質階級Ⅰの指標生物が多くを占めました。来年度も同

様の調査を実施する予定ですので、是非御参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画調整課 酒井亮 

 

 

図１ 水質階級地点数と割合の変化 
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