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現場で難燃剤の発生源を探索できる手法の開発 

 

【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。普段意識することなく体に取り込んでいる空気には実に多くの化学

物質が含まれており、室内空気中の化学物質が「シックハウス症候群」の原因の一つに

あげられます。 
難燃剤は、火災の延焼等を防止するために使用されている添加剤で、テレビ、パソコン、

繊維製品（カーテンやソファー）、壁紙など、室内で使用する様々な身近な製品に含まれて

います。国内外で広く使用されていた臭素系難燃剤のヘキサブロモシクロドデカンが有

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、健康や環境への新たなリスクの発生が懸念されます。 
 
【難燃剤の発生源探索手法の開発】 

室内の有害化学物質対策の最も有効な方法として、有害物質を放散しない代替品と交

換する、あるいは発生源となるものを部屋から撤去することなどがあげられます。しか

し、どの製品にどのような化学物質が含まれ、どのくらい室内空気を汚染しているのか

わかりません。そのため室内を汚染する化学物質の発生源を特定することが必要となり

ます。しかし、従来の化学物質の放散量を測定する方法は、対象となる製品を室内から

持ち出したり、切り取る必要があり、一般住宅で適用するには問題があります。そこで、

現場で簡易に発生源を特定する方法として、エミッションセルを用いた探索手法を開発

しました。 

 

【エミッションセルを用いた現場での発生源探索】 

エミッションセルとは、室内環境中の 

化学物質の発生源探索手法のために当研 

究所が開発した装置（図１）で、化学物 

質の捕集剤を装着し現場に設置すること 

によって、局所から放散する様々な化学 

物質を採取することができます。今回は 

難燃剤の放散量測定法を検討するため、 

難燃剤の捕集剤としてポリウレタンフォ 

ーム(PUF)（SIBATAφ90mm×10mm）をセルに装

着しました。 

図１ エミッションセルの概要 
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一般住宅において難燃剤の発生源を探索するため、エミッションセルをリビング内の

各製品（カーテン、ソファ、テレビ）や床及び壁に設置し（図２）、72 時間静置しまし

た。72 時間後、PUF をアセトン 30mL で超音波抽出し、濃縮した試料をガスクロマトグ

ラフ質量分析計により測定しました。測定対象物質は使用量が多く室内空気中に実際に

存在する可能性のあるリン系難燃剤を選びました。（表１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図２  室内での難燃剤の発生源調査 

 

 

表１ 対象としたリン系難燃剤 

物質名 略語 用途 

リン酸トリブチル TBP 難燃剤，触媒，安定剤（樹脂・繊維），可塑剤 

リン酸トリス（1,3-ジクロロ- 

2-プロピル） 
TDCPP 難燃剤（プラスチック発泡材，樹脂および乳濁液） 

リン酸トリス（2-ブトキシエチル） TBOEP 溶剤・界面活性剤,難燃性可塑剤, 消泡剤 

リン酸トリフェニル TPhP 樹脂・ゴムおよびプラスチックの難燃性可塑剤 

トリフェニルホスフィンオキシド TPPO 樹脂用難燃剤, 潤滑油用酸化安定剤, 合成反応剤 

リン酸トリクレシル TCsP 
難燃剤，樹脂の可塑剤，ゴムの軟化剤， 

ガソリン添加剤，潤滑油添加剤 

リン酸トリス（2-クロロエチル）  TCEP 難燃剤，ウレタン樹脂用難燃剤，潤滑油添加剤 

 

 

テレビ(背面) カーテン及び 

ソファ 

床(フローリング) 
壁 
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【結果】 

各部材から捕集した難燃剤の放散量の結果を表２に示しました。 

TCEP が、カーテン、テレビ背面及び壁と、最も多くの種類の部材から放散されまし

た。また最も放散量が多かった難燃剤は TBP で、ソファ、テレビ背面、床が発生源とな

っていました。TBP や TBOEP はワックスの添加剤や可塑剤として使用されるため、床か

らの放散量が多かったと推定されました。 

このように実際の室内環境で、カーテンやテレビ、床など様々な部材からリン系難燃

剤が放散されていることがわかりました。 

 

 

表２ 各部材から放散された難燃剤の放散量（ng/m2/h） 
 サンプリング場所 TBP TDCPP TBOEP TPhP TPPO TCsP TCEP 

1 防炎カーテン１ <21 <21 <42 <21 30  <21 25 

2 防炎カーテン２ <21 <21 <42 <21   16 <21 23 

3 ソファ（革製）上 130  <15 <42 <21 18  <21 <21 

4 テレビ背面 42  37  <42 <21 <21  <21 27 

5 床（フローリング） 137  <21 91  <21 <21 <21 <21 

6 壁 <21 <21 <42 <21 <21 <21 23 

 

 

 
【まとめ】 

今回検討したエミッションセル法により、実際の室内で様々な部材が発生源となって

難燃剤が放散されていることが確認でき、また発生源によって異なる難燃剤が含まれて

いることがわかりました。 
家庭用品等に使用され、室内空気中に放散される化学物質は数多く存在します。本法

は難燃剤以外の室内空気を汚染する化学物質の発生源を探索する手法としても応用可

能と考えられ、室内に存在する化学物質を科学的に明らかにすることで、快適な室内環境

の確保につながることが期待できます。 
 

 
 
 
 

環境科学部 小郷沙矢香 
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ママダダニニのの話話  
 
【ダニの歴史】  

化石などから、ダニが地球上に誕生したのは 3.5～4 億年くらい前だとわかっていま

す。この頃は爬虫類以上の高等動物は出現していないため、シダ類や昆虫を餌にしてい

たと推測されます。マダニの祖先は、約 2億年前に皮膚のなめらかな爬虫類の体表につ

く寄生虫として出現し、爬虫類の生息域の拡大とともに、マダニの生息域も拡大し、お

互い進化したそうです。 

【ダニの分類】 
 ダニは昆虫だと思われがちですが、サソリやクモと同じくクモ網に属する節足動物で

す。昆虫といわれるものは、昆虫網に属すため、クモ網のダニは昆虫ではありません。 

ダニは気門(呼吸器の一つ)によって種類が分かれており、無気門類、前気門類、中気

門類、後気門類などに分けられています。例えば、アトピー性皮膚炎の原因となるアレ

ルゲンとして注目を集めている布団などに生息するヒョウダニ、皮膚に寄生し、強烈な痒

みをもたらすヒゼンダニ 食品に発生するコナダニなどは無気門類、カーペットや畳で人

を刺すツメダニは前気門類、今回の主役であるマダニ類は後気門類です。 

【マダニの形態】 
マダニの体を見てみましょう。体長 2～10mm で、幼虫は 3

対 6 本、若虫、成虫は 4 対 8 本の脚を持ちます。クモは頭胸

部と腹部の境にくびれがありますが、マダニは頭胸部と腹部

が合体して一つの袋(胴体部)になっています。頭のように見

える部分は、鋏角と触肢、口下片からなる顎体部（図１）に

なり、吸血時は鋏角で皮膚を切り裂き、口下片で皮膚をさし

体を固定します。 

【マダニの一生】 
 幼虫・若虫・成虫の 3 世代があり、幼虫と若虫は発育脱皮

のため、成虫は産卵のために吸血します。吸血期間は、幼虫が 3～4日間、若虫が 4～5

日間、成虫が 1 週間（ダニの種類によっては 1 ヶ月）、成虫は

吸血後数日から 1ヶ月程度で産卵します。マダニの一生は寄生

吸血期が数週間、残りの数ヶ月から数年は全くの飢餓期間と分

けられます。 

 自然環境下では、マダニは水平方向にはあまり移動せず、草

の上などで、吸血できる相手が通るのをじっと待っています

 
図 1 マダニの顎体部 

口
下
片 

 

図２ 草の上で待つマダニ 

触
肢 
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（図２）。もし吸血できる相手が、近くを通らなければ餓死することになります。ほと

んどのマダニは、冬期は落ち葉の陰に隠れて越冬し、草丈が 10cm 以上になる頃に活動

を開始します。静岡県でよく採取されるキチマダニは、通年活発に活動します。 

【マダニが保有する病原体】 
 マダニは、すべての発育期で吸血を必要とするため、それぞれの発育期に病原体の侵

入と伝播の可能性を持っています。マダニ媒介性感染症には、細菌性のものでは野兎病、

ボレリア症、スピロヘータによるものでは、回帰熱、ライム病、リケッチアによるもの

では、日本紅斑熱、アナプラズマ症、ウイルス性のものでは、重症熱性血小板減少症候

群、クリミア・コンゴ出血熱、ダニ媒介性脳炎などがあります。静岡県でも発生のある

日本紅斑熱と、西日本で死亡例の続く重症熱性血小板減少症について説明します。 

日本紅斑熱 (Japanese spotted fever) 

 日本紅斑熱（病原体：Rickettsia japonica）は、発熱と発疹を主な症状とするマダ

ニ媒介性感染症で、治療が遅れると死亡することもあります。 

 静岡県では、日本紅斑熱患者はほとんど発生がありませんでしたが、2013 年以降ほ

ぼ毎年患者が発生し、しかも二人が亡くなっています。2008～2013 年のマダニの調査

で、5種類のマダニ（図３）から R. japonica が検出されており、さらなる患者の発生

が危惧されます。野外活動後、2～8 日後に高熱や発疹がみられたときは、日本紅斑熱

を疑い、すぐに医療機関で診療を受けてください。 

重症熱性血小板減少症候群（severe fever with thrombocytopenia syndrome，SFTS） 

 SFTS(病原体：SFTS ウイルス)は、発熱、嘔吐、下痢、血小板減少等の症状を呈する

致死率 10％以上の感染症ですが、静岡県ではまだ患者が発生していません。しかし、

全国 26 自治体において、4,000 匹以上のマダニの検査を実施

したところ、23自治体のマダニから SFTS ウイルスが検出さ

れ、静岡県も、フタトゲチマダニ（図４）の若虫からウイル

スが検出されました。また、27 自治体において野生動物と犬

の SFTS 抗体保有状況を調査したところ、静岡県を含む 17自

 

図３ 静岡県で R. japonica が検出されたマダニ （左からキチマダニ♀、ヤマアラシ

チマダニ♀、ヤマトマダニ♀、タカサゴキララマダニ♀、タイワンカクマダニ♀） 

 
図４ フタトゲチマダニ♀ 
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治体で抗体陽性のシカが確認されたことから、注意が必要です。 

野外活動の後、6日～2週間の潜伏期を経て、発熱、消化器症状(嘔吐、下痢、下血)

などがみられたときは、SFTS の可能性があるので、すぐに医療機関の診療を受けてく

ださい。 

【マダニ防御法】 
 まず、マダニの生息場所を知ることが重要です。野生動物を吸血した後、マダニは落

下します。そのため、野生動物が出没する環境に多く生息しています。草の上で待って

いたマダニは、服の隙間（ズボンの裾、袖口、首回り）から進入するので、野山や畑な

どではなるべく肌の露出を少なくしましょう。忌避剤（虫除け）も、ディートやイカリ

ジンという成分が入っているものは、マダニに効果があります。野外活動後は、家に入

る前に上着や作業着にマダニがついていないかを確認し、服についているマダニはガム

テープで取り除きましょう。ダニは、脇の下や指の股など、気づきにくい部位を吸血す

ることがあるので、シャワーや入浴の際にダニがついていないかチェックしましょう。 

【もしもマダニに刺されたら・・】 
 マダニの中には、吸血時にセメント様物質を分泌して、口下片を皮膚に固定するタイ

プや、長い口下片により皮膚深く差し込むタイプがいます。無理に取り除くと、口下片

が皮膚に残り化膿する場合があるので、医療機関で適切な処置を受けてください。 

【静岡県におけるマダニ生息状況】 

 1989～1991 年の 3 年間に静岡県内の 31 地点、2008

～2015 年の 12年間に 216 地点、旗ずり法（図５）に

より 4 属（チマダニ属、マダニ属、キララマダニ属、

カクマダニ属）、14 種が採取されました。1989～1991

年に採取されたマダニは、約 80％がキチマダニでし

たが、17年後の 2008～2015 年には、キチマダニは約

半数に減り、フタトゲチマダニが多く採取されるよう

になりました。また、17 年前には採取されなかった

タカサゴチマダニ、ヤマアラシチマダニ、アカコッコマダニ、ヒトツトゲマダニ、タカ

サゴキララマダニ、タイワンカクマダニが採取されるようになりました。 

当研究所では、マダニの生息状況調査を継続し、マダニの分布相の変化を調べていま

す。また、日本紅斑熱リケッチア等の病原体保有状況も調べ、県民や医療機関への情報

提供に努めています。 

                                            微生物部 大石沙織 

 
図５旗ずり法によるマダニ採取 
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ジジャャガガイイモモ中中のの植植物物性性自自然然毒毒「「ソソララニニンン類類」」にによよるる  

食食中中毒毒にに注注意意  
 

【はじめに】 

 ソラニン類は植物が産生する毒成分の一種で、ジャガイモの芽や日光が当たり緑色

になった皮の部分に多く含まれています。ソラニン類を多く含むジャガイモを食べる

と、吐き気や腹痛などの食中毒症状を引き起こすことがあります。ジャガイモ中のソ

ラニン類による食中毒は全国的に平成 10 年から毎年 1～3 件報告されており、そのほ

とんどが小学校の授業で栽培したジャガイモを食べたことにより発生しています。 

 静岡県内でもジャガイモ中のソラニン類による食中毒の疑いのある事例が平成 28

年 7 月に発生し、当研究所で緊急検査を実施しました。今回はその事例についてご紹

介します。 

 

【ジャガイモによる食中毒事例】 
1 発生状況 

平成 28 年 7 月 15 日、藤枝市内の小学校で、生徒達が授業で栽培したジャガイモを

調理して食べたところ、一部の生徒が吐き気や腹痛などの食中毒症状を訴えました。

幸い同日中に症状は回復し、重症者はいませんでした。 
今回の食中毒症状の発生原因がジャガイモであることを裏付けるため、当研究所で

ジャガイモ中の有毒成分であるソラニン類の含有量について分析を実施しました。 
2 検査方法 

 研究所に、検査試料として調理前のジャガイモと調理後の茹でたジャガイモが運び

込まれました。それぞれ皮付きのまま同量をミキサーで粉砕し、メタノールを加えて

ホモジナイザーで均一化、吸引ろ過した後、メタノールでろ液を希釈し、高速液体ク

ロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）を用いてソラニン類の含有量を測定しました（図

1）。 

 
図 1 ジャガイモ中のソラニン類分析方法 
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3 検査結果 

 ジャガイモ中のソラニン類を測定したところ、調理前で 138.6mg/kg、調理後で 150.6

㎎/kg 検出されました。通常のジャガイモにも可食部分には約 75mg/kg のソラニン類

が含まれていますが、検出された値は通常の約 2 倍の量でした。大人ではソラニン類

を 50mg 摂取することで食中毒症状を呈するといわれていますが、子供の場合、20mg

程度でも食中毒症状を引き起こすことが報告されています。今回搬入された調理後の

ジャガイモを 133g（約 2 個に相当）食べた場合、約 20mg のソラニン類を摂取するこ

とになり、食中毒症状を引き起こす可能性がわかりました。 

 この食中毒事例では、収穫されたジャガイモは未熟なものが多く、収穫後常温保存

され、調理して食べる際、ジャガイモの皮は付いた状態でした。そのため、ジャガイ

モ中のソラニン類の含有量が高くなり、それを摂取してしまったため、食中毒症状を

引き起こしたと考えられます。 

 
【ソラニン類による食中毒予防策】 

 家庭におけるジャガイモ中のソラニン類による食中毒の予防に関しては以下のこと

に気をつけてください。 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
【最後に】 

 当研究所では、今回紹介した食中毒事例以外でも、イヌサフラン中のコルヒチンや

フグ毒検査など自然毒による食中毒の緊急検査を実施しました。原因となる有毒な動

植物の鑑別や食中毒の原因の裏付けを行うことで、食中毒事件発生後の迅速な対応に

貢献しています。 

 

医薬食品部 渡邊愛子 

家庭菜園等で栽培するとき
・ ジャガイモが土から出てこないようにしっかり土寄せをしましょう。
・ 未熟なジャガイモができないように不必要な芽は取り除きましょう。
・ 未熟で小さなジャガイモは収穫しないようにしましょう。

家庭で保存するとき
・ 日光が当たる場所をさけ、暗くて涼しい場所に保存するようにしましょう。

調理するとき
・ 包丁や皮むき器で芽や皮をしっかりとるようにしましょう。



 
 

9 

県県内内のの PPMM22..55 ととそそのの特特徴徴ににつついいてて調調べべてていいまますす  

【はじめに】 

PM2.5（微小粒子状物質）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 の長さ。髪の毛の太さの 1/30 程度。）以下の非常に小

さな粒子のことです。発生要因は、自動車排ガスをはじめ人の活動によって生成され

るもの（人為発生源）、火山の噴煙をはじめ自然活動によって生成されるもの（自然発

生源）、外国など遠方から移流で到達するもの（長距離輸送）、大気中での化学反応に

より生成されるもの（二次生成）等様々であり、呼吸器系疾患など健康影響への懸念

が指摘されています（図１）。 

PM2.5 をはじめとする大気汚染物質は、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上

で維持されることが望ましい基準」とされる環境基準（PM2.5：１年平均値が 15μg/m3

以下、かつ、１日平均値が 35μg/m3以下。1μg＝1mg（水一滴程度）の千分の 1 の重

さ。）によって規制されています。また、短期での人への健康影響を防止する目的で、

注意喚起のための暫定的な指針（PM2.5：１日平均値が 70μg/m3 超（健康影響が出現

する可能性が高くなると予測される濃度水準））が定められています。 

静岡県では、これらの環境基準適合の評価や大気汚染発生時の緊急時対策のため、

県内各地の大気汚染物質濃度を常時監視として 24 時間 365 日測定しています。 

今回、これまでに常時監視で得られた PM2.5 データを分析したところ、一定の傾向

が見られましたので報告します。 

自然発生源人為発生源

二次生成

長距離輸送
呼吸器系疾患等
健康被害のおそれ

図１ PM2.5 の発生要因 
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【方法】 

１ 常時監視によるデータ収集と県民の方々への情報提供 

常時監視を行うため、県内 68 箇所に測定局が設置されています（うち、静岡県は

26 箇所を管理し、残りを市が管理）。県内 68 箇所のうち、PM2.5 を測定する装置は

平成 29 年７月現在、33箇所に設置されています（うち、静岡県は 15 箇所を管理し、

残りを市が管理）。これらの測定局では、PM2.5以外の大気汚染物質も測定しており、

様々な観点から大気汚染の状況を把握しています。例えば、NOx（窒素酸化物）とい

う項目がありますが、PM2.5 と同時に濃度上昇が見られた場合、火事や野焼きをは

じめとする、何らかの燃焼ガスの影響があったのではと推定することができます。 

このように、各測定局で測定されたデータについては、状況の把握を行い易くす

るため、原則、ネットワークで集中的にリアルタイム収集を行い、当研究所で解析

を行っています。ウェブサイト（http://taikikanshi.pref.shizuoka.jp）上で、県

民の皆様にもこのデータ（速報値）は公開されていますので、一度御覧いただけれ

ばと思います（図２）。このサイトでは、PM2.5 をはじめとする各種大気汚染物質の

当日及び過去１週間の濃度を見ることが可能です。また、PM2.5 濃度が高くなると

予測される場合、PM2.5 注意喚起情報を掲載し、健康被害防止の観点から、不要不

急の外出や屋外での長時間の激しい運動を控えていただく等の対応を県民の皆様に

お願いしています。 

中央監視局（環境衛生科学研究所）での情報収集と解析

ウェブサイト上でのデータの一般公開
県内各地にある測定局での測定

http://taikikanshi.pref.shizuoka.jp 

図２ 常時監視によるデータ収集体制とデータの一般公開 
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２ 常時監視によって収集されたデータの評価と統計処理 

常時監視によって収集されたリアルタイムデータについては、本当の大気汚染の

値ではない“異常値”を取り除く作業をします。異常値というのは、例えば、大気

汚染を測定する機器の不具合によるものが挙げられます。過去には、機器内部に昆

虫が入り込み、実際には大気汚染は無かったにも関わらず、大変高い汚染濃度とし

て記録されてしまったケースがありました。この作業は一見地味ですが、異常値を

そのままにしてしまうとデータの評価を誤ってしまうことになることから、非常に

重要と考えています。 

また、このようにしてとりまとめたデータについては、そのままでは数値の羅列

でわかりにくいことから、グラフ化する、統計分析を行う等の処理を行うことによ

って、人の目で現象の法則性に関する評価をし易くする作業を行いました。 

 

【結果と考察】 

静岡県では、PM2.5 に関して、平成 27 年度及び平成 28 年度において環境基準・暫

定指針値を超過となるような濃度にはなりませんでした。これは、最近の本県の PM2.5

における大気の状況が良好であることを示しています。 

また、本県で管理している県内各地の測定局から得られた PM2.5 データについて、

平成 27 年度測定分を解析したところ、以下のことがわかりました（図３）。 

１  変動の傾向は全測定局で類似 

２  ７月末～８月上旬に、全測定局で比較的 PM2.5 の値が上昇（青色実線の□） 

３  一部の測定局で、突出して PM2.5 の値が上昇した日が存在（赤色破線の○） 

PM2.5 mass conc. = 70μg/m3(provisional guidelines)
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県内全測定局で上昇傾向
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図３ 平成 27 年度１年間の PM2.5 日平均値濃度時系列グラフ 
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 PM2.5 の濃度変動は広域的な影響が比較的強く出ることから、上記１や２について

は他県の状況を見ても説明が可能です。 

 実際に、変動の傾向が県内全測定局で概ね類似していることは、クラスター分析（類

似するデータを分類する分析手法）からも確認できました（図４）。 

なお、クラスター分析で、県内の測定局の中では最もデータが類似していない湖西

市役所測定局と下田市役所についても、相互相関関数（データの類似性と周期性を評

価する分析手法）の解析結果から、かなり類似していることが示唆されています（同

じ日で相関が約 0.8）。 

上記３については、現状では不明な点も多いため、当該地域で起こった現象につい

て、今後、情報収集を行い、原因を追究していく予定です。 

平成 27 年度についてはこのような結果となりましたが、複数年度ではどのような変

動となるのか、１日のうち時間単位でデータを細分化して見た場合はどうなるのか等

について検討していきたいと考えています。 
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【おわりに】 
今回得られた結果については、今後の PM2.5 注意喚起情報の地区分け（PM2.5 濃度

がかなり上昇しそうな時の天気予報を県単位で行うのか、それとも伊豆・東部・中部・

西部に分けるのかといったイメージで考えてください）の判断材料とする予定です。 

PM2.5 をはじめとする大気汚染の常時監視データは環境保全行政において、非常に

重要な基礎資料となるため、静岡県では今後とも県内の大気の状況を適切に把握し、

本業務が安心して生活できる環境形成の一助となることを目指します。 

 

大気水質部 前田友幸 

図４ 平成 27 年度 PM2.5 日平均値データに基づくクラスター分析結果 
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