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環境ビジネス研究会会報 

2019年 8月号 

第110回定例会 2019年7月13日（土曜日）開催 

①シロアリ被害と地震の関係 シンジェンタジャパン（株） ⽴花⽒ 

②ライトニン上野のスーパープレイ集（2018-19シーズン編） ライトニン消毒 上野⽒ 

③研修旅⾏について 事務局より 

シロアリ被害と地震の関係 シンジェンタジャパン（株） ⽴花⽒ 

シンジェンタジャパン（株）様は、スイスとイギリスの医薬品メーカーの農薬部⾨が統合し⻄暦2000年から営業
している企業様です。「⼈々をひとつに結び付ける」と⾔う意味が企業名になります。 
企業特⾊としては、年間1,250億円以上を研究開発費を費やし⼒を⼊れていて、農薬というカテゴリーでは世界⼀
⼤きな企業になります。 主な商品 アリ⽤ベイト剤では、【アドビオンアントジェル】、ゴキブリ⽤ベイト剤
【アドビオンLSジェル】、シロアリ⽤薬剤【オプティガード】、【アルトリセット】は、多くのPCO様にご利⽤
いただいております。 
◆シロアリの⽣態 シロアリは、アリという名前はついていますが蜂やゴキブリの仲間に分類されます。 
世界中に2､000種類以上、⽇本国内では22種類が知られています。近年では⾷材性ゴキブリと近縁にあるためゴキ
ブリ⽬に含めることもあります。⼥王アリを頂点とした社会性昆⾍であることが最⼤の特徴であります。 
◆シロアリのライフスタイル ⽻のある雄雌が巣⽴ち交尾しペアになり、その中から⼥王アリが産卵を繰り返し
ます。⽣まれた⼦供は巣を作る作業を⼿伝います、その中で【副⼥王アリ】、【⽻アリ】、【兵隊アリ】、【働
きアリ】（⽊材を⾷べるのはこのアリだけでコロニー全体の90%〜95%を占めます）となります。 
◆シロアリが⽊材を消化するメカニズム シロアリは⽊材を⾷べる⽣き物ですが、朽ちた⽊や葉の物質を分解・
循環することから⾃然界においては意味のある⽣き物になりますが、⼈間の⽣活圏内では家を⾷べてしまう事か
ら⾮常に厄介な⽣き物になります。 
◆⽇本国内でのシロアリの分布 太平洋側では【ヤマトシロアリ】、【イエシロアリ】が分布しています、理由
としては外国との貿易や物の流れなど交流（接触）があり⽇本に定着しています。 
特に、暖かい地域を中⼼に⽣息していますが、北海道や暖かい地域でない海沿い以外でも【ヤマトシロアリ】の
被害が問題になっております。 
・【ヤマトシロアリ】の特徴 ・北海道の東部、北部を除く⽇本全国に⽣息しています 
・巣は⼟台等の⾷害部分に作りさほど⼤きくないのが特徴です ・乾燥に⽐較的弱く、湿った⽊材や地中に⽣息
している。※北陸や新潟など港のエリアなど、⼟地が湿った場所に⽣息していることが多いです 
・⽻アリは4⽉〜5⽉の⽇中に群⾶します ・他のコロニーのヤマトシロアリとも共⽣する 
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【イエシロアリ】の特徴 ・外来種で南⻄諸島、九州、四国、本州太平洋側の海岸付近から平野部に⽣息 
・巣は⽐較的⼤きく、家屋への被害も甚⼤です※ひとつのコロニーに100万匹程度⽣息する場合もあります。 
・⽔分を運ぶ能⼒があるため乾燥に強く、天井裏まで被害が及ぶ ・⽻蟻は6⽉〜7⽉（梅⾬明け頃）の⼣⽅から
夜に群⾶し⾛光性がある。 
◆シロアリの被害と防除の重要性 コロニーから蟻道を作り、⼈間の環境、住処に現れます。 
⾮常に機動⼒があり、活動範囲は広範囲になり被害が拡⼤されます。 
シロアリの侵⼊経路 ・ベタ基礎の場合であっても、クラックや打ち継ぎ等の僅かな隙間から侵⼊してきます。
基礎断熱住宅の場合であっても、断熱剤を⾷って⼟台まで到達してしまい、⾮常に移動性が強いのが特徴です。 

まとめ・シロアリの⽣息エリアでは建物被害が甚⼤ 

・シロアリはクラックや配管周りなど、僅かな隙間

からでも侵⼊するため、ベタ基礎でもシロアリ対策

は必要である ・シロアリは⽊材の内部を加害する

ため、外観だけでは被害を判別できない場合がある 

・リホーム⼯事で発⽣した⽩蟻被害で賠償問題に発

展した事例もある Point ・シロアリ被害は住宅

の価値を低下させる ・シロアリ⽣息エリアでは、

薬剤による防除が必須 ・シロアリ防除は、住宅の価値を⾼める 
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◆シロアリ被害と地震の関係性について 2000年以降に国内で発⽣した⼤地震 

・2004年10⽉23⽇ 新潟県中越地震 M6.8 最⼤震度7 ・2005年3⽉20⽇ 福岡県⻄⽅沖地震 M7.0 最

⼤震度6弱 ・2007年7⽉16⽇ 新潟県中越沖地震 M6.8 最⼤震度6強 ・2008年6⽉14⽇ 岩⼿・宮城内

陸地震 M7.2 最⼤震度6強 ・2011年3⽉11⽇ 東北地⽅太平洋沖地震 M9.0 最⼤震度7 ・2016年4⽉

14⽇ 熊本地震 M7.3 最⼤震度7 ・2018年6⽉18⽇ ⼤阪北部地震 M6.1 最⼤震度6弱 ・2018年9⽉

7⽇ 北海道胆振東部地震 M6.7 最⼤震度7 ・2000年以降、2.3年に⼀度の割合で⼤きな地震が起こって

います。その中で、家屋が倒壊したところでシロアリの被害が確認された事例が沢⼭あります。 

最近の、2018年北海道胆振東部地震では、倒れたり傾いたりした建物の⽊材の中からシロアリの被害や腐朽

が多く確認されています。 

淡路島・北淡町を対象に⽊造家屋の被害調査が⾏われましたが、倒壊した228棟中58棟で腐朽・蟻害が確認され、
その内の全壊・半壊率は86.2％ありました。 
中越沖地震での倒壊調査でも、シロアリ・腐朽の被害があったところでは被害が多くあったことが報道されてい
ます。 ◆過去の⼤地震を振り返って ・⼤地震により、シロアリの被害が判明する事がある ・蟻害・腐朽が
構造上主要な部分に発⽣する場合、建物の耐久⼒に影響が出る可能性がある ・地震で倒壊した家屋では蟻害・
腐朽被害が発⾒された確率が⾼かった 
・倒壊した家屋には住宅メンテナンスが⾏われた形跡がない場合が多く、防⽔不良の施⼯の問題、建物の維持管
理上の問題も確認できた ◆改正宅建業法の建物状況調査 平成30年4⽉1⽇より、【建物状況調査（インスペク
ション）】の説明が義務化されました ・中古住宅を売買する際に、【建物状況調査（インスペクション）】が
義務付けされ、その中にシロアリもカテゴリーとして⼊っております。 住宅は耐久性、耐震性が重要される ⼀
般消費者に対して、家を購⼊する際に何を重視するか？との問いには【1位は建物の性能】が挙げられています。
【建物性能】の中で重視するポイントを尋ねたところ、1位は耐久性、2位は耐震性を重視するポイントとなって
います。※⾝近な住宅のメンテナンスとしての「シロアリ防除」を推奨しております。 
まとめ２ ・宅建業法改正により、中古住宅売買における住宅診断の斡旋が義務化され、既存住宅現状調査はあく
までもオプションですが、シロアリ被害を含め床下調査をすることが住宅の価値を⾼めます。※今後、空き家や
中古住宅が増える中で資産として評価されると考えます・「しっかりとしたシロアリ対策を実施し、良質な住宅
の流通を促進させ、お施主様に満⾜頂ける住宅を供給することが顧客満⾜につながる」 
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◆シロアリ防除剤 シロアリ防除剤の歴史は、環境問題やシックハウス等、健康問題とともに発展してきた

歴史があります。第⼀世代として【クロルデン】になりますが、昔を知っているシロアリ業者様にお話をお

聞きすると、昔の薬剤は「匂いがきつい」が⼀度まくことによって何⼗年も⾼い効果が得られるとお聞きし

ます。理由としては、有機塩素系など毒性の⾼い薬剤を使⽤していたので、⼀度使⽤すると⽣涯シロアリの

被害を受けないと⾔われていました。しかし、成分が分解されにくく⼟壌汚染や、毒素としての蓄積性が⾼

く残ってしまうために、1986年に使⽤が禁⽌されました。 第⼆世代として【クロルピリホス（有機リン

系）】が使⽤されました、こちらは殺⾍効果が⾼く成分が分解されやすいことから農薬として⾒たときには

リスクの低い薬剤とされてきましたが、シックハウス症候群の原因の⼀因として考えられることから2000

年頃には⽇本⽩蟻対策協会で⾃主規制をはじめ、2003年には建築基準法の改正により使⽤禁⽌になりまし

た。 2000年代では、現在全盛で使⽤されている薬剤として、【第四世代、ネオニコチノイド系】という

薬剤を使⽤されています。こちらが登場することにより、薬剤作⽤に⼤きな転換がありました。今までは⾮

常に毒性が⾼く即効性がありましたが、毒性が強く成分そのものをシロアリが忌避するため、離れた巣にい

るシロアリの駆除は困難でした。【ネオニコチノイド系】では、シロアリが忌避しないことや、即効性から

遅効性に代わったことにより、グルーミングをするシロアリの特性から伝播する効果により巣の中にいるシ

ロアリにも効果が得らるようになりました。 

2010年代、現在の最先端の薬剤として【第五世代、ジアミド系】第四世代と⽐べても⾮常に安全性が⾼

く、死ぬまでに1週間ほどかかっていましたが、【ジアミド系】は、30分程度でシロアリの顎が動かなくな

り⽊材を噛めなくなるので、被害を⽌める即効性があり、伝播性もあることが⼤きな特徴になります。 

◆シロアリ防除剤に求められる性能 ・標的⽣物に少量で的確に効果を⽰し、環境への投下薬量を低下でき

る 

・⾼等動物（ペットや⼈間）に毒性が低く、⾮標的⽣物に影響が少ない ・農作物や環境中での残留性や蓄

毒性が低い ・処理回数削減に繋がる適度な残効性をもち、環境に薬害が少ない 

第五世代の、【ジアミド系 アルトリセット200SC】は、シンジェンタ様の商品として発売しています。 

⽜⽥会⻑より 現在の新築建築物の中では、ベタ基礎から床まで20cmしか無かったり、床下の空間を使っ

て熱暖房の空調で使⽤している建物も多く、施⼯の難しさから発⽣源の特定も困難な現場も多くあります。

様々な施⼯環境も考慮し、安全性の⾼い薬剤を使⽤していかなければ成らない事を痛烈に感じました。 

ライトニン上野のスーパープレイ集（2018-19シーズン編） ライトニン消毒 上野⽒（EBR会員） 

某駅ビル全館防⿏駆除の例 施⼯に必要な道具を様々開発してきましたが。【相互保管管理】というシステ

ムが⼀番の発明だと考えています。 
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①天井捕獲 ②防⿏⼯事 ③殺⿏捕獲 ※床⾯捕獲をしない施⼯⽅法になります 

【相互保管管理】とは、お互いの⻑所と短所を補いあい最⼤限の効果を得ることです。 

a ②防⿏⼯事により侵⼊できないネズミは③殺⿏剤を⾷料にしないといけない②をすることにより③と①天

井捕獲の効果が増すb ③殺⿏剤により個体数が減少することにより①の効率アップする 

c ①天井トラップによって、③殺⿏剤を使⽤すればするほど死臭のリスクが⾼まりますが、①によりリスク

をほぼ０にすることが出来る 

メリットデメリット 殺⿏剤 ・技術的にも安易で、⽣息数減少に極めて効果的であるが、常に死臭のリス

クがあるため天井設置のトラップ数に依存する。 天井捕獲 ・⽣息数削減、モニタリング・設置技術をマ

ニュアル化することが可能・死臭管理・天井のある施設では拡張が可能だが、⽋点としては電気配線問題・

コストの問題 防⿏⼯事 ネズミの侵⼊を阻⽌し⾷糧源を断つ最⼤のアイテムですが、⽋点として⼈件費・

部材コスト・技術的な素質が必要、技術のマニュアル化・モチベーションの持続が困難。※現場により多種

多様のため、教えたり、マニュアル化することが困難である 

ネズミ駆除の効果を皆で⾼めようとした場合、天井捕獲が最良であり、付随して殺⿏剤を使⽤する。 

⾷糧源を断つことが出来れば、防⿏⼯事と同じ効果を得ることが出来ます。※ただし、顧客に依存する 

上記の理由により、⻑所を最⼤限に伸ばし、短所を補うというのが【相互保管管理】という考え⽅です。 

天井捕獲の注意では、ケーブルの上にのせたりケーブルの垂れている部分には注意が必要になります、捕獲

したネズミがもがいてケーブルをかじってしまいます、本来はそういった被害をなくすために駆除を⾏って

いる⽬的もありますので捕獲による被害を出すことはしないようにしなければいけません。 

代表的な施⼯モデル ・衛⽣改善モデル ※天井保管と殺⿏剤にはいい影響を与えるが、双⽅が衛⽣改善に

寄与することはありません 

・防⿏なしモデル ※防⿏施⼯が採⽤できないモデルもあります 

・防⿏・殺⿏剤モデル ※防⿏⼯事と殺⿏剤を使⽤。殺⿏剤だけだど死臭のリスクが⾼まります 

・天井捕獲優先モデルまたは天井殺⿏無しモデル ※殺⿏剤の量を減らしても、天井捕獲がちゃんとできて

いることにより効果があります 

衛⽣改善モデルと相互管理モデルの違い 幼獣捕獲数がおいいという事は、幼獣が繁殖しているという事に

なります。※ネズミ駆除の様態は、幼獣を⽣ませない（繁殖をゼロにする）ことになります。 
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【繁殖をゼロするためには、相互補完モデルが最適です】 

繁殖による、幼獣捕獲が多発すると全体の捕獲数は増加する。防⿏繁殖ゼロレベルに⼤きくかかわります。 

幼獣は捕獲されやすく、成獣は捕獲されにくいトラップの特性を利⽤する、⼦ネズミはいっぱい捕まるけど、

成獣は捕まらないとお聞きすることも多いですが、考え変え⽅を変えてください。トラップは幼獣を捕まえる

ためのもと考えるとあれほど効果的なものはありません。繁殖をゼロにすることで、いずれ成獣は繁殖能⼒を

失い個体は減少していきます、成獣は警戒⼼も強いので⼤量に設置と、防⿏⼯事・毒餌を組み合わせることで

減っていきます。※トラップを⼤量に設置することで、幼獣は1か⽉程度で効果があります。そのことから、

幼獣が沢⼭捕まった時は危険信号と考える必要性があります。繁殖ゼロ管理を⾏うことで、幼獣の捕獲数か

ら、次回の捕獲予定数等の算出でき、報告書にも記載することも可能になります。 

現在⾏っている某デパート全館ネズミ完全駆除施⼯ 

店舗情報（⼀部公開） 地下10階建て飲⾷店舗合計24店舗 ・全館で、天井裏には7400枚のトラップを設

置、ただし最終的には約10,000枚を設置予定（床には初回のみ） ・初⽉、掻き出し作業と、天井トラップ設

置（合計6⽇間） ・次⽉、天井トラップ設置（8⽇間） ※掻き出し清掃の徹底を⾏う 

・翌々⽉、飲⾷店全店20店舗の防⿏⼯事を実施（翌⽉残4店舗防⿏⼯事）初期施⼯終了となっております。 

作業段取り ・報告書にて先⾏調査、図⾯づくり点検⼝の図⾯など・床⾯など調査（エクセル作成） 

※前年に飲⾷フロアの改装があったためネズミが減っていたことや、トラップ設置の経験不⾜スタッフによる

理由などで床下捕獲をあきらめる ・掻き出し清掃に徹底※今回は掻き出したごみはお客様に⽚づけてもらう

ようにしました。本来は、掻き出し清掃はお客様の責務であるという考えではありませんが、プロが⾏う掻き

出し清掃を徹底して⾏いゴミをお客様に確認していただくことで意識を⾼めるのが⽬的 

・ひまわりの種を置いて喫⾷していたことで個体を確認。また、天井トラップ設置時にはすでに捕獲できたネ

ズミも確認できた。以降、天井へのトラップ設置し、終了まじかで防⿏⼯事を⾏う。 

※対象店舗では、営業終了後に防⽕シャッターを毎回閉める習慣があったため防⿏板が役に⽴たなくなるた

め、以降防⽕シャッターなどは必要時以外は閉めないでいただいています。 

事例１ エアコンの配線をかじられ、停電するという事案があった。粘着につかまったネズミがかじったのか

を、点検したところ切れている配線周りには捕獲は確認できなかっため、念のため殺⿏剤で処理をおこなう。 

事例２ 三連の⼤型冷蔵庫が並んでいる中で真ん中でつながっている特殊な構造なものもあり、防⿏⼯事に苦

労が必要なものもあった。 
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point 図⾯に点検⼝、トラップ位置を記載し、表にて点検⼝にトラップ数・殺⿏剤（ラニラット）を表記し

捕獲数を管理を徹底 ※請け単価は、ライトニン消毒様が受けた単価で約470万円 来年以降は⽉に1回程度の

点検で350万円ほどの保守費⽤が⾒込める案件です。初回施⼯時に、点検を踏まえた仕組みづくりを作ってお

くことが重要です。 

その他にも、郊外型ファミレスのノミバエ⼤発⽣事例（構造⽋陥による、汚⽔のつまりが原因のノミバエ⼤量

発⽣）のお話しなどもいただきました。 

防⿏⼯事の特殊な事例 【焼き⾁店のロースターの防⿏】・床をあげて下で排気しているロースターの場合

は、内部で遮断できるので周りからトタンやパンチングメタルなどを断熱材に強く押し当てて、ビス⽌めする

防⿏⼯事が必要です。※しっかりと断熱材を切るように固定しないと断熱材を⾷い破り出てきてしまいますの

で注意してください。ネットとコーキングは断熱性のものを使⽤し、⻑期間管理の場合、必ず断熱材を⾷い

破って侵⼊してきますので注意してください。内部で遮断できないロースターの場合は、外部を完全に埋める

必要があります。様々なタイプがありますが、炭⽕排気式ダクトの場合などは、閉店時に必ず店員さんに蓋を

閉じてもらうなど協⼒も必要です。幼獣の侵⼊することも配慮し防⿏⼯事をすることも重要です。 

【⾷品スーパーの冷蔵ケースの防⿏⼯事】 ・パネルを開けて、熱交換機の有無の調査 ※熱交換器があると

いう事は独⽴しているタイプが殆どなので動かすことが可能な場合が多い。※ない場合は、冷媒管を壁裏に引

いている可能性が⾼いタイプだと予想できます。 

冷媒管周りの壁等は、ネズミ対策はしていないと考えた⽅がよい。奥⾏きがあるため防⿏することは不可能。

冷蔵ケースの排熱空間がネズミの侵⼊⼝になるのでこちらを防⿏⼯事することが有効。 

稼働パネルへの防⿏では、素材に気を付けて⼯事をしないと、開け閉めで劣化してしまいますので注意が必要

です。また、スーパーは⼊荷の時にネズミの侵⼊は仕⽅がありません、⼊ってきたネズミをどのように対処す

るかが重要です。天井に⼤量のトラップを仕掛ける、防⿏⼯事を徹底して⾏う、⼊ってくる⼿前に殺⿏剤を設

置しトラップを設置する、売り場に⼊ってくる⼿前で阻⽌をする対策が重要になります。 

【⻭科医院での防⿏⼯事】・街の⻭科医院は飲⾷店と同じ雑居ビルに⼊っていることも多く意外と依頼が多い

です。床を上げていて外部に置れたコンプレッサのホースやユニットの電源が集中していますので、床下に集

中しているホースや電源、ユニット部分など被害を受けやすくなります。また、⻭科技⼯をしてる⻭科では集

塵機の周りにも注意が必要です 

【回転ずしでの防⿏⼯事】・レーンのテンション調節ハンドルがレーン内部の壁についている場合は、その周

りを遮断すればいいが、レーンの下についている場合は着脱可能な防⿏板を取り付けるしかない。 

レーン下部は、排⽔・換気のために空いている部分が多く、パネルが開いている場所はマグネットで⽌める。 
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発⾏所 環境ビジネス研究会事務局  

〒162-0851 東京都新宿区弁天町３早稲田ＡＳＫビル 

TEL 03-3205-1871 FAX 03-3205-2080  

http://www.ebr-japan.info/ 

 

 

 

〜編集後記〜 
暑い⽇が続いていますが、体調崩されていないでしょうか？ 

オリンピックの影響で⼯事や演習などで交通が混雑しております。都内の⽅は運転・移動の際には⼗分お気を付けください。 
今の時期は、多忙だとは思いますが暑い夏を、⽔分補給など⼗分に取り熱中症や怪我に⼗分気を付けてあと少し乗り切りましょう。 

 
事務局より 研修旅⾏について 

令和元年11⽉10⽇（⽇）〜11⽉12⽇（⽕）2泊3⽇ 
研修場所：⻑崎 初⽇宴会 2⽇⽬全員観光（軍艦島や島巡りなど予定しています）3⽇⽬観光またはゴルフ 今回の研修旅⾏では、2⽇⽬に全員
で観光⽇を設定します 以下参加会社様になります、記載もれが無いかのご確認をお願いいたします デリート・ミッドナイトバスターズ・⽜
⽥噴霧機⼯場・アイ・エヌ・ジー企画・ヒートアップ・コーシンサービス・講販・環境クリエイトサービス・ケーアイサービス・H.L.P.R.・明治

サービス・川崎新栄環境サービス・環境テクノ・ファインクリーン・⻘⼭・アスウェル・M&Mカンパニー・タカ翔 
2021年 東京オリンピックに向けての定例会地⽅開催について 

名古屋開催を予定していましたが、滋賀のトラップメーカー様の⼯場⾒学などもしたらどうかと？また、研修旅⾏と合わせて⾏ったらどうで
しょうか？ 

そのような意⾒が出ております、事務局会でまとめて、近⽇中にアンケートをさせて頂きます。 
 

EBRオリジナル商品について 
トラップのオリジナル商品の開発や、エアローチのスプレー⽸などを検討しています。EBRの知名度アップや会員様同⼠の絆をふかめていく⽬
的に、また来年は環境ビジネス研究会20周年にもなりますので、検討していきたいと考えています。こちらの内容も随時事務局会で検討し皆様

のご意⾒をお聞きしながら進めていきたいと考えております。 

⽜⽥会⻑より ジクロルボス・（DDVP）などを⽔の溜まっている現場で使⽤します、匂いは強いですが即

効性があり効果的に使⽤できます。効果は⻑くは続かないので、次回にマイクロカプセルなどを使⽤しま

す。厨房の壁に⽳が開いていて、そこからどうしてもゴキブリが⽌まらないなどは、揮発性が強いので原液

を垂らすなどすることでその部分にゴキブリがでなくなります。タコ⽷などに湿らしておいて、常備してお

くことをお勧めします。※参考薬剤：バイヒットDV乳剤/バシトール乳剤など 

シートレーンは寿司職⼈さんの握った寿司をレーンに流したり、お客の少ない時に円周を減らすバイパスと

して利⽤しますが、そういった場所にはレーンの稼働に合わせ注意した防⿏⼯事が必要になります。 

◆ライトニンの裏技集 【アクリル点検鏡のミラー効果】点検鏡は侵⼊⼝調査の命です。アクリル鏡を裏か

らガスバーナーで炙ると簡単に外れます東急ハンズなどで安価に購⼊出来ますので改造して利⽤してくださ

い。【レモンユーカリ忌避剤の活⽤】完全に⿏がいなくなった現場を、維持することが重要です。2か⽉に1

回点検する店舗では天井にレモンユーカリをアクアビーズボールにしみこませて数個設置したことにより、

防⿏⼯事の事後メンテナンスが楽になった。【ネオニコチノイド系薬剤中毒の解毒】 

グロンサン強⼒内服液が有効です。他にも様々な事例や、裏技をご紹介いただきました。 


