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会 員 だ よ り

 富山県農村医学研究所　寺　西　秀　豊

ヨーロッパ（欧州）におけるブタクサ花粉症対策に学ぶ

Ⅰ．はじめに

　アメリカ原産のブタクサが世界各国に侵入し、

繁茂拡大してきているが、ヨーロッパ（欧州、

EU：Eきおopean Union）も例外ではない。ブタク

サ属（Ambrosia）は花粉症の原因として、非常

に重要な植物なので、EU では健康上の大きな問

題として取り上げられて来ている。

　７５６8 年 9 月にイタリアのパルマで国際空中生

物 学 会 議（The ６６がh Inがeおnaがional Congおeかか of 

Aeおobiologけ、ICA-６６）が開かれ、私は参加する

機会があった。EU におけるブタクサ繁茂の実態

と花粉症対策について、見聞する良い機会となっ

たので、その概要を報告する。

　ブタクサは EU だけではなく、日本を含むアジ

ア、オセアニア、南米、カナダなど世界中に侵入

Ⅱ．対象と方法

　７５６8 年 9 月にイタリアを訪問し、北イタリア

におけるブタクサ繁茂の実態について見学 ７）し

た。ICA-６６ 学会に参加し、最近のブタクサ花粉

症研究等の動向 3）について学んだ。帰国後、ブ

タクサ繁茂対策に関する研究発表の内容を整理す

るとともに、富山大学図書館で文献検索し、関連

した論文を参照し、EU における花粉症対策のあ

り方や戦略を学び考察を加えた。

し繁茂 ６）してきている（図 ６）。ここでは EU に

おけるブタクサ繁茂の実態とその対策の特徴等に

ついて述べるが、日本におけるブタクサ花粉症対

策を考える上でも多くの示唆に富んでいる。

図 1  世界のブタクサの分布
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Ⅲ．結果と考察

１．ヨーロッパにおけるブタクサ繁茂の実態と今

後の予測

　ブタクサはもともとアメリカ合衆国ミシシッ

ピー流域に自生していた風媒花のキク科植物であ

る。その花粉量の多さとアレルギー惹起性の強さ

から、アレルギー植物の代表として恐れられてい

る。EU におけるブタクサの侵入は比較的早く、

６５５ 年以上前にも認められていたが、７５５５ 年以降、

急速に各国に侵入し、繁茂地域を拡大 4）してき

ており、今後更に分布拡大すると予測されている

（図 ７）。

２．国家レベルにおける、ブタクサ侵入・繁茂拡

大を防止する戦略

　こうしたブタクサ侵入・繁茂拡大の現実を直視

し、どのような対策が必要か、EU レベルと国家

レベルで検討されている。環境問題は一般に EU 

の課題として対応することが多いようであるが、

ブタクサに関しては、それぞれの国レベルで、中

央政府が独自の戦略を立て、学術的サポート等を

行う必要性が強調されていた。

　フランスの ７５６7 年にできた最新の法律では、

ブタクサは見つけ次第、除去・撲滅するとされて

いる。対象としては図 3 に示すように、ブタクサ、

オオブタクサ、およびブタクサモドキの３種があ

げられていた。

図 2　EU における現在と 2041–2060 年のブタクサ花粉数分布の比較

現在のブタクサ花粉数分布 2041–2060 年のブタクサ花粉数分布予測

図 3　ブタクサ侵入・繁茂拡大抑制に対するフランスの新国家戦略

ブタクサ オオブタクサ ブタクサモドキ
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３．ブタクサ繁茂拡大にともなう花粉症患者発生

数および医療費等の予測

　フランスのブタクサ監視情報資料センター

（Fおench Ragweed Obかeおvaがoおけ）によるブタク

サ花粉症対策に関する研究発表が行われ印象に

残った（図 4）。ブタクサ侵入繁茂に伴い、どの

程度の花粉症患者が発生し、その医療費等はどの

程度になるか、データに基づき予測し、重要性を

アピールしていた。フランスのブタクサ繁茂の最

も著しい一定地域では、今後 6５ 万人が花粉症を

発症し、4 千万ユーロの医療等の損失につながる

という。

４．法律の制定と政策の実施

　フランスのブタクサ監視情報資料センターか

ら、まとめのメッセージとして以下のような報告

がなされた。「ブタクサ侵入・繁茂拡大はフラン

スにおいて重要な現実課題である。ブタクサ対策

としてフランス中央政府は新しい法律を制定し、

適切な情報提供と財政支援等でブタクサ撲滅を目

指している。地方自治体はブタクサの監視、各部

局の協力、中央政府との連携により、全体として

系統的に対策を行う。ブタクサ対策には、住民の

積極的な参加協力が不可欠である」（図 5）。

図 4　パルマの学会模様：花粉症患者発生数予測の発表 図 5　パルマの学会の模様：まとめのメッセージの発表

図 6　住民参加型のブタクサ対策の一例

ブタクサをみつけた住民 地方自治体当局に連絡 担当者は対応を確認
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５．各部局における役割分担

　中央政府の学術的サポートのもとに、地方自治

体（市町村等）はブタクサ対策における中心的な

役割が求められている。ブタクサ侵入と繁茂拡大

の監視、および適切な管理は、地方自治体の責任

とされている。関連部局と協力関係を持ちながら、

市民との相談窓口を設置し、具体的取組みをシス

テム化して実施することが提案されていた。地方

自治体は道路管理の責任があり、道路や土地管理

の技術や権限もあるため、ブタクサ花粉症対策に

基本的な役割を果たすべき機関であるという。

６．住民参加

　住民は適切な情報を受け取り、ブタクサ対策に

積極的に参加することが期待されている。一つの

例を図 6 に示したが、住民がブタクサをみつけた

場合、スマートフォン等で地方自治体の連絡用プ

ラットフォームに報告する。情報は地方自治体の

担当者に伝えられる。住民、ボランティア等によ

る除草対策等がなされる。自治体担当者はブタク

サの処置が適切になされたことを、チェックし確

認する（図 6、図 7）。

７．その他

　以上のように、ブタクサ侵入・繁茂拡大抑制に

関する EU の考え方や戦略の立て方には学ぶべき

ことが多かった。その他、学術的側面を含め、若

干の印象と考察を述べる。

①　ブタクサ対策の評価の課題

　パルマにおけるブタクサ花粉飛散の年次変

化 5）を図 8 に示した。７５６７ － ７５６7 年における

日々のブタクサ花粉飛散量の平均値は ７５５9 －

７５６６ 年の花粉飛散量より減少していることが

示されている。こうした花粉飛散量の減少には、

対策の効果もあるが、気象変動や昆虫の関与も

一定あるだろうと推定されていた。ブタクサの

葉をたべる昆虫、ブタクサハムシ（Ophraella 

communa）の存在が一つのトピックとして語

られていた。

②　空中花粉調査継続の重要性

　花粉飛散量の年次変化を観察するには空中花

粉調査の継続は不可欠である。しかし、EU に

おいても、こうした空中花粉分野の研究者は多

くなく、高齢化してきている。若い空中生物学

者（Yong Aeおobiologiかが）養成のための教育プ

ログラムの実施が大切になっている。また、花

粉飛散状況をきめ細かく、時間単位や地域単位

にモニターするためには、花粉自動計測器の開

発が、必要不可欠な、大切な研究テーマになっ

てきている。花粉の正確な計測とともに、道具

としての使いやすさが課題になっている。

③　医療関係者のイニシャチブの必要性

　花粉症の予防と治療となると医療の問題でも

ある。しかし、実際にはこうした分野に医療現

場の医師や保健師が参加することは多くない。

これからの時代は、こうした環境問題にも医師

や保健師が関わって健康増進に結び付けていく

ことが必要である。こうしたブタクサ花粉症対

策会議に、衛生部の参加を促したり、座長に医

師を推薦することなども話し会われており興味

が持たれた。

④　日本のブタクサ繁茂対策との関連性

　日本においても空中花粉調査でブタクサ花粉

飛散 6）が認められている。富山県も例外では

ないが、幸いあまり多くはない。しかし、これ

から気候温暖化、環境悪化、農業、林業等一次

産業の衰退が進むと、ブタクサ花粉症が大きな

図 7　パルマ近郊のブタクサ繁茂地域
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Ⅳ．まとめ

　７５６8 年 9 月にイタリア・パルマで国際空中生

物 学 会 議（The ６６がh Inがeおnaがional Congおeかか of 

Aeおobiologけ、ICA-６６）が開かれ参加した。ブタ

クサ花粉症対策として国家レベルでの法律策定と

情報提供、地方自治体レベルでの監視、各部局

の協力、積極的な住民協力の重要性など、EU に

おけるブタクサ侵入、繁茂拡大の実態やその対

策が分かり、大変有意義であった。空中生物学 

(Aeおobiologけ) が、多くの学問領域にわたる科学

（Mきlがidiかciplinaおけ かcience）として、今後発展す

る可能性も感じられた。今後の EU におけるブタ

クサ花粉症対策の成果が期待される。

社会問題となってくる可能性も考えられる。そ

うした場合、どのような対応が必要で適切なの

か、EU の事例から学ぶべき教訓は多い。特に、

国レベル、地方自治体レベル、住民レベルでど

のような対応が適切なのか、システム的に考え

ることの意義は大きい。ブタクサ花粉症が大き

な問題となる前に、ブタクサの生態や空中生物

学について学び、対策を準備することが、今後

大切になってくるのではないかと考えられる。
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図 8　パルマにおけるブタクサ花粉飛散状況 2012-2017 総花粉数は 2009-2011 より減少


