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『ヒアリの大軍』広州秀水村を攻略 村民との激闘 
捜狐新聞 news.sohu.com 2011-11-16 02:15 来源：金羊网-新快报 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

訳者から：日本では、本年（2017年）5月に神戸で、発見されてからは、名古屋港、大阪南港、品川大井

ふ頭でも発見されているヒアリ。 品川の分は仏山からの貨物とはいえ、広東省広州市からのものが多いよ

うです。 

そこで、この記事を見つけることができました。 これは、『2011年の記事』ですが、ヒアリは、2004年

に既に中国で見つかっていたようです。（後半部分に年譜があります） 

中国には、海外からの輸入に当たっては、木製のパレット（フォークリフトのフォークが入りやすいよ

うな簀の子状の下駄のようなもの）や木枠梱包などの『燻蒸証明』が求められるのですが、既に中国に入

り、そこで巣作りしてしまったヒアリの付着した貨物が『中国発海外むけ貨物』として輸出されたのでは

ないでしょうか。南米原産というこのヒアリ、既にニュージーランドやオーストラリア、アメリカといっ

た日本との貨物交流の多い地域にもすでに定着していますが、今後の動向には注目したいところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田畑を荒らし、農民を虐げ、目に入るもの全てを襲うヒア

リ、老いも若きも皆逃げ出すことに 

刺されると腫れや化膿などの症状、蟻の殲滅薬は未だに・・ 

 

取材・撮影： 新快報記者 張暁丹 

 

田んぼや畑だけではなく、あちこちで、人々が攻撃され

ている！ 最近では、ヒアリの大軍が侵入した白雲区と秀

水村に侵入、90歳のおばあさんから 1 歳の嬰児に至るまで

がその犠牲者になった。 ヒアリに刺されると住民には、痒

みや赤い腫れが出、酷い時には化膿するが、ある村民は何

度も病院を受診したのによい治療結果がでなかった。 ま

た、特効薬もまだないために、村民たちは、困難な『ヒトアリ大戦』を強いられている。 

多くの人に見られる症状は、蟻に刺された後に、局部が赤く腫れあがりそこが化膿すること。すぐに治

療をした場合には、すぐに治癒することもできるが、酷い場合には少数の人間とはいえ死に至ることがあ

る。 負傷の程度は、傷面積の大小や刺された部位が多いほど重篤になるが、個人の体質にもよる。 

 

あたり一面はヒアリだらけで村民は刺されて化膿、町に引っ越すことに 

昨日、新快報記者は、秀水の耕作地で、10センチほど地面が盛り上がり、直径 2～30センチほどのヒア

リ特有の蟻塚を見つけた。蟻塚には隙間なくびっしりと大小のヒアリとヒアリのタマゴが密集して塊にな

っていた。 鍬を使って蟻塚を掘り返してみると、ヒアリが群れを成して巣から出てきた。 

記者は、村一帯を歩いて回ったが、インタビューした村民はヒアリに刺された経歴を持っていたが、多

くの人が 7回も 8回も指されており、上は 90大の老婆、下は 1歳の嬰児が犠牲になっている。 



ヒアリの尾にある棘から排出される毒液は人体にアレルギー反応を引き起こすことがあり、赤色の腫れ

や発熱、酷い場合には死に至る。 ヒアリの凶暴性に村民は顔色を変えてしまう。 

『レンガのかけらを拾い上げたところ、ヒアリが手の上にくっついたのですが、最初のうちは、これは

蚊か何かだと思っていたが、払っても払っても取れないのよ。 よく見たら、私の皮膚に噛みついていたの

よ。 最初のうちは痒かったけれど、その後で腫れ上がって痛みが出てきて、その後に化膿したんだわ。』

村民の沈さんはこれがヒアリに刺された何度目の経験なのか思い出せないという。『手に負えんのよ、 ひ

たすら避けるだけだわさ』、彼女は、生まれ育った村を離れ、街に引っ越して娘さんと住んでいる。 

90 歳の老女は記者に会うとすぐにズボンの裾をめくり、足や脛などのヒアリに刺されたことによる腫れ

を見せてくれたので、記者が数えてみたところ、5～6個の腫れを見つけた。 『この小さなアリのことばか

り見ないでね。 あたしゃあヒアリに刺された後、赤く腫れたのが化膿して何度も入院したのじゃよ。』お

ばあさんは語った。 

村民の回想によると、秀水村では半年前からヒアリの痕跡が見つかるようになっていた。『ただし、その

当時は少なかったんだ。 二か所か三か所の蟻塚しか見つからなかったよ』。 現在ではあたり一面に広がっ

ており、村民たちは、野菜の収穫に行くときは絶対に裸足で畑に行かないようにしているし、靴を履いて

防護していても、一歩ごとに三回踏みつぶすようにして、『虫に刺されること』を恐れている。 さらに恐

ろしいのは、ヒアリは、村民たちの家にも蔓延していることなのだ。 この村では、最も小さな被害者は一

歳の嬰児で、小さく真っ白な手を刺されて腫れ上がっていた。 

 

策なく苦しむ人々たちはアリ殺虫剤が早く出てくればと期待 

現在、村民たちは、ヒアリにはお手上げ状態で、できることと言えばアリの巣に農薬を使うか火をつけ

て焼き払うかしかない。 だが、ヒアリの繁殖能力は大変強く、一匹の女王アリは、一日に 2000個から 3000

個の卵を産み、アリの巣には、少なくとも 7～8 匹の女王アリがいるのだ。 村民たちがいかに多くの方法

を使っても、表層のヒアリしか殺せず、地中にいるヒアリやタマゴを殺す方法がない。 

村民たちがヒアリによく刺されているが、『長患いをすれば医者になれる（＝病気に詳しくなる）』で、

一部の村民たちには自らのやり方で治療をしている。 曹さんは、記者に対して、彼女が何度も刺されてい

たが、畑の芋の葉っぱから揉みだした樹液を手の上に塗り付けているし、別の村民たちは、家の歯磨きや

エッセンスオイルで応急治療をしている。 『これで痛みを採る効果はあるが、根治はできないのだよ』。 

 

ヒアリと村民たちの闘争記 

『手に負えんのよ、 ひたすら避けるだけだわさ』、いま陳さんは生まれ育った村を離れ、街に引っ越し

て娘さんと住んでいる。 

90 歳の老女のからだには 5～6 個の腫れがあった。刺された後に傷口が赤く腫れあがり、何度も入院を

繰り返していた。 

村民たちは、農薬をアリの巣に噴霧したり、火で焼いたりしたが、ヒアリの繁殖能力は極めて強く、表

層のヒアリしか殺せず、地中にいるヒアリやタマゴは無傷のままだ。 

 

ヒアリの広州市への進入状況 

2004年末： 広州で初のヒアリ発見：南沙区でヒアリの巣を発見 

2005年 1 月： 広東省はヒアリ対応緊急プランを起動。華南農業大学ヒアリ研究センター成立。 

2006年： 広州市花都区狮岭鎮楊屋村でヒアリの大群を初めて発見、その後区農業局により駆除。 

2007年： 広州大学城（宮本注：所謂研究都市で水・緑が多い）の公共緑化地帯で、大量のヒアリの

群れが見つかり、駆除並びに制御に成功。 

この数年では、白雲区、黄浦、海珠、天河、荔湾などへの侵攻が進む。番禺、萝崗、増城、花都などの状

況には厳しいものがある。。。 

 

特別アドバイス あちこち刺されたらすぐに病院へ 

ヒアリに刺されたら、石鹸水で刺された部位を洗浄し、アイシングをするとよい。 フルオシノニド軟膏

やフランカルボン酸モメタゾンなどのステロイド系の軟膏を患部に塗布することも一般的で； 患部をかき

むして膿疱を潰さぬようにし、傷口からの二次感染を予防する。 もし、あちこちを刺された場合や全身へ

の症状やアレルギーが現れた場合には発熱やショックが現れることがあり、すぐに病院にゆくこと。 

広東省衛生庁ヒアリ予防指導者グループは、いくつかの『民間療法』を特別に公開している： 一つ目は

小豆を服用すること、二つ目は、ウツボグサ或いは馬歯莧（消炎・散血・利尿剤に用いられる漢方薬）をす

り潰して患部に塗布することで、消炎鎮痛効果がある。 



 

ヒアリの四大リスク 

１． 種子を食べ土地の荒廃を招く 

華南農業大学ヒアリ研究センターの陸永躍教授（副主任）はメディアのインタビューを受けた際に、

ヒアリは種子を好んで食べるが、それ以外にも植物の新芽や果実も好んで食べるので、ヒアリの密集

している地区では土地の荒廃も進んできていると語った。 

２． 益虫への攻撃性 

情報によると、ヒアリの密度が高い地方では、その他のアリがほぼ存在していなく、これは『ヒアリ

の攻撃性の強さ』によるものであり、現地のアリは基本的にごみを処理する益虫であり、これが生物

の多様性を大幅に減少させ、生態系にも影響を与えている。 

３． ヒヨコを刺して養鶏業にも影響 

ヒアリは、養鶏業への影響が最大で、ヒアリがヒナを刺して、ヒヨコの体内に蟻酸を注入して感染さ

せるため、養鶏場での死亡率が高まっているという。 ヒアリは、時に子牛や子豚などの家畜や家禽を

殺すこともあるのだ。 

４． ヒトが刺されるとショックにも 

ヒアリのヒトの健康リスクは最大のものだ。 陸永躍教授は、メディアインタビューの際に、ヒトが刺

された後に、重篤なアレルギーに至り、悪い場合には、ショックを引き起こすことがあり、広州では

既に多く発生していると語った。 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

Red Imported Fire Ants Invaded into Xiushui Village of Guangzhou City : Villagers on Fight 
 

Sohu News news.sohu.com 2011-11-16 02:15 Source: Golden Sheep net - the New Express 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Red imported fire ants dominate the farmland, let people being bitten made old and young to escape. 
People(s) being bitten have swelling and pain, suffering from suppuration. No medicine at present. 
 

Written & photographed by:  Zhang Xiaodan, Express reporter 

 

Red imported fire ants invaded not only into the fields, everywhere in Guangzhou Xiushui village! In the area(s) of 

Baiyun district and Xiushui village, from 1-year-old infant to 90’s old woman became their victims. The villagers being 

bitten, often shows itching, red swelling suppurated. Though villagers went to hospitals for treatment, result is not so 

effective. 

  

<Skipped the rest part of this article> 
 

http://news.sohu.com/20111116/n325741392.shtml 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

“红火蚁大军”攻陷广州秀水村 村民展开人蚁战 
捜狐新聞 news.sohu.com 2011-11-16 02:15 来源：金羊网-新快报 
--------------------------------------------------------------------------------  

称霸农田肆虐民居，见人就叮老少难逃 

中招者普遍有肿痛、化脓等症状，灭蚁良药目前仍未到位 

 

采写/摄影：新快报记者 张晓丹 

 

不但田里遍地都是，目前还攻进民居！近日，红火蚁大军入侵白云区人和镇秀水村，上至九旬老妪、下至

一岁婴儿均无幸免，被叮咬后村民普遍出现发痒、红肿甚至化脓的症状，有村民去了几次医院都治不好。而

由于特效蚁药暂未到位，村民们目前仍在艰难地进行“人蚁大战”。 

大多数人被咬后症状是局部红肿化脓，在初步治疗后不久即可痊愈，特别严重甚至致死的病例只是极少

数。伤情根据被咬伤的面积大小，被咬伤的部位越多越严重，而且反应也因个人体质不同而不同。 

 

遍地都是 村民被叮化脓搬到镇上住 

http://news.sohu.com/20111116/n325741392.shtml


昨天，新快报记者在秀水村的一片农田中，见到了红火蚁所特有的标记突出地面约 10厘米、直径达二三

十厘米的蚁丘。蚁丘附近密密麻麻地聚集了大小红火蚁以及一串串的蚁卵。用铁锹拨动蚁丘，成群的红火蚁

倾巢而出。 

记者在村里走了一圈，受访村民均表示有被红火蚁咬过的经历，不少人更是被咬上七八次，上至九旬老

妪、下至一岁婴儿均无幸免。由于红火蚁尾刺排放的毒液可引起人体过敏反应，红肿、发热甚至休克，严重

时可致死。蚁性之凶残，让村民们为之色变。 

“我拿了一个砖头，它就爬到我手上，我开始以为是蚊子，怎么拨都拨不掉，仔细一看那只蚂蚁已经咬住

我的肉了。起初是痒，然后肿痛，之后还会化脓。”村民陈阿姨已记不得是第几次被红火蚁咬了，“惹不起，

只能躲了”，如今她不得不搬离土生土长的村子，搬到镇上与女儿同住。 

90 岁阿婆见到记者，立即拉起裤脚，露出脚上、腿上被叮咬后起的肿包，记者数了一下，有五六个肿

包。“别看这些蚂蚁小小只，我被咬后，红肿化脓，住院都住了好几次。”阿婆说。 

据老村民回忆，秀水村在半年前就开始有红火蚁的踪迹了，“但当时很少，只发现两三堆。”现在已成群成

片，村民们下田收菜都不敢赤脚，不仅穿上鞋子来防护，还要一步三跺脚，唯恐“中招”。而更可怕的是，

红火蚁开始向村民家里蔓延。在这条村里，最小的受害者是年仅一岁的婴儿，他白白嫩嫩的小手上也被叮了

一个肿包。 

 

苦无良策 大家期待灭蚁良药早到 

村民们现在拿红火蚁没办法，只能想出不少土办法来，比如用农药喷蚁穴、用火烧。但由于红火蚁的繁殖

能力太强，一只蚁后一天能产 2000到 3000 颗卵，一个蚁穴里至少有七八只蚁后。因此尽管村民们用了很多

办法，但都只能消灭表层的红火蚁，藏在土壤里的蚁穴和卵根本没有办法灭绝。 

由于村民们经常被红火蚁叮咬，“久病成医”，于是有村民摸索出了一些土方子来自我治疗。曹阿姨告诉记

者，她被叮伤过多次，就随手在田里扯一片芋头叶揉出汁液擦在手上，还有的村民则用家里的牙膏、白金油

做应急治疗。“还是能起一点缓解的效果，但不能根治”。 

据了解，秀水村村委曾表示昨日就会发放防治红火蚁的蚁药，正式吹响“人蚁大战”的号角，但记者在村

里采访时，并没有见到蚁药踪迹。 

秀水村村委曹社长透露，因为花都那边也很多红火蚁，现在药都被花都那边抢光了，“我们这边还要等两

天，已经派人过去追紧了。” 

村民表示，希望政府能及早发放治理红火蚁的药物给村民，以绝蚁患。 

 

村民战蚁记 

惹不起，只能躲了，如今陈阿姨已搬离土生土长的村子，搬到镇上与女儿同住。 

90 岁阿婆身上有五六个肿包。被咬后伤口红肿化脓，阿婆住院都住了好几次。 

村民们用农药喷蚁穴、用火烧，但红火蚁繁殖能力太强，只能灭表层，土壤里的蚁穴和卵安然无恙。 

 

红火蚁入侵广州情况 

2004年底，广州发现首例红火蚁，南沙发现红火蚁巢。 

2005年 1月，广东省启动红火蚁防治应急预案，华南农业大学红火蚁研究中心成立。 

2006年，花都区狮岭镇杨屋村第一次发现红火蚁堆，后由区农业局组织扑杀。 

2007年，广州大学城公共绿化地带，发现大量红火蚁，之后经扑杀得到控制。 

近几年，白云、黄埔、海珠、天河、荔湾等也被侵染。番禺、萝岗、增城、花都等区市情况较严重。 

 

特别提醒 

多部位被叮应立即就诊 

被红火蚁叮咬后，可用肥皂水清洗被叮咬的患部，并可进行冰敷处理，一般可用肤轻松软膏、皮炎平、皮

康霜等含类固醇的药膏涂抹患部；尽量避免搔抓患部，避免将脓包弄破，以防伤口的继发感染。若多部位受

伤，或出现全身症状或过敏，出现发热甚至休克，必须马上就诊。 

广东省卫生厅防治红火蚁领导小组也特别提供几个民间疗法：一是服用赤小豆，二是将夏枯草或马齿苋它

捣烂后敷在患处，能消炎镇痛。 

 

红火蚁四大危害 

1.吃种子致土地抛荒 

华南农业大学红火蚁研究中心副主任陆永跃教授在接受媒体采访时称，红火蚁喜欢吃种子，也喜欢吃植物



嫩芽和花果。因此导致抛荒的现象在红火蚁密度较高的地区出现。 

2.善于攻击赶走益虫 

据介绍，在红火蚁密度高的地方，其他蚂蚁几乎不存在，这是因为它们的“攻击性强”，而本地蚂蚁基本

都是处理垃圾的益虫，这大大降低了生物多样性，而且影响了生态环境。 

3.叮蜇鸡苗影响养殖 

据介绍，红火蚁对养鸡业的影响最大，红蚂蚁爱蜇鸡苗，蚁酸注入鸡苗体内，导致鸡苗感染，整个鸡场出

现高的死亡率。红火蚁偶尔还会杀死小牛、猪仔或其他家畜、家禽。 

4.喜爱咬人可致休克 

据介绍，红火蚁对人身健康的危害最大。陆永跃在接受媒体采访时称，人被咬后局部会过敏到严重过敏，

严重者可致休克，广州已经发生过多起此类案例。 
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