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ISPM28 規制有害動植物に対する
植物検疫処理 付属書案

農林水産省

資料３－６



ISPM28 規制有害動植物に対する
植物検疫処理

〔放射線処理基準１６本〕

 チチュウカイミバエ、コドリンガ、コナカイガラムシ等に対する
放射線処理

〔低温処理基準３本〕

 クインスランドミバエに対するCitrus sinensisの低温処理

 クインスランドミバエに対するCitrus reticulata x C. sinensisの
低温処理

 クインスランドミバエに対するCitrus limonの低温処理

〔蒸熱処理基準２本〕

 ウリミバエに対するネットメロンの蒸熱処理

 Bactrocera melanotus及びB. xanthodesに対するパパイヤの蒸
熱処理 2

 植物検疫処理の国際的調和を図るために策定。

 2017年２月現在、ISPM28 付属書として、２１本の植物
検疫処理基準が策定されている。



１．木材の誘電加熱処理(2007-114)

〔経緯〕

2015年 加盟国協議

〔概要〕

対象害虫：マツノザイセンチュウ（Bursaphelenchus

xylophilus）及び昆虫

対象品目：木材

処理条件：誘電加熱処理 60℃１分

＊誘電加熱処理とは、誘発放射線源（マイクロ波、ラジオ
周波数等）から放出される電磁波を用いて、処理を行うも
のの分子内に生じる摩擦で、電気エネルギーを熱エネルギ
ーへと変える（例えば、電子レンジをイメージ）原理を利
用した処理のこと。
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１．木材の誘電加熱処理(2007-114)

〔我が国が加盟国協議で提出したコメントの検討〕

 誘電加熱処理について述べられていない文献を参考文献
から削除。

⇒（IPPCの対応）我が国の提案どおり削除された。
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２．昆虫に対するはく皮された木材のフッ
化スルフリルくん蒸処理（2007-101A）

〔経緯〕

2015年 加盟国協議

〔概要〕

対象害虫：以下の種を含む昆虫

-ツヤハダゴマダラカミキリ（Anoplophora 
glabripennis）

-シバンムシ科の一種（Anobium punctatum）

-カミキリムシ科の一種（Arhopalus tristis）

対象品目：はく皮された木材
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ツヤハダゴマダラカミキリ
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〔概要〕

処理条件：フッ化スルフリルくん蒸処理24時間

＜主な注意事項＞

・木材の横断面（最も面積が小さい部分）が20cmを超えないこと

・処理時の木材の水分含量が75%を超えないこと

・処理期間中、庫内温度及び中心部を含む木材温度が15℃以上であること

〔我が国が加盟国協議で提出したコメントの検討〕

コメントは提出せず

温度 最小CT値（g・h/m3） 最小ガス濃度（g/m3）

15℃以上 3,200 93

20℃以上 2,300 67

25℃以上 1,500 44

30℃以上 1,400 41

２．昆虫に対するはく皮された木材のフッ
化スルフリルくん蒸処理（2007-101A）



〔経緯〕

2015年 加盟国協議

〔概要〕

対象害虫：マツノザイセンチュウ（Bursaphelenchus 

xylophilus）及び以下の種を含む昆虫

-ツヤハダゴマダラカミキリ（Anoplophora glabripennis）

-シバンムシ科の一種（Anobium punctatum）

-カミキリムシ科の一種（Arhopalus tristis）

対象品目：はく皮された木材
7

３．センチュウ及び昆虫に対するはく皮さ
れた木材のフッ化スルフリルくん蒸処理
（2007-101B）

ツヤハダゴマダラカミキリ マツノザイセンチュウ



〔概要〕

処理条件：フッ化スルフリルくん蒸処理

＜主な注意事項＞

・木材の横断面（最も面積が小さい部分）が20cmを超えないこと

・処理時の木材の水分含量が75%を超えないこと

・処理期間中、庫内温度及び中心部を含む木材温度が20℃以上であること

〔我が国が加盟国協議で提出したコメントの検討〕

 処理期間中の最低温度の修正（15℃から20℃に変更）。

⇒ （IPPCの対応）我が国の提案どおり修正。 8

温度 時間 最小CT値（g・h/m3） 最小ガス濃度（g/m3）

20℃以上 48 3,000 29

30℃以上 24 1,400 41

３．センチュウ及び昆虫に対するはく皮さ
れた木材のフッ化スルフリルくん蒸処理
（2007-101B）
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４．チチュウカイミバエに対するCitrus
sinensisの低温処理（2007-206A）

チチュウカイミバエ

（Ceratitis capitata）

オレンジ

（Citrus sinensis）



〔経緯〕

2009年 加盟国協議

2013年 基準委員会がCPM9において採択に諮ることを承認

2014年 日本、中国、韓国がフォーマルオブジェクション提出
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４．チチュウカイミバエに対するCitrus
sinensisの低温処理（2007-206A）

*同じ温度で殺虫効果の水準が異なる２つの基準を設定。

〔概要〕

対象害虫：チチュウカイミバエ（Ceratitis capitata）

対象品目：オレンジ（Citrus sinensis）

処理条件：低温処理

２℃以下・16日間*、２℃以下・18日間* 、

３℃以下・20日間



〔我が国が提出したフォーマルオブジェクションの検討〕

 異なる地域のミバエ個体群の間で低温耐性に地域間差がある可能性を
考慮しつつ、再検討する必要がある。

⇒ （IPPCの対応）殺虫試験データを検討した結果、チチュウカイミ
バエの低温耐性について地域間で有意な差があるとの証拠はなく、当
該基準はいずれの地域のチチュウカイミバエに対しても同様の殺虫効
果が得られると判断。

〔参考〕我が国が告示で定めている低温処理基準の例
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４．チチュウカイミバエに対するCitrus
sinensisの低温処理（2007-206A）

輸出国 対象害虫 対象品目 処理条件概要

イスラエ
ル

チチュウカイミバ
エ

シャムテ種等のス
ウィートオレンジ

0.5℃以下・14日間、
1.5℃以下・16日間

豪州 チチュウカイミバ
エ及びクインスラ
ンドミバエ

バレンシア種等の
スウィートオレン
ジ

1.0℃以下・16日間、
2.1℃以下・18日間、
3.1℃以下・20日間



〔経緯〕

2009年 加盟国協議

2013年 基準委員会がCPM9において

採択に諮ることを承認

2014年 日本、中国、韓国がフォーマルオブ

ジェクション提出
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５．チチュウカイミバエに対するCitrus 
reticulata × C. sinensisの低温処理
（2007-206B）

〔概要〕

対象害虫：チチュウカイミバエ（Ceratitis capitata）

対象品目：タンゴール、エレンデール、マーコット（Citrus reticulata

× C. sinensis）

処理条件：低温処理２℃以下・18日間、３℃以下・20日間

エレンデール



〔我が国が提出したフォーマルオブジェクションの検討〕

４．と同じ

〔参考〕我が国が告示で定めている低温処理基準の例
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５．チチュウカイミバエに対するCitrus 
reticulata × C. sinensisの低温処理
（2007-206B）

輸出国 対象害虫 対象品目 処理条件概要

豪州 チチュウカイミバ
エ及びクインスラ
ンドミバエ

エレンデール及び
マーコット

2.1℃以下・18日間、
3.1℃以下・20日間

アルゼン
チン

チチュウカイミバ
エ

エレンデール及び
マーコット

2.1℃以下・23日間



〔概要〕

対象害虫：チチュウカイミバエ（Ceratitis capitata）

対象品目：レモン（Citrus limon）

処理条件：低温処理２℃以下・16日間、３℃以下・18日間

〔我が国が提出したフォーマルオブジェクションの検討〕

４．と同じ
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６．チチュウカイミバエに対するCitrus 
limonの低温処理（2007-206C）
〔経緯〕

2009年 加盟国協議

2013年 基準委員会がCPM9において採択に

諮ることを承認

2014年 日本、中国、アルゼンチンがフォー

マルオブジェクション提出

レモン
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６．チチュウカイミバエに対するCitrus 
limonの低温処理（2007-206C）

〔参考〕我が国が告示で定めている低温処理基準の例

輸出国 対象害虫 対象品目 処理条件概要

スペイン チチュウカイミバ
エ

レモン 2.0℃以下・16日間

トルコ チチュウカイミバ
エ

レモン 0.8℃以下・12日間



〔概要〕

対象害虫：チチュウカイミバエ（Ceratitis capitata）

対象品目：グレープフルーツ、スウィーティー（Citrus paradisi）

処理条件：低温処理２℃以下・19日間、３℃以下・23日間

〔我が国が提出したフォーマルオブジェクションの検討〕

４．と同じ
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７．チチュウカイミバエに対するCitrus 
paradisiの低温処理（2007-210）

グレープフルーツ

〔経緯〕

2009年 加盟国協議

2013年 基準委員会がCPM9において採択に

諮ることを承認

2014年 日本、中国、韓国がフォーマルオブ

ジェクション提出
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７．チチュウカイミバエに対するCitrus 
paradisiの低温処理（2007-210）

〔参考〕我が国が告示で定めている低温処理基準の例

輸出国 対象害虫 対象品目 処理条件概要

南アフリ
カ

チチュウカイミバ
エ

グレープフルーツ −0.6℃・12日間

イスラエ
ル

チチュウカイミバ
エ

スウィーティー 1.5℃以下・16日間



〔経緯〕

2009年 加盟国協議

2011年 基準委員会がCPM7において採択に

諮ることを承認

2012年 豪州、EUがフォーマルオブジェク

ション提出
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８．チチュウカイミバエに対するCitrus 
reticulataの低温処理（2007-212）

〔概要〕

 対象害虫：チチュウカイミバエ（Ceratitis capitata）

 対象品目：マンダリン、オア、インペリアル、ノバ

（Citrus reticulata）

 処理条件：低温処理 ２℃以下・23日間

オア
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８．チチュウカイミバエに対するCitrus 
reticulataの低温処理（2007-212）

〔参考〕我が国が告示で定めている低温処理基準の例
輸出国 対象害虫 対象品目 処理条件概要

イスラエ
ル

チチュウカイミバ
エ

オア 2.2℃以下・18日間

アルゼン
チン

チチュウカイミバ
エ

ノバ 2.1℃以下・23日間



〔経緯〕

2014年 加盟国協議

〔概要〕

 対象害虫：チチュウカイミバエ（Ceratitis capitata）

 対象品目：クレメンティン（Citrus clementina）

 処理条件：低温処理 ２℃以下・16日間

〔我が国が加盟国協議で提出したコメントの検討〕

４．と同じ
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９．チチュウカイミバエに対するCitrus 
clementinaの低温処理（2010-102）

クレメンティン
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９．チチュウカイミバエに対するCitrus 
clementinaの低温処理（2010-102）

〔参考〕我が国が告示で定めている低温処理基準の例

輸出国 対象害虫 対象品目 処理条件概要

スペイン チチュウカイミバ
エ

クレメンティン 2.0℃以下・16日間

アルゼン
チン

チチュウカイミバ
エ

クレメンティン 2.1℃以下・23日間



〔経緯〕

2014年 加盟国協議

〔概要〕

 対象害虫：チチュウカイミバエ（Ceratitis capitata）

 対象品目：マンゴウ（Mangifera indica）

 処理条件：①相対湿度95%以上で、庫内温度を室温から

47℃以上に上昇

②①の処理開始後、引き続き、少なくとも2時間

保持又は果実中心温度46.5℃になるまで加熱

③②の確認後、引き続き、果実中心温度46.5℃

以上で10分間消毒
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１０．チチュウカイミバエに対するマンゴ
ウの蒸熱処理（2010-106）

マンゴウ



〔我が国が加盟国協議で提出したコメントの検討〕

 マンゴウの品種の違いが蒸熱処理による殺虫効果に影響を及ぼす可能
性があり、当該基準の処理の対象とするマンゴウを品種レベルで限定
するべき。

⇒ （IPPCの対応）マンゴウのサイズ(size)及び形状（shape）により
殺虫効果に差が生じると考えられることから、果実の温度上昇時間等
を規定することとし、これにより全ての品種において同様の殺虫効果
が得られると判断。

 異なる地域のミバエ個体群の間で熱耐性に地域間差がある可能性を考
慮しつつ、再検討する必要がある。

⇒ （IPPCの対応）チチュウカイミバエの熱耐性において地域間差が
ある可能性はあるが、当該基準はいずれの地域のチチュウカイミバエ
に対しても同様の殺虫効果が得られると判断。
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１０．チチュウカイミバエに対するマンゴ
ウの蒸熱処理（2010-106）
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１０．チチュウカイミバエに対するマンゴ
ウの蒸熱処理（2010-106）
〔参考〕我が国が告示で定めている蒸熱処理基準の例

輸出国 対象害虫 対象品目 処理条件概要

オースト
ラリア

チチュウカイミバ
エ及びクインスラ
ンドミバエ

アールニイーニ種
等のマンゴウ

飽和蒸気を使用し
て、生果実の中心
温度を47℃とし、
その温度以上で15
分間消毒すること

コロンビ
ア

チチュウカイミバ
エ

トミーアトキンス
種のマンゴウ

飽和蒸気を使用し
て生果実の中心温
度を46℃とし、そ
の温度以上で20分
間消毒すること



〔経緯〕

2015年 加盟国協議

〔概要〕

 対象害虫：クインスランドミバエ（Bactrocera tryoni）

 対象品目：マンゴウ（Mangifera indica）

 処理条件：①庫内温度を室温から48℃以上に上昇

②庫内温度48℃以上、相対湿度95％以上で

90分間以上保持して、果実中心温度47℃以上になる

まで加熱

③②の確認後、引き続き、果実中心温度47℃以上で15分

間消毒
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１１．クインスランドミバエに対するマン
ゴウの蒸熱処理（2010-107）

クインスランドミバエ



〔我が国が加盟国協議で提出したコメントの検討〕

 マンゴウの品種の違いが蒸熱処理による殺虫効果に影響を及ぼ
す可能性があり、当該基準の処理の対象とするマンゴウを品種
レベルで限定するべき。

⇒ （IPPCの対応）マンゴウのサイズ(size)及び形状（shape）
により殺虫効果に差が生じると考えられることから、果実の温
度上昇時間等を規定することとし、これにより全ての品種にお
いて同様の殺虫効果が得られると判断。
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１１．クインスランドミバエに対するマン
ゴウの蒸熱処理（2010-107）

 ホールディングタイム開始までの時間を修正（２時間から144
分に変更）。

⇒ （IPPCの対応）新たな根拠文献を基に基準の再評価を実施
した結果、ホールディングタイム開始までの時間を修正するの
ではなく、「庫内温度48℃以上、90分間以上保持」に修正。

 「平均果実温度」を「果実中心温度」に修正。

⇒ （IPPCの対応）我が国の提案どおり修正。


