
緒　　　　　言

　蒸熱処理は、生果実内に寄生する害虫を殺虫する検疫処理
法の一つである。我が国では、ミカンコミバエ種群など重要
害虫が発生している国及び地域から、その寄主となるマンゴ
ウ生果実などの輸入を植物防疫法で規制している。しかしな
がら、蒸熱処理などを用いて殺虫技術が確立されたと認めら
れた場合は、当該処理の実施等を条件に寄主植物の輸入が解
禁される。
　蒸熱処理では、飽和蒸気を用いて果実中心温度を基準とな
る特定の温度（以下、「基準温度」という）まで上昇させ、
その温度以上で一定時間(以下、「保持時間」という)保つこ
とで殺虫処理を行う。これら基準温度と保持時間が主要な処
理条件となるが、他の要因も殺虫効果に影響を与える可能性
がある（HALLMAN, 2000）。このことから、本研究では生
果実に寄生するミバエ類に対する蒸熱処理での殺虫効果に関
する基礎的データ集積のため、蒸熱処理における保持時間中
の処理庫内相対湿度の一時的低下が殺虫効果に与える影響及
び蒸熱処理後の果実の冷却方法の違いが殺虫効果に与える影
響について、マンゴウ生果実に寄生したミカンコミバエ卵を

用いて調査した。また、蒸熱処理において、処理庫内の通風
方向に対するマンゴウ生果実内での果実温度の測定位置の違
いが基準温度到達時間に影響を及ぼすのか調査した。

材料及び方法

1．供試果実
　フィリピン産カラバオ種（マニラスーパー種）のマンゴウ
生果実を用いた。供試果実の平均重量±標準誤差は、試験１
は279.0±10.3g、試 験2は287.4±9.4g、試 験3は290.5±7.9g
であった。

2．供試虫
　横浜植物防疫所調査研究部で累代飼育しているタイ産ミカ
ンコミバエ Bactrocera dorsalis (農林水産省指令17横植第
566号)の26時間齢卵を用いた。供試虫の親虫は、温度26±1
℃、相対湿度60±10％RH、明暗周期13L:11Dで飼育した。

3．寄生果実の作製
　寄生果実は、人工接種法により作製した。採卵は、オレン
ジ果汁を入れたプラスチック製採卵容器（直径7cm、高さ

植物防疫所調査研究報告（植防研報）
第49号：29～34　　平成25年（2013） 短　　　　報

生果実に寄生したミバエ類の蒸熱処理による殺虫効果に
影響を与える要因に関する調査研究

川合崇之・丹野昌浩1・土屋芳夫1

横浜植物防疫所

Study on the Factors Affecting Mortality of Fruit Flies in Fruits Subjected to Vapor Heat Treatment. 
Takashi Kawai, Masahiro Tanno,1 and Yoshio Tsuchiya.1 (Yokohama Plant Protection Station, 5‒57. 
Kitanaka-dori, Naka-ku, Yokohama 231‒0003 Japan,1 Research Division, Yokohama Plant Protection Station, ) 
Res. Bull. Pl. Prot. Japan. 49: 29‒34 (2013).
Abstract: Vapor heat treatment (VHT) is one of the effective plant quarantine treatments against fruit flies 
in fruits. Three tests were conducted to reveal the factors affecting the mortality of Bactrocera dorsalis eggs 
in mangoes subjected to VHT. (1) Mortality rates were compared between two different relative humidity 
conditions during the 10-min holding time wherein the temperature of the innermost pulp is ≧46.0℃. Mortal-
ity of eggs treated at constant 95%RH was 99.89%, while when the humidity temporarily fell below 90% RH, 
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dropped temporarily. These results suggest that a drop in humidity during the holding time affects the 
efficacy of VHT. (2) Mortality rates were compared between different cooling methods following VHT. Mor-
tality was 99.98% by air cooling but 99.53% by hydrocooling. Outermost pulp temperatures dropped more 
rapidly under hydrocooling than under air cooling. (3) Heating times required to reach 46.0℃were compared 
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13cmの円筒形容器の側面に0.5mm径の小孔198個を有す） 
を、成虫約1,000頭を収容した飼育ケージ(30×30×45cm)内
に1時間置き行った。卵は実体顕微鏡下で計数した。マンゴ
ウ側面の果皮をコの字型(3.5×2cm)に開き、その果皮下に試
験1では100卵を、試験2では200卵を接種した。作製した寄
生果実は、蒸熱処理に供試するまで、26.5 ± 1.0℃、55 ± 
10％RH で保管した。

4．蒸熱処理装置及び温湿度測定装置
　蒸 熱 処 理 に は、差 圧 式 蒸 熱 処 理 装 置（FTH製、
VHC-10TM、内容積1m3、以下、「蒸熱処理機」という）を
用いた。処理庫内温度（乾球・湿球温度を含む）及び果実温
度は、白金測温抵抗体Pt100（チノー製）で測定した。但し
試験2の水冷区の果実温度測定は、ステンレス保護管センサ
ー（T&D製、TR-5220）に接続した無線式データロガー
（T&D製、RTR-52）を用いた。庫内湿度は、乾球温度及び
湿球温度を蒸熱処理機の温湿度変換器（チノー製）で相対湿
度値に変換した。白金測温抵抗体で測定した温度及び湿度は
ハイブリッド記録計（チノー製、LE5100）で、無線式温度
データロガーの温度はデータ収集装置（T&D製、RTR－
57C）を用い1分間隔で記録した。白金測温抵抗体及びステ
ンレス保護管センサー（以下、温度センサーという）は、各
試験前に標準温度計（東亜計器製作所製、目量0.1℃）と恒
温水槽（ヤマト科学製、BA500）を用い46.0℃にて較正した。

5．試験方法
⑴試験1．蒸熱処理における保持時間中の処理庫内湿度低下
　が殺虫効果に与える影響に関する試験
　ミカンコミバエ卵が寄生したマンゴウ生果実を蒸熱処理
し、果実中心温度が46.0℃に到達した後、10分間の保持時間
中の処理庫内湿度を95％RHに保つ処理（以下、「湿度維持区」

という）と90％RH以下に一時的に下げる処理（以下、「湿度
低下区」という）を行い、殺虫率を比較した。
　寄生果実は、各区1処理あたり12果を用いた。また、果実
温度測定用に果肉最深部及び果皮下（果実表面から3mmの
深さのミバエ卵接種部位相当）にそれぞれ温度センサーを挿
入した果実（以下、「センサー果実」という）を3果用いた。
　蒸熱処理機の庫内温度は、30.0℃で30分間保った後、120
分間で48.0℃まで一定の上昇率で上昇させ、その後48.0℃で
保持するよう設定した。庫内湿度は、「湿度維持区」では蒸
熱処理開始から終了まで95％RHに設定した。一方、「湿度低
下区」では、センサー果実3果のうち2果が46.0℃に到達し
た時、湿度設定を95%RHから85%RHに変更し、庫内湿度が
90.5％ RHに低下した時点で再び95%RHに設定した。これに
より庫内湿度は保持時間中に90%RHを一時的に下回るよう
にした。
　どちらの処理区においても、センサー果実3果のうち2果
が46.0℃に達した時を保持時間開始とし、10分間の保持時間
を経て蒸熱処理を終了した。本試験では、殺虫率の比較のた
め、生存虫を得る必要がある。このため、日本向けフィリピ
ン産カラバオ種（マニラスーパー種）マンゴウの検疫処理基
準よりも処理強度を弱め、一部の果実が46.0℃に達する前に
保持時間を開始した。
　処理終了後、寄生果実をクラシックサーキュレーター（エ
レクトロラックスジャパン製、EFN30）で1時間冷却した後、
温度26±1℃で保管した。蒸熱処理から5～ 6日後、寄生果
実を切開し、生存幼虫を計数した。なお、対照区として「湿
度維持区」及び「湿度低下区」と同様の方法で各処理ごとに
3果（100卵/果接種）の寄生果実を作製した。対照区の生存
虫数調査は、各処理区と同じ日に行った。補正死亡率は
ABBOTTの式(ABBOTT, 1925)により算出した。試験は３
反復実施した。
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Fig.1. Position of temperature probes in a mango and airflow in VHT chamber.      



⑵試験2．蒸熱処理後の果実の冷却方法が殺虫効果に与える
　影響に関する試験
　ミカンコミバエ卵の寄生したマンゴウ生果実を蒸熱処理
し、処理終了後、水冷した果実と空冷した果実とで殺虫率を
比較した。1処理あたり寄生果実は24果、センサー果実は3
果用いた。処理庫内の温度設定は試験１と同様とし、庫内湿
度は95％RHで一定になるよう設定した。センサー果実 3果
のうち2果の中心温度が46.0℃に到達後、10分間の保持時間
を経て蒸熱処理を終了した。その後、12果ずつ水冷又は空
冷の異なる方法（以下、それぞれの処理区を「水冷区」、「空
冷区」という）で冷却した。水冷は蒸熱処理機の処理庫内の
シャワー (26±4℃)により、空冷は26±2℃の室温下でクラシ
ックサーキュレーターによりそれぞれ1時間行った。処理区
及び対照区の寄生果実の保管条件及び生存虫数の調査は、試
験1と同様の方法で行った。
　蒸熱処理後の空冷及び水冷中の果肉最深部の温度及び卵接
種部位である果皮下の温度は、各3果実を用いて測定した。
試験は3反復実施した。

⑶試験3．蒸熱処理での通風方向に対するマンゴウ生果実内
　の温度測定位置の違いが基準温度到達時間に与える影響に
　関する試験
　マンゴウ生果実には、中心部に大型の扁平種子（核）が１
個存在する（JOHNSON and HOFMAN, 2009）。1つのマン
ゴウ生果実に、2本の温度センサーを感温部が果肉最深部の
種子側面両側に接するよう挿入した。本試験に用いた蒸熱処
理機の処理庫内の通風方向は上から下である。当該果実を、
温度センサーの1本が風上側（上側）、もう1本は種子を隔て
風下側（下側）となるように処理庫内に配置して蒸熱処理を
行い（Fig. 1）、それぞれの温度センサーが示す果実温度が
46.0℃に到達する時間を比較した。
　蒸熱処理機の庫内温度は、30.0℃で30分間保った後、120
分間で47.0℃まで一定の上昇率で上昇させ、その後47.0℃で
保持するように設定した。また庫内湿度は、95％RHで一定
になるように設定した。1反復試験あたり12個の果実を供試
し、3反復実施した。
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Fig.2.  Mean temperatures of innermost pulp and outermost pulp in mangoes and mean relative humidities and 
         temperatures of air in VHT chamber during holding time.

Holding time of VHT (innermost pulp temp ≧46℃ for 10 min) (min)

Corrected mortality (%) ※

99.89

98.23

    

No. of survivor

4

49

    

No. of test insects

3,600

3,600

    

No. of test fruits

36

36

    

Treatment plot

Holding humidity at 95%

Falling humidity under 90%

    

Table 1.  Mortality of Bactrocera dorsalis egg in mangoes under different relative humidity conditions during holding time of VHT
　　　　( innermost pulp temperature ≧ 46℃ for 10 minutes )   

※Corrected by the method of ABBOTT (1925) 



結果及び考察

1．蒸熱処理における保持時間中の処理庫内湿度低下が殺虫
　　効果に与える影響に関する試験
　湿度維持区と湿度低下区の生存虫数と補正死亡率をTable 
1に示した。補正死亡率は、湿度低下区では98.23％であり、
湿度維持区では99.89％であった。生存虫が確認された果実
数（3反復の合計）は、湿度維持区では1果、湿度低下区で
は 8果であり、試験に供試した果実毎の生存虫数を基に
Wilcoxonの順位和検定を行った結果、有意差が認められた
( p <0.05)。
　果肉最深部が46.0℃に到達した後の10分間の保持時間中
の庫内平均温度、果肉最深部及び果皮下の平均温度及び庫内
平均湿度の推移をFig.2に示した。湿度維持区では、保持時
間中、庫内温度は48.0℃でほぼ一定で、果肉最深部及び果皮
下の温度は共に上昇した。一方、湿度低下区では、保持時間中、
果肉最深部の温度は徐々に上昇したが、庫内温度及び果皮下
の温度は一時的に低下しており、庫内温度より果皮下温度の
低下幅が大きかった(Fig.2)。果皮下温度は、ミカンコミバエ

卵が寄生した部位の果実温度に相当する。保持時間中の当該
温度は、湿度維持区よりも湿度低下区で低く、このことが湿
度維持区に比べ湿度低下区で殺虫率が低かった原因と考えら
れる。
　蒸熱処理では高湿度のため果実表面が結露し、その際の凝
縮熱が伝導熱にプラスして働く一方、湿度が低い乾熱処理で
は果実の表面で水分の蒸散が起こり、気化熱が果実の温度上
昇にマイナスに作用することが知られている（井上, 1996、
TAKANO and DOHINO, 1998）。湿度低下区において、庫
内温度よりも果皮下温度の低下が大きかった原因として、気
化熱が作用したと考えられる。
　なお、中沢（1971）は、チャマダラメイガ及びタバコシバ
ンムシの殺虫効果を湿熱と乾熱で比較した結果、両虫におい
て、同じ温度で処理した場合、乾熱よりも湿熱において殺虫
効果が高かったことを報告している。
　以上のことから、蒸熱処理において保持時間中に処理庫内
の湿度が低下した場合、果皮近くのミバエ寄生部位の温度が
下がり、殺虫効果が低くなる可能性があると考えられる。

2．蒸熱処理後の果実の冷却方法が殺虫効果に与える影響に
　 関する試験
　蒸熱処理後に寄生果実を水冷した場合と空冷した場合のミ
カンコミバエ卵の補正死亡率等をTable 2に示した。補正死
亡率は水冷区では99.53％であり、空冷区では99.98％であっ
た。生存虫が認められた果実数（3反復の合計）は、水冷区
で6果、空冷区で1果であり、試験に供試した果実毎の生存
虫数を基にWilcoxonの順位和検定を行った結果、有意差が
認められた( p <0.05)。
　処理後の冷却方法による殺虫効果について、GOULD and 
SHARP (1992) は、カリブミバエが寄生したバンジロウ生果
実を46.1℃で温湯処理した場合、水冷した果実と空冷した果
実の間で殺虫率に有意差は認められなかったとしている。一
方、HALLMAN and SHARP (1990) は、46℃で54分間温湯
処理したマンゴウを23℃で空冷した場合はカリブミバエ幼
虫の生存虫は無かったが、21℃で水冷した場合は生存虫が認
められたことから、検疫処理技術の開発においては、処理直
後の急速な冷却の影響を考慮すべきとしている。また、
HALLMAN(1990)は、ゴレンシを蒸熱処理直後に13℃で水
冷した場合、殺虫率が低下するとしている。
　HALLMANらは、46℃の温湯で54分間加熱したマンゴウ
を冷却した場合、果実温度がミバエの致死的温度である40
℃以上を保つ時間は、23℃で空冷した果実が27℃で水冷し
た果実よりも長いことを示した（HALLMAN and SHARP 
,1990、HALLMAN, 2000）。本試験での蒸熱処理後の冷却中
の果実における部位別の平均温度推移をFig.3に示した。蒸
熱処理後、果実温度が40℃を下回るまでの冷却時間は、空
冷区において果皮下が6分、果肉最深部が31分、水冷区では
果皮下が2分、果肉最深部が17分であった。蒸熱処理におい
ても、処理後の冷却方法によって寄生したミバエが40℃以
上の致死的温度に曝される時間に違い生じ、殺虫効果に影響
を及ぼす可能性があると考えられる。

3．蒸熱処理での通風方向に対するマンゴウ果実内の温度測定
　 位置の違いが基準温度到達時間に与える影響に関する試験
　処理開始から果肉最深部の温度が46.0℃に達するまでの平
均時間をTable 3に示した。平均時間は風上側で179.0±0.3
分（平均±標準誤差）、風下側で180.2±0.3分であり、有意
差が認められた(t-検定、p<0.05)。平均時間の差は1.2分で、

処理時間（約180分）に比べごく短い時間であった。風上側
と風下側とではマンゴウ表面で受ける熱量に違いがあると考
えられ、このことにより風上側と風下側の果肉最深部での基
準温度到達時間に差が生じると推察される。
　本試験は、寄生果実を用いた殺虫率の比較を行わなかった
ので、この基準温度到達時間の僅かな差が殺虫効果にどの程
度影響するかは明らかではない。加熱処理では、果実中心部
の温度上昇は、果実サイズが重要な要因となっており
(WANG and CAVALIERI, 2001)、重量の重い果実ほど果肉
最深部の温度上昇が遅いことが知られている(山本ら、
2011)。また、蒸熱処理庫内の温度は厳密には一様ではない
ため、温風の吹出口近くに配置した果実と、排出口近くの果
実では、果実温度の上昇時間に差がある（川合、未発表）。
本試験で観察された時間差は1.2分と小さいが、マンゴウな
ど大型種子のある果実では、通風に対する果肉最深部の温度
測定位置も考慮して殺虫試験を行うことが望ましいと考え
る。
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Fig.3. Mean temperatures of innermost pulp and outermost pulp in mangoes during cooling time by 
        air cooling and hydrocooling. 

Corrected mortality (%) ※

99.98

99.53

    

No. of survivor

1

28

    

No. of test insects

7,200

7,200

    

No. of test fruits

36

36

    

Treatment plot

Air cooling

Hydrocooling

    ※Corrected by the method of ABBOTT (1925) 

Table 2.  Mortality of Bactrocera dorsalis egg in mangoes by different cooling methods after VHT

Cooling time after VHT (innermost pulp temp ≧46℃ for 10 min) (min)



結果及び考察

1．蒸熱処理における保持時間中の処理庫内湿度低下が殺虫
　　効果に与える影響に関する試験
　湿度維持区と湿度低下区の生存虫数と補正死亡率をTable 
1に示した。補正死亡率は、湿度低下区では98.23％であり、
湿度維持区では99.89％であった。生存虫が確認された果実
数（3反復の合計）は、湿度維持区では1果、湿度低下区で
は 8果であり、試験に供試した果実毎の生存虫数を基に
Wilcoxonの順位和検定を行った結果、有意差が認められた
( p <0.05)。
　果肉最深部が46.0℃に到達した後の10分間の保持時間中
の庫内平均温度、果肉最深部及び果皮下の平均温度及び庫内
平均湿度の推移をFig.2に示した。湿度維持区では、保持時
間中、庫内温度は48.0℃でほぼ一定で、果肉最深部及び果皮
下の温度は共に上昇した。一方、湿度低下区では、保持時間中、
果肉最深部の温度は徐々に上昇したが、庫内温度及び果皮下
の温度は一時的に低下しており、庫内温度より果皮下温度の
低下幅が大きかった(Fig.2)。果皮下温度は、ミカンコミバエ

卵が寄生した部位の果実温度に相当する。保持時間中の当該
温度は、湿度維持区よりも湿度低下区で低く、このことが湿
度維持区に比べ湿度低下区で殺虫率が低かった原因と考えら
れる。
　蒸熱処理では高湿度のため果実表面が結露し、その際の凝
縮熱が伝導熱にプラスして働く一方、湿度が低い乾熱処理で
は果実の表面で水分の蒸散が起こり、気化熱が果実の温度上
昇にマイナスに作用することが知られている（井上, 1996、
TAKANO and DOHINO, 1998）。湿度低下区において、庫
内温度よりも果皮下温度の低下が大きかった原因として、気
化熱が作用したと考えられる。
　なお、中沢（1971）は、チャマダラメイガ及びタバコシバ
ンムシの殺虫効果を湿熱と乾熱で比較した結果、両虫におい
て、同じ温度で処理した場合、乾熱よりも湿熱において殺虫
効果が高かったことを報告している。
　以上のことから、蒸熱処理において保持時間中に処理庫内
の湿度が低下した場合、果皮近くのミバエ寄生部位の温度が
下がり、殺虫効果が低くなる可能性があると考えられる。
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2．蒸熱処理後の果実の冷却方法が殺虫効果に与える影響に
　 関する試験
　蒸熱処理後に寄生果実を水冷した場合と空冷した場合のミ
カンコミバエ卵の補正死亡率等をTable 2に示した。補正死
亡率は水冷区では99.53％であり、空冷区では99.98％であっ
た。生存虫が認められた果実数（3反復の合計）は、水冷区
で6果、空冷区で1果であり、試験に供試した果実毎の生存
虫数を基にWilcoxonの順位和検定を行った結果、有意差が
認められた( p <0.05)。
　処理後の冷却方法による殺虫効果について、GOULD and 
SHARP (1992) は、カリブミバエが寄生したバンジロウ生果
実を46.1℃で温湯処理した場合、水冷した果実と空冷した果
実の間で殺虫率に有意差は認められなかったとしている。一
方、HALLMAN and SHARP (1990) は、46℃で54分間温湯
処理したマンゴウを23℃で空冷した場合はカリブミバエ幼
虫の生存虫は無かったが、21℃で水冷した場合は生存虫が認
められたことから、検疫処理技術の開発においては、処理直
後の急速な冷却の影響を考慮すべきとしている。また、
HALLMAN(1990)は、ゴレンシを蒸熱処理直後に13℃で水
冷した場合、殺虫率が低下するとしている。
　HALLMANらは、46℃の温湯で54分間加熱したマンゴウ
を冷却した場合、果実温度がミバエの致死的温度である40
℃以上を保つ時間は、23℃で空冷した果実が27℃で水冷し
た果実よりも長いことを示した（HALLMAN and SHARP 
,1990、HALLMAN, 2000）。本試験での蒸熱処理後の冷却中
の果実における部位別の平均温度推移をFig.3に示した。蒸
熱処理後、果実温度が40℃を下回るまでの冷却時間は、空
冷区において果皮下が6分、果肉最深部が31分、水冷区では
果皮下が2分、果肉最深部が17分であった。蒸熱処理におい
ても、処理後の冷却方法によって寄生したミバエが40℃以
上の致死的温度に曝される時間に違い生じ、殺虫効果に影響
を及ぼす可能性があると考えられる。

3．蒸熱処理での通風方向に対するマンゴウ果実内の温度測定
　 位置の違いが基準温度到達時間に与える影響に関する試験
　処理開始から果肉最深部の温度が46.0℃に達するまでの平
均時間をTable 3に示した。平均時間は風上側で179.0±0.3
分（平均±標準誤差）、風下側で180.2±0.3分であり、有意
差が認められた(t-検定、p<0.05)。平均時間の差は1.2分で、

処理時間（約180分）に比べごく短い時間であった。風上側
と風下側とではマンゴウ表面で受ける熱量に違いがあると考
えられ、このことにより風上側と風下側の果肉最深部での基
準温度到達時間に差が生じると推察される。
　本試験は、寄生果実を用いた殺虫率の比較を行わなかった
ので、この基準温度到達時間の僅かな差が殺虫効果にどの程
度影響するかは明らかではない。加熱処理では、果実中心部
の温度上昇は、果実サイズが重要な要因となっており
(WANG and CAVALIERI, 2001)、重量の重い果実ほど果肉
最深部の温度上昇が遅いことが知られている(山本ら、
2011)。また、蒸熱処理庫内の温度は厳密には一様ではない
ため、温風の吹出口近くに配置した果実と、排出口近くの果
実では、果実温度の上昇時間に差がある（川合、未発表）。
本試験で観察された時間差は1.2分と小さいが、マンゴウな
ど大型種子のある果実では、通風に対する果肉最深部の温度
測定位置も考慮して殺虫試験を行うことが望ましいと考え
る。

川合ら：蒸熱処理での殺虫効果に影響を与える要因に関する調査研究 332013年3月

Heat up time (min, mean±SE)※

179.0±0.3a

180.2±0.3b

    

No. of test fruits

36

36

    

Position of temperature sensor in fruit

Upwind side

Downwind side

    ※Means followed by different letters are significantly different ( t-test, p < 0.05)

Table 3.  Heat up time required to reach 46.0℃ at innermost pulp of mangoes 
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