
ISPM28
「規制有害動植物に対する植物検疫
処理」付属書案
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第1回
加盟国協議 放射線照射処理 1本

第2回
加盟国協議

低温処理 1本
放射線照射処理 3本
「蒸熱＋ガス置換
（MA）」処理 1本



ISPM28 規制有害動植物に対する
植物検疫処理

 植物検疫処理の国際的調和を図るために策定
 2021年7月現在、ISPM28 付属書として、39本の植物検疫

処理基準が策定されている
〔放射線照射処理基準 19本〕

チチュウカイミバエ、コドリンガ等に対する放射線照射処理 等
〔低温処理基準 13本〕

クインスランドミバエに対するオレンジ(Citrus sinensis)の低温処理
チチュウカイミバエに対するオレンジ(C. sinensis)の低温処理
チチュウカイミバエに対するタンゴール(C. reticulata x C. sinensis)の低温処理 等

〔蒸熱処理基準 5本〕
チチュウカイミバエ、クインスランドミバエに対するマンゴウの蒸熱処理 等

〔フッ化スルフリルくん蒸処理基準 ２本〕
木材害虫に対するフッ化スルフリルくん蒸 等
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ISPM28「植物検疫処理」付属書案
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2021年の加盟国協議に諮られている
検疫処理基準案（全6本）

第1回目の加盟国協議①

放射線照射処理 １本

①ビーズレイコナカイガラムシに対する放射線照射処理（2017-027）

ISPM28「植物検疫処理」付属書案



これまでの経緯
(第1回目協議対象)

2017年 6月 加盟国から提案
2017年 7月 植物検疫処理に関する技術パネル（TPPT）

で提案を評価
2018年 5月 基準委員会(SC)でTPPT作業計画に組み

入れることを承認
2018年 3月 TPPTで処理基準案の修正、SCへ提案
～20年10月

2021年 3月 SCで各国協議案として承認
2021年 7-9月 1回目加盟国協議
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ISPM28「植物検疫処理」付属書案
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放射線照射 による植物検疫措置とは

 ガンマ線、電子線、X線を照射

 吸収線量（Gy）で処理強度を測定

 主に昆虫が対象

 得られる効果は、殺虫、発育阻止、
産卵阻止（不妊化）、次世代発育阻止

①ビーズレイコナカイガラムシに対する放射線照射処理（2017-027）



 対象害虫
ビーズレイコナカイガラムシ

（Pseudococcus jackbeardsleyi）
（分布：北米・中・南米、ハワイ、東南アジア）

 対象品目
全ての果実、野菜、観葉植物

 処理基準
放射線照射 最低吸収線量 166 Gy

 処理効果
信頼水準95％において99.9964%以上の成熟雌から次世代の２齢幼虫
への発育阻止

 根拠文献
Zhan et al. (2016), Hofmeyr et al. (2016), Shao et al. (2013) 等

ビーズレイコナカイガラムシに対する
放射線照射処理(2017-027)
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①ビーズレイコナカイガラムシに対する放射線照射処理（2017-027）

第1回目の加盟国協議



参考 ISPM28の付属書として採択された
放射線照射処理基準の例
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今回の提案基準：
ビーズレイコナカイガラムシ 166 Gy

→次世代の２齢幼虫への発育阻止

PT
番
号

害虫（学名） 害虫（和名）
品目

（寄主とな
る全ての）

線量 効果

19
Dysmicoccus neobrevipes
Planococcus lilacinus
Planococcus minor

バナナコナカイガラムシ
タイワンコナカイガラムシ
和名なし

果実・野菜 231 Gy 生殖阻止

①ビーズレイコナカイガラムシに対する放射線照射処理（2017-027）
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2021年の加盟国協議に諮られている
検疫処理基準案（全６本）

②モモミバエに対するオレンジ(Citrus sinensis)の低温処理（2017-013）

第2回目の加盟国協議②-⑥

放射線照射処理 3本
③ハマキガ科に対する果実の放射線照射処理（2017-011）
④セグロウリミバエ に対する 放射線照射処理（2017-025）
⑤ Sternochetus frigidus（ゾウムシ科の一種）に対する放射線照射処理
（2017-036）

「蒸熱＋ガス置換（MA）」処理 1本
⑥コドリンガ及びナシヒメシンクイに対する「蒸熱＋ガス置換（ＭＡ）」
処理（2017-037, 038）

低温処理 1本

ISPM28「植物検疫処理」付属書案



これまでの経緯
(第2回目協議対象5本共通)

2017年6-12月 加盟国から提案
2018年 6月 植物検疫処理に関する技術パネル(TPPT)は
～20年 3月 処理基準案の修正、SCへ提案
2019年 1月 SCで各国協議案として承認（④）
2019年 7-9月 1回目加盟国協議（④）
2020年 2-7月 1回目加盟国協議を踏まえ草案を修正（④）
2020年 2-6月 SCで各国協議案として承認（②③⑤⑥）
2020年 7-9月 1回目加盟国協議（②③⑤⑥）
2020年 10月 1回目加盟国協議を踏まえ草案を修正(②③⑤⑥)
～21年 3月

2021年 7-9月 2回目加盟国協議 9

ISPM28「植物検疫処理」付属書案



 対象害虫
モモミバエ （Bactrocera zonata）

（分布：エジプト、パキスタン、インド、タイ、ベトナム等）
 対象品目

オレンジ（Citrus sinensis）果実
 処理基準

低温処理 1.7℃以下18日間
 処理効果

信頼水準95％において99.9916%以上の殺虫
 根拠文献

Hallman et al.（2013）、Hashem, Soliman & Soliman (2004)等
 1回目協議からの変更点

果実温度を測定 → 果実中心温度を測定（日本のコメント）
供試品種の追加：バレンシア種及びネーブル種で供試（日本のコメント）

モモミバエに対するオレンジの低温処理
（2017-013）
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②モモミバエに対するオレンジの低温処理（2017-013）

第2回目の加盟国協議



 対象害虫
ハマキガ科（Tortricidae）
（分布：全世界）

 対象品目 全ての果実
 処理基準

放射線照射 最低吸収線量 250 Gy
 処理効果

信頼水準95％において99.9949%以上の卵・幼虫を正常な成虫に羽化さ
せることを阻止

 根拠文献
Hallman et al.(2013), Hallman(2004) 等

 1回目協議以降の変更点
引用文献の記載場所変更

ハマキガ科に対する果実の放射線照射処理
(2017-011)
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③ハマキガ科に対する果実の放射線照射処理（2017-011）

第2回目の加盟国協議



参考 ISPM28の付属書として採択された
放射線照射処理基準の例
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今回の提案基準：
ハマキガ科 250 Gy → 正常な成虫の羽化阻止

PT
番
号

害虫（学名） 害虫（和名）
品目

（寄主となる全
ての）

線量 効果

6 Cydia pomonella コドリンガ 果実・野菜 200 Gy 羽化阻止

10 Grapholita molesta ナシヒメシンクイ 果実・野菜 232 Gy 〃

11 G. molesta
（低酸素下）

〃 果実・野菜 232 Gy 産卵阻止

③ハマキガ科に対する果実の放射線照射処理（2017-011）



 対象害虫
セグロウリミバエ（Zeugodacus tau）
（分布：インド、中国、台湾、東南アジア等）

 対象品目 全ての果実及び野菜
 処理基準

放射線照射 最低吸収線量 ①72 Gy、②85Gy
 処理効果

信頼水準95％において① 99.9933%以上、② 99.9970%以上の羽化阻止
 根拠文献 Zhan et al.（2015）等
 1回目協議以降の変更点

対象害虫属名の変更 Bactrocera → Zeugodacus
「MA貯蔵中の果実及び野菜には適用すべきでない」 → 削除

セグロウリミバエに対する放射線照射処理
(2017-025)
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④セグロウリミバエに対する放射線照射処理（2017-025）

第2回目の加盟国協議



参考 ISPM28の付属書として採択された
放射線照射処理基準の例
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今回の提案基準： セグロウリミバエ

72 Gy または 85 Gy → 羽化阻止

PT
番
号

害虫（学名） 害虫（和名）
品目

（寄主となる全
ての）

線量 効果

4 Bactrocera jarvisi （ミバエの一種、
和名なし）

果実・野菜 100 Gy 羽化阻止

5 Bactrocera tryoni クインスランドミバエ 果実・野菜 100 Gy 〃

7 Fruit flies of 
Tephritidae ミバエ科のミバエ 果実・野菜 150 Gy 〃

33 Bactrocera dorsalis ミカンコミバエ 果実・野菜 116 Gy 〃

④セグロウリミバエに対する放射線照射処理（2017-025）



 対象害虫
Sternochetus frigidus （ゾウムシ科の一種）

（分布：インド、マレーシア、タイ、インドネシア等）
 対象品目

マンゴウ Mangifera indica
 処理基準

放射線照射 最低吸収線量 165 Gy
 処理効果

信頼水準95％において99.88684% 以上の雌の産卵阻止
 根拠文献

Obra et al.（2014）
 1回目協議以降の変更点

「照射済み果実から脱出した雌成虫」の産卵を阻止する旨を追記

Sternochetus frigidus（ゾウムシ科の一種）
に対する放射線照射処理(2017-036)
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⑤ Sternochetus frigidus（ゾウムシ科の一種）に対する放射線照射処理（2017-036）

第2回目の加盟国協議



参考 ISPM28の付属書として採択された
放射線照射処理基準の例
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今回の提案基準： Sternochetus frigidus 165 Gy
→ 産卵阻止

PT
番
号

害虫（学名） 害虫（和名）
品目

（寄主となる
全ての）

線量 効果

9 Conotrachelus
nenuphar スモモゾウムシ 果実・野菜 92 Gy 成虫不妊化

12 Cylas formicarius アリモドキゾウムシ 塊根・野菜 165 Gy 次世代羽化阻止

13 Euscepes
postfasciatus イモゾウムシ 塊根・野菜 150 Gy 〃

⑤ Sternochetus frigidus （ゾウムシ科の一種）に対する放射線照射処理（2017-036）



 対象害虫

コドリンガ（Cydia pomonella）

（分布：アフリカ、ヨーロッパ、中国、北米、南米、オーストラリア、ニュージーランド等）

ナシヒメシンクイ（Grapholita molesta）

（分布：アフリカ、ヨーロッパ、中国、北米、南米、日本等）

 対象品目

りんご (Malus pumila)

もも (ネクタリンを含む) (Prunus persica) 

コドリンガ及びナシヒメシンクイに対する
「蒸熱＋ガス置換（MA）」処理(2017-037, 038)
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⑥コドリンガ及びナシヒメシンクイに対する「蒸熱＋ガス置換（MA）」処理（2017-037, 038）

第2回目の加盟国協議
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ガス置換処理 とは

処理施設内の空気の組成（酸素、二酸化炭素の濃度）を
変化させて行う処理

 二酸化炭素濃度の増加、酸素濃度の減少、又は
その両方を使用

 圧力、温度、湿度制御等の機能を持つ施設
（真空処理庫、貨物コンテナ、倉庫、船舶等）で実施

⑥コドリンガ及びナシヒメシンクイに対する「蒸熱＋ガス置換（MA）」処理（2017-037, 038）

 温度、湿度による処理を同時に使用



 処理基準
庫内温度を45℃以上に維持
空気の組成をO2濃度1%以下、CO2濃度15±1%、N2を加えて調整
2.5時間以内に果実中心温度を44.5℃以上に上昇
果実中心温度44.5℃以上、相対湿度90%以上で30分以上維持

 処理効果
信頼水準95％において99.9884%以上の殺虫

 根拠文献
Neven, Rehfield-Ray & Obenland(2006)、Neven & Rehfield- Ray(2006) 等

 1回目協議以降の変更点
処理基準：相対湿度90-95％→90%以上（日本のコメント）
保持時間25分以上→30分以上
品質維持に関する参考文献を記載 19

コドリンガ及びナシヒメシンクイに対する
「蒸熱＋ガス置換（MA）」処理(2017-037, 038)

⑥コドリンガ及びナシヒメシンクイに対する「蒸熱＋ガス置換（MA）」処理（2017-037, 038）

第2回目の加盟国協議
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