（別紙）
ベト ナム 産ヒロ セレ ウス・ウ ンダ ーツス の生 果実に関 す る植物検 疫実 施細則 （平 成21年 10月20日付 け21消 安第 6671号 消費 ・安全局 長通 達）
一部改 正新 旧対照 表
（傍 線の部分 は 改正部分 ）
改
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ベ トナ ム産ヒ ロセ レウ ス・ウ ンダ ーツス 及 びヒロ セレ ウス・ ウ ンダ
ー ツス とヒロ セレ ウス ・コス タリ ケンシ ス との交 雑種 の生果 実 に関
す る植 物検疫 実施 細則

ベト ナム産ヒ ロセ レウス ・ウ ンダー ツス の生果実 に関 する植 物検 疫
実施 細則

植物 防疫法 施行 規則 （昭和 25年 農林省 令 第73号 。以 下「規 則 」と
い う。 ）別表 ２の 付表 第52の ベト ナム産 ヒ ロセレ ウス ・ウン ダ ーツ
ス 及び ヒロセ レウ ス・ ウンダ ーツ スとヒ ロ セレウ ス・ コスタ リ ケン
シ スと の交雑 種の 生果 実（以 下単 に「生 果 実」と いう 。）に 係 る植
物 検疫 の実施 につ いて は、植 物防 疫法（ 昭 和25年 法律 第151号 ）、規
則 、輸 入植物 検疫 規程 （昭和 25年 ７月８ 日 農林省 告示 第206号 ）及び
平 成21年10月 20日 農林 水産省 告示 第1472号 （以下 「告 示」と い う。
） で規 定する もの のほ か、こ の細 則に定 め るとこ ろに よる。

植 物防疫法 施行 規則（ 昭和 25年農 林省 令第73号 。以 下「規 則」 と
いう 。）別表 ２の 付表第 52の ベトナ ム産 ヒロセレ ウス ・ウン ダー ツ
スの 生果実に 係る 植物検 疫の 実施に つい ては、平 成21年10月 20日 農
林水 産省告示 第1472号（ 以下 「告示 」と いう。） に規 定する もの の
ほか 、この細 則に 定める とこ ろによ る。

１

蒸 熱処理 施設
１
告示４の蒸熱処理施設は、次の条件を満たすものとされている。

（ １） 自動温 湿度 記録 装置が 設備 されて い ること 。
（ ２） 自動温 湿度 記録 装置の 温度 計は、 較 正され たも のであ っ て、
積 み上げ られ た生 果実の 上部 、中部 及 び下部 の生 果実の 中 心部
の 温度（ ただ し、 同一蒸 熱処 理施設 内 に複数 の差 圧ユニ ッ トを
有 する場 合は 、そ れぞれ のユ ニット の 生果実 の中 心部の 温 度。
以 下同じ 。） 並び に蒸熱 処理 施設内 の 空間温 度を 測定す る もの
で あるこ と。
（ ３） 自動温 湿度 記録 装置の 湿度 計は、 較 正され たも のであ っ て、
蒸 熱処理 施設 内の 空間湿 度を 測定す る もので ある こと。
（ ４） 蒸熱処 理施 設は 、生果 実の 中心部 の 温度を 所定 の温度 に 保持
で きるも ので ある こと。
（ 削る 。）

蒸熱処理 施設
告示４の 生産 地にお ける 消毒の ため の蒸熱処 理施 設は、 次の 条
件 を満た すも のとされ てい る。
（１ ）自動記 録式 温湿度 計が 設備さ れて いること 。
（２ ）自動記 録式 温湿度 計の 温度の 測定 装置は、 積み 上げら れた 生
果 実の上部 、中 部及び 下部 の生果 実の中 心部 の温度 （た だし、
同 一蒸熱処 理施 設内に 複数 の差圧 ユニッ トを 有する 場合 は、そ
れ ぞれのユ ニッ トの生 果実 の中心 部の温 度。 以下同 じ。 ）並び
に 蒸熱処理 施設 内の空 間温 度を測 定でき るも のであ るこ と。
（３ ）自動記 録式 温湿度 計の 湿度の 測定 装置は、 蒸熱 処理施 設内 の
空 間湿度を 測定 できる もの である こと。
（４ ）蒸熱処 理施 設は、 生果 実の中 心部 の温度を 所定 の温度 に保 持
で きること 。
２ こん包及 びこ ん包場 所
（１ ）こん包
告示６ の（ １）の こん 包に通 気孔 を設ける 場合 は、次 のい ず

れ かの方法 によ るもの とさ れてい る。
ア 生果 実を こん包 に収 納する 前に 包装材料 （通 気孔を 設け る
場合は、 孔の 直径が 1.6ミ リメ ートル 以下の もの に限る 。）
で包み込 んで いるこ と。
イ 通気 孔に 網（孔 の直 径が1.6ミリメ ート ル以下 のも のに限
る。以下 同じ 。）が 張ら れてい るこ ん包を 使用す るこ と。
ウ こん 包又 は束ね たこ ん包全 体を 網で覆う こと 。
（２ ）こん包 場所
告示６ の（ ２）の こん 包場所 は、 次の条件 を満 たすも のと さ
れている 。
ア 蒸熱 処理 施設に 接続 して設 置さ れており 、窓 等の開 口部 に
はすべて 網が 張られ てい る等ミ バエ 類の侵 入を防 止す るため
の設備が ある こと。
イ 消毒 済み ヒロセ レウ ス・ウ ンダ ーツスの 生果 実の専 用の こ
ん包場所 であ ること 。
ウ 毎年 使用 開始前 に内 部が殺 虫剤 で消毒さ れて おり、 必要 に
応じ消毒 が行 われて いる こと。
（ 削る 。）

３ 蒸熱処理 施設 及びこ ん包 場所の 調査
（１ ）植物防 疫官 は、告 示４ の蒸熱 処理 施設及び 告示 ６の（ ２） の
こ ん包場所 につ いて、 それ ぞれ１ 及び２ の（ ２）の 条件 を満た
す ものであ るこ とを確 認す るため 、毎年 、原 則とし て当 該蒸熱
処 理施設及 び当 該こん 包場 所の使 用開始 前に 調査を 行う ものと
す る。ただ し、 植物防 疫官 が必要 と認め たと きは、 使用 期間中
に おいても 随時 調査す るこ とがで きるも のと する。
（２ ）（１） の調 査は、 原則 として ベト ナム植物 防疫 機関が 行う 日
本 向けヒロ セレ ウス・ ウン ダーツ スの生 果実 の蒸熱 処理 施設及
び こん包場 所の 指定の ため の調査 と共同 して 行うも のと する。

２ 植 物防疫 官に よる 検査及 び消 毒の実 施 の確認
（ １） 検査の 実施 の確 認
ア 告示 ５の 規定 に基づ く告 示３の （ １）の 検査 の実施 の 確認
は 、生果 実の こん包 数 の５パ ーセ ント以 上に つい て、ミ バエ
類 など検 疫有 害動植 物 がない こと の確認 がベ トナ ム植物 防疫
機 関によ り適 切に行 わ れたこ とを 植物防 疫官 が確 認する こと
を もって 行う ものと す る。
イ アの 植物 防疫 官によ る確 認の結 果 、ミバ エ類 が発見 さ れた
場 合は、 ベト ナム植 物 防疫機 関は 、この 原因 が判 明し、 再発
防 止策に つい て日本 と ベトナ ムと の間で 合意 され るまで は、
以 後の告 示３ の（１ ） の検査 を行 わない もの とさ れてい る。

４ 検査及び 消毒 の実施 の確 認
（１ ）消毒の 実施 の確認
植物防 疫官 は、告 示５ の消毒 の実 施の確認 につ いて、 次に 定
め るところ によ り、原 則と してベ トナム 植物 防疫機 関と 共同し
て 行うもの とす る。
ア 蒸熱 処理 施設に おい て、飽 和蒸 気により 、生 果実の 中心 部
の温度が 一定 の上昇 率で 摂氏43度ま で上が り、引 き続 き飽和
蒸気によ り当 該中心 部の 温度が 摂氏 46.5度 に達し た後 、その
温度以上 で40分間保 持さ れたこ とを 確認す ること 。
イ 生果 実の 中心部 の温 度の測 定点 が正確で あっ たこと を確 認
すること 。

こ の場合 にお いて、 植 物防疫 官は 、ベト ナム 植物 防疫機 関に
調 査を求 め、 又は必 要 に応じ 共同 して調 査す るこ とを求 める
こ とがで きる ものと す る。
（ ２） 消毒の 実施 の確 認
告示５ の規 定に 基づく 告示 ４の消 毒 の実施 の確 認は、 次 に掲
げ る確認 がベ トナ ム植物 防疫 機関に よ り適切 に行 われた こ とを
植 物防疫 官が 確認 するこ とを もって 行 うもの とす る。
ア 蒸熱 処理 施設 におい て、 飽和蒸 気 により 、生 果実の 中 心部
の 温度が 一定 の上昇 率 で摂氏 43度 まで上 がり 、引 き続き 飽和
蒸 気によ り当 該中心 部 の温度 が摂 氏46.5度に 達し た後、 その
温 度以上 で40分間保 持 された こと の確認
イ アの 40分 間に おいて 、蒸 熱処理 施 設内の 温度 が摂氏 46.5度
以 上に保 持さ れたこ と の確認

（ ３） 植物検 疫証 明書
植物防 疫官 は、 （１） のア 並びに （ ２）の ア及 びイの 確 認を
し たとき は、 植物 検疫証 明書 又はそ の 写しの 余白 に当該 植 物防
疫 官の氏 名を 付記 するも のと する。

（２ ）輸出検 査の 確認
植物防 疫官 は、告 示５ の検査 の確 認につい て、 次に定 める と
こ ろにより 、原 則とし て、 ベトナ ム植物 防疫 機関が 行う 検査に
立 ち会い、 行う ものと する 。
ア ヒロ セレ ウス・ ウン ダーツ スの 生果実の こん 包数の ５パ ー
セント以 上に ついて 検疫 有害動 植物 、特に ミバエ 類が ないこ
とを確認 する こと。
イ アの 検査 の確認 の結 果、ミ バエ 類が発見 され たとき は、 ミ
バエ類が 付着 した原 因に ついて ベト ナム植 物防疫 機関 と共同
して調査 し、 その原 因が 判明す るま では、 以後の 消毒 の確認
を行わな いこ と。
ウ （１ ）に より消 毒が 完全に 行わ れたこと 及び アによ り検 疫
有害動植 物が ないこ とを 確認し たと きは、 植物検 疫証 明書の
余白に氏 名を 付記す るこ と。
（新 設）

３ こ ん包及 びこ ん包 場所
（新 設）
（ １） こん包
告示６ の（ １） のこん 包に 通気孔 を 設ける 場合 は、次 の いず
れ かの方 法に よる ものと され ている 。
ア こん 包に 収納 する前 に生 果実を 包 装材料 （通 気孔を 設 ける
場 合は、 当該 通気孔 の 直径が 1.6ミリ メー トル以 下の もの に限
る 。）で 包み 込んで い ること 。
イ 通気 孔に 網（ 網の目 の最 大径が 1.6ミ リメー トル 以下 のもの
に限る。以下同じ。）が張られているこん包を使用すること。
ウ こん 包又 は束 ねたこ ん包 全体を 網 で覆う こと 。
（ ２） こん包 場所
告示６ の（ ２） に規定 する 告示６ の （１） のこ ん包を 行 うミ
バ エ類の 侵入 する おそれ がな いと認 め られる 場所 （以下 「 こん
包 場所」 とい う。 ）は、 次の 条件を 満 たすも のと されて い る。
ア 蒸熱 処理 施設 に接続 して 設置さ れ ており 、窓 等の開 口 部に
は 全て網 が張 られて い るなど 、ミ バエ類 の侵 入を 防止す るた
め の措置 が講 じられ て いるこ と。
イ ミバ エ類 に侵 されて いる おそれ が ないこ と。
ウ 毎年 、使 用開 始前に 殺虫 剤で消 毒 されて いる こと。 ま た、

そ の後、 必要 に応じ 殺 虫剤で 消毒 が行わ れる こと 。
４

こ ん包場 所の 事前 確認
植 物防疫 官は 、こ ん包場 所に ついて 、 ３の（ ２） の条件 を 満た
すも のであ るこ とを 確認す るた め、毎 年 、原則 とし て当該 こ ん包
場所 の使用 開始 前に 、当該 こん 包場所 の 確認が ベト ナム植 物 防疫
機関 により 適切 に行 われた こと を確認 す ること がで きるも の とす
る。 ただし 、植 物防 疫官が 必要 と認め た ときは 、使 用期間 中 にお
いて も随時 ベト ナム 植物防 疫機 関に確 認 を求め 、そ の結果 を 確認
する ことが でき るも のとす る。

（新 設）

５

表示
告 示７の 輸出 植物 検疫が 終了 してい る 旨の表 示は 次の（ １ ）の
様式 に、仕 向地 が日 本であ る旨 の表示 は 次の（ ２） の字句 に よる
もの とし、 こん 包又 は束ね たこ ん包の 側 面等の 見や すい場 所 に、
容易 に視認 でき る大 きさで 行わ れるも の とされ てい る。
（ １） ・（２ ） （略 ）

表示
告示７の 輸出 植物検 疫終 了の表 示は 次の（１ ）の 様式、 仕向 地
の 表示は 次の （２）の 字句 による もの とし、こ ん包 の側面 等の 見
や すい場 所に 、容易に 確認 できる 大き さで行わ れる ものと され て
い る。
（１ ）・（ ２） （ 略）

６

６

輸 入検査
輸 入検査 の手 続及 び方法 は、 規則及 び 規程に よる ものの ほ か、
次の （１） から （３ ）まで によ るもの と する。
（ １） 生果実 の輸 入が 行われ た港 又は空 港 におい て、 当該生 果 実、
５ の表示 、告 示６ のこん 包及 び封印 の 状態並 びに 当該生 果 実に
添 付され てい る告 示３の （１ ）の植 物 検疫証 明書 を植物 防 疫官
が 確認し て行 うも のとす るこ と。
（ ２） ２の（ ３） の植 物検疫 証明 書が添 付 されて いな い場合 、 ５の
表 示が適 切に なさ れてい ない 場合、 告 示６の 封印 がなさ れ てい
な い場合 又は 告示 ６のこ ん包 若しく は 束ねた こん 包が破 損 若し
く は開ひ され てい る場合 は、 当該生 果 実を所 有し 、又は 管 理す
る 者に対 し、 植物 防疫官 が当 該生果 実 の廃棄 又は 返送を 指 示す
る ことと する こと 。

５

輸入検査

（１ ）植物防 疫官 は、輸 入港 におい て、 輸入され たヒ ロセレ ウス ・
ウ ンダーツ スの 生果実 及び 添付さ れてい る植 物検疫 証明 書を確
認 して輸入 検査 を行う もの とする 。

（２ ）植物防 疫官 は、植 物検 疫証明 書が 添付され てい ない場 合、 告
示 ５の植物 防疫 官によ る確 認が行 われて いな い場合 、告 示６の
（ ３）の封 印が なされ てい ない場 合、告 示７ の表示 がな されて
い ない場合 又は こん包 が破 損若し くは開 ひさ れてい る場 合には
、 当該ヒロ セレ ウス・ ウン ダーツ スの生 果実 の廃棄 又は 返送を
指 示するも のと する。
（３ ）（１） 及び （２） 以外 の輸入 検査 の手続及 び方 法は、 規則 及
（ 削る 。）
び 輸入植物 検疫 規程（ 昭和 25年７ 月８日 農林 省告示 第206号）
に よるもの とす る。
（ ３） ミバエ 類が 発見 された 場合 は、植 物 防疫官 が次 の措置 を 講ず （４ ）植物防 疫官 は、ミ バエ 類が発 見さ れた場合 には 、次の 措置 を
る ものと する こと 。
講 ずるもの とす る。
ア 当該 生果 実を 所有し 、又 は管理 す る者に 対し 、ミバ エ 類が
ア ミバ エ類 が発見 され た荷口 全量 の廃棄又 は返 送を指 示す る
発見された荷口について全量の廃棄又は返送を指示すること。
こと。
イ ミバ エ類 が付 着した 原因 につい て ベトナ ム植 物防疫 機 関に
イ ミバ エ類 が付着 した 原因に つい てベトナ ム植 物防疫 機関 と
調 査を求 め、 又は必 要 に応じ 共同 して調 査し 、そ の原因 が判
共同して 調査 し、そ の原 因が判 明す るまで は以後 の輸 入検査
明 し、再 発防 止策に つ いて日 本と ベトナ ムと の間 で合意 され
を中止す るこ と。

る までは 、以 後の輸 入 検査を 中止 するこ と。

