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国際植物防疫年 2020（IYPH2020）について
農林水産省　消費・安全局　植物防疫課

■国際植物防疫年について
2020年は国連が定めた「国際植物防疫年

（International Year of Plant Health 2020: IYPH2020）」で
ある。国際植物防疫年は、植物病害虫のまん延
防止の重要性に対する世界的な認識を高めるこ
とを目的としており、2018年 12月の国連総会に
おいて採択された。この中で、植物病害虫のま
ん延防止は、飢餓や貧困の撲滅等、2015年 9月
の国連サミットで採択された「持続可能な開発
目標（SDGs）」の達成のために重要であること
が強調されている。

図 1　国際植物防疫年 2020のロゴマーク

国際植物防疫年には副題「Protecting Plants, 
Protecting Life」が付されているが、これが示して
いるように植物は人の生命と密接な関わりがあ
る。国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の
食料の 80%以上が植物由来であり、植物病害虫
の被害によりこのうち 20％～ 40％が損失してい
るとされている。
歴史的にみても、植物病害虫は、食料安全保

障にとって大きな脅威となる場合がある。例え
ば、1845年、アイルランドでは、ジャガイモ疫
病が原因で主食のジャガイモの収穫がほとんど
できなくなり、100万人以上が餓死した。
一度植物病害虫が新たな地域に侵入・まん延

すると、根絶することは非常に難しく、また、
根絶できたとしても多額の費用や長い年月が必
要になる。このため、その侵入・まん延を未然
に防ぐための取組が非常に重要である。実際、
日本においても、大正時代に初めて南西諸島に
侵入した重要害虫であるウリミバエを根絶する

ために 20余年の歳月と 204億円もの費用がか
かった事例がある。
近年、海外からの入国者の急激な増加（図 2）

等により、植物病害虫の侵入リスクは高まって
いる。2020年は東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催される年でもあり、更に多くの外国人
の訪日が見込まれており、植物防疫の重要性は
ますます高まっている。
本稿では、国際植物防疫年に関する国際的な

取組及び国内での取組について紹介する。

図 2　訪日外国人数と携帯品植物検査件数の推移
※　両値とも 2019年は 11月末までの速報値

携帯品検査件数の推移（過去11年）
年 年 検査件数 訪日外国人数

2009 平成21年 2009 229,938 7,581,330
2010 平成22年 2010 218,275 9,443,696
2011 平成23年 2011 222,821 7,135,407
2012 平成24年 2012 238,488 9,172,146
2013 平成25年 2013 253,076 11,255,221
2014 平成26年 2014 289,671 14,150,185
2015 平成27年 2015 315,536 19,688,247    
2016 平成28年 2016 345,772 23,218,912
2017 平成29年 2017 363,269 27,428,782
2018 平成30年 2018 345,571 30,102,102     

2019 令和元年
※

2019 300,676 29,355,720
※11月末まで。速報値。
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■国際的な取組
国際植物防疫年に関する活動は、FAO本部及

び IPPC（国際植物防疫条約）事務局が主導して
いる。具体的な取組としては、国際植物防疫年
のロゴ、ショートビデオ、ポスター等の広報資
料の作成のほか、以下の記念イベントの開催で
ある。
昨年 12月にはローマの FAO本部において国際

植物防疫年開始イベントが開催され、FAO事務
局長や複数国の農業担当大臣が出席するととも
に、グテーレス国連事務総長からのメッセージ
が紹介された（図 3）。また、本年 6月まで国際
植物防疫年に関する国際写真コンテストが実施
されており、優秀作品には賞が授与される。同

植物防疫所
2013 3 15

No . 99

ISSN 0389-0392

2020・3・15
No .120



植物防疫所病害虫情報 第 120 号（2020 年 3 月 15 日）

－ 2－

植物防疫所病害虫情報 第 120 号（2020 年 3 月 15 日）

－ 3－

年 4 月 2 日には、ローマにおいて IPPC 総会閣僚
会合が開催され、IPPC の今後 10 年間の活動方
針をまとめた「IPPC 戦略的フレームワーク 2020-
2030」が採択される見込みである。また、10 月 5
日～ 9 日に、フィンランドにおいて、500 人以上
の参加が見込まれる大規模な国際カンファレン
スが開催され、植物防疫に関連する規制、科学、
貿易等のテーマ毎に複数のシンポジウムやワー
クショップが実施される予定である。最後に、
2020 年 12 月又は 2021 年 1 月にローマで国際植
物防疫年の終了イベントが開催される。

また、米国、中国、EU 等の各国においても、
ワークショップの開催や新聞、雑誌等のメディ
アを活用した広報活動等が実施されることと
なっている。

図 3　 国際植物防疫年開始イベント（2019 年 12 月、ローマ）

■日本における取組
農林水産省においては、これまでも植物病害

虫による農業被害を防ぐため、港や空港での輸
入検疫や、日本から諸外国に植物を輸出する際
の輸出検疫を実施するとともに、港や空港にお
いて植物の輸出入に関する制度の周知活動に取
り組んでいる。また、国内で新たな病害虫が発
生した際は、都道府県と連携し、必要な防除等
を実施している。しかし、必ずしも植物防疫の
重要性や制度の内容が、国内の多くの方に十分
認知されているとは言えない状況にある。この
ため、農林水産省では、国際植物防疫年の機会
を活用し、植物防疫の重要性について国内に幅
広く周知する活動を実施することとしている。

この一環として、国際植物防疫年に貢献する
関係企業・団体や研究・教育機関等をオフィシャ
ルサポーターとして認定するとともに、その取
組を農林水産省ホームページ等で紹介すること
としている。関係企業・機関等が行う取組とし
ては、①企業等のホームページ、SNS、広報誌
等での国際植物防疫年についての紹介、②植物
防疫に関する広報資料の配布・掲示、③イベン
ト、セミナー、研修、講座等の開催、④航空機

内や空港等での持ち込み禁止植物に関する周知
等を予定している。本稿をご覧の関係企業・団
体や研究・教育機関の皆様においても、オフィ
シャルサポーターへの応募をご検討いただけれ
ば幸いである。詳しくは「国際植物防疫年オフィ
シャルサポーター」で検索又は、図 4 の QR コー
ドを読み込みご覧いただきたい。

図 4　 国際植物防疫年に
ついての農水省
ウェブサイトへの
QR コード

また、WEB 広報、テレビ番組、SNS 等の政府
広報を通じた周知活動も実施している。本年 1
月 11 日（土）には、BS-TBS の政府広報番組で国
際植物防疫年 2020 が紹介された。ご関心がある
方は、以下の URL からバックナンバー「その
果物と野菜 持ち込み禁止です！ ～ 2020 年国際
植物防疫年」をご覧いただきたい。

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20080.html
さらに、本年 10 月には国際植物防疫年を記念

した郵便切手が発行される予定である。郵便局
や日本郵便のホームページ等で記念切手のデザ
インをご覧いただきたい（デザインは本年 8 月
頃に公表予定）。

■おわりに
国際植物防疫年という貴重な機会を捉えて、

一年間を通して、植物防疫に関する認識を高め
る年にしたいと考えている。本稿をご覧の皆様
にも趣旨をご理解いただくとともに、本取組へ
のご支援・ご協力をいただきたい。

■国際植物防疫年 2020に関する主な活動
　2019 年 12 月 2 日　
　　　IYPH2020 開始イベント（ローマ）
　2019 年 12 月 2 日～ 2020 年 6 月 15 日
　　　IYPH2020 写真コンテスト（FAO 主催）
　2019 年 12 月 11 日～ 2020 年 12 月　
　　　 国際植物防疫年 2020 オフィシャルサポーター制

度実施（国内）
　2020 年 4 月 2 日
　　　IPPC 総会閣僚級会合（ローマ）
　2020 年 10 月 5 日
　　　記念切手発行（国内）
　2020 年 10 月 5 日～ 9 日
　　　IYPH2020 国際カンファレンス（ヘルシンキ）
　2020 年 12 月又は 2021 年 1 月
　　　IYPH2020 終了会合（ローマ）


