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～ デジタル資料館へ公開資料を追加 ～ 

 

立春も過ぎ暦の上では春が来ましたが、まだまだ寒い日が続いています。今年もそろそ

ろ年度末がやって来るので、やり残した仕事が無いように、いつもより少しだけ頑張って

働いているこの頃です。 

さて、今月はデジタル資料館の「古書復刻版」サイトに、デジタル化した古書の追加掲

載作業を行い公開しました。今回は、大正時代から昭和 20 年代に発刊された 35 点です。

公開した資料は、農林省（大正 13 年度まで農商務省）や各府県の農事試験場などの研究報

告、府県や市町村農会から発行された指導資料、研修会の速記録および病害虫発生や農薬

などに関する行政資料などです。ここでは、この中からいくつか気になった古書を紹介し

たいと思います。 

「手毬虫の駆除法に就いて」（村田寿太郎、関谷一郎著 昭和 3 年長野市農会発）は、長

野県農事試験場で実施された「手鞠虫」の防除に関する研究報告です。「手鞠虫」とは聞い

たことのない名前なのでどんな虫なのか興味津々で冊子を開いてみました。なにせ「手鞠

虫」です、きっと可愛らしい虫に違いありません。その「手鞠虫」ですが私はてっきり「て

まりむし」と読むのだと思っていたのですが、表紙を開くと序文に「てんまるむし」と振

り仮名が振ってあります。私の「かわいい虫」妄想は早くも序文で砕け散りました。その

序文によると、大正 15 年に長野市において「てんまるむし」が多発し、蔬菜類に被害が出

たことから大正 15 年から 2 年間、生態と防除法の解明を目的に調査研究を行い、生態につ

いては十分には明らかになっていないが、防除法につい

ては一定の成果を得たことから報告書を公開したという

ことです。「てんまるむし」とは、オカダンゴムシの仲間

であるが、種名は不詳となっています。キャベツ、ゴボ

ウ、スイカなど様々な蔬菜の茎葉を食害します。触ると

丸くなってしまうことから通常の薬剤施用では防除が困

難であったことから、防除方法の探索を行い、堆肥で誘

引して穴に集め、石灰窒素、コクゾールなどを施用した

あとに濡れムシロで被覆して殺虫する方法が有効である

ことがわかったとされています。今では、ダンゴムシで

大きな農業被害を受けると言うことはあまり耳にしませ

んが、この報告書にあるように、ダンゴムシがたくさん

集まって野菜の新芽を食べている有様を想像するとぞっ

とします。「可愛い虫なのではないか」と少し期待してい

た自分が残念です。 
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大原農業研究所特別報告第４号「日本産禾本科植物の「ヘルミントスポリウム」病に関

する研究」は、イネ科作物のヘルミントスポリウム属菌による病害についての研究報告で

す。図版を含めて 520 ページを超える大作で、菌の分類、作物種類毎の病害各論及び防除

法など多くの研究成果が収録されています。この研究が

行われた大原農業研究所は、岡山県倉敷市の大地主であ

り倉敷紡績の経営者であった大原孫三郎氏が設立した

私設の研究機関です。戦後の農地改革により所有する農

地の多くを失い運営資金の捻出基盤を失ったことから、

研究に関する一切の資産を岡山大学に無償で寄付し、岡

山大学大原農業研究所となりました。現在は岡山大学資

源科学研究所となっている資料館には、大原農業研究所

関係の資料がこの資料の他に、別刷りとして大原農業研

究所時代の資料 1 点、岡山大学に移管されてからの資料

2 点が保管されています。大原孫三郎氏は、様々な社会

貢献活動に力を入れていた方で、現在も多くの来館者を

集める倉敷市の大原美術館も大原孫三郎氏が開設した

ものです。 

「病害蟲時報」は、昭和 4 年 7 月から昭和 7 年 12 月まで、農林省農務局農産課病害虫

時報係により毎月発行されていた全国の農林病害虫に関する情報誌です。農林省からの告

知、関係法令通知、会議開催記録、全国の病害蟲の発生状況及び防除状況、植物検疫情報、

人事消息などが掲載されています。昭和 8 年 1 月からは農産課全体の情報を発信するため

に「農産彙報」が発行されることとなり、病害虫の情報も「農産彙報」に収載されることと

なり、「病害蟲時報」は昭和 7 年 12 月発行の第 4 巻 第 12 号を持って廃刊となりました。

今回は、その第 1 巻（昭和 4 年）と第 2 巻（昭和 5 年）を公開しました。本誌掲載の毎月

の各道府県の病害虫発生状況、

輸出入検疫の検査数量や病害虫

の発見記録などは当時の国内の

病害虫防除や植物検疫の状況を

知る上で重要な記録です。第 1

号には先に紹介した大原農業研

究所の開設 15 周年記念農林学

大集会が開催されたことが紹介

されています。また、毎号巻末に

掲載されている害虫時報係によ

る編集後記には、毎月のまとめ

や編集者の苦労話と意気込み、

そして時には愚痴も混じってい

て、読んでいて時には「クスッ」と笑ってしまうようなところもあり、読み物としても楽

しめます。この冊子の発行スケジュールは、農林省が毎月の情報を道府県などから月末締

めで収集し、翌月 1０日に発行するというハードなもので、担当者は収集した情報を取り

纏め自らガリ版を切って 200 部印刷し各県に送付していたようです。もちろん仕事は「時

報」発行だけではないでしょうから、時には愚痴が混じるのも仕方のないことだったので
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しょう。編集後記によると、当初は会議で決めた４半期に１回発行の予定で仕事を始めま

すが、早くも次の月には上司の命令で毎月発行することとなります。また、発刊当時から

活版印刷にすることを希望していましたが、最終号まで願いは叶わずガリ切りを続けて、

最終号には活版印刷にならなかったことを残念なこととして記しています。担当者は、手

書きではなく活字で印刷された冊子を全国に届けたかったのでしょうが、担当者によって

変わる手書きの文字も味わい深いものがあります。また、各号の表紙に添えられた手書き

のイラスト（担当者によるものと思われる）も見ていて楽しくなります。今では、役所の

名義で発行する冊子に、このような担当者の思いを載せることなど無いでしょう､大らかな

時代だったのだなあと思いました。 

3 点の資料を紹介しましたが、その他にも明治末期に農家で使用されていた農薬の解説

書や病害虫の見分け方の解説書、篤農家が個人で発行したメイチュウ防除のために役立つ

藁積み法の紹介などいろいろな資料を追加いたしました。資料の表題で検索することも出

来ますので、お時間があるときにご覧いただければ幸いです。 

  

 (資料館長 植野節子) 

 

 

 

【2021 年度デジタル資料館公開古書】 

書  名 発行年 発行元（著者） 

園芸作物医法  
1910-1920 年頃 

(大正時代)不詳 
長野県農事試験場 

熊本県農報 第 39 号 第 46 号抜粋 

(「桑萎縮病」 「粟不稔病」) 

1910 年頃(明治末～ 

大正初年代)(不詳) 
  

静岡県農会報２４３～254 ﾉ抜粋  1918 年(大正 7 年) 静岡県農会 

農事試験場要報 第２０号 

(重要殺菌及駆虫剤) 
1916 年(大正 5 年) 農商務省農事試験場 

螟虫予防 改良藁積法  1916 年(大正 5 年) 近藤時次郎 

農事試験場特別報告第３２号の１ 

(南瓜ノ品種二関スル調査(全国からの品種の一般特

性、主に外観)) 

1921 年(大正 10 年) 農商務省農事試験場 

害虫発生予察並点火誘殺実施状況  1925 年(大正 14 年) 農林省農務局 

手毬虫の駆除法に就いて  1928 年(昭和 3 年) 
長野市農会 

(村田寿太郎/関谷一郎) 

大原農業研究所特別報告第４号 

(日本産禾本科植物の「ヘルミントスポリウム」病に

関する研究) 

1928 年(昭和 3 年) 
財団法人大原奨農会 

(西門義一) 

病害蟲時報 第１，２巻  
1929－1930 年 

(昭和 4-5 年) 
農林省農務局 

稲熱病ﾉ予防法ﾆ関ｽﾙ連絡試験成績  1929 年(昭和 4 年) 農林省農務局 

害虫防除ニ関スル最近ノ試験研究成績 

(時給肥料改良増産及施肥改善指導者 講習会講義資

料 第 7 号) 

1930-1944 年頃

(不詳) 
大日本農会(湯浅啓温) 

茶樹病害虫経過防除一覧  1930 年(昭和 5 年) 静岡県立農事試験場茶業部 
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書   名 発行年 発行元(著者) 

STUDIES ON THE MORPHOLOGY AND 

ECOLOGY OF THE RISE LFAF-BEETLE, LEMA 

ORYZAE KUWAYAMA, WITH SPECIAL 

REFERENCE TO THE TAXONOMIC ASPECTS 

(北海道大学農学部紀要 Vol.33,part.1 抜粋) 

1932 年(昭和 7 年) 
北海道帝国大學農学部 

(Satoru KUWAYAMA) 

昭和８年度農事試験場事務功程  1933 年(昭和 8 年) 農林省農事試験場 

小麦栽培二於ケル慣行施肥量及施肥期二関スル調査

(農事改良資料第 85) 
1934 年(昭和 9 年) 農林省農務局 

農産関係品ノ輸出入額及生産額  1936 年(昭和 11 年) 農林省農務局 

冬期柑橘生産瓦斯燻蒸改正薬量表  1937 年(昭和 12 年) 静岡 柑橘病害研究所 

稲泥負虫の防除について(北海道空知郡農会 昭和

12・14 年時報) 
1937 年(昭和 12 年) 空知郡農会 

農事試験場臨時報告 

(水稲冷害の生理学的研究(予報) (低温障害、受精、

花粉管発芽への影響など)) 

1940 年(昭和 15 年) 農林省農事試験場 

稲品種ﾉ稲熱病被害調査 

(指定試験地長野農試稲熱病試験地の 14 年度成績)  
1940 年(昭和 15 年) 農林省農務局農産課 

小麦増産体験発表品懇談会速記録  1941 年(昭和 16 年) 帝国農会 

紀州農報 第 355号 2 月の巻  1941 年(昭和 16 年) 和歌山県農会 

葉鞘変色茎刈取りに就いて 

(昭和１７年３月講話要項) 
1942 年(昭和 17 年) 

三重県立農事試験場 

(高橋雄一) 

大日本農会主催農作物病害虫講習会 稲熱病 1942 年(昭和 17 年) 大日本農会(河村榮吉) 

馬鈴薯腐敗問題と耐湿性品種に就て 

(北海道農業会資料第 72 篇) 
1944 年(昭和 19 年) 北海道農業会 

農業薬剤内部主任者会議  1945 年(昭和 20 年) 全国農業会資材部 

病害虫発生予察資料第６号(昭和 22 年) 

(圃場に於ける昆虫の分布に関する二、三の問題) 
1947 年(昭和 22 年) 

農林省能事試験場病害虫発

生予察係 

宮崎県公報 病害虫駆除予防規則  1947 年(昭和 22 年) 宮崎県総務部 

野菜の病虫害  1947 年(昭和 22 年) 
福井県農事出版協会 

(友永 富) 

農林省農事試験場報告第 62 号 

(土壌加熱の効果に関する研究) 
1948 年(昭和 23 年) 

農林省農事試験場 

(三井進午) 

作物病害の見分け方  1948 年(昭和 23 年) 島根県農業会簸川支部 

暖地農学 第２号  1948 年(昭和 23 年) 暖地農学研究会 

病害虫発生予察資料第６号(昭和 25 年) 

(圃場に於ける昆虫の分布に関する二、三の問題) 
1950 年(昭和 25 年) 農林省植物防疫課 

クリタマバチ防除対策打合会資料  1950 年(昭和 25 年) 農林省農業改良局 

 


