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平成28年5月31日号－5

「古書の楽しみ」 資料から見た病害虫防除史

－大正元年～5年－ 植物防疫資料館

１ 時代背景

1914（大正 3）年～ 1918（大正 7） 年に第一次世界大戦があり、世界的に物価が高騰

し、かつ、各国が食糧品の輸出を禁止または制限したこともあって、食糧の価格高騰が著

しかったようです。また、1914 年には、パナマ運河が開通し、太平洋と大西洋を結ぶ海
上交通のスピードアップが実現しました。

農商務省では、畜産試験場が発足（5年）しました。

２ 植物防疫の動向

米国は、1912（大正元）年 8 月植物検疫法を制定し、植物の輸入に際して輸出国の中
央政府が発給する検査証明の添付を要求したため、農商務省は神奈川県、兵庫県の輸出農

産物検疫所に、農商務省輸出植物検疫官吏詰め所を置き、2 年 8 月から米国向け輸出植物
の検査が開始されました。一方、明治 44 年のイセリヤカイガラムシの発見を契機に輸移
入植物検疫制度創設が検討され、大正 2 年の通常国会に法案を提出、3 年 3 月に「輸出入
植物取締法」が公布され、主な海港（20 港）に植物検査所を置いて、輸入植物の検疫が
始められました。

世界大戦の影響で、一般薬品の高騰に伴い病害虫防除用の薬品も価格が騰貴し、硫酸銅

は 3～ 5倍、その他の薬品も 2倍以上となったと、病害虫防除に関する月刊の専門誌であ
る病虫害雑誌第三巻第三号（5年）にあります。
「病虫害雑誌」は、現在の「植物防疫」と同じような性格ともいえますが、「学会」が

無かった当時は、求心力は極めて強かったと思われます。

また、5 年 12 月には、日本植物病理学会が創立されました（日本植物病理学 100 年史
日本植物病理学会）。

３ 国の農事試験場の試験成績

（１）「農事試験場事務功程」

１) 「大正 2年乃至４年度農事試験場事務功程」（6年）
➀ 病理部では、（ア）アメリカ合衆国で柑橘潰瘍病が日本から伝播したとされることに

対して病原菌を比較研究しているほか、果実の貯蔵中における腐敗予防、輸出植物の消毒

法など輸出関連の試験が目立つこと、（イ）薬用人蔘（にんじん）の葉焼病のような地域

特産的な作物の病害の研究も取り組まれていること、などが注目されます。

② 昆虫部では、（ア）ニカメイチュウに関して明治 42年から 5年間の聯絡(れんらく)調
査が実施され、越冬幼虫は藁(わら)の中に潜伏すると見られてきたが、関東、北陸などで
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は刈株中に 40~50 ％以上が居るなど、地方による違いが認識されるようになったこと、
（イ）浮塵子(ウンカ・ヨコバイ類のこと)駆除用の各種油類の効果比較試験の中で、浮塵

子類の種による、また、生育ステージによる抵抗力の比較試験を行うなど、駆除方法の精

密化が意識されたこと、（ウ）輸出植物くん蒸試験が精力的に実施されたこと等が注目さ

れます。

③ 畿内支場では、稲麦の育種において、病害に抵抗力の強い品種と優良種の交配が行わ

れ、抵抗力が強いとされたものを地方農事試験場(道府県立農事試験場をこのように記述

しているようです)に試作させていると記載されています。

④ 九州支場では、（ア）病害では、稲白葉枯病について精力的に研究されたほか、線虫

による黒籾(もみ)病、捻(ねん：ねじるという意味)葉病、粟(あわ)不稔病など多くの病害

が調査研究の対象になっています。（イ）害虫では、ニカメイチュウについて従来の穂枯

の切り取りに代えて、「葉鞘変色茎」の除去の効果確認試験などに力が注がれています。

さらに、「浮塵子発生の予察観測」また、誘蛾灯による「各種害虫発生予察調査」を数年

前から実施していると、「予察」の語を明示していることが注目されます。

各種駆除薬剤に関する試験では、煙草(たばこ)合剤(専売局製造)などの試験を記述して

います。

２) 「大正 5年度農事試験場事務功程」（7年）
① 昆虫部では、駆除剤に関する調査（民間からの依頼と思われる）として、硫黄合剤（二

硫化炭素工場副産物とあります）、和歌山県産除虫菊の茎粉、東京の壽（寿と同義)駆虫

剤、長野県産木黎蘆(ハナヒリノキ：ツツジ科の灌木)浸液、中井除虫紙(貯蔵害虫防止用)

など７項目の試験を実施しています。

② 病理部では、煙草の病害、柑橘癌腫病(潰瘍病のこと)、蓼藍(染料植物の藍（あい）

のこと)、棉、檸檬(レモン)の病害など、各地発生の病害の研究が多数取り組まれていま

す。果樹類苗木の冠癭病(根頭癌腫病のこと)は「危険病の一として警戒せらると雖（いえ

ど）も・・近来各地に其発生を認むるに至れり」として研究を開始しています。

③ 九州支場では、浮塵子に関する試験の中で、「発生予察調査」として、苗代期から刈

り取り期に至るまで毎日産み付けられた卵粒を調査し、気温、湿度との関連から駆除の適

期を「報知」することを目的としています。

（２）「農事試験場報告第 40号」（2年）
害虫試育成績として、こなじらみ、イセリヤ介殻虫等害虫 14種、こしろほしてんたう

むし等益虫(天敵昆虫のこと)2種の飼育試験の結果を報告しています。
（３）「農事試験場特別報告第29号 本邦産鳥類と農業との関係調査成績」（2年）

鵙(モズ)類は、「狩猟法」では繁殖期以外の期間は一般の猟鳥の扱いとされていまし

たが、捕獲して胃の内容物を調べたところ、食餌のほとんどが昆虫、それも害虫が多いこ

とから、モズ類は益鳥であり、保護すべきと結論しています。また、鶇(ツグミ)類も、主

要な猟鳥として捕獲数は極めて多いが、同様に春夏の繁殖時期は昆虫(大部分が害虫)など

動物質を、秋冬の時期も農作物はほとんど見られない事から、益鳥として保護すべきであ

るとしています。胃の内容物の記録には「ばった大顎」「ひらたごみむし翅鞘」などと記

載され、大層苦労して分類を行ったことが忍ばれます。
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（４）「農事試験場要報第 20号 重要殺菌及び駆虫剤」（5年）
殺菌剤 9種、駆虫剤 6種の調製法、使用法、注意事項などが解説されています。

石灰ボルドー液の適用病害に、稲の稲熱(いもち)病、胡麻(ごま)葉枯病、白葉枯病が記載

されています。いもち病に対して農薬散布が明記された最初の資料かと思われます。

このほか、たとえばボルドー液については、各種砒素剤、煙草エキスなどの殺虫剤との

混用を勧めていること、石油乳剤と近接撒布すれば薬害のおそれがあると記述しているこ

と、また、茶に撒布した場合に製茶に臭気を生ずること、桑に撒布すれば蚕に対する害に

注意すべき事などが解説されており、この時代に多くの知見が蓄積されていた事が注目さ

れます。

また、石灰窒素が取り上げられ、肥料であると同時に土壌消毒により、ナスの立枯病、

青枯病、スイカの立枯などに効果があるとしています。

４ 国の行政部局の資料

（１）「病菌害虫彙報（いほう：いろいろなことを集めた報告書のこと）」(農商務省農務

局)

1) 「病菌害虫彙報第１号 柿実虫蛾（カキノヘタムシガ）に関する調査」（5年）
名和昆虫研究所に奨励金を交付して実施された研究です。経過習性を明らかにした上で、

駆除法としては誘蛾灯による誘殺、蛹が付着するヘタや、樹皮の隙間の繭を取り集めて、

あるいは、幼虫が潜入している果実を切り取って、焼却すること、予防法としての袋掛け

などを提示しています。

（２）「農務彙報第 41号浸水と農作物」(2年)
明治 43年 8月に、5,500万円の被害と推定される水害が発生しました。その浸水の影

響を、府県に照会して調査した結果です。報告は、東北、関東の各府県のほか新潟県、三

重県から提出されています。この中で「病害虫と浸水との関係」については、ニカメイチ

ュウの幼虫は「浸水時間が長いと死虫が増加する」あるいは「全く死虫を見ない」など、

県により見解が異なり、また、ウンカ類は水面に浮かんで難を逃れ、水害後に増殖が見ら

れています。いもち病は発生が多くなると報告されています。

（３）「大正４年地方農事試験場調査報告二化螟虫第二回被害茎抜取に関する参考資料」

(5年～ 6年頃と推定)
謄写版刷りの資料です。道府県農事試験場に対する照会への回答をまとめています。

1)「第二回被害茎抜取に際し最も困難を感ずる点」の問いには、
①葉鞘変色茎の判別が困難、②周囲の健全な稲に傷がつく、

③秋蚕、秋まき野菜などの繁忙期に重なり実施困難、④湿田が多く、

労働が過重、⑤穂ばらみ期、出穂期に田に入ると授粉を妨げ減収す

る、⑥残存虫が加害し効果が確認し難いなどが回答されています。

2)「切取法として簡便有効と認められる手段方法」の設問には
①小さい鎌、吉野式茎切鎌、針金製白穂刈取鎌、②茎切鋏、な

どが挙げられています。当資料館に、これら葉鞘変色茎切採鎌が展

示（写真右：長さ約 38cm）されています。
葉鞘変色茎切採鎌
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（４）輸出入植物取締に関する参考資料（3年 2月）
「輸出入植物取締法」は、3 年 3 月 25 日法律第 11 号として公布されましたが、この
資料はその直前に印刷されたものです。

まず、「諸外国における概要」で、1873年のドイツ、1878年のフランスなどをはじめ、
法令を制定して植物検疫を実施している国が多数にのぼっていることを示し、次いでアメ

リカ合衆国、カナダ、フランス、ドイツ帝国、オーストラリアの法制度を説明しています。

次ぎに、「輸入植物に関係ある重要病害虫」として、本邦未発生で外国で加害が多い害虫 28
件、病害 7 件(介殻虫、蚜虫（アブラムシ）類といったグループ名での表記もあり、種と
してはこれより多くなります)を、また、我が国に侵入した害虫で加害が著しいものとし

てブドウフィロキセラ等害虫 3 種、病害 12 種を、侵入したが未だ著しくまん延していな
いものとして害虫 7種、病害 5種を例示して解説しています。

５ 道府県の農事試験場の資料

（１）「重要殺菌駆虫剤の栞(しおり)」（東京府立農事試験場 2年）
序文において「観よ、玻璃室（はりしつ：ガラス室のこと）を以てし醸熱物（堆肥の

ような発酵熱を出す物）によりて霜の朝も雪の夜も猶（なお）花咲き果を結ばしむ・・」

とあり、この時代に温室が普及していたことが読み取れます。「第一章 殺菌駆虫剤施用

上の心得」の 5番目に「果物の成熟期には決して薬剤を散布すべからず」とあるのが注目
され、7番目の「隣人の器械をあてにする勿（な）かれ」には思わず笑ってしまいました。
「第二章 重要殺菌剤」では、石灰ボルドー液、曹達ボルドー液、糖蜜ボルドー液、硫

化カリ溶液、硫黄粉末、石灰窒素、温湯浸法が、「第三章 重要駆虫剤」では除虫菊石け

ん液、石油乳剤、除虫菊加用石油乳剤、石灰硫黄合剤、松脂合剤、が取り上げられ、それ

ぞれ、調製法、有効な病害虫の種類など丁寧に説明されています。

また、撒布用器具の解説中には「散粉器」も掲げており、「粉剤（硫黄末等）」に使用

するとしています。

（２）「作物病虫害駆除予防法」（長野県立農事試験場 5年）
害虫 64種、病害 45種を取り上げて経過習性、駆除法を解説しています。この中で稲

螟蛉（めいれい：フタオビコヤガ）の苗代における駆除に石鹸除虫菊合剤を、稲苞虫（つ

とむし：イチモンジセセリ）の「産卵忌避」に除虫菊加用ボルドー液を、大蚊（キリウジ

ガガンボ）に除虫菊粉又はインセクトール（市販薬の商品名）を奨めています。もも、杏

（あんず）等の害虫としてアケビコノハなどの吸汁害虫、また穀象虫（コクゾウムシ）な

どの貯穀害虫も取り上げています。

次いで、駆虫剤の製法を、石油乳剤、除虫菊粉加用石油乳剤、除虫菊粉酒精（アルコー

ル）浸出液（高価であるが、温床作物等の介殻虫、アブラムシに使用とあります。）、菜

種油合剤、除虫菊木灰合剤（粉剤）、亜砒酸剤（亜砒酸、洗濯曹達(ソーダ)、水を混合し

後に石けん液、石灰を加える）、石灰硫黄合剤、鯨油殺虫合剤（鯨油、苛性ソーダ、水、

インセクトールを混合して煮沸。三重県立農試の考案と注記があり、アブラムシ類、野菜

のアオムシ、赤ダニ等に有効としています）、松脂合剤、野鼠チフス菌が解説されていま

す。
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殺菌剤については、石灰ボルドー液、曹達ボルドー液、炭酸銅アンモニア液、砂糖ボル

ドー液、ホルマリン液、石灰乳の調製法が解説されています。

(３) 「主要農作物病害論 堀 正太郎氏述 （2年）」愛知県立農事試験場
同試験場主催の講習会で、5 日間にわたり堀正太郎氏が講演した記録です。各論で各種

病害について病徴、病原、誘因、防除法等を説明するとともに、被害標本の作製、送付、

保存の方法なども説明しています。

６ 農業団体などの刊行物

（１）「北海道農会報第 13巻第 4号」（北海道農会 2年）の中で、
「袋掛けに代ふべき果蠧（とう）虫（果実に食入するシンクイムシのこと）の薬剤的予

防法」は、岡本半次郎氏の寄稿です。北海道におけるリンゴ栽培は、リンゴヒメシンクイ

ガ及びモモシンクイガのために、袋掛けをしないと全く収穫できないほど被害が大きいが、

その作業適期はわずか 20 日間ほどで、人手の不足と労賃の高騰に悩んできました。防除
試験を 3年間実施した結果、札幌合剤(亜砒酸＋洗濯曹達＋生石灰＋硫酸銅)を果実が親指
の頭の大きさになった時期に撒布して効果が高いことを示し、これにより各種病害予防効

果も優れ、製法が簡易、かつ経費が少ないと奨励しています。

（２）「螟虫予防改良藁積法」（近藤勝次郎著 5年）
ニカメイチュウの越冬幼虫は、ワラの中に潜伏しているものが多いことから、明治時代

初期から、ワラを焼却する、貯蔵する場合は倉庫などに密閉貯蔵、あるいは潰殺(かいさ

つ：ワラをたたいて中の幼虫をつぶす法)、蒸殺（じょうさつ：ワラを蒸して中の幼虫を

熱で殺す）などが指導されていました。しかしながらその的確な実行は困難なものでした。

著者は、大正 4年のニカメイチュウの大発生をうけて、故郷の愛知県東郷村地方で実施
されている改良藁積法を広く普及する目的で、この小冊子を刊行し「非売品」として配布

しました。これは、乾燥したワラをコンパクトに積み上げ、外側をムシロや菰（こも）で

覆うことにより、羽化成虫の脱出を阻止する方法で、防除効果が高く、貯蔵ワラの品質を

長期間良好に保つ上でも適した方法であるとしています。

（３） 「小県(おがた)郡農会農事彙報第17回薬用人蔘（にんじん）病害予防治療試験成

績」（長野県小県郡農会 2年）

県農試と協議し、薬用人蔘の赤腐病の予防治療の委託試験地を設置して実施した試験の

記録です。秋に発病圃場の苗を掘り上げ、罹病苗を一斗式石灰ボルドー液、砂糖ボルドー

液、石灰乳、木灰汁にそれぞれ浸漬する方法の試験で、一斗式石灰ボルドー液に根部を 10
分間浸漬する処理で治癒率が高く、実用できることを実証しました。

(４) 日本植物愛護会要覧 (日本植物愛護会 3年頃)
大正 3 年 1 月に創立(第 2 巻 6 号 558 ページ)された同会の趣意書、賛助会員名簿、事

業概要の説明を印刷した小冊子です。

「本会事業の一般」によれば、観賞植物病害虫の研究、病害虫に関する知識の普及、

庭木盆栽類、名木に発生した病害虫、公園樹、街路樹の病害虫防除等の受託実施を、その

事業内容としています。東京小石川区に植物病院を置き、技師 3名と技手 5名によりこれ
ら事業を行いました。なお、同会は、3 年 10 月には「病虫害雑誌」を創刊し、昭和 18 年
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廃刊まで、月刊誌として刊行しました。

(５)「茶業要覧」(静岡県茶業組合連合会議所（静岡県立農事試験場茶業部著）元年）

県立農事試験場茶業部が明治 45 年に発行したものを、茶業組合連合会議所が許可を得
て復刻（改訂増補）したとあります。

茶の栽培全般と製茶法の技術指導書のうち、資料館には、「第三編病害虫」が収蔵され

ています。

茶の害虫 14 種、病害 4 種を詳しく解説、駆除予防薬剤として石灰ボルドー液、石油乳
剤、除虫菊加用石油乳剤、石けん液、六液（石油＋除虫菊粉+石鹸）、青酸ガス(くん蒸)
の製造、施用の注意事項が解説されています。

（資料館長 森田健二）


