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平成28年12月5日号－5

「古書の楽しみ」 資料から見た病害虫防除史
－大正１１年～大正末 植物防疫資料館

１ 時代背景

第一次世界大戦を契機に、いわゆる｢大正デモクラシー｣の運動が盛り上がり、14年に｢普
通選挙法」が成立しました（当時は、普通選挙と言っても、女性には参政権はありません

でした）。

12年に、関東大震災があり、我が国の社会経済に大きな影響を及ぼしました。
農村経済は、「第一次大戦による好況も大正 9年の株式･期末米（お米の先物取引に関す

る用語）の大暴落によって幕を閉じた。農産物価格は低調のまま農業恐慌（昭和 4年から）
を迎える」(農林水産省百年史 中巻 （農林水産省百年史刊行会 昭和 55 年））こととな
ります。

「食生活に於いてパン食や肉の消費が拡大しはじめ・・畜産、果樹･蔬菜生産等がかなり

の速度で拡大し始めた（農林水産省百年史 中巻）」とされています。

農商務省では、茶業試験場（8 年）及び園芸試験場（10 年）に続いて、12 年には農事
試験場に鴻巣試験地が設置されました。一方、13年に「行政整理」によって、九州支場、
畿内支場が廃止され、陸羽支場は縮小されて奥羽試験地となりました。

また、14年には、農商務省から農林省に組織が改編されました。

２ 植物防疫の動向

12 年には、稲のニカメイチュウ、いもち病、麦の赤かび病が大発生となり、被害が激
しかったとあります。

「・・農薬が次第に実用化され、大正 10 年頃からそれが本格的となり、農薬の輸入及
び国産化が活発になった」（農林行政史 第二巻（財団法人農林協会 昭和 34 年））のはこ
の時代とされています。

植物検査所は、13 年 12 月に税関に併合されることとなりましたが、輸出入植物取締法
の施行は農商務省（農林省）の所管のままとされました。

３ 国の農事試験場の試験成績

(１)「農事試験場報告 第 45号ノ 1」（11年？）
①「諸種殺菌剤の玄米酵素に及ぼす影響」」

穀物貯蔵法に関連して、塩素ガス、青酸ガス、二硫化炭素、ホルマリン等の殺菌剤で処

理した玄米について、脂油分解酵素、ヂアスターゼ及びペルオキシダーゼの活性を分析し、

二硫化炭素ではほとんど影響が見られませんでした。また、「近来、米国に於いて榖実貯

蔵にクロルピクリンを応用するものありとの事なるを以て」、クロルピクリンについて同

様の試験をして、著しい影響はなかったとしています。
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②「赤変米の病原に関する研究」

6 年に山形県酒田港から積み出した精白米に発生し、あるいは、各地で貯蔵中に発生
した「赤変米」の原因菌の形態観察、培養試験、米の成分変化の分析、これを食べた場合

の毒性の有無、発生予防法等を研究した報告です。

(２)「農事試験場報告 第 45号ノ 2」（11年）
この中で、「フケ米及びモス米の病原に関する研究」では、2 種類の変質米について、

それぞれ病徴、菌の形態、生理的特徴、発生条件、毒性等を詳細に調査しています。Absigia
属の菌による変質米を長野県下ではフケ米と称し、貯蔵中の籾、玄米に発生します。動物

試験で有毒性は見られませんでした。アオカビによる変質米を越後ではモス米と称し、こ

れは玄米と白米に発生します。南京鼠（ハツカネズミの白色変異系統）に摂食させた実験

では体重減少、早期死亡が見られ、有害と判定されました。

(３)「農事試験場報告 第 45号ノ 3」（11年）
この中で、「稲白葉枯病の研究」では、同病の病徴と、病原細菌を同定した報告で、「予

防法は他日に期せんとす」としています。病原細菌をPseudomonus oryzae と命名しまし

た。

４ 国の行政部局の資料

（１）「病菌害虫彙（い）報」（農商務省農務局）

1)「病菌害虫彙報第 9号 果樹類の根頭癌腫（こんとうがんしゅ）病」（12年）
果樹類の根頭癌腫病が主要苗木産地にまん延しており、苗の流通に伴って全国にまん延

するおそれが強いとして、主に苗木を購入する果樹産地に向けた啓発のための資料です。

和歌山県で明治 23 年に南米から輸入した桜桃での発病の記録以後の経緯を記録し、本
病の病原、病徴など基本的な知識を解説した後、苗木主要産地におけるまん延の状況(埼

玉県安行産の栗、柿苗では 3 ～ 8 割、兵庫県産、福岡県産の果樹苗等もこれに準じる。)
を示し、又、苗木産地での検査にかかわらず、罹病した苗を安価で買い集めて販売する「奸

商」(かんしょう：悪徳商人のこと)も見られるなどと、注意を呼びかけています。

予防法として発病した跡地を石灰乳、石灰硫黄合剤により土壌消毒を行うほか、苗木購

入に際して、検査証明の有無を確認すると共に、更に十分検査すること、購入苗木は植え

付け前に石灰乳に浸漬消毒すること等を奨めています。

2)「病菌害虫彙報第 10号 矢根介殻虫（ヤノネカイガラムシ）及びルビー蝋（ろう）虫に

関する研究」（12年）は、植物検査所の桑名伊之吉所長の研究成果です。
両虫とも十数年前に長崎県下で発見され、国から高率の補助金を交付して駆除に努めま

したが、十数県にまでまん延しました。発生が発見されて以降の伝搬経路、害虫の形態、

経過習性、寄主植物、天敵等を解説した後、駆除予防法として、被害樹の伐採焼却、青酸

ガス燻蒸、松脂（まつやに）合剤の撒布を奨めています。

3)「病菌害虫彙報第 12号 農作物病虫害予防事務要覧」（13年）
前にご紹介した「病菌害虫彙報第 6号 農作物病菌害虫駆除予防奨励に関する参考資料」

（8年）の改訂版というべきもので、国、道府県の施策をとりまとめた資料です。
➀ 国の施策中、害虫駆除予防に関する「法令通達」で、8年以降の主なものは、

1) 9 年 8 月に省令第 21 号「台湾その他特定の地より之（これ）等害虫（瓜実蠅（ウ
リミバエ）及びコドリン蛾）の寄主植物の輸移入禁止令」が発布（はっぷ）され、また、
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農務局長名で「瓜実蠅及びコドリン蛾の伝搬防止に関する通牒」を発し、貿易業者、船舶

業者、その他 関連業者にこの省令を周知すること等を求めました。

2) 10年には、「紫雲英(レンゲのこと)種子に混在せる菌核除去奨励に関する通牒」
3) 11年には、「苗木に依って伝搬する根頭癌腫病予防に関する通牒」
4) 12 年には、「台湾産西瓜の移入解禁に関する通牒」を発し、台湾の西瓜は台湾総督
府の移出検査合格を条件に解禁され、一方禁止地域として中国揚子江以南を追加しま

した。追記として八重山地方にウリミバエが発生していることを記載しています。

➁ 道府県の専任技術員の設置は、8年の資料と比較して次のように増加しています。
道府県庁の専門技術員の設置 13県で 23人（8年）→ 23道県 49人（13年）
道府県農事試験場の専任技術員の設置 29道府県で 41人（8年）→ 34道府県 46人（13

年）

4) 「病菌害虫彙報第 13 号 貯穀害虫駆除予防に関する調査研究成績 第一報」（13 年）
12 年 8 月末に納本されたが、9 月 1 日の関東大震災に伴う火災で焼失し、13 年 7 月に

増補の上、改めて印刷製本したと述べています。

第一次世界大戦後、米価格の急騰に対処し、農商務省は穀物貯蔵法の改善のため、農事

試験場に穀物貯蔵法の研究を、植物検査所に貯穀害虫の調査研究を行わせました。そのう

ちの後者の成績をとりまとめたものです。

貯穀害虫は、従来知られていた十数種に、植物検査所の検査で発見されたものなどを加

えると 41種にのぼっています。そのうち主要 15種について形態、経過習性、分布、天敵
について解説しています。この中で、グラナリア穀象虫は関東大震災の救援物資として輸

入されたカリフォルニア産の米で最初に発見されたと記しています。

駆除予防法については、倉庫の構造の改善(低温、乾燥)、倉庫の清掃、穀物の乾燥等及

び二硫化炭素、クロールピクリンによるくん蒸を掲げています。

5) 「病菌害虫彙報第 14 号 日本産介殻虫科ディアスピ亜科に関する研究其の一」(14 年)
植物検査所所の桑名所長による、英文の報告書です。同亜科に属する 3つの属に含まれ

る種について文献、形態、分布が簡潔に記載されています。

6) 「病菌害虫彙報第 15号 稲熱病(いもち病)に関する研究」(15年)
大原奨農会農業研究所が大正４年以降に農商務省の委託を受けて「稲熱病ノ防除ニ関ス

ル研究」を行った成績報告を印刷公表したものです

過去の研究の歴史をとりまとめ、稲、アワ、めひじは(メヒシバのこと)、ミョウガ等か

ら分離されるいもち病菌はそれぞれ異なることを確認して、4つの種として命名し、また、
稲のいもち病の誘因(気候、地勢、肥料土壌、灌漑その他の栽培法)、稲品種と発病の関係

(433品種・系統を供試)、首稲熱病予防のための薬剤散布試験成績等が記載されています。
最後に、稲いもち病の防除対策として、➀品種の選択、②施肥、③育苗、④移植、⑤灌漑

排水等の注意点を述べると共に、⑥稲の生育、天候などから発病の兆候がある時はボルド

ウ合剤の撒布を奨めています。

7) 「病菌害虫彙報第 16号 病菌害虫駆除予防主任技術官協議会要録」(15年)
先に報告しました、大正七年「第 1回道府県病菌害虫駆除予防主任技術官協議会」に続

き、14 年 7 月に開催された第 2 回の同協議会の記録です。この協議会は、国、道府県そ
れぞれ議題を提案し、日曜日をはさみ一週間を費やして検討が行われました。
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（２）「二化性螟虫駆除予防指針」(農商務省農務局 12年)
農業者までの配付を意図して、表紙裏に「地方庁、農会等に於いては、可成(なるべく)

多数、本書を複製し広く一般に配布し駆除予防の普及発達に利用せられむことを希望す」

と記していることが注目されます。ニカメイチュウに関する解説と、防除法の解説が示さ

れています。

（３）「食糧増産奨励資料第 7 号紫雲英の腐敗する病害(菌核病)予防奨励の急務」(10 年)
年間の肥料消費額は、販売肥料 2.8 億円、自給肥料 2.5 億円に達していること、輸入肥

料の大部分をチッ素肥料が占め、また、栽培緑肥の 3分の 2が紫雲英であること、農家経
済上から緑肥及び堆肥の増産を図る方針であること、販売される種子には菌核病の菌核が

多数混入していることがあり、又「本年支那(しな：中国のこと)より見本輸入した紫雲英

の種子は菌核が大量に(１升(容積の単位：１升は 1.8 ㍑)中に 5,000 余粒)混じっていたこ
と」等を述べています。予防法として、種子の塩水選による菌核の除去、発生地土壌の石

灰硫黄合剤による消毒、石灰硫黄合剤、石灰ボルドー液の撒布などを奨励しています。

(４)「病虫害予防要報第 4 号 浮塵子(ふじんし：ウンカ，ヨコバイ類のこと)駆除予防

指針」(農商務省農務局編纂 大日本農会発行 13年版、15年版)
浮塵子の内主要害虫( ツマグロヨコバイ、イナヅマヨコバイ、ヒメトビウンカ、セジロ

ウンカ、トビイロウンカ)の 5 種について、形態、経過習性、分布を解説した後、①ツマ
グロヨコバイは萎縮病を伝搬し、その能力は 2，3 世代後まで継続すること。②浮塵子の
発生予察法として、冬季の温暖など気候との関連、誘蛾灯への飛来データの活用、水田に

おける卵、幼虫の状況から短期予測することなどを説明しています。③駆除予防法として、

注油駆除法を解説し、また陸稲の場合や用水不足でそれを実施できないときは除虫菊加用

石油乳剤、石油水(石油と水を物理的に撹拌して撒布するものでしょうか。以前にご紹介

しました「農事試験場報告第 30 号」(明治 37 年)中、「秋季に於ける苹果（りんご）綿虫
駆除試験」で紹介されているサックセッス石油撒布器は「石油と随意の分量の水とを混合

して乳状と為し撒布せしむるの器・・混合したる石油水を噴出せしむる」と説明していま

した。)の撒布などを奨めています。15 年版には、注油駆除用の各種油類の効力比較試験
成績などを添付してあります。

（５）「病害虫駆除予防奨励資料」(農商務省農務局)

大正 12年からシリーズとして発行されました。わかりやすく、簡易な表現を用いた小
冊子です。序文のタイトルを「緒言」「序」などとせず、「要望」とし、かつ、その文末

を「・・・進んで之が防除に努力せられんことを望む」などと結んでいます。害虫駆除予

防法に基づく命令による防除の推進からの変化に、目が釘付けになりました。

1)「病害虫駆除予防奨励資料第三号 果樹類ノ根頭癌腫病ノ予防」(13年)
上の「病菌害虫彙報第 9号 果樹類の根頭癌腫病」とほぼ同内容なので省略します

2）「同 第四号 紫雲英の腐敗する病害(菌核病)予防奨励の急務」(13年)
「食糧増産奨励資料第 7号 紫雲英の腐敗する病害(菌核病)予防奨励の急務」とほぼ同

内容なので省略します

3）「同 第六号 麦類の黒穂病及び斑葉病予防風呂湯浸法」(14年)
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麦類の黒穂病及び斑葉病は、赤渋病と並ぶ主要病害であり、予防法として従来、温湯浸

法による種子消毒を指導してきましたが、温度調節を誤ると不発芽となり個々の農家が実

施するには難しいものでした。入浴後のお風呂の残り湯を使う「風呂湯浸法」はその点で

簡易有効な手法です。この方法は、明治 29年に茨城県の篠原氏、同 35年に静岡県の山下
氏などがそれぞれ発見して周囲に普及させました。各県立農事試験場の試験成績から「本

法は大いに推奨すべきものたることを確かめたり」と利用を奨めています。

4）「同 第７号 矢根介殻虫(ヤノネカイガラムシ)「ルビー蝋(ろう)虫」及「イセリヤ」

介殻虫駆除予防指針」(14年)
これら柑橘の三大害虫について、苗木に附着して伝播するので、未発生地では伝播の未

然防止に努めると共に発生地では被害軽減又は撲滅に務めることを求めています。

それぞれについて、侵入(矢根介殻虫を除く)伝播の経緯、分布、形態、経過習性等を解

説した後、駆除予防法として、イセリヤ介殻虫についてはベダリア瓢虫(テントウムシ)の

放飼を、他の 2種には青酸ガス燻蒸又は松脂(まつやに)合剤の撒布を奨めています。

５ 道府県、道府県立農事試験場その他の資料

(１) 「種苗病害論」(ト藏梅之丞(ぼくらうめのじょう)著)

大正 11年～ 12年にわたり、「病虫害雑誌」に連載されたト藏氏の論文を、大正 13年に
ガリ版刷りで一冊に複製した資料(海賊版？)です。

明治以来の苗木移動に伴って病害が伝搬した歴史、病害の伝搬様式(土壌伝染、水媒、

農具伝染等) 、 伝搬方法(種子による伝搬、塊茎・鱗茎による伝搬、苗・苗木による伝搬

等)を解説し、次いで、主な種苗産地に於けるまん延の現況を概説しています。果樹類の

根頭癌腫病、柿の炭疽(たんそ)病、柑橘類の瘡痂(そうか)病、潰瘍病、果樹、桑の紫紋羽

(むらさきもんぱ)病、紫雲英の菌核病などは、種苗産地のほとんどで発病が見られていま

す。苗木の国内移動に何らかの取り締まりを実施している道府県は 12 県ありますが、主
産地で移出検査をしても、検査不合格の苗を安価に買い集めて転売する業者もあるなど、

効果が不十分であり、購入者の意識の改善が必要であるとしています。

これら病害の防除法として、種苗産地に於ける薬剤散布、園地の消毒、接穂・台木の選

択及び消毒、収穫後の罹病種子の選別(塩水選など)、また、購入者側の種苗購入時及び購

入苗の植え付けにあたっての注意事項が解説されています。

(２) 「柑橘検査員必携」(静岡県 13年）
輸出柑橘果実の検査に関する県の規程集です。ポケットサイズの、謄写版印刷の資料で

す。

「北亜米利加(アメリカ)合衆国輸出蜜柑検査取締規則」は 6年に制定された規程で、潰
瘍病の汚染が無い事を確認するため、果樹園での検査と、選果場での検査が規定されてい

ます。選果検査場は静岡市、庵原郡の 8町村、志太郡の 5町村等の町村に各 1ヶ所ずつ指
定されています。果園検査では、輸出圃場内だけでなく、周囲一町（距離の単位：1 町は
約 109メートル）以内について、潰瘍病の発生が無く、かつネーブルオレンジなど感染し
やすい柑橘類の栽植がないことも基準として規定されています。

「輸出移出柑橘取締規則」は 2 年に制定され、英領加奈陀(カナダ)、露領亜細亜(アジ
ア)、支那、朝鮮に輸出・移出される柑橘を対象に、未熟果又は腐敗の恐れが無いこと、
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梱包が規格に合致していることを検査します。これに合格した物以外は輸出・移出しては

ならないと規定しています。

（３）「梨姫心喰虫（ナシヒメシンクイムシ）の防除法（13年）」、「梨病害及び梨害虫一

覧表並びに薬剤一覧表(13年)」（共に静岡県立農事試験場梨姫心喰虫研究所）

農事試験場に「梨姫心喰虫研究所」が置かれている点に、県で重視されていたことがわ

かります。これらの資料は、共に両面刷りの 1枚紙の資料です。
前者では、品種による被害程度の違い、袋掛け、越冬幼虫の捕殺、果樹園の清潔法等と

ならんで、駆虫剤の効果試験結果を掲げ、砒酸鉛液、硫酸ニコチン液、タバコ粉、デリス

石けん液、除虫菊石けん液、六液、石灰硫黄合剤、東雲草（しののめぐさ：アサガオのこ

と）等が供試されています。硫酸ニコチンは「比較的有効で果実を汚染せず、葉を焼くこ

となきも輸入品にして非常に高価なれば広く奨励するに至らず」としています。

後者の資料では、梨の害虫 20 種、病害 5 種について病状又は経過習性、防除法を解説
しています。防除法では、12 種の害虫に硫酸ニコチンが記載されており、これに対する
期待の大きさが感じられます。また、「販売石灰硫黄合剤(酸曹液、マルキタ、太陽液等)」

が記載されている他、変わった物では「角又」があり、赤ダニ、銹ダニを対象に、煮沸し

て溶出液を使用するとあります。海藻のツノマタのことなのでしょうか？

(４）「試験調査報告第七号 黒椿象（イネクロカメムシ）二化螟虫（ニカメイチュウ）

調査試験報告」(福井県立農事試験場 15年）
同県では、黒椿象が近年大発生となり、発生被害地が拡大の傾向にあることなどに対応

して、13年度に試験場に病虫部を設置して調査研究を進めました。
発生の来歴について、ある村では 90年前から発生と言い伝えがあり、また、文政三（1820）

年の「善徳虫供養」の碑、享和三（1803）年の「ゲントク虫供養」の碑が紹介されていま
す。薬剤駆除試験では、除虫菊剤、タバコ粉、デリス石鹸(せっけん)、硫酸ニコチン等が

供試されました。硫酸ニコチン剤等の撒布は有効ですが、発生地は極端な深田のため、液

剤では撒布作業の効率が極めて悪いことから、タバコ粉と石灰粉との混合撒粉が有効(特

に幼虫期)としています。駆除対策として、➀山中で越冬している成虫の捕殺、②一般よ

り早植えする「犠牲田」を設け、飛来虫を手捕殺。③幼虫最盛期に、タバコ粉と石灰粉等

の混合剤の撒粉を奨めています。しかし、タバコ粉の散粉では、作業者の多数にニコチン

中毒が発生するので、防毒用帽子(頭から肩までを覆い、透明なセルロイドの窓を備えた

物)を着用すること、日の出までに作業を終了することが必要だとしています。

（５）「病虫害時報 7月号」（愛媛県植物愛護会 14年）
「愛媛植物愛護会」の発行する雑誌の創刊号であり、資料館にはこの一冊だけが収蔵さ

れています。大阪府立農事試験場病虫部を退職した一色某という人が、「松山植物病院」

を開設して、農家の啓発指導と、農薬や噴霧器の販売代理を行い、その後「愛媛植物愛護

会」を発足させて会員への情報提供のために雑誌を創刊しました。記事中に、「販売殺菌

殺虫剤」の表が掲載され、砒酸鉛が「藤井」「古川」「濱野」3社から発売されているなど、
市販農薬の情報が有ります。また、藤井製薬合資会社の砒酸鉛については「大坂工業試験

所」による定量分析の報告が見られ、興味をひかれました。


