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平成29年2月9日号－4

「古書の楽しみ」 資料から見た病害虫防除史
「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」

植物防疫資料館

農商務省は大正 7年 1月に「第一回 道府県病虫害主任技術官協議会」を開催し、また、8
年 5 月に「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」を取り

まとめ、配布しました。この中に「協議会」の主要事項も収録されています。

協議会開催の趣旨について、「中央及び地方に於ける駆除予防方針の統一連絡を図ると

同時に地方相互間の状況を了解せしむることは駆除予防の事蹟を挙ぐる上に最も必要のこ

とに属す・・・」としており、この「参考資料」の編集・配付もこれと同じ趣旨によるも

のと考えられます。以下、目次の順に内容をご紹介します。

第一 病菌害虫駆除予防に関する農商務省の施設（「施策」という意味のようです）

１ 害虫駆除予防法の制定

病害虫防除に関する法令は、最初に明治 18年農商務省達第 43号が発布されましたが、
実効を奏することができなかったので、明治 29 年に害虫駆除予防法が制定されました。
法文の内容は既にご紹介しましたので、省略します。

２ 病虫害予防奨励金の交付

明治 30 年の浮塵子（ウンカ類）の大発生（被害面積 280 万町歩（面積の単位：1 町歩
は約１ ha）減収概算 600 万石（体積の単位：１石は約 180 ℓ）その価格 7,500 萬円）を契
機に、毎年第二予備金から約 7 万円を支出して、「自治的駆除予防の発達」を図ると共に
指導督励に努めました。明治 44 年度からは本省に「害虫駆除予防費」を計上して、病害
虫の研究及び駆除予防の奨励を行わせました。農作物、病害虫の種類を限定せずに、地方

で被害重大なものに対する道府県の活動に支出できるとともに、その地方では重要性が低

くても全国的視点から無視出来ない病害虫については、農商務大臣が指定して駆除予防の

督励又は研究の為の奨励金を交付出来ることとなりました。

病菌害虫駆除予防に関し国庫から支出した経費の額は、年により変動はありますが、第

二予備金の支出は、明治 31 年に 2 千円（この年は本省費のみ）で始まり、年々増加し、
明治 34 年以降 43 年までは概ね 7 万円の実績。制度が改まった明治 44 年以降（大正 7 年
度まで）、病菌害虫駆除予防に関する予算 6 万円、補助金交付額はおおむね 4 万円の実績
が記録されています。

３ 害虫駆除予防に関する訓令及び通牒（つうちょう：通達といった意味)

（明治 29年以降のものを収録しています）
（１）害虫駆除予防法が公布された 3日後の日付(明治 29年 3月 28日)で「害虫駆除時



- 2 -

期に関する訓令」が出ています。「・・害虫が発生したる場合に於いては・･其の機を

失ふことなく・・駆除に従事せしむべし」と指示しています。

（２）明治 29 年 4 月には「害虫駆除予防法運用に関する通牒」により、農家は病害虫発
生を気候の如何（いかん）による物と妄信（もうしん）し防除意識に欠ける傾向がある

ので啓発が必要であること、駆除ノ時期は加害時期に限らず、卵、蛹などの時期にも駆

除に取り組むべきであること、天敵の保護や害虫を寒気に暴露する等「自然の恩恵」の

活用を図ること、発生初期の駆除の適期を失しないよう、町村農会、農業者の組合を指

導し、或いは市町村に駆除委員を設置して発生動向の調査をさせることなどを指示して

います。

（３）明治 30 年に浮塵子が大発生であったことから、翌 31 年には、5 月に「浮塵子駆除
予防に関する通牒」、7 月に「浮塵子駆除予防に関する訓令（くんれい）」を発し、被害
を繰り返さないよう適切な駆除を指示しました。

（４）明治 34年には、「害虫駆除予防時期に関する訓令」において、苗代期における防除
の必要性を強調し、「当局者宜しく（よろしく）・・・周密（しゅうみつ：緻密といっ

た意味か）の注意を加ふることを要す」と指示しています。

（５）明治 42 年には「本田に於ける稲心枯（しんがれ）摘採及採卵に関する通牒」を発
し、これら防除の実施を命令により強制施行する府県があるけれども、「多大の勢力（労

力といつた意味か）を要し、農業経済上少なからざる関係を有し」ているので今後は、

防除命令を発しないよう求めています。

（６）大正 2 年には、「ルビー蝋（ろう）虫、ヤノネ介殻（かいがら）虫駆除予防方針に
関する通牒」で、侵入警戒と万一発生の場合は、法を適用して青酸瓦斯（ガス）くん蒸

の強制施行による防除等を指示しています。

（７）大正 4 年 8 月には、「害虫発生に付注意に関する通牒」を発し、多くの府県でニカ
メイチュウの発生が「例年に比し著しく夥多（かた：おびただしく多い）なる模様」と

して、十分に調査して防除に遺憾ないようにと指示しています。なお、駆除の方法につ

いては、「第二期被害茎を除去せしむるは最も簡便にして有効なる方法と認められ候（そ

うろう）に付き、十分其の実効を期し候様・・・」としています。

（８）大正 4年 11月には、「農産物種苗取締及改良に関する通牒」として、
① 種苗の取締に関して、しばしば建議（ここでは取締法制定の提言）があったが、種

苗取締の為に法律を制定しても「今日の場合・･十分取締の目的を達することは困難」

であり、かつ、病害虫防除に関しては害虫駆除予防法があるので、以下に留意して各

府県でそれぞれ適切に対応するよう求めています。

② 品種が不確実な種子、苗木を業者が販売するもの、優良種苗の配付を必要とするも

のについては、適当な機関に種苗を育成、配付させ、必要に応じて府県農事試験場に

原種子の育成（苗木にあっては母樹園の整備）をさせること、種苗の共同購入の奨励

などで改善することを提示しています。

③ 種子、果樹苗木の流通に伴う病害虫の分布拡大を防ぐため、購入側に対しては、共

同購入すること、購入に当たって青酸瓦斯くん蒸を産地に要求すること、購入時に種

苗の検査を実施すること等を、また、種苗産地に対しては「産業組合」等を組織し自

主的に検査取締まりを行うよう指導することなどを求めています。

（９）大正 7年 5月には「農作物病害虫駆除予防奨励に関する通牒」により、農作物の品
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種改良、肥培法の発達等は、病害虫の繁殖を助長することが多いので、栽培の改良奨励

を行う場合は病害虫防除の普及発達を並行させるよう求めています。併せて先般の道府

県病害虫主任技術員協議会の決議事項を提示して、各道府県でこれを参酌して病害虫防

除の督励を進めるよう求めています。

（１０）大正 7年 8月には「肥料の配給増加並びに害虫駆除督励に関する通牒」を発し、
近時肥料価格が著しく騰貴（とうき）しているので、「最緊要な施設」として緑肥など

自給肥料の生産増加を奨励すること。販売肥料の購入に対しては資金の融通其の他支援

を行うことを求めています。併せて、秋季における螟虫の被害が頗る（すこぶる）大き

い状況にあり、葉鞘（ようしょう）変色茎の摘採が、有効で「直に（ただちに)本年の

収穫を増進する上に多大の効果あるもの」と考えられるので「一層力を尽くし以て食糧

の生産増加を期する」ことを指示しています。

さらにその 5日後に「稲螟虫駆除葉鞘変色茎摘採に関する通牒」により、葉鞘変色茎
の摘採についての注意事項として、農家に対し必要性を会得（えとく）させ「自発的実

行」を促すこと、口頭説明だけでなく、圃場で被害茎の検出、切取り法及び其の効果を

示すこと、予察灯などにより発生時期を予察し、最も適切な防除実施時期を指示するこ

と等を求めています。

４ 病菌害虫駆除予防に関する指導督励

国では、大正 7年 1月以降、道府県庁及び道府県農事試験場の技術員を招集してこれま
で 3回、講習会を実施し、また道府県の講習会等に講師を派遣していること、毎年「病虫
害予防事務に関する監察官」を派遣し、発生病害虫の種類、発生蔓延の状況、府県の対策

と防除方法等を監察するなど防除の適正化を図っていること、中央と地方の防除方針の統

一を図ると共に道府県相互間の情報交流のため、「第一回道府県病菌害虫駆除予防主任技

術官協議会」を開催したことなどの取り組みを示しています。

５ 病菌害虫駆除予防に関する研究

「農商務省農事試験場及び植物検査所（輸出入植物の検疫を行う機関です）に於いては

病菌害虫の駆除予防に関し絶えず調査研究を為し其の結果は印刷して一般に周知せしめ・

・・」と、植物検疫組織も試験研究の一翼を担っていることが明示されています。

また、従前は「産業試験費講習費国庫補助法」により、指定補助の方法で府県農事試験

場に助成していたが、明治 44 年度以降は大学（東京帝大）、国及び府県（長崎、広島の 2
県）の農事試験場に対し研究調査を委託（各年度総額 3～ 6千円）すると共に、山梨県（フ
ィロキセラ）、名和（なわ）昆虫研究所、大原奨農会に研究費補助（各年度 1.5～ 4.4千円）
を実施しました。

６ 輸出入植物取締法

この時点で法令により輸出入植物の取り締まりを実施している国として北米合衆国、ハ

ワイ、英領カナダ等 15 カ国を示し、次いで我が国の輸出入植物取締法（大正 3 年制定）
を収録していますが、注記で「目下輸出植物に付いては一般に検査を行わず北米合衆国へ

輸出する植物にして同国政府において輸出国の検査証明を必要とするものに付き検査を行

う」と、限定的に実施していたことが記録されています。
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また、法定外の輸出植物・農産物の検査取り締まり施策として次のようなことが記載

されています。これは、輸出先国による輸入検疫制度の違いを反映したものです。

（１）輸出米穀その他についても、輸出者の希望により検査・証明を行うこと。

（２）朝鮮に移出する苗木について、希望により苗木主産地で官公署が青酸ガスくん蒸

を行い、証明すること。

（３）輸出柑橘については、静岡、和歌山、大阪の 3府県に、駆除予防の励行、輸出蜜
柑の検査（輸出時の検査）を実施させており、また、大正 6年度から和歌山、静岡
両県で産地段階での潰瘍（かいよう）病の検査取り締まりを実施させていること。

第二 道府県に於ける病菌害虫駆除予防に関する施設

１ 各道府県から報告された施策を収録

各道府県とも、印刷物の配布、講習会、模範駆除地の設置、実地指導等により農家の啓

発指導を行っているほか、道府県ごとに異なりますが、病菌害虫防除の奨励方法の主なも

のとして、①ニカメイチュウの捕蛾採卵、葉鞘変色茎の摘採その他害虫の採集に対する賞

与または捕獲した害虫の買い上げ、②噴霧器等の器具、薬品の購入費等の補助、③駆除予

防組合の設立、④その他共同駆除の励行、⑤学童による駆除の奨励などが報告されていま

す。

また、害虫駆除予防法に基づく規則、体制の整備を行っているほか、府県から町村に至

る行政、試験研究、農会等の職員から｢督励委員｣を選任して指導督励に当たらせています。

２ 道府県における、防除に関する専任技術員の設置について

その実現が見られているが未だ十分でなく、道府県庁では 13県で 23人が、また、道府
県農事試験場については、29 道府県で 41 人が専任という現状となっています。なお、山
梨県では大正 5年度からブドウフィロキセラ駆除予防に関する研究のため、静岡県では明
治 44 年度からベダリアテントウムシの増殖及びその経過習性等研究のため、大分県では
大正 7年度からミカンバエ駆除予防に関する研究のため、それぞれ専任技術職員を置いて
いることが特記されています。

３ 道府県の輸出農産物の検査取り締まり等

大正 3年の輸出入植物取締法制定までは、神奈川、兵庫両県が輸出植物・農産物の検査
証明を行っていました。兵庫県はその後も県の規程により、輸出者の希望により、輸出菽

（しゅく：豆類の総称）穀類及び輸出植物（農商務省の検査を要するもの以外の植物）の

検査証明を行っていました。また、輸出柑橘については国の奨励金を受けて郡の柑橘同業

組合聯合（連合）会に駆除予防、検査を実施させており、その規定、検査済み証票などを、

また、米国向け蜜柑の潰瘍病について静岡県の検査規則等を収録しています。

４ 公益法人の病害虫防除に関する施策

2法人が紹介されています。
（１）名和昆虫研究所（岐阜県に所在）明治 29 年設立 44 年法人化。病害虫の調査研究
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に対して 44 年以降国庫補助 1,500 円、別途岐阜県及び岐阜市からも補助金がありま
す。

（２）大原奨励会（岡山県に所在）大正 3 年財団法人設立。農業研究所、農学校を設置
運営しています。病菌害虫・病害虫防除の調査研究に対して国庫補助が交付されてい

ます。

第三 道府県病菌害虫駆除予防主任技術官協議会（大正 7年 1月開催）
この協議会開催の趣旨は、冒頭にご説明しました。

１ 農商務大臣訓示演説要領

｢今や国際間の経済戦争は年を逐（お）って激甚」「産業の発達を図り以て国力の充実

を期する」ことの重要性を述べ、その上で、国内農業生産額は約 20 億円と、本邦産業界
の重鎮と称して過言でない。しかし、農産物需要に対して供給不足により巨額の輸入があ

る。今後農業生産の改良増殖により国家及び国民経済の基礎を確立することが重要であり、

病害虫駆除予防の普及発達に努めることが「頗る（すこぶる）重大」と参加者の努力を促

しています。

また、「病害虫駆除予防の・・・督励方法の如きは能（よ）く地方の事情に鑑み、技術

上経済上極めて適切なるべき」「病害虫駆除予防の発達は農家の自覚を促すを根本義とす

るを以て・･・農家知識の向上を図り漸次自治的防除の普及発達を期せんことを望む」は、

害虫駆除予防法に基づく駆除命令で推進してきた施策からの大きな方向転換が読み取れま

す。

２ 農務局長訓示演説要領

大臣訓示を受けて、「国産増殖の途（みち）を講じ国力の増進を図るが如きは最も緊要

なる事項の一つ」であるが、米麦その他穀類の生産は需要を満たしておらず、「年平均数

千万円の輸入を見るが如き状況にあるは誠に遺憾とするところなり」。病害虫被害は控え

めに見積もって百分の三としても 5、6 千万円にのぼり、その駆除予防は農産物改良増殖
上極めて緊要と強調しています。

その上で、防除推進上の重要事項として、①最も有効なる時期に技術上並びに経済上適

切なる督励を行うこと、②天敵の保護利用を図ること、③駆除予防の「督励のみに力を用

ひるが如き弊（へい：弊害のこと）」をやめて、「須臾く（すべからく）農家知識の向上

を図り、駆除予防に就き十分自覚せしむる」こと、④講習等は口頭説明のみでなく、実地

指導、実物、実験実習、幻燈の利用等理解しやすい方法を用いること、⑤農会等の団体、

農業学校等と連携を図ること等 10項目を指示しています。

３ 決議事項中特に重要と認める事項

議論、検討の上で、意見集約を図って、｢決議事項｣として記録する会議の進め方は、

興味を覚えます。多くの項目について検討されました。

(１) 農作物病菌害虫駆除予防の発達を図る上で特に注意すべき事項

甲 調査研究に関する事項

道府県農事試験場に専任技術員を常置し、重要農作物の病菌害虫、天敵に関し適切な

調査研究を実施すると共にその成績は印刷して一般の参考に資すること。

乙 指導奨励に関する事項
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➀ 道府県庁に専任技術員を設置すること。

② 駆除予防の方法については、技術上、経済上適切な督励を行うこと。督励に当たっ

ては懇切を旨（むね）とし、農家の自覚を促すよう注意すること。

③ 天敵利用に関し、今後益々有効な天敵に注意し、その保護利用を図ること。

④ 駆除予防組合を組織させる等により、共同防除を奨励すること。

⑤ 精農者、青年会その他団体の役員等に駆除予防委員を嘱託して駆除予防の普及を図

ること。

⑥ 市町村、市町村農会に農業技術員を常置すること。

など 12項目を掲げています。
丙 病菌害虫に関し農家知識の開発（啓発といった意味でしょう）に関する事項

➀ 講習会を開催するとともに、講習では、口頭のみでなく実地指導、実験、標本、図

幅（掛け軸やポスターなどに図示した資料）、幻灯（げんとう）の導入など方法を改善

すること。また、開催時期を適切に選ぶこと。

② 病害虫駆除予防に関して、簡易適切に説明した印刷物配布による農家知識の啓発。

③ 郡市町村農会、物産陳列場、農業補習学校等に病害虫や天敵の標本を配布すること。

④ 模範駆除地を設置して農家に視察させること。

などの項目を掲げています。

(２) 稲螟虫駆除の普及奨励に関し特に注意すべき事項

➀ 各郡で一箇所に、予察灯を設置し、ニカ（サンカ）メイチュウ発生の時期、程度を

調査し、駆除予防の適期及び督励の方針を決定すること。

② 命令によって駆除予防を強制する場合は、技術上、経済上、社会上等の諸方面から

慎重なる配慮を払い、命令濫用（らんよう）とならないよう注意すること。

③ 小学児童の捕蛾採卵等に対し奨励金を交付する場合は、これを一括して学校に交付

し学校用品の授与その他適当の方法によること。

など 8項目を掲げ、さらに、二化性、三化性螟虫それぞれの防除技術について重点実
施すべき事項及び技術ごとの注意点を挙げています。

(３) 貯蔵穀物に対する二硫化炭素くん蒸の普及に関し特に注意すべき事項

実施指導を行うこと、薬品の共同購入を奨励することなど 3項目を掲げています。

第四 道府県に於ける病菌害虫駆除予防事例

１ 兵庫県に於ける苗木の病菌害虫駆除予防状況

兵庫県川辺郡は、全国有数の苗木生産地となっています。大正 6年秋にイセリヤ介殻虫
の発生を発見し、発生集落から苗木の搬出を禁止するとともに、➀大正 7年 1月に県令第 2
号を制定し、発生地（3 集落）から搬出する苗木は総て青酸瓦斯くん蒸をすることを命令
し、既存の 5棟のくん蒸設備を用い、県が薬品を購入し、県の技手 2名が駐在してくん蒸
を実施の上、搬出許可手続き等を実施しました。また、②苗圃に対しては、発生が甚だし

い圃場は伐採焼却又は青酸瓦斯くん蒸、発生が少ない圃場は石油乳剤の撒布により駆除予

防を行わせています。

なお、この県令では、合わせて、ルビー蝋虫が発生している神戸市及び武庫（むこ）郡

も対象地域に含めて、イセリヤ介殻虫、ルビー蝋虫、柑橘潰瘍病の防除対策が規定されて
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います。

これらの県による対応を解説しています。

２ 静岡県庵原（いはら）郡におけるルビー蝋虫駆除予防状況

明治 44 年に、イセリヤ介殻虫が発見され、その発生状況調査の際にルビー蝋虫の発生
も発見され、県は、両害虫について県令を制定して駆除対策を実施しました。しかしルビ

ー蝋虫は全滅に至らず、付近に点々と残存したものが年々まん延し、大正 7年には 150余
町歩に伝播し、激甚な被害を生じるようになりました。庵原郡柑橘同業組合は、県立農事

試験場の成績に基づいて松脂合剤による駆除を実施することとしました。144 町歩に対し
て 1 回、被害激甚地は 2 回撒布を実施して平均死虫率それぞれ 93 ％、81 ％と高い効果が
確認されました。庵原郡果樹同業組合を中心とする一連の取り組みを解説しています。

３ 新潟県に於ける螟虫駆除藁（わら）積掻き払い（かきはらい）実施状況

ニカメイチュウの越冬虫駆除として、春季に藁鳰（わらにお）を搔き払い、移動期の幼

虫あるいは蛹を払い落として捕集・駆除する方法を実施しています。用具は、「わらすぐ

り」（わら細工をするために葉鞘を除去する道具で、熊手を小さくしたような形です）の

使用から、大正 4年頃からは郡農会などでいろいろ用具が考案・改良され、これに伴って
搔き払いが普及してきました。

用具の発達と各地の工夫を加えた実施状況を報告しています。不快感を伴う作業なので

意義を十分理解させることが必要であり、また、試験搔き払いを毎日行って幼虫が藁積の

表面に移動してくる状況を把握すること、あるいは藁積の近傍に誘蛾燈を設置し、発蛾初

日から直ちに搔払を実施するといった搔き払い時期の予察が重要としています。

４ 山口県に於ける三化性螟虫駆除方法としての稲株の処分の成績

都濃（とのう）郡南部では、明治 27 年以降しばしば大きな被害が発生してきました。
このため、明治 32 年には 5 ヶ町村、33 年には 13 ヶ村で稲株処分を実施した歴史があり
ます。近年再びその被害が増加し、大正 5年に 6ヶ町村で一望白穂になる程の大発生とな
りました。郡令をもって稲刈株の堀取り焼却による駆除を指示しました。堀取りは、株抜

器または釿鍬(ちょうなぐわ：釿（ちょうな）は大工用具で、木材の表面を削るもの）を

用いて株を掘り起こし、地面に堀った穴に埋設し、または乾燥した上で焼却、あるいは湿

田では30日間水没させる「切断湛水法」などの処分を徹底しました。この際、地主は申し

合わせにより小作人に対して反当たり1円程度の奨励金を交付しました。この結果、たと

えば北武北村では予察灯への飛来数が 5年の 388頭から、翌 6年には 9頭に減少する顕著
な効果がみられました。郡を中心とした一連の取り組みを解説しています。

（元資料館長 森田健二）


