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平成29年3月9日号-3

「古書の楽しみ」 資料から見た病害虫防除史
昭和元年～５年（農林省の出版物）

植物防疫資料館

１ 時代背景

2年に、東北地方は冷害に見舞われましたが、5年の米は豊作でした。
1929(昭和 4)年 10 月に世界恐慌が始まり、我が国では生糸価格、米価の暴落、農村労

賃の低下など農家の経済が悪化しました。

２ 植物防疫を巡る動向

2 年度から国の「主要食糧農産物改良増殖計画」予算で、螟虫(ずいむし：ニカメイチ
ュウ及びサンカメイチュウ)、稲熱病(いもち病)、浮塵子(ウンカ、ヨコバイ類)の防除に

関する試験研究が行われました。

３ 農林省農事試験場の出版物

（１）「農事試験場彙(い)報」

従前の「農事試験場報告」は完全な論文を完成させて印刷公表していたが、速報性

をもって成績を世に出す趣旨で「彙報」を創刊すると説明しています。

１）「農事試験場彙報第一巻第一号」(4年)
➀「麦類の雪腐病の病原菌に就いて」では、旧北陸支場の、菌核菌が｢冬枯れ｣の原因で

あるとする成績を紹介した上で、病原菌の形態、生活史の研究成績が報告されていま

す。

➁「市販石灰硫黄合剤の分析」では、従来、品質評価は薬液の比重(ボーメ度)を用いて

いましたが、評価のためには、「硫化態硫黄」の含有量を測定すべきであるとしまし

た。

➂「市販駆虫剤効力検定試験」昭和 2年度には 17剤を依頼により検定しました。
「国産の硫酸ニコチン」、｢粉状砒酸鉛｣、｢糊状砒酸鉛」も試験されています。

２)「農事試験場彙報第一巻第三号」(5年)
「畳表の害虫クシヒゲシバンムシ」は、ある寺院から畳表の害虫の駆除予防法につい

て問い合わせがあったことから研究が実施されました。

４ 農林省農務局の出版物

（１）「園芸主任技術官協議会要録」 (2年）
１）農林大臣の訓示の中で、園芸作物生産の意義について、「穀物の増産に努むるの

急務なるは勿論なりと雖も（いえども）・・・一面に於いて蔬菜果実の如き生活必需

品にして而も（しかも）国民保健の増進に密接なる関係を有する農産物・・・」「之

（これ）が事業の経営は・・農家経済の発展に寄与するところ頗る（すこぶる）大・
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・・」「能く（よく）海外の嗜好に適し其の輸出額は比年（「年々」といった意味）

多きを致し将来益々増加せむとす」と述べています。

２）農務局長訓示では、今後特に留意すべき事項として、①園芸業の奨励方針確立に

関する件、②種苗によって伝搬する病菌害虫の防除に関する件、③病菌害虫駆除予防

の普及に関する件など 8項目を指摘しています。
３）諮問事項第一「道府県に於ける主要蔬菜及び果実の需給の現況及び趨勢並びに之

が対策として施設(「施策」といった意味）を必要とする事項」では 15道府県から報
告が提出されています。

その中で、神奈川県の報告には「近時東京目黒より丸子を経て・・・横浜に至る電

車の開通を見、更に川崎市を中心として八王子に至る南部鐵道の開通目前に迫れり・

・・四月開通せんとする小田原急行電鉄・・・」と、鉄道網が急速に展開し園芸農業

の発展につながっている状況が描かれています。

４）諮問事項第二「蔬菜及び果実等に付き栽培、加工及び貯蔵の改良に関し特に顕著

なる成績を収めたる事例の概要」について、各県から報告が提出されています。

その中に、青森県は「病虫害防除薬液撒布暦を設定し、早期の落葉を防止し得たる

事例」を報告しました。当資料館には、「昭和 4年 青森県薬剤散布暦 りんご」のポ

スターが展示してあります。(ちなみに、同散布暦では、使用薬剤は、ボルドー液、

石灰硫黄合剤、砒酸鉛(又は亜砒酸曹達)で、７月中旬までの間に７回の散布スケジュ

ールとなっています。リンゴの品種「国光(こっこう)」などにはボルドー液に砒素剤

加用、「倭錦(やまとにしき)」などには石灰硫黄合剤に砒素剤加用と剤を使い分けて

います。「薬剤散布は果樹園の保険であると言われている」と、予防散布の重要性が

強調されています。)

（２）「病害虫分布調査 第二篇(「編」と同じ)」 (4年)
大正 14 年開催の病菌害虫駆除予防主任技術官協議会の決議に基づいて、道府県が

調査した結果を取りまとめた、431 ページの膨大な資料です。病害 122 種、害虫 181
種について、その種類ごとに、先ず方言名のリストがあり、以下で都道府県ごとに区

切った表に、「分布区域」は「○郡△町、×郡□村・・・」のように示され、「主な

る被害作物」、「被害程度（大、中、小の 3 段階）」、「被害面積」「発生被害沿革の大
要」「実施せる防除法」が記載されています。

（３）「農事改良資料」 (農林省農務局)

１）「農事改良資料第九号 病菌害虫駆除予防協議会要録」(5年)
4年 4月に開催された協議会の記録です。
① 冒頭、局長訓示の中で、「斯(かく)の如き事業(ここでは病害虫駆除予防のこと)は

文化の進歩したる国に於いてのみ重視せられ・・・之(これ)が進歩発展の如（いか

ん）はその国文化の程度を表象するものなり」と述べています。また、農業薬剤に関

して、「能(あた)う限りこれ等薬剤に対する試験を行い其の効果の有無及び程度等に

つき調査可成(なるべく)速やかに其の成績を発表し、以て奸商（かんしょう：悪徳商

人のこと）をして乗ずるの機会なからしむる・・・ことを望む｣と述べています。

② この協議会では、諮問事項として「農作物病害虫の伝播防止の目的を以てする種苗

の取締制度並びに農作物病害虫駆除予防薬剤の取締制度を設くる場合に於いて注意す

べき事項」について意見の提出が求められました。農薬取締制度の必要が既に認識さ

れていました。
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③ 種苗の取締制度については、ア）種苗の販売業者の免許制(「生産者も免許制」と

する県も少なくない)、イ）生産地における公的な検査と合格証票の添付、ウ）罰則

を伴う制度とすることの 3点は多くの府県から提案されています。エ）業者に対する
随時の臨検、オ）種苗生産者の組織化と、それに一定の責任を負わせることなどの提

案も見られます。

④ 農業薬剤の取締制度については、ア）農業薬剤を製造、販売、輸移入しようとする

業者の地方長官（道府県知事のこと）による免許制、イ）販売品への保証票の添付、

ウ）有効成分含有量、製造年月日、製造者名、適用病害虫名および使用方法等を明記

させること、については比較的多数の道府県から提案されました。エ）農業薬剤の種

類ごとに免許又は許可制、オ）国又は道府県の試験研究機関による薬効、薬害試験を

義務づけること、カ）有効成分、有害成分の含有量に基準を設定することの提案もあ

りました。

⑤「府県提出協議事項」には、ア）砒素剤使用に当たって人畜危害防止の上で最終散

布の時期及びその濃度をどうすべきか、イ）駆虫剤の試験成績を室内試験、野外予備

試験、野外実施試験等に大別し発表することの可否など、10 県から提出された事項
が収録されています。

⑥「農林省提出協議事項」では、ア）「地方農事試験場(道府県立農事試験場のこと)

における研究事項の重複を避けるため分担研究」を行うことを決議し、対象として病

害 27種、害虫 20種をリストアップし、道府県から分担希望を申し出てそれを受けて
本省が決定することになりました。イ）大正 14年の協議会で定めた「連絡試験調査」
のうち、「二化性螟虫被害率被害額算定方法」について議論が深められました。

「稲熱病に関する連絡試験」は内容を更新し、「稲熱病に対する抵抗性品種の交換栽

培試験」等を実施することとなりました。

（４）「病害虫時報」 (農林省農務局農産課)

4 年 4 月の病害虫駆除予防協議会決議に基づいて、農産課職員がガリ版刷りをして発
行した月刊の資料集です。第一号の「編集便り」には、「同じ道を行く我々相互の通

信機関、・・・凡ゆる(あらゆる)問題に就いての意見陳開(原文のまま)、質疑応答或

いは不良殺菌殺虫剤若しくは病害虫の附着せる種苗等の不正販売者発見の通知、それ

に関する警告等にも互いに利用し合って頂きたい」としています。めぼしい事項のみ

をご紹介します。

１）第一巻第一号(4年 7月)
① 蚕豆(ソラマメ)象虫は、熊本県で数年前から発生しており、4 年に種が同定され、
九州全県で棲息が確認されました。農産課は、7 月に全道府県に分布調査を依頼し
ました。

② 「福岡大分両県病害虫協議会」が開催され、誘蛾燈点灯期日や螟虫の捕蛾採卵計画

の協定、掛作（出入作と同義：地方自治体の境界を越えた所の圃場で耕作すること。

住所から見て他の自治体にある圃場へ耕作に行くことを出作といい、圃場の所在地

から見た場合を入作といいます。)者への防除督励の責任体制などについて協議され

ました。

③ 北海道東北六県病害虫主任官協議会が開催されました。

④ 福島県北会津郡農会、福岡県各地の農会及び宮崎県南郷村農会で、「植物病院」あ

るいは「農業薬局」が開設されたことを紹介しています。
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⑤ ウリミバエは、従来、沖縄県の八重山群島で発生していましたが、同県の宮古島に

も発生が確認され、県令を発して寄主作物の搬出を禁止しました。

２）第一巻第二号（4年 8月）
①「発生報告」で、浮塵子の発生が多いことが熊本、広島等数県から報告され、北

海道も背白浮塵子（セジロウンカ）、かばいろうんか(?)の発生を報告しています。
② 静岡県でウンカ駆除のため散布した石油乳剤で三百町歩の稲が枯死したと、東京日

日新聞に記事が紹介されています。

③ 螟虫天敵調査採集のため、布哇（ハワイ）農林局の昆虫技師が来庁しました。

３）第一巻第三号(4年 9月)
「発生報告」に、旱天の続く中、セジロウンカ多発傾向という報告が増加しています。

４）第一巻第四号（4年 10月)
① 試験研究分担について、4県からの分担希望の申告を紹介しています。
②「発生報告」では、栃木県の白菜のねこぶ病が激甚。山梨県、三重県、群馬県のア

ワヨトウが多発。栃木県の稲幽霊病（縞葉枯病）の被害が予想外に多く農家救済のた

め免税の申請準備中。などが報告されました。

５）第一巻第五号(4年 11月)
① 熊本県では菊池郡、安蘇郡、上益城郡の各 1村に稲株処分命令（螟虫駆除）発令を
報告しました。

② 青森県立農事試験場苹果（へいか：リンゴのこと）害虫研究所が落成しました。そ

の建設費は栽培農家の寄付金でまかなわれたとあります。

③「編集後記」に「病害虫駆除が自然均衡の破壊であるか、助長であるか・･意義は客

観的に解すべき・・」の一文があります。この時代から、そんな論議があったのです

ね・・・。

６）第二巻第二号(5年 2月)
① 山梨県立農事試験場が葡萄（ぶどう）フィロキセラ免疫性台木配付状況を紹介して

います。同農試では、大正 6年から研究に着手し、現在 37種を保有し、うち有望な 18
品種につき甲州、デラウェア等を接ぎ木して試験実施中です。大正 12年度から挿木
苗を配付、昭和 3 年までに 38,000 本を配付（県外配付 14,000 本を含む）しました。
②「農業用薬品価格表（昭和 5年１月調べ）」が掲載されました。
７）第二巻第四号(5年 4月)
蚕豆象虫分布調査結果（5 年 3 月まで報告分）が掲載されています。この時点で、
九州７県のほか、徳島、山口、広島、岡山、兵庫、大阪、京都、奈良、愛知の各府県

で発生が確認されました。

８）第二巻第五号(5年 5月)
鹿児島県大島郡早町村にミカンコミバエが発生したと報告されました。

９）第二巻第七号(5年 7月)
第七回中国四国農作物病害虫研究会が開催されました。

１０）第二巻第八号(5年 8月)
病害虫駆除予防協議会決定に基づく「稲熱病の発生と肥料との関係試験」の成績の概

要を掲載しています。

１１）第二巻第十一号(5年 11月)
① 福岡県、長崎県ではサンカメイチュウ三化期の発生が多いと報告しています。長崎
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県は「激甚」であり、早稲栽培地方で被害多く、県令を発して稲株切断又は堀取焼却

を指示したほか、今後に向けた移植期引下げ（被害回避）の決議も行われました。

② 農林省農事試験場の調査により、蚕豆象虫について東京府、千葉県、埼玉県、神奈

川県で発生が確認されました。

１２）第二巻第十二号(5年 12月)
① 福岡県は螟虫防除（二化?三化?）に関する告示を発し、4 郡の 12 ヶ村に稲株切断
を指示しました。

② 徳島県はサンカメイチュウ防除に関する県令を発し、10 郡の 50 ヶ村に稲株採取
焼却、湿田では土中埋殺を指示しました。

（５) 農林省指定（又は委託）による試験研究成績書

「農林省委托 稲黒椿象（イネクロカメムシ）二関スル研究成績」（石川県立農事試

験場報告 5年）
イネクロカメムシは江戸時代から被害を生じていました。大正 13年に未曾有の大発
生で、急遽同年度から研究を開始、昭和 2、3 年度には農林省の委託を受けて研究を
実施しました。

本虫の来歴、分布、研究史の後に、本虫の形態、経過習性を説明しています。駆除

法としては、「太苗、畦畔間挿苗設置」又は早植田により成虫を誘致（誘引のこと）

し捕殺と薬剤防除を行うこと、産卵期の浸水駆除及び幼令幼虫に石灰混合粉煙草の散

布を組合わせる防除法を確立しました。天敵に関しては金線カエル（?）、卵寄生蜂、
硬化病等 5種が挙げられ、特に家鴨(アヒル)の雛（ひな）が推奨されています。

（６）「萊菔（らいふく：ダイコンのこと）白菜害虫と其の駆除法」（長崎県立農事試験

場 5年）
主な害虫として蚜虫（アブラムシ類）、サルハムシ、キスジノミムシの 3 種の形態

と生態を解説し、主要駆虫剤として除虫菊木灰、除虫菊石鹸液、除虫菊加用石油乳剤、

デリス乳剤、砒酸鉛石灰液などを解説しています。

(元資料館長 森田健二）


