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平成29年4月26日号－2

「古書の楽しみ」 資料から見た病害虫防除史
昭和６年～10年 （農林省の出版物）

植物防疫資料館

１ 時代背景

5年は米は豊作でしたが、6年、9年は東北地方は冷害に見舞われました。

7年に「救農国会」（第63回帝国議会）が開催され、救農土木事業、負債整理を柱とす

る「時局匡（きょう）救計画」が策定･実施されました。又｢自力更生運動」の展開、総て

の農村に販売、購買、信用、利用の4事業兼営の産業組合の設立推進、農事実行組合の設

立推進等が行われました。

9年に凶作に関する技術的調査が行われ、新品種の育成、栽培法改善に関する試験を行

い、その普及を図る「東北地方凶作防止に関する計画｣が策定、推進されました。

4 年（1929 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。米価対策として 6年以降「米榖法」の改正を
経て、8 年には「米榖統制法」を制定し、国による米の無制限の買い入れ売り渡しが開始
されました。

また、「農家は経営の多角化をもって恐慌に対抗し、2 ～ 4 年と 9～ 11年で農業生産指
数を比較すれば、農業総合では +2.7 %になった中で、果実 +20. 4 %、野菜 +19. 1 %、工
芸作物 +27. 2 %、畜産 +43. 3 %」を示しています（農林水産省百年史 中巻）。

7年には「五・一五事件」が、8年には昭和三陸地震津波がありました。
6年（1931年）には柳条湖事件に端を発して満州事変が勃発し、8年（1933年）には日

本が国際連盟から脱退するに至りました。

２ 植物防疫を巡る動向

稲熱（いもち）病対策として「綜（「総」と同義）合防除法」が確立し、9 年に北海道
空知郡で水田 6 万町歩（面積の単位：1 町歩は約 1 ㌶）に実施して好成績をあげました。
螟虫防除対策としては、電灯（60W）あるいは青色蛍光誘蛾燈の点灯計画を策定、奨励し、20
万町歩にまで普及しました。浮塵子（ウンカ類）の注油駆除法において、除虫菊石油の使

用により石油の節減が可能となりました。

7 年度から「第二次小麦増殖計画｣が実施される中で、10 年度から「雪害防除奨励施設
（｢施策｣といった意味）」により麦菌核病（雪腐病のこと）に対して銅製剤の散布による

予防を奨励しました。

３ 農林省農事試験場の出版物

（１）「昭和八年度農事試験場事務功程」（9年）及び「昭和九年度 同」（10年）
病害研究では、「水生菌の寄生に起因する稲苗腐敗病」が取り上げられ、また、「沃度
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（ようど：ヨウ素のこと）加里を施用（土壌への施用）し稲熱病・・発生顕著に軽減せ

らるるものあるをみとめ」試験するとあります。益虫及び害虫に関する研究では、米国

昆虫局から提供された梨姫心喰虫の寄生蜂 3種を神奈川、静岡、山梨の 3県で放飼し、
また、二化螟虫の幼虫寄生蜂（フィリピン産）を愛知県で放飼したとあります。

依頼による農薬の効力試験は、6年度には 2件、8年度には 6件実施しました。
（２）「農事試験場彙（い）報」

１）「農事試験場彙報第二巻第一号」（7年）
①「二化螟虫の胚子の発育に及ぼす硫酸ニコチンの影響に就いて」は、硫酸ニコチン

の殺卵性の研究であり、胚発生の過程で硫酸ニコチン処理された卵は産卵後 5日目に
死亡することを観察し、神経、気管系が形成された時点で殺卵効果が現れるものと推

定しました。

②「二化螟虫の査定並びに分布に就いて」

二化螟虫の種の記載は、従来、「概して外観によれるものにして、精細なる形態観察

を欠ける所少なからず」として、東アジア各地び南洋方面から標本を収集して比較検

討し、2つの種に分類し、精密な記載を行いました。日本に棲息する C. simplexは広
い範囲に分布し、他の一種はインドのみに棲息するとしています。

２）「農事試験場彙報第二巻第二号」（8年）
「Sclerospora graminicola （Sacc.）Schroet.の担子梗、分生胞子及び卵胞子の生理学

的研究」は、粟などのササラ病の病原菌の研究です。従来、担子梗、分生胞子は夜間

に形成されるとする説がありましたが、病斑が湿っている事が必要条件で、光線の有

無に左右されないことなどが確認されました。

３）「農事試験場彙報第二巻第三号」（9年）
①「二化螟虫の等発生帯に就いて」では、実験からニカメイチュウの発育限界温度

12 ℃、有効積算温度 796.35 日度を求め、中央気象台の気候表から各地の総有効積算
温度を求めて、各地の理論上の発蛾回数を求めました。

②「二化螟虫の夜間活動性に就いて」では、「螟蛾活動自記記録装置」を考案し、光

環境が「明→暗」「暗→明」に変化した後、活動期が、一時休止を挟んで 2 回ある事
を明らかにしました。

４ 農林省農務局の出版物

（１）「農事改良資料」（農林省農務局）

１）「農事改良資料第二十号 稲熱（いもち）病ノ防除二関スル試験研究成績第一報

（稲品種ノ稲熱病抵抗性に関スル試験研究成績）」（6年)
大正 13年度以降、岡山県に委託して実施された試験研究の報告です。
①「栽培地ノ異同並二出穂期ニヨル頚（くび）稲熱病抵抗性ノ変化二関スル試験」で

は、全国から取り寄せた各地の「抵抗性品種」を栽培し、その結果から「抵抗性」を、

早晩性による「回避」と「真の抵抗性」に区分して説明しています。

②「葉稲熱病抵抗性と頚稲熱病抵抗性との関係試験」では、品種｢愛国｣等は葉いもち

抵抗性が強いにも関わらず頚いもち病には罹病性、「亀治｣等は葉、頚ともに強く、「晩

白笹」等は葉いもちには弱いが頚いもちには強く、「神力」等はともに弱いことが示

されました。
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２）「農事改良資料第四三号 稲熱病ノ防除二関スル試験研究成績 第二報(稲熱病菌ノ

生活力及第一次発病ノ防止二関スル研究成績)」(7年)
大正 13年度以来、長野県に委託して実施された試験研究の報告です。
苗代及び本田で、節稲熱病被害藁(わら)を、中央部あるいは畦畔に置き、あるいは

切り藁として散布すると、発病時期が早くなり、あるいは急速にまん延し、枯死など

激しい被害を生じることを観察・記録しました。

被害藁を堆肥にする場合のいもち病菌の生活力試験では、新鮮堆肥(温度 50～ 61 ℃)
の中では一時間でいもち病菌は死滅することが認められました。

３）「農事改良資料第四七号 稲熱病ニ関スル研究 第二報」(7年)
昭和 2年度以降、京都帝国大学に委託した研究の成績書です。
稲熱病菌の寄主体侵入に関する実験では、稲苗に対する侵入には 24～ 28℃が適温

であること、胞子の発芽と発芽管の伸長は暗所で良好であること、土壌含水率が低い

条件で、また落水時期が早いほど感染度が高いこと等が認められました。

「土壌恒温槽」を用いた実験から、稲の抵抗性は土壌温度 28 ℃で最も大きく、土壌
温度がこれを離れるほど小さくなることなどが示されました。

４）「農事改良資料第四八号 小麦其ノ他麦類ノ菌核病(雪腐病のこと)ト其防除」(7 年)
北海道、東北、北陸地方のような積雪期間が長い地方では、「雪腐」、「冬枯」と称

する腐敗のため、麦の多収穫栽培は不可能とされ、栽培面積は減少していました。

明治 43年に本病は菌核病である事が明らかとなり、大正 12年に石灰ボルドウ液そ
の他殺菌剤の散布により、本病を防止し反当二石（体積の単位：１石は１升の 100倍、
約 180㍑）以上の増収も可能となり、小麦増殖計画の実現も「敢えて難事にあらず」
としています。

５）「農事改良資料第五二号 螟虫二関スル研究第一報 つとが亜科ノ分類」(8年)
「 同 第九十号 同 第二報 おほめいが亜科ノ分類」(9年)
昭和 2年度以降、東京帝国大学に委託した調査研究の成績書です。
前者は「ニカメイガ(二化性螟虫)」を含む 38 種の、後者は「イッテンオホメイガ

（三化性螟虫）」を含む 13種のそれぞれ分類学的研究です。ニカメイチュウ、サンカ
メイチュウは、誘蛾燈に近縁類似の蛾が多く誘殺され、的確に見分けることが容易で

なく、予察灯の誘殺データに誤差を生む原因と指摘されていました。この研究は、こ

うした問題に答えようとしたものと思われます。

６）「農事改良資料第六四号 稲熱病ノ防除二関スル試験研究成績第三報(自給肥料ノ

施用ト稲熱病トノ関係)」(8年)
昭和 4年度以降、長野県を指定して実施させた試験研究の成績書です。
紫雲英(レンゲのこと)など自給肥料の施用が盛んになるに伴い、施用法を誤って稲

熱病の被害を受ける例が少なくないことから、この試験研究を委託したとあります。

チッ素、リン酸、カリの配合を変えた栽培試験により、チッ素の施用量の増加に伴

って頚いもち病の発生が多くなり、また、チッ素が多い条件ではリン酸、カリの施用

量増加は発病を著しく助長する傾向が認められました。

紫雲英を多用する場合、生のままの施用は乾燥したものより、また施用時期が遅い

ほど多発することも認められ、施用時期は遅くとも田植えの 20 日前までにするべき
であるとしています。
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７）「農事改良資料第六六号 稲熱病ノ防除二関スル試験研究成績第四報（挿秧(田植

えのこと）期の早晩及び直播栽培と稲熱病トノ関係試験）」（8年）

大正13年度以降、岡山県に委託して実施された試験研究の報告です。

田植えの時期を、5日間隔に変えた試験で、田植え時期が遅いほど葉いもち、頚い

もちの発病が多い傾向が見られることから、「品種の抵抗性試験」を「晩播晩植」の

試験田で行うことにより、従来、人工接種しても発病程度に顕著な差が見られなかっ

たり、「肥料用量法」では多肥区の稲が倒伏して調査不能となるような問題が解決出

来ることを提唱しています。

８）「農事改良資料第七九号 螟虫ノ防除二関スル試験研究成績第一報（螟虫卵寄生蜂

保護利用二関スル試験 他）」（8年）
農林省が山口県立農事試験場を指定して実施させた試験研究の報告です。

「益虫(天敵のこと。ここでは卵寄生蜂)保護器」の効果を確認するため、「保護区」、

「採卵区」、「放任区」を設け、それぞれを中心に 8 方位の直線上 180 間(長さの単位
：1 間は約 180 ㎝)まで等距離に 6 ヶ所の調査地点を設けて、卵寄生率、被害茎歩合
を調査しました。この結果、「保護区」は他の 2 区に比較して卵寄生率が 20%高いこ
と、被害茎歩合が低いこと、「保護区」から 30間の地点ではそれ以遠に比較して卵寄
生率が 10%以上高いこと等が見られました。

９）「農事改良資料第九二号 東北地方二於ケル昭和 9年ノ水稲凶作状況調査成績概要」
(9年)

稲が冷害を受けた東北 6県で、県内地区別に品種、用水、施肥その他栽培管理等の
違いに着目した被害様相の調査を行った報告です。

品種ごとの生育状況の記載中に、たとえば、「宮城 19号・・早稲種にして穂頚稲熱
病の被害少なく・・・」のように病害虫に関する記述が見られます。気象条件の影響

で稲熱病、馬鹿苗病等が多発生となったほか、稲苗腐敗病、泥負虫、葉潜蝿などの被

害で成熟期が遅延し冷害が助長された事が指摘されています。

１０）「農事改良資料第九三号 稲熱病二関スル研究 第三報」(10年)
北海道帝国大学に委託した研究の成績書です。

第一次発生源対策として種子消毒と藁の処分の重要性に関して研究を深めました。

種子消毒については、昇汞(しょうこう)及びフォルマリンが有効と認められ、稲藁処

理については、「実地の応用に関しては今後の研究を要する」としています。

この中に「北海道二於ケル稲熱病奏功」の報告があります。「稲熱病の綜合的防除

法」の研究成績を受けて、北海道庁は 8 年に「稲熱病防除集落」2 ヶ所の設置、9 年
には 8 支庁の水田 12 万町歩に「庁令」を発して稲藁の処理、初期発生株の刈り取り
を推進、また、9 年には空知支庁で「強制防除」を強力に推進した結果、冷害条件下
でも「善く 4、5 俵の収穫を上げ豊穣（ほうじょう：豊作のこと）満悦の好運を見る
に至れり」と述べています。

（２）「病害虫時報」（農林省農務局農産課）

4 年 7 月から発行された月刊誌です。8 年 1 月をもって廃刊し、それ以後は「農産彙
報」に移行しました。めぼしい事項のみをご紹介します。
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第三巻第一号(6年 1月)
熊本県は螟虫防除に関する命令を発し、3 郡の 7 ヶ村に稲株処理(土中埋設)を命令し
ました。

第三巻第三号(6年 3月)
編集後記に、「昨年来の未曾有の農産物価格の下落に辟易(へきえき)したる農家に対

する今年の駆除予防督励は経済的にも思想的にも相当困難を来しはせぬか憂へらる」

と記しています。

第三巻第四号(6年 4月)
①「茶の害虫駆除用として砒素剤の使用禁止に関する件」(6 年 2 月 16 日付農局第 462
号)を掲載し、撒布から 30日経過後に摘採・製茶した製品からも砒素が検出しうるこ
とが試験で明らかになり、又、英国で砒素含有の理由で輸入拒絶の事例があったこと

を紹介し、このため砒素剤の使用を禁止したとしています。

② 奈良県は「西瓜蔓(つる)割病駆除予防命令」を廃止しました。これまで、株、茎、

葉、敷藁の焼却励行の結果「相当の効果が認められ、農家自覚の域に達したるを以て」

県令を廃止すると記しています。

第三巻第八号(6年 8月)
① 道府県及び農事試験場あてに「本年は天候不順にして病害虫の発生状況も例年と相

当事情を異にするものあれば・・報告ありたし」と通達されました。

② 北海道十勝岳噴火における泥流の地帯に飛蝗(トノサマバッタ)が発生し、上川支庁

令を発し、延べ 1 里半(里は距離の単位：1 里は 3.927 ㎞)に及ぶ明渠を堀り、在郷軍
人を動員して 40町歩の笹の刈取、焼却等により防除に努めました。

③ 埼玉、福井、奈良、京都、徳島、愛知、茨城、静岡の各府県がニカメイチュウの多

発を報告しています。

第三巻第九号(6年 9月)
① 福岡県は、代表的落葉果樹産地である新田原(しんでんばる)果樹栽培地帯で、うち

210 町歩余で昨年夏の旱魃、今冬の甚だしい寒害、5 ～ 7 月の低温多雨寡照により、
梨に赤星病、黒星病、黒斑病が大発生し、桃は胴枯病で伐採樹が数百本、又湛水によ

る根腐病で枯死も続出していると報告しています。

② 兵庫、岡山、香川、徳島各県が螟虫発生状況を報告しています。第一回成虫の発生

が遅れ、本田への飛来、産卵が多く、第二回成虫も多発となり、「株絶え」も見られ

る程大きな被害を生じました。

第四巻第二号(7年 2月)
高知県は､三化螟虫駆除の県令を発して、稲株の抜取り又は土中埋設を指示しました。

第四巻第三号(7年 3月)
「農用薬剤取扱方に関する件」として、毒劇物である農用薬剤について、購入斡旋者

及び使用者の不注意で砒酸鉛による中毒の事例があったことに対応して、注意を促す

通牒が発せられました。

第四巻第四号(7年 4月)
沖縄県は、6 年における黄色螟虫（甘藷シンクヒハマキ）、紫螟虫（イネヨトウ）、白
螟虫(ツマキオホメイガ)駆除成績を報告しました。（三色が並んでおもしろいので紹

介しました。）
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第四巻第五号(7年 5月)
東海近畿農事試験場長協議会、九州農事試験場長協議会が開催されました。

第四巻第六号(7年 6月)
① 螟虫に就いて、「昨年の発生大なると本年の冬期温暖なりしとのため越冬幼虫の数

多く・・・予察灯の点灯・・稲株中の越冬虫の生存歩合、化蛹歩合、化蛹時期、羽化

出現時期の観察を為し予め充分な対策を講ぜられたし」と指示しています。

② 熊本県は「螟虫防除に関する県令」を発し、「・･左記地区内に於いて栽培する水稲

は 6月 5日以前に播種をなすことを得ず」と、播種時期の引き下げを命令しました。
③ 九州農事試験場長協議会決議事項の中に「新販売殺菌殺虫剤の効果に就いて連絡調

査を行いその成績を「責任県」に送り、責任県が取りまとめて本省及び各県に通知す

る」という一項が有ります。

第四巻第七号(7年 7月)
① 二化螟虫の発生状況について、各県の報告は次の通りです。

静岡県 試験場水田採卵数は「一反歩当たり 5千卵塊と実に夥しい数に達せり｣
岡山、長野、愛知、滋賀、大阪、兵庫、高知の各府県から、最盛期は平年と大差なく、

発生数は多いとの報告が出されています。

② 静岡県は、茶の赤ダニの発生甚だしく、一番茶収量に影響大と報告しています。

第四巻第八号(7年 8月)
①「本年は各所に稲熱病の発生激甚なる趣なるも其の報告を得たるもの極めて少数」と、

報告を怠っていることに苦言を記しています。

② 稲熱病について、愛知、石川、長野、静岡、兵庫(山間部)、奈良(山間部)の各県か

ら多発の報告。石川県では、収穫皆無もみられています。長野県では、6 ～ 7 月多雨
に加え、養蚕不況により桑園用に手配した肥料を水田に投入し、多肥となった事も一

因かとしています。

第四巻第九号(7年 9月)
① 稲熱病の発生について、各県の報告は次の通りです。

山口県「多い」、宮城県「山間部に発生」、秋田県「平鹿郡仙北郡等で多い」、新潟県

「北蒲原郡その他でまん延の兆し」、静岡県「山間部に多い」

② 二化性螟虫の発生について、各県の報告は次の通りです。

山口県「発生頗る長期に亘り発蛾が多い」、宮崎県「田植え時期が早い地帯で被害激

甚」、岡山県「発生時期遅延」、静岡県「誘殺数は大発生であった昨年並み」

第四巻第十号(7年 10月)
① 稲熱病の多発を、北海道、栃木県、長野県が報告しています。

② 二化性螟虫の発生について、各県の報告は次の通りです。

福岡県(近年稀な多発)、栃木県(やや多い)、山口県(第一化期多かったが第二化期は

案外少ない)

第四巻第十一号(7年 11月)
① 稲熱病の多発を、北海道、鹿児島県、島根県、愛知県が報告しています。

② 新販売殺菌殺虫剤の効果に関する連絡報告 長崎県は次の通り報告しています。

瑞穂殺虫油 ツマグロヨコバイを供試し、反当 5 合～ 1 升の注油駆除法で殺虫率 95
～ 100%(石油より効果が大)
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仁王殺虫液 梨緑蚜虫(アブラムシ類)、柑橘蚜虫を供試して 50～ 70倍液で殺虫率
100%

第五巻第一号(8年 1月)
神奈川県、静岡県は、柑橘樹脂病の防除指導に努めていると報告しています。両県共

に、前年 11月 15日の暴風雨被害に対応するものとしています。
(これをもって病害虫時報は最終号です。)

（３）農林省指定(委託)による試験研究成績書

１)「昭和七年度農林省指定 螟虫駆除予防試験成績」(愛知県立農事試験場報告 8年?)
「昭和九年度 同 同 」（ 同 ?年)
薬剤駆除に関する試験では、煙草粉、煙草石灰粉、硫酸ニコチンを供試し、ポット

法による幼虫喰入阻止効果試験、幼虫殺虫試験、また、圃場における総合効果試験を

実施しています。「天敵保護利用に関する試験」では、石井小蜂の放飼試験（コナマ

ダラメイガを餌として飼育）を行いました。

２)「農林省指定 ウリバイに関する研究成績」（島根県立農事試験場報告 8年）
島根県では大正 14 年度からウリバイ（ウリハムシ）の経過習性に関する研究を実

施し昭和 2年度から農林省の指定試験研究として実施した成績書です。
本虫は年一化性で成虫で越冬し、成虫の食餌植物は瓜類のほか翠菊、菜豆など数種

の植物が確認されました。防除法として、成虫の食害予防には砒酸鉛加用ボルドー液

撒布は有効ですが、小苗の間は薬害の恐れがあるので、麦の畦間に植え付け、あるい

はパラフィン紙被覆で成虫の飛来を遮断することを奨めています。殺卵効果が充分な

農薬は得られませんでした。幼虫駆除にはデリス剤が最も有効でした。

（４）「病害虫駆除予防ノ効果顕著ナリシ事例」（農林省農務局 9年）
道府県から提出された病害防除 32件、害虫防除 40件の現地事例報告が収録されてい
ます。

（５）「種苗ト共二伝播セル病害虫ノ種類及其ノ病害虫二依ッテ蒙(こうむ)レル損害ノ概

要」(農林省農務局 9年)
都道府県からの報告集です。過去に道府県内に侵入定着して現時点まで被害を生じ

ている事例(岡山の小麦条斑病、多くの県のルビー蝋虫など)、新植や災害からの復旧

などのため導入した種苗に病害虫が附着していたため被害を生じた(多くの県の紫雲

英(レンゲ)菌核病、苗木の紫紋羽病など)等、多数の事例が掲載されています。

（元植物防疫資料館長 森田健二）


