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平成29年5月30日号－4

「古書の楽しみ」 資料から見た病害虫防除史
昭和元年～10年 （都道府県等の出版物）

植物防疫資料館

１ 植物防疫を巡る動向

昭和 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（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。稲熱病対策として「綜合防除法」が確立し、昭和 9年に北海道
空知郡で水田 6万町歩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
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。

昭和 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。

２ 道府県の出版物等

（１）「農作物病虫害防除要覧」（埼玉県内務部 昭和 3年）
重要害虫 24 種の経過習性及び重要病害 14種の病状と、それらの防除法を１種につき１ペ

ージにまとめ、ニカメイチュウ、稲熱病、麦類病害、貯穀害虫については別に項目を立て

て丁寧に説明しています。県内の病害虫発生状況の調査結果、重要薬剤の製法、使用法も

解説されています。

（２）「果樹栽培要覧」（長野県立農事試験場 昭和 2、5、9年各改訂版）
多くの樹種を取り上げた栽培管理全般の指導書です。病害虫防除についてはそれぞれ樹

種ごとの薬剤散布暦の形で示しています。昭和 2 年版と 9 年版の比較をたとえばリンゴで
見ると、農薬散布回数が 6 回から 8 回に、袋掛けは 1 回から小袋掛けを加えた 2 回に変わ
り、また、老樹皮の剥（は）ぎ取り焼却が加わっています。

（３）「茶樹病害虫経過防除一覧」（静岡県立農事試験場茶業部 昭和 5年）
害虫 14種、病害 6種について、発生時期、薬剤散布時期を一表にまとめ、壁に貼るポス

ターの形に作った資料です。下段には主要殺虫剤、殺菌剤の調製法、使用法が解説されて

います。

（４）「稲二化螟虫第二化期被害茎(葉鞘変色茎)駆除講話要綱」(愛知県内務部 昭和 3年)
防除指導に当たる講師用の資料です。ニカメイチュウの形態、習性、加害様式、葉鞘変色

茎の検出法、摘採に当たっての注意事項等が解説されています。「この時期は螟虫発生の最

終期なるを以て、個人的防除を為すも他人の圃地より伝播する憂（うれ）い無し」とアピ

ールしており、全国的に一斉駆除を督励していることとの違いが面白いところです。
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（５）「螟虫誘致田耕種に関する注意」（福岡県 昭和 3年）
「主基齋田（すきさいでん）関係町村協議会」のための資料です。主基齋田とは、大嘗祭

（だいじょうさい：天皇即位の礼の後最初に行われる新嘗祭）で献上される新米を作る田

であり、昭和 3 年、昭和天皇の即位の礼で福岡県福岡市の水田がこれに選ばれ、現在、脇
山中央公園に記念碑があるということです。

主基齋田を螟虫の害から守るため、その周囲に、一般より早植えし、チッ素質肥料を多

用し、螟虫の蛾をおびき寄せて集中的に駆除する計画を検討した資料です。

（６）「螟虫二関スル講話要綱」（長崎県立農事試験場 昭和 3年）
講演会などで現地指導に当たる講師のための資料です。ニカメイチュウとサンカメイチュ

ウを対比する形で、経過習性や気象条件の影響を解説しています。

（７）「病虫害駆除予防法規 附 病害虫防除法」（北海道庁産業部 昭和 9年)
「害虫駆除予防法」関連法令、北海道の関連規則、通達等を収録しています。国との文

書の交換も掲載されている中に、明治 43年 5月 9日に、北海道庁長官から内務大臣宛に発
した「果樹の害虫駆除のため亜砒酸を水に混合したるもの・・・及び青酸加里をガスとし

て使用致したし・・・ご指導仰ぐ」に対して、同月 17日付け内務省衛生局長からの返電で
は「・・・の件は青酸加里に限り之を使用せらるるは差し支えなし。」とあります。農薬の

使用につき内務大臣の許可を必要とするルールがあったのか、北海道庁の場合の特殊な事

情なのか、背景はわかりません。

（８）「神奈川県柑橘検査規則」(神奈川県農産物検査所 昭和 8年)
輸移出される蜜柑は「農産物検査吏員」による検査を受ける（有料）こととされ、使用

する箱、俵は予め容器検査を受けることも規定されています。

輸出検査では病菌害虫の附着のほか、粒の整一や着色のような品質面も検査されます。

アメリカ合衆国に輸出するものでは果園検査も義務づけられています。

（９）「稲熱病防除法」(長野県内務部 昭和 8年)
当県では、昭和 2年（北信）、3年（紫雲英の栽培が多い地方）、7年（県内全般に近年稀

な大発生）に稲熱病の被害が多かったことをうけた指導書です。特に、紫雲英が豊作の年

には一反歩当たり 600 貫を限度として、余剰分は刈り取って桑園などに利用すること、当
県のように生育期が短い地方では追肥は行わない方が安全であるなどが記されています。

（１０）「長野県農事試験場報告第五号（大廿八星瓢虫の生態並びに駆除予防法）」

（長野県立農事試験場 昭和 9年）
オオニジュウヤホシテントウはナス科作物の大害虫ですが、生態の知見は確たるものが

なく、駆除剤について何が最適かの試験成績もありませんでした。この試験成績から、年

一世代のみで夏以前の羽化成虫もそのまま越冬し、春に馬鈴薯を摂食後に繁殖行動がみら

れることなどが明らかになりました。駆除には砒素剤の効果が高いことが確認され、幼虫

最盛期に散布することが推奨されています。

（１１）「農用殺菌、殺虫剤便覧(改訂再版)」（愛知県立農事試験場 昭和 6年）
昭和 4年の初版を 6年に改訂していますが、「改訂の主旨は薬剤量目の大部分をメートル

法に統一」することです。殺菌剤を予防剤（ボルドウ液、銅石鹸液等）と消毒剤（硫酸銅、

ホルマリン、ウスプルン等）に分けて編成しています。



- 3 -

（１２）「臨時報告第二号 柿に寄生せるルビー蝋虫の防除」

(奈良県立農事試験場昭和 9年)
柿の嫰（どん：若いこと）梢は薬剤に対する抵抗力が弱いため、従来の駆除法は採用出

来ないことから、昭和 4 年度から試験研究に取り組みました。冬期に松脂（まつやに）合
剤（カセイソーダ水溶液に松脂を加えて煮沸）を散布し、幼虫孵化期には同剤の 25倍液を
散布する経済的な駆除法を確立しました。

（１３）「重要殺菌、駆虫剤一覧」（奈良県立農事試験場 昭和 6年）
21 種の剤について、処方、調製法、使用上の注意事項、適用病害虫を一表にまとめ、ポ

ケットサイズに折りたたんだ資料です。

３ 農業団体等が発行した資料

（１）「山形県農会報 第 72号」（山形県農会 昭和 2年）
鈴木錬太郎氏が「殺虫剤の常識」について寄稿しています。この中で、殺虫剤の選択にあ

たっての注意事項として、「効力に不同がないこと（特に除虫菊、デリスのような植物由来

のもので注意）」、「薬害がないこと」、「使用方法が簡便であること」、「悪臭がないこと」、「貯

蔵中に変化しないこと」、「価格が低廉であること」を挙げています。

（２）「手毬虫（てんまるむし）の駆除法に就いて」（長野市農会 昭和 3年）
数年前から蔬（そ）菜に被害が見られ、長野市農会が、大正 15 年に県立農事試験場に試

験研究を依頼して実施された成績です。報告書では種名は記されていませんがオカダンゴム

シと思われます。オカダンゴムシは、明治時代に海外から侵入したと考えられているようで

す。駆除法としては、濡らした筵（むしろ）などを置いて誘致し、その下にサイアノガス（青

酸剤）､コクゾール（クロールピクリン剤）、石灰窒素などを散布しておく誘殺法を奨めてい

ます。

（３）「農事彙報 第 49号 蛍光誘蛾灯の稲作に及ぼす影響に就いて」

（長野県小県（ちいさがた）郡農会 昭和 3年）
100 ボルト 100 ワットの蛍光誘蛾灯を使用したところ、周囲で稲の生育異常が見られ、県

立農事試験場による調査の結果、①光源から半径 10尺（長さの単位：1尺は約 30.3 ㎝）以
内で稲の成熟遅延が著しいこと、②畦畔の大豆も生育が遅延すること、が明らかになりまし

た。今後の注意事項として、①誘蛾燈の光源は 3.40 燭光（光度を表す単位、白熱電球の 1
ワットが発する光の光度が１燭光。１燭光：1.0067カンドル）以下にとどめること、②設置
場所は水田から 10尺以上を隔てること、などが奨められています。

（４）「農村叢書（そうしょ）第三輯（「集」と同義）組合採種資料 米麦作の病害虫防除」

（静岡県農会 昭和 5年）
はしがきに「今や各所農産物価格の暴落に際会し利潤どころではなく労働報酬さえも日増

しに低減し、いわゆる自己搾取（さくしゅ）も其の極度に達し・・・」と状況の厳しさを述

べ、「之が尖（先）端的事業としては米麦優良品種の徹底と更新、しかも・・・組合採種に

・・・」と強調しています。静岡県は、大正 5年に農事試験場に原種圃を設置し優良品種の
普及奨励に努め、前年度にはその普及率は 47％であったとしています。

（５）「果樹病害防除講話」（京都府久世（くせ）郡農会 昭和 5年）
岡山県立農事試験場の鑄方（いかた）末彦氏の講演の記録です。
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冒頭、過去に病害虫に関する知識が無いままに果樹栽培を開始して経営が破綻した事例を

説明し、果樹栽培に病害虫防除が不可欠であることを強調しています。

次いで、石灰ボルドー液の効果を充分に発揮させるためには、予防散布すること、感染可

能期間中に繰り返し散布すること、降雨前に散布すること、病菌ごとの侵入部位を知ってそ

こに散布すること、樹種や時期に応じ処方を適切にすること、などが大事であると説明して

います。次いで、梨と柿の病害防除について詳しく説明しています。

（６）「螟虫防除二関スル調査」（兵庫県農会 昭和 2年）
県農会が県立農事試験場の援助の下に、大正 14、15 年に越冬虫駆除の効果を検証する試

験を実施した報告です。（同県では、従来ニカメイチュウ駆除は春の発蛾期以降にのみ実施

していました）

試験実施地区は毎年発生が多く、地形的に他から隔絶している神崎（かんざき）郡中寺村

のある集落が選ばれました。稲株を掘取って焼却（その所要労力は対策全体の 75%と多く
実行は困難として 2 年目は廃止しました)、稲藁（わら）全部を倉庫に収容し、クロールピ
クリンくん蒸（倉庫は既存の倉庫を目張りして使用）を行いました。従来通りの捕蛾採卵、

被害茎の切り取りも実施されました。成果を誘蛾燈の誘殺数で見ると、近隣集落に比較して

四分の一程度に減少し、反（面積の単位：１反は約 10㌃）当 2円 86銭の費用により、4円 57
銭の減損を防止出来たと試算されました。

（７）「螟虫防除委託試験成績」 (愛媛県伊予郡岡田村農会 昭和 5年度)
同農会が委託者となって村内で実施した試験の成績です。誘蛾燈に関しては、昭和 2年以

降「共同点火の効果」等について、4年からは「点火距離と効果比較」を開始し、32基の予
察灯を使用して誘殺数、坪刈による被害茎数のデータを表にまとめました。

薬剤駆除試験では、本年から第一化期、第二化期にわたり、注油駆除法、煙草木灰粉、ネ

オトン溶液（デリス製剤の一つ）、除虫菊木灰粉、除虫菊浸出石油（注油駆除法）の 5 剤を
供試しています。

（８）「島根県農会報九月号(通巻第 356号)」 (島根県農会 昭和 2年)
「農業の共同経営」の二つの事例報告があります。その中の一つ、那賀(なか）郡渡津（わ

たづ）村の事例は、耕地整理を実施した水田を中心に 2集落で「共同耕作組合」を組織しま
した。初年目の共同育苗から田植え終了まで順調に経過しています。今後、「病害虫駆除で

注油駆除を行うような場合は、従来の例により其の材料或いは材料に相当する金額を地主よ

り支出を仰ぐ考えである。」としていることが注目されます。

（９）「帝国農会時報第 7月号(通巻 67号)」(昭和 8年)
帝国農会は、道府県や郡、市町村の「農会」の中央機関というべき組織です。

農林省農産課の上遠章氏が「螟虫駆除法としての誘蛾燈及び薬剤散布」について寄稿して

います。このなかで、次の点が強調されています

①「誘蛾燈に飛来するメス蛾は産卵を終了したもの」という説が出て誘蛾燈は影を潜めるよ

うになったが、最近の研究で 7～ 8割の産卵能力を有していることが確認されたことを示し
て有効性を強調し、特に、労力の不足する所などで有効であること。

② 駆除剤ではニコチン系の剤が最も有効性が高い。殺卵効果も大きい。孵化幼虫の食入防

止には煙草粉、煙草石灰粉が有効で残効期間も長い。硫酸ニコチン石鹸液は、散布当日しか

効果はないが食入後 5日目までの幼虫に対して相当効果がある。
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（１０）「美唄(びばい)町農会主催第一回稲熱病防除成績書」 (発行時期不明 昭和 8年？)
稲熱病の「綜合的防除」について、北海道庁の事業で、この町に「特別防除地区」を設定

してモデル的に実践することになり、これに呼応して農会が品評会を主催し、その審査結果

の講評を取りまとめた資料です。農事実行組合を評価単位として個々の農家の採点結果を組

合ごとに平均し、その組合の評価点としています。公平のため、「特別防除地区（の水田）」

を 10 町歩以上含む 51 組合と、それ以外の 34 組合に分けて、それぞれのグループ内で比較
評価していることから、「特別防除地区」に限らず町の全水田で綜合的防除に取り組んだこ

とがわかり、稲熱病防除への熱意の強さが伺われます。

（１１）「大阪府農会報 第 276号」(大阪府農会 昭和 8年 6月)
「硫黄燻蒸法について」は大阪府立園芸学校教諭の永田治郎一氏の寄稿です。

温室園芸の害虫のうち赤壁虱（アカダニ）には駆除の方法がなく困っている。石灰硫黄合

剤やデリス剤などが使用されてきたが、隙間（すきま）に隠れた虫には効果がなく、薬剤費

も高価でした。青酸燻蒸等も効果は確実でないとしています。最近新たに用いられはじめて

いる「硫黄燻蒸」を紹介しています。

（１２）「長崎県農会報第 15巻 3月号」 (長崎県農会 昭和 8年 3月)
長崎税関植物検査課の野田氏が、「長崎港に於ける輸出百合根に就いて」を寄稿しています。

長崎港は、現在では横浜に次ぐ百合輸出港になったと現状を紹介した上で、百合根壁蝨（ネ

ダニ）を中心に、注意事項を解説しています。

（１３）「駆虫用粉煙草の研究報告」(日本煙草屑（くず）利用協会 昭和 9年)
鹿児島高等農林学校の教官 2 名と「鹿児島化学研究所」（鹿児島県に所在した農薬メーカ

ー）の技師 2名の共著で、記事からは、後者の販売促進用の資料と思われます。
粉煙草のニコチン含量は、品種、産地により大きな差があり（バージニヤ種 4.8 ％、オハヨ
ー（オハイオ州のこと）種 0.68 ％）、また、一本のタバコ植物体でも葉位によって差がある
（丸葉煙草種で土葉 1.33 ％、天葉 2.67 ％）こと。煙草抽出液と硫酸ニコチンのニコチン含
量を同一に調整した薬液を用いた殺虫試験で、前者は後者の二倍の殺虫力を示し、粉煙草に

はニコチン以外の殺虫成分があると推論されること。石灰粉を混用すれば、煙草粉のみの施

用に比べ効力が高いこと。等のデータが示されています。

(元資料館長 森田健二）

－資料館からの「古書の楽しみ」は終了いたします－

「古書の楽しみ」は、当資料館収蔵の資料から、明治から昭和初期

発行の資料を整理し、農業・農村の現場での出来事や現場技術の

発展に焦点をあて、年代ごとに紹介してきました。

平成24年10月から掲載してまいりましたが、今回が最終となります。

長い間、ご愛読いただきありがとうございました。


