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           2020年 12月 24日号－3 

資料館だより（その 10） 
日本植物防疫協会 資料館 
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～ デジタル資料館へ公開資料を追加 ～ 

 

 年の瀬も近づいてきました。今年は、新型コロナウイルス感染症の流行でいろいろと予

定が狂ってしまった方も多かったのではないかと思います。不要不急の外出を控えるよう

に呼びかけがなされる中、皆様に資料館にご来館いただくことも難しい状況が続いていま

す。私も、一部在宅勤務となるなど昨年は予想もしていなかった事態となりましたが、資

料館業務は概ね予定通り進んでいます。 

 

さて、今月はデジタル資料館の 2つのサイトに新しい情報を追加しました。 

12 月 1 日に、「植物防疫アーカイブ」サイトに月刊誌「植物防疫」の第 37 巻から 46

巻および 71巻を掲載して公開を開始し、12月 17日に「古書復刻版」サイトに、デジタル

化した古書の追加掲載作業を行い公開しました。「古書復刻版」には、今回は明治 30 年

代～40年代の農商務省農事試験場発行の「農事試験場報告」や都道府県農事試験場発行の

「試験成績」など 29冊を掲載しました。 

今回追加公開した古書の中からいくつかを紹介いたします。 

「農事試験場特別報告第 14 号」（明治 34 年農商務省発行）は、明治 32 年に徳島県那

賀郡で発生し、大被害をもたらしたサンカメイチュウの発生経緯と防除について、農事試

験場の技師である木幡氏が現地に入り調査した事例の報告です。この防除には、官民挙げ

て全力であたり、多くの公費が投入され、また、この虫害のために明治 33 年に新たな法

律「虫害地地租特別慮分法」が公布されており、明治 32 年の徳島県に於けるサンカメイ

チュウの被害の大きさが推測出来ます。「農事試験場特別報告第 16号」（明治 34年農商

務省発行）は、青森県に於けるリンゴの栽培法についての調査報告です。青森県でどのよ

うにりんごの栽培が始まったのか、リンゴ王国青森県の嚆矢となる出来事から、りんご栽

培の沿革や調査時における栽培状況などまでが詳しく記載されています。同じくりんご栽

培についての調査報告は、島根県農林学校の学友会誌「農林第 3 号」にも掲載されていま

す。こちらは学生による島根県大根島におけるりんご栽培の沿革と現状（明治 36年当時）

についての現地調査報告です。現在、島根県でのりんご生産は統計資料で確認することが

出来ませんが、調査当時は関西方面への出荷を目指して高収益が見込めるリンゴ栽培に励

む様子が紹介されています。青森県の調査と合わせて読んでみても面白いのではないでし

ょうか。また、明治 30～40年代の都道府県の農事試験場の試験成績等を 13報掲載しまし

た。この中で、岡山県立農事試験場「農事試験成績要報第三報」は麦類の黒穂病の防除試

験成績で、この病害の有効な防除法として、現在使用されている温湯浸漬法と同じ 55℃ 

5分間の処理が推奨されています。 

行政関係の資料では、「岐阜県公報 岐阜県令第二十号害虫駆除予防規則の制定」（明治



- 2 - 

 

42年）に、法律「害虫駆除予防法」で指定された病害虫のうち岐阜県内で駆除すべき害虫

・病害の種類を指定し、病害虫発生を確認した際の対応について規定されています。耕作

人が病害虫の発生を確認した場合は、市町村長または警察に届け出てすぐに防除に着手す

ることとされています。警察に届け出るという部分を読んだときは、かなり違和感を覚え

ましたが、更にこの規則には罰則規定が設けられており、病害虫発生の届けを怠ったり郡

長に命じられた防除のやり直しを行わなかった場合は、拘留又は科料に処することとなっ

ています。ちゃんと防除しないと警察に捕まってしまうのです。厳しいですね。 

毛色の変わった資料として、北海道庁から発行された「明治四一年三月移住者成績調査

第二編」（明治 41 年）があります。これは、他県から北海道に移住した者の成功事例集

です。個人および団体の事業の成功例を紹介していますが、個人情報満載の内容で、紹介

の仕方は、日本経済新聞の「私の履歴書」のような趣です。このほか、各種害虫の図解な

どいろいろな資料を公開しています。 

ステイホームの今、年末年始のお休みにネットで読める「デジタル資料館」の資料でお

楽しみいただければ幸いです。 

      （資料館長 植野節子） 

 

 

【２０２０年度デジタル資料館公開古書】 

書 名 発行年 発行元（著者） 

農事試験場報告 第 29号 1904 年（明治 37 年） 農商務省農事試験場 

農事試験場特別報告第 14号 
(徳島県下二発生セル三化性螟虫駆除予
防二関スル報告) 

1901 年（明治 34 年） 
農商務省農事試験場 
（小幡健吉） 

農事試験場特別報告第 16号 
(青森県二於ケル苹果栽培法) 

1901 年（明治 34 年） 
農商務省農事試験場 
（岩淵直治） 

農事試験成績題 1報夏作の部 1901 年（明治 34 年） 茨城県農事試験場 

農事試験成績第 2報夏作の部 1899 年（明治 32 年） 長野県農事試験場 

新潟県農事試験場月報第 24号 1901 年（明治 34 年） 新潟県農事試験場 

害虫試験成績報告第 5 報 
(褄黒横這と萎縮病の関係に関する研究) 

1904 年（明治 37 年） 滋賀県農事試験場 

農事試験成績報告第 6/7 
(大小稞麦及び蕓薹に関する裏作試験等) 

1900 年（明治 33 年） 滋賀県農事試験場 

農林 第 3号 1903 年（明治 36 年） 島根県農林学友会 

作物害益虫標本説明 1899 年（明治 32 年） 丸山方作 

害虫駆除予防に関する抄録 1899 年（明治 32 頃年） 静岡県農会 

大阪府農会事業報告 1900 年（明治 33 年） 大阪府農会 

明治 33年螟虫駆除事績報告 1901 年（明治 34 年） 熊本県内務部第４課 

稲の螟虫に就て 
（螟虫駆除法） 

1897 年（明治 30 年） 
有隣堂 
(大塚由成) 

農事試験場特別報告第 26号 
(介殻虫に関する調査成績) 

1911 年（明治 44 年） 農商務省農事試験場 

作物病害虫防除の栞 1912 年（明治 45 年） 東京府立農事試験場 
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書 名 発行年 発行元（著者） 
農事試験成績第 28報 
(害虫病理二関スル事項) 

1909 年（明治 42 年） 
神奈川県立農事試験
場 

農事試験成績第 24報 
(夏作之部) 

1910 年（明治 43 年） 長野県立農事試験場 

農事試験成績第 14報 
(病虫二関スル事項) 

1910 年（明治 43 年） 静岡県立農事試験場 

成績要報第 10 
 (ボルドウ合剤) 

1907 年（明治 40 年） 新潟県農事試験場 

農事試験成績報告第 23 
(病虫之部) 

1910 年（明治 43 年） 新潟県農事試験場 

農事試験成績第十六報 
(病虫害ノ部) 

1908 年（明治 41 年） 岡山県立農事試験場 

農事試験成績要報第三報 
(麦類黒穂病ト斑葉病) 

1911 年（明治 44 年） 岡山県立農事試験場 

明治四十一年三月 移住者成績調査 
第二編 

1908 年（明治 41 年） 北海道庁 

岩手県農会報第 78号 1910 年（明治 43 年） 岩手県農会 

静岡県茶業研究会報第 4号 1907 年（明治 40 年） 静岡県茶業研究会 

岐阜県公報 
(岐阜県令第二十号 害虫駆除予防規則
の制定) 

1909 年（明治 42 年） 岐阜県 

南園雑誌第 10号 1908 年（明治 41 年） 熊本農業学校校友会 

農事雑報第 11年第 127号 1908 年（明治 41 年） 農事雑報社 

 

 

 

 


