
  
  インドネシア国(ジヤワ島)の鼠害

  誌名 茨城県病害虫研究会報
ISSN 03862739
著者名 高野,誠義
発行元 茨城県病害虫研究会
巻/号 4号
掲載ページ p. 7-11
発行年月 1965年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



特別 講 演

インドネシア国（ジャワ島）の鼠害

農業改良課 高野誠義

◎ まえがき

東南アジャの諸国には野鼠の被害が多いということは以前から聞き及んでいたがインドネシ

ア国でも国をあげて野鼠の駆除対策について急を要していた。この折に農林省農林水産技術会

議管理課より連絡があり結局野鼠駆除対策立案のための技術援助のために短期間で現地数ケ所

の水稲の被害の実態を下調査して来るよう命令をうけた。

昭和 38年 11月27日から 12月17日までの 5週間「インドネシア国の農業事情調査」

という海外出張の命令を県からうけたが外務大臣より与えられた命令は「インドネシア国の野

ねずみ駆険指浮」であり帰国してから「インドネシア国の野ねずみ実態調査及び駆除指導」に

なった。

短期間であったので詳細な調査はできなかつたがジャワ島の鼠害について見たり．聞いたり

調ぺたりしてきた範囲にてその概要を報告する。

◎ インドネシアという国

インドネシア共和国は．束経 95°から 141°まで東西5,111Km.北は北緯60から赤道をこ

えて南緯 1 1 ゜まで， 1.888Kmにおよぶ広大な地域に展開し• ジャヮ，スマトラ• カリマン

クン（ボルネオ），スラウエシ（セレベス）など大きな島をはじめとして約 3.D D Dにおよぶ

多くの島からなりたつている。国土の総面積は日本の約 4倍•人口は統計上低ぽ日本と同じ位

である力り実際には 1億を超えているのではないかと推定される。

赤道直下であるから太陽のエネルギーは申し分なく甘受できるし，雨量も決して少なくはな

い。したがつて植物の生育には恵まれた土地柄である。しかもバレンバンや北スマトラ等の石

油資源があり•石炭もかなりの埋蔵量があると推定され，利用法さえ究明されれば無限の鉄鉱

資源となり得るラテライト鉱床を有し，またアルミニウムの原石であるポーキサイドに富み．

錫•銀•その他の鉱産物もある。要するにきわめて資源に恵まれた国である。

3 D 0年にわたるオランダの植民地政策にあえき．，さらに日本の占領下の経験をも味わぃ，

戦後自からの手で独立をかちとり，スカルノ大統領の下に指導民主主義の旗じるしをかかげ・

国づくりの意気に燃えている新興民族主義国家・それが今のインドネシア共和国である。 5~

6年前は日本の東海道にも比すべきジャカルクーバンドン間の幹線道路さえ交通が危険だとい

われた反乱軍の動きも今ではi庄とんどその影をひそめ， 1昨年はついに懸案の西ィリアンをオ

ランダの手から解放することに成功した。その間軍政下における軍事偏重からくる経済成長の

遅滞，一般生活消費材の不足，その原因となった極端な外貨事情のひつ迫，そのようなことか

-7-



らインドネシアの現状は他の東南アジア諸国にくらぺて決してよいとはいえないのが一般論で

あろう。しかしたがら・豊富な資瀕を活用してこの国が意欲的な国づくりを推進して行くとす

れば将来ィンドネシアほど希望に満ちた国はないのではないかと考えられる。

この国の現状については地域別の面積と人口とから非常に特異的なのは•国土面積のわずか

7'I, にしかすぎない• 日本でいえば東日本と同じ程度の面積のジャワ島に，実に全人口の 65 

'1,.6,300万人が集中していることである。したがつてその人口密度は世界屈指の高さを示

している。一方バリ島を除く地域ではいずれも非常に人口が稀薄である。ジャワ島では段々の

水田が多く•かなりの傾斜地にもキャッサパが栽培されるなど無数の火山の間を縫つて利用で

きる限りの土地が利用され•集約化されているように見受けられる力り西ィリアンは別として

も•カリマンクンやスマトラでは広大な土地がジャングルにおおわれて眠つている。しかも同

じジャワ島内でも•都市人口の増加は特に急激で•極端なアンバランスが是正され．未開発の

外領地域で開発が進められることが・インドネシアの饒全な発展のために必要かくぺからざる

ものと考えられ・さた政府もカリマンクン，スマトラ• スラウエシ，あるいはチモールなどで

大規模な土地開発を進め• ジャワ島に集中している農民人口を分散させ 9 これらの郡拓地に移

住するよう手を打つているが• なかなか計画通りには移住がすすまないのが現状のようである。

またジャワ島内で農村に収容しきれなくなった過剰人口が新らしい土地で働くことを嫌つて慢

然と都会に集中し，この国の食糧不足に拍車をかける要因となつていることもかくせない事実

のようである。

◎ 被害のあらまし

インドネシア国の米の輸入は 19 6 1年には 77. 2万t, 1 9 6 2年には 11 0万t t現在

に至っては 10 0万t以上の不足を来しており米の増産計画が進められている矢先，野鼠によ

る被害が 10~2 0 %といわれている。全島に多いが特に被害の主なる地城は乾期稲作地帯い

わゆる北部海岸地帯に多く，内陸地帯は部分的な地域に及んでいる。

主なる被害作物は米，トウモロコシ•サトウキピ• ラッカセイ• キャッサバで最近では煙草

にまで被害を及ぽすといわれ，大臣は野ねずみの被害は最近 2ヶ年に多くなり 15 %の被害が

あり年間 20 0万t([)米が食害されると言っていた。病害虫研究所長スナルデー氏は 25%の

被害になったと言って被害率を聞いてもまちまちであった。

日本では人口の 2倍とみても約 2億のねずみが生息していると言われているがインドネシア

国では .40 0億のねずみが生息していると一口に言われ誰から出た数字かわからないが渉外次

長のアーリー氏から入国した晩に最初に閣いた数字であった。加何に数に物をいわせても日本

に比べて多いことは事実であり•再認飯せざるを得なかつた。

そのため国をあげて国民運動をおこし駆除奨励しているところであり・農林省庁舎の前には

野ねずみ駆除運動の大きな立看板が掲げられていたが筆者が赴任したときは庁舎の改装工事に

着工したため残念ながら直接見ることはできなかつた。
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問題になつている野ねずみはRattus rattus brevicandatus 

であるが研究所にあった古い文献によると

Voor Rattvs rattus diardi 

， ， 
’ "Qrevicandatus 

＇ 
II ， roquei 

’ ’ concolor ePhiPPium ． 
’ norveqicus 

，， ChiropodomYa gliroidea anna 

ヽ Mus mosculue homosurue 

“ Mus musculus ouwensi 
以上の8種類が記載されている。

野鼠は苗代期にも本田期にもまた貯蔵中にも大きな被害を与えている。雨季稲作の場合，苗代

に播種された籾（発芽した籾でも）は彼らの好餌で苗代の一部或いは全部が食われてしまうこと

は珍らしくない。このような場合再播種を行なうか，田植がおくれ• したがつて出穂期，成熟期

がおくれるので，用水不十分な田では旱魃にか>る危険があり．また鳥害も甚だしぃ，田植え後

の本田で幼い分けつが食われることがある力い高位分けつの再生で一応回復したようにみられる

が．滅収は免れない。しかし•出穂期から開花期にかけて激しい食害を受けると回復の余地はな

い。この褐合通路畦畔に沿つて 5ocm内外の福に無害の部分を残し，内部は徹底的に食われるの

で70~8 0伶の減収を免れない。すでに完全に熟した穂は 1夜の餌量に 1本程度といわれる。

山間高原地方では部落が近く餌を求めやすい関係から被害は主として収穫期に限定される。

乾季稲作の場合は，附近にある前の稲作のおくれ穂が餌となる関係で，苗代をおそうことはな

ぃ。しかしこのおくれ穂などの餌がなくなると一時に殺到してきて大きな被害となることがある。

また成熟期の稲の穂へ子鼠が登つたり，かじつたりする関係で意外の大損害を被ることもある

しかし最近野鼠駆除か奨励される結果乾季稲作の被害は著しく低下している。年次別の鼠害の消

長で，その偏異は激しい，このような現象はもつばら気象条件によるもので，雨季稲作の田植期

に用水不足に遭遇すると田植期間が長び＜，この結果収穫期もまた長びき，野鼠に対し 9長い期

間餌を与えることとなるので被害は増す。また乾季が早ければ前作収穫後のおくれ穂が早くなる

ため附近の乾季稲作をもおそう結果を招き，その方の被害を増す。

◎ 食物と繁殖

野鼠の好む食餌は季節と土地の状況によつて違つている。玄米• トゥモロコシ•大豆•落花生

甘藷• キャッサパのような澱粉性のものを与えると長く健康に生存することができ•野鼠にとつ

ては稲の成熟した穂は最良の食餌である。雨季稲作と乾季稲作と(l)2 回の成熟期•収穫期は野鼠

にとつては最も恵まれた時期であるが稲の若い時期と乾季の休閑とは最も都合の悪い時期である

すなわち•水田では稲が成熟じ収穫される時期だけが野鼠の繁殖期であるし•また畑では落花生
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大豆• トウモロコシ•甘藷などの成熟した作物のあいだにたけ子鼠の巣が見出される。

一夜のうちに食われる野鼠の摂食量は確実にはわからないか籾ならおよそ 5~6g, 甘藷は

3 0 g , キャッサパは 15 g , 落花生は 7gといわれる。 1頭の野鼠は田植後 4~6週間の稲

の茎 10 0本を 1日に食うと計算した人もある。

野鼠の妊娠期間は 24~3 0 日で•第 1 産は雨季稲の成熟する 1 □ ~ 1 4日前に観察される

この時の子鼠の数は 3 ~1 7頭，平均 11頭である。およそ 8割までの雌鼠は引きっづき第2

産があり•その数は第 1 産と同じである。稲の収穫期間の巾の広いところでは第 5 産をみる。

第 4産はきわめて稀であるという。乾季稲作が行なわれればその成熟期•収穫期が第 2 回目の

繁殖期となる。第 1産は収穫は始まる 1□~1 4日前で乎均 10 頭•最多 1 8頭を生む，第 2

産は平均 9頭である。なお子鼠は 35~4 0 日後には初産があり•平均 8頭を生むか•第 2産

は次期の収穫期となる。

乾季に稲作が行なわれず落花生•大豆•甘藷などが栽倍される場合は稲作の場合にくらぺ繁

殖力は劣り•畑では全般に稲田の場合にくらぺて子鼠は小さい。

◎ 習性

雨季稲作の田植期から出穂期に至るあいだ水田には餌がないので野鼠は諸所に分散している。

ィ）灌漑溝に沿つた畦，道の堤或は鉄道の土手などの高目の穴のうちに棲んでいる。穴の 75 

％まではあいているが，これは食を求めて他へ移住したり•或は餓死したためである。この

時期は最も生活困難の時期で数百メートルの遠いところへ餌を捜しに行くといわれる。

ロ）水田の食糧不足にたえかねて部落へ移住しときに家鼠と同数ぐらいとなることがあり•両

者の間に穏しい争いが行なわれるので住居の中には入らず近くに生息するといわれる。

ハ）漂らいに出た野鼠はニッパヤシ，竹•雑木などの繁茂のうちに潜み若い植物，かに•昆虫

などを捕食する。

しかし雨季稲が出穂•開花期に達すると漂らいに出た野鼠は一斎に田へ帰つてきて畦畔や提

の孔の数が急に増加する。

◎ 駆除

過去多年にわたつて毒餌について研究され•或いは毒ガス燻煙方法について試験された•今

日つぎの方法が行なわれているが決定的な駆除対策ではない。

ィ）殺鼠剤の使用

殺鼠剤は燐剤• エンドリン，ワルフアリンなどが使用されているが燐剤は最初は効果があ

るが忌避性が強くなり以後は食わない。毒餌は野鼠の生息の多いときに使用し，多量に殺し

ている。降雨のときは実施しない。エンドリン，ワルフアリンなどは竹筒を利用して作った

ものに入れて圃場にさしておく• フラトールは忌避性がなく殺鼠力は強いが人畜への危害が

大きいので実用されるに至らず使用方法や取扱い上の注意を詳しく説明したが乗り気がない
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ように見受けられた。米穀増産計画では燐剤を用うることを奨励しているが殺鼠剤は不足して

いる。

ロ）野鼠狩り

昔から行なわれている部落民総出動の野鼠狩りは畦畔その他潜伏個所を堀りかへして捕殺

する乱暴な方法であるが効果がある。また夜間グループを作りクイマッ，アセチレン灯を各

人が持つて前進し•野鼠を見つけて捕殺する方法を実施している。

ハ）燻煙法

小型の散粉器のロヘ uTjcrongu という長さ 5Ocm, 直径 15cmぐらいの燻煙機を取

り付け•中に稲藁と硫黄を入れて点火しファンを廻しながら•野鼠の穴へ亜硫酸ガスを吹き

込み•苦しまぎれに外へ逃げ出てきたところをうまく捕殺するものでなかなか効果があるか

現在扱具が少なく•全面的に使用するまでに達していない。

二）穂摘み後 50~8 0 日間はおくれ穂があり•野鼠は食餌に困らないので穂摘み後はできる

だけ早く株を土中に鋤き込むことは有効である。
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