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北滿の蚕業に就いて

ヴ・ヤ・トルマチエフ著

湯川秀夫

出野正雄

Hideo YUKAWA and Masawo IDENO:-Sericulture in North-Manchuria

　　　　　　　　　　　　　　　編者の言丁葉　　　　　　’・

　大陸北部の騒叢に興昧を有する編者の一人湯川は、婁に沿海州及び北満の養憲に就いて渡獣

したが、（憲綜界報No．502、1933）1937年4月s出野が牡丹江雀寧安縣脚1マを旗行中・化満の諺ξ’

懲及び柞獄に關する記事を掲載せる露文資料一束雀難講（満沙1樋報）第12號・1927一を掲たので

之を翻澤整理し、大方の滲考に供するこεにした。　　　　　　　　　　　　　　’　，’

瀦ヴ・ヤ・ト脚弛祇伽ジ磯學者にして・・臓脚陀共に楓こ鵬削趨在
は上海に雛す・ものの如騨i繍るよしもない・從つ硬麟1也に不獅聯畝纏

はそのos｝　u”しf。　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　．　　1　、

爾耀の羅は竹i聡紙蠣1些＃調謝意敏する・　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　緒　　　言

最馳界各地に於ける髄なる蠕の需難備洲こ於鵬肢各翻の獄業闘する熱心
な研究εによつて、「満洲に於ける憲業i」Sいふものに大きい注意が柳はれるやうになった。

　即ち日本は・一オ、満鐵の梅威ある熊涯｝城農事試駿揚に於ては、優露な專門家に託して満洲に

於ける養戴、就中柞餓一慧卵を深り、幼癒を飼育する等の設備を有してゐる一に關する問題を『

特に研究せしめてゐる外、他方朝鮮に於ては特に水原に於ける農窮試験場に獄綜部を設けて、

此虚でも経験ある專門家に依り栽桑、養癒を行つて居り、揚内には憲業陳列蜜まで設けてゐ

る。更に族順に於ては闘東州廃の啓鰹する憲業試験腸あり、家騒飼育の爲の蜜駿塞、模範圃場

を有しN市より程遠からぬ所に柞憲飼育園を設けてゐる。

妓那に於ては、最近翻に封して政府の奨騰しきものあり・自PS北京に方ミける中央農事

試験揚は新に灘の部門澱け・其劇瀬範醜繰概場及び飼醐木育成の爲の醐嚇
に構の飼髄吻の圃揚一澱け・獄業甑の爲の指導を行つてゐる他・・i腺國膿業專騨

校では、昆愚（最も重要なるものSして農叢害議及グ鑑）專門科を設けて屠り・此露でも養懇飼

料見本園を掬してゐる。
　柞獄縣の最も璽要なる取引揚は、朝鮮εの境界を爲す支那闘安東で、其慮から絹紬製造の原

繍の4分の3は日本に轍されてゐる。一加本に於てはこの厭されつ・あ昧鵡の需

要の爲に族順に製綜工場建築に關する問題が提起されてゐる。それは南満一帯から毎年300

萬kgの繭が購入せられるSいふ豫想の下に、關東州慮が組織する模康である。
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　，tt南備に於ける懲業の最適地は日本側の資料の示すミころに依れば、泰天、海城、安斗｛、麺撫

　及び海龍地方Sされてゐるが、その可能範圃は爾蓬く敷衙されるものS雷はれてゐる。而して

　liヒ満の特殊地域も同様に可能地帯に厨し、其虚では柞懲も家蟹ざ同じく工業的目的の爲に養殖

　が可能であるε認められてゐる。

　　以下述べんεするハルビンεその附近に於ける最近撒年闇の継鹸ざ、槻察はその蟹醗芝もな

　るであらう。

　　北濡に於ける杵翼の褒児は19⑪0年を備矢εする。（後述）筆蒋は一柞瀬中，b地で探取した蛾の
　　　　　　　　　　　　　　Cl）
　擦本ご同一一一・のものを度々東部線の各縢で褒見した。而して脇23年當地隆の柞漿を以一C南満から

　取寄せた幼錨を完至に飼育衛繭させるこ虐が出來ナこ。

　　1927傘の春、筆者は柞翼の卵を搬1頂の蹴業試瞼揚から取り寄せ、昆漁攣者イem，x。ムプリ

　モン他3疑ε共にN同聯夏から翌1938年夏にかけて二種の懸を飼膏したo（後遍）

　　塚獅こ就いての報轡はイex．ム。プリ・…シチ　e：　コ民から1926年粥1鯛料穂物一・：Mit支賊滋管理

　局所禽植物園の細漿楡（ノニT－　一・Uユmus　Pumila　L．）の漿を以て飼養せられたこSlを聞かさ．れ

　穴。倫此の以前銀者がタンボボの葉で象獺を飼養した結果は、1926年11月5日博物鮒に於ける

研究會睡・畷表し耀りである。　　　　　　L／　　　．，it
　　、斯かる試験は當地薙iの白鎚（カラヤマクハー一・aSiOl’us　alba　T●）も珂b能なるこεが、畑27年4fL

　paム1プリnシチ嶋ンコ氏によつても反復せられた。　・，　　　，　　　　、　　　∵　1T　’1．

　二桑其他に就いての若干の報轡はア。ダ・ウオエイ㎝フ外4氏から齎された。

　　斯くの如くして北講に於ける養翼に關する問題は常然濾意を惹かねばならなかった。．即ち澱

　洲地方研究機關εしてはこの爲に特別委鼠曾（タ。ボ・ゴルデエフ他3氏）を組織しナこが、それ

「に依り計霜されたプランは或る突獲的障害の爲にその大部分を未趣行のま・葬られた。

　　　　　　　　　　　　　　　　（工）　覗在の國鐡濱綴線

　　　　　　　　　　　　　　　支那に於ける翼業の起原

　』支那に於ける慧業の起原に閾しては・信悪すぺき記録は無し・が、唯古來から傳へられてゐる

　利1謡の筋はi次の通りである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．、、、、

　　曾て四川に季Sいふ夫嬬ミ娘一入の家族が住んでゐfeが、或る時主人は山賊の爲に誘拐され

　丁了つた。父なき一壽熱ま雰常に寂聯たるものSなり、趣に娘は惑しみのあまり飲食をも断っに

　董っ弛♂その母は之を黙覗するに怨ぴず、誰か父を連れ蹄つた庸には娘脅嫁に翼へる．ミいふ聲

　明を磯表した。このこεを知つた才寡の愛馬は、自ら目縄を曳き切つて何腱へか駈け虫り、数

　．日の後には自分の背に父親を乗せて齢宅し喪。母娘の寓ぴは非常なもので、馬にはこの爲に大

　馳走が與へられたカ㍉編はそれを少しも食はぬのみか逸には非常に性狂暴εなつた。主人は腹

　な立てて馬をなぐ㊨、趣にはその皮を剥いで了つた。之を乾燥する爲に樹に樹けてゐた。或る

　貝その娘がこの側を遽過しようざするNJ　／）馬の皮は急にこの腱女を抱き込み・何腱かへ邊サ去

　つて了つたo　　　　　　　　　　　　・

　a’　・．　leれから10日程経つた頃・馬の皮は一桑樹の下に獲見され、その娘は翼の幼贔ミなつて桑の

　葉を食ひtS／入々の着物の爲の繭を饗んだのであつナこ。

　　娘の爾親は非常に悲しんでゐたが・或る臼夢の中で雲の上に乗燭姿の愛娘を見出すこSが出

　來たカ㌔、娘はこの時爾親に向つて訳の様に言つた一。

　　「貞分は大衆の懇豊によつて最高の仙女の地位に陞つた6そして九天の宮殿に催んでゐる」l

　tJ’o

　　そのft　N、四川の或る地方ではこの字氏の娘に封して敬意を表する爲に、懲業庇護剃尼しての
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腱鍵立した。膿の微蠣め操1覇の頭がのせられてゐるが、之薦蹟継呼んでゐ

　る♂これは「編の頭を蒜つた女」言いふ意味である。

　　禽支那には四暦紀元前3000年、剃磯帝の博代に養盤1こ關する法焼が制建されてゐたミいふ紀

1録が残つてゐるが、學者はこれを訳の様に推測してゐる。

　　養憲業はこのil寺代は繭から綜を採るミいふやうに蛮遼したものではなくで、躍に多くの幼鹸

　を駆搾して漁業用の釣綜を抽出してゐたのであつた。

　　然し叉支那の史料は、訳の襟に傳へてゐる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　c2）
　　繭紡ぎの技術はv既にシルング茂皇帝の1聯代から行はれてゐた。これは西暦紀元繭2698年の

　頃で・同2602年には象翼を飼育し、奥に2000年前には既に染絹の業さへ研究されてゐたのであ

　る。

　　養翼の方法及びその披術者は、ずつざ外國には秘密のものざしてあつたのであるが、間暦紀

　元前2000年頃、支那からの移俵奮が朝鮮にこれを紹介し、つ・h一いて西暦紀元前300年頃に日本

　に傳へたのであった。

　　然らば北満の養慧の起原は何博かEいふヒ、これには確乎たる鐙慷力糠いが、それが根當古

　いものであるざいふこミは、當地に胤生の桑樹が存在するこミに鮫っても想隙されるこざであ

　らう。外見はこの桑樹は南満から移値し兇もめめ際であるが、これはさうではないのである。

　芝いふこSは考古箪者ア。ズ・フエドロフ氏によつても示されてある如く、Ptコリスク　“，ウス

　リー附近には桑をもつて作られた滋具が存する。1而してこれば朝鮮に於ける紡維醸言同様の使

　用法であるSいふこεも面白い。　　　　：　　　　’　　　　　　　　t：　1

　・”i’　’t”，　　（2）支那の古蜘湖ぎ憲の蹴繍に見え晒陵氏を招すもmpか？

　　　　　　　　　　　　　　　　i蒲洲に於ける柞懲の飼育

　　現在鯖洲に於ては主εして絹紬の原料たる黒綱（一名支那柞綜Sもいふ）を探取する爲の支那

　柞慧の飼育が行はれてゐる。

　t・　・“支那柞鍛は分類箪上鱗翅目のヒオドシ蝶科に麗する支那獄の一種で、支那ヒオドジヂフ

　・（Antheraea　Pernyi　Gu6rin．）の名を荷してゐる。この蛾は胸部にこ鋤の翅を有し、開張12～

　1imに及び、雌は雄より多少大甑く、雄は累般に淡灰褐色（夏は薇薔色）であるがs雌は黄賭

　色から薇縛色に至る間の種々なる鍵異があり、前翅の前部は灰色でlnd般に雄の翅端は奥つで

　偽るb麹には共通に周團に薇薔魚叉は淡黒色の縁を奮する透賜なる斑描を樽い支那、．日本・

　ウスリ7スク地方に棲恩してゐる。　　L　、　’　　　　　　　　㌦

　1・　’1；　e“の蛾及び卵は瀾鐡沿線には多数見受けられるが、に特に蛾の多かつたのは1926無8月2Q日横
　　　　　（3）
　讃河憲騨である6彼等は騨の灯に、屡限に、街路樹に、飛來するこ霊が鵬しかつた。

　・軸満に於ける慧業め中心地である満鐵沿線海城の附近の飼育方法を筆蕾が観察した威によれ

　ぼも曜liLi地の柞樹の幼木に放置してあつ涯。以前はすべて自然生の柞樹の上で生長させてゐた

　が、やがては人工植栽の柞樹畑の上で飼育するやうになつたのである。　　　　　　　　い

1　磯幼罎を飼育じう’る柞樹には多鰍の種類があるが、其中でもモンブリナラ（Quercus　mongolica

　丑sch．）唯、南瀧にのみ生育するクヌギ（Q．serrata　Thinthl）．）、鋸歯ε細毛を禽してφるカシバ

　〈Qζden士a楓雪htunb．）等ヵマ最・も優良なる窓てり噂ある。

　　これらを栽培するに當り、多蚤の葉を得んミする矯には、野生も、植栽せるものも桑ε同様

　に強くヌ旺り込む方法をεらねばならない’a　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　夏の蠕が蛾になるのは7月下旬である。蛾の交庵後、雄は放棄する（翼那入はこれを食用に

　供i蛋為》轡、雌は幼樹の小枝に放つて康卵せレめるQその産卵数は100～200である。11んエ4日
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　第二脚　　　　北満の鐡粟に就・・て　　　　　　119　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
を経れば卵は甥化して褐色の幼融εなる。1其の後40日の間に4噛告を維泄し4同の脱皮ね行ふ。N・i　　l

生長せる幼鍛はその色淡緑色でb背中の突1賠1箆側面に水色の疵を有してゐる。　　　　　　　　　i

　最後の2週間鯨・彼等は急速に生長し3～8　FIの間に該植物の上に蟹繭を終る。　　　’r　　　　l

　斯くして繭の探取1簑には約2簡月を要する。自μち夏の終から秋の初めがその1劇田である。’　　　1

　繭は長卯形で雌は約（4．0～4．5）×2．晩mで、雄は懲かに小さい。色は灰黄色で光湿を荷し、

密な組織の上を粗な絹の綱で包まれてゐる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、∵　　嘔

繭は探醐以外のものはすぺ磁分1縢撤は…力噛の飽Fロ糊中に双醐上に蜘ヂ　i

て殺輔を行ふ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　殺蛸後の閥は籠に入れられて販嚢されるか、3ζは現地で繰綜し特殊な枠に硲かれて輸出され　　　1

るのであるe’　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
maから翁咄され燭の新鮮なるもの破那八の食用Sされ、徽せるものは肥樫なる。　　1

採醐の繭酪1醐、購か」al他の冷腺こ齢を鰍せ燃ll乎へ躍糊化す塒が愉も柞　1
藥が搬芽する頃i：　g口ち5月初旬を見計らつて晩冬から人工的に盗められる。　　　　　　　　　　i

二弊の郷が翻鋤殉・は同様に2棚腰す岬ち7脚・聖鱗秋勧幼巌が　1

出誓繍鞭融蜘ま牢や樹嚇1轍脚．　滋一
vanelめ附近で鰍輔秘輝る昧嚇鵬醐嗣關・簾あ磯料を融し毬る　l

tt’・Qlふ曝柞勲ヤナギ（s・li・v・出ゆ・レ・・シウ・女・ナめで鮪し幅こ紬・　i

9溝朔加筆者が期醐査した記うに伽購ヤナギの纏は1．5～2ゆ附であつ渇

轡物しげみ嫡さ゜価剛り瀦れ・琳麟・5需・駒蠣が撫れ窃た・・㌦　1

は潔こ濃鰹鰍灘諜定陰婆継撫嘗鷹顯撫難豊嘉象　1

婆働る・　1．　．，　…　．、、　　・　・　，　1
1927鰯青は族順囎業試鵬力’癒卵を取嚇せて混解者耐エヌ・・ブリ・鯉璃

藩に堀の恥騨鰐鱗育昧鯵・馴こ粒髄ぺ樋りで遡が壽1り1灘のもの　1
鰍勲噂繍鮮て灘鱒｝1剥した）卵・～22・Nの間に珊P化し施そ鱒糠瞬燐tt・

羅鱗傑篇綴醗巽1耀し’鱒きも姻’5日鱒1
藥野鱒囎瀦したが’ueは11脚3°日に蝕・1白28糊職燃

F；・，OP際鵬は・…爵近傍から探集したヤナ物麺鞘しtが、こめこεは満洲に於砺　1

熱磯界鵬際髄かに撒したも軽蔀罷が牒る．而して此の結黙確儲もつて　l
i次の膿なこεを書ひ御る。

論騰際鷲・㌣1糀鞭鞍鰍雌かな勤磯翼を行ふ；洲糊
鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t／・
ヒく）

まこ　　　　ト　　　F　ケ　　　　　’　　　　　s　’　　　　　　1

贋物揃遜洲こ帳ずるヤナ靴依綱育の翻嫡淋於て行1諏儲樋兼議

　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　，，vi”　　　l

　　　　　th㌧，一糊に於ける糊の飼育　　、　11　　　1
南淵こ於ては耽詐灘盛んではなV・が識勲行戯勲鮪し肋る調既は糊　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　、　’　　　　　　　　　　1
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の隣接地7るウスリー地方に於ても翁はれ始めた。因みに彼の地には薬樹は到る勝に自樵して

ゐるo
縦に於ては・9・3鰐．，ヅ，アグ。フ罠が繊塞販て蝋をもつて備しナ・こε力嚇。

担しこの際は早春幼癒の飼養をキバナバラreンジンを以て桑漿に代へたのであつた。　、

tt
ｱの試験の爲にはカフヵ一ゼの試瞼揚書麗果から種繭を取り寄せたがv繭は訳の襟な40の

Typeを有』してゐた。

’ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t’　　　　　，

　　産　　　　地　　　　　色　　　　　　灘　　　　大　　　さ　（c1の

駕。・ジカ門 Dマー了冨三ヨ髄｛（3．5酎4。雪）・（1，…一　X），・）

．〃　　　　　　　　　　1　　暗　　　　黄　　　　色
　　　　　　　　　　1
驚　噛　　　日果　　　　　白　　　　　　　　色

〃　　　　　　　　　　　　　白色（端が尖・つてゐた）
・・ @　　　’　　　　　『　　　　　　1

（3。0～3．5）×（1，5岬1．9）

（2，8～3．1）×（1．6酬1．8）

（3．5躍｝4、0）　〉く（t3ん1・・4）

圃以上のもあを先づウスリP・地方で鯛育し、後双城爆に持ち來つて飼育したもので、これ嫉從

來考へられてゐた家懲の飼育可能地域を化東に恢張したものであるミ雷ばねばならなU｝q

帥らの地方には蝋ご劒する桑丁・三剛醐（M・rus　alba，　L，・・・…？）顯嚥紫働蜘糖

蹴る「が触してゐる．・　9れら駄古何腱からかこの地に獅燭れて氣候趾に灘い

糟勧解εは・・到る灰に野生の熱Th・。画1岬・nd・・三…￥・・re．一一一一それは搬に養は蝦

ゐる詞種のも・のより、もその蛾が禰小さく、灰褐色を晶してゐで、繭が砲小さく黄灰亀である）、．

が嚢生してゐるこεに依つても認められる。　　　噛　．　　　t　　．t　　tt　／一”r、・
　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’う～レ嘗ン附近のそれは松花江鐵橋上流の入江の中の砂丘に生育してゐるぴ轡箇所は林の蔭灘

低いしげみを成して厨りb一箇所は3坦程の密なしげみを成してゐる。何れも飼料εして利爾

するには好い條件の下にある。　’　　　　　　　　　・ト
V南庸でな爾大葉の支那由桑一これは北澱で栽培しても利盆i多し一層栽培してゐる。ごれほ以

箭ハルビンに於て4d”・Utス・，ヤシキン氏其他の人々により栽培せられだが・塞害の爲に成功し

筋撮嶽である論しこめ鰭馳の果樹洞慰特琳臓方灘ある課樹輔蒙は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　’

緊撫逐瀟特購灘継1鷺「姦輪露叢轟翻篇難と糊、

26無ハルビンに於てMイ・エみ・プリユシチaンコ氏により試瞼せられたものであ、ゐρ，　．

　　　　　　　　　　　ら億卵ほ北京から3月26日に・・ルビ・に到着し脳そしてそOP・H・rb・ら鶴醐るい保嚴諭
　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　

党金汝二蜜に入れられN其虚で購化作業が行はれた。．4月16日に走りがIUで、5月10日に完丁

した。顕00．の卵中約90％は卿化した。而して4月中旬には未だ何等の木の瀧も無々つたの

港ご最勧鰐化した幼錨は森の中に生じたスミレの葉及び細蘂楡ζノニレーUlmus主）u面ia　L．）の

獅嘩に5削1°頭づ’備卿こ敷かれ堀屑の上で鄭れた・－asこ醐与蘇上噸げ
られソこが一　　　、．・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　－

　4月’20日には試験の目的で細漿楡、赤楊、サンザシ・ニハトコ、ナナカマド、ヤマナラシ、

白楊類等の轍藥が添加されたが・幼錨は殆3豫め水を撒きかけナこ細葉楡にIOみ這ひ上つて最後

を発うした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　最近各地で桑に代るいろいろな植物で養慧の戒功せる報告はあつたがN楡の葉を以て可能な

｝翫江藩は朱だ嚢見せられなかったq「　　　　＋r　　　〆　　　　　．　　・課，．・



蜘廿励　　　　　北満の盤策に親いで　　　　　　i2t　』

　　　　1926年秋、纂者は朝鮮から取の寄せナd齢の幼最に各種の飼料を與へたが、その隊は彼等は

　　　タンポポの葉を食したのみであつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋

　　　　若しこのイ。エム。プリュシチエン＝氏の試験が偶然性εいふものを有しなかつナこSしたな

　　　らば、ハルビンに於ける象鍛の飼料は桑ざ細縫楡あるのみミいつてい・だらう。何ミなれば幼

　　　鵡の2圓昌の褒生は8月初めである。したがつて篤2の鯛育期間中にはキバナバラ”r一ンジンを

　　　栽培するざか、他のものを利用する書かいふこざは不可能なござである。

　　　　幼蹴が躍に細菊楡をのみ好んだεいふこざは、その戒分が彼等の常彙たる桑に似てゐるから

　　　であらう。禽植物學上この2種は甚だ接近した系統にも厩してゐるのである。

　　　　イ・エムeプリCUシor　x；コ氏が調査した幼描は初め黒禍色、だんだん水色ミなり、次いで

　　　青亀Sなつた。中には黒色の小斑澱！i力需生ずるものもあつた。さうして幼蝕の長さは8c狐に建

　　　しナo　　　　　’　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’”　t・

　　　　衛繭は6月13臼に始まり7月18日に終つた。10～15日目に蛾が繭を出たが、鶯繭の長引くも

　　　のはその鵬餅鶴ず甚だ不灘1り働つた・欄材線こ1瀦のrl・に鯉及び柳の小枝畝糠
　　　が、後潜は戚績不良であつた。　　　　　　　　　　　　　　　・　’　…「

　　　　蛾雌が㈱・に・脚・伽備鯛ナ・。從つて魏せしむる1こ神1合働つたが、準備繰
　　　燃に雌酪・約…一…の9P擁んだ・卵醐め｛・臨・日｛艶｝・鰍自色・なつltが・gl・・

　　　年の飼育の粥に残す可く概して良好なるものであつた。

　　　　脚維卿…のtl・・0・を柵rlヨ・し・勘の白繭8・・識騨・・、合計…蝋澱戚幅

　　　繰赫した。その方法を蓮ぶれば次の様である。

．　　　繭は常に冷えないやうに著干づs小さい茶碗に入れ“q紡いだ。而して網の耐久性を試馳すb

　　　矧コ粒づ・・或は4～101M：づ・繰糺た。繰総こは小規模の家慮1蹴上韮鮒の孫枠翻ヨみ、

　　　甚だ不完全なものであつた。しかし乍ら繭綜はその滑かなこざに於てもvその滴潔な錨に於て

　　　原始的な綜車に依るものより優良なるものが偲られたざ信ずる。

　　　　懸巻粋に捲かれて乾燥された後・小枠に牧められたものの中15％は白でS85％は黄であ》つ

　　　た。これらは総て幼鐡博代細漿楡を食したものであるが故に、その繭の質の如何εいふござが

　　　當然重要覗されねばならなかつた。原料綜の弧靱度につ潅試瞼した結果は中曳巌の同じ繭麿め

　　　ものよりも強かつたo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　ト　　1’・

　　　縣の鹸黙Sして鵬ぐるならば、

　　　　（1）　纈節を荷するこsE。　　　　　　　　　　　　　　「　tt　　　　　　　　　　　　L

　　　　（2）太さが不均等なるこミ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　　等であるが、その原因は螢働者及び指導者の未熟ミ用具の不卑金瀬審に離するであらう。　。、

　　　　　　　　　　　　　　（5）　ハ聖ビン南方、濱江省双城縣にあり。

　　　　　　　　　　　　　　　（6）　太陽島のことならんa　　　　　　　　　　　　　．，　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　す　　　び

獣はm上謎せる露に働畝のecなこ艶「北灘勘礁業」にWtlして騰嬬つて
言ふこSが出來る。即ち、

1．北満に於て栽桑及び育慧は可能である。その飼料εしては、野生の白桑及び細漿楡蛇に栽

　培桑やキバナバラモンジン等で可なりミ思惟せられる。

2．北満に於ける柞憲の飼育も亦可能である。飼料5しては前述のカシバ類及びヤナギ等であ

　る。

3．　地方的條件から推し來つて、柞獄の飼育は時宜を得たものである。



1・z？　　　　　　　　職，，赫，ee∵難㌧構　　　　　　　（鰍ト凸梅

郵翻断の作業の鰍に獄の獅を必瞭しない・從つて雄の倒尊εして欄’で’あ

　る。故に農業地北備に於ては特に農家縫爾上荷盆なものである。

’　　　圏F　　「　　　　　　　　　（於満洲國酋豊縣柞餓種繭揚）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　s



楢　　　　　　　　　　　霞　　M　　學　　難　　誌　　　　　　　　く第＋一一・塗

　　Fig．1．　　　　　　　　　　　　　　　　亀Fig．2・』　冒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、難撮一　　．離．　黍嚢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藁蓬難歪　・．．［1顎藷簸響
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畿．鑛　　羅騨　　灘瀬．1藩縫羅灘

一醗鰹難鑑　畳謙灘暴1鱒鞍
Fig．3．

k・ig．　1．　M・1b・・ry　b・・h・・（M・・u・alb・L…L？）・・th・b・・k・f　th・S・・g・・i・

Fig．・2．　Sh・p・・f　the　c・…n・・f　d・mesti・M・1b・rry－SilkN…m・b・ed　i・H・・bi・，　i・1926

　　　　　（諺！…natulral　size・）

Fig．・3．　L・・ves・f　th・Mulberry，9・・wi・g　i・th・n・igh｝r…h・・d・f　H・・bi…Th・y…y

　　　　　very　much　in　fbrm　even　on　the　same　tree．　The　large　leaves　in　the　lower　right

　　　　　corner　were　taken　from　a　el玉PP色d、5h加b」　　一


