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無肥料桑の化學的組成に就て

須田圭二

Keiji SUDA:-On the chemical composition 

of the non-manured mulberry leaves.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　緒　　　雷

近～鵬繰州｝己鳳蟻ト肋制躰ユ已し之れが爲撒蝿：に｝繊略蹴大なる茸躍初
てイ儒噸脚毘せ肺1劇㈱この1棚ミを一1醐力・CC　－lt一んと歓晩づ無肥柵・碗その化墨

的紺成をi渕ili三せりw

・蝋をたつ蜘・瀾贈1漁瞬麟・1・薦・舗醐・・桑園に於て鵬銑づ｝碗、囎

養せる剃棚卿康夷糊幽を鰹札徽ま睡る臨1澱の桑搬り徹礫懸を襯の
各齢毎に分析し併せて飼育試験の結果次の如き結論を得られ海り。

（1）鱗肥11嚇織レ焔1継通じ徽して・紛、鞭維蒲肪及畝鋼・乱き側励と雌
　　畑贋の劔鰍嬉1醐ひ聯3i脈方冬て多く躯齢」；・l」以後剛チ瞬脚せり。

（2）而しで働獺：糊に於て瞭鯛巴11繰鋼1侃施脇1嫌臆り滋養分i・c・’t’is’めりと血｝ll、も時

　　日の脳よ瞭る灘ウ賊少峨方齪拭麹雲」：り急・にして絡剛1獅りは購養鮒漕しく

　　劣れるにヨ£れりo

（3）飼鰍脚・細耳羅鋼1に於て無痘l」拙礫勲II【・封醐に於磁肥藤1魅以て観を倉硝

　　せば」ゆ磯育最もよく優良の1爾を～1控。

④之嫌礁姻巴！・・こ桑鵬常職畷榔くCilij後速に1燃するも之より巖は叉，早く腋

　　とな職養分の減少も勘・に來る・之に反して施鵬鄭寸は瀦よ畷耀く從つてr、lij後

　　のノ蝋醗かなれども断クく灘分を榊llレ願となるとと遅きに依紘厩。
次に關螺撚試鵬｝・於て瞭肥糠纈註鞠をなしたり（yち僻1繍卿こ、聯轍，辱

肥料癬楓楓全齢與飼酬桑給輿陶）31，1］，tlを設け飼藩鵬を爲し泌にチゆ嚇畝触1し。

（イ）飼育1轍酪｝駐も畑峯無しと購騰蘭・磯も鰍劒酬桑1畷も長し。（・）從つ
て給桑彙は無肥料桑1・1‘最も大なり。（ハ）澱休量及びJl父繭量は肥料薬1副こ大にして無肥料薬擁に

小なり調蝋齢叫ll脚・眼紗く側巴糠1蝋駄なりと・
共他各地の鑑繰試朧易に於て御たる側酬桑の辮磁に飼育灘1ゆ嚇鰍極めて多く今炬

等の域績を総括し考察すれば概ね次の如しp　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

（1）　牧楽彙の塘力llは施肥最多きに從ひ増加すれ共そのjil：に比例せず。施肥萱に封する増牧翠

　　は地力逓減の法則に支配せられて施肥量多きに從ひiolUi減す。

（2）　桑樹の搬≡芽並にll駒緊ξは：施肥量の多少によりて犀i，異を認め難iし。

（3）　蒸縮病の捜生曇ま施肥→ll：多きもの程増加すQ

（・・i）　施肥量の鯵小による桑葉の飼料的贋f直の電は春撒期よりも閲～野火職期の方穴なり、，

鑓縣導～頼誌　　　弟九讐　　∫1三一・號　　　脚：】6



78　　　　　　　　　　　　　　　　　姫と　　　i線　　　　～愁　　　　ti，tl　　　　・誌　　　　　　　　　　　　　　1潔ゴノし’1

（5）　方色肥SIL多きに∫岨ぎ’たるξ藤：疇を，！．吸て、i讃兇をilllj肖’vj．＞」ll芋｛「．k311｝lfイくノdこi∵「：1良質／）1嫡1静ノ1£”ボi量謝L

　　　り痔欝震歩己幾ラ｝2凝勢ヨにし顧1ぐ1成獄建ジf㍗多し・・O

（6）　方hi　IJ巴｝瓦少き桑購讐を」スて謹讃り己を食μ1育：9”’るll季は11識り己の．痩育三細・心澱識f木’；1司帳く1、、ll月プ丈小なi｝t・

（7）側巴料桑撒嚇Il縣｝たる繭螺らざるもの砒し角襯蔑1し翻ふ頗磁1㍉り・
　4ミ・も弧鰐巴＊｝論さの塾讐狂，CF・li，：として；JLの｛ヒr盤1’1勺ノ虎・分・に京毛て霧｝旺擦4君し力焼1：」覧の城｛霞」：；t”・’」sI蹟り7：呂甲占

も諺）犀Lをゴ次tf：之を蒜己∫准質ダベしo

第3回試験と獅巨：i1、武験に於て翻ljに飼育試脳とそ．1ひ大伽・於’，・：關11・t．lil．、漁11㌦汰｛魁の｛館・・1・1

－・

狽sX’一せし力並竹～：）t　Lに刃死て！・よ二多少彬1ツ五靴⊇嬰つ需る煕ltiあぜLのbJl［ゴ」釦こ：乏：ぴ．’，夙ノミ翫しし1躍新翠差ttir　i｝e

1．第1回試瞼
　　　　　　　，　　　　　　　（牧脚1脇並に不燃轟川薬の化rpt的組峨に就1’・：）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　｛J／／・；試講亀杣・i’a，，㌔’」’hSl’

　　夏鼠イ璽90こ1皿亨探3さユ20cln　a．）二i孟午（無底）　た：1：ill｛こ乏ili唇七し瀦二釦．に一【tl．1：イIK郵り識，職1》」紬1｛当∵ごllr｛診珂・1難し

無肥料地の爽二1：を入れ闘1鮒1樗イくを作り大ill9年’tル16田小ヨ」・相：明榊薦眼工照粥繍｛

に一オミ多琶雀直塗」・けイ」毫メUfl議冗となせりo渉1肖：イ・譲イく（z）恕i織欧は憲．二～．f概1こし＾ご・魚くゾ，如iく顧、竪5F．・a〈v．1）｝’ゴ」歳1鵜ノ」占もノニ

リQ手直イ“’a．）μ祭三占窺1巴としノ（」・lkiJ巴2600．r争冠方砿坤↓しi’　ij・fド7JJ21結・各・1・直不窟4く1濫il薯跨iしo押’め～：ゐ人1・｝製誠1

：、7二争琶「加』むせrり〇二人こ．11三10’卜（う」』231ヨ：ll｛St一に脚；こ歴，たる人3肇ら艮21’，「’二、子散・な．、虞考ず露｛1｛｝．・ξ’〈’　”i，F：1．t｛1，雛嶺｝纏百｛蛭fsost

鋪己を方的し11dflミ12JJIこ1’よ漫μり1鵬荊「｝22《）g歯遍畑訥菱∫1メノぐ42営1‘1魂1逡ヵIlllギ1：S．kr／ltffZノξ1：ゴ添τゐ舷牡舅しil．遍．葺勢わ　嘆腎脚，

しイ1、』でf汐くにL4也a）ll巴2…斗と1｝寺旦り】を：，yき1こし！ご之lt：ゴ〃位・賭り），，i．A：’！EI1向二4．月17U｝癩｛㌃ず昏f覧雀：・憲壌1，II弓1r《モ月

20日矛受ilil虫ill〕｛εlll　200g葺働乗沸酉斐ff、4ノぐ50g多冠を加測巴・せ騨りωブく蝿三12．「1」リ良ll：二｛、悪勲し鍾肖柵尋こ一’os’C’f警しな置E！’μ1こ

度よ　り言べ蛎愈に：シ冴乎し｛髪りo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）　　：〃絃　　　Jj巴

　　敵f蓮（L）女llく肯ワ戊レ1たし・桑秘寸を方de　）j巴’1・置と諏畦方（ti　lj巴1・旺既V」2』il置｝ξ：別」ち：屍ジ」ヒ！1・域｛孤｛激1ゴ｝‘1．L　ili・J　一｝LI量」ノ式？：ヤり

N6；じ：P望053：LT：1〈2021建：Ca（“）5t’tの二｝lll・r・〉に：マ：1「1橿と’1；なi、）箔kξll型；1｝～Wi220．・｛、∫r・・1球ゴ繭斐でitl’1：2きξ，　f’配

酉菱：乃1亘艮1こ39．～1こ不了次159，争ヒを方hilJ巴し之芽しを典嘆方色冒巴福起と去」鰻｛｛置、式琢職・｛どりi．、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）　　Jl．負ぼ拠琵謎1三費…（1率1諌肯り玉1「｛．i17：Kr）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糊

　耳父穫　！：1三　月　　日

　　　　　年　　月　　．既
：六こ∫E　ユ3．　6，　18

　　　　13，　　9．　　3

　　　　ユ墨，　6．呈9

　　　　15．　9．　2

鰐’さ　凋1　2．　　6．　21

　　　　　2，　9，　2

方櫨　　〕」巴　　14な

　メU桑　　　　’i星i　t’itj　　　．1，・：封rc　　　イ商91E・：’

鵜罵＿　’v　　甲　冒　　辱，暫　　＿　 I：”’＝＝‘＝’＝L＿．τ闇　　　丁．［．　＿　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ

2505　　　　840　　　ユ665　　　　　＿＿

　一　　　　　　　一　　　　　　　1・一噂　　　　　βs5

24S1　　　　741　　　ユ74【）　　　　　＿＿

　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　ユ62t’）

2S52　　　　　11s1　　　　　】G71　　　　　　　＿

　一　　　　　　　一　　　　　　　一一　　　　　　s〔、｝etT

垂壕ゐ龍”粧｝　睡畦

一一‘－nv剛噂騨一．一ス慧驚　　 古柵　　秦さ　．孫墨壌

21｛、0　　　　　　昌75　　　　　コ42，3　　　　　　　－

　＿，　　　　　　．＿　　　　　　　、．瀞　　　　　472

x，1　ISV　　　　　4｛．｝昌　　　　　棲s・隻　　　　　　一一

　騨噌　　　　　　　轍一　　　　　　　一・輔　　　　　　7t）：号

1r）07　　　　　　ハs7　　　　　　9コリ　　　　　　　pm

　－　　　　　　　一　　　　　　　一吻　　　　　4蒔1

〔備考〕　ブくU三14勾三度に：力昏｝ζは秋」りj雪商：身讐・trず熟匪向ミ4月21【．i：v蓉‘覧を歪轟し97」2H看え謹識月，、票を5i紀夢藍t・！9紙、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）　　メリ・桑100に距寸す．る噴t｛i訂∫え吏：金男二¢）害理ゴ｝

収穫年月… @／　、吉二
　　　　　　　l　tj　ll
ブく　　1E　13．　6．　1　　9　　　　33．53　　　　　　　　　　　｛｝6．47

　　　　14．　　G，　29　　11　　　　29．87　　　　　　　　　　　　　70，13

11｛1　蓼ii　2，　6，　X，1　　　　　　41．41　　　　　　　　　　　5S．tt）f．I

　　　　　　　　　　　　　　Fl

　　　　　血唐ゐ触｝1肥　11・～こ

　　　　　　ぬへ占’　＄iii　　　　　　　　　　vf’tr　・、tS’：

　讐自，1墨　　　　　　　　　　　　　　｛｝’i．s，　t峯

99，16　　　　　　　　　　　　　　70。81

3S．9轟　　　　　　　　　　　　　　輪1。《〕5

（5）　ゴ懸左副」巴1・｝、究100に醒；1一罫一る方色肛巴【、lil；．｝ISご｛1；：
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｛＿＿ヒ．＿．一一一．，．．．円＿．．＿．＿』』「　　一一．．．一．

刈　　　薬

摘　　　紮

大i践13勾i。　　大黙1蜘　　1　火11三15年

　　　　　　　　　i
ll9，28　　　　　　　　　　178．σ2　　　　　　　　　　　　　　＿

145，34　　　　　　　　　　．　－　　　　　　　　　2〔｝5，4露

1暇一lil　2　fslF・

1S9．％

1、88907

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）　P｝・　イリ1ド　illli　レ”亀

大ユE1昨銅2卜囮1震集せし欄醐繰につき州爬り誤の細款の姐．1。

＿＿，

Q：＿＿＿．＿／，一，／．．．眠。盆，撚璽そri，鷹．笹帳白！腔＿＿峯獲務．

潮1鮮喫臨揚，副iεil：♀§1　』1：1轟i　身：劉一嘉：3§

・陀惚儀ヵ器，｝：副　　 l　ll：§§　｛1鷹　　藍学：離

　　　　　　　　　　　　　　i．　　　　　　2

摺響驚　瓢繊維’藻πlr祠1粗庚分

　　　　　　　　　　　　1
7P9呂　　　　　　　：』｝．窪5　i　　　2．8菖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，35
9．31　　　　4．二33i　2．5詔　　　tt）．5｛｝

暑奪：墾　　｛♀：1逡17，：総　1：1：蓉蒙

’ll∫澤ドガ～オくfヒ合穿勿

81∫言審セ衆薙曾読詩ξ’．響勿

、げ勇孕芳こオくイヒ合4勿

糸屯　　祖そ　　rl　　望£

濯乏　　　lllSJK　　　ki口｛

瞥　　盤　　比

「、　施　　肥　　圃

o騨45

．1．36

12．：”．

2，1臨

勇りi　ゐfii　頚巴　　1轟’こ

0，48

1．75

’Il．6tt）

3，1：｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）　汐ぐ：う｝・¢）1鼎iノ邑唾1』凌

1又1：と「司…一・材唱料・につきで4る々域く1黛泓層こより汐ぐく分ゲ）」霞・’悲度iセ鼓三：騒づ一れ，仁」ご瀞（の女rlし，：，

　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　tt，ロ，tt　，コロ　ロロロ　　　リロ　　，　，，　　，　　　　　　ドセ　　　セ　　　　　　　　が　　，び

　　　　　　　　　　　　　　轟搬健　　翼塩’1鼻』　1．’1貰麹隙中　　・擢礎趨1聡

　施肥調一：　一：　r　：：：冒　：　

　　」二2cを見るに卿ξ樋鉗巴観こは施肥楓よりも」改r疑常に少く叉メ嘩藤に封9する’lfガ楕の割合弱㌃々！」・なるを

ジ期るo次に典虞方色漕巴1鼠桑聾！三レよ方的耳巴澱こ呉き1！婁に二上ヒしo

（1）　水う」＼蛋rl質及びr＝一テル浸出物の：疑づノく可溶無窒諒ξ物、可溶1炎ノ1く化合物、　Xll繊維及び

　　　澗次分の1難1：多し。

（2）　澱粉便小にして欝養比廣しo

（3）　可1容淡水イヒ合9勿の浄；E蛋ド1質に到’する害i｝釜｝多し。

（4）　次分の塩基度小なり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

XI・　第　2　回　言式　験

（イ繁F火7竣∫rj率火叢畿月」桑¢）典輿イ撰ソ爽ラJNwこつき一⊂）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　狽襲試桑掘寸及びラ｝イ斥イ三イ＊斗

　桑柑朔巴料禾り川皆・ミcrti　3腫11試駁ミ舞∫2イ乍手火霊讃用桑（4）1こつきク｝｛」ド・噛り。勘1ち3・「1三旧】烈喰』施1肥にてう1髭」：跨

せしli・sメリ・鼠返看重を1武1瞼1｝14姪荊症1・年1用i7可瘍こに二方hiJJ巴し之躍しを4父毒ヒll塔婚’しき21，旺にニム刑ち昭．和13イド4

月1FI禾U月』專・｛誰恩瞼の「I　ri勺‘こてシ冠耳凹ll儀（方丘翔巴1寵）1こ方丘測巴し塁JJI｛｛1，瓶1’よ無妨色触巴1こて楽黛虹｝しli討イir　i　3・f卜7

jJ　3日i春墨署川tt，’，”．’．r．．を」険穫し共後同寸搬こ共典膣施肥にて雍い跨し9ノ』5i材商i蝶を3壌集してラ｝杯材料・となせ

り今・刈桑、及び」商：嚢の各，11置1科ミ？驚りのIU〈’：lll！二及び肥特卜利llj尊…をオ託せ膠ぱ’4くの／XllしQ芭liち止ヒの」揚合㌧は禾り

1U落菟ノ」、なる場デ｝のil露翌せ（と）黛化なりo



80　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　微　　　　　藩糸　　　　　尋～　　　　　hT、推　　　　　81、品　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔鮮‘ノし三辱

牧量傑銘：嚢灘猛騰　　　　74・・　　　　　4・7　　1　　　・出・6

ン【二　｝」巴　　1、，、〔　　　　　　　蟹：J　　艮く｛　　1占’ζ　　　　　　ド剥1照il、醒ユく｝｛｝1こ獣“…凄．

で力色　）1巴　1、地）　　　　　　　（イ！！t，・hEi，ij巴萱・、ゴ．）　　　　　　るツ鳴‘ll鵬1・91　tlSc　Ill”剃で｝

　　33409　　　　　　　　　　　潮3609　　　　　　　　　　　　　141・5

削　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tr．＿t闇　　　　　　　　　　「　　　　　　　　、t．，，「　　　　　　　　　　　－　　　　　　　日一一

N　　　　　　　　　1　”　k）（）5　　　　　　　　　1〈二9｛二）

別噺・傑　　ム　宕：　　彊・糖　　　11’411　｝　響：艶

（1：tO

’15，t｝s

21．91

（2）　　　二h㌧　　　イ」ド　　　糸1「’　　　，！・ll一

　　　　’　“　　　　　　　　　　　　新．．鮮物．∫．　　　　　1｛　　　・　　｝1吃　物　　％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　’む　　　　 ロ　コ　’’’
@’ロ　’　り　　　　　　　　　ヒげ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t．　　’ヒ　　’

＝，一＿一．『．、＿＿　　　一，一．．、　　　i　一　力臨｝摂ll竃　　　1．．　・稲創田1巴lltf・　　　　　　施lj鵬1・旺　．　1　　　聴ゐ側鵡i・IK

水　　　分　1
乾　　　　　物
茨　　　　　分
Sio出

P2（》5　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　

SO：s　　　　　　　1
（Jl

臨　　1
N‘1鳩0

濫20㌦じv2（途　　i
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　4，642　1　〔1．914

　0，435　　｝　　く｝．昌05
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　　　　！

Mσo　　　l

K舅o　l
Na20
Fe　203
Mn304
鱒．基度

0．257

0．031

0．566

0。170

0．622

O．21e）

0．027

0．004
34．，56

0，329
0，064
0．803

0．277
0．363

0．207

0．027

0．001
39，06

1．000

0．120

2．202
，0．663

2．4：0

　0．842
　0．107

　0．015
134．46

1．030

0．200
2、516

0．S68

1．137

0．650
0．084
0．002

122．40

0，183

0．050

1．063

0．265

0．690

0．OS2

0．026

0．007

55．90

f

0．367

0．082
0．935
0．266
0，5S5

0．141

0。047
0．002

41．60

0．604

0．164
3．50S

O．873

2．275

　0．270

　0．085
　0．024
184．44

1．124

0．250

2．861

0．816
1．792

0．431

0．145

0．006
127．35

　以ヒの分析砧果を見るに夏鎧用桑にありては無施肥硬桑葉は施肥匠桑葉に比し（イ）水分砂

く粗友分の量多しo（ロ）SIO．・、（SO3）P205等の割合多くK20（Na　20）の量に乏し。

（ハ）次分の塩基度小なりo

摘　　　要

無施肥桑葉の化黎的組成に就き研究せるに概要次の如き結果を得たり。

1．無施肥桑葉は施肥桑葉に比し、（f）水分．蛋白質及びエーテル浸出物の量に乏しく、可溶

　無窒素物、可溶涙水化合物．粗繊維及び粗次分の量に富む。⑭可溶炭水化合物の純蛋白質

　に封する割合大なり。從つて螢養比廣し。

2，無施肥桑葉は施肥桑葉に比し概して7y（分中の酸基の割合多く、盤基の割含少し。從つて

　友分の塩基度小なり。

（於　」二田慰孫專門畢校）

交　　　　献

（1）辻暢太郎、獄体生理學（大正5年2月）

（2）　關東雁獄業試瞼場成績卜年報（昭和3年4月）

（3）農林省、III形、瀟島、長野、群馬、岡lll、鳥取、高知、愛媛、香川、長崎、大分》鹿兇島等の獄業

試験場報告

（・）鼎，惣多肇日本農藝化㈱謡呂銑・鱗・班一鋤（昭和・年6肘月）

　〔附言〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，　、

　本試験を爲すに當り御指導を賜りたる東京帝大農學部教授川瀬惣次郎博士、種々便

宣を與へられたる本校敏授倉澤美徳氏並に助力を與へられたる角田牧氏．川中貞次氏

羽藤泉氏に謹んで謝意を表す。
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”無肥料桑の化學的組戌に就て”　の試験ボLりト

On the chemical composition of the 

non-manured mulberry leaves.

Keiji SUDA

’　　　　　　　（Recelved，　July　15，1936）

Rξsum6

　　This　paper　dea正s　with　the　chemical　colnposition　of　the　mulberry　leaves　gathered　frorn

the　trees　cultivated　in　the　soil　not　manured，　the　results　obtained　were　as　follows：

　　（1）Non　manured　mulberry　leaves　when　compared　with　the　normally　manured　one，

contained　smaller　quantity　of　water，　protein　and　ether・extract，　while　the　soluble　nitrogen・

frea・extract，　soluble　carbohydrate，　crude　fibre　and　crude　ash　were　larger　in　quantity．

Therefore　the　ratio、of　soluble　carbohydrate　to　pure　protein　was　large　in　the　non・

manured　mulberry　leaves，　also　the　nutritive　ratio　was　wide．

　　（2）Ash　of　the　non－manured　mUlberry　leaves　colltained　acid－radical　irl　larger　quantity，

so　alkalir丘七y　of　these　leaves　was　smal量er　than　that　of　normally　rnanured　one．

（Col正ege　of　Sericulture　and　Silk。industry，　Uyeda，∫apan．）


