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3．アミラーゼは食鞭の存在を欠く時は共作用極めて微弱なり。少量の食盤の存在に於て共作用活醗

となる。

4．アミラーゼは漱洲種に在りては日本種及支那種に比して其作用微弱なり。
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比色に依る桑葉の熟度測定法に就て

井上柳梧

北澤孝一

1・緒　　　　　言

　桑の葉質が獄作に重大なる關係を有する事は種々の實駒によりて晩近盆々明にせられたる塵なり。

是れによりて葉質の問題蹴業上e（は從來より一麗要なる雌を占むるtc到つたのである。然しな

がら今日尚ほ葉質の如何を比較的精確に且つ實用的簡易なる繰作によりて決定せらるべき法は有らざ

るなり。

　從來桑葉熟度測定の爲めに磯表せられたる法少しとせざるなり、帥ち両積重及強靱性による法、沃

度及・・ンヒドリン反慮に焔法上圓・依るFk・桑葉の徽於ける順倣よる法石友報硬軟係数

等による法等あれども、種女なる原因により今日尚ほ一般實業1！1勺に鷹用せられ居るものは甚だ少し。

著者等は一九二八年に於て次の法を考案し反復實験の上大艘摘葉の際態用せらるべきを確め得たるを

以て此腱に記して滲考にi資せんとす。　　　　　　　　　　　　　’

2・方　　　　　法

本法に於ては春獄桑葉に慮用せらるべき標準液（A）と夏秋鷲桑葉に使用すべき標準液（B）と二種の

標準液が燈られて居る。是等標準液は特殊なる色素を使用して葉線臓の酒精浸出液と殆んど同一．．・なる
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色調を有する様に造られたるもので、其濃度によりて是を一より二〇迄の階級に分ち各番號を附して

示してある。

　Aは春の桑葉の酒精浸出液と同様の色を有し、Bは夏秋の桑葉の酒縞浸出液と大膿同様なる色調を

呈して居る。是等標準液は何れも牟側を白色としたるアムプレー中に入れ開孔を封じ且つ常に1暗庭に

渥きて攣色を防止せり。遮當に保存する時は4≧年以上を維過するも大なる墾化を見ざるなり。

　供試葉は主脈に滑へる葉の代表的の部分を直径一糎の圓形に切り抜き是れを牛側を白色としたる試

瞼管中に入れ更に九五％の酒精を一〇耗加へ室温に保ち三十分放置したる後桑葉を硝子棒を以て引き

揚げ浸出せられたる葉線素の溶液を標準色に比して其の濃度を示すべき轍字を決定するのである。か

くして求めたる数字が桑葉の熟度を示すものにして便宜上熱度指数と名つく、熟度指数の小なるもの

程（濃度の高きもの）葉の域熟せざることを示し二〇に近きもの程域熟したるを示すのである。

　本法による時は酒精の桑葉の細胞膜を通じて滲透する速度の如何を示すものであって、從って酒精

の濃度九十五％以下なる時は鰺透量の小なる爲めに浸出液の濃度少く叉雨天の場合には恐らくは桑葉

中の水分増加の爲めに一般に浸出量は減少し從つて指数は多くなるべし。かSる歌態により此法を用

ふる場合には其時kの桑葉中の成分の鍵化をも簡易に表はし得るものであつて既瓢は桑葉研究上特に

興昧ある事と思はれるのである。

　以下桑葉の熱度指数と桑質との關係に就きて蓮べん。

3・熱度指tw　E桑葉の組織Eの關係

　上田獄縣專門躯校化學部桑園に於ける登芽前伐探せる根刈仕立願返の新條に獲生せる葉を八月十五

日操襲せり。當時天候良好なりき。摘桑は直に前法に從ひで標準液に比して熟度指数を求め、一一・、三．

六、九、十・一一一、十四．十七、なる粥数を有せる葉を取りて實瞼したのである。爾ほ本實瞼に於てサン

プルを取りたる部分は第二二支脈と第三支脈との中聞に於て主脈より少しく離れたる部分である。かく

して取りたる材料をクロム酸を以て固定し、パラフヰン中に封入してミクロトームを使用して切片を

遭リハイデンハイン氏の鐡ヘマトキシリンとオレンヂGにて複染色を爲し鏡槍し測微法によりて各部

分の厚さを測定した。切片に於ける測微法は同一プレパラート中にても極端に厚きものと繊端に薄を

ものは是れを除外し大略申麿と思はる玉部分に就きて測定せり。桑葉の各組織としては・上・下表皮組

織柵灘蝋汲び海絹ll伏組織の四つの椰分に就きて其の厚　　　第＿岡

（第一圖参照）柵伏組職の厚さは測定したる上部表皮組織細　　　　　　　　　　　　　　　　　6

たのである。

　測定したる結果は次の檬である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　熟度指数一の葉。　　　　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　上面表皮組織
　A葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　構状組織

撒騨伽（千分か，・・一・ル）を以て灘す。　　蝉識臨難

　　　　囎番號　　。・，　2　　3　　’1　　5　鞠
　　　上面表皮組織　　　　16．00　　　13灘　　　　22・40　　　16ρ0　　　12・80　　　ユ6・12S
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　　棚状組織　　35．2り　　38．40　　32．00　　35・20　　25・60　　33　・28
　　幸毎藩畠｝1犬組糸哉　　　　　　　44．80　　　　　　　54．40　　　　　　　44．80　　　　　　　48．00　　　　　　　54．40　　　　　　　49．2S

　　下醸皮組織　　6．40　　8．00　　7・04　　6・40　　5・76　　6・72
　　葉の厚さ　　102．40　　U4，24　　106，24　　105，60　　｛8．56　　105．408

rB）葉

　　　親野番號　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　2ド均
　　蠣鍛組織　・＆…　　6．…　　5，。4　ユ2．S　22・4・　16，44S
　　棚　；1犬　｛紅1　牽哉　　　　　　　32。00　　　　　　　32．00　　　　　　　41．60　　　　　　　3L）．OO　　　　　　　28．SO　　　　　　　33．28

　　流爵　釆吊　剰匪　糸哉　　　　　　　al．60　　　　　　　54。d」つ　　　　　　　48．00　　　　　　　4S．00　　　　　　　48．00　　　　　　　48。00

　　下面表皮組織　　　　　6．08　　　　9．60　　　　6．40　　　　6．40　　　　6．40　　　　6．976

　　葉の厚さ　　95．68　　×12、CO　　111．Ol　　IOo「．60　　99．20　　104，704

以上の諸結果を平均する時は次の如くである。

　　上面表皮組織　　　　16．288　　　　　　下面1表皮組織　　　　6・8S4

　　棚状組織　　33．28　　　　葉の厚さ　　105・056
　　海　　綿　　組　　織　　　　　　48・64

　熱度指数三の葉

（A）葉

　　　覗野番號　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　平均
　　」三面表皮系且糸哉　　　　　　　　L｝2）．410　　　　　　　25．60　　　　　　　招8．80　　　　　　　25．92　　　　　　　　16．64　　　　　　　鈷3．872

　　柵　多lk　糸且　糸哉　　　　　　　32．64　　　　　　　25，60　　　　　　　30r．‘zo　　　　　　　35．60　　　　　　　28．80　　　　　　　31．568

　　学毎1　剤駐　判1　糸貢琵　　　　　　　53，2　　　　　　　　44，80　　　　　　　　48．64　　　　　　　48．oo　　　　　　　57．60　　　　　　　50。448

　　下面表皮組織　　　　　9．92　　　　7．66　　　　640　　　　6，72　　　　7．60　　　　7．66

　　葉の厚さ　　118．16　　103。66　　119．04　　116．24　　110、64　　113．548

（B膜

　　　覗野番號　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　1　　昼　　　ZF均
　　＿ヒ面表皮t，T．Lwa　　　　　　　　22，40　　　　　　　　19．三～0　　　　　　　　17．60　　　　　　　　ユ9、20　　　　　　　24．00　　　　　　　20．48

　　癌腓　鉦是　系且　糸鵠　　　　　　　29．44　　　　　　　25．60　　　　　　　2624　　　　　　　28．80　　　　　　　27．20　　　　　　　2V．376

　　評毎　系購　etH．　糸郎電　　　　　　　56．00　　　　　　　4S．00　　　　　　　44．80　　　　　　　57．60　　　　　　　0「9．20　　　　　　　53．12

　　下面表皮組織　　　　　9，60　　　　8．00　　　　6．40　　　　7．04　　　　6。40　　　　7．4S8

　　葉の厚さ　　117．覗　　100．8　　（Jo「．04　　112．64　　U6．8　　108．464

（A）及（B）秦の干均
　　　　　　　　　　　　　　　u．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u

　　上面表皮組織　　　　22ユ76　　　　　　下面衷皮組織　　　　7・574

　　柵状組織　　2D．472　　　 葉の厚さ　　111．006
　　海　　綿　　組　　織　　　　　　51．7践

　熟度指敬六の桑葉

（A）葉

　　　醗野番鵬　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　2F均
　　　　　　　　　　　　u　　」ヒ面表皮紅1華哉　　　　　　　　25．80　　　　　　　25．60　　　　　　　　19．52　　　　　　　22．4G　　　　　　　　19．52　　　　　　　22。568

　　わ∬卜　封ナと　Wt　糸詫琵　　　　　　　　40．00　　　　　　　　32．00　　　　　　　　35．20　　　　　　　　42，2‘i　　　　　　　　44．82　　　　　　　　38．852

　　宰毎　糸吊　系且　糸哉　　　　　　　57．｛io　　　　　　54、40　　　　　　61，44　　　　　　54．40　　’　　　　60．80　　　　　　57．728

　　’F血1表皮組織　　　　　7，0・髭　　　　6．OO　　　　9．60　　　　7，68　　　　8。00　　　　8、064

　　葉の厚さ　　130．44　　120．0　　125．76　　ユ26．72　　133．14　　127．213
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（B）葉

　　　睨野番號　　1　　2　　3　　4　　5　　鞠
　　上醸皮組織，　2壱：4・　22．4・　2獅　 2・・68　24・5・　23・716

　　棚胴1犬組織　42．8S　，35．20，35・20　43・2・　38・40　38・976
　　海紬組織　5S．24　62・40　54・4・　64・・0　65・60　6°・926
　　下面表皮組織　　　　8．00　　　　7・68　　　　6・40　　　　6・40　　　　7・04　　　　7・104

　　葉の厚さ　131．52　127・68　121・6・　137・28　135・54　130・726

（A）及（B）の亭均　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 u．

　　上醸皮組織　　・ま・4・　　　下醸皮細哉　　7・・「・4

　　棚状組織　　38・914　　　　葉の厚さ　　128’96S
　　量毎　　 漏～　　系且，　糸哉　　　　　　　　　　59．103

　熱度指数九の桑葉

（A）漿

　　棚幡號　　1　　2　　3　　4　　5　　鞠
　　上醸皮組織　・6：2・　22．72　32…　25・6・　22・・S・　24・38tl

　　棚状組織　　40。・0　38・40　38・72　35・20　48・・°　4°・064

　　海綿組織　　57．6・　64・00　4S・00　64・00　64・00　59・52
　　下醸皮組織　　⑪・6・　8・00　…SS　　9・4・　　7・88　　9・192
　　、葉の厚さ　、126・40　　13：1．12｝　　129．60　　134，40　　142譲S　　133．16

（B）葉　　　　　・

　　醗野番號　　　1　　2圏　3　　4　　5　　鞠
　　蠣表皮組織、　1δ：2・　・6．・・　25・6・　22・4・　ユ9・84　2・・6・S

　　棚1犬組縦　 螂01 @41・60　38・40　42・24　41・60　“．728
　　海綿組織　　54．40　64・00　67・20　64　OO　60・80　62・08
　　下醸皮組織　　6・40　　6・40　　4・80　』5・44　　5・44　　5・696

　　葉の厚さ　124SO　128・0　136・00　134・08　127・68　130・1i2

（A）及（B燦の鞠　　　。　ト　　』　　　　　　。
　　上颪表皮組織　　　　22・496　　　　　　下面表皮組織　　　　7・444

　　棚、｛lk組織　　・40・891　L　　I葉の厚さ　　珊・㈱6
　　亨毎wP　　　浄吊　　　糸且　　　糸哉　　　　　　　　　　60．616　　　’

　熱度指数十二の桑葉

（A）藁

　　　親野番號　　　1　　2　　3　　4　　5　　鞠
　　上醸皮組織　2軸　　16．・・　L・2．4・　16…　16・64　・8・364

　　欄状組織　　48．00　　44・80　　44・80　　6；1・oe　　44・SO　　49・28

　　海綿組織　　6・L．00　　57・60　　67・20　　51・20　　5蜘　　58・8S

　　下面表皮組織　　9．60　　8・00　　6・72　　9・60　　640　　＆°64

　　葉の厚さ　142．40　126・40　1虹・12　140・80　122・24　134・592

（B）葉

　　　親野番號　　　1　引　2　　　3　　　4　　　5　　「p均
　　上而表皮組織　　　　2孟40　　　　25．60　　　　22．72・　　　19・20　　　　22・40　　　　22・生6

　　棚状組織r　35．20　　40「　・・10　　・38・40　・　44・80　　48・00　　42・36
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　　藷錘　系吊　剃1　系哉　　　　　　　64．00　　　　　　　67．20　　　　　　　73，60　　　　　　　72。00　　　　　　　70．‘tO　　　　　　　69．4，主

　　下面表皮組織　　　　6．40　　　　7．36　　　　9．60　　　　6．72　　　　10．56　　　　8．12S

　　勇慧　の　　厚　　さ　　　　　　　128，00　　　　　　145．56　　　　　　144．32　　　　　　14』2，72　　　　　　151．36　　　　　　142．442

（A）葉と（B）葉との亭均

　　上面表皮組織　　漁6　　　下醸皮細哉　　8旨・96
　　禰状組織　　45．82　　　　葉の厚さ　　139．517
　　海　　 糸畠　　 系且　　　ま部1　　　　　　　　　　6生・06

　黙度指数十五の葉

（A）葉

　　観野番號　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　牛均
　　上面表皮組織　　　盤2．40　　　16．00　　　12・00　　　25・60　　　19・84　　　19・168

　　禿冊　封犬　組　系哉　　　　　　　5Ll．40　　　　　　　42．2d　　　　　　　38．40　　　　　　41．60　　　　　　　3S．4　　　　　　　43．008

　　海　 糸吊　組　糸哉　　　　　　　70．40　　　　　　　70．40　　　　，　　　73。60　　　　　　　67．20　　　　　　　「T7．4亀　　　　　　　71、808

　　下而表皮組織　　　　7．36　　　　7．36　　　　6・40　　　　6・08　　　11・2）　　　　7・SO8

　　葉　 の　　厚　　さ　　　　　　　155．20　　　　　　136．00　　　　　　130．40　　　　　　1或O．生8　　　　　　146．88　　　　　　141．794

（B）葉

　　覗野番號　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　7F均’
　　　　　　　　　　VJ　　」ヒ」西表皮糸ll華哉　　　　　　　28．SO　　　　　　　25．60　　　　　　　22・40　　　　　　22・40　　　　　　　2‘2・08　　　　　　　2‘1256

　　棚　Sl犬　糸岨。　糸栽　　　　　　　42．24　　　　　　　3S．4）　　　　　　41．92　　　　　　　44．80　　　　　　　406生　　　　　　　41．60

　　ミ狗些　瀞島　系阯　塞宣見　　　　　　　60．80　　　　　　　64。00　　　　　　　86．40　　　　　　　64．00　　　　　　　67．20　　　　　　　68．48

　　下面表皮組織　’　　9．60　　　　6．72　　　　7．88　　　　6．40　　　　9　．92　　　“8．104

　　葉の厚さ　　141・最　 134・72　 15S。60　 137・60・　139・雛　 142・蝕

（A）及（B）葉の：f’均　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　上面表皮組織　　　　21．712　　　　　　下酊表皮組織　　　　7’956

　　柵状組織　　42．304　　　葉の厚さ　　142・116
　　学毎　　　糸吊　　　糸H．　　糸哉　　　　　　　　　　　　70．14，4

　熟度指激十七の葉

（A）葉

　　覗野番號　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　ZF均
1上醸皮組織　2＆16　3・．・8　19罰　　32．00　20．4S　2・1，3S4

　　村肝　鋼犬　糸1・t　添哉　　　　　　　44．SO　　　　　　　51戯0　　　　　　　41．60　　　　　　　38．40　　　　　　　45、441　　　　　　4・1」，2S8

　　幸毎　糸畠　糸fL　華哉　　　　　　　76．80　　　　　　　76．00　　　　　　　70．40　　　　　　　S6．tl，0　　　　　　　7520　　　　　　　76．96

　　下西表皮組織　　　　10．24　　　　9．92　　　　7．6S　　　　10．24　　　　12．SO　　　「1⑪．ユ66

　　葉の厚さ　　10「2．OO　　167．20　　13S。88　　167．04　　153．92　　155．808

（Bl葉

　　覗野番彰究12：｝45ユド」均　　　　　　　　　　ロ　　　＿L1面f表皮懸1糸鵠　　　　　　　22．40　　　　　　　25．60　　　　　　　25．60　　　　　　　28．80　　　　　　　35．20　　　　　　　27．52

　　籾丹　H犬二　糸且　糸哉　　　　　　　48．OO　　　　　　　4、1．92　　　　　　　43．20　　　　　　　41，60　　　　　　　38．40　　　　　　　42．624

　　淘i　邦畠　組　系哉　　　　　　　73．GO　　　　　　　83．20　　　　　　　96．00　　　　　　　86．40　　　　　　　76．80　　　　　　　83．20

　　下面表皮組織　　　　　9．60　　　　9．92　　　　11．20　　　　7．S4　　．　10．24　　　　9．76

　　葉　　の　　厚　　さ　　　　　　　　153．60　　　　　　　160，64　　　　　　　176．00　　　　　　　164．6i　　　　　　　160．6‘1　　　　　　　163、104

（A）葉及（B）葉の聖均



iso　　　　　　魏　xx　學　難　誌　　　　　〔第ごig
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りi
　　　上醸皮組織　　輪2　　　下面表皮組織　　｛・｛63
　　　棚状組織　　43．4・）（1　　　葉の厚さ　　159・451
　　　皐毎　　　糸吊　　　系且　　　糸鵠　　　　　　　　　　　SO・08

以上の結果より熱慶指激と各部分の厚さ及葉の厚さとの關係を表示する時は次の如し。

　　　　熟劇旨数　　一　三　六　九　＋ご　＋五　＋七
　　　上醸皮組織　・6樋　22．・7623・14222・4962・・41621・712　25・952
　　　棚犬組織　332S　29・472　3S・9・4　4・・S9145・82　49・・3°4　’13・456

　　　海綿組織　4S．64　51・78＋　59・103　60・616　64・°6・70ユ44　80・°8

　　　下醸皮組織　　6．884　7・574　’7・584　7・444　8・°96　7・956　9・963

　　　葉の厚さ　・5．・56111・・612S・36S　131・636139・517142ユ16159・51

以上の結髄曲線を以て示せば第二圓の様である・但し縦座撫厚さ睦横座標に鞭指数を取

る゜

@　第　二　圖　　　以上の鎌よ観・時は勲厚・麟・度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数と共に増力1す。帥ち熟度指轍が堀1加す

　　t（ic；i・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るに從つて曲線は上昇す。海．綿組織及柵歌

　　tlt、　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組織の厚さも同様に指数の増加に從ひて増

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加するも上面及下面表皮組織に於ては殆ん

ltv　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　表皮組織に於ては其厚さは指数に關係を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有さざるも共表皮の顯微鏡下に於ける歌態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿　　三圃参照）即ち指激一及三ap組織は波肌を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nt｝．1．　　　　　　　　　NO．3・

。，一・v　口〔⊃［コ〔1⊂葡
　　　　　1葉の厚さIV上醸皮組織　　　　　A，。，1L・，　　N。．17r

　　　　、｝繍ボ下面瀾哉　置〔亡遁

呈するも指数十二及十五の如きものは『二滑である。

儲同覗野に於ける細胞数を見るに撒の扱三鮪するものは綱包敬少くして其の細胞は大で

ある．之に反して指数の＋二及＋五の桑葉は綱幽を，翻し欺きさも・1・である・且つ維管束も多く

是縫鰍ぜる細包麟形脚・にして贈多く且つ購してゐる・要するに蕪眼鞭に從ひて其
細胞的組成に從ひて差異ある爲めに酒精の港透上に蒲異を生じ、從て同時閥酒精を以て麗理する場合

には其浸出量の上に熱度に從ぴて差異を生するものと考へらるSのである。

　　　　4・熟度指数蜜其桑葉の化攣的組成蜜の關係

．田灘專門籔桑園に於ける鼠返に就きて鰍す・第一繊に於ては六月＋三日に摘桑しで直に

實験し第二實瞼に於ては七月十六日に於て摘桑直に實瞼せり。
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摘桑したる葉は直に前記比色法によりて熟度指数を求め是れを指数によりて分類し而して化學分析

を行ひ指数と其化學的組域との差異を求めたり。其結果は次の様である。

第　一實験
昭和四年六月十三日探集したる鼠返桑葉を其熱度指数によりて次の如く分類した。第一嘔熱度指数

1より3、第二画4より7、第三置8より11、第四1亟12よりle・とす。分析結果を表示する時は次の如

し。

　　　　試　　瞼　　腿　　　　　　第一賑　　　　第二1麗　　　　第三晦　　　　第四匿
　　　塾　　　度　　　 書旨　　　撒　　　　　　　　　　 1－　 3　　　　　　　　　4－　7　　　　　　　　　8－11　　　　　　　　12－16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e！a
　　　水　　　　分　　　7921　　　78．37　　　74・62　　　71・67
　　　乾　　　　　　　　　　　　　　　辱勿　　　　　　　　　　　　20．79　　　　　　　　　　　2コL63　　　　　　　　　　　25．38　　　　　　　　　　　2S，3二～

　　　　　　　　　　　　　　　　　’　（乾物一（⊃os’　iti）

　　　楽且　　　　蛋　　　　白　　　　質　　　　　　　　　　　 38，37　　　　　　　　　　　32，63　　　　　　　　　　21．56　　　　　　　　　　　19　．9，　：1

　　　エーテ〃ミ蔓幽物　　　　 6ユ2　　　　723　　　　7．57　　　　6．04

　　　炭水化物　　1821　　19，0”・0　　20．Of，　　爵0．78
　　　＊iL　　　　　繊　　　　　　藩盤　　　　　　　　　　　4．02　　　　　　　　　　5．21　　　　　　　　　　5．07　　　　　　　　　　6，72

　　　粗次物　11．24　11．19　9。21　12．10
　　　全　　　　　　　窒　　　　　　　多韓　　　　　　　　　　　　　7．21　　　　　　　　　　　　6ほ～5　　　　　　　　　　　　4・76　　　　　　　　　　　　3・24

　　　蛋　　　白　　　質　　　窒　　　素　　　　　　　　　　　　　　6．14　　　　　　　　　　　　　5．B7　　　　　　　　　　　　　3945　　　　　　　　　　　　　3．19

　　　濃塁履酸1こ溶解する窒1素1　　　　　　　6・31　　　　　　　0「・4，2　　　　　　　3・87　　　　　　　2・75

　　　濃聾酸に可溶窒素中燐
　　　タングステン酸i：よる　　　　　　　　1．32　　　　　　　工・29　　　　　　　1・17　　　　　　　ユ・00

　　　沈澱の窒素

　第二實瞼
　昭和四年七月十六日に於て探築したる甘樂桑を熱度指数によbて第一湿一・第二颪四・第三匠八・

第四匠十二、第五1姦十六と定めて是れを分類し典桑葉に就きて分析を行ひ次の結果を得たり。

　　　　試　　瞼　　囲　　　　第一賑　　　第二瞳　　　第三麗　　　第四雇　　　第五瞳

　　　熱　度　指　激　　　　一・　　　　四　　　　入　　　　十二　　　十六
　　　　　　　　　　　　　　　　　e！e

　　　水分81・247S・2177・1977・7172・72
　　　乾　　　　　　　　　　　　　乗勿　　　　　　　18．76　　　　　　　5～1．79　　　　　　　22．81　　　　　　　22．29　　　　　　　27，2S

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乾キ勿百分中）

　　　粗　　　　畳　　　　白　　　　質　　　　　　　　　29．62　　　　　　　　26668　　　　　　　　25．05　　　　　　　　21．25　　　　　　　　20．62

　　　　ユ：　＿　　テ　　pレ　貯璽i　艮斗　柔勿　　　　　　　　 4，71　　　　　　　　5．SO　　　　　　　　6．17　　　　　　　　7．12　　　　　　　　6．72

　　　炭　　　　7k　　　　イヒ　　　　牛勿　　　　　　　　　16．87　　　　　　　　　17．04　　　　　　　　17．75　　　　　　　　19．37　　　　　　　　20．01

　　　粗　　　　　　　茉裁　　　　　　　系維　　　　　　　　　　7・4：9　　　　　　　　　　7。62　　　　　　　　　　8ゆ10　　　　　　　　　　7．92　　　　　　　　　　8。90

　　　粗　　　　　　汐～三　　　　　　分　　　　　　　　　9．32　　　　　　　　10．4S　　　　　　　　10．21　　　　　　　　　9．74　　　　　　　　10．02

　　　ζ』　　　　　　隻謹　　　　　　素　　　　　　　　　5．31　　　　　　　　　5。02　　　　　　　　　5．00　　　　　　　　　‘k．23　　　　　　　　　3．73

　　　螢白質鑑素　　4・58　　4．‘27　　4、08　　3、40　　3．30
　　　　濃盤酸に可溶窒素　　　　4。91　　　　4．72　　　　4．63　　　　3．82　　　　3．4g

　　　　濃盤酸に可溶塞素中燐
　　　　タ　ンク◎ステン酉菱1：よリ　　　　　　　　　0．92　　　　　　　　　0．91　　　　　　　　　0．83　　　　　　　　　0．82　　　　　　　　　0、89

　　　　枕澱ぜらる窺素

　　備考

　　炭水化物と稚するは璽酸愚加へて加水分解しf：ろ揚合に生すろ糖類な葡萄糖として計算し発炭水鱈勿を表示ぜ

　　　りo
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以ヒ繊の結撒睨る時は水分調錨質詮窒素融難素雌鞭酸岡灘窒瓢脚ン
グステン酸によりて澱せらる鷹素瞭囲旨数の増加に從ひて獅職少し是れ販して勤量・

エーテル測1物課水化物湘織蒲1綿融と共に榊す粛しE；H・織維は期縦かにし暢合によ

りては醐なる撒腿する事もあり．而して繊伽殆んど櫨と縣を糎ざ枷・以上隙

鐡鋤ほ少き爲め離然と脚を謂藤能はざるも融と難の繊とは蘇鮪する馴かにし
て懇の勲撒の決定によりて期皿成の嫡歓撒定す蹴得らる1と瀦せらるS　ta　l」・』

　　　　5，熟度指en　8桑の品種

鴇灘蹴難の椥鞭ド心・して葉の耀基部に騰巳した・法に從鼎

瀬の彫剛り抜醍れを肋て熱麟数を醗し嫉の襯を徽り・但セ嬢ゆ＋は該翻

数を有する葉を示すのである。

　　　　　　　探集供試　　　　熟　　　　度　　　　指　　　　数

踊－ ｼ霜難・23・56789・・ユ・12・3・4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋
鼠　返鵠・9＋　　＋＋　　＋　　‡＋＋

　〃　　　　　　5．31　9　　　　＋　十　　　　　　　　　　　十　十　十＋＋－F　　　十

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　“　　　6．4　7　　　　　　　＋＋　　＋‡　　＋
　＿　ノ　瀬　　5・31　6　　　　　　　　　十　十　　　　　十　十＋十

　改頁鼠返　5・31　6’　　　　＋　　　　　　　　　一ト＋＋＋＋

上　Ut　5．316　＋＋＋＋＋　　　　＋
撫丸…31・＋＋　　　　、　’トニ　＋＋一ト
毛　桑6．38幽　　　　　＋　　＋‡牽　　＋
紫早生　6・311　　＋　　・1－　＋　　　　＋＋＋　　‡±t；

青魯桑e…4・　　　　＋＋　　＋　　＋＋＋＋
漉＋郎・，4・　　　　　‡・　　＋‡‡・
一、瀬・48　　　　　‡＋　＋＋‡＋
眼四搬6・45　　　　　　　　　＋＋＋＋　＋
錦　桑、。・　　　＋　　＋＋＋‡
四方tA、，、9　　＋＋　　　＋　＋‡＋‡
四方喫、。・　　　・＋　　＋　　‡＋‡

　春　　日　6．1　7　　　　　　＋　　　　　＋＋＋　　：t　＋

都（雨後）、．17　　　＋　＋　＋　＋‡
　春日（雨後）　6・2　8　　　　　　＋＋　　　＋
四方9、t，2・．　　＋　　＋　　‡＋‡

　群馬赤木　6．3　s　　　　＋　＋　　　．＋　＋‡‡

千罐・・… @‡＋　　　＋＋‡1二‡
　四ツ目　6．109　　　＋＋　　　＋　　＋　　＋＋＋　　　’
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　　　　　　探集　供試　　　　　　　　　　熟　　　　　度　　　　　指　　　　　数
品　種　名　　　しナこる

　　　　　　月日勇妻数　123456789101112ユ31tt
白鼠返・鷲・＋’＋　　＋　　＋・‡‡
元舗門6…9　　＋　　　＋　　　＋＋‡‡‡
名古屋6・…　　　　＋　＋　　　＋‡‡
栗　葉・…8　　　　＋＋＋　＋‡‡
四五八6…．μ　　　　　＋　　＋　＋‡‡二…：‡
長　沼　6°1010　　＋＋　　　　＋　　　‡‡‡・＋．
梨子地　6・10　9　　　　＋　　　＋＋　　＋　＋　＋‡＋

へ塗葉・…8＋　　　　　＋　　＋　＋‡‡
塁サ島野桑6。108　　　　　　　　 一ト十‡‡‡

雷源桑6．108　 一ト　　ート　1　曹←‡‡＋

武田十文字　　6．10　　7　　　　　　十十十十、　　　　＋＋＋

白　胴　木　　　6。IO　　6　　　　　十　　　　　　　十　　　　十十　　’　十十

黒胴木6…7　　　　　　　・　、‡‡＋＋＋
大紅葉6．・・6　　　　　　　‡‡＋＋，
層白　　　i桑　　6・11　　6　十十　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　十　　十

國桑十三號　　6・11　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　十＋＋＋

効瀬…29　　　‡　　＋＋　＋　‡一・一　＋
大葉桑　6・1210　＋　　　　＋　　　　、　　　＋：1‡‡＋
鼠　　　　　返　　　　6・12　　　 9　　　一トート　　　　　　　ー1－　　　　　　　　　　　　　　　－1一　　　　　　　彗一　十十　　　一1－　　　十

魯　桑…2　＋　’　　＋　　＋　，　壬‡＋
水　原…39　＋　　　＋　　＋　　‡1：一
矢　島・ユ…　　　＋＋　　　　‡＋　‡‡＋
白　梅桑　　6・13　70　　十　　　　　　　　十　　　　　　　　　　十　十‡‡‡

小到早生　　6・13　11　　　　　　　　　　十　十十十　　　　　　　　　‡‡‡　十

佐　ili　6・・3・・　　　　‡　　　　＋＋　‡‡　
秋　雨・ユ3・・　　　　　　‡　　　＋‡‡・　

　（B）夏鷲期に於ける實験

　春獄用桑と同様に夏餐訟期に於て各品種の桑葉に關し同様なる實験を試みたり。但し本回に於ては一

條の上位より下位に向ひ一葉づN是れを探取して熟慶指数を求めたb。次表中の熱度指数の項にある

数字は葉位を示すものにして先端の葉を第一葉と算へ順次下位に及ぼせり。次に共結果を示す。（B表）

　（C）秋獄期に於ける實験

秋獄期に於て夏獄期に於けると同様に各晶種の桑葉に就きて實験を試みたり。本實験に於ても前項

と同様に彼條に於ける葉位によりての黙度指数を求めたり。實験の績果を次に表示すg（C表）
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　響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽

　ごゆ　　　　　　　　　　　　　　　ぬ　　　　　　　　　　an
　Pt　　　　　　　　　　　　　　　　　ドく　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　轟　　　よ　　：
　　　　　　　　　　H
　臼　　　　　　　　　爲菖　　φ　　　g°
　　　　　　　　　　　　ll　　eo
　　　　　　　　　　　讐b
麟　　　　　　　　　　　　．　　蘇｝9　　　　i畠　E；
　目囎　　　　　1　鴇鱈
　　　難藻　　よ　よ　　　：＄li舗　　　自諸　　詩　票
　9繍留　　鍵驕・　　　　．．．．想　．　°°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譲需斜掬　讐胃　2E　鹸自需詔　額＄調象斜　E
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雪さ譲震d餌　ei　め繍葭必嵩　　葭譲

覇゜ �ﾒ翼1　°°　㌔覇含縷婁岱バ獺讐購壽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頓ト→
　QO　　cδ　　　ゐ畑　　　　　　　　　　幼　　　　　　　　　　　　　　　　回　　　　　　　　　　　　　　　Hド曜
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　以上の結果を綜合する時は春鷲期の桑漿（A）と夏糊田の桑葉（B）とは熱度指激の分配の櫃態は棺類

似し居るも秋獄期の桑葉（C）に於ては著しく共状態を異にする裏を見るべし。是等の關係を明かに示

す爲に春、夏、秋期tc分ちて各熟度指数に甥して各品種の桑葉の反慮現出の度数を求め而して各指数

に封する現出度激の総計を求め是れに封する100分を求め次の結果を得たり。

熟度…｝旨数　 12345678910ユ11213141516171S　
言㍗

（蟹課鷲・37・8・3・4・92・1・翻6・・856・・　　39°

（囁響｝欝・・・・…72・2・573956536・・51727°　　46°
（CM響鷲・…222136・4395・4・・・・・・・…18・・8　2912戸985

　黙度指数に封する桑葉反慮現出度を総現H渡に謝する％を以て表示し陀る結某。

熟度手旨数　123456789：10ユ112ユ314151617ユ8
（鷺劉養叢旙・・4・…3・・描・2・・一・…1…5・・2・…4・・一・〃

（壌羅懸・・52・糊…一・・64・・2・・8・512・2・・1・脇・・3・75・9…”

（C?i覆…㈲12・・一…一・・…4・・鵬35・5・・・…7・・　22．…°2・・・…

　以上の結果より横軸上に熱度指数を取り縦軸上に反鷹現溝度の％を求め曲線を霞く時は節四圏の様

である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　四　　　圖

以上の結果より見るも共曲線の状態は春、夏、秋の桑葉によりて著しく異なり各共特殊なる形歌を現

はし熟度指数によりて共桑葉の熱度の歌況を明らかに示す窮が出i來得る事を表はして居る。

6．熟度指tw　9各齢用桑

各齢用桑を前認の法によりて熱度指数を求めたるに次の如き結果を得鞄のである。供試桑葉は從來

の経験より典齢に於て最も遮當と認めたる葉を撰操して實瞼せり。
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　以上の結果より見る時は從來の経験によりて各齢に於ける用桑を撰擁する法は、晶種によりて葉質

の叢異ある爲めに熟度指数の一致せぎる場合あるも、大艦より謂ふ時は各齢用桑によりて熟度指激の

上に著しき差異ある窮を見るべく、從つて熟度指数によりて各齢の用桑を表示する事も得らる玉なり。

今試みに前記せる各種の桑葉に於ける實験結果を綜合して各齢用桑と熱度指数との關係を示す時は次

の表の様である。但し衰中の数字は反慮現出の度数を示す。

熟度撒　1234567S9101112ユ3141・「16ユ7：819
一齢用桑　　4　17　19　19　14　　4　3　1　3　0
こ：二齢用桑　　　　1　　11　　　7　　　19　　　14　　　6　　Z6　　　9　　　4　　　2　　　1　　　0

三齢用桑　015676151013381901020
四翻桑　01110064117154271エ2010
五齢用桑　000000212659196236・「60
　上衷に於ける現出度数を各齢の総現出度撒に封する％を以て示す時は次の如し。

熟度指数　12345678910111213ユ4ユ516171S　19　　　　　　b一齢用桑　　　4．S　20、2226　22．6　16．7　　4．8　　3．6　　1．2　　3．6　　0，0

二二齢月ヨ桑　　　1．1　12．2　　7．8　21．1　15．6　　6．7　17．S　10．0　　4．4　　2．2　　1．1　　0驚〇

三齢用桑0．OU5．76、98．06．917・211・51493・4921・110・30・01・10・0230・〇
四齢用桑　　0．0　1．1　1．1　1．1　0、0　0．0　6．6　4，412．1　7，716，5　4．429．7　1．113，2　0，0　1．ユ　0．0

珊用桑0．00．OO．00，00．00．02・21・1‘1・’26・75・610・021・16・725・66・75・66・70，°

　以上の結果より今試みに10％以上の現出度数を有する熱度脂数を以て其齢の用桑の熟度指数とする

時は次の如き結果が得らるSなり。

　　　　　　　　　　　　　熟度指数　　　　　　　　 熟度脂数
　　　　一齢用桑　　2～5　　　　四齢用桑　　9～15
　　　　二齢用桑　　2～8’　　　　耳齢用桑　　12～15
　　　　三齢用桑　　7～ユ3
　是れより見る時は普通の法帥ち肉眼的に各齢に於ける適葉を撰揮する場合には、是れを熟度指数よ

り見る時は一齢用桑は二齢用桑の比較的指数の小なる部分EPち軟身男なる葉を撰みたる慕なり。五齢用

桑は四齢用桑中の指数の高き葉帥ち硬き葉を撰操したる事となり居るなり。換言すれば二齢用桑と四

齢用桑とは比較的廣き熟度の範園に渡りて葉を撰操したる結果を示すものにして、從つて興撰揮が他

の齢の用桑の撰操程1E確ならざりし惑を表はすものである。

　爾ほ熱度指数の法によりて各齢用桑を明かに匝別し得る事を示すものである。

　　　　7・熟度指激ピ貯桑

　貯桑する時は熟度指数の上に著しき攣化を現はすものである。是れに就きて實駿したる結果は次の

様である。

　（A）改良鼠返に就きての實験

　（Bン臨樂桑に就きての實駒
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　以上の結果より見る時は貯桑する時は大艦に於て第三日目迄は各日に於て著しく墾化し、次第に指

数は高くなるも其以後は時に高低あるも大膿に於て一逓閲目位迄は同様なる指数を保つものである。

然し幾分高くなりつSある傾向を示すものである。勿論晶腫の如何叉貯桑場の温漏度の如何によりて

攣化するものである。

　　　　8．　熟度指tw　E仕立法

着…獄期及秋翻期に於て根刈、中刈及高刈仕立の桑葉に就き熱度指数を測定し次の結果を得たのであ

る。右表ri1の数字は葉位を示す。

春翻期桑葉に就きての實験

　　　　　　試　瞼　　　　　　　　熟　　　　　度　　　　　　指　　　　　数

試瞼旺　期日　・23456789・…　12・・14・5・6・7・8

魯桑盾堰諱@　、2。1㌦　1　3545

　秋獄期に於ての實験

一條の桑葉を悉く取り、是れ蹴きて熱度指激を求め次の如き糸課・を得te・1）。

　　　　　試　験　　　　　　　　　熟　　　　　度　　　　　詣　　　　　数

試騨期日・2・4567891・・112・・14　・516・7・8

鼠返

根刈仕立

申刈仕立

高刈仕立

・月・・日　　4213　　56iZ：ll：、§：1♀1器慧、1：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30，38　　　2226　19．21　　47．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42，44　　　2829　23．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31，32　24．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33．34　27。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．37　36．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39．40　43．
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45．46　46．

・胆日　・、1・蹴　 6・8・7・ @｝9：9・ll：ll　ll：1611：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2S．　23．25．26　17．　　　48，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29．　　　27．30　　20．　　　49．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33，　　　31．　　　24．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34．　　　32．　　　47．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41．　　　35．36　51．53
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42，　　　37．3S　59，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5S．　　　39．40　60．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43。44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕗：珪茎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll：影

・月・・日　　1・　2　　3　4　11，．齢1・｝2：11・ll：ll°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27　　18．19．　　23，　　　31．24三。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．33．　　26，　　　32，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24，
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　　　　　　試験　　　　　　　　　熟　　　　　度　　　　　詣　　　　　数

試騙期日・2・45G・89・・…2・3・4　・51・ユ7・8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11i

以上の結果は實瞼螂iほ未だ少き爲め確實に謂ふ事は能はざるも・大膿に於て春猛期の桑葉に於て

は高刈及中刈に於ては大略同檬なる熟度指数を示すも、根刈に於ては熟度指敬一般に小にして葉の成

熟度燵せざるを示せり．樹鰍獄期の桑葉に於ては根刈中刈及高刈仕立の桑葉の熟度指数の上曙

しき露異を見ざるなり。只高刈に於て熟度指数梢高き傾向を有す。侮ほ六月伐探したる根メUに於ては

其熟度指数著しく小なる結果を示して居る。

　以上の實瞼結果よりして熱度指数の法によ！　て、仕立方による桑樹の葉質の差異を或る程度迄示す

事を得るのであ恥

　　　　9・熟度指婁婬肥料霞及無肥料匠の桑葉蜜の關係

　上田獄綜專門墜校桑園に於ける無肥料及肥料爾匿に於て栽増せられたる桑樹なり。麻慧期に於C實

験を行ぴたるのみにして其数爾ほ甚だ僅少なるも一例として次に暴ぐ。各試験旺の数字は葉位を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　熟　　　　　度　　　　　指　　　　　数

供試物　月同　12345e）78910ユ1121314151617181920
駆｛灘611°日　．1、　　2，9．．∴1：5

駆｛雛堰6111日　　　1　　　　　　　　。1：。・，　3．

魯桑｛1離6113日　、1　2　2’，1＿争56
　以上の結果による時は一般に無肥料匠の桑葉は熟度指数は高くして、肥料颪の桑葉は低し、帥ち無

肥料匠桑葉は同時期に於ては肥料匝に比して成熟せる事を示せり。

　　　　10．熟度指轍によりて分類したる桑葉を使用して行ひたる飼育試験

　　　（A）容期に於ける飼育試験

　以上實験の結果より熟度指数の法によりて桑葉の熟度を決定し得る事明になりたるを以て、給桑の

一部を取りて其葉の熱度を測定し是れによりて熱度指数と鷲兇飼育上の結果との關係を求め、是れに

よりて適葉を指数を以て表示し撰葉を一暦正確にせん事を期せんとし次の實験を行ぴたり。

　飼育實験を行ふに當りては一定の熱度指激の葉を給葉する事は多数の羅兇を飼育する場合には非常

に手数を要し學校に於ける實瞼としては實施に梢主困難なるを以て給桑を普通の法によりて軌中及

硬の三毬に分ち是れを各熱度指数の法によりて其各匿の熟度を決定したのである。
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　以上の結果を尚一暦明かに示さん爲めに、縦軸上に熱度指数を工1又り横軸上に探集したる日を取り平

均の指救を以て曲線を書く時は第五圃の様である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上の結果はC鼠の六月一日探集を

　　　　　　　　　第　五　圖　　　　除けば他は三斑の曲線のヲ1獄は却細

2θ

15

ノ0

fi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一twし、熱度指数によりて給桑の成熱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の歌態を示す事を得るものである事を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謂ぴ得るのである。

’　　　　　　、／＼　・塵　前述したるABC三maの倉硝麟

　　0
　　　　翼31123藁678s1哩　 ち綱…頭を取りて鋤助．B慨
　　　　冒　　稽　　　 誓　に於て蝋髄激りと靴たる韓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を｛隈集して給與．し「司時に前記ぜる如く

毎日十葉を取りて熟慶指数を測定せり。而して各慣に就きて経過日数、減職歩合．獄髄重量を調査せ

り。爾ほ繭に就きては欝繭渉合、牧繭成績、薩綱査、一粒繰試瞼及螢光色等を調査せり。斐冬威績の

概要は次の：如し。

　獄兇に甥する域績

　（イ）　経　　過　　1ヨ　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　第　　　　四　　　　齢　　　　　　　　　第　　　　五　　　　齢

　　　　　痢食刀［！時　　停食月日時　　期　間　　餉食刀日1琳　　停食月「；時　　期　間

　A　i斑　　5月30Fl午後2時　6月3日午後5時　5日20時間　　6刀5日午前10蒔　6月12日午）￥ii　or　n占…6019時間

　B　礪　　5月30日午後2H3i．6月3日午前10時　5日20時聞　　6ノヨ5日午荊10時　6刀120午7駈rユ2時i　7日

　C　腿　　5刀30「i午後2r昨　6月3日午前10時　5日20時間　　6月5「1午前10時　6」！12日午削51i、ia　Gl≡i19時間

　（ロ♪減　獄　歩　合

　　　試励匿　　　　供試頭数　　　　　減　慧　数　　　　　減慧ル合
　　　A　　　　　　　畷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300豆Sl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103豆罫｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34』，33ヲ6

　　　B　　　　腿　　　　　　　　　　　　　　300　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．00

　　　C　　巌　　　　　　　　　30）　　　　　　　　　　　　　S2　　　　　　　　　　　27．3露

　1ハ1慧膿重量（謝】00頭）

　　　試験隈　　　　第四齢越類　　　　第五齢起獄　　　　 熟　　 獄

　　　A雌こ　　35・0瓦　　　71．2瓦　　　41．3瓦
　　　B　　匪　　　　　　　　　35．0　　　　　　　　　　　　　67．3　　　　　　　　　　　　　44．5

　　　C　　賊　　　　　　　　　35．0　　　　　　　　　　　　　73．2　　　　　　　　　　　　　39．0

　　，コへ、　／＼／i、s＼．．、B匝を繍ば次の如し．

，グ＼ト＼／／＼vf　　飼柵湿して姻鞭使用せり・
，／　＼ぐ▽／　＼　　鮪形式は樋繰育に諒り。　lii・1”X
ク　　　＼／　　一一一”‘x・櫃　期は杢綱適る方法鳳りて鮪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、第四齢起駿よりA、B、Cの三颪に分

繭に關する成績

（イ）螢繭歩合
　　試験瞬　　　　」二籏翼籔　　　　縷中蝿獄鍛　　．　轡繭獄数　　　　瞥繭歩合
　　A　　　　瞬1　　　　　　　　　　　ユ97頭　　　　　　　　　　　　　　68頭　　　　　　　　　　　　　129頭　　　　　　　　　　　　　65．48％

　　】3　　　　1瓶　　　　　　　　　　　　195　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　工84　　　　　　　　　　　　　　　94．87
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　　　C1，，fi　　218　　　53　　　・65　　　756°
（ロ）　牧　繭　　成　経竃

　　　試験嘩　　上繭　　中繭　　下繭　　同功繭
　　　　　　重量　　67，66％　　8・9S　　2125　　　2・1
　　　A厩顯藪　　65．89　　8・5・　　24・・3　　1・55
　　　　　　重最　　87．・・　　…6　　S・・”4　　4・3°
　　　B匠顧数　　9・．45　　・・69　　4・49　・　2・37
　　　　　　重量　　87．・8　　4・・7　　5・74　　3ユ1
　　　CI甑顯数　　・7．58　　3…　　　6・S3　　2・48
（ハ）一一粒繰域績（＋粒のrp均）

　　　　試　瞼　va　　　　　　A　　輝　　　　　　B　　置鍾　　　　　C　　旺

　　　繭　璽（瓦）　　　・・67　　　°・75　　　　°・65
　　　継　長（回数）　　582　　　　692　　　　644
　　　繰　　量（弐）　　　　　　0・229　　　　　　　0・2599　　　　　　　0・24

　　　緒　懸（瓦）　　　・…9　　　・・°1°　　　°・°°3
　　　蝸　　襯（践）　　　　　　0・013　　　　　　　0・021　　　　　　　0・011

　　　暦物合量（践）　　　　　　O・022　・　　　　　0・031　　　　　　　0・017

　　　繊　度（判400回テ“二一ノレ）　・・24　　　2・97　　　3，°
　　　類　　筍（樹400回）　　　　13・0　　　　　　　　12・0　　　　．　　　20・0

　　　切　蜥　　　　　…　　　　°・2　　　　°・°
以上飼育繰の結果よ睨る時醐育上の放績は賑比較融嫌して蠣は最も劣れり調し

て蘇継て鰍榔よれば，B邸i軸優館して・c磯れ畝ぎ・嘔は最も劣れり・EP　‘lb

熟度撒の低き桑勲常に纈す・時・鞘上螺噸良ならざ鱒果を麗りt以上雲㈱り
桑葉の鞭は此の購方灘よりて灘し是れを實騨郡する事が出來得る臓不し鋸る・

　　　lB）夏鷲期に於ける飼育試験

　第　一試　験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿
本纈に於ては從來龍廟齢た耀1囲・綻灘より課聡る桑葉蝋度t旨勲以廓婿は

如何なる練となるや汲欝の鞭手旨蜘知られた礫勲以燗能行ぴ焔場合に於ける鞘

域績を考察し、熟度指数と飼育上に於ける關係を探求せんと試みたのである。

繍謙於て使肌た繰敵雌立D・kl・樂勲闘し糊餅散搬り・試鵬として（A贋
駄於けると同謙A、B汲cの三旺を謝たのである・搬の鞭判定法1・よbて難調瓢色
騰によりて識も贈の灘に縮助と儲らる喋を以て礪となし・是れより一フ・’至二難

位にして織色瀦びたるものを蟷とし謎れと丁度反錬難一乃至三下のものにし噸く黙
がs、II、る濃耽徽色麗ぜる戴給StL・・E・るものを幅とせり・探蜘捌は！r一後塒輝塒にして

共探桑したる額の難・はり五勲ユ取りて鞭指勲齪し誤撒の一丁一均を勅て期の給桑の

熱度指数とせり。共結果を示すと次の如し。
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oつ　　CO　　oつ　　帆　　囲　　剛　　o，　　r解　　噌｛　oo　　噸ド　　O　　F｛　唄ド　tV　　o　　o　　　　 叩　　㊨　　¢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒－f　　ドイ　　門　　　　　 F→　　　　　　　　　F－1　　璽一｛　　H

忠

寓

曽

　tN麟H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋

　k°　　　　　　　　　　＋　　　‡＋‡＋
　y！1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋十　十

　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋　　　　　　＋　＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　十

蛸　　　　　　　　　　＋＋　　　‡
　餌

　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十　　　＋＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十

　R　　　　　　　　　　　　　　．‡＋　　　＋＋＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋†　　　　　　　十

ss° @　　　　　　　　　　　　‡
　。。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　十

：　＋　‡‡＋‘　亨
　　　　　　　　　　　　　　　　十
醸め　　　　　　十十　　　　　＋　　　　十

　》　　＋＋　‡＋‡　＋　‡

　a’‡・ll・1＋　＋・　　‡＋‡＋

　斜　　＋＋‡　　＋‡‡　＋＋

　囲　　　　　　　十　＋
　　　　　　　　　　＋－ト　　　　　　　　　十・卜

　　匝1　厩　：口　皿　 皿　［厭　頭　皿　匝【　血　 亡口　：匝　匝工　田　匝　田工　匝工　面　匝近　江口　晦
搬、

　　巨：　　瓜　 ：ロ　ロ　 ロ工　仁口　躍　 ：口　江［　仁且　ロユ　：口　匝　 置　 巨ヱ　ロユ　仁ロ　：ユ　【口　巨1　ロコ

　　　1　日　lll目　園　1　11川　1　11111　1　U　川厘　1　11111圓園　→く
wu撃。。。。轡。。齋。。養。。。費。。。。．。L

ロエ　　ロ　　阻　 ロユ　nユ　ロ　 ：ロ　ロユ　ロユ　鷹　 仁且　ロヱ　慧ユ　ロ：　隠　 戯　 ［ロ　ロユ　鼠　 口：　：口　：且

m　ゆ　o　ト　。。　o曾　肖　餌　H　博　99　留　爲　蔚澱　譲　癩　｛9　霰爲
瞭　　mp　殴　q　唄　賊　慶　国ミm　嘆　穴　鮫匝ミロミ【環　【理　㎎　匝ミ皿ミ　衆　暇眠
轍　卜　Pt　tS卜　tSト　tSト　ニ、　ト　トPtト　ts　tN’tS　tS　tS　L’°卜虻、
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9i’

B、、。。。，、、。t・t…　り。・oogx’k・自・喬1鎗　gq£諸鈴

　爲

　霞

　曽

　tN麟H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 十十
　肖
　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　＋＋　十　　　　　 十十
　H　　　　　　　　　　　　　　　　　＋＋＋　　　　　　　十
　tl　　　　　　　　　　　　　　十十　　　十十　　　 十十十十
　「i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　十

翌se　　　　　＋　’＋‡‡　　＋‡　＋＋＋＋
　臼　 ＋＋　　　 ＋　　＋　 ‡＋＋＋＋　＋　 ＋

　回　　　　　　　　　　　　　　 十十十　　　　　十　　　十
　回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
　〇　　　　　　　　　　　　　十十　　　　十十
　H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十

cuφ �@　　　 ＋＋＋＋ @　　＋
　。D　　十十　　　 十　十＋＋＋＋　　　　　　　　　　　　十
　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　Pt　　十十十　　　　十十　 ＋　　十　　　　十
　　　　　　　　　　　十十
　゜‡＋＋‡＋‡‡

雛n @＋‡　　　＋　　1　　＋
　ev　　　　　　十十十　　　　　　　　　　十　　　　　　　　1十十
　。つ　　十　　　　十十　　十
　　　　　　　　　　　　十
　el　　　　　　十　　　　 十

　H　　十　　　　　十

濃匿晋蟹田匿雪’ W罫雪雪冒雪匿雪罫簑罫署環器震爵罫環
議警警貿晋警響警警罫ge晋賢ge・野9El賢警讐lii　lii晋警賢警
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゜o°Oo ﾗteoo戴o鵠臼鶴望昏昌雪輯鱈鈴　　嵩嵩嵩類

霰

曾

曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十十

凝li；

@　　　　　　　‡　＋　　　‡＋＋
　曽　　　　　　　　　　十　　　十　　　十　　　　　　　　　　　十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十

　Y11　　　　　＋　＋‡＋　　＋＋‡　　　　＋＋‡

　itl　　　　　　　＋　　‡＋‡　‡　卍・　‡
紹x’ @　　　　＋　＋　　1　＋　‡‡‡‡　　　＋
　輯　　　　　　　　　　　　‡　　　　　‡＋＋　＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　・卜

　昌　　　　　＋十　　　　　　十　　十十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十

　臼　＋＋‡＋‡　　＋　　　＋

ピ‡＋＋　　‡‡
　。。　　十　　十十
　　　　十

　ト‡÷　　　　　＋　‡
　¢　†　＋　＋‡＋
礁ゆ　　　　　十　　　　十

　矧　　　　　　　　　　十

67　　　　　　　　　　　　　x

叙

ri　　　　　　　十

竈匿蟹匿匿匿匪豊匿、蟄塁護蟹匿蟄田農塁匿匿塁讐農監蟹
　　1U川図円lU川賃1U！11圃1日川圃1U頂図園9〈ギ麟撃。。。。蒋。。。蒋。。。甕。。。鷺。。。。。．。．

匝　　置　ロユ　ロエ　ロユ　瓜　ロ：　ロヱ　m　匡ヒ　ur　ロ：　：コ：　tニ　ロユ　ur　ロユ　ロコ　ロ1　tu　ロヱ　ロユ　瓜　瓜　巨工

嚢1＆藻曇藁藁聾量蕪蕪蕪聲墨簗馨蕪
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　以上の結果を一目瞭然たらしむる爲め前例に於ける如く，縦軸上に熟度指数を取り横軸上に維過日

数を求めて各日に於ける平均熱度指数の位置を求め是れを蓮結したる曲線を示す時は第六囲に示す通

りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　六　　　圖

以上の曲線蹴きて覗るにム、B、c三匝の鞭を示せる曲線は能く桑葉の鞭の坦1態を示せる事を

想像し得べく、熱度指数の法によりて桑葉の熱度を實際に示す事を得ると考へらるNなり。

前詑の桑葉を以て行ひたる飼育試瞼の結果を示せば次の様である。

　飼育　試瞼
　（イ）籏兇に關する成績

正白×新白を昭和三年七月五日に弓融て欄糊は甥剰』：獅撚全葉によりて飼育せり・

b径魍　日　数
　　　　　　　　　一齢期間　　　二齢期間　　　三齢期聞　　層四齢期間　　　五齢期間　　　全齢期間

　A　　帳　　　　5日2時間　　3日18時間　　4日10時問　　5同21時間　　5023時間　　24N20時間

　B　颪　　5日90調　3日17時問　娼100寺問　5日23時間　6日12時間　畑23輝糊
　　C　　1亜　　　　5017時間　　3日23。5時間　　4日23時聞　　6日　　　　　7日　　　　　27016・5時間

　本實験飼育中の氣象概嬰を鵬ぐれば．飼育亭均温度は華氏76・3度にして降雨は全齢に亘りて七回あ

り。雫均灘度は97％である。然して室外平均温度は華氏68度にし漁度平均80％なりき。

　　減懲歩　合
　　　試験峨　　掃立頭数　 三齢起獄頭数　 上籏頭数　　減翻頭数　　減獄歩合
　　　ム　　　　　1壼葦　　　　　　　　　t～S9　　　　　　　　　　　　235　　　　　　　　　　　　202　　　　　　　　　　　　　87　　　　　　　　　　　　30．1％

　　　B　　　　　値五　　　　　　　　　　260　　　　　　　　　　　　　250　　　　　　　　　　　　　216　　　　　　　　　　　　　　44　　　　　　　　　　　　　16。9

　　　G　　　　I鼓こ　　　　　　　　　294　　　　　　　　　　　233　　　　　　　　　　　200　　　　　　　　　　　　94　　　　　　　　　　　32．0

　　懲膿璽蚤（封100頭璽量瓦）

　　試躯一齢囎聯灘二齢囎三齢灘三齢1礁四齢麟四齢耀五霞欄肝耀哩
　　A畷　0．445　0．397　2．587　2．340ユ4．272ユ2・3808ユ・49376・3953ヨ5・OS4258・96生
　　］3　　τ壁こ　　　0．371　　　　0．333　　　　2．354　　　　2．200　　　74．500　　　ユ3：56義　　　77．732　　　70．635　　261．640　　220．400

　　C　　　ll旺二　　　〇．332　　　　0．300　　　　2．OO・1　　　　1．800　　　12．641　　　1ユ、787　　　65．936　　　59．r）IO　　235。992　　175．6SO

　（ロ）鷲繭に關する放績

　　螢繭　歩　合
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　　　　　試　　　
馬寝　　　　 τ亘　　　　　　　　　　　　　　　　　 螢　　　 繭　　　 歩　　　　 合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 試　　　 瞼　　　 匝　　　　　　　　　　　　　　　　　螢　　　 τ爾　　　 歩　　　　合

　　　　　　　　　♀　　　　　　　　　　　　89．57％　　　　　 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　♀　　　　　　　　　　　　　9墨・07

　　　　A・鉦　♂　　91．，6　　　C1亟　、　　ユ・・．・・
鋤　　　　　　　　　♀　　　　　　97．96

　　　　B　1磁
　　　　　　　　　6　　　　　　　94．95

　　　牧’繭　調　査

　　　　　　　　　　上繭　中繭　下繭　同功繭　合計
　　　試験T／E　露薫藪　緬　董繭　撫　繍・
　　　・匠｛：　驚爲　砺三　讐1　。1。li’1：㍑1

　　　・叫1　搬111　：：　IZS　1　二二　搬1鵠

　　　・匝｛l　ll：籠1　：：　1：l　l　fiヨ　ll：lll

　　以上の結果より総重量及顯数に封する％を求むれば次の如し。

　　　　　　　　　　　　上繭　申繭　下繭　同功繭
　　　試瞼IliS　　蚕マ｛瀬一藪　斎藪　訂藪　蕪虻
　　　・瞳穏　　翻％瀦　薦　盛　8荘　α豊．1撚　1：［’i

　　　BI・9・｛1　1銘：11纒5　：　：　函　蛎　：　二

　　　C匝｛l　l：：躬器　：　：　1：欝　1：濃　薪　癒

　繭　質　調　査
　上繭二五顯に就き調査したる結果を次に示す。供試繭数少数なるを以て正確を期する事能はざるもif

参考として蚊に記す。
　　　試　　瞼　　1庭ζ　　　　　　繭　暦　量　　　　　　　虫丙　　　 ：産圭　　　　　　　蛉　皮　f詮　　　　　　　含　　　 言卜　　　　　　　繭暦量ip．合

・匿｛1　｝：1野　1繋　1：ll　l9：ll　ll：1％

・・匝｛1　繋　　1：銘　1：ll　’1：罵　　ll：1・

・匿｛l　　l：號　　1：ll　鵬　　1：盤’　il：1

11．総　　　　括

　以上實瞼の結果より見る時はA匝は経過日数少く鐸艦重量最も大にして減慧歩合は三旺の中間に位

して居る。B匠は経過日数は前三圃の中位にして鷲艦重量も亦中間にあり。然し減獄歩合最も小な

り。C画は維過最も長く蛋援膿重量は最も少し、而して減獄歩合も大なり。

　繭に就きての威績より兇る時は轄繭歩合はA嘔は最も劣りB及C温は大略同様なり。上繭歩合に

於ても大略同様なる關係を示して居る。葡ほ繭暦歩合に於ても同様なる關係あり。丑等の結果より考

察する時はB罷は獄の飼育成績及共繭の｛生質より謂ふも三匿中最も優良なるものと推完し得るなり。

而してB照に給與せられたる桑葉の黙度指数の大要を前表より求むれば次の如し。
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　　　　　　　　　　　　第一齢　　第二齢　　第三齢　　第四齢　　第五齢
　　　熟　　 度　　 …｝鴇　　数　　　　　　　　　 3－6　　　　　　　　　3－7　　　　　　　　　7一ユ0　　　　　　　　10一ユ5　　　　　　　　11一ユ7

　以上各齢に勤する通桑の熱度指数は只一回の實験の結果にして決建的のものにあらす。只一・一例を示

したるに過ぎす：。

　第二試験
本實験に於ては新白×正白を使用し一齢より三齢に到る稚翫糊は普通剖桑育を行ひ四齢及五齢に方告

て…定の熟度指数を有する桑葉を給奥せり。而して共飼育上の紬果を比較調査せり。實瞼に當りて次

の］旺を設けたり。

　A置
本颪に於ては主として熱度指数ユー6の桑葉を給與せり。

　各日に於ける給桑の熟度指激を示す時…はi爽の様である。

　　　月　口　　　　天　候　　　熟度指’数　　　　 慧　 齢

　　　7月170　　　　　　　　　雨　　　　　　　　　1－6　　　　　　　　　　第四齢一H目

　　　〃18日　　　　　　　　爾　　　　　　　　1－9　　　　　　　　”　ご日目

　　　〃19日　　　　　　　　雨　　　　　　　　1－9　　　　　　　　”　三日目
　　　〃20日　　　　　　　　雨　　　　　　　　1－一一］，O　　　　　　　　”　　四口目

　　　〃21　1i1　　　　　　　　雨　　　　　　　　1－8　　　　　　　　　”　五日目

　　　〃2211　　　』　　　　爾　　　　　　　眠中給桑セメ　　　　　　　　”　　六1；1　H

　　　〃23同　　　　　　　　　　聾　　　　　　　　　　1－6（眠中）　　　　　　　”　　一ヒ日日

　　　〃別日　　　　　　　　愚　　　　　　　　1－6　　　　　　　　第鉱齢一日目

　　　〃25日　　　　　　　　Uili’　　　　　　　　1－6　　　　　　　　　”　　二日目
　　　〃　　261ニ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ毒　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　三三日目

　　　〃　　27日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロi珪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　四日目

　　　〃2S日　　　　　　　　晴　　　　　　　　1－6，　　　　　　　　”　　五日目
　　　〃　　29日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ苛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユー6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　：≠≒日目

　　　〃30日　　　　　　　　圓青　　　　　　　　1－6　　　　　　　　　”　　七日1ヨ

　B颪
本麗に於ては主として熟度指数の7－－11の桑葉を給與したるものにして前匠と同様天候其他の歌況

にょり日によりて、熟度指数を多少異にせり師ちi次の如し。

　　　刀　　日　　　　　　　天　候　　　　　熱度指数　　　　　　　猛　　齢
　　　7月17　El’　　　　　　　　　雨　　　　　　　　　　7－11　　　　　　　　　第四齢一日目

　　　〃　　18Ll　　　　　　　　　　　　　　　　　illミ『　　　　　　　　　　　　　　　　10－1・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　二ニ1三1目

　　　〃19日　　　　　　　　雨　　　　　　　　10－－1di　　　　　　　　”　　三L旧

　　　〃20　H　　　　　　　　　爾　　　　　　　　10－14　　　　　　　　　”　　四「1目

　　　〃21！・1　　　　　　　　雨　　　　　　　　　9－11　　　　　　　　　”　　五日同

　　　〃22日　　　　　　　　雨　　　　　　　　眠　中　　　　　　　　　”　　六1］日

　　　〃23日　　　　　　　　　　曇　　　　　　　　　　　7－11（1眠中）　　　　　　　”　　・七日目
　　　〃　240　　　　　　　　　　　　　　　　　i＿s＿・“i：　　　　　　［　　　　　　　　　7－11　　　　　　　．t，　　　　　　　　隻薯王E崖恰一一1ヨ1目

　　　〃L）5　Ll　　　　　　　　l膚　　　　　　　　7－11　　　　　　　　　”　　二日il

　　　〃　261」　　　　　　　　　　　　　　　　　叫li’　　　　　　　　　　　　　　　　7－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　三HIil

　　　〃27日　　　　　　　　晴　　　　　　　　7－11　　　　　　　　”　四1」同

　　　”28日　　　　　　　　ll青　　　　　　　　7－11　　　　　　　　〃　五日目



第二號〕　　　　　　　　　　　　　比色に依る桑葉の熟度測定法に就て　　　　　　　　　　　　　　179

　　　　”29日　　　　　　　晴　　　　　　　7－11　　　　　　　〃　六日目
　　　　”　30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　II苛　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　七日目

　C砺町

　本颪に於ては主として熟度指数の12－20の桑葉を給與したるものにして天候共他の事情により日

によりて多少熟度指数の異れる葉を給與したる事あり、帥ち次の様である。

　　　刀田　　 天倹　　熟度指轍　　　翻　齢
　　　7月17日　　　　　　　雨　　　　　　　12’）－20　　　　　　　第四爵トE旧

　　　〃18日　　　　　　　爾　　　　　　　15－20　　　　　　　　”　二日目
　　　”　190　　　　　　　　　　　　　　　　　i：博　　　　　　　　　　　　　　　　15－20　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　三1ヨ目

　　　　〃20日　　　　　　　　雨　　　　　　　　15－20　　　　　　　　　”　　四日目

　　　　〃21日　　　　　　　　　爾　　　　　　　　 13－20　　　　　　　　　”　　五日目

　　　”22日　　　　　　　爾　　　　　　　眠中　　　　　　　　〃　六日目
　　　”　23H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曇　　　　　　　　　　　　　　　　　　13－20　（ll民rP⊃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　一ヒ日　「ヨ

　　　”　三～4Li　　　　　　　　　　　　　　　　｛茎墨　　　　　　　　　　　　　　　　12－20　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1孟餅｝一日目

　　　〃　25日　　　　　　　　　　　　　　　　　　11甫L　　　　　　　　　　　　　　　　12－20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　二二日髭1

　　　〃　2S；1」　　　　　　　　　　　　　　　　　“青　　　　　　　　　　　　　　　　12－20　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　三三日目

　　　”27日　　　　　　　晴　　　　　　　12－20　　　　　　　　〃　四日目
　　　”28同　　　　　　　　II苛　　　　　　　　12）一‘20　　　　　　　　　〃　　五口目

　　　”29日　　　　　　　晴　　　　　　　12－20　　　　　　　　〃　六日日
　　　〃30日　　　　　　　　晴　　　　　　　　12－20　　　　　　　　　”　　七日目

　　　”31H　　　　　　　晴　　　　　　　12－20　　　　　　　　〃　八日目

　　　明工日　1　　　嗜　　t／　　12－20　　　　　〃　大F旧

　飼育成績
　維過日数
　試瞼1置　　　第一齢　　第二齢　　第三齢　　第四齢　　第五齢　　全齢口数
　勤照置　　　4日23尋問　　3HO時間　　・m2時間　　C）日2時間　　6日17時間　　241二120噂碍

　ム　1旺　　”　　　〃　　　〃　　7日ユ嚇間　叩0日鋼　26日1塒聞
　B　　　　　IIvi　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　6日20踏ξ…恨可　　　　　7日　2　He…F・fi　　　　25023日寺間

　C　匝、　”　　　〃　　　〃　　C・1、！2塒問　7rl　22時間　26日2111調
　四齢期に於て雨天多く外氣低下したる爲め絶過日数を多く要したり、然し五齢に於ては天候恢復し

晴天つy“けり。

　獄膿露量
　昏齢に於ける各］冨百頭の璽最は次の如し。

　試験匹　第＿齢1鷹選L三」凱2継一　第賦＿箪L慧L
　　　　　　　　　　起慧眠震起鷲眠懲起慧眠獄超獄　　熟　　　蟹譲
　判照証　・．37・瓦。．3332．35、22，20、、4．5。。、3．56468。41265．2，826呉4212甥7§ユ、le，

　A置；　〃　〃　〃　〃〃　〃　「71．17466．0082S7．12・1231．8コ2
　B　　　　I旺　　　　　　　”　　　　　　　　〃　　．　　　　〃　　　　　　〃　　　　　〃　　　　　　〃　　　　　　72．256　　68．116　　　251．746　　224，112

　C　　　　　碓こ　　　　　　　”　　　　　　　　”　　　　　　”　　　　　　”　　　　　”　　　　　　〃　　　　　　65．291　　62ユ15　　　22L771　　197、456

減獄頭数
　試瞼瞳　　第四齢起獄頭数　　第五齢起慧頭敷　　」二籏頭数　　減猛歩合　　籏ll哩霞翻数

　謝照匝　　　　　1．OO　　　　　　gS　　　　　　94　　　　　　6％　　　　　2’



180　　　　　　　　置　 縣　學　 雑　誌　　　　　　　〔第ご管

A　匿　　　100　コ　90　　　89　　　11　　　4
B　匹　　　1。0　　　96　　　94　　　6　　　0
C　1置　　　100　　　94　　　92　　　S　　　°

A甑は減獄歩合及籏中艶慧数も著しく多く獄兇の健康ならざりしを示せり。

繭に於ける威績

」険繭　成績

蜘醐　　89　3靱　　　2　　　－　　　2　　　93
A　慨　　78　24　　　7　　　－　　　2　　　87
B　輝　　87　32　　　－　　　一　　　一　　　87
C　匝　　88　29　　　6　　　－　　　一一　　　9生
繭　暦　量
前記の牧繭に就きて繭騰歩合を求むれば次の如し。

　試　瞼匝　　　　繭屠歩合　　　　　試瞼　憾　　　　繭屠歩倉

蝋1一均1〕1％　・値堀均iill％

…晶均1暴l　c　iL“i（Qt雄亭均藷1

－・ ｱ繰試験
試　瞼　礎　　　　　　糸糸　　長　　　　　　糸糸　　慌　　　　　劉400回繊度　　　　　　20粒i類節鍛

蜀照憾　　　560．5回　　　1・66眠　 圏　2・47デ＝・一一ノレ　　　170

ム　匝　　　　524．5　　　　1．4SO　　　　2・25　　　　　1・”4
B　　　　　　I藍　　　　　　　　　　　　　587．0　　　　　　　　　　　　　　1．6S7　　　　　　　　　　　　　　2，27　　　　　　　　　　　　　　　　　　104

C　　　　　　l姻二　　　　　　　　　　　509．5　　　　　　　　　　　　　1．398　　　　　　　　　　　　　　2．35　　　　　　　　　　　　　　　　　　88

　慧蝋に二關する實験

輔｛鍛重量
上籏後七日同に各腿の9tlrws重量を調査し次の結果を得たり。

　試験臓　　 蝋十頭の璽量　　　試瞼匠　　 蛎十頭の重量

一｛1＿均li肝　・囲｛1雄平均搦i践

・憾
o1＿均：轡　・隈｛1癖均：1　　

上籏より獲蛾に到る迄の期聞

上籏後華氏七十五度に於て獲蛾迄に要する時期を調査し次の結果を得たり。

　　試瞼1置　　　　顎蛾期間　　　　　試瞼匝　　　　獲蛾期間
　　i封照1亘　　　　11日14時間　　　　　　B　　I藍　　　　11日21時間
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　　A瞳　 11日11時間　　C置三　
ユ1日工時…間

A及B匝は比較的短時闇にして褒蛾せり。

産　　卵　　数

　　試　瞼輝　　一蛾匹産卵敷（10蛾のZF均）　　　　　試　験　匿　　一蛾圏産卵藪（10蛾の不均）

　　－t・」・　∫i軽　　1置　　　　　　　　　　　　　56S，2粒　　　　　　　　　　　　　　　　　］3　　　　　　嘔E　　　　　　　　　　　　　524・4

　　A　　　　　　　I旺　　　　　　　　　　　　　　　473V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（】　　　　　　　【轟蓋　　　　　　　　　　　　　　　507．7

　第二試験の結果総括

　以上實瞼の結果を見るに維過日数は劃ら照1豆は最も早く、B匠是れに次ぎA及C匠の順次に長し。而

して獄髄重量はA匠比較的に重く封照匠及B置是れに次ぎC囁は最も軽し。然し減獄歩合に於ては

A匠は著しく多くC1亘是れに次ぎB颪及謝照旺は最も少し。牧繭最はC颪最も大にして、！鮒照匠是れ

に次ぎ、A及B匿は更に之に次げiD。更に繭暦量はC匿最も大にして、B颪是れに次ぎ、劃照匿は更に

次に位しA順は著しく劣れり。一粒繰試瞼に於てはB匝は綜長及綜量の黙に於て最も優良なる結果

を示せり。而してC麗は最も劣れり。蝸艘量に於てぱB颪及封照慨重くしてA及C匪は脛く塵卵量

に到りては劃照匝及B旺多くして、A及召匠寡く然し其差著しからす。是れを要するに熟度指激の小

なる桑葉（1乃至のを四齢及五齢に給與したるものは其獄艘重量は重くなるも、減獄歩合を増加し飼育

域績良好ならざる’ ﾈり．爾ほ3く牧繭上の域績もよろしからざるなり、爾ほ熟度粥数の著しく高き桑葉

（12乃至20）を給與したるものも叉良好なる成績を得る事能はす、黙度指撒の中位（7乃至11）にある

ものが最も良好なる域績を示せる結果に到達ぜり。

　第　三試瞼
　本實験に於ては稚獄用桑として種k異れる熟度指数を有せる桑葉を奥へ共影響を観察したるものに

して次の諸恒を設けたり。

　　　試　験　匠　　　　　　　第一齢給桑　　　　　　　第二齢給桑　　　　　　　第三融給桑

　　　第一・1直　　　　 1－4　　　　　1－一一4　　　　　1－4
　　　第　　二　　匠　　　　　　　　　　　　　　　　1－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－S　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－8

　　　第　　三　　11旺　　　　　　　　　　　　　　　　　1－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－一一12

　　　第四樋　　　　 5－8　　　　　5－8　　　　　5－8
　　　第　　三五ニ　Il廷こ　　　　　　　　　　　　　　　　5－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－一・12　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－12

　　　第六匝　　　　5－8　　　　　9－12　　　　13－－16
　　　第七il置　　　　9－12　　　　　9－・一一12）　　　　　9－12
　　　第　八　匝　　　　　　　　　9－12　　　　　　　　　13－16　　　　　　　　　13－一・16

　　　第　　ニナし　　勝壷　　　　　　　　　　　　　　　　9－12　　　　　　　　　　　　　　　　　5－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－1

　　　第　　一トL　聯亙　　　　　　　　　　　　　　　13－16　　　　　　　　　　　　　　　　　12－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－5

　　　劃　1暇　1置　　　　　　　　普通に所謂適桑奄給典ぜり。

　霊蓋贔種としては昭和×正白を使用し1†樂桑を以て飼育を行ひ稚獄期は到桑育、批獄期は発藁育を行

ひたり。而して一一一・一齢より三齢に到る迄は前表に於けるが如く一定の熱度指数を有する桑葉を以て試瞼

を行ひ、第四齢及五齢は杢匠同一なる法によりて飼育せり。而して次の如き紬果を得たり。

　経過　日　数

　　試瞼暉　　　　第一齢　　　第二齢　　　第三齢　　　第四齢　　　第五齢　　　合　　計
　　第一．一一匝　　　　4．　El　19113…間　　3日18時閻　　3日20時問　　o「　El　IO時間　　5HS時間　　　23　H　311Si間

　　第二旺　　 4－19　　tl　－OO　　4－7　　　4－17　　5－8　　　23－－3
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第三琶　　4－19　　4－O⑪　　4－7　　4－17　　5－－8　　23一3
第四i蔽　　4－22　　3－21　　4－7　　4－17　　5－8　　23－3
第五匿　　3－23　　4－7　　4－4　　5－4　　5－1s　　23－7
第六匠　　4－22　　3－22　　4－10　　4－14　　5－8　　23需3
第七腿　　5－4　　3－2L）　　4－5　　5－6　　5－－19　　24－8
第ノ嘔　　，5・－4　　・1－5　　躯10　　5－。0　　5－17　　24－12
第九i直　　5－4　　3－22　　4－・・OO　　4－17　　5－8　　23－3
第＋匿　　5－7　　3－22　　4－00　　5－00　　5－18　　23－23
塑ナ舅誕1旺　　　　　 4－22　　　　　　3－21　　　　　　il　－4　　　　　　　4－20　　　　　　5－S　　　　　　　23－03

各齢起獄骨豊量（封100頭）

　　　　　第ご齢起酸　　　　第三齢起獄　　　　第四齢起鐡　　　　第五齢越獄　　　　熟獄騰量

第一匝　　0．452瓦　　2．285　　11・730　　　63・25　　、29α0
第　二二　τ盤こ　　　　　　　　　0．454　　　　　　　　　　　2．290　　　　　　　　　　12，120　　　　　　　　　　　61．25　　　　　　　　　　　290．0

第三rfi　　O．452　　　2290　　　1エ・280　　　61・70　　　290・0
第四1置　　　0．430　　　2．300　　　12・695　　　65・75　　　280・0
第五1旺．　　0．430　　　2．458　　　11・816　　　6t・87　　　300・°
第　六　正蜜　　　　　　　　　　0．430　　　　　　　　　　　2．283　　　　　　　　　　12．195　　　　　　　　　　　62占r5　　　　　　　　　　　340．0

第　一ヒ　1旺　　　　　　　　　　　　0．683　　　　　　　　　　　　　2．370　　　　　　　　　　　　1ユ．60S　　　　　　　　　　　　　63、85　　　　　　　　　　　　　260．0

第八1旺　　　0．583　　　2．312　　　11210　　　64・OO　　　260・G
第九1舐　　　0、582　　　1a）、330　　　12・870　　　65・25　　　鵠90・0

第十匝　　　0．416　　　2・253　　　11・580　　　62・55　　　290・O
饗サ　騒馨｛　1丘輩　　　　　　　　　　0．440　　　　　　　　　　　2250　　　　　　　　　　11．440　　　　　　　　　　　64．00　　　　　　　　　　　290，Q

減獄歩合
　　試瞼1旺　　　　減翼歩合　　　　　試験1，FE　　　　減獄歩含
　　第一賑　　　　24．5％　　　　 第七匝　　　　10・0％
　　第二匝　　　　　 9．0　　　　　　第八匝　　　　　12・5
　　第三匝　　　　　4．5　　　　　第九陛　　　　　3・o
　　第四旺　　昌　　5、5　　　　　第十匝　　　　11．0
　　第五1蔽　　　　1．0　　　　 珊照匿　　　　1L5
　　第六腰1　　　　　　　7・0

螢繭歩合及繭暦歩合

試験匠　　瞥繭歩合　 繭履歩含　　　 試駒1麗　　管繭歩倉　 繭暦歩倉
第一櫃　　97．S8％　　13．74％　　　第七1亟　　100・00％　　20・72％
第　ご　1占‘　　　　　　　　9S．90　　　　　　　　　　13．64　　　　　　　　　　　　第　ノk　lfT，　　　　　　　　99．43　　　　　　　　　　1430

第三！舐　　99，40　　　13．・59　　　第九i・旺　　98・97　　　16・30
第四甑　　　99．47　　　　14．30　　　　第十慨　　　100．00　　　　14．80

第五ias　　99．00　　　15・70　　　謝照1藍　　98・80　　　14・13
第六甑　　98．S8　　　14．391

一粒繰試験
　　　　　第一繭暉第二匠第三匿第四匪第五II琶第六匠第七旺第八麟第九旺第十1凸i封照賊

薩断　　　　重　（ユ℃）　　　0，49　　　　0．51　　　　0．53　　　　0，50　　　　0．55　　　　0．51　　　　0、52　　　　0．51　　　　0馴57　　　　0．56　　　　0．5曳

継　長（回）　51‘2　597　477　・”04　58。　5S6　・”IS　・’SO　573　G16　60S
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∠虹三　宗糸　雪社　（瓦）　　　　0，1S　　　　O．1S　　　　O．18　　　　0．1S　　　　O．19　　　　0、18　　　　0．ユS　　　　O．20　　　　0．ユ9，　　　　0．1⑪　　　　0．ユ9

繊度（Y”・a　一一ル）　3，60　　？・．64　　3．71　　3．68　　3．82　　3．78　　3．75　　4．15　21．94　　3．83　　3、83

封饗鞘…72…3・1・2…2…2・・・・・…2・86・，7・・5・2…
系蕎　　　 糸糸　（瓦）　　　0．006　　0．005　　0，009　　　0・003　　　0．015　　　0．012　　　0．007　　　0．GO7　　　0。006　　　0．OO7　　　0．007

虫而　　　　襯　（瓦）　　　　0。011　　　0．013　　　0．Ol．6　　　0。OG9　　　0．012　　　0．014　　　0．Ol1　　　0。0ユ2　　　ユ．016　　　0．016　　　0。015

屑牢勿合言1・（瓦）　　　　0．017　　　0、018　　　0。025　　　0．0ユ2　　　0．017　　　0．026　　　0．018　　　0。019　　　0．017　　　0．023　　　0．022

類　　節　（個藪）　　　　12．3　　　　12．7　　　　26．3　　　　12．2　　　　16．7　　　　13．1　　　21謁　　　　18．0　　　　ユ1。2　　　　21．9，　　　　18．8

繰　縣試瞼　　L
各随一〇〇粒を取り繰縣試瞼を行ひて次の如き結果を得たり。

　　　　　　　　第一晦　第二厩　第三厳　第四旺　第五匠　第六匿　第七圖　第八麗第ソLI置第十甑劃照猛

供試繭粒数　　100　　ヱeo　　ユoo　　loo　　】oo　　］oo　　lo3　　】oo　　loo　　loo　　loo
イ共≡試菌婚重最（コ韓）　　　　　51　　　　　50　　　　　　51　　　　　　51　　　　　　52　　　　　　52　　　　　　54　　　　　　0「4　　　　　52　　　　　0「・9　　　　　51

煮繭｛諜翻9219592195921959219592；9592195921959219592三959219592；95

切断扱（回）　9　3　2　0　5　1　3　2　0　4　3

手　　　　　働　硬　し稚硬し納軟納硬し硬　し穂軟甜硬　硬　納硬納軟翰軟
色　　　　　澤　　白　誓通astet・as・｝・’縣通馳㈱ぷ魯逓　　白　　白　艶嫌選笹色鱒ぷ馳な嵩撫

繊度（デニー1レ）　14．0014．001412513．00 13．0014．0014、O：）ユ4．0013．50ユ2．0013．00
瓢1　　　　　　　　　　笛　　　　　78　　　　　80　　　　　19　　　　　36　　　　　23　　　　　130　　　　　110　　　　　36　　　　　コL8　　　　　48　　　　174

強力（コ乾蜀テ“　＝　e－．ノレ）　　　3・51　　　3．43　　　3、6工　　　3．36　　　3．65　　　3．22　　　3．60　　　3。42　　　3。36　　　3．50　　　33ア

仲　　　　度（％）　　19・4　　18．9　　21．9　　1S．9　　1S．6　　ユ9．0　　19．S　　19．9　19．3　20．6　19，2

厘｝　孕勿　合　言一b（瓦）　　　　2．tlO　　　2．25　　　1．90　　　2、60　　　2，85　　　2．40　　　2．65　　　2．45　　　2，20　　　3．15　　　2、55

虫薦　　　　　　　燈（コ乾）　　　　26．0　　　　29。0　　　　29．0　　　　28．5　　　　27．0　　　　29．0　　　　29．0　　　　30．0　　　29。0　　　29，0　　　29．0

生　　　系糸　　　最（瓦）　　　　17．65　　　17．15　　　17、45　　　18、0　　　　エア．2　　　　17．95　　　18．50　　　17．80　　　ユ7．30　　17．50　　　17、30

繭ユOOXx繰系糸燈（瓦）　　　・94、e）0　　　34．3　　　　34，22　　　34．62　　　33．OS　　　34．52　　　34．26　　　32．96　　33．2S　　32。40　　33．92

扉働100瓦垂葉糸糸日舌…「爾（分）　　54，90　　　48．0　　　　58．82　　　40．38　　　441．23　　　36．541　　42、59　　　42．59　　44．81　　54．26　　45．26

㌦艦轟（謂・7・・242・88・・4…脇・・1…56・・4S・26・螂・4．・・…，・・gG・．1・

翫懲購謂・5・86・3…99・7・19・1・…麟・・58・2・…2・9213．…6．86・謝

　第三試瞼総括

　以上叙述したる實瞼の結果を見るに給桑の熱度指数が養獄及繰縣上に及ぼす影響を見る事が出來る

のである。即ち次の様である。

　（イ）経過日数は第八賦が最も長く他は大膿に於て相類似して居る。即ち全齢に渡りて熱度指数の高

き桑葉を給與したる場合は経過日数は授くなるべし、術ほ第一齢中の維過日数を見るも第七颪、第八

匠、第九湿及第十匝の如く熱度指数の高き葉を給輿したるものは何れも纒過日数を麺引する事を兄る
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のである。
　（ロ）起獄艘重に就きては著しき霞異を認めざるも一般に稚鷲期に熟度指激の低きもの例へば一乃至

八瀦凱焔もの汲第＋匝の姐第一齢給桑として著し蝋度指数の離ものf列へば一三乃至”’一

六の如き桑葉を與へたるものは起翻膿重一般に低き赴向を示して居る。

　（ハ）減獄歩合は策…匝帥ち第一齢より第三齢まで熟度指数の著しく低き一乃至PLIの桑葉を給與した

るものは著しく多く混れに次ぎ第憾及第八慨の如く第一鰍り第三齢まで絶えす曙唆指数の離9

乃至16の嫡桑勲與へたるもの及㌶∫＋Pt．O如く第一齢聯二翻・特畷艘撒の高繰勲給與

したるものは減獄歩合多し。

（。賊獄歩合多きものは螢繭歩合紗き結果を示して居る・輔の鞭指数を有せる桑葉を撒せ

る第七匝の如きものは最も優良なる結果を示して居る。

（ホ憾鰍瞼の結果tZ於ては嚇旨の鞭指数賄する桑葉沸ち五及一二を有するものを適獣給

9itしたる磯防第四麟謳及第七卿女・きものが纈に於ても㈱に力昏ても比較的優良なる結果を

示し灘度指数の著しく低き桑葉及著しき離桑勲給與せる第覗聯＋薩の如きものは繍の結

果も亦不良である。

　　　　12．結　　　　論　　　　　　　／j

　以上の叙述したる結果を次に総括し是れにより最後の結論に達し得るなり。

　（一）一定の染料を使用して種々なる濃度を有する標準液を造り一覚面積を有する桑葉の95％酒精の

一定量を使用し常温に於て三十分聞浸出したる液を是れに比し前記の如く決定したる熟度指数は桑葉

の組織と密搬る關係を有するものにして譲の㈱襯徽柵ilk組織のrt：6は鞭指数と共に増加す・

然し上下の数組織の隣は殆んど指数には關係あらざるも喋の蝦の厚さは熟度指数の枷1麟

に増す。尚ほ同一覗野に於ける紬胞の緻は熟度指激の小なるもの程少し。

仁燃度指数と桑葉の化撃的組成とも關係捕するものにして鰍したる臼胴内に於ては・紛湘

蛋蝋、遼窒素濃鰍に溶解する窒素麟タングステン酸によりて沈1殿せらる環素は鞭指数の

増加に從ぴて孜第に減少す。是れに反して乾物量、エーテル浸出物、炭水化物、粗織維等は指数の塘

加と共に増加す、然し粗織維は攣化僅少なり。粗7A分は殆んど指数と關係を示さぎるなり。

（三）瓶夏漱欄に於ける緻のn”n種蹴きて熟度指蹴求めた繍果によれば・欄期の桑灘

夏慧期の桑葉とは其熱度の分布のiik態は大膿類似して居るが、秋慰期の桑葉に於ては著しく共状態を

異にして居る。是等の有様は熟度指数の法によりて能く示す事が出來得るものと思考す。

（un）各齢に於ける用桑蝋度指数を以てX示す繍を得らるS6のにして多敬鶴鰭合の纈髄

の肉限的法によりて匿別したる各齢用桑を熟度指数を以て示す時は次の檬である。

　　　　　　　　　　　　　熟　度　指　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熟　度　指　数

　　　＿　齢　月1　桑　　　　　 2－5　　　　　　　　　1N　齢J月　桑　　　　　 9一15
　　　二　齢　用　i桑　　　　　　2－S　　　　　　　　　　五　齢　用　桑　　　　　　12－15

　　　三三　齢　用　桑　　　　　　　　7－13　　　　，

　是等の結果より見るも各齢用桑を此法に依り決定し得らる瓦事は考へ得らる玉事である。

　（五）貯桑の熟度指数は大膿に於て第三日目迄は各日著しき鍵化を來し、指数は高くなるも其以後ぱ

時塙低ある酸化少くb－一’－mo間位は同一・・fsる指数を保つものである・然し幾分高くなりつNthり・此

場合桑樹の品種の如何，貯桑場の温漁度の如何によりて攣化するものである。

因仕立瀧攣化したる場合に於ける桑葉の鞭指数の攣1ヒ蹴きては未だ實瞼数の少き節確然
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たる結果は得られざるも．實駿範團に於ては春獄期に於ては高刈及中刈は大略同檬なる熱度指緻を示

せるも根刈は一般に指数小なり秋獄期に於ては根刈、中刈及高刈仕立に於て殆ど差異を見ざるなり。

只高刈の桑葉は指数梢高き傾向を有するものである。術ほ叉六月伐探したる根刈は其熱慶指数著しく

低き結果を示して居る。

　（七）無肥料匠の桑葉の熟度指数は一般に高くして肥料颪は低き結果を示せり。

　（八）春獄期に於ては熟度指数の著しき低き桑葉を以て一齢より五齢に到るまで飼育を罹績したる場

合は飼育上の結果も亦繭の成績も優良ならざるなり。夏、秋鑓期に於ては熱度指数の比較的低き桑葉

を常に給與したるものは経過日数は一m4般に少く獄膿重量は多き方なるも減慧歩合も多く從つて欝繭歩

合を減じ繭も優良ならざるなり。憂れに反して常に熱度指数の比較的高き桑葉を給輿したる場合には

経過日激は最も長く鷲髄重最は少くなり。減獄歩合も多くなる、繭も優良とは謂ふ事能はざるなり、最

も優良なる結果は一・齢より齢に從ひて順次に熟度指激の高き桑葉を給與したる場合にして一・・t一例を聡ぐ

れば第一齢は熟度指数3－6、舞仁齢は3－7、第三齢は7－10、第四齢は10－15、第五齢tr±11－17の桑葉

を給典したる場合は實験範團に於ては共飼育及繭の成績優良なりき。次ぎに稚獄時代は一様に飼育を

行ひ第四齢及第五齢に於て熟度指数の小なる桑葉（指数1－6）を給與したるものは矢張獄艘重量は増

加するも減鷲歩合は増し飼育上の域績は不良となり、牧繭上の域績も優良ならす。夫れと同様に熱度

指数の著しき高き桑葉（12－20）を給與したるものも良結果を得られす、中庸の熱度指鐵（7－11）を有す

る桑葉を與へたるものが共結果優良なる窃を示せり。最後に稚慰時代に於てtu　kなる熟度指数を有せ

る桑葉を給與し、批慰は一様に飼育を行ひたる場合に於ては、熱度指数の高き桑葉を給與したるものは

一般に経過逓く、獄髄重量は熟度指数の著しく低きもの叉は著しく高き桑葉を給與したるものが多く

螢繭歩合も大略同様なる結果を示しb中庸の熟度指数を有せる桑葉を與へたるものが最も優良である。

爾ほ繰綜上の結果も同檬なる關係を示して居る。

　（九）以上の實験の示せる範園に於て此熟度指数決建法が適藥の決定其他獄兇飼育上桑葉の熟度測定

等の場合に於て充分實用的に慮用せられ得るものなりと信ぜちれるなり。

　絡りに臨みて鷲兇飼育試験及桑葉分析に當りて出穗稔、宮城IE－、西原淳一、王幅山の諸需及故田

難廣雪の援助を得たる事大なり。蝕に記して深厚なる謝意を表す。　（昭和五年三珂四日受理）


