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蠶絲科學講演集
一

第二輯

上田蠶絲専門學校長

針塚長太郞

出盛の嘘苗の御大典を融賀記念する篤め︑本校の同窓骨主催の下に故に第二回苦慮掛野構横

倉を開催いたしましたところ斯く多数の御釆愈こ竺得会して厚く御砲申上げます︒此横倉に常

校に於ける平楽の範々の研究を豪表して営業者の御参考に供し盛土御票甲骨に於ける新しい研

究を紹介したいと云ふ考でござ∴い愛して︑どうぞ其頼りで患聴き取りを尉ひ垂す︒

君課業の蟄連は枕近長足の進歩を途げまして感ては豊新葉を革ぶ者が或はフランスに行き

ィタワーに行って向ふの良いところを取って来たのでありますが・今日はあべこべに・イタワー

若しくはフランス迫りから日本に研究に来るやうな状態になって湾たのであります︒此進歩

は飴杜若しいものがあります︑けれどもまだー′くーナこ班以て足れカとするものではない︒香・研究
が緒についたと云ふ位のものであらうと恩ふのであります︒
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集演講邸科孫餓

呈す氣れて 我問があ度る種しあ
しが分つべ病が題確るとべのまり近
て然がけたi氣獄とかにかく關すまく
茜ゼ謬護く痔輩与ki馨巽鐸響餐髪叢
齢れれき死きの極因なだ的あだ夏の
五とたまぬま爲力でいとにり的秋方
齢て なすのしに研あ゜かやま確慧に
のもらけもて此究る之或るせなの就
場どばれ諸も調せとらはとうる不て
合う共ど君三査ねしは室潰し｛齢作例
にか翻もが齢研ぱで方氣ふ桑結のを
恢すは之常の究な断kの關のを原取
復る殆もに時をら定で供係葉見因つ
すとど皆見分遽んすそ給かのな斯で
る其国まるにげこるれのら性いう見

環曽穀鑑餐き￡ぐ樂類慧雲蒙享

もが達確ろ翻てあは嚴異に攣あごζ
あびしなでがはっ難密さ致さりと翻
るたなるあ出な薫いなうすう・まに業
。りい断る來ら墨とる弐と愛す付一
とと定゜るん校思試ふ云ふ゜き般
攣云はそ o ともふ験やふご其まの
つふ出れ或思試のをうとと不し方
で位來らはひ験で致なとも作てに
ゴままの批ま場あしこも原のも封
齢でせ原翻すもりてと原因原甲し
の大ん因中゜當ま居に因い因論て
時な゜に四 業すり付でたに乙は
にる三付日
者゜まきあし付駁売
幾影齢て病
庵之すまらまて各般
分響時凡と 三はけしうせは々並
かが分そか
つ今れてとう様共に
察あに見五
の後ども思゜k所今
頭る於當日 足に翫色ふ又あ見年
xeのては病 並於まk°飼りをも
ので室皆と
をてだな其育ま焚大
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をまのぞつ

ての之が温成品たで
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目生費どが しとでのに禺ふく澤
的産はう考そな思何解於來との由飼
に費きしへれけふか野てるとであ育
向をちてでかれ゜もをはかがありの
つ計んも居らば斯つ良煽と原りま方
て算と影る生なうとく風云因ます面
輕し計響程産ち去よし器ふです゜に
螢出算は獄費んふりたをこ あ ゜尚付
すす的受業の闇こ経と用とる八ほき
るとにけは節題と濟云ひにら月初ま
方こ幽て人減では的ふて付し中秋し
法ろる居蓬のあ當な事上てV｝旬叢て
がののる絹問る業方實蕨鷹併ののも
旨フでと糸糸題と者法もかまし初繭焦
くノあ言にで思もをあらだそ秋の眉
備Fるは墜すひ研以り結経れ鑓解の
は1カミな迫゜ま究てま繭濟にはM問
っル養くさ之す者此すし的封殊の題
てが獄ちれに゜ 熄堰K了なしに不と
居コのやては
共秋之る簡て解良し
リン方なゐ人
に憲は迄便如紆問て
まスにらな造
足の事室的何が題眞
せク於・16橋絹 並繭實内確な不之劒
んンき
懸 をのでのなる良もに
゜トまと併の 揃解は塞方封で當研
今でしこし影
へ好あ氣針策あ業究
後なてうな響
てをりをはをり者し
はいはでがが
我良ま挫決すまかな
之゜色人ら絶 がくす搾まれすらけ
をそk幾債i封 國すがしつば゜いれ
翼れの絹格に のる非てて必そつば
懲方常室ゐす：れもな
劒が不縣にな
に爲定に於い 懸法な氣な之は同ら
研にの於き課 業が経のいを大じん
究此原きまで
をあ費流゜除概や問
す生因ま・しは 救るを通之去高う題
る産がしてな
ふに要をもす温なが
必費あてはい
爲違す計東る多叫ま
要節るは矢が
にひるつ海こ漏ぴだ

奮馨箆譲肇芙欝嶺毫漏霧泉皇義く
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集演講學科繰盤

資のにっと私がやで先
ルた研以すで持逡 こ はか う尤生斯 う
ヒも究上るあっっろ墨Xなもとうと
ズのもはだりててが生る話ら逢云思
ムで随一らま行やいののかしっふふ
爾あ分般うすつらや時だらいた問の
性ら出的と゜でうそにが君と゜題で
生うi來方思之桑とれも縁ど言やはあ
殖とま面ふは樹爵は雑業うふあ澤り
と考しか゜旨をふ是誌のだ゜慰山ま
言へたら今く間や非に方養先だあす
ひま゜申後行植う距ゴ屡に諜餐生っり o
ます當しはけすな分k食はのたま
す゜校た斯ぱ穀話は書ひ此頭のす
モげい

ら

カミそののん一そだそい込頃もかつ
ふれ佐でなつ5つれたん非大大い
たか藤あ〜二のしたにごで常分分此
生ら教ると生で゜付ξはに禿尤聞
り慧i慶カミも塵林本てぷど経げも東

法業の次研費業多以あう螢まら京
で試輩に究節の先前るかがししで
す瞼性養す減暇生にが゜困たく電
゜場生獄るののの或其そ難なな車
その殖の必目時言る方れにiっの
ん勝の墨要的にふも面でな゜た中
な木研術がに之にのの私っ俺なで
慧按究的あもをはを林はたの1久
の師之方ら確取高書業如やはとし
研のも面うにる原い的何うも云振
究モ生かと適やのたのにだうふり
のザ物ら思ふう野こ研もね極話に
爽イ改申ひしに桑と究賛あ致犬林
も
表ツ良しま、或しをがを成れに十學
もクにますはて利あ願だは達近の
出或一し゜叢は用るひぞ桑しい泰
來はっで 業どす早たれをて人斗
まジのも 経うる速いは作居間の
しナ曙近 螢か或そと宜るるを本
たン光年
゜ドを新 にとはれ暑か爲と掴多
大云林はっらに二云ま静
そロ掲し にふ業一た互金ふへ六
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産ふで にに傾てだ本てりの居のれ
出の繭尚逮非がはら暮居ま研り研か
出でのほび常あ生う技りす究ま究ら
來あ性養なにるきと師ま゜ですで九
るり質獄い影がて思のすそす1）1｝Niあ州
かまがのと響禾居ぴ光゜れ定キり大
とす宜方思が暮らま線諸か温ヤま學
云゜しのふあ君れす慮君ら定リすで
ふそい當のるのな゜用は上漁ア゜は
風れと面でと研い凡の既族器1そ桑
なか芸のあ云究のべ催に中をシれ獄
研らふ研りふにでて青雑の用スかと
究一物究まこ依あ生に誌適ぴテら家
は定を間すとりり物關等温てム東獄
今し選題゜が疫まにすに適飼の京の
後たぶと之分野す室る依灘育定の交
大桑こしはつの゜氣賢つ斯し温中雑
い量とて大た獄然が瞼てうた定野種
にでにはいが業るなで御云と漁試の
必以向5tiに催試にくす覧ふご飼瞼細
要てつ夫今青瞼今て乏にゃろ育場胞
だどてな後以場日ははなうの藩で學
らう極品の後のま生飼つな研をも的
う云力種研に研でぎ育たも突用しの
とふ今病究於究はて方この之ひて研
思飼後氣をでに光居面とにもま居究
ひ育はに要も依線らにx付随しりも
ま法努謝す光りのれ於思き分『ま獲
すを力する線ま方なてひま参そす表
竄 るものし面い殊まし渚れしさ
唯つ佛抵の働てをとにすてにに本れ
從たは抗でき晃稚同鷹がもな依縣ま
來らな力あは線々じ用長各るつのし
はばくのり大と度やの野般良て試た
何繭ち張まな云外う便試のい艀瞼゜
匁孫やい9 ｷるふ睨に値験試成化場之
掃：がな品゜ももし光の場瞼績しでは
き一ら種 ののて線多にががたも純
立番んで がが居カミい於な澤とや畢
っ鯨とあ
あ催っなこけさ山こつ術
て計思つ
る管たくとるれあろで的
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懸
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すらを大しるまれ騙t・Eか基数繭
゜う完いな桑つか除同ら礎をを
績
斯か全にいはたらす功翼にど取
の
くとに必で如疹桑る繭劒しれる

方 の思保要棄何れに方のにで位と
の 如ひつだいなが付法爲や共か嚢
關
くまてら性る爲きがにる下けふ
係
翻す居う質性にま必何必にただ
で 業゜り、とを質非しt 程要どかけ
も、

の桑さ思保を常てあのがうとの

先 間でうふっ持にもら損あ云雪域
づ 題はしのてつ成苓う害らふふ績
@に以てで居て績年とをう取この
般 付上余ある居がの思しと扱と磯
的 でのりりやる悪夏ひて思ひは表
に はや高まうかか鍛ま居ふを余に
申 数う便すな゜つのするのしりな
し へなで゜桑或潅や゜かでた護つ
ま 上方な殊にはとう此分あら表て
す げ画いには高蓉に研らりばし居
る れに桑夏ど温ふgli究んま最なる
ζ ば研を秋う若や常は゜すもいが
第
き究選鍛云しうに今之゜蝕のゼ
ー
り をぶにふくな早後もそ計がれ
に の進ζ於物は内魑に品れの普に
一一
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絹
ま要來のい地いまけ良ほ産る桑
懸
だがるi遷か方たし1れや養出゜を
に
澤あやくとにのたぱ色獄出併ど

封 山らうな云封で爲なkの來しれ
す にうにるふしあにらな方た實だ
る 間とすまやてる弱ん方のか際け
謝 題思るでう薬がい゜面問とに溜

策
で
あ
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がふe桑なの皐桑
あのとが研性魑は
りでで螢究質に枯
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か題Xは費

らでふ＝す

段は研定る
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う本

を爲まら張けれやるまて業人

乏の爾研になんり、るでうこし居に造
よXS豚究養く乏製と來なと㌃つ關絹 ．

り懸一す翻ちが綜云るとは た係綜
大業般るのや原もふやと少今のしが
なにのe方な則紡eうはい後でで盛
るma間とからで績となな゜釜あ居ん
搬用題がらんあ業が傾く喉kりるに
張すと大製とらもあ向な慣磯ま當な
餐窪与禦禁畳皇馨ゑ集2箋磐％萎至
物勢にあにま思べ凡すしけすと自ue

膿聖懇塾霧％劣潅：寝鵠撫毫気肇
箒籍箋1讐楚￡嚢＄轄美讐誓奨＄罪
關は物

云絹り少業結造れ向造大常・

られ要

う績

て唯的

一至つのしでに方然君てと
貫りてXXなあxe面るの居大

禁讐婁奪欝尭含鐘婁懇患塗懇奏暴
内ては

は今に

う濟あの糞居のだへ

なのそし的り護力こり獲とる

あが大 究は後出成分需はたのほ人
り約さ の原はす立な要92よ通幾は

孕李墾歪醤璽護最皇嚢嘉薮呉含輩
・万來
斯町て

良響のをいもk危XX・常危て

きき態講の慣世惧業な惧居
く歩居「綜が度じで格界のにるのつ
考でる を非をなあの的念影nc念龍
へあが 取常取くる制にを響歩に
てり辱 るにつちか限損抱をを駆名
参ま日
こ多てやらを大い受逮ら慧
るせ日
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とて隣れひとか方かう段つ取要と
そと行邦良ま去も面ななkでりが將

蒙嚢9。嘉愚％意lp蓬夏竃霧審盃雀香
畠毛蒙康叢響窪tE

lli窪星藁遅甚暴奈

綜は相料れ？xも今でらζ進供うる麓
紡な互のるふ念後行ん獄し給し゜綜
績らの提こ顧慮のか問XXてすてtr・＊
のん利携と慮にmeな題業行る日に國
方と釜をにの入綜くでにくと支於と
面思にすな下れ業ちあ於其蓉網てし
だふなるらにてにやるけ数ふ提朝て
けのる豊う慧養携なとるをこ携鮮涯
にでかasNrとを獄はら思臼豫としの界
tt曹会奮還蟹芒言売h藷餐旨憂鍵纂
見まふと 縣Pt本之一提て然那地け
ま％こに今ををのは歩携見なが或る
す
とな後作取新現進はまる原は絹
親 にれはっるし在め將しだ料滞の

毒覆薯重§芸暴墨琴番署象寮謬繕

法 諸を迄うふ鍛綜後然さと給方國
の露ど進し事家i業唾起う思地面と
甦
とうんてに峨家懸るなふにをし
正 共云で初迄從とをべらのなもて

猿嚢睾㌘孚莞講を砦隻寒￡1羅農
茎森警蓬奮霧碧総藷呈蕎皇豪義撃
し
質
一
は
國
民
の
術
生
問

大以ひのかで物かがなす其は内
いてな改な居まら密い゜原支地
に＃い良けつで今接と之料那以
研關とされたは度に私はをの外
究係思ればと考は手は統以原の
ををhたなごへ織を考計で料所
要旨 るらうて物携への製をに
すくさ綜んの居をへる上縣臼仰
ぺつてがと織ら作Z°かを本ぐ
きけ此取思物んる行斯ら行に必
嘆
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面らあ織の業 云そ勢少に起と題
此にんりにご全之ふれ働な就つにか
方付とま於と腸もだと者くててなら
面で思すてだで軍け同もな既來り來
のはひカ、原け研にで時飴つにるまた
鷺党享轟髪鎚睾懇蓋蕩華家霧馨t6陰
留蕎i講雪患｛熱叢霧轟k，釜奪從曹
究題れにンれ問家方銀で迄張まつま
将奮tt茎｝磨讐漏庭賜萱誉芒1乏茎
でたしを：れあ係大も從のて現にカこ

ははい経：でらだ暦起つ生居に封明
どつ斯螢1宜うけ響つて産る大す年
うて業すがいとできて監が所きるの
で居界るあと思なが來督1・Uもな合七
ありにとる云ひく生る技來あ絹同月
るま立云とふま央じ゜師なh懸間一
かすっふ同こす張て左もい
紡題旧
と゜ l観じと゜り來様鯨課工績もか
申 の念やで凡原るに計で場の起ら
せ

考はうはべ料課僅要あを工り、改
ば
で今こな濟でをでかるりi蹟場生正
煮
な後工ま今生あ一とま張に廃コニ
繭 くの合な臼・産りつ云％し於問場

繰 ちue匹くのすまのふ なて題法
縣
や縣皆な業盈す改こ工けはもに
等
なi業密つ務共゜正と場れ來起依
に ら＊接で駿元 工にをば年り、つ
關
んのな居自は 場な撰既か或て
す
る

゜人關る分養
製は係゜の獄

基

のなて物てる
一く居の居か
般でる，kMる6

と 懸脆を恰携家
こ 紡却持もはで
ろ
績しつ植っあ
の

本
的
の
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法つ張設らは深
でてすの深過夜

深來れ工夜剰茎
夜るば場＊電が

業の從のが力慶
をでつ働魔等止
巌あてくめのさ
すり今時ら間れ
るま度間れ題る

と需はがるもこ

集演講學科棘翼

成

もべ等数去戸ド知を

Ctプンす研

り次なきは楡ふのにつよそレのる突
立tcら鮎一査こ生はてくれイ楡こ斯
つ製んがつをと懸よ居研程ン査とう
℃綜゜澤の完を検くる究迄をのが云
行工凡山間全今i査研にしに、知如出ふ
つ場べあ題に盛所究違て此らき來も
たのてるでしんでしひ見セなもたの
や管の゜あ粒にはでなるりい今とヵミ
う理も今る数や此見いe．プや日思是
にでの流力1がつ貼れ゜現vう生ひ非
思すを行簡一てにぱあ在イな縣まな
は゜皐し軍定居封實れのン人取すく
れ日究てなしるし際にやがは引゜て
る本的居るたや歪の依うや本の之は
位のにるtCなう先上つなか肚焦はな
迄製悪かりらで日にてやまで顯何ら
に綜いらプ嘆あ私當八りしはのれん
やは所とレセるがつ黙方く要問專の
か從はてイリが一てとでなら題門暦
ま來改センプ之寸随かはつなにのあ
し主善リにレは寄分十決ていな方る
くとしプしイ誠つ非顯し來・≒つかカミ

やしてレてンにで難とてた早てら

當

つて行イもの意見すか満゜速居お校
て製くン少外義まべ職足とぺる話に
o
．
居縣やのし面あしきを出こケ
が於
つ工う使くはるた鮎つ來うに人あて
た場にひ微殆ことがけながなをらは
爲のな方細どとこ澤まい其る探う此
に管らだに全でろ山す之セと用と法
無理なけ研くあ粒あけはリ去す思則
釜ぼけ知究美ら緻るれ専プふるひを
のかれつし事うののど門レや場ま梢
費りばててにと一でも家イう合す々
も
用でな居行一思定あ其のンなに
根
い
を以らるく致ぴ粒りス諸と話於セ本
膚てんのとすま激まタ君云もてリ的
き経とで改るす槍すンはふあもプに
勢螢思は善゜°査゜ダよもるゼレ明
働がふ何す其粒と帥1くの課リイに
o
ヤ

o
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拶

挨

ふく組でに格なに参進綜粗例では者
の獄織は任しか聞りの機末へ行唯を
で懸の今豊たついま鮎械なばか無休
あ業製後或とたたしにのも機う釜ま
りの綜懸は云もとた付改の械となせ
ま指業業工ふのこ ゜て善での思手な
す導をは女程をろ機もをあ改つ数い
゜の始成のの或に械學機る善たをで
位めり習好る依の術械゜でなは使
置な立慣影改り改的的唯すらぶふ
にけたに響良ま善vaに動゜leqくと
立れん任が機すと研し力製積と云
つばとせあ械と、云究な機綜極かふ
べな思」〈つを東ふをく械業的無風
きらふ無た用京こ塗てをのに駄な
者・i6°駄とひ附とげはか機里を鮎

等 どを云て近はでなけ械術しに
が之うすふ同の方製らると的な於
此がしる゜じ或々綜んだ芸のいて
観今てな如工るで工之けふ基とは
念日も遊此女工や場がのも礎か相
をの有ぶ事で場つの第枠のの云當
な當らな實平でて大一がは上ふに
く業ゆ働は均從居革のあ從にだよ
し者る岐一二來る命間る來立けく
ての方原二百優がを題と殆脚で行
し錐面料に五秀中圖でiiiikどしはつ
ま悟ををし十のkらあふ機た濟て
， つで科安てfN工旨なり位械大ま居
たあ撃く足は女くけまにと改んる
らら的買ら繰が行れす止言善゜や
ばねにへなれ一9ばカ1まふを今う
其ば改とい穀日まな共つべし後で
立な善云゜且百せらほてきなのあ
場らし．ふ唯つ八んんか居程く製る
をんてだ從縣十゜時色るの℃綜が
失゜行け來は匁併期々がもは業じ
つ殊きのの前ししにな 今のなをか
てに新や仕よか此な能後でら改し
し漸しり來り繰間つ率はな鬼善今
ましい方り昇れ灰て檜製く し後
一一

P1・．・一＿

集演講學科練黎

と営致行焚遠あ的 來織つにす
朋云校しか蓮でらに先る機て付るそ
會ふに頂なのあう研づだの乏て或れ
に企於會く爲らと究今け改はもはか
臨てて合ちにう思し日慮善外豫混ら
みをもせや學とひでの用を國め紡今
まし研らな術思ま行養し圓に今す慶
した究れら的ふすか酸やる於後るは
て課したんの゜°な褻うのては斯rt
御でたると研…鹸然け縣とはは大う造
挨あ1皆思究にるれ紡云中既V、云絹
拶りとさふを於にぱ績ふkににふ綜
とまをんの逮て現今各だ容非研問と
しす御かで吠墨歌後般け易常究題云
て゜
ら ｽ校にのにでななをがふ
之
だ

告もりはも方冬経亘もも進途今も
』活ま實技て螢っnftの歩け後の

け 且き需際術ははてしでをなはを
の
つた
の者ま域研いはしく我紡
事
大御此上もだり究となててが績
9｛．釜叢護奮箋く妾実星挨誉暴署霧
話 膀のに活者共んき゜らのら紡若
致 し話於問も域と範 両でん績し ．
ふあ゜ Eく
し てをき題足に云團
ま 斯聴まを並達ふが
のる織織は
竃 業きし提をすご非
織か機物生
の且て供揃ると常 機らの界懸
爲っ當しへとはに
を日改にと
取本善必混
の研校ておと御澤
りがのすぜ
講究での互は同山
義問は改に容様あ 入そ如起る
を題時善提易痛ゆ れれきる繧
ね てにはに物
諸をkを携に切文
鴛機斯岡し出にど こ負當違と
っけ然ひす
と表うるて來感う
共し云方斯なすし ちなのなる
にてふへ業いるて
にいこい時
で
h
聴貰會進の前次も 慮やと此に
用うで問混
か軌合ん改途第學
出にあ題織
う叉をで善遮で術
一12・一；h−一

