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蠕期間に於ける接鯛温度の高低と

嚢蛾期の淫速に及ぼす影響（豫報）

佐、・藤　　旭

　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　緒　　　君　　　　　・

　　　　　　　　　lr：　蛮瞼方法及實脚捌

　　　　　　　　　∬・　第一同實験

　　　　　　1　　　L供試材料及其育翻嘉項

　　　　　　　　　　2・實　瞼成績　　，・

　　　　　，　　　A・Ffj随調査
　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　B・本　　調　　査　　　『　　　　　　　　　　　　”

　　　　　　　　　　　　・1・爽蛾歌況調査

　　　’　　11　　’t　b・産卵状況調査

　　　　　　　　　　　　e・昏試瞼麗に於ける温灘旋

　　　　　　　　　一一第一回實瞼摘憂一

　　　　　　　　　II工．第二回實験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　ト　　　　　　L　供試材料及其育騒事項　　　　　　　　　1　1

　　　　　　　　　　2・　實　　瞼　　rj～　系資　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　1・，

　　　　　　　　　　　A．　附　　薩　調　査「
巳　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F剛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　l

　　　　　　　　　　　B・本　　調　　査

　　　　　　　　　　Ift，登蛾歌況調査

　　　　　　　　　　　　b・各試瞼匪に於ける淵掘度

　　　　　　　　　一一第：回實瞼摘査一一

　　　　　　　　　IV．　實験の総括

　　　　　　　　　　　一交献及圃衷一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　土

緒　　　　言

蠕期間に於ける其の接鯛温度の高低が嚢蛾朋の渥速に直接影響する事大なる

は容易に認識され且つ吾人の常に際會しつyある事實なり。帥ち一般に高温は・
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獲蛾甥を促甦し・低温は之を遅延せしむるものsす。

　例へば大正十三年度に於ける農林省、農務局・繭孫課の調査に依る・各府縣

嚢蛾促繊査の醐成繍識れ齢度85°鱒縢の差4一破にて保護せるもの

は自然温度75°F内外に放置せしものに比すうに春期2－7日、盛夏期1－2日、晩

秋期1一硝の促瀧を見弛りざ云ふが如壷事整逗あり。而し’て嚢蛾期を速進せしめ

ヌ、は逞延せしむる事項は、螢蛾期調節上並に病毒豫知検査上に緊要なる關係を

有すゐ問題なり。・v’JT此螺1題に關する從來の研究少からざるも・其の蝦な

る業績の二M三を蟄するに、その成績の結果は化蝋後、議蛾に至ゐ迄漣績的に

加温して得たる事實の如く考へられ、倫化蝋期より叢蛾迄に至る期間に於て、

如何なる時期の蝋期が高温及低溜0）接燭に依り叢蛾朋の遅速に影響を及ほすこ

ε大なるやに就ては譜細ならす。亦此の事項を一麿具艘的に制明せしむるこざ

は興味ある問題にして、且つ獲蛾期調節上緊要なる事項霊信すれ共、此れ等に

關する詳細なる襲表ありしを見ざるは大に逡憾ミする所なり。

　余は此虚に於1か獄兜上籏後化蜥化蛾迄の期間に於で其の各！桶期は温度に感

栃程蹴～襟ならさるを想見し・且つva蛾繍上の鞭を得んが爲・大正＋

五年度に於て春獄期及夏獄期に於て・標記の實瞼を計蟄し下記の如き結果に際

會せしを以つて以下之を記蓮せんSす。

　　本實駿施行に際し常に懇篤なる教導を賜はりし蔀生融授の御好意・佐藤

教授及高瀦師の御鵬並に材縄司育に其の勢を煩は．し燭翻部胴二畳

　需、養獄科一學年生小川君、水野君等に塾治しては鉱に特記して深厚なる謝

　意を表する訳第なり。

1　實駿方法及實験旺別等

　踊期間に於ける如例なる時期が其の接鯛温度の高低に依る影馨が螢蛾期の逞

漣に及す事最も大なるやを具罷i的に知り以つて登蛾調節上に資せんミする目的

を以つて獄兜上篠後蝋期間を化蛾に至る這、化蝋直前・イヒ蝋慮後（1日目）・化

輔2日目、化蝋3日目・…等セこ分ち之にPO．1＞1．P2．　P’ ?D　P4『．I　Pts．・い・P諒讐⑳甑

號襖～之等0）各螂謝UI贋次に48時間宛翻鵬は30°cの遠1訊れ伽購ほ
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5°c室に入れ後取出し、蜜内自然温度に保護し、共の」二籏期を起劉にし爽蛾に

至る期聞の長熾を別に鉗照霊して上籏後嚢蛾に至る迄室内自然温度に保護せる

ものb”比較せり。　　　　　1

　即ち試験薩別を表認せば次の如し。

　　試瞼臨名　　　　記　　號　　　　　　　　取　　　　扱　　　　方

遡・1・　C…　騰磐網・迄常曝内・撒・㈱

　　高1温ma　・1－IP．　｛雛隔羅罐談讐製づ嘩脚ゆ

低温腿　LP・　（灘鍛耀燕鱗1舞獺噸以
但し高漁魑は電熱に依る定温雛を使用し・N低温圃まアンモニア式冷去1鍍置

に依る冷藏室を使用し、伐るべく接角蜀期間申の温度の一・窟を期せり。尚材料の

取入は毎日正牛になせり。

叉｛臨醐鰍こ當りては雪湘午前8時に期獲醐棚査、い之旗田こ於ける

嚢蛾数ミし、上1篠期を鵡黙εせる経過時間に鉗し毎日の嚢蛾敷を配當しその範

園を搬め、鰻墨表を作り興の嚢蛎是に要する時間の長短は軍均債、（Meau　Value）

を以て示し之に其0）IProl．｝ablo　Errorを附記せり。　’

11　第一回實瞼　1

　　　　　、　1．　供試材料及其の育獄羅項

　　　　　　　　‘し　供用獄品種名其の他　　　　　　　　　　　　　　　’

　國慧支四號を供川し、本種は大正1・YLF．度春期上田翻綜専門學楼に於て探種せ

るものにして探種後の保護等も同校に於てなせりo

　　　　　　　　b・掃　立　撒　量　　　　20蛾分

　　　　　　　　c，　イ崔庸中0）経過

　大正1δ年4月30日出庫催青著手・5月16日嚢ξi三。

　其の期間に於ける保護温灘度を示す時は次の如し。

日々羅：均温漁度表
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月　目4．30

（皿）1

温度　535
（％）

漏度　55・2

5，1

55．7

56，3

〃・
戟Eレ・

〃5

、。373．272，し。。

5887－・

P…

〃6
〃71〃8

　「

　i
73，373，774．0

54，770．264．0

ク　9

73．0

72．O

ク王0

73．5

63・4

ク玉1

75．3

63．4

ク12

75．0

72，0

ク13

74．0

72．0

！1　14

47LO

11　15

75、0

74．O

〃16

75．0

73．0

　備考　5月14日i瞬立日攣夏の爲一“時冷i藏をなすo

　　　　　　　　b，飼育中の経過

卿僻前・・時撤、・月坤輔・離熟・その燗に方全ける綱の煙

左の如しD’

pt _　各
　項　　＼　項
　　1，1　＼

齢旨1ど口敷

～ド均温度

2ド均漁度

1　齢

口

606

　嵐
75，8

　％
67、7

2　齢

3．08

76．5

石6、3

3　齢

6．17

75，8

640

4　齢　　5　齢 全　　齢

一一一一一．－t一噌… V㍗τπマ7｝

　　5．07　　　　　　8．17　．　　　　30．06

　　74，2　　　　　　73i2　　　　　　75，1

　　　60．0　　　　　　63、0　　　　　　64，2

　備考　桑葉未熟の爲鷹髄稽々塩弱に獲育し4齢及5齢に於て軟化病徴を塁せる、

　　　　病獄を畿し頭轍を著しく減せり。・　　　　　　　　　「　　　　’

　　　　　　　　1，試験開始の時期及材料の配當其の他，

　6月1垂1、1午前14時大部分上篠せるを以って同時刻に上籏せるものを供用する事

に決し、他は除去し6月’ PS日より本試験に著手し、各匠共各蝋古丁100頭宛を木

綿製の袋に入れ日的温度の馨置に人れ～後取出して昏匪別に各々分離器に牧容

し碁の獲蛾を待てり。、．

　　　　　　　2．實験の成緬　　 e　・　　　　　’　－

　　　　　　　　A．　附　随　調　査

　本調査をなすに當り興の順序Sして左の附随調査をなせり。

　　　IL．繭形完成調査

鉱醐形賊。は雛が衡1・於て吐欄始し、繭灘く出來上り1個有の

形状を呈したる時を云ふ。雌雄各々100頭宛を『雌雄分離器に一頭宛上籏せしめ
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て之を庄時間毎に槻察しその敷を調査し得たる結果下0）如し

上籏後の緯過時間

繭磁・魂

3時岡一7時lll」－1111鍬j－151燃ll一19暗間一23時間一27時間

　　0　　　　　14　　’ド　331　　　　40　　　　　14　　　　　　3　　　　　・

　計　　　　　　　繭形完成の上籏後の亭均ll寺

鍵）・1　賑まδ16。・
し♂　91　　13．44　t。ゆ100至・　・…L

虚蔽れ幽繰彬繊1よ雌より納爵1醜軸竸る訪玉1じ磁楓

数申蛆害の爲発死せるもの雌6頭、雄9頭ありしは甚だ遣憾なりSす。

　　㍉、．、脇完轍論査…　－　1－・㌔1’認片

　吐綜完了嘘は繭rl：に於て獄兜が吐綜全く終れりε認あたる時を去ふ。魏兜擬

繭中繭暦梢破くなれゐを待ち、供用繭350穎を切開し、10時間目鯨に観察し吐

榊のもめは抽鞭時迄に醐β冠蠣醐ぢ吐雛れ腐のは閉砂し一CIYJ

開潜る儘ざ1なれるを以て其の数凄調査して之をIIl：綜完了歎ざせり。その結果下

0）如しo　「　　1L　tt1　　　　｝／　　　　　　1・　　　，

上籏後の維過時間52－62』72－82一92－102－112－122－132－142

吐襯鰍鴇動臨琵・滝磁、を㌔’
計

309

　M土　E

95，34ゴ：0．100

備考　供1日繭350頼中観察の際取扱の障害、蛆害、其他の疾病の爲死せるも

　　の41頭を生ぜり。

　　c．化　蝋　数　調査

・雌雄繭各150穎を切開し、6時1爾偲に親察し化蝋せるもの0）数を調査して得た

る結果次の期し。

上籏後の経過時間

・聴｛量

94－100－106　一一112－118－124－130－】36－142－148－154
　×　　×　　×　　X　　×　　×　　×　　X　　×　　×
　0　　　　5　　　45　　　18　　　26　　　15　　　　5　　　　5　、　　1　　　0

　0　　玉3　　64　　14　　21　　13　　　4　　　1　　　0　　　0

計

120

130
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　　　　　　　　M±E
　　　　　　♀　　　　117．05　ゴヒ　O．714　　　　｛♂1i3，、5土脚1，　，

　　　　　　　　」
　備考　蛆害その他の障害に依り化蝋し得ざるもの0）雌1ま30頭、雄は20頭を紘

　　　　ぜり。

　1箭1掲吐縣完了調査s化蜥調鷹の結果を比較するに化蝋は吐綜完了後直ちに開

始せらるsも0）なるを窺はる。，

　　　d・蝋艦量調査I　I　、

雌1蠣を切開欄櫛騨して螂‘揃8蹴聯し彫る融曜fヒ次
0）如しo（100頭0）李均）　　　　　　　　　　　、

但し供欄は醐鯛㈱中に人オ・糀内に轍し御稗日捌こ取出し・

購の繰嬢蛾鞭騨り・　　　・　1　　、
者鱒礁・・1・国・い・國・・F・a31豊・51・16囲竺
皆虫轍績i糊気。｛・ク國・列，・6・レ〃卜叫9・M1恥・［・2・國1畝

蜥
膿
卸帥紳神坤帥紳神刈神紳卿祠圃「
♂1・15圏剛1帥画・9gl…1・…［・・941　・・911　・・Sgl　…51　…3レ

以上は螢
蛾し始め
ず：るを以

て調査を
llr止す

論惣11紳副1満123511凋1刎1・1・1・19・Li7。ILI451・115［1鰯・剛一1

壽嚢に依起ば化蝋當時は4奪の軍蹴の減耗最最も大にして化踊・聰r7鱒頃は輯

景の鍵化殆ん曹なく以後再び競蛾期に近きて重鎧の差を垂kすゐに歪るを見ゐ

　　　e．ICtt球数翻査

　偲日午後4－5時の間に於て雌雄各O「頭宛を取りて之より探血レ、之をトーマ、

是諾瓢鷲響。櫨繍Zll叩叫物鯉噂

」二葺挺411　目1

全1　　5　0　0

7080

8060

8847

5620

1　79・4

1　684°
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化・ 蝋 概L 6867 3323 5095

全 2 日　「1 4950 4760 4855

「

全， 3 〃 37母5

金 〃　　L 960
巨　，

2507 1734

全　　1 5 日　口 2920 3960 ’　　3490　　「

全 6 田　目 2】50 324Q 2695

全 7 口　口 5707 2213 3960

全
8　1

日　日． ，　　5040 3853 4447
「1 1

全 9 日　Fl 5880 1　　3607 3744

全・ 10 日　目 、　　3200 2853 ・　　　3027　　　　　　　　‘

　上表1こ依れば化蝋直後より順訳その数減じ化蝋4日日には最もその轍少く・

叉全卵月よりは幾分堆加せるを見る。而レて化蝋前のものは、化蝋後のもの

に比して其の数はるかに多きを見る。　　，

　，　・　　　　　　　B．　本　　　言周　　　1査

　　1　tt，嚢蛾舩況調査　　　’

　高温腿及低温匠共に蝋期を化！踊直前より化蜥10日目造に分ち高温庭には

　　HPO・HPI　HP2　HP3　HP垂HP5　HP6　HP7　HPs　HPg

　　IHPI6

　うζ低温隈には　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［

　　LPo　LPI　LP2　1」P3　LPd　I」P5　LP〔｝　LP7　LPg　LI）9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　LPlo

等の認號を輿へ、此等の各蜥は毎日正午に於τ各装置内に入れ其の後48時間樫

　　琿の時之を取出し、室内自然温度（75°F目的）にて嚢蛾を待てり。然して

此れ等の供試材料は雌雄各100宛使用せるも蛆害の爲め蜷死せるもの多くその

嚢蛾数を減少せしは甚だ鐘憾なりき。

　昏廣嚢蛾獄況下の如し。（第一一一・表、第二表、第三表参照）

　　　　1　　第一表　封　照　瞬　（GOII七ro1）
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」二換後あ輝過時間 352－．376－400－424「「448－472
@　×　　　×　　　×　　　X　　　＞く

計
白上籏期．至畿蛾期2i乱均時（M±E）

獲脳｛・・饗・・1弩

全上｛・。砦・・1｛1

3　　20　　25　　　14　　　1　　　　69　　　　408。3±0．184

1　　　26　　　43　　　10　　　　0　　　　　80　　　　　406．6：ヒ0．170

2　　　14　　　40　　Fi2　　　　2　　　　　70　　　　　4IL3：ヒ0。119

0　　　　50　　　　30　　　　14「　　　　3　　　　　　9ブ　　　　　　4104，1：ヒO．138

　　　　　　　　　　　　　弓1　　　　　　　　　　　－一紬一螺軸顧

ビ　　　．第こ二表　高　温　畷　（HP）・．
nt

上膣後の緯過時rlど】

夜臨｛1

蛾・晦：・・｛τ

撒

・…｛l

　　　　　　　　　f♀

　　　耳P3．／　，・；i

H・1 o1

即｛1

1H・・｛1

・頃Pゲ｛書

昭l
H・・｛1、

328一二352－376－400－・424－448｛隔472　　　言1・L

　　　×　　X　　×　　×　　×　　X

　　　0　　30　　28　．　6　　’3　　　0　　　　　　67ジ

　　　0　　　60　’　24　　’5　　　　0　　．　0　　　　　　．89

　　・445・1露14当．・・。　・S9

　　　・8・60』．・20罵21．・σ’1団191

　・　　0　　　22　　　50　　　10　　　　2　　’　0　　．石’　　囁84

　　　2　　　31　　　36　　　童1　、ト13　　　　0　　　　　183・

　　　0　　16．　　50　　28　　　4　　　0　　　　∵・98．〕

、．．．』1 O．、114…　、60：　20　∴．｝1　　』0　　　し・1　95

　　　、6　　　50　．30　・，1、4　　．　li，　　〇　一、　　、9Ii，

　　　i2　　54　　20　　　1　　　0　　　0　　　　　97

　　　　03050置020　92
　　　　1、43、．．32・81°．・：85・

　　　’O　　．14　　　50　　30　　　．2　　　　1　　　　　　97

　　　　°16．6°∴9．1．°巴86

　　　噂゜、8．・ρ9・3°・4レ1．92，

，．° A3ρ．、汗9．、．．15，1・．／9－、・冤§．・．

　　　　・16’・。4102、1．「β2『．

　　　　0166010152　1’93’
　　　「b…6・12σ1「44「・・15乳．．』d・』一蕊一

・・Q－2．，・251、5°・iO・，，9巨

M．±　1”u

　　　378．7±O．戸177

　　　’『ヨ73，1ヨヒ0．100

　「・『　　．1．・　　　　・i　ゲ

　：　　378．O±0．303

　：　「．369．σ±o．1d7　1

　　　385‘6ゴヒO，11二≧2

　　　382．8±O．149

＼．、392．8±0・149

　　、｝i389．8：圭：Or，IQ5：

　　　・3箔3。2‡：Q，；128

　　　366騨0：1：Q・・1ρ5

　　　9賂8i『『li㌘

　　　9Z9・i±1｝P6

　　　　393．7：圭：0，125’

　　　　386．7：ヒ0，IO5

　　　、3g5．8±O．118

　い
　　　　努7・1±o：13，・，

’：磐勾手゜ゆ罫

　　　　390。6±O．1’38

　　∵46ケ．2iヨ』O，li　46・

　　　　402．0：ヒO，146
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、、、HP・・｛釜
0　　　0　　　30　［　30　．　20　　　5　1　　1　　85

0　　　　5　　　1ら　　　42　　　！5　　　t3　　　　　　80

412．0：ヒO∫159

410．8ゴ：O。至57

第主表　低　温　嚥　（LI））

一一
上籏後の纏過時澤

／2・V・4・プ・㌃・・6、y6・・9・4・計一M±・

獲…｛1

蛾・PL｛1

数1

…｛1

　1　」　L

…｛1

・・…｛1

、畷

…｛1

・氾・｛l

　　　　　　　　　f♀

　　　　LP8／エ

，…｛1

・…｛1

　　IO　　　　30　　　　20　　　　！5　　　　　0

　　20　　　．50　　　1！5　　．　』3　　　　0　　「　　　　88

　　’201　　55　　　　14　　　　2　　　’0　　　　　　191

　　23　　　　50　　　　9　　　ゴ）　　　　0　　　　　　．83

　　　8　　　45　　　24　　　　3　　　　0　　　　　　　80

　　　6　　　44　　　30　　　　1　　　　1　　　　　　　82

　　2052　f9　2　0：／t　93
」層 @6　　　66　　　　13　　　　3　　　　0　　　引　　　88

　　48　　　28　　　　9　　　　3　　　　玉　’　　　　89

　　20　　　　55　　　．15　　　　2　　　　0　　　　　　　82

1　　8　　　61　　　22　　　3　　　 0　　　　　 94

　　10　　　71　　　13　　　　2　　　　0　　　　　　　96

　　　6　　　54　　　　16　　　　6　　　　1　　　　　　　83

　　　！　　　44　　　24　　　　8　　　　0　　　　　　　77

　　　2　　　　60　　　　21　　　　5　　　　0　’　　　　　88

　　　0　　　　34　　　　26　　　　4　　　　0　　’　　　　64

　　　8　　　　36　　　44　　　　4　　　　0　　　　　　　92

　　　26024　2　0　
88

　　　2　　　　23　　　　60　　　　8　　　　　1　　　　　　　94

　　　0　　　　14　　　　39　　　　15　　　　　8　　　　　　　76

　　　6303662　80
　　　9　　　44　　　　20　　　　9　　　　．0　　　　　　　82

　　　t

75　　i　　　476．Od：O。161

459。7：i：O’121

459．5：ヒO．109

456．5±O．122

466。6：ヒO．121

467。5：ヒ0，126

459，7±O，119

463．7」：O．100

4554：ヒ0，133

465．2±O．109

465．ゴ：玉：0．101

46L7ゴ：O．107

467．2±0．134

472。1：ヒO．128

467．9±0．113

472、O±Q．123

47L5：圭：0．132

467．1±0．100

475．1±0．103

489．4ニヒ0．161

474．4±O．145

468．5：ヒ0．142

以ヒ第一表より第三表に至る諸撒字を通寛する1こ其の嚢蛾期は劃噛構隈に比し
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高温瞳は促蓮し低温ll濱は邊延されし嘉明なり’。　・　，

　而して窩温随及低温腿の封照院に謝すゐ畿蛾期0）差を具髄的に示せば次の如

し。侃しその難はA1～A2を以つて示し、射照鵬の不均邸ちA1は充の如じQ…“m

　　　　Colltr〔，1　　　　？　　A1　＝409。81

　　　　・・・・…1S）A…剛　　 、，tt，　1
　叉各表申の員號は封照嘔より促進されしを示し正號は邊延されしを示す「もの

εす。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　第四表　，高温腿の謝照圏に封する差

A・～A・　而呈＋蜴

，HPo
　IIPコ

　IIP2

　HP3

　HP4
　HP行

　HI）6

　HP7
　E［P8

、　1工Pg

　HI　・iO

一一
R1・1 @　1－・2・・

　－3L8　　　　　　　ゴ：（）．1086　　　　　　　　ny36。4　　　　　，　±OピOl87

　－24。2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－22．6

　－17．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－15．6

　－36．6　　　　　　　：ヒ0、0707　　　　　　　　－36．4　　　　　、　±α0186

　－26，0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一　27．3

　一三6．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1g．7　　　　　　　　　」

　－14．O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－13。3

　－17．7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－14．8

　－2，6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－3．4

　－←2．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ト5．4　　　　　　・　　　」

－31．8＞5×：ヒo．1086　　　　　　　　　　－364＞5×±Q．0187

、－
R6．6＞5×±O．。7。6　　　－39．4＞5×±6．Ol86［

（“．　Ai，vAe．）＞5．×・・／E罫E幽るを以つて羅の鞭外に別）

」、表（第四表）徽れ1翻晦の纐はそ畷螂賊して螺鞭より短縮され

且つ6は？よりも一一般にその観縮の差が大なるを見る。但し化蝋聯に逝りくに

從ひ蜀照嚥に射する差漸次小ε．なり、却つて化蛾期に極めZ接近せゐ輔期頑ll

ちH？エo｝：歪りては饗照畷よりは逞延せられをるを見る61…　．f’ttl，1黒
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　而して高温瞳の各踊勝別に就て．見る時は♀にありてはHP4最も短縮され、

HPユ及HPO之れに次ぎ又3に於てはH馬最も短縮幹し1－IP：i之れにi臣ぐを見る

　倫是等0）差は上記の如’く明に誤差の範園外にありQ　　　’　，

　　・｝．、「．第、五表、欄塵曙員幅閾す礁　　　．

　　　LPO

　　　I」Pl

　　　Ll㌔

　　　LP3．

，　　1・P4

，　　1　Ps
　，　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　ト

　　　LI）6　　　1

　　　LP7

、、　LP8

　　LP｛｝

　　・LPlo

｛　　　　　　　　　　　　　　　　　，　「

　　　　　9　　　1・　・

A1～舶　　　1／瑚＋環

十66，2

十49．7　　　　　　　：ヒO，OI84

十56．8

十48．9　　　　　’±0，0星93

十45．6　　　　　　　：≒0ρ064

．・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

十55β

十57．4

十58．1

十，61，7

十653

十164。6

49、7＞5×：ヒQ、0184

48．9＞5＞〈±0．0工93

456＞5＞〈OQ◎64

　　　　6
A1～A　2　　ゾtt’：＋E：．’，

・　　．・　　　　　　　　∴Aユー－A2＞ゾE2　FEI

　　　　　・P
十54．3

一ト5L1　　　　　　±O。0196

十62，ユ

十58．3

十50，8　　　　　　　ゴ：0．0203

十56．3

十66，7

十66．6

十61，7

十84．O

十63．1

5L1＞5×0．0196．

5Q．8＞5＞くO．0203

　　　　　　　ユナ　2

　・’ヒ表に依れば低漁1磁よ封照匠に比し、其の装蛾切何れも48時間以ヒ0）逓延度

Pを示せるを見る、叉そ0）邊延0）差はaは孚より一一rwに大なり。

　　　、1）．　産卵懸況調査

　葡託三臨間の各々より獲蛾ぜるもの30蛾宛を取り塵卵せしめ産卵後75。F内

外の自然温度蜜に保護し圃有色になるを待ち其の各々に於丁必要なる2Q蛾分を

撰びて下の事項を調査せりc，

｛1受精1華糠ll灘灘綿他。＿、の



白0　　　　　　　」二田職綜轟門學校伺窓愈幸櫛＋六號

以一顯日蹴醐査肪成績勧≒すこ・ε次o珈し・認　　t／層1・

　　　’　　、第六表　　産卵成績（封20蛾ZF均）　　∫「　ttP‘自

　　（の　1蜀・照　1鑓　　「　　「1・　　　　　’　　　　・　　’　”t「；

，」藍」ll撫歳卵敷合　計
普泌卵陸受縞卵其他　．　　　．　　．．一一一l　l

　

普通卵歩合％

吼証r…755。、1　．．・．・　sL　561・
－1．B　、・517・・1　2・・　7・　・2・2レ，19・」3％

t

98．76％

幽．

ib）高温隈
脚騨一

1達Po

I－II）　1

HP　2

HP　3

HP4

HP　5

HP　6

1工P7

　HP8

11Pg

　IIP　1．0・

7－一

　　産　　卵　　敬

響「通薫施幾．卵墜
53L8

519，2

521．5

509．7

521．5

536．2

540．7

585・9

ら39，2

495．0

含　　計

’i’，　　　　　　　　　　　　，

13．8　　’40，0’，

12。0

12．5

20．3

4．0

3。0

4．．3

12．5

25．0

30：◎

36．6

30．9

4b．5

25，5

22．3

36．9

29；6

’2w』68’7

普通卵歩合％

585．6

561．2

850．6

560．0

566．0

564，7

597．3

635．3

593．8

1，584．9

　　90．8％

　　92，5

　　89．8

　　95、2

　　96．8

　　90．5

　　98。7

　　92．2

　　90．9

『、、84，3

＿一一一一一一・、　。

（c）低　混　阪　　　　　　　　　　　　　　’，1、：・　、1
繭一一一輪閃■阿rr冒棚．鴨脚協　　　　　　　”｝

・I」Po，」　　　　　　　　　　　526壁8　』　1　　　、　　蚤3．O

I・1”・／・’47°・6

I」1）2　　　　　　　　　　　　　479・11　　　　　　　　14。8

LI｝：3　　　　　　　　　510．0　　　　　　　7．3

　　　　　I」P4　　　　　1　　　』　　461．5i　　　　　　．17，0

　　　　・　　　　　卜

、13‘9　・　　　　　553。7．・1∴、　，｝95」

58，7　・　　　層言532、8’　　　「ttt　ξi　8，3！

37。2　．　　　　　531，王　パ，　　、　』gO．2

16，9　　　　　　　与34．2　　　　　　　　95，8

77．5　　　　　　　556．0　　　　　　、【833
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LI｝5

LI｝（｝

LLI）7

LI）9

LPg

LP　10

467．2　　　　　　　12．！

536。7　　　　　　　　　7．2

315．0

500．4

・526．5

　1　　　　　　　　　　　　　

　　　13．2i

…　　　16．0

　　　　8．5

5L5

55．1

85．5

40．5

17．O

530．S1　　880

　599．OI　　　　　　89・6

　413．7i　　　　　76．1

　556．9　　　　　　　　93．9

’　552．0　　　　　　　95、6

’以上六表（a－一一・e）の示す所に催り蝋期聞を通じて75QF中心に保護せるもの産

卵成績最良好にして、醐の棚1肪高温に灘せしもの廊i！者磯分劣れる

t・」i・［C・］・a）るも・騰虫醐根壌二於ける關係的9！卿1よ認めら砂認低温灘の

ものは前二者に劣るものあり韻倥も此等蝋期棚互聞1こ於ける一建の傾向は認め

られざるもの∫如し。

　　　（G）　各試瞼匪に於ける温灘度

　　　　（の　封　照　匪　（上族後嚢蛾終了に至るまでσ）試瞼翻室

　　　・　　　　　　　内の自然温灘度）

月日　　温度　　灘　度

6」5　　　　　73LooF　　　65．0％

．16「　　1　74・6　　　　　　62．0

．17　　　74，0「　，62．0

，18　　　　　74，5　　　　　　64．Q

g19　　　　　74．0　　　　　　66．2

．20　　　　　74．0　　　　　　65．3

．21　　　　　73．4　　　　　67．0

．。22　　　　　74．3　　　　　　65．5

月日　温度　灘度　月日　澱度　灘度

。、317。。　66。痴・75。・75．・％

．24　　　1　72．0　　　　　70．O　　　　。2　　　　　、74．0　　　　　71．0

。25　　　　　75．5　　　　　　65．Q　　　　．3　　　　　　74。2　　　　　　65．0

．26　　　　　72．0　　　　　69．O　　　　．4　　　　　　76、0　　　　　71．0

・277・56・・ 堰c　…6・°
。28　　　　　76．0　　　　　68，5　　　　．6　　　　　　76．5　　　　　70，0

・．29　76・0　71・0　・7．　76・0　73・0
　　　　　　・　　　　1
・3C　，74・3　　　75・O　l　　　　温度　74・7度

’　　　　　1李均轍67，7％
　　　　　　　　　　　1

（b）高温隈（F換算）



62　　　　　　　上はll灘縛門學校同懲：會報蜘一メ蹴

月艮　温度　　漁度

6．18　　　　　85．1」〕F、　　93。0％

．董9　　　　86．0　　　　 92．0

．20　　　　　　85，1　　　　　　92。O

・21　　　　86・0　・　．　9L5

．22　　　　　86．0　　　　　　923

朋　　温度　漁度　月日　温度　灘度

《5。23　　　　　86・0　　　　　　90．5　　　6．28　　　　　86JD　　．　　　93，0

・24　　　　　86・0　　　　　9210　．　・29　　　　　｛｝60　　　・、、90・5

．25　　　　　85、5　　　　　　9L5　　　　．30　　　　　85．5　　　　　　90β

、g26　　　　　86．0　　　　　　90，3　　　　判軍L」吻　　　　85．7　　　　　　9玉〆』

．27　　　　　　86．O　　　　　・90．0　・

、く・）・低温匿・（鞭算）1　　・・、　　1…

舶1 ｷ度　漁認舳　細膨灘凌月日1温慶　漁度

・1841。　－6・234。：・　一…、“b、一，
，19　　　　　40。5　　　　　　－　　　　．24　　　　　4LO　　　　　　－一・・ny　　　。29　　　　　41．5　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　．20　　　　　40、O　　　　　　－　　　　．25　　　　　41．0　　　　　　－　　　　．30　　　　’41；〈）　　　　　　一

．21　　　　　40、O　　　　　　　－　　 、　，26　　　　　4Q．5　　　　　’　、一　　　　二～ド」」令1　　　　40．6　　，　　　　一一

．22　　　　　4Q，5　　　　　　－　　　　．27　　’　　40．0　　　　　℃一

　　　　　　　第一艘験摘要　　　　『　』・l　i｛

以上第一回臨愈に於て得たる結果を更に摘要列記すれば次の女翼し。

1。蝋期の一・期間を48時間宛・30CG目的の窩温及5°C目絢の低漁に接綱せ，しむ

　　る時はその嚢蛾に至る期間は樹照医に比し窩温腿は促進され、双低温1薩は

　　何れも48時間以上逓延されし事を知る。　　’　t’／　　’／t

2・　’而して踊期を通じて高温に於て特に促進度大なる時期及低湘によりて特に

’ト

P測・なる時期ある畿㈱るQ　　　　　　　ttt
3∴窩温匠に於では化蜥畑目最も促泄度大にして化蝋直後之れに麗ぎ他は化

　　蛾々期に接近するに從ひ漸次促進度減少し、化蛾直前に至れるものは去Pつ

　　て封照腿より遽延せるを見る。爾促湿蜘よδに於て一般に♀より大なる傾

　　向あり。

4．　低温腿に於ては♀は化蜥庄日1三i、δは化蜥張目［il　O）も0）重醍も邊延度小にして



蜘期間に於ける接騎温度の高低と糠蛾期の遅蜘こ及ぼす影響（豫報）　　　63

　　9は化蝋3日口之に藁ぎ、6は化蝋1爾同のもσ）之に醐ぎ、他は牝蛾に接近

　　するに從ひ漸次幾分大霊なるものの如し。爾逓延度は6に於てC’より一般

　　に大なる傾向あり。

5．1各瞳の産卵成績な見るに鋤；ll潟最も良妊にして高温之に糖ぎ低1品臓は前二

　　者に比して劣るものあり霊蹴も、盗蜥に於ける關係的の傾向は認められざ

　　るTものs如しQ

6，以上の諸關係を曲線を以で圖示せば敦の如し。

　　　　ヤ（別紙圖表饗照）　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　　　　　　　　1∬　第二回、賓験

　IL．　1－　　！．11供試材潤吸育翻i苺噸　　　　1

　　　・1．共試品種名その他

朗御灘大正1“年（S月26蘇種徽る縮種にしτ騨律獺き℃岬

翻緕專門學校に於て保護せるものなり。　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　b．催青及掃立月日其他

　大正16年6月29日午前中出庫催青に着手7日9日午fiil　10時IS蛾を掃立たり。

　　　G・飼育中纏過r　　…
7日8日午前十時掃立8凋1日正牛、上篠を了せわo，その聞に於ける経過を示す

霊次の如し。

齢1　欺 1　齢 2　齢 3　齢 4　齢 5　齢 全　　齢

ll時
L 1

齢中日数 4．19 4．06 3．23 507 4．16 22．23

’ZF均温度 77・5度
ト　　78，0

79．0 78．5
1　80．5

78．7

単均漁度 66・O％

噛「

@67，0 67つ r　　67．5 6S．5 67．2

備考全齢を蓮じて嚢育良好にして順調なる縄過を了せり。

　　b．　試験開始時期及材料配當等

8月1臼午前12時大部分上籏せるを以て同一碕時刻に上篠せるものを材料ざし℃
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他は除き各橿共に100頭を供川し、＄月S日より試瞼を開始せり。

　　　　　　　2，　實1瞼の成綾

　　　　　　　　（A）　　F付　　F遣　　　調　　養…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　，1

　　　a．’繭形完成調盗　（第一一回實瞼vr向様なるか法に憐りてop＄各100頭を

　　　　　　　　　・隔　供用せゐ結衆左め如し）　　　　　・・　il’∵

．曝後の纏過時開0－4－8－　12・t16　pt　2。－24　　　，瓢±F“
　　　　　　　　　×　　X　　×　　X　　X　　×

繭形…｛♀粥1∵1・3欄1：：

　　b．吐綜完了撒調査（供用繭200を以て行ひ得たゐ結果次の如し、但し

　　　　　　　　　　　　槻察の途申に於て取扱ひそめ他0）障害並に疾病の

　　　　　　　　　　　　爲艶死せるもの41頭ありき）・

上簾後の経過時間

f鯨完了数

　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　」｝　　　　　　　　　　　　　編　　　　　　塵

P6－20－24－・28　－32－36－40－44

@×　×　X　X　×　×　X　I
@O　　　6　　18　　112　　　19　　　4　　　0

荊、169
MI』［ p一h

@　　　幽Rα00±αOO　16

・・イ纐調糞（供脚・・頭）　　・辱’1、　・、∵・

一L籏後の経過時間

化　　蝋　　敷

28－－30－32－34－36－38－40－42－44

　〆　×　×　×　×　×，×　×
　0　　・3　　16　26　 80　 41　　7　．O

計

173

M　±　E

、3，6．9±O．0002

d，　上篠後叢蛾に至る期間に於ける繭重楚　（100ZF均繕r）

獄の時期

｛呈

熟欝

2、400

2、OOO

上　籏
2日目

L600

1．400

化蜥
1日日

．1．300

1．2QO

全
2日圓

1．260

1，160

全　　1全

3日目4日目

1．200

1、120

1．200

1．100

5日目

1，200

LO50

全
6日目

L200

1，040

益

7同目

1．180

1．000

全

8日目
金
9日日

　　「ψ1

L150　　1」40

0．980　　0．980

　　　　　　　（・B＞・本・　調、、査　　，　・　丁一　　一　‘’y

　　a，嚢蛾駄況調査　　　　　　　　　∵、r　一砥…∵・　’

第曽回§同様なる方灘働彊荊期を化蠣繭1款り化蝦日・口迄の期聞に
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分ち順次に48時間宛高源及低温に擾鯛せしめ行ひナこる獲蛾σ）｝伏況左0）如し。

　　　（供用数混合100頭宛）

　　　　　　　　　第七表　鮒　照　腿

上簾後纏過時閥

ﾚ　蛾一数

236－260－284－308－332－356
@×　　×　　×　　×　　×
@　1　　44　　　29　　　工B　　　2　　　0 94

H　±　E

Q90．5±OJ45

一r一第八表　窩　．混　麗
◎

．ヒ簾後纏過暗問

　　　　　し

　　　　　　　5
－236－260囲一284－－308－332－356
×　　　×　　　×　　　×　　　×　　×

計 M±E

1工P◎　、 0 21 50 22』 0 0 93 272．3±O。】17

饗 HPコ， 0 31 63 5 、o 0 99 265．8±0．！00

HP2 0 12 61 25 0 0 98 2751：ヒ0，玉00

蛾 HP3 o 251、 45 16 0 0 86 269．4：ヒO．123

　　LC　噛
、HP4 0 60、 30・ 8 0 0 98 259．比O、103

数 III）5 0 20 45 34 0 0 99 275．4：ヒOJI7

HP6 0 10 74 15 1 0 100 273．7士O，108

鐸　　　　　　　　F

’　　　　第九表　低　温　遜・　　．　　’　一

上族後の紹過時閥

’蛾

数

LPO

工’Pl、

T・1［）　2

1jP3

LP4　．

工」P5

LP6

260－284－308－332－356－380
　×　　　×　　　×　　　×　　　×

翫

0　　　　30　　　　50　　　’董0　　　　　8　　　　　　　　　98

　　　　　　　　　　　　　　F
O　185。　20　0　188
0　　　　2！　　　40　　　35　　　　0　　　　　　　　　96

3　　　　35　　　50　　　　10　　　　0　　　　　　　　　98

0　　　　40　　　40　　　　16　　　　0　　　　　　　　　80

03539146　
94

2，2°5°・2°5 @i97

M：ヒE

　317．1±0．136

、320．5：ヒ0。122

　323．4：ヒO．107

，　　314．0±0．101

　313．7：量：0．126

　319．6：ヒ0，134

　321．4：量：O．129

以」緒表に依嫡灘の膿蛾腺よ嬬駄り髄し・烈聯魑は膜せるこ

湖なり。而してその高温1級低濃隔磯照1弼に射ずゐ差を具搬1的に表示せば
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≡次の如し。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　’　』．　［　　．1

　侃し謝照畷の4S均Aユ鵠290．5ミすo

　　　　　　　　　　　第十表　　高温腰io）封照畷に鋤すゐ差

Ax～A2　　　・　　　　　　1／E釜＋E塗

　　　　　　IIPO

　　　　　　I『口Pl

　　　　　　r・HP．o，

　　　　　　HP3

　　　　　　HP4

　　　　　　HP5　［

　　　　　111PG

’　1　，　　’

　　一18．2

1　　－24、7　　　　　　　　　　　　　　　　　d：O．OI79

　　－15．4

　　－21．1　　　　　　　　　　　・　　　±0．0190

　　－3L4「　　　　　・　　　　　　　　士0．0璽78　　　’：／／

・． @　　－L51　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　…　　　艮，

　　一玉6．8　　　　　　　1　　　　　’　　　　　　　　　　　　‘

　　－24．7　　＞5×：ヒ0．0179

　　－－20，4＞5×i　O・0190∴A・～A・〉ア／嘘＋磯

　　k30．4　　＞5×±0．0178

土表に依れば鋤照照に謝し最も促溝されし霊見らるるは1聖4にしてHPI、」－1・

：P3順次之に次ぎ他はその差此等より小なりD　　　　’・・

1　　　餅肇低鵬曙嘔騨する差
剛

　　　　LPo

「　　　LPユ

　　　　LP2　　　・

　　　　LI）3

　　　　工」P4　1

　　　　工」ps

　　　　工」P6

Aユ～A2　　　　　1レ療＋場　1

十26．6　　　　　　　　　　　’　1　　　：ヒ0．Ol99

十30．O

十32．9　　　　　，　　　　　　　1　　　　　　　　　　　’　、

”←23．5　　　　　　　　　　　　　　　　±0．0180　〆1弓

＋23，21「 @　　±O．0177・・「i∴，　’／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
→－29，1　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　1「

十3Q，9

　26。6　＞5×、：±：0．〇三99
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　　　23・5　・〉　5×±α0エ80∴A・酬、・〉レ騙i垂

1　　　　　　23．2　＞5×：玉：0．0177、

　上表1こ依れば伺れもその邊延度は23時間以Lの差を示しb而して各蜥期別に

即る・その逞塵最も小なるはLl・㌧dこして・　LIP3，LP・順次之に次ぎ・他は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

何れも此等より大にして獲蛾期に接逝せるLP6に於て最大なるを知るべし。

　　　b．各試験匠に於ける温漁度

　　　　1．）　試鹸室内に於ける上籏後嚢蛾終了迄の自然温灘度

・謂耶［T：［8919
淵褒

剴x

oF
W2．0

唐V1．0

81．5

V3．Q

82．5

V4．0

80．5

V3．0

80．5

V2．4

81．5

V1．5

75．2

V83

75．0

V9．0

76．O

　　　　80．6i

V8’°e4’°

1】 12

，。．61　S3．、IS3，。

72，0 71。0

13

84．0

71．0

14

83，5

72．0

工5

8L2

72，0

16

80、6

72．5

17

80．0

72，0

卿勾

80・7（F）

73・6（％）

：2⇒窩温随温淑度

月日8月3日4
5 6 ・｝・91・鞠

温　慶

灘㌧慶

慶慶

o’

86．0　　85．5

W9．5　　89，0

86・0

X0．0

86．0

X0．0

86．0

X0．0

86．0

X0．O

86．0

XLO

85・8（F）

X0．2（％）

3．）　低温囲渥漁度

月日8月3日　4 5　　　16 7圏 8 9 10　71二　均

ll駈　度

蛛@度

n玉1

S0．0 41．o

o

40．O 39．5

o

40．〇

@一騨咀

40．Q

@一卿

40．〇 40．5

w

40・1（F）

黶i％）

　　　第二回實鹸摘要

　以ヒ第二二圓實鹸に於て得たる結果を夏に摘要すれば次の如し。

（1）鷲兇上籏後化蝋化蛾迄の踊期に樹して夫々48時間宛高温（30°cl三1的）及低溢

　　（J「ec回的）に接鯛せしむる時は高温匠に飼構蕨に比し其の獲蛾期は促蓬さ

　　れ低濃遜は伺れも23時闇2弐．卜遅麺されしを兇る。
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（り）然して策一一圓實駿に於て掲たゐ結果ざ同様にll｝舜期を通じて高温に特に感じ

　　て搬蛾甥o）促蓮度比較的大なる時朋及低温に於てそ0）遜i延度比較的小なる

　　時期あるを認めらるo

（3）高温接角蜀に於ける前言已の時腺よ化蜥・焔臼1こして、化蝋直後化踊3硯1之に

　1聴ぎ、女低溝接鰯に於てほ選延度最も少きは、化蝋郵1目にして、化蜥3臼

　　口・化蝋」直薗之に亜ぐもの0）如し。

（・1）爾以1：の關係を曲線を以て圏示すれば次の如し。

　　　（別紙圖表蓼照）　　　　　　　　　　　　「　』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　IV實験の総招　　　　1恐

以1二励騰に依て翻こ礁当噺藤するこs下の如し．　IF」

1δ灘こ駿後、イ臨欄是凝の期聞に於嚇駅嚇釜虫醜鱗塒闇葡豚は’

　低温に接鯛せしむるこ霊に依りて其の獲蛾期は然らざるものに比し促雌され

叉は選延さる尉糊にして覗！りその偲鍍は雄に於て大にして灘延準も7h；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すロ

　雄に於て大なる傾向あり。

2，）浦して蝋期間を通じて、高渥接燭1ヒ於て促湛度特に大なる時期及低温度に

，於てその逓延度特に小なる時期あるを認め得らる。　　　1　，　　／／

3．）即ち蜥期間を通じて一霊時間範、窩漁に接燭せしめたる楊含に・その叢も

　獲蛾期促潅せらるNS認めらるあは化蝋3－4日目頃及化輔直後の頃霊なし、

　他は漸次化蛾期に接近するに從ひ促進度小NSなる傾向あり。．この化蛾期に楼

　近するに從ひ、促進皮小Sなる傾向は緒雷に於て既蓮せる從來の試顯成SC：　s・

　一致せる所なり。

k．）岡じく低泓に接鯛セしめて、その叢蛾期の邊延度比較的少き1よ化蝋帆3』垂

　日目頃及化蠕直後の頃Sなし、他は化蛾期1二擾近するに從ひ幾分その渥速度

　大εなる傾向ある・ものS如し。　　　’　　　　　　i　　　　、、ll

，5．）以上第3及4の事寳に依り以上の踊期間は生理的・ヒ及蟹態脚こ於で伺等か特

　に重要なる意義あるも0）ならんざ考～らるb

6，）産卵に關する成績は只一圓の蜜駄にIkまりしを滋で其0）開係的0）黙實を探
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究し得ざれきも、低漁接鰯は4可れも概してその成績幾分劣ゐものの如し。

7．）木實願に依で得たる事實を畿蛾調節の實際に慮川し・その接鰯漁度0）範園

　ご獲蛾朗の關係及實用的關係等を各品種別セニ具艘的に娼らんミするには爾一

　暦の研究を要ずべく、余はイ也日を期して之をξ1⊇晒萌舷しめん電す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆　　　　　（1926．8．31・丁高）

　　　　　　　　　　饗　考　書　1－1
　　　．揖　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　　　　　gtt　　　　　　　　　　　，1・

］・京鱗牒講習所試験成績　　　（エ913）　第26號1
　2，　　癒箏岡縣房｛蓋曇ミ種製造所報告　　　　　　　　　　　　〆（191・L）　　　　第2義虎

　　　　全　　　　　　　　　　　J二　　　　　　　　　　　℃（19】5）　　　　第3号虎

・・撫縣鷹藤翻報告　　t（192°），第5號
　4．宮崎縣原簸i種製浩所報告　　　　　1（1920）　第1號

5．大琳蛋辮會報　　　　　（1916司917）第289號第308號
　G，　　霊｛豊業来斤報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 @　（1920）　　　　第329…呈虎

　7．　G．B．　DaUcllpor七　（1｛JO，L）：－

　　　St砒漁、曲。bh。d，　with・1・，ci・rl　i’・f…etLCe　t・Bi・1・奮i・・1　V・し・i・・，・ti・・

8－1’）・Pauel1P°「七，（19°7）：ニハ、

　　　Pyi臓ciple　of　］Breedin9　（］E）：　680－““713）

　9，　Ci．　IUdny　Yule（1916）

　　　iX．Tt，ln七ro〔1uc七lon　to　the　Theory　⑪f　　Sta七istics　（3rct　edi七ion）

10，野原茂　六　（1919）　i遺傳0）蜜験定品種の改良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r以　　　1二
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