
190　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田蛋譲綜轟『1「ヨ雄校同窓愈報第十五號

大正十四年（千九百二十五年）に

於ける世界の獄況
　　　　　　翻

農務局繭縣課調査

　世界の獄況に關し在外公舘の報告、翻糸i業團髄の公表せる統計及外闘雑誌断

聞等に掲載せられたる記事に依り大要を輯録すれば左の如し。

第　一　　概　　　　況

　隊羅巴に於ける主要養獄國は前年に於て嚢頽挽回の趨勢を示したるも本年は

硝不振の微を現はし掃立鷲卵最を見るに佛繭西は七萬七千七百四「オンス，」（我

が枠製約二十萬七千四百七十枚）にして前年の八萬四百五十六「オンス」に此し

三分四厘を減少し伊太利は前年の三十萬「ヘクトグラム」（我が枠製約三百コト

萬枚）より稽減少けζるものsit口く、西班牙は前年琶略同檬なり。

　而して前記各國を通じて養蟹0）成横は概ね良好ならす、邸ち牧繭額慨数は佛

薗西に在りては三百三十八萬四干二百七十一基（JiL十萬二千四百四iツし貫）にし

て繭年の四百十八萬四百六十六基に比し七十九萬六千百九十五基、邸ち一割九

分の減牧を示し、伊太利に於ては四千七十萬基（一・千八十五萬三千三再四十六

貫）にして前年の四千九百四十萬基に比し八再七十萬基、翻ち“割七分の減敗

を示し、西班牙に於ては牧繭額概歎百十四i萬五千基（三十萬五千三百三十三貫）

・にして作柄良痢：なるもσ）ム如しo

　繭質は一般に良好ならざりしも繭螺｛は各國を通じて高値なりきρ

’填地利、飼牙剰、逝束及中央亜細亜の譜國に於ける獄況は其の眞相を知り難

しS錐も「：Vリア」地方に於’C・一、二割の減牧を見たる以外は一一nvに前年ミ大差

なきか如しo

　支那に於ては江蘇省は獄種掃立鐙前年に北し塘加し、天候順調にして牧繭額

も二割位」曾加せるもの玉如く、漸江省に於ては盤種掃立量前年に比し約二割を
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減少しfるもの玉如く牧繭額も亦ZIS年の約六割内外豊推せらる、廣東省は第六

回及第七回作の慧況不朋なるも第五回作迄の牧繭額は前年に比し一分絵の減少

を示し本年のi喩出器械生糸0）産額は前年S大差なきもの、如し。

　之を要するに大正十四年（千九百二十五年）に於ける世界σ）獄況は前年に比し

獄種掃京量及牧繭額を減少せるものS推測せらる。

第　二　　各國献　況

　　　（一）佛　　蘭　　西

　星昂獄糸商組合の報告に撮れば本年の養獄戸撒は六寓九千五百四十八戸にし

て前年の七萬五千百六十八戸に比し七分四厘の減少を示し掃立獄卵量は七萬七

千七百四「オンス」（我が枠製約ニニ十萬七千四百七十枚）’にして前年の八萬四百五

＋ガオ・ス」砒すれば＝丁七百五＋ゴォ以」購三分囎の減少1こ當瀞

　四月乃至五月申伺の天候寒冷なりしか爲稚鷲期に於て獄児及桑葉の褒育稽邊

延せるも、五月下旬以來暖氣俄に加はりたる爲桑葉は著しく紳畏せり。而して

六月上旬より天候再び不順に陥りしも獄兇の経過は順調に進み大多数の養獄は

六月下旬を以で無事終了せり、星昂醗糸商組合の螢表したる本年の牧繭額概敏

は三百三十八萬四千二百七十一一19（九十萬二千四百四十九貫）にして前年の四首

六・iT六基に比し七十九萬六千百九十五基即ち一割九分の減牧なり。宮大E十年

至大正十四年五箇年間の佛蘭西産繭額を縣別に表示すれば左の如し。

縣　　　　名

ガ　　　　幽　　　　ル

アルデ“一シユ

13　口　　」・　ム

ヴ才一クリユーズ

ヴ　　ア　　・一一　ル

イ　　ゼ　　b　　ル

プ顧シユデユロー

大正14年
（1925年）

　　基
987．150

863，273

623．257

286．789

215，617

90．580

42．222

大正13年
（1924，JF－）

L17g，488

1．083．413

大11三12年

r1923年）

999．219

933．724

832．483　　　　　544．555

372．022　　　　260，639

239．790　　　　　250．S91

工05，609　　　　　　53．557

60．989　　　　　　48．969

大正11年
（1922年）

824、55S

776、006

386，143

160，149

163、933

34．202

23．232

大正10年
（1921年）

　　基
784、975

732，270

344L231

192。295

20L354

31．Q38

38．665



192＋ @　　　　　　　上田獄綜專門雛按同窓愈報第十五號

バツス．アルプス

其　　　ノ　　他

　　計

　95．753

工79．280

3，384。271

ユ06．231

200．441

4．180．466

　92．803　　　　　　64．407

王45．4901　　　　139，194

　　　ト
3．329．5471　　　2．571．821

　　　i

　66、039

133．282

2．524．149

　新繭出廻は早揚地方に於て六月ヒ旬に始まり晩揚地方に於ても七月上旬には

大罷の取引を終了せり。

　繭出廻最盛期は六月中旬乃至下旬にして七月上旬繭順協定委員曾に依り決霊

したる新繭一一geの慣絡は「ウオークリユーズJ縣tS「ブーシユデユロース縣、「ア

ルプマルチー・ム」縣、「ブリヴア」及「ラノレジャンチエール」の郡部に於では二十

法（一法tt十一一．ee六厘霊して換算すれば我が一嶋貫偲に付八倒七十一鏡滋下傲之）

「ドロ・・一ム」縣、「イゼtwル」及北部地方は一基十ゴし法八十「サンチーム」（我が一

貫匁に付八國六十一鏡）なり、但し右の儂格は製糸業者より醗種の無償配付を

受けたる揚合のものにして獄種を購入したる養獄者の産繭は一基に付四十「サ

ンチームJ高に取引せらるiものなり、又「ガteル」縣、「ロぜ・・一　IVA縣、「ヴァp・・

ル」縣及西南地方に於ける繭慣は一基に付二十法　（我が一…■貫匁に付八圓一ヒ十一

銭）にして獄種を購入せる養獄者には繭一基に付五・卜「サンチ”ムJ及運搬費詳

十五rサンチーム」を別に仕捌茎はるo

　繭質は前年に比し一般に良好なりε云ふを得す。

　　　（二）伊　太，利

　伊太利に於ける本年の掃立翻卵最は諸種の報告を綜合するに前年の三十萬「ヘ

ク1・グラム」（我が枠製約三百二十萬枚）に比し稽減少したるもの珈し、尚欝

兇の褒育経過は順調な⑳しも天候不順の爲桑葉の成長遅緩にして「ロンバルデ

イア」「プリユーリ・tJ及「ピエモンテ」の北部二於ては桑不足を懸念し獄見を

投棄したる音あり。且つ飼育宋期に於ける氣温の激愛に因り作柄は一般に不良

なり。政府の統計に強れば本年の牧繭額概撒は四千七十萬基（千八百十五萬三

千三百四十六貫）にして前年の四千九百四十萬基（千三百十七萬三千三百四

十九貫）に比し八百七十萬塞師ち一一’＃j八分の減牧を示し、繭質も亦良好なら

す、新繭出廻は「カラブリア」沿岸及「アレキサンドリア」の早揚地方に於ては六
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月上旬、中部及北部地i7に於ては六月申旬に始まり、新繭楓揚は「基に付「カラ

ブリア」沿岸にては二十一、乃至二十二理（我が一震匁に付七圓四十八鐘乃至七

圓八十四鏡以下倣之）、「シチリkに於て儲諸畳用を除き三十一乃至三十二理

（我が一貫6息に付金十一圓四銭乃至十一圓四十銭）を示せり。

　爾六月下旬に於けるヨ三なる市揚の繭相揚を示せば「アレキサンドリ7」二十七

理（我が一一貫匁に付九圓六十二鏡）S「マントヴア」二十ソし理（我が一一貫｛匁に付1一圓

三十二銭）、「オジモ」三十理（我が一貫久に付十圓六十九鏡）、fピi・　・V、　一・ロ」及

「ウデイネ」三十四理（我か一貫イ匁に付十二圓十五銭）なり。

　最近三ケ年間の繭慶額及木年の桑葉牧穫量を州別に表示すれば左の如し。

　　　　　　　　　　　　　　　　（伊太利國罠緻醐調査に撮る）、

　　　　　　　　　　　　繭　　　　　産　　　　　　額　　　　　　桑葉牧穫貴

・、州　・名・．醗1矯．、1杏鍵馴糧篇

ビ　　エ　　モ　　ン　　ア

リ　　グ　　　リ　　ア

ロンバルデイア

ヅ　　m　　　舜・　　1・

エ　　ミ　　　リ　　ア

．玉噛ス』カ、一L・ナ

マ　、　　ル　　　　ケ

ウ　ン　　プ　　リ　ア

，ラ，　　　チ　　　　オ

ァプルツチ．エモリ
ーぜ

カ　ン　パ　n　イ　ア

カ　ラ　プ　リ　ア

シ　　チ　　　リ　　ア

ヴ・ヱ　ネ　チ　ヤ
．ト，リテ“yライ、ナ

ヂヱネチアジxリア

｝　　　　基
　　6．480。000

　　100．000
｝　10．680．000

　12．570．000

　　3，3丘α000

1　　　，1．730．000

　　・2．02Q．00Q

I　2°O・O°0

，90・qoO

210．OOO

170．OOO

L740．OOQ

120．000

L200．000

　80．000

合　　　　　　　　欝十　　　　　4α700・OOO

7．600．000

　100，000

15．020．000

14、3鼻0．OOO

3。500．000

L930．000

2．100．OQO

　140．OOO

　80・OOO．’

　、210・OOO

　ユ7α000

2．000，000

　130．OOO

！．6（0．OOO

　480．000

49、400．OOO

基
7．610．OOO

　90．000

14，340．OOO

lO．350．000

2．880．OOO

L8ユO．OOO

1．840．OOO

　】40．000

　50．OOQ

　I80．OOO

　140．000

1．370。000

　110．000

1　，300．000

　370．OOO

42．580．000

大正王4年
（1925年）

　』2り5，800．000

　，　　　L800．000

，1 @491．300・OQO

　386．600．OOO

　106．400。OOO

　40．．1OO．000

　44．600．000

　　3，500．000

　　1．700．000

　　4．600．000

　　7．800・OOO

　　63．400．000

　　12：0QO・OOO

　　20．000．000

　　2．700。000

　1．482．300．000



194　　　　　　　　　　　上田獄蒜專門Svl校圓窓會報第十五脱

　　’（三）西班牙
撤糊難「ヴアラ・・」及「ミユ・・シー」州共葡鰹略購1こして・天候

寒冷の懸葉の成賊れt　66me兜磯育1瀬調にして作柄眼好なり・

　主要i職業地b・の繭産額概数を示せば左の如し。

　　　ミユルシイ　　　　　　953・000基

　　　ヴアランx　　　　　　150・000

　　　スヴヰラ及がレナード　　　　　　12。OOO

　　　アルバセ．．一　1・　　　　　　25・000

　　　アラ＝“，ン　　　　　　　　　　　　 5．000

　　　　計　　　　　　　1・145・000
而して繍はr疋ユルシー」地h・｝こ於一Cは銅繭より出廻り始め・其の絹揚

はイ軟曝を含み一基に付五「ぺ・幻半（「ぺ・タ」を三＋八鰹して癬すれ

ば我一貫撫に付七圓八十四鋭）なり。、

　　　（四）填　　地　　利

　調査i資料を映くo

　　　（五）近東、小亜細距及其の他

　　　　　（イ）　シ　　リ　　ア

「シリ・」に於肪本年曜況は稚醗期の経過概しτ良好なりしも・第五醐

に至り俄かに獄病登生し李地に於ては前年よりも著しき減牧にして牧繭額は一

割五分乃歪二割の減少ミ稽せらる。

繍はitn・陶出鋤始め相揚es一基＋七法←一法を＋二鏡三摩して換算

すれば我が一貫奥に付七圓八十四銭）なり。

　　　　　（ロ）サイプラス

　調査資料を訣く、

　　　　　（ハ）アナトリア　　　　　　　　　　　　・
　「プルPtス」地方に於て本年養翻脅に配付せられたる獄種は三万箱にして前年

言略々同様なり。獄児は前年よりも梢邊れ四月下旬に襲生したるが天候順調に

して獄兇の褒育経過良好なり、新繭は六月上旬出廻り始め一一一gy十三乃至十五法
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（一法を十一銭九厘ミして換算すれば我が一貫鳳に付五圓八十銭乃至六圓六十

．iLee）を以て取引せられナこり。

　　　　　（二）　羅　　馬　尼　　盈巨

　調査資料を映くo

　　　　　（ホ）　勃　　　牙　　　利

　本年の掃立獄卵量は前年の三万「オンス」乃至三万五千「オンスJよりも」曾加し

羅畷育経過は順調にして「ヴラザア溜業試囎の報告に撮れば繍1ま六月

中旬より出廼り始め、協定｛賢格を定めす受渡せられ作柄はZF年作な1）。

　　　　　（へ）希　　　J鳳

「マセドニ・」及「ヵルシディク」地方に方鱒る本年の作柄は豊作にして「マセ

b’＝ア」地方の産繭額は約八＋万「オーク」（約二＋七萬七百二慣）ご謝曝せら

れ繭の品質も亦一・一・・般に良好なり。

　　　（六）支　　　　　那

　　　　　（イ）江　　蘇　　省

　無錫は本年兵褒に遭ひたるに係ら庵養獄は依然熾に行はれ獄兇の掃立数澱は

前年に比し約二割の増加を見たり・然るに桑蘂不足の爲四眠以後桑葉の需要増

加する1・1＊U百斤一元七＋仙フb至二元五＋仙（一元be－N三咽撫して換算

すれ職が慣鶴付＋磯フ姪二＋一銭以下微之）なりし顛1ま燧に四元乃

至赫俄が一跳に付三＋膿乃至五機）の高値鱒びmareの凱するもの

績出し、全然之崩棄した鰭砂なからざるを以て紛の徽観れざるべく

一r般に七分作を豫想せらる。

　無錫繭業公所は開議の結果五月三・モ～一日開秤t生繭百圧に付四十五乃至五十

元（我fOS　wh貫匁に付三圓七十七鋭乃至四圓十九銭）の相携を公定し、同地に於け

ゐ二百二＋鯨の繭行（購繭膓）申約八割は繭買入を開始せるも實際の取引相揚は

百斤に付四十八元より五十五元（我が四貫匁に付四圓一鏡乃至四圓六十銭）のiM

に在りナこりo

　賞興、漂陽及金壇地方は養獄期の天候頗る順調にして桑葉翼爆なりし爲作柄

は八分作、品質は解斜、糸量共優良にして生糸百斤を得るに要する乾繭の量は
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五百二十斤見當なり。　　　　　　　　　　　　11

　ごlk：興は五月二十九日、金壌及漂陽は五月二十八日開市し其の買棚相楊は前者

は五十五元（我が“一貫匁に付四圓六十鏡）、後二者は六十元（我が一－貫久に付五

題1）なり。

　蘇州」也方は往年に比し一般に養鷲熱熾にして鷲兜の掃立撒彙堰加し、桑葉は

當初枝桑百斤に付一元七十仙より二元の間（我が一貫麹に付十五鏡乃至十七銭）

に在りしか、三眠1田に至り一一一wa四、五元（我が一農数に付三・卜四鐘圏 V5至四十二

鏡）に昂騰せり、天候は掃立以來適順なりし爲鷲兜の畿育経過迅速にして牧繭

澄は八分作を下らざる見込なり。

　蘇州の姐繭取引は五月二十七日に開始せられ六月七日に大禮終了せり。繭の

品質は農民の飼育法不完全なる言桑葉不足を告げたる蝿飴b良好ならす、生糸

百斤を傳るに要する乾繭の量、五百五十斤乃至六百｝デの見當なり。

　繭の公定相揚は百庁に付五十元（我が一貫撮に付四圓十九銭）ミ定められたる

も實際取引相揚は一時普i題物六十元（我が一一・’eeイ匁に付五圓）上物七十元（我が一

貫イ匁に付五圓八十六鏡）の窩値を唱へられたり。　　　　　　　　　　’

　省内窯要産繭地に於ける繭行の開秤月日b繭栩揚及坐糸百庁を得るに要する

乾繭量を表示すれば左の如し。

肪欄行開酬i

無　　　　　錫　　　　5月31日

江　　　　　陰　　　6　1

常ゆ　　，　　　　　　少H　　　　　　5．　30

蘇　艸1　言同，庭．1紅　　　　　　5　　27

宜興r漂陽。金壇　　　　　　5　　28

繭　　相　　楊　　　（百斤昌付）

最　低1最　高1奉　均
50元

50

55

50

50

70元

65

75

70

601

　　58i憩

　　57

　、60

’　　56

　　54

雄繍証斤ヲ得
ルニ要スル乾
繭燈

600斤

5go

600

S60

630

（ロ）漸　　江　　省　　　　　　　　　　　，　　　・

　漸江雀に於ては前年來の糸便不振に伸ひ本年の獄種掃掌数量は前年に比し約

二割方減少しfる模様なりしが更に四眠期以後の陰雨及其間起りし大雷雨は養
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一一一一
　獄に非常なる悪影響を與へ爲に本年の牧薗澄は各地を適じ牟年の納六割位電豫

　想せらる。

　　生繭取引は五月　・1・一日前後より開始せられたるが其の相揚は高値首斤に付七十

　元、安値四十六元、牢均五十七元位（我が一貰奥に付高値五圓八十六鋭、，安値

　三圓八十五銭、耶均四圓七十七鋭）にして前年に比し約五分の安値なり。

　　杭州地方は掃立後σ）天｛瞬順調にて三眠迄は非常に良好なる畿育を見たるも四

　眠醐以後霧雨に加ふふるに大雷鳴あり之れが爲に膨しき病獄を生じ牧繭量は準

　年の約七割位に減じたり。之に反し桑葉は獲育頗る良好にして掃立當時は百庁

　に付二元乃至三元（我が一貫匁に付十七銭乃至二十五鏡）を総へR，｝fるも叛第に

　低落して一元二』三十仙（我が一・貫r匁に付1一銭乃至十一一一・s．＆）に至れり。

　　生繭の取引は五月二十日頃に開始せられ二十九日頃終了せり、’相揚は李均五

　十九元（我が一貫なに付四圓九十四鑓）位なりc

　　嘉興海密地方は稚鷲期申陰雨連綾し飼養上困難紗なからざりしが1仕鷲期に至

　り更に雷雨の爲悪影響を蒙り牧繭は甚だしき不成綾を示し例年の約四割内外に

　過ぎす1。

　　生繭め敵引ほ五月二十六日頃より開始せられたるが買棚掘揚は嘉興地方に在

　りては約五十二元（我が一慣匁に付四圓三十六銭）海密地方に在りては幾分高値

　にして約六十二元（我が一貫匁に付五圓十九銭）にして出廻数量は僅少なりき。

　　紹興地方蕾紹興府下に於丁は稚獄期中の天候順調なりしも四眠期中寒冷に災

　ぜられ放繭良好ならす生繭の取引は五月二十四日頃より開始せられ其の細揚は

　寓値七十二元、安値五十四元、李均六十三元（我が一貫匁に付高値六圓三鏡、安

　植四圓五十二銭・耶均五圓二十八銭）なりき。

　　省内主要産繭地に於ける繭行の開秤月日、繭相揚及雄糸百斤を得るに要する

　乾繭量を表示すれば左の如し。

肪名
P繭行開剰 繭　　相　　揚　　　（一斤轟付）

最　　低　1最　　　高　1耶　　　均

生締百斤ヲ得
ル昌要スル乾
繭黛

紹・興醐5脚
P55f・・…　“Tl　72　5・・斤
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同　　　東　郷

諸　　　　　職

杭　　　　　州

筑・　　　　興

5　21

5　20

5　21

5　26

65

50

55

56

85

58

64

70

80

55

56

60

530

610

560

540

　　　　　（ハ）　湖　　北　　省

　湖北省は前年に於て稀なる不作に遭遇し買人は敦れも痛手を蒙り漢ロに於け

る三製綜工揚は悉く操業不能に陥り累を金融業者に及ほしたる編同地金融業者

は購繭資金に蜀し警i戒を抽ふに至れり之が爲に本年の春獄期に於て繭買人の氣

勢は頓S暢らす從つて繭儂は低廉にして上海著乾繭百斤の慣格は百四十爾見當

（我が一貫匁に付一一・Ptを一圓八十五ee　Sして換算すれば十六圓十九畿）を構へ本

春に於ける最安植の揚所霊なれの。

　而して繭質は前年に優るこミ撒等解艀良好にして生糸百庁を得るに要する乾

繭彙は前年の六百四五十斤に比し本年は五百四五十斤なり。

　　　　　（二）安　　徽　　省

　本年は前年よりも産繭額檜加し繭便は一斤五十亀仙・（我が一貫匁に付四圓十九

騰）に始まり六十仙（我が一貫匁に付五圓）に騰りたるも出廻数量畳寓なりし爲

i趣に五十仙以下に低落せり如斯繭相揚は低廉なりしも糸量も亦少く掛目に於τ

は他地方S略々同様なりしS云ふ。

　　　　　（ホ）廣　　　　　東

　第一同作は三月申旬以降四月下旬迄霧雨冷漁の爲獄見のi搬立邊延せしのみな

らす掃立撒量滅じ獄作は不良にして喩出瀞械糸四千五百俵（一一俵は八十斤以下

微之）S豫想せられ前年（p五千五百俵に比し一千俵の減牧な㊧σ

　繭の品質も亦前年に比し不良にして生糸一・－fXの仕上り値段は新弐糸千二百元

（一元を一圓三十四鋭Sして換算すれば百斤に付二千十圓以下微之）、醤式糸千

百七十元（百斤に付千九百六十圓）に當れり。

　第二回作は稚獄期天候漁潤なりし爲桑葉の趣長佳良なりしのみならす其の後

0）天候順調なりしを以て獄兜の獲育経過良好にして登作を豫想せられしも繭0）
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品質は上籏期の雨天績きに依り良好ならす輪出羅械糸の産額は前年に比し一千

俵を減じ一萬一千俵電推算せられ生糸一俵の仕上り値段は新式糸十五中千二百

元（一元を一圓三十三銭霊して換算すれば百庁に付千九百九十五圓以下倣之）蕉

式糸十四中千百七十元（百斤に付千九百四十五圓）に當れり。

　第三回作は楡出器械糸七千俵にして前年に比し約二千俵の減牧を示し第四回

作は六千俵にして前年ミ同額なるも第五回作は八千俵にして前年に比し二割五

分の壇牧なり。

　第六回及第七回作の翻況に關しては報告を映き不明なるも第五回作迄の牧繭

F額は前年に比し一分鯨の減少を示し本年の生糸産額は前年霊大差なきものs如

しc

　今各養鷲期に於ける累年の輪出器械生糸産額概敷を表示すれば左の如し。

第　1回　作「

〃　2　回　作

〃　3　回　作

〃　4　回　作

ク　5　回　作

〃　6　回　作

〃　7　回　作

　合　　　計

1925年

　　　　　俵
　　　4．500

　　　11．000

　　　7、OQO

　　　6，000

　　　8．000

　不　　騨

　　〃
（第5回作遙ノ小酬・　36，500）

1924年

　　俵
5．500

12．OOO

　9．000

　6。OOO

　4．500

　8．000

　4。500

49，500
（37，000）

比較増減

　　　　俵
減　　LOOO

〃　　1．OOO

ク　　2．000

　檜滅ナシ

櫓　　3．500

（減　　500）

1923年

　　俄
8．OOO

9．ooo

12．OOO

9．OOQ

3．000

5．0◎0

2，000

48．000

1922年

7．000

6．000

11．OOO

8000

8．000

7。OOO

4．000

51．000


