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　1．石灰硫黄合卿1別一IO〔｝倍液は撒布∫【‘1：後に獄兜に與へても伺等の被害がな

　　い0

2．ボルドー一一・液2c｝一・ω倍1夜は爾多少の被審を認められる。

　1｝．日支歓0）間には之等爾藥液に射する抵抗力0）差を，兇ない。

附　紀　　此他に八匁式銅石鹸液を添食したものがあるが、倒1準蹟に穴1差な

　　　かつた、爾石汕乳劃10倍1夜20倍液を輿へたもo）は著しい被害を呈し、

　　　1獲育の見込がないv自口ち殺菌齊旺は羅に大害はないが殺鐡齊1は著しい害
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L
　　　のある事云ふまでもない・だから爾種の（Jon）1｝inati‘〕ししSi｝1’［L．Yには充

　　　分の注意がいる。

桑の葉豚及ひ葉柄の飼料的

慣値に就て

須田圭二　山本三六耶

　本編は余か布夕｝中上田獄綜專門學校に於て須田及lil木の爾氏が研究せる

も0）なり、繊維き獄兇0）健康ざ0）闇係廓命す融子資料なり割訪るを以て

爾氏に勘めて之を公にする事書せり。

　　　　　　　　　　　　　　農學博：ピ　川　瀬惣次郎

　　　　　　　　一一一一、緒　　　　言

獄児飼育申に於工獄兜0）食桑0）舩態を仔細に親樂するに、獄児は葉肉σ）みな

らす葉豚、葉柄の蔀分をも多少搬取するを見る、而して翻兜の食慾の多少にょ

り、食慾大なるものは小なるものよりも、より多～葉肋く藥柄の部分を揺取する

を認む、叉獄兇飼育に當り千事食剛田を長くし獄兄に充分の食懲を起さしむるS

きは、二然らざる揚奔に比し轟質強健Sなり上籏窟藪を多くし、良好なる翻種を

製し得べく、之に反し給桑圭ll：な必要以上に盛くしN氷だ食慾の充分に起らざる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謬
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に給桑すゐ霊きは謙兜は不健康ごなd）　・，腐灘1多出し牧繭三1｝1：少なきは厘々人の経

腰するSころなり、これ恐らく前の蝪合に好成績なるは麟児が磯飼量の鹸り比較

的多量の葉｝泳葉柄を搬取せしにょるべく・後の揚合に不成績なるは食慾不振な

るナこめ慧児は葉肉の部分のみを食し葉肋く、葉柄のVrts分々籐り擁取せざりしに蹄

う『るを得べし、斯く獄兄0）1蟻健性言葉｝泳、藥柄の播耳文虐の間には蜜接の關係あ

るを以て余等は葉1；永、葉柄0）成分について研究を行ひb之を薬肉割七較研：究す

る事こせりo

総鵜論の都鮮運職の霧にr支聯鱗諮嚇力’酌貫い調励
これ支那種を飼育するに當りては、なるべく給桑回敷を少なくし、所謂鷲寄り

をなさしめ更に叢んで「棒かぢり」（藥1臨葉柄を搬取せしむるミ1のXeなさしむ

べし霊0）意なり。　　　　　　　　　　　　　t／’t

　鋼泳給與の實鹸には高橋薪lf七氏並びに岩瀬義夫民の報告（薬豚給與の蜜轟験成

績、上田獄綜轟門撃校同窓曾報第7號大正10年7月）あり。

　今饗考0）ために其結果を抄録すれば訳の如しo　　　　　　’

　岡民は夏獄二二化性日木錦につき五齢期に於で翻兜50頭づっを嘘り、之を三瞳

に分ち、標準腿、葉豚顧、葉【想超ミせり、標準［紐ざは、普適の桑葉を給與せし「

もの勘1ち葉豚、葉肉漉食のものなり。　　　　　　　　　　　　　　　1

　（】）滋養慣値最も乏し諺翻永のみを給與したるものは他の遜よりも凡て0）威

績の参弛るは當然なれ混・結蠣撒o）多郵・脚蹄凶え（戯は他o凋に優

る、故に慧兇には或程度迄塾廷瓢永を襯取せしむるを有利なりざi認む。

　◎）滋i養慣値最も窩き藥肉のみを給與したるも0）は橡準腱即ち漿｝詠、葉肉混

食のものよりも凡てθ）成績の及ぼざるは葉肉のみ搬取せしむる事の：愚兇尭理」二

に有利ならざるを澄つるに足ゐ、尤も総牧繭に鋤し上繭量多かりしは此1毎藁なる

も繭形膨大にして蜜用的撮値低レ。

　⑫）冗齢獄児には葉”永を葉肉ε要に婚取せしむるの方針を蛾るを可なり書信

す、特に種繭育に於ては比鞍i的夢くの葉豚を搬取せしむるの方針を講すゐは有

オ…日なり．“．h作亨す・o　　　　　　　・し

　（の四齢盛食期VJ，後は比i瞭自勺破葉を可ミするものなるが、其齢に潭當なる側
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熟に漣iし7こる薬葉な偲が此き揚合にはなるべく多く漿豚㌔薬柄等を撮耳又せしむ

るo）有利なるを言認むo

　叉川瀬惣次郎jl：E並び1こ逝藤正巳氏、曾由直高氏は器羅臼膏琶種につ啓第四齢及

び駕7L齢の醗三兇につき多：｝ll：鳳侮回鶴鋤・曽）倍輩を與ふ）・粥酬垂眠小」櫃（符

回普通1磧σ）’i聖甜：を與ふ）につき游1ヒ試験を行ひナこり。（醗晃の近似～鴬化率芒給

桑：lll：t’　o）關係、農墨曾ヤ報第ls8號大11三7年tt月）

　今」寒結果を電ル鍔1す才’しば次の如しo

　（】）謡兇の叢盲は多最［・弱最も可良にして鴨遷il：最も大・普通岡こllしにこ次ぎ小量

隈f浸も不良なりo

脳嘔は極端に1繰撚じナ・るにも拘はに・郵成熟職れナ・るσ）みにて殆ん

き至部上多爽せのo

　（2）残桑叢1i：は多爵紺、・、茄姑多く、小瀧纐は最も少なく其勲沙は火部分糞尿より

成れり。

　（りけ）繭形b繭贋蹴、繭璽、綜量・紳擬等は多∫ll：腿に於て最大、小量臨に於て

最小餉、され書、購1よ働大ならざ穂以で纏濟上よぐ濡へば給灘の最小

なる小最臓0）最も有利なるな想はしむ、醗して生綜の強力神度等1ま三籐に於て

犬差な壷を見ゾこりO

　（・い給桑量大なる蜴喬・には1畿児は豊禽えぐる桑葉中よりなるべく繊緯少なくし

て潰化麻易なる部分を撰繹撮i取すゐを以て游1ヒ寧大ごなり、給桑量小なる揚台・

には獄兇は磯餓の霞余り・灘賂くして1靴1ボ！難なる鋤⑳部分蓬を貧食鎚を

1以て濾化…肇小書なる（，0）なり。

　右の威績より考ふるに多重i至照に於ては獄兜は葉脈の小量な擁取しナこゐに反し

小量1腿に於ては義劉P或の；多量を撮取したる轟明かなり1．又岡氏1ま織維が獄兜σ）欝

養に1鼠：大なる關係ある事を、桑漿0）淡フiく化合物に關する概1二究（農學會報第189｛漉

大正7年5月）に於て力論せられたり。

　以ヒ爾氏の研究せられたる如く葉賑を多く撮取しナこる揚合に於て獄兇は竃も

虚弱Cなる傾向なきのみならす、却つて鍛言兜は強健霊なり之を種繭書なす揚合

には次代0）獄児に良野なる結果を奥ふ6も0）なる事を想1象すゐを得o



　96　　　　　　　」．田醗縣專ll騒累檸同窓會報箪十三輩

　　　　　　　　二、葉豚及び葉肉の成分に就て　　　　　　　　　・

　碑究材料　」：田鷲縣專門藥校圃揚に於て裁培せられたる中刈t’1：YI二〇）魯桑、周

山大簗・＋文字・鼠返につき大正1】年6月4臨叉7｛輩馬鰍鉱陰氷郡板鼻1町字稻荷木

に裁培せられたる申刈仕立の城下につき其翌日研究材料を探集せり，EPち桑樹

こ二株につき枝條を株際よ々’伐探し、葉身（葉柄を含ます）の部分を手鋏にて切取

り葉身約一扇を探集し先づ周光にて韓燥し訳に蒸氣浴にて乾燥せしめナこる後・

手にで操むFiきは葉肉0）部分S葉脈の部分Sは大儂隔別せらる玉を以て・飾捌

ミ風簸霊の方法によりて出來るだけ丁寧に葉肉霊葉賑霊の郵分を分ち、創れも

これを粉砿器にて粉陣し知翁棚冠！恥せり・

分析方？去

　（一）s水分　新鮮棄葉一枚をざり手鋏にで葉版の部分電葉肉の部分霊をなる

べく迅速に切り分ち、薩ちに之れを秤量曝に人れ常法によりて水分を定量せり

　（二）b粗蛋白質　風乾材料・一兀を1ミリ常法にょり其全窒素を定景し之にG、2r｝

を乗じ粗蛋白質の量ミせり。

　（三）、純蛋白質風乾材料一瓦につきスツツアー氏法（Stutzel，’s　Meth。（1）に

より之を定めたり。　　　　　　　　，

　（四）、可溶炭水化含物　風乾材料二瓦につき澱粉定董法に準じ、比電1．11250）

瞼酸、及び其一1鳶倍最の水にて加水分解して得たる全選元糖の景を・バヴィ氏法

（王）avy’s　Method）によりて霊鯖し、之を葡萄糖忘して表はし、可溶炭水化合物

の量霊せり。

　（五）、粗繊維　風乾材料二瓦につきウエンデ法（Wellde　Methocl）によりて

之を定量せりo

　（七）、粗灰分　風乾材料一二瓦につき之を灼燃灰化せしめτ褐たる残物を粗灰

分0）量ミ三せりo　　　　　　　　．

　（ノ、）、　可溶愈ξ窒素弓勿　　　100より遷i且蛋1三1質、　丞H繊SSf，、　エPtテル濠…出発勿、粗茨分

等の乾物％の和を減じ其残量を以て可灘無禦素物の蓋t（乾物％）ざせり。

　（九）、有機物　100より粗灰分の乾物％を減じ其残量を以て有機物の鍛（乾物

％霊せり。



・　　桑・葉脈及び葉柄・剛・欄側itT〔・竺．・一．．．＿2㌧．．

（の燃景無・紛ミせし欄・・5社・瓦につき・くル和磁びマ贋ラー

（B。，・hel・・and．　Malxl・r）・）測麟酬ゐ之を麟し乾物一・・－lt・〔il，1　°’り熱（lbtl　7J°

リー）を・建めナこりo
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（2）　新鱒物百分中　　　尋

水　　　分

乾　　　物

瓢蟹白質

純蛋白1質
可溶無窒ii韓
物

可溶炭水化
合物

組　繊　維

工一テル浸
｝則勿

粗　次　分，

宥機物l
　　　　　I

魯　　　　i桑

yy・ll・i・　1葉．肉

70．06　　　　65．04

29．94　　　34’96

4．09　　　　7，70

’3．40　、　　7．54

匪5．43　　　17．54

10、19　　　　15．75

5．78　　　　4，50

0．92　　　130

3。72　　　　3．93

26，22　　　3LQ3

馬　艮1大葉

葉脈1葉肉
73．・・i・8．・・

26．94

3，82

3，34

1441

10，63

4．93

0．79。

3L63

7．41

7，14

16．06

1366

十　丈　字

葉酬葉肉

2．98

7602

23．98

2．96

2，62

13、58

9．87

3．70　　　　4．50

1．35　　　　0．71

3．10　　　　2．22

23・96・S，531・1．76

風　　　　返

葉脈陣肉

69，71

30．29．

7．40

7，25

15．39

12．16

3、45

L20

2，85

27．44

69．99

30．01

4．72

4．14

15、54

12．22

5．69

i．13

2，93

27　08u

64．90．

35。10

9．81

9，15

16。44

王5．34

4．02

L79

3．05

32，05

　上表に於て城下に樹する新鮮物％なきは、材料霊渠集の際新鰭物中の水分定量

を省略しナこるを蹴てなりo

　　　　　　　　　　　　　結　　　　　論

以kの結果を見るに、　　　　「

　（一）・水分の量は漿脈に於て著しく大なり・これ漿脈は水分養分の通路霊な

り多量の水質を保持するを以てなり。

　（二）、粗繊維0）量は葉脈に方全て著しく大なり。

　（三）、粗蛋白質、可溶炭水化合物1エーテル浸出物の量は伺れも葉脈に於て

小なり・粗蛋白質δ）葉脈に於て小なるは葉脈細胞申原形質少なきによるバく3ζ

エーテル浸出物の葉脈に少なきは葉脈中葉線紫の少なきに基づくものなるべむ

　（四）、粗灰分、可溶無窒素物等は乾物％に於ては葉脈に於て大なれ魯も新鮮

物％に於ては葉駒に於て大なり。

　（五）、可溶炭永化合物及び有機物は葉肉に於て大なり。

　（フL9）、　可き容淡フ薩fヒ合牛勿σ）可溶無ξ覆素‘吻に鋤う鴨る筈lI合を見る｝こ、　藥肉に於て：著
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しく大なり、これ葉肉に於ける可溶無究素物は韮ミして可溶渉ξフk化合物より成

るを知る。

　（七）、乾物一・瓦申の熱量邸ちエネルギーの嚢11二は葉脈に方全て署しく少なく、其

の螢養儂値の薬脈に於て劣れるを認む、これ漿脈申に1ま蟹白質、エーテル浸出

物等の如き熱量大なる熟源質少なきを」以てなりo

　上述の如く葉脈は葉肉よりも粗繊維の量大なるを場て、粟脈の部分を多食せ

し獄児が然らざるも0）に比し楓健なるは繊維を多ゴll：に燐取せしに蹄すべし、繊

維0）獄膿の健康に重大なる關係ある事は川瀬惣次郎民が常に力説せらゐL所な

り。

　　　　　　三、葉凪葉柄及び葉肉の紛組sis｝・Xこ就て

　次に灰分申の各成分が獄兇刎顎健性ざ如何なる關係あゐかを知らんかため葉

脈、葉柄及び葉肉の灰分を比絞研：究せりv　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　分析材料　前項の研究材料は徐りに小量にして灰分0）分析をなす能はざりし

を以て大正】3年6月ユ0日改めて分析材料を採集せり・即ち上田慧綜恵門畢校1謂1

揚に於て栽培せられたる中刈仕立の魯桑及び十文字につき四株の漿身（葉柄を

舗す）螂灘集し噸・・齢1・於ける醐く風伽　三トにつき蜥藻険

の分離を行へり、同時に葉柄の部分をも5｝ilに探集し之を比鞍分析せり。

　分析方法　風乾材料夫々50瓦を電りこれを灰化し常法0）如く分析せり、似し

鞭素は風乾材料一瓦1二就き永酸化バリウムを加へで蒸畿し、之を灰化せしめ…次

に稀硝酸に溶角皐しヴ’オルハー一ド（Vollhard）氏容多1｛二分析法に依りて7置：郵二せりo

　分析結　果
　　　（1）　草乞4勿　τ牙　分　中

全　　灰　　分

　　魯　　　　　　　桑　　1　　十　　　交　　　宇

葉肉棄酬葉柄葉肉陣豚睡柄
。、・21L1・111・168釧8．72・　！9，・4・



100　　　　　・　」dll鍛綜專門學校lfij窓愈報こ1～十三號

任

海

9＞，

J

o

1

叢δ

寓
魁e’

課

　5
鐵

畷o
　幽£

鞭A

霞へ

」呈ご

鑛
蕪
滋

毯～1

軸o
臨醒

穀

懲．，

　霧

魍6
拳副

綴。、

　9
燗磁

蒙・噸・・
ト　　　ぐN－　cつ　　呵　　　ゆ　　　N
n　　　ぐつ　　o　　　o　　tr　　σ、

d　d　　d　d　d　o

ゆ　　　周・　　ぼ）　　喫卜　　骨　　　o
《）　　CQ　　O　　σ、　　ひQ　　く♪

い1　｛～　「　雪　T　q
寸　　　◎9　　σ1　　0　　P9　　σ㍉

［N　　　¢　　　CN　　い；　　N　　凶
σ、　　O　　　H　　N　　ひ　　o
F剛　　　L9　　　ひ　　　ト噂　　　卜噛　　　園

eδ　しδ　ぜ　【6　ti　tf
門　　N　　　い竃　　pr　　Pt　　N

i結論」ll」・の蘇観る1二・

ゆ　　　びユ　　tN　　ぐり　　ぜ　　　co
ト　　　　　ぜ　　い1　　　　　ぐつ

等雲雲器寒苫

’v　　ki　　　　　くゆ　　ゆ　　　
cつ　　　ca　　ぜ　　　　　　　しの　　　の

ヨ露K鐸9鴇
｝　cつ　　㌧ρ　　一　　寸　　の　　m
　例　　「寸　　sc）　　N　　on　　o
　ひ　　　トr　　O　　　（♪　　　⑩　　　］D

　6　d　　6　esミ　rd　（く
　Pt　　if）　　〔r）　　N　　　「¢　　【o

　”A　　ず　　ゆ　　　　　　　ト　　くハ
　N　　ぐつ　　co　　くラ　　tS　　ハ

i眺ヨ［i辱ヨ賃

cり　　］「）　　F貿　　o　　　畔　　　囲
o　　σ、　の　　o、　（つ　　o
Q　隠　Q　　F二　q　P
σへ　　り　　（）　　o◎　　【o　　ぽ）

9冒ﾑ‘　σ叩双∫一’tS’…罵一一台
凹　　卜　　Lt）　　N　　〔つ　　σm
圃　　（～　c「～　q　　N　甥
6　　Pt　¢・a　寸　　【r）　（N
ぐN　　　　　　　　　　N

　選　虚馨　＠　嶺耀

　課　蘇繊認　蘇　概

　㌔一’　　一
　　灘　　　　：ci

　　　　　　　　拭、

｝　鮒　　　ア

　　（－4）、灰：分レ0）全董三iQよ；葉…［肉よりも1栄き｝1辰

　漿柄0）方大なり。

　　（二）b聴酸のjli：は藥肉よりも葉脈葉

　柄0）方署しく小なり。

　　（三）、燐酸、硫酸、載及び縢土の；：1！二

　は藥肉よりも葉脈葉柄の方小なりo

　　（四）5加果の量は漿肉よりも葉脈葉

　柄の方著しく大なり。

　　（鴛）、曹逗、石灰1苦土の量は葉肉

　よりも湊芝脈聾窪オ嚢fO）方’大なりo

　　（六）、葉脈蜜葉柄εは大腿に方全て灰

　分の性質相似たり。

　　（七）、葉脈、葉柄等の次分は加里、

　曹蓬、石灰、苦土等の催熔剤に富み爾

1して蛙酸の±1㌃に乏しければ恰も動物灰

　分の如く熔融性を帯ぶ。　（岩崎璽三氏

　日木藤荷撃石炭編、大正五年版第2職頁

　に依れば石淡灰分中鐵、石灰、苦土、

　アルカリ斜鶏等存准する時は灰の喀融

　性を増し、馨土及び珪酸はその熔融性

　を減す嘘）然るに葉肉の灰分は加里・

　曹建、石灰、苦土等の量に乏しく蟻酸

　の黛に富みi”，二れば恰も1；1直物灰の如く熔

　融性少し。

　　（八）、加黒、曹達、石灰、苦土等の

i　購基の：：’il：は漿脈、葉柄に於て大にして

1蹴1酸燐酸硫酸等0）酸基のゴil：は之に反穿

　　　　　　　　　　　ら



o

　　　　　　桑の、馴轍ひ剰肋剛・揃側直・蹴て　　1°1

故嚇髄して劇臨襲柄・）部分拶鯉しむる漣1よ之瞭鰹靴より多

く供給・しナこるこミsなる。　　　　　　　　　・

襯蝋骸分・）三賊分｝・して励ξ・皆1・鵬撒嚇りゆ殿中簸漏

藤なり、鰺蜘偲・襯・1拠盈ミ・購磁謙漁f支及び酬に於け旗

分組成を示せば次の如し゜

　　　灰分τ騨分中

塵t塵嘩畷1璽厘麗噛藤・
微　　児

熟　　騒

職児血液

慧蝋血液

癒　　卵

レンヅ
エJenZ

川　　瀬

惣次郎
辻暢太鄭

川　　瀬
惣le耳1｛

　全

Ut

O，57

2’41

1．76

0．52

　　　
28．70　　6．22

29．68　　　4．28

’9・68 P　3’82

　49．36　　　　0．71

42．461　5。Q82．41

21，68　13．603．04

L86　　　　　　・　　　・

・　煤@2・131－661幽52闇・1
陣2し16112°84i8’4’8

。説：1：1，1：1：i痕慧1

1、、1，。．2122．6。1、．34

　1　　　　i

○

○

○

・・17oい29D“22i°！Q

俵に於聡兇轍蜥は蒲｛諜網嚇耕㈱5獺治鱒順融

るo

　叉石灰及苦土は繭綜構戒」：特に必要なる威分なり。

、北關猟並に細常紙（農囎報第・蝋大正2糊）融え・齢搬綜

灰分醗吋励ξ・・一・1％、望菅土・・一・・％・蜷・・一・・％・囎｛ヒ臓12～’6

％にして砂級び苦・臆継分帳要の齢齢す観ゐ・　　，
繊㈱礫癬融する際講夢己畷育齪し繭殿を」榊・すゐこS蹴

ては波多嚇椒購・・研究あり、㈱・・難臓・）媚1鱒て波鋤

紬鳥店」繍農學鰍57獅・岬）月・及醐駄正・｛ド明）・鰍叫

糸醐，に鷹す影響につU・て沖鱗一搬雄燃糊宰艮2曙畑年岬

9蝋大：配聯7月及碑⑪軸脚ε6脚月）

　　　　　　　　　臥葉柄の成分蹴いて

髄の如燃児牒肉のタ＄に：蜥の部分聴脚τ・淳るのみな脇燃棚

紛掘紗榊す、殊縢：軸鰍撚る撒駅て然り跳故除等麟
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凝汲薬身（i藁柄を含ます）を上ヒ較分析せり。

　分析材料　上閉謎1綜専門畢校圃揚に於丁裁塙せる申刈仕1ヒの魯桑馬山大葉、

十文字につき大配】1年6月3日£株の葉身全部を探集い同時に叉葉打衝の部分を

も金部探集して分析材料を得たり、又君11馬縣雌氷郡板鼻ll！f字構荷木に栽培せる

中刈仕立の城下につき塗の翌日二株の桑樹より葉身600瓦葉柄150瓦を辛褒集し來

り分析材料ミせり。

分析方法　凡て葉脈葉柄の揚合ご同じ。

分析結果

　　（1）　乾il勿　百分申

魯桑」塾大些＋文字擁　下
馴葉躯穂「葉麟柄嘩藤房「暴掲

牙証L　蟹　　白　　蟹£　　14，81

牽屯　　蛋　　白　　質　　　　8，94

頂1　を審　MIE一窒素牛勿　　　45．73

可孝容：炭オくイヒ倉4勿　　　20．17

粗繊維24．44
工隔テノレ浸口耕勿　　　4，20

瓢叛分iL82
孝∫　　　機　　　 誓勿　　88．i8

可溶炭水化合物
の可溶無窒素物　　44．11
に鋼’する害U合

22。56

17．61

52．30

40．3i

12．97

4，10

8，07

9L931

1

［　11．85

10．25

66．46

18。62

17．26

3．19

　1

27．07

9．48

3，68

2副13，75

19祠1・…

　l55°奄№P55’13

11．241　　　】0、3玉

88．76　　　　89．69

・… p…9　4・・。・

30．87

17．64

Z91

10．57’

89．43

55．99

2副11．19

21．12

49．06

42．89

10．59

3．76

9．09・

90．91

9，75

56．49

34．63

18。48

2．26

11．58

88．42

8742　　　6130

22．81

2205

55．3J

47．47

10，17

3，21

8．50

91，SO

85．82

（2）　　新　鮮　物　百　分　 吋4

魯劃」」5’山大葉＋丈・t”
淵糠囎臨聯　　　　　　　　　

葉刷贈陳隔柄摩勇藁刷葉均

，　　ガく　　　　　　　　　SK＃　　　　　　　　　　　　　　　　83．08　　　72．59　　　80，82

　阜乞　　　　　　　　　物　　　　　　　　　　　　　　　　1692　　　27．41　　　19∴8

　月凱　　蟹　　白　　srr（　　　　　　　　　　　　　　　2．00　　　　5．86　　　　2，64

　差砲　　と凝　　白　　質　　　　　　　　　　　　　　　　1．73　　　　5．4！　　　　L99

85洲，3⑳

　i

　［　　　1

ア5」9

24．81

城　　　ド

葉司賜
83，33

16．67

6・82P　’・86

5解i・62i

72．92

27．08

618

s．97
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［i∫溶無蜜i素物

可溶炭水化合物

才：IL　　繊　　維

工帥テル浸幽物

糧　　灰　　分

府　　機　　物

6．69

2，95

3．43

0。61

1，73

12，90

13，75

10．60

3．41

1，08

2．12

24，18

9．55

3，15

2，92

0．54

1，90

1502

醸購一＿圃一一　　　　　　　　　　　　wa

　　l
l5，121　　　10．57　　　　12．17

1．1．、V6．，，1。．64

2．・・i3．・・2．63

　　　
i，oil　　O．561　　0．93

　　1　　　1
2．821　　　2。03　　　　2亀26

　　1　　　　　　　　　1

　　1　　　　　1

9．42

5．77

3．08

0．38

L93

24．ssl　17．1522．S5114・74

14．98

！2．85

275

0，87

2。30

24．73

＿　　　　　　　pt劇
結論　以」：の結果を見るに、

（一）b葉柄は葉身に比し水分量大なり。

（二）、葉柄は粗蛋白質・エーテル浸出物に乏しく粗繊維に寓めり。

（三三）湘灰分、可溶無窒素物等は・1働醗比に於て剛鰍｝二於て大なれS－一　e

　　　新鮮物百分比に於て1ま葉身に於τ大なり。

（四）、可溶炭水化合物・有左幾物等ば糊に於て大なO。

　（五）b可溶炭水化合物の可擦無窒素物に勤する割合は葉身に於て著しく大な

　　　　り。

右の如く葉柄渤騰⑩闘系は大臓に於て葉脈剖幽霊の關係嗣じ・故に

鷲児をして適當に食慾を起さしめ葉脈ミ剛票葉柄の部づ｝をも幾分鎌せしむるは

必すしも不合理霊いふべからす。

　　　　　五、桑葉各部舜の澱粉償及び警養比に就て

　余等は以」：o）分析結身ミに基き桑葉の各部分即ち：鞘長・：姻瓠葉柄・葉身等の

新鮮物にi凱する澱粉慣（S’ti（　アch　Value）及螢獲比（Nntritive1’・1七io）を算出せり

醗して澱粉優を計錦するには、

　　　澱粉慣％＝可溝化粗蟹白質％×0・触

　　　　　　　　十可善駐イヒ〕二Ptテノレ浸出’i勿％〉く2・コ2

　　　　　　　十可溝化可溶無窒素物％　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　十「面丁郭与イヒ壌且繊糸盤タb／

　　　　　　　一登粗織維％X係数　　　・

　を使用せり、但し発粗繊維灘詣に渠する係歎は家畜飼料線駕の揚合係撒を便宜



y
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使用せり、廓ち葉肉、葉柄、漿身等の揚合は、全粗繊維景4％以下なるを以て係

傲0．29藻脈の揚合は全粗1鰍量4－6％なるを以τ⑪・34を衡liせり。

女澱粉｛醐拙するには総1知質にその瀧率操じ・剛【∫イヒ羅頗槻

出するものなれ♂も・桑簸の揚合には粗蛋白質ミ純臼質巳は量に於て大差なき

亡、三又純i蛋白質に鋤する清化率なき霊を似て便宜上可滑化粗蛋白質を算出し澱

粉｛質を訓・窒憲せりo

　螢養」七を計算するには、

灘比一鍵鮨乏礁齢羅難羅灘継熊％一

をイ吏」日せりo

面して之糠轍分の剛1靴分を算雌るには未だ難郷分に齢1する灘
傘o）撮るべ謝字なきも姑らく・ZI・塚鯨士（牒試騰報告第蜷鄭號畑三眸8

月第378頁）の葉身に蜀する近似溝イヒ牽（盗歯騨均）邸ち、

　　粗蛋頗　　62．23％　　粗）1旨ai“58・72％
　　可溶鰹素物　36，85％　　粗繊lf4｛1　⑪・7ユ％

を探用し計算を行へり、其結果を示せば次の如し。

，魯

　　　　葉豚　　　　｛

　　　　葉　肉

暴噌彌講矧騨纂

2，5452

4．7917

1．3504

3，6902

Z3772

4．6112

L2446

3．6467

1．8420

4，6050

1．6429

4，2441

0．5402

0，7634

0．3582

0．6342

0．4639

0．7927

0、3171

05931

0．4k69

0．7046

0．3288

0．5461

5。6860

6，4635

2，4653

5．0669

5．3101

5．9181

3．5192

5’5717

5．004？．

5，6712

3．8950

4．4846

可瀞化
粗繊維

00410

0．0320

0．0244

0．◎242

0．Q350

0．0263

0．0207

0，0185

0．0320

0．0245

0，0240

0．0187

澱粉個

　　7．30

1i戟F：1

巨g1，

」　6。88

　10．89

　4，53

　9．53

　6．12

旨。・・2

1　5．18

　　8．89

醤養比

2．77

1．74

2’49

1．80

2，72

1．71

3．46

L93

3．29

1．61

2．87

L38
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鼠　　返

　　　葉肉

城＋瀦

｛葉豚゜撒α66355’7265　1　°’°4°租a’°°日51

1

6．1048

1．1575

3．8458

1

1．0511

0．2231

0．5109

l　　　I　　　i

6．0581i。．d285旨12・89　i　l・42
、．、．，、K｝。，。，161、．161・．49

・釧・・195煕い・76
　　　　　　　　　　　　　　　　　障四田一旧一」一1怖mu－“　　　　鯛翻●一圃酬｝隣昌■朝・一，㎞闇騨電馴「岡m4－「‘陶祠冒掴嫡’

以llの結果に基き桑葉各部分0）澱粉債及び醤養比σ）鰻化範圃を示せ感ψくの如

し。

　　　　　　　　e
　　　　　　　澱粉　儂　　　　　　　’驚養比

　葉脈　　　6」2－8．o｛｝」　　　　　2・5】一一1う・29

　・葉肉　10．52司2．9f｝　　　　1・4・2司・e・　・E

　葉柄　　　1≧．53－5．18　　　　　　2・49－1’s・・些D

　葉身　　　8．99－9．53　　　　　　1・38－1・91s

　教に獅照ミしてケルネル博士の調査にかかる家蓄飼料各種緑鋼の可浩化養分

量澱粉儂及び繋養比を表示すれば次の如し。

　線鋼中o）可溝化養分　　’　　　　　　　：

1｛　… u－pt’tt…「嚢薦雛醗1亟㈱藷葡『．

オ　ー　h　ii學

ラ　　イ　　萎

チ　　モ　　シ　　ー

ラ　イ　グ．ラ　ス

玉　　蜀　　黍

赤ツメ　クサ

白ツ　メ　ク　サ

ル　ー．．　サ　　ン

，レ　　hダ　ビ　　ン

出　　　　ゴ忙
円　　　　　　1「

　　全

　　全

英國産。膏窟

米國産．青草

開花繭，膏草

　　全

’　全

　　全

碗　　　　亙　　　全

盤　　　　　豆　　全

ly4

21

1．6

L呂

0．7

2．5

2，8

’　3．2

　2．2

　2：9

　2．3

　　　　　　t
O．4　　　　　6．5　　　　　4，9　・

・α�V・°　4・9
0β　lILI　I　4．8

　　1　　1．　、、

9；鵬i雰
　　i　　　　　l
　　［　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．…い・1・・

0．2　　　　　3．1　　　　　2、2

。．，1ゴ．2』3

0．5　　　　　4．I　　　　　L6

　　　　　　1

10、0

11．3

14．O

IO．6

7．3

0・6［63　3・0戸゜2
、・1・．・1・・1　・1・

　　　　　　　　　　9」

　　　　　　　　　　4．9

　　　　　　　　　　66
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　以上の結果より推論するに、　　　　　　　　　　・

　（一う、桑漿舎部分0）澱紛橿ば家密飼罪孫翻呂に比してさして遜色なし、只漿柄

の梢劣れるを見るのみ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　（二）、桑藥・各部分の鞭養比は、可なり「狼し」お云ふこ霊を得べし、家畜飼料

の揚合に於て賛養比8－12の揚合には「廣し」ε稽せられ・螢養比2－4の揚含は

「荻し」電聡せらるSものなるが、桑葉各部分の螢養比は伺れも覗以下にして董

　　　　　　　　科植物緑鋼に匹敵す。

　（三）、藥脈、葉柄の澱粉｛畷は葉肉、葉身に比し著しく小なり。

　（四）、葉版及び葉柄の螢養比は葉1瓠葉身に比し鷲贋く蟹白質に上ヒしかξ永化

合物0）多きを認むo

（五）謀撤ぴ葉柄は前述瑚1く葉肉・期に比し澱粉便小「・9・6も一般家畜

飼料に比すれば過小なりざ云ふぺからす、且縫養比も可なり荻きを以て獄兜飼

料ミして比較的多燈に葉脈、諏竃柄の部分を撮取せしむるも獄兜は必すしも螢養

不良戯まならざるべし、酊して一かに於て薬柄及び葉脈は鷲兇の健康度を塘塗

する効あゐを坦て出來るだけ多黛に葉柄及び葉眠を給輿するは合理的S云ふを

得べし。

六、獄兜飼育法に開する推論

　以hの分析結果より獄兇飼育法に就て推論すえしば凱の如し。

　（一）、葉柄及び葉脈は澱粉慣及び欝養比より槻て必すしも劣悪の飼料に非す

故に之を比較的多量に獄兇に鎌耳又せしむるも、慰兜は必すしも螢養不良ごはな

らざるべしo　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　（二）、葉脈は葉肉よりも粗蛋白質少く葉脈中の蛋白質は葉肉0）約牛景なり其

熱エネルギev含量も藥脈に於て少く葉賑は葉肉に比し螢養慣少し、故に多量の

絹綜の生産を目的ミする綜繭育にありては漿肉の部分を充分擁取せしむるを利

Sす、之に反し獄兜の強健性に重きを麗く種繭育にありては或程度迄葉脈葉柄

の部分をも搬取せしむるを利さす、然れさも聯繭飼育の揚合霊難も多少葉賑、

葉柄の部分をも慌取せしめて、鷲見の俣健を計るこSは必要のこε零僑す。
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　（三）・葉版㌃葉柄等は：1｝畦肉よりも粗繊維多し、故に鷲兇をしてなるべく多く

葉脈、葉柄等を搬取せしむるSきは織兜の便通を良好ならしめ食物の新陳代謝

を促蓬し、醗兜は駕に颯健言睦fるを得べし、此の黙より槻て出來るだけ多景σ）

葉版、漿柄等を獄児に撮取せしむるこ書は含理的ミ云ふべし。

　（四）、灰分にありては加里、唱「蓬、贋灰哩1こヒ等の盤基の：．1“：は葉脈、葉柄に於

て大にしてgl’i…酸、燐酸・硫酸等の酸基0）／／“：は之に反す・故に獄兜をして葉脈・

葉柄等の部分な多食せしむるεきは之等の無機盤基をより多く供給したるこε

Sなる。

　之を要するに如伺なる飼育法にありても㍉獄児をして最も強健に獲育せしむ

る秘訣は欝児をして適當に食慾を起さしめ良好なゐ桑葉を而も出來るだ1ナ葉阪

葉柄0）部分迄も耀取せしむるにあり、一般に良桑は獄兜をして喰残すミころな

く漿肉0）部分を揚取せしむ1驍ﾌみならす、夏に葉脈、薬柄の部分をも多少利用

せしめ得るものなり、之に反し不良桑は醗壁己の1鰍子に1麺せざれば薬肉の部分さ

へも喰残すεころ多く藁脈、漿柄の部分は殆さ矛ll川せられざるなり・散に強健

なる鑓児を飼育し、優良なる獄種を穏んミ欲せば饗らく良桑を撰び、なるべく

；嚢脈、菓柄の部分をも利用せしむる飼育法を探るべし、彼の條桑育は普蓮育よ

りも獄兜をして葉脈、漿柄等を利用・せしむるこ）r大なれば他に鋏卿iはあるなら

んも葉脈・藥柄利用の劉iより云へば合理的ざ云ふべし，叉釧桑育に於て桑葉或

は釜芽を細概し、齢ご箕電を用ひ；博脈、葉柄等をなるべく除去して給與するも

のあれさ、之等：は葉脈、葉オ術利用の」：より槻て奮理的にあらざるなりo　噛

　附言　以上の實願をなすに當り恩師農撃陣1ヒ川濾1惣次郎氏には多大の御指導

を仰ぎたり、叉岡氏の厚意に依り米搬表なる熟叢藤鎧1蝋血液、及び獄卯の灰分

0）分栃結果を鉱に掲載ずるこεを得たり、爾叉材料駿1集に當りては荻野．1：風氏

に・分所に當りては堀患太郎氏の助力に負ふ電ころ多し電すtS此虚に記して深

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
厚の謝意を表す。（大正14年7月10El稿）


