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成熟ぜる桑とill何ぞや

川　瀬惣次郎

　1緒　　署

　II　物理的に親t：る熱桑

工1工　化學的に掘7：る熟桑

　L　桑葉lPの成分
　2・桑葉威黙の際の各成分の攣化
瓢∬　結　　論　　　　　　　　　　　　　，

1　緒　　　言

　桑粟の熟否と養獄の豊凶この聞1三は密接の關係がある。桑の繁茂

の良い地方叉は氣候に於て獄特に夏秋獄に失敗する事のあるのは桑

葉が日光不充分の爲未熟である駕と私は思ひます．桑が繁茂すると

桑葉の牧穫高は多く桑こしては豊年でも慰にとつでは凶年です。帥

ち桑の牧穫蟄は多くなるが．成熟不良こなり質が悪くな1）ます。

　信州は氣候が塞冷で乾燥して居るから桑の繁茂は悪いが．然し桑

が成熟して居る故獄は成巧します。EPち飼ひ易く夏秋錨に適するの

であります。群馬縣は信州より暖かで灘氣が多い爲に．桑は繁茂す

るが良く熟しないで夏秋鐡は失敗する轟があると聞いで居ります。

叉多雨の年は桑の繁茂は一般によいが成熟しないから獄は失敗しま

す。雨の妬響は土襲に依り異つて埴土壌土は多雨の爲の影響は大き

く。砂土ew　tは雨の影響が少い。私の郷里の徳島縣の吉野川の下流

は酸土より出寒て居りますから。桑は良く繁茂しますが多爾の年は

繁茂しすぎて桑が米熟こなり養獄は失敗します。之に反して吉野川

を離れて山の手の礫の多い地方は雨の多い年でも養獄ば戒巧します
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此の砂土礫土が多雨の年に成巧するのは。土質の關係上桑が除り繁

茂しないで。李年は皐魅に罹るも雨の多い年1ま灘氣が適當で桑も繁

茂しその成熱の度合が適當であるからご思ひます。

　斯く桑嚢の熟否が養獄の豊凶に關係があります。末熟の桑葉を獄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

に與へると慧は不健康となり病獄多く且不揃こなり．繭は大小不同

且軟かくして皮薄く同一の繭にても繭騒に厚薄あb往な破風繭を生

じ緯質弱く解斜不良となります。

　未熟の桑を輿へて趨る害は種を探る獺に著しく即ち蜥が軟弱にな

り卵の充實も悪く卵穀に搬奨を生じます。殊に五齢盛食期に未熟の

i桑を輿へるご莫害が著しくあります。斯く種桑には硬熟した桑が良

いので老糠の獄種製輩家は桑の蕊を止め桑樹の下部の桑葉を硬くす

る事を行ひ桑鷹を熟せしめる事に勉めて居ります。

　一一般に稚錨1：は未熱の軟葉を輿へ威長が進むに從ひ獄に熟した硬

葉を輿へる事が原則であbますが夏秋獄には稚慰にも比較白勺硬葉を

輿へる方が獄が丈夫1こなbます。

　斯く葉の熟否は養獄と大關係があります。然らば熟した棄εは何

ぞやご云ふ問題を明かにする必要があります。熟した桑とは肉眼的

に槻察すると硬い共容の充實して居る様に見える桑であります。然

し此れは學術的でない故に蕩々は學術餉に臨1ち物理的方面ご化學的

方面より調査して。熟した桑ごは如何なるものかを表はさうご致し

ました。

11物理的に観たる熟桑

　吾々は桑葉の硬さを表はす爲に強靱性ご秀ふ語を案禺しました。

強靭性とは桑葉を破るに要する慶力を水銀枯の高さ粍で表はしたも

ので。之を薯ルは張樽性ご命名しました。それを測るには強靱性泓ll
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1；：

室氣をポンプにて抜く．

然る時は興室度が進むに

從ひ桑葉は大氣の歴力の

爲に内方に歴せられ其膣

力が或る程度まで達する

と桑葉は破れます。その

時に要する墜力を瓶に接

績する水銀膳力計の高さ

で計り得る装置になつて

濫購す．例へば水銀性

の高さに400粍といふ数　．

を得に瘍合は桑の強靭性

は400であります。

　此の強靱性を測る桑葉

の探り方はtt“の部分かε

云へげ支脈を避りた葉身の中央部を採るのです。

　吾々は桑葉の内客の充實度を測る欝に面績重ご云ふ二とを湾へ出

しましf3。面積重とは葉の躍位藤績の重量であつて．帥ち1（，04S方

糎の重さを屍で表はしナZものであbます。例へば面積重を測つて

1・65といふ数を得た場含は100李方糎の桑葉の臼方が1．65琵といふ

意味であります。面積重を測定するには桑を圃膓よb探つて來て天

秤で繭方を測つてA屍なる撒を得．i欠に直ちに粟の桑葉は印肉にて
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紙に座して印刷してプラニメーター（面積測完器）にて桑葉の輪書を

逼跡するざ共の円盛にて桑葉の面績B李方糎が得らのます。然る時

は

　　　　耐重一書一・…sなる．

　吾々は此の強靱性及面積重がはたして桑の蕩合に磨用して良いか

を見る爲に桑の覆育に件ひ此の二つが如何にi攣化するかを研究しま

した。その結果桑の登育に件ひ強甥性ご面積重ごが壇す事が分りま

した。帥ち桑葉が熟するに從ひ次第に硬くなり内慰が充實すると云

窮實と一致し。帥ち肉限的槻察と學衛的測定とか一致する事が知れ

ました。

　吾々は此を十丈字ご鼠返とに就て測定しまし7Z。

調査月　日
（大正十年）

5月17日

5月25日

5月3旧

6月7日

6月】5M

＋　　丈　　挙

強靱性　　水　分
288　　　　　　　80％

360　　　　　　　　77〃

460　　　　　　　　74ク

520　　　　　　　　72〃

620　　　　　　’71〃

鼠　　　　　返

強　靱　性　　　　水　　分

354　　　　　　　74％

430　　　　　　　　71ク

500　　　　　　　　69ク

550　　　　　　　　68ク

640　　　　　　　　68ク

桑の磯育に俘ひ強靱性は増加するが水分は戯少する事を示して居

ります。水1分の獄する事は固形物の増加即ち内容充實を意1朱します

調査月日
（大肥十一年）

　5月22日

　5月260
　5月28日

　6月7日
　6月13月

＋　　文　　宇　　　1　　鼠　　　　返

両稜叢　水分両積重　水分
1っ30　　　　　　　　　　　　　78％

131　　　　　　　　74ク

1．42　　　　　　　74ク

1。46　　　　　　　73ク

1．48　　　　　　　70ク

133」@　　　　77％

1．33　　　　　　　　76ク

1。42　　　　　　　72ク

146　　　　　　　　71ク

1，48　　　　　　　69ク
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　斯く桑の戒熟に伴ひ面積重は増し水分は登育に伸ひ戯じます。此

の如く薬が熟するに從つて強鞍性と面積重とが大きくなります。即

ち俗に云ふ硬さが増し内容の充實するといふ事ご一致してゐる。

　次に桑の成熟の度合は土質及仕立法こも開係力ζあります。砂土礫

土は埴土壌土に比して桑がよく戒熟します。今鼠返に就て調査した

のを暴げれば次の通．りである。

鰐一卿　°一　一　　一　一一一一一tm－r　－t－一一一一一一　鯉鳳職一一
土　　　　質　　　　強　靱　性　　　　圃　積　慮　　　　水　　　分

硲豊　　　　　　ニヒ　　　　　　　　　　328　　　　　　　　　　　1．67　　　　　　　　　　　68ヲ6

砂　　　　　 ニヒ　　　　　　　　316　　　　　．　　　　1．65　　　　　　　　　69ク

壌　　　　　　　土　　　　　　　　　　　296　　　　　　　　　　　　1・58　　　　　　　　　　　　70ク

　此の士壌は學校に於て入工的に調含してその中へ鼠返を栽培した

ものである。

　此の成績によれば砂土礫土の方が壊土より強劔性ざ面積重が大き

く桑のよく熟して居る事を示して居ります。以上の事は種繭用桑か

砂礫上に栽培せられるこいふ事の説明にな，bます。種繭用桑は蛆蝿

の登生以前に慧を飼ひ上げる必要ある爲に早く熟せしめるを要しま

す。之れには砂土礫土に植へ1’彷が良いのである。帥ち歩桑は砂礫

土に多く．例へば上田地方の千曲川沿岸の礫土。山形縣獄桑村の最

上川澹岸の礫土。幅鶴縣梁川の阿武陶瑠侍岸の砂土又は上州島村の

利根川沿岸の砂土に作ら薙して居ります。

　歩桑が砂土礫土に栽培せらるtsのは早く熟するからであります。

即ち種繭用桑は早熟叉は過熟の桑で懸繭用桑に比し強靱性も面轍璽

も大なるものと云へます。

　何故に砂土礫土に作つた桑の成熟が良いかごいふに此等の土壌は

比熱が小さく。太陽の熱に依り地温の高まる事が早い。然る時は作

物の成育が進み早生の作物が出京ます。叉砂土礫土では肥料の舜解
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が速かr“肥料切れ。即ち脱肥作規が早く趨りて其の鴬作物が早く成

熟します。砂土礫」二は地畦から云へば碗硝なる故桑の繁茂が悪いか

らH光の透通良く岡化作用盛に行｛よれて繊維の形成速かに行は1聡

に早く硬くなり早く熟するのでめります。　　’

　又仕立法に依つて成熟の度含が違ひます。高刈仕立の方が根刈仕

立より早く成熟します，馬山大桑。魯桑．十文字e鼠返等を作り此を高

刈。中刈識艮刈に分けて栽培して強靱性と面積重を測定しました。　そ

の中馬山大桑と十丈字の成績を示すご。

馬山大桑仕　　立　　法　　　　　　　　　　　　　　　　一
強靱性　　　面積露　　　永　労

＋　　　ゴ（　　宇

強靱．性　　　而積窺　　　水　分

高　刈　・・4　・・19　72％1・・6　1・68　6・％
ti’ @刈4°4　2・11　74，％i384．1・9，1　69％
根　刈　4°°　198　75％i334　1・32　74％

　高刈は強韓性及面積重測こして水分は少いが固形物多く内容の充

實を示してゐる。故に高刈は成熟の度合良好で之を用ふる傷合に頚

の豊作するのは此のi澤に依bます。

　叉右來獄種家が種桑こして無肥＊；トの高刈で立通しが良いと云つて

居るのも同檬の鐸に依ります。

　高刈よb－一暦成熟のよいのは高木です。高木は葉は小さいが葉肉

厚く内容の充實して居るからである。’朝鮮では高木の桑多く葉は柿

の葉の様に厚いe即ち強靱性面積重共に大きく朝鮮で高木で採種す

る人の話を聞く’Le卵が充實して死卵が少いさうである。

　伊太利。佛蘭西の桑は皆高木で五米尋方に一本位づ、植て楷子掛

で桑の葉を採ります。此の桑葉で慧を飼ふご獄の体は小さいが良く

緊り繭を小さいが硬く緯質も良好なさうである。伊太利では獄の体

の膨大なものは軟化病に罹b易いこいつて養獄家も獄種製造家も共
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に好みません。新くの如く高木の成績良いのは成熟よく面積重強靱

の大きい爲であります。

　高水高刈が根刈より早く熟するのは高木高刈は粗植で日光の透通

良く同化作用盛で繊維の形成良く桑葉の硬化が進むからであ1）ます

　今迄串しあげた機に成熟した桑葉は強靭性面積重共にメくきく飼料

こして良好であります。

　以上は物理的に見たものですが何故熟せる桑が強靱性及が面積重

大なるか。叉熟せる桑が何が故に飼料に適するかを解する爲に熟桑

を化學酌に研究する必要があ1）ます。

III化學的に槻たる熟桑

　前の章に於て熟した桑とは強韓性面積重が大きいと共に水分少な

く固形物の多い事を論じ陀。吾々は更に固形物中の成発を化學的に

研究究する心要があります。

　　　　　（9）桑葉中の成分

　穂物は水舜と固形物叉は乾物に勢けられます。其の固形物は玉成

分より出家て居り夫れに水分をPBへて六成分より成つて居ります。

可溶無窒素物の孚分は可溶炭水化含物で．固形物巾の初の四成分は

有機物よ1）　IS　b。燕秀は無機物よりなって居bます。

　㊥水　分

　水分は桑葉中に65％－80％位あ1）。水舜はi桑葉中細胞液こして細
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胞中に存在し其の中に種々の物質を溶存し総ての生活現象に關係す

るのです。

　鷲は桑葉中の水分を取りて昌己の水分とする。故に適當の水分が

桑葉中にある事は獄にごつて必要な事である。

　⑳蛋自質

蛋臼質εは窒素胎だ有機化剣勿で最購繊錐で．これを分解

するKe色1¢のアミノ酸が出家塁す。

　此よb湾へ逆に蟹臼質は種々のアミノ酸が集つて出i來て居ると云

ひ得ます。

　蛋白質は生物俸中細胞原形質叉は核の材料こなり帥ち基本組WW　S

なつて居ります。桑葉中の蛋白質はグPtビユー．．一リンとニユウクVオ

ブμタイドよ卵樹ξて居て固形物中％－40％存在して居ります・

　獄は桑葉中の蛋白質より蛋白質を採り自舜の体の原形質キチン賀

絹綜腺等を作るのであります。獄の潰化液内にトリプシント鵜する

酵素があつて桑葉中の蛋白質を溝化します．此のトソプシンはアノy

ヵり性の慮で良く作用し即ち獄の胃液中では都合よく働く事が出來

ます。此のトリプシンが働いて桑葉中の蟹白質を消化してアノレビユ

モースとアミノ酸に分解する。然る時は水に溶解して消化吸牧さ1し

ます。

　㈱可溶無窒素物

　これは窒素を含まない水．弱酸．叉1よ弱アノrカソ溶液に溶解する

有機物を総繕します。此は桑葉中の固形物爵分申35－55％あります

ヌ此の駆55％から出來て居る可醐鰹素物100を取れば可溶炭水

化含物が35－50％あります。

　可渤モ水ず胎物はアラバン35％．庶糖24％還元糖18°／・．ガラクタ

ンユ2％．糊精6％。澱粉5％から出家て居ります。
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　　此の中アラ・“ンはアラビヤゴ扇）主戒分で桑葉に粘性を興へます

　藤糖は吾々が日常用ふるザラメ糖。還元糖は葡萄糖ご果粉1より成リ

　ガラクタンは憲天の圭成分にて，糊精はアクロデキス回ンよb出

　來τ居ります。

　　アラバン。ガラクタンはi爽に述べる繊維ご共に細li色膜を作bます

が衡養便値はありません。他の四成分は幽養便値がめbます。此等

　は炭素同化作用の生成物にて。葉のIPに擁素同化作用が趨るご曹i通

　の殖物では澱粉が多いが桑の場含は庶籾1還元糖が多く出來ます。

　可溶炭水化合物は朝と夕に依つて異ります。朝は少く夕方は同化

作用進み可溝炭水化合物がま爵加します。夜間になると此の葉中の可

溶炭水化倉物が水に灘けて幹や根や生畏点に総られる爲に減少しま

す。故に夕摘桑が朝摘桑よb螢養儂確が大と云へます。此は私が調

　査して講演や雑誌に磯表致しましたから皆様は御承知の寧と思ひま

　すが朝摘i桑と夕摘桑とを以て獄を飼育した揚合に夕摘桑で飼育した

方が獄の成績もよく繭も種も上等でしナε。　　　°

　叉夕摘桑ご朝摘桑ごの面積重も夕摘桑の方が大きくあbますu從

～つて牧葉最が多い。故に桑を摘んで販萱する煽合1二は利猛である。

叉買つて飼育するものも夕摘桑が響養分が多いから利釜であります

　帥ち桑を費る者にもト買ふものにも夕摘桑が良い。　・

　此の可溶炭水化合物が如何1こ溝化敗牧されるかご云ふεアラバソ

ガラクタ、ンは吸牧され轍糖は胃壁細納の酵素イン・砂一ぜにイ衣

　りて舜解され葡萄糖ご果糖に墾りて一一暦良く水に濤り胃壁を通過し

て血液に入b錨体を作bます。還元糖は始より葡萄糖と果糖なる故

　そのま〉水に溶けて冒壁を逓過します。澱粉は胃液の酵素なるアミ

　ロプシン帥ちヂアスターぜに依り分解されて糊精に鍵b更に婆苗糖

　になbて湖化管を瓶過して血液中に入bます。また桑葉中の糊精は
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直ちに婆芽糖になつて消化吸牧されまず。婆芽糖は更に分解して葡

萄糖になれば良いが未だ｛慧の胃液中には姿芽1癖を分解する酵素マノV

ターぜは登見されないで居りました。然し恐らく胃壁中にあるだら

うと思ひ最近研究して見ましたが果して胃壁中に一V　IVターぜが存在

する事を遜見しましたから近い中に登表する豫定であり、ます。

　以上の楼に可溶炭水化物が溝化されて錨体の貯藏養分なる脂肪と

グリコ・・グンになるのです。而して脂肪は脂肪組織にゲリコeゲソ

は厩臓物質になbます。脂肪とグリ：eゲンが燃焼すると生活の＝

ネ州ギー冠なる故に此等を熱源質ご稽し慰にごつては重要の物で此

が原料なる茨水化物が多い程桑葉の欝養儂値が大きくなります。1

　⑳諺隔ナル浸出物

　工一テル浸出物ごは桑葉を乾かし“C＝eヲノVで溶けて出るものを

総稽します。他の植物体ではエーテル浸出物は大部分脂肪よりなる

が桑葉F囲こは脂肪は小量です。

　桑葉中にはエーテル浸出物は固形物中3－5％その中脂肪はO・1％

内外（桑葉固形物中）しか存在しません。脂肪は殆ん〉：“無いご云つて

よい位です。故に桑葉の成分ご云ふ際には粗脂肪といふよh　・f●－5

ノレ浸出物と云ふ方が正しいのであbます。

　桑葉中のエーカ・浸出物は何より成るかと云へば大部舜葉繰素よ

b出來て居ります。共他レシチンと云ふ燐を含んだ脂肪の如き化合

物があります。

　葉緑素は炭素詞化作用の根源で桑葉中に有機物の出京るめは此の

葉緑素め御陰である。此の意味でエーカレ浸出物は桑葉にとつて重

要である。エP一テノレ浸出物は獄にとつても有用であつてその中の小

最の脂肪が漕化されて獄の脂肪の一部になるのであります。然し吾

Rの調査によれぱ脂肪も消化する酵素り・｛・一ぜは慧の胃液内には少
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くその作用も微弱です。桑葉中脂肪の少い事と岡液中リ・寸一ぜの作

掬の微弱な事ごが併行して居ります。＝・…一テル浸出物の葉繰素は慧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もに消化されるや否や不明であります。然し他の昆蝋を見るざ膏い華

に育つバヅタやイナゴは膏色をして居り・。赫草の中のバツタ．イナ

ゴは青くなく此等昆轟の膏色色素ば葉線素に近い成分より餓i瑛て屠

る故幾外葉緑素も毘鐡により溝化調しると想ひます。獄に於ても同

襟の事ざ思ひます。

　麟繊維

　繊維を化購1勺に云へばセノレローズと云ふものより出來て居ります

セノレ”一ズは炭水化含物なるも水にも弱酸にも弱アノレカリにも溶け

ません。故に一般の炭4く化命物（可溶炭水化含物）ご嘔別する儒に不

溶解性淡水化合物と酋つでも良い。桑葉の乾物中9－13％存在しま

す。

　繊維は細胞嘆を形成し．從つて桑葉の紐織を作る基本物質である

此の細胞僕には前違のガラクタン．アラバンも此の材料になります

繊維は其の外葉脈を形成する導管の材料：：なつて居らます。葉脈は

一一ﾊ植物に重要で恰も高等動物の骨格及も血管に相當しますa故に

共の療料ナこる繊維は桑葉にとりては重要であります。

　繊維は桑に強靱性を與へる重なるもので繊維の多い程強靱性が大

です。セノヒロPズは綿や紙の材料である故水にも種々の藥贔にも溶

け難く溝化液にも溶けません。故に直接の螢養優値は無いが仔細に

考へると間接には甚だ重要であります。草食動物の食物には繊維の

ある事は絶肇ナに必要であつて兎に繊維を含まない飼料卸ち濃厚飼料

を與へると兎は秘結して糞詰りを起して一週間位で死にまず。

　此の繊維の効は膓の蠕動を盛にして便通を良くし食物の新隙代謝

を容易に行はしむるにある、獄も同じく草食動物なる故繊維は無論
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必要であります。

　礫つて桑自身に就て云つても繊維は桑の骨格血管に當り葉脈を作

る材料になつて居bます。繊維の多い桑は導管か多いのである故色

々の物質の蓮搬が自由に新陳代謝が盛に行はれるから健全の桑葉で

あbます。鈴木梅太郎博士に依れば萎縮病に罹つた桑には繊維が少

ない。自llち健全なる桑には繊維の存在を必要とするのであります。

　獄の健全なる爲には桑の健全を要し。桑の健垂なる爲には繊維を

必要として居る故に繊維が鐡の健康に勝紛係を要して居ると云つても

遇言ではない。

・伺吾々の學被で高橋清七氏が試験されまし7e。岡氏は翼に葉肉の

部分を與へだ一薩ご．大部分の葉肉を除き僅かに葉肉を残した葉師

ち圭として葉豚よ1）なる葉を輿へた一践を作つて飼育試験をしまし

た。

　葉脈を興へた憾は病慰少く。結繭露敷多く．繭は小さいが良く緊

う繭の型が整一の結果を得ました．即ち葉肉の麟に比して獄が健全

で成績が良妊でしナこ、此れは繊維を多く食しノこ結果ご云へます。伺

高橋氏は濁繭育には五曲合期に於て葉脈を食はせた方が有利であゐと

云つて居うます。tt・一般に錨に適當なる硬葉を食はせる嘉が必要で

若し硬葉が得られない場含は給桑量を少くし葉脈葉柄の部分を輿く

食はせ繊維の不足を補ふ方が良いと云つて居ります。

私も嘗て孟曝紛桑法試験を行ひました諺糧絵桑臨譜通陶こ比

して獄が餓えるから良く繊維の部分まで食する共の結果獄は健全で

繭は小さいが緊つた良い繭を得られました。

　種繭育の蕩合には繊維がよいといふ事は一般慧種i家に認められて

居る事で種屋にはカラシ飼育をする庸がある。之を行へば識は’1一分

食物を得られない爲に繊維まで食ひ雑は健全で蛾は運動活嚢で卯も
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早く産みます。之に反し多量に給桑した鳩含は獄は蓮動不活獲で容

易に卵を産みません。故に維験わる種魔は桑の蕊を摘で下部の桑を

硬くし繊維を多くします。

　繁茂した桑園の桑を罵に輿へると病轟歩合が多い。此は日光の溢

通悪しく岡化作用盛ならす故に繊維が少い爲め鍮よ不健康となるか

らであbます。

　以て繊維が鑑発の健康に至大の關係ある事が解る、殊に獄の健康

を欲する探挿用の猛には繊維の多い硬化した桑の葉を與へる事が合

理的です。巣は小なるも蜥緊まり．蛾は溝獲こなり。卵は充實する

　⑳灰　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　灰鰹は桑葉を焼いて残る無機物で櫨索。無水硅酸。無水硫駿。燐

酸。酸化カソウム（加里）。酸化ナトリシム（曹達）。酸化カノンシウム

（石荻）。酸化マグオシウム（苦土）。酸化第二鐵。酸化アノレミニウム

（欝土）等より出來て居る。

　桑葉の固形物中灰分は8－11％あります。其の一部は有機化合体

をなして租織を作軌一部分は届蛋領とな1）て細胞液中に溶け細胞液

中の蓬蓬鷹を調節します。有機化合体をなすものは燐の如く細胞核

の圭成分なるSユー一クレオプロライドの一成分をなして居ります。

叉マグネシウムは葉緑素の一一rk分をなして居bます。また燐酸は貯

藏養分であるレシチンの成分となつて居る。細胞液中の騨労は細胞

の存在に泌要で。凡ての生潅細胞は純瞥の水の内には存在しません’

蒸溜水中に細胞を入るれば確ちに死にます。之lr反して蒸溜水中に

O・6％0・7％の櫨を溶かした。帥ち生理繭食盛水中にては細胞は死に

ません。故に細胞液中には適量の櫨類の溶存が必要であります。酸

化第二鐵．燐酸及び石灰は葉緑素り形成に必要で之等がなければ葉砂

が膏くなりませんe　　　　　　　　　　　　　　　　／t
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　石茨。曹達及び加里は酷物体中の有機酸を中和する効があります

鞭素及び石茨は澱粉等の炭水化物の移輻に關係します。帥ち養分を

1生長点に運びます。

　桑葉中の茨水は鋤二吸牧され獄体内に入りて鐡の無機物の基ごな

りまず。帥ち獄体中に色々の物質を作りて其の生理作用に關係しま

す。

　以上は六成分が如何に桑や獄に關係するかを簡蟹に説明串し上げ

ましte。

　　　　　　・（2）　桑葉成熟の際の径成牙のi鍵化，

　私は簡購に桑の六成分の何であるか。六成分の桑や慧に如阿に必

要であるかを論じました。更にi進んで桑葉の成熟1：際して六成分が

如何に墾化するかを申しあげます。

　大正二年鼠返に就て桑葉の戒熟に律ふ成分の愛化を研究しましk

　大正二年五瑠九日春慧掃立に遍する頃｝采桑をなし之れを桑葉第一

日ご名づりました。其後敷口を置き順々に探桑して桑楽第六日、桑

葉第九日。藻葉第十四［iとし以下桑葉第囲十一日までごリズ分赫し

ましだ。

　其結，果桑葉の爽育に俘ひ水分が城少し固形物が増加します。固形

物中蛋臼質が減少し可溶炭水化合物と繊維の屠すのを嚢見しました

之よう考へて成熟せる桑葉とは水分と蛋自質が少く。化溶炭水化合

吻ご繊維の多い桑といふ事が出家ます。

　熟した桑を化學成分ご物理的性質この間の關係より論じて見ます

ビ化學的には織維が多いから。物理的には張靭性が大きく．叉化學

的には炭水化合物ざ繊維とが多いから　物理朗には内容充實し面積

翰重が大きいのでありまず。

　次に熟した桑が鐡にとりて何故良いかと云へば繊維と可溶炎水化
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倉物が多いからであります。繊維は批獄帥ち五齢の獄に必要で桑を

多食する五齢期に於て便通を助け食物の新陳代謝を良好にするし可

溶炭水化脅物は獄体中五齢期に於て獲遷する脂肪組織とダリユーゲ

ン蓄積に役立っからであります。

　五齢の獄にはその際体内に覆達する絹緯腺の源料としで蟹臼質が

必要です。然るに熟桑には蛋自質が獄少して居るのは鰐する事が出

來ませんが蛋白質は假命鐡つても熟桑固形物呼・には術24％位あbま

す。故に絹縣腺の形成には差支へはあ1）ません。黙桑巾の可溶炭水

化合物の量は堰したと申しても固形物百分中25％内外であります。

帥ち蛋1三1質と大差はありません。そして蛋自質は減つたと云つても

絹孫腺で繭を作るに不足する程減つては居りません。

　桑葉の成熟に際して蛋白質が賊じ可溝炎水化物の増すは保護器管

の繭よbも貯藏物質の脂肪遺びグリューゲンの方が慧にとりてより

重要な事を示して居bます。人間には繭は必要だが盤にとりては籐

り必要ではあb象せん。帥ち蜥を裸にして麗ても警蛾塵卵しますが

脂肪及びグリコ陣ゲンが無りれば獄は一rヨも生命を維持する事は出

來ません。黎が上籏後三週間位絶食しても生きて居b．卵を産み，・

子孫を残すは此の脂肪及びグリコt－一一ゲンのあるからでありますg

　之に由て観れば獄には繭の原料なる蛋白質より脂肪及びグツ澱一

ゲンの原料たる演水化物の必要なる　3il；・・が分ります。よく人は蛋臼質

の多い桑の葉を鍮こ與へるご繭が多量に取れるだらうと云ひますが

これは淺薄12る考へであって天然の法用は動かす事が出來ません。

蛋自質の多い桑を輿ふれば病獄多く結繭獄数少なく繭も多く作bま

せんb飼料中炭水化物が不足して爲に獄体中脂肪とダリ鍔一グγが

敏乏し生活の鯨辮なき爲膝b必要の無㌃き繭の形成に翻はエネノンギー

を溝費する購が出來す随つて繭の形成不十分になbます。この意昧
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に於て繭の源料たる蛋白質よりも脂肪及びグリコーゲンの原料たる

炭水化物が盤により多く必要であります。此の事は人間の生活でも

同様で牛肉。魚肉の蛋白質よりも飯の炭水化物がより多く必要であ

ります。帥ち肉類は食はなくも生活して行りるが飯は食はなければ

一一・@Hも生きて居られません。

　物理學酌に槻たる熟桑のところで桑の成熟の度が土質によつて異

ふと申しましたが吾々は八工1’！fjに土壌を作り鼠返に就て化學的にざ

う異．ふか試験しましナε。

陸分固形物蛋蚊講炭水繊＄tS
礫　　土

砂　　土

壌　　士

66．67　　　　　　　　33．33　　　　　　　　24．97　　　　　　　　39．06　　・　　　　　II．14

67。44　　　　　　　　32．56　　　　　　　　26．83　　　　　　　　39。85　　　　　　　　10，82

67．52　　　　　　　　32．48　　　　　　　　28。07　　　　　　　　32．04　　　　　　　　王032

　礫土の桑葉は水分蛋自質は少いが。固形物．可溶炭水化物。繊維

が多く。壌土の桑葉は水勢蛋白質は多いが。固形物．可溶巌水化物

繊維は少なく。砂土の桑葉は二つの土壌の中間に位してゐる。

　即ち強鞠性面積重大なる礫土の桑は水分蛋自質は少いが固形物可

溶炭水化物繊維が多いのであbます。

　ヌ吾々は種桑と緯桑を分訴しても同襟でした。礫土砂土に作られ

だ樋桑は燧」：に作られた練桑に比し水分、蛋臼質は少ないが固形物

可溶炭水化物．繊維が多い結漿を見ました。

　序に種桑ごは如何なるものなるか述べて見ませう。

　種桑とは早勲ヌ．は過熟し起硬い内容の充實した桑にして．物理蘭

には強靱性。面積重大なるもの．化學的には水分。蛋白質少なく．

固形物。可溶炭水化1物。繊維の多いものを云ふ。

　種桑は一一に歩桑ご云ひます。此は獲蛾歩合の多い桑師ち蛆害の少

ない死婦の少ない桑ご云ふ意味である。何故蛆審が少ないかと云へ
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ば早熟なるが’故に早掃の獄に適し蛆蝿の獲生前に上籏せしめる事が

出來るe叉歩桑は地啄磯硯なる礫砂土に栽培せらるts故繁茂悪しく

風蓮しがよいから蛆が鞍生しません。また死蜥の少いのは桑葉中に

繊維多い鴬慧が健全に聚育したからであbます。

　爾歩桑には可溝炭水化物が多いから其れを食つた獄の卵には脂肪

どグリ＝・一一ゲンが多く内容充實し獄種としての品質も良くなる鐸で

すe

　仕立法も桑の成熟の度に關係あると前の章に申しましたが．化學

的成分にも影響し矢張り土質の關係S同標の關係がある。

仕立測水分彫物7aft　fk質　購炭水　甑糸撫

巾　　　刈　　　　中　　　　　　　中　　　　　　　rP　　　　　　　中　　　　　　　rF

根蕊三刈　多二羅烈．、少　　 多　　 少　　 少

　高刈は水分蛋白質少なく．固形物。可溶炭水化物．繊維が多く．

根刈は之に反樹の戒績を示し．中刈は爾者の申間の成分をもつて居

る。その詳細に就ては近く嶺表する積bであります。

　以上成熟に際して桑の墾化をみるに一定の法辮があります。

（1）水分と蟹臼質は相偉ふて壇減する。此の二つのものは相關現象

をなして居ります。

（2）固形物と可溶炭水化物と繊維は相俘つて壇減しま寸。此の間相

關現象をなして居ります。

（3）物理的性質の強靱性ご面積重ざは桑の成分の固形物．可溶炭求

化物．繊維と相關現象をなし相俘ふて増減します。

（4）水分及蛋白質の二つは固形物。可溶衆水化物，繊維．強靭性，

面積重の五つと相反して増賊し。負の相關現象をなして居ります。

　私は之を桑葉成熟に關する四法則又は簡軍に桑葉成熟律と名命し
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すこい。

　故に象葉ゆの二大成分なる蛋盈質と可溶涙水化物が同時に多くあ

る事は出來ません。恰も議會に於て甲政蕪ご乙政蕪とが同時に絶封

多敷を占め得ないと嗣襟です。

　動物の重な縫犠物としても通常蛋白質。巌水化物．脂肪の三者

を離げ之に近贋ヅイタミンを加へて四者となる。獄の場合は脂肪は

殆んど象葉中に無く蛋白質と炭水化合物の二蒋が圭なる螢養物であ

る。ヅィタミンはABCの三つあるが．ヅイタミンAは覗力及拘僕

病に關係して夜盲が治るもので．ヅイタミンおは脚氣に關係し之を

輿へれば脚氣を治し。el“　／1タミンCは壌血病に關係し之を與へれば

蜘血病を治します。桑葉中にはヅ6タミンがあるかも知れないが未

だ研究がない。慰には夜冑も脚氣も壌血病も無いから慧には籐リヅ

ィタミンは閥係はありますまい。尤もヅィタミンが獄の生長を刺戟

するかも知れぬが研究して見了ければ分らない。故に今の所。獄に

は蛋白質ご撰水化合物が二大讐養物で。その他四つの物．水分。繊

維。エー・…カソ浸咄物。灰分はいつれも必要のものであるが吾々の淺

い考から見てその重要度は蛋白質，炭水化合物より劣るものこ思ひ

ます。

　要するに螢養多き藥葉とは蛋臼質。炭水化合物を多く含むものと

云へます。然し前に遽一ミた様に蛋白質と炭水化合物が同晴に多量に

ある事は出來ない榔肚懲こ劉幽養に蜜める桑葉とは比較的茨水

化物に富める桑臼1ち熟桑であるrt云へます。而して維獄に醤しては

成熟しない軟かい桑即ち比較的蛋白質に蜜める桑が霞養ある桑蓬云

ふ事が出來ます。

IIM　　系吉　　　　　言命
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　熟した桑ごは肉眼的に云へば。硬くて内容充實せる如く見える桑

　にして。物理的には強靱性及面績重大なるもの．化學的には水分と

蛋臼質少く。國形物．可溶炭水化合物e繊維の多い桑と云へます。

　桑葉の熟否は肉限的に大賂見別け得・られるが。正確に決定す鉱二

　は理化學的方法を要す。前遍の如く物理的性質及化學的戎舜の囲に

　は相關現象があるから．共の中の一つを測れば1融は想像されます。

例へば強靱性を測り之が大なれば成熟せる桑にして．相關現象にょ

　b．面磧重も大にして。固形物．可溶炭が（化物．繊維も多く。之に

反して水分と蛋白質は少いと云へますv水分を測定してその董の大

’なる時は．蛋臼質も多く。之に反して固形物．可溶炭永化物．繊維

は少く．且強靱性及面積重の小さい未熟の桑と云へます。

　桑樹栽培法は何を図的として良いかと云へば．近頃の桑樹栽培は

桑が繁茂して共牧穫最を塘す事に努めて居ますが。然る時は日光の

蓬通悪しく未熟の桑になります。未熟の桑が悪く養獄不作の原因と

、なる事は今迄お話しだ様で．牧穫高の量に於てば利するが．質に於

ては損する事になります。牧穫高の増す事は結構ですが。爲に鍛質

溺く。繭質が悪くなる傾向がありますa製緯家に聞くに。繁茂桑園

の桑は紬目が少ないご云ひます。桑尉栽培法愈進んで繭質盆悪しε

いふ傾向があうます。量も大切なれば質も大切故に．此の雨者を良い

様に取b計らう事が興の桑樹栽培法と思ひます。由來量と質とは相・

俘はないもので。量多ければ質悪しn多産F義は粗製濫造になり易

い。米なごもさうであつて米の晶評動こ於て。一等賞を得るものは

肥料を澤山やつた沃土に出來た牧穫高の多い米ではなくて。肥料を

殆んご施きない癖地にμ1來だ牧穫高の少ない米である。故に桑樹の

瘍合でも最のみを目餉とせす。質の改良をも眼中に澄き。量質典に

中庸なる様に努めなければならぬ。鐙のみに重きを置きて窒素肥料
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を桑に多用するが如きは策の得たるものでない。

　　　　　　　　　　，　　　　（大正・｝一三i三年七月十七慨）


