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適當なる保護を行ふは言を待たす。

　以上記し來れる如くレソチエン線の使用は純昆愚學及び鷹用昆錨

學上に一暦の進歩を與へ得るものこ信す。

　　此實験をなすに當b西ケ原農事試鹸場昆鍛部木下技師其他諸賢

　並に栗山技師を煩はしたる事多し。又磯部辰雄氏は陸軍被服廠の

　材料を貸與9　ito　tzり記して以て深厚なる謝意を表はす。（大正一三。

　一・二三）

温度の高低と璽兇の潰化機能

の遅速に就て解剖的實験

’高橋清七　大石卓壽　中村由枝

　　　　　　　1・　緒　　　冒

　　　　　　　II’　第・一一・回實瞼

　　　　　　　II工　第苓園實瞼

　　　　　　　1・v・・第三四實瞼

　　　　　　　v・．概　　括

　　　　　　郵工　養獄上に於けるJQ｛用　　　　　　　　l

　　　　　r　緒　　言

　温度の高低ご獄兇の溝化この關係に就ては澤村農學博士．州島
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ）勝次郎氏．池田榮本郎等諸氏の研究あり．羅村博士は高低温度を異

｝こせる（高温室は23－－24℃低濃室は18－19°C）室内にて慰児を飼育

し温度の高低によりて獄兇の消化吸枚・に如阿なる蓮異を來すものな

るやを化學的に試瞼せり。而しし丁其結果高温育ε低温育ごは獄兇の

消化吸牧に格段の差異を認めざるも食桑量に於ては低温育は高温育

に比して25・－51％劣り獄免の生長1：於ては高温育ご低温育ごは100

ご53・40の比をなし高温育の著しく優れるを駿表せb．著者等は解

の澤村農學落士搬見の酒化吸牧と氣温tの關係　大属本盤緕會報　No．188，　N（）．290



24　　　　　　上田獄綜轟門畢絞同窓會報第十一號

剖的實験を基礎こして温度の高低が消化機能の邊速に如側なる關係

を爲するものなるやを悶明にし且つ之れを以τ養獄上給桑時を定む

るの資に供せんせり。

　　　　11第一回實験　　　　　　　　、

　　　　　〔1〕　供試材料及調査方法

　供試材料には一化性青熟種を用ひ大正十一年五月十二日掃立普通

育を行ひ六月十一日實験に着手せb　gny，實験に用ひし翼兇は第五齢六

日目の雌獄兇にして搬育程度相似し健全なbざ認むるものを探用し

各個体重を秤りて同一重量のものを選み給桑は普通の給桑時より三

時間涯らしめ食慾を促し澱き桑葉は同一程度に登育し7Zるものを選

み一齊に與へ充分喰下せしめたる後直に温灘度を異にせるこ．個の飼

育器内に絶食せしめ”各一時間三時間五時間目毎に五頭宛の獄兇を取

出し固定し後調査せり帥ち試験匿を設定するこε次の如し。

飼育器内に慧児を牧めたる後毎時間將内の温灘度を調査せるに次

の如し。’　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　I

　　　　　　　　　醸兜毎器内に牧窩し7：1

る嚇吻組過日鋼！
　　　　　　　　［

一　　H＄　問　　目

二　時　間　目

三　時　問　目

低　　　温　　　画

温　度（F）1灘　度（％）

76　　　　　　5Q

79　　　　　　　45

82　　　　　　43

高　　　温　　　囁

渥　度（F）瞬　度（％）

98　　　　　　45

102　　　　　　21

コ00　　　　　　28

全土迄・鞠il・9…　46・・［1・・…　ti
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’塁翻劉ll’ll 95　　　　　　46

コ02　　　　　　25

観迄即均』 mi7・J，6　4・・i・9・4　3…

　調査の方法は　　　　畠　　　・　　1∫

　（1）固定しtzる鷲兇の清愈管全部を取出し背部中央を縦断し食片数

の多少を槍し更に沃度泳輿加IEの藩液を注加し食片中の澱粉の沃度

反慮によ櫛て消化の程度を槍し。

　②第左環節に相當す乞部分め胃を取出し其中に藏せる食片数を調

査す（食片に沃度沃度加里液を注加して調査せり該液を注ぐ時は澱

粉の反慮顯著なるものこ否らざるものこあb前寿にありては莫歎量

を容易に調査し得べきも後者にありては時に明確に数へ得ざるもの

ありか5るものは食片の原形を認め得＾・一き稀度のものの数量のみを

調礁しtFb）　，　　　　　　・

⑱第五環鱗鮮勲鮮磯下噺倍内外噸大し糊騨壊
傘簿強す、，、・　・　　．　　、　　　・、「．　．・．・L・i“

Ii ^努　：－E2〕識査の灘課一d　　　’／t　　．1
（1）濡食管を從瞬して調査せ多結果を各旺五時間目のものにづき記

t4述1せんに低温畷にありては溝食管内各部に食片充櫛し沃慶反懸も各

部伺様顯著なるを認めだり、‘しが高温1鼠のものにありては第入環節迄

『の各環笛の胃中・は食片の数量各部一様に存在し其以下の濡食管内鴛

数量概して少きのみな¢，す部録によbて多少の差異ありき而して沃

度反惚は各部同一程度に顯はるBもののり或は第二より第四環節の

燭劇二あざものは反鷹顯藩に現はれ粟以下第入環飾の部に至る燕は

然らすして第九環節の部に至b再び顯著なる反癒を呈するもの等個

体によ鋤て藩るしき蓬異あ・b要ずるに食片の数量に於ては絶食後の

錦度高き戴のは其綴糀なるものに比し絶食経過時間の長きものは其

短きものに比して食片数の少きを常こなせり．沃度の反慮に於ては

絶禽後め輕過時簡並に其濫度の知何によbて格段なる差異を見出し

能はざうき。　・　，
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（2）第五環飾に當る部分の胃中の食片敷を調査せるに個体の異るに

よりて其薮量に多少あれこも高温樋は低撮慨に比して常に少き二’Le

次表に示すが如し（侃し食片教は五頭の獄児を調査しtzる李均敷な
り）

　　　　　　　　　　食片数調査表
　　　　　　　　　　　青熟第五齢六日目

試　　瞼　　1麗

鱒　一輪　囁

第　　二　　匪

第　　轟　　囁

第汎環節讐中の食片敏（個）

低海・剛高温匠
雫脚幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一贈り

272　　　　　　　ユ37

198　　　　　　　　78

畿駿綴（％）

　　　　備　考　第一匠は調査な欠く

（3）食片の溝化破壌状態

5tO，3

39．4”

　固定後酒精漬貯藏をなせる獄兇の胃中を槍する時は食片は團塊を

なす此食片塊につき調査するに高温囁のものは低温薩のものに比し

細繊維献の粘質物多く食片は之れに包園混在せられ居ら崩壌し難し

食片を鏡下（70－150倍蹟大）に覗ふに高温1超にありては食片の葉肉

部は浩化破壊せられて凹陥し葉豚の部分のみ凸出する爲め食片の輸

獅凸凹を生じ不定形なるもの．或は食片の形状は現存するむ叢の餐

所は班点の如く消化破壊せられ恰も襟褄片の如く孔を穿ナこるもの，

或は食片は全く消化せられ其原形を失ひ僅かに装一部残留するもの

或は食片の破壊により葉緑粒は崩壊流幽し食片の輪廓不鮮明なるも

の等擁々あり（第一鳳C塗照）　　°　　　‘

『而して破壊程度著るしきものは沃度反惚顯著ならすして葉豚部鮮

明に親野不鮮明なb。　　　　　　　　　　　　　　　；

　然れ装低温慨の食片にあbては高渥薩もの、如く消化破壌せちれ

弛るもの5混在する二IS）少く鏡瞼するも親野鮮明なり（第一圖ム盛
照）

　上記せる食片の漕化破壊程度の多少及浦化程度燵ゆる食片の混在

せる数の多少は胃中に於ける食片激の多少’Le相反し食片歎少きもの
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は其多きものに比し消化破壌の程度大にしてまた破壌せられたる食

片の混在せる敷多し。

第

一
圖

A
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C

訊　明　　人　低温第三匠

・　　　　R．’高温第三医

　　　　c　高淵第三匿　消化程度稽進みたる食片の一部　・　　　　　　職

　　　　　イ．葉　肉　部

　　　　　ロ．葉脈部
　　　　　ノ、．　th・イ七破屡ぜられナこる剖≦分

　　　　　二．消化進み食片の原形を失ひ僅に其一部幾留ぜるもの

　　　　　ホ・灘噸・こよ喋繍流出し食物輪瞳醐ε嫡しの
　　　　’　へ．全上流出ぜる葉｛徴粒　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　〔：｝〕結論

　上述せる實験によb結論すれば．

（1、高温薩は低温樋に比し消化排汎仕共に速やかな1）。　・「’、1

（2）食片の消化破壊程度は胃中食片薮の少きもの程大な㌧鷲

（3）食片の沃度反慮の顯著なるご否ごは食片敷の多少激巽消祉破暖

の程度の多少ごは關係なきが如し。

玉1工　第二回實瞼
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　　　　　〔ユ〕供試材料及調査方法

（1）供試1慧は大正十一年七月四日掃立本邦二化性新河内種にして全

十六日第四齢伽食後四回給桑せる獄兇を用ひたり。

（2）材料の選揮は第一回實験に於ける同様にして一試瞼匿に鷲兇十圏

頭宛を，以て、し次のA試験囁を設け旋り。

　飼育器内の温編度は毎時之を槻測せり今各試瞼臨の鞘均濯灘度を

示せば灘表⑱釦しム、穎む

　　　ぼ　　　t：　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　‘　憶　・“　　低・　温　　　1畷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高．　温　　原　’
試験鰍脹温‘ P・：（め「灘‘繭「温’度（・）1灘度（％、

第　　　　一　　　　賊　　　　1　　　　74・3　　　　　、　　　、79・0　　　　　　　　　　94．3　’　r　　　　　52、7

第　　　　二二　　　　r，eE　　　　　　　　　　74・4・　　　　　　　　　800　　　　　　　　　　　9ξ～．0　　　　　　　　　510

第　　三　　縄　　　　　　7tl　3　　　－．826　　　　　94．3　　　　　53．5

第　　　　匹l　　　l，t，五　　　　　　　　　73・5　　　　　　　　85．1　　　　　　　　　　92L2　　　　　　　、・63ム5§

　　　　　〔2〕調査の結果　　ヅ　　　　　　　　rt

　第五環節に相當する部分の胃を取拙し其中に存在する食片数を調
査しだる1之茨の結果を樽テピリ1L（但し谷髄十頭につき調査せる年均を

示すア　　　　，

　　・∵屑ご　　食片、齪調査表
　　　　　　　　エ化性新河内〕第四齢｛　一一　i’1闊

豊｛一一一一一t；・一＿一＿　－廟　　　　　　＿＿＿甲vm

試　　臓　　匿
i，　第五環節i’ゴ巾の食片数’
1低噛混’賑1高温賑1　隷黛諜塁i舞薮勢
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第　　一　　1｝m，

第　二二　蝿

第　　三　　瞳

第　　囚　　匝置

1　　326　　　　　142　　　　　43．5
1　　】83　　　　　33　　　　1＆o
l　］2。　　　　14　　　1コ．7

　　　62　　　　　　　　　4　　　　　　　　臨5

　上表によりて見る時は絶食時間同一なる囁に於ては高温騒は低濃

隔に比し食片撒蝦か仁少し。

　次に食片の溝化破壊の欺態を同一環飾の胃につき調査せるに前回

の實験に於けるご同様食片数の存在少なきもの程濾阻⑳程燦進める

事を認めた尻

　　　　　〔：3〕結　　論

　以上の成績により結論すれ｝瓦

（1）高温睡は低温晦に比し溝化機能の速進程度大にし窓嗣中に残溜

する食片数少し食片の溝化破壊程度は食片数の多少置桐炭し食片数

少きものセ嵐破壊程度火なり。

（2）消化機能遽速の程度を食片数により比較すれば騨均温痩9娼

（F）綿度52・7％にて三時間絶食せしめたるものはZF均温〕度74・3（iF）

漁度79・0（％）にて約七碕間絶食せしめたるものに相當せlb。

IIII　第三回實瞼

　　　　　〔1〕供試材料及調査方法

　施行期1・1　　大正十二年春猿期

供試品種｛璽四叢。葡欄

　調査の方法は前二圓ご略同一なるが故に雌には軍に多少異うたる

点のみ述i・t’む。

　前二回の試験は何れも瀦灘度調節呉當を得ざりし爲め温度ご浦化

蓬の關係のみならす曝度關係も之に絆いて梢復維こなり從つて温度

關係を明かにするに困難の点ありき。

　故に本回の實鹸に於ては其の混乱を避けんが爲に灘度を一定こな

し其の影響を同一ならしめ置き灘度のみの攣化による消化關係を調



上田獄繰轟門畢校同窓曾報第＋一號　　　　31

査せんεせb．

　即ち高温1薩低温斑の等髄に分ち高温賊は九十度低湿囁は六十五度

Eなし灘度は何れも七十％bgeなせb。

　本試験は鍛i兇四齢薮揺齢期に於で窯の時期を撰みて行ふ働

　青熟　　　　四齢餉食第一回目　四齢盛麓　五齢起獄　五齢盛猛

　　蒸り瀦×四齢餉飾五囎四齢蹴遜齢臆五齢艦
　特に起蝦を用ひナ4る理由は箪駿施行前獄児の胃申に存狂す適食片

の影響を無からしめんが爲なり。帥ち施行前に於て演食管肉食井の

歎態姻一ならし樋必要あb，二秘要の矧揃二剛こ於囎献
験肴手前ある期間縄奪さして演食管内の食片数を極めで少なからレ

め以つて．其の状態を同一程度に近からしめt3る看なb。

　然れ共之にては多少の不正確鷺免れす，之に反し起訟の未だ餉食

せざる者は胃中に食片を認むる蒙無きを以つて從て共の程度同一一に

蟻聴の購鞭蕪は鰯蝋なり鰯轄轍漁騨顯姦鱗

係蘇麟鱗離鎌灘㈱藩雛鱒輿獄職め繊蘇蓼が賞繊騰撫麟購

供試獄騒⑳撫嵐及絵藥灘測幕羅瀕固鷺法等闘鞭1譲剛難麟撚維

に灘には述iべ争。献瞼幡蓼設くるユ藁爽の勲し。　　　　　　‘

標準隈倒奮騰に入撫》薩畝に於てlia．食し絡り燦る鑓磁を圃爆穿

　　　　　紬⑳　　　　　　te
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　二の固定は五月二十入口に初め六月七日を以て絡りをつげたbi

・・
Vが調査の大部分は八月中に於て行ふ其の調査事項はPtの如し，

　一．消食管内食片の沃度液反慮∴
二．消館内餅の實駿調査（第五環節胃中につき）と・

　三．消食管内食片の破壊程度

　　　　　〔2〕調査の結果
　（1）食片の沃度溶液の反懸を調査したるに標準匿は反懸最も顯著に

して低温画之に家ぎ．これご同一時間を経遍したる高温囁は最も反

癒微弱なり．次圖は就れも國慧支四號×信州飛自F、第五齢盛翼第三

嘔第五環節胃中食片の一部にしてAは標準暉．Bは低温匿・Cは高温

騨り・

　　　’　　　第二圖　食片の沃度反慮の比較

　　　　購姻號・酬舶聯五継蒐箪五輔削の餅の一部

　　　　△…・一標準匝　　　　　　　　　　　　　B…・…低温第三匪

（2）第五環節胃中の食片敷を調査したるに各個体によりて差異ある

も高温匠のものは低温庭に比し其敷少く絶食時間長きものは短き匠

のものより少歎なり。
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．例ぺぱ青熟第四齢起盤に

　　　H就て見るじ低温匝に嬰する

高温匠食片数は第…1・彊に於

ては43・4％・第三厩に於て

起a20．10／o　　第…五［違1｝よ7．806

なる二ご詳細次表に示すが

如し。　　．，

u・一…高出第三瞳

；t @　　　　胃中の桑葉食片敷の調査

’　　　第一表　青熟四齢起慧につきての實験

調査個
体番號

No．1

　2
　3
　4　　1
　cs　I

　　夢

　　茸

轟

謬鰻醐

．　　　　　食　　　　　片　　　　　懸　　（第五環簡胃中の）’

標劉壷〒高翫1低畿1晶〒高纒臓磁1許高鑑塵

877　　　　　6S9　　　　　228　　　　　　2C9　　　　　　29　　　　　　14S　　　　　　　O

82L　　　　521　　　　224　　　　　409　　　　209　　　　　244　　　　　14

754　　　　　504　　　　　］60　　　　　　317　　　　　　7　　　　　　32生　　　　　　6

636　　　　　526　　　　　219　　　　　　828　　　　　　30　　　　　　21勇　　　　　　　2

802　　　　　451　　　　　277　　　　　　161　　　　　　6「）　　　　　　204　　　　　　81

723　　　　　650　　　　　30「5　　　　　39’；　　　　　40　　　　　　152　　　　　　　0

546　　　　　40S　　　　　190　　　　　　413　　　　　　3S　　　　　　　71　　　　　　30

924　　　　　423　　　　　214　　　　　　290　　　　　121　　　　　．307　　　　　　　8

784、　　　　　509　　　　　　101　　　　　　550　　　　　　　97　　　　　　　2L2　　　　　　　17

578　　　　　417　　　　　289　　　　　378　　　　　ろ6　　　　　143　　　　　　0

744．5　　　　503．9　　　　220．7　　　　　345ユ　　　　．　6P．2　　　　　201．7　　　　　15．8

－　　　10Q　　　43・4　　〕00　　　20」　　100　　　7．9

第二表　國猿支四號x信州飛自　第四齢赴獄につきての實験
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留一鰻　一＿一
醐査個
体番盤

’飽1

∵1i：2噛

　　8
．、、4

嬬罫5
』l

煤@6
織，’ A7・

．「

Tユσ一

螺鶴、
ll

義

欝鰻醐

一∴禽　、　丑・　　轍　礫五緩瞬野の）・t’一

磯葬嚇驚：灘繋二謙　こ、ll
　　－～　　一　　匹一　、　　　　478　　　　、　　一　　　　　　］8…匹　　　　　　　一　　　　　　170

　1118　　　　　8｛8　　　　　コ05　　　　　　560　　　　　コ01　　　　　　435．　　　　222

　994　895　趨：・793　103　420　197
　74L　gQ9　22¢．・640　‘75　・490　316

1188　　　　1工36　　　　　2G7　　　tt　743　　　　　161　　　　　306　　　　・264

1218　　　　　7G4　　　　　585　．ジ　’　　603　　　　　　85　　　　　　548　　　　　2tg

ユ158　　　　　702　　　　　585　　r．　　　349　　　　　24L　　　　　　319　　　　　169

ユ62↓　　　　　891　　　　　5，51碧／L：ttt，　　537　　　　　295　　　　　　39｛｝　　　　　37［5

ユ1・11・2・ A蝶㍉69281、9・3・・，・・
’08’5

@丁41　難麟589　250　66・　22正
・3°°9，、1°驚灘1獄5捕　125　64°『314

　一一　　　　　　一　　　　　〇「2些　　　　　　　一　　　　　2S4　　　　　　　＿　　　　　　94

　－　　　　　　　－　　　　　　2，96・　　　　　　　一　「　　　　133　　　　　　　－－　　　　　　166

ユ12恥61　　9！90　　　 43（）．O　　　’597・？　、　27f｝8　　　　451　　　　　208．8

－　　　　　100　“　　　46，7　　　　100　　　　　　45．2　　・　110　　　　　146．9，

ト　・　　冒第三衷　青熟　第四齢盛駕につきての實験

調査個
体番號

ヱ＞o．1

　2
　3
　4
　「5

　6
　7
　8
　9，

　10

挙均

．＿＿．＿．食　　　　．法　　．　数　（第五環節冑中一．め）・n　　　　　　　　　　　　L　　　．　　　　　　　　　　　　　

櫻鞭ll藷綱〒齢轟騰繍高轟「轟1評高轟｝
　ユ072　　　　　344　　　　　210　　　　　　347　　　　　　99　　　，　　23⊥　　　　　130

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　973　　　　　　560　　　　　　344　　　　　　　7　d・1　　　　　289　　　・　　2S3　　　　　　174

1　　　　　　　　、
｝933　8S1　ユ07　770　256　58S　1。6
　⊥335　　　　　FOO　　　　　49ろ　　　　　　480　　　　　126　　　　　　232　　　　　165

　933　　　　　598　　　　　2ろ5　　　　　531　　　　　310　　　　　　585　　　　　　74

ig27　3う5　312　235　】53　2。0’81．
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

目12　823　313°　565　355　351　263
【991．16幌　316・3　46旦9216・5『『372・2．・139・6
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綴鰻醐一　1・・　鵬・。。　・6・71・・　37．・

　第四炎國獄支四號×信州飛自　第四齢盛獄につきての實験

・　調査個
　体番號

　No．1

　　2
　　3
　　14

　　5
　　6
　　7
　　8
　　9
　　コ0

　耶均
封低温囁高温
暉食片数（％）

食　　　片　　　・sv　（第五環節冑中の）

糠綱議羅〒高轟膿1鵬ラ高轟i轟1計副轟・
　1515　’　　　1287　　　　　473　　　　　　884　　　　　365　　　　　　5ミ55　　　　　　6t

　1763　　　　1166　　　　　426　　　　　ユ036　　　．　536　　　　　1148　　　　　205

・　1981　　　　　920　　　　　482　　　　　　952　　　　　41S　，　　　　479　　　　　　66

　1321，，　　　’1100　　　　　　502　　　　　　ユ088　　　　　　267　　　　　　　586　　　　　　202

　1760　　　　　ユ230　　　　　b32　　　　　　961　　　　　624　　　　　　606　　　　　12S

　1230　　　　　1264　　　　　603　　　　　　834　　　　　464　　　　　　δヱ0　　　　　185

　1707　　　　　CO8　　　　　855　　　　　　7’Y3　　　　　510　　　　　　626　　　　　226

　142L　　　　　ユ100　　　　　　670　　　　　　　806　　　　　　342　　　　　　　778　　　　　　248

　1720　　　　　1084　　　　　516　　　　　ユ10S　　　　　490　　　　　　768　　　　　166

　1523　　　　1222　　　　714　　　　　656　　　　364　　　　　250　　　　172

　1594ユ　　　】128．1．　　　D「77．3　　　　911．8　　　　438．0　　　　630、6　　　165．9

　－　　iOO　　5L1　．ユ00　、　4S．O　　lOO　　26．3

@　　第五衷　青熟　第五齢起慧につきての實験
1　　　　　　　　　　嚇

調L

ｸ個
体番猛

No，1

　　2

　　3

　　4
　　．5

　　6
、　　7

　　8

　　9

　10
　ユ1

　12
　ユ3

食　　　片　　　藪「「瀦艇賄i胃中）　　’
壁属1轟嘔〒高轟騰纏鰯聚喬轟諾品1、許高轟

・548　　　　　268　　　　　112　　　　　540　　　　　245　　　　　ユ31　　　　・39

　690　　　　　　271　　　　　　ユ05　　　　　　　464　　　　　　104　　　　　　　143　　　　　　　98

　456　　　　　125　　　　　292　　　　．　414　　　　　Z73　　　　　　260　・　　　．93

478　　　　　260　　　　　142　　　　　　ヱ65　　　　　　44　　　　　　106　　　　　　謄4

　465　　　　　183　　　　　282　　　　　　376　　　　　　82　　　　　　28δ　　　　　　54

・　8S6　　　　　　150　　　　’　　26　　　　　　182　　　　　　17　　　　　　319　　　　　　46

540　　　　　　152　　　　　　13　　　　　　　　101　　　　　　210　　　　　　　446　　　　　　　45

9fll　　　　　223　　　　　1　　　　　’　　720　　　　　20壬　　　　　　378　　　　　　64

　252　　、　　　455　　　F　256　　　　　　448　　　　　　ユ2　　　　　．405　　　　　　19

766　　　　　317　　　　　41　　　　　　123　　　　　142　　　　　　299　　　　　　26

　－　　　　 6L6　　　　　－　　　　　226　　　　　－　　　　　1S7　　　　　＿

　－　　　　　416　　　　　　－　　　　　　448　　　　　　－　　　　　　］67　　　　　－

　－　　　　　　388　　　　　　一　　　　　　　工22　　　　　　－　　　　　　35蕩　　　　　　一
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灘1繍琢一1。。39，9，，，，，　，IOO　’，，　，，　17，2．

鍬表國慧麺號噛醐舶算鋪合起獄にづきての麟　’

14　1＿　s8－L　＿，5些　一　378　L，t・一’
ls．　　　　　　　　一　　…　　P　cs3　Lt．　　．一　　　・　　850，　　　　・一…　　　　　3むタ　　　　　　ー

謝査個
体番號

　茄，、1

　　2
　　3
　　4
　　、5

　　6
　　7
　　8
　　9
　　、］0

　フF均
劉1三量測礒高温

匿食片数（％⊃

「…　　”食　ド　片　　　懲　（第三圧環節塑仁ド）

1癬暁轟葡高轟1論畷鷲劃轟論轟
ig55　212　285　2，i6　156．　2。2　50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
1　　　900　　　　　　338　　　　　　262　　　　　　　330　　　　　　233　　／一　、，　215　　　　　　1SS

　645　　1　　　男6S　　　　　ユ14　　　　　　272　　　　　　89　　　　　　コ68　　　　　　56

　612　　　　　6，S　　　　　152　　　　　　563　　　　　　92　　　．　　］98　　　　　　49　’

　tl　：，8　　　　　253　　　　　1SO　　　　　　2δ5　　　　　］34　　　　　　13S　　　　　156

　367　　　「　Cl3S　　　　　221　　’　　　405　　　　　　74　　　　　　164　　　・　　93

　1202　　　　　680　　　　　225　　　　　　545　　　　　．237　　　．　　　212　　　　　1．32

　815　　　　　612　　　　　261　　　　　　2丹8　　　　　ユ46　　　　　　223　　　ミ　？r19・’

！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　SIL）　　　　　80　・1　　　　　325　　　　　　3墨4　　　　　123　　　　　　135　　　　　柔95

　SO4．512　「174　4＄0　，ユ24　284　142
　75ヤ㌧0　　・　＜199．0　　’　229．9　　　－　37rO　8　　　　1408－t　　　190．3　　　　128．0

　　－　　　　　100　　　　　　46．1　．’　　10D　　　　　　37・9　、　『　工00　　　　　　67’3

禽　　第七表　冑熟　第五齢盛獄につきての實瞼

調査個
体番號

No．1

　2
　3
　4
　，5

　6
　7
　8
　9
　10

食『 @　．片　　　敷　（第五櫛了欄中の）

標鞄轟論轟騰囁論藷1浩、隔瓢轟
1　　2725　　　　　96dl　　　　584　　　　　⊥095　　　　　964　　　　　　924　　　　　262

’　　1385　　　　　412　　　　　90－i　　　　　9δ2　　　　　436　　　　　1212　　　　　2£0

　3044　　　　1741　．　　コ2）1　　　　　545　　　　　工0ろ　　　　　　924　　　　　2tjl

　2320　　　　　2334　，　　　1744　　　　　　　77⊥　　　　　　2S4　　　　　　　896　　　　　　452

1　　2995　　　　　2168　　　　　　921　　　　　　1320　　　　　　405　　，　　　1212　　　　　　39ろ

魔幾1雛1111・1：ltt叢1認
26Sg　　　　　S6L　　　　　‘：OS　　　　　　60」』　　　　正70↓　　　　　463　　　　　185

204S　　　　lISδ　　　　1224　　　　　1364　　　　1201　　　　　6〔〕4　　　　　’88S．

3193　　　　　8S5　　　　　1コ16　　　、　　　921　　　　　五248　　　　　　968　　　　　3δ〔㍉
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　　1i　ll

　　12

　　13

　　14

　　15

　軍均，
封鶴温幅高温
職片敷（％）1

　一　　　　一　　　　一　　　1480　　　－　　　　732　　　＿

　一　　　　　　一　　　　　　一　　　’　哩1302　　　　　　－」r　　　　　I624　　　　　　－

一　　一“　＿ヨ禰2　＿　1222　＿
　＿　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　1　　6ζ）8　　　　　　　」編L　　　　　　1080　　　　　　　－

　一　　　一　　　雛、、、照6麓1　　－　　　992　　＿

’2167．61409・1麟搭勲踊伽7学9，11・53・38且1
　－　　　　　　100　　　　　』62彗9　　，，・．’”IIOO　　　　　．7｛），8　　　　　100　　　　　　24．9

第八表　國獄支四號×信州飛訂第滋欝盛懲にづきての實験’

調査個
体番號

No．1

　2
　3
　4
　5　’

　6
　7
　8
　9
　10

李均
封低温腿高温
！食汁鍛（％．

【陶編謡誌臨慧籍詳誌雫葬
　2840　　　　　1S・23　　　　　1　5　IT）　　’　　2畦菖3　　　　　1お16　　　　　　142正　　　　1321

　3440　18”96　1320扇轍6　1488　1482　1288
　2420　　　　2064　　　　　1432　　　　　2002　　　　　五248　　　　　1920　　　　　1083

　2820　　　　176δ　　　，1㌘41　’　1　1999　　　　N58　　　　1160　　　　912

　18　　　　　　　2448　　　　　［428　　　　　2168　　　　　1215　　　　　’　899　　　　　1418

　1920　　　　　2騨04　　　　　1583　　　　　　160δ　　　　　1201　　　　　1401　　　　コ075

13041　2156　149S　ユ241　1060　］624．ユ032
　3192　　　　ユ565　　　　967　　　　　142墨　　　　13＋8　　　　・1589　　　　1165

　3J’｝91　　　　2395　　　　1483　　　　　1δ63・　　　i69異　　　　　1664、　　　　1．4窄0

　2445　　　　20，4　　　　1423　　　　　21・28　　　　　968　　　　　2168　　　　1024

　27b8．6　　　2047．O　　　ユ438．7　　　　1822．9　　　12696　　　　1532．S　　　11　7・3．8

　　－　　　　10Q　　　　・703　　　 100　　　　696　　　 100　　　　’1”A　．6

kttの結果によれば瀧機能は同一灘度の場合に於ては融嘔は

低灘匠に比し促進せらる5こご明なるも時期によりて其促進程度に

差躯り。餅ぢ趣獄時に於で速に盛獄時に於て邊し。ぐ鎗三曲）

　胃中嚢片数答随共國獄支四號×信州飛自は・瀞熟に比して多し其

塗ヒは青熟の食片敷に此し標準1鼠に於て125－145％　絶食後の各麗に

於てユ20－220％也（一．二の例外あるここれを除く）1’ i第十表）

而して響冨食片数の標準匝に比して減少する歩合ぽ輌品種の間’に

於七大差あちす。（第十一表）



38　　　　上田藪綜專門學校同窓會報第十一號　　　　，

第三圖　食片敏の比較　　（青熟四齢起簸第五環節胃中の食片の全部）

A．低温第三匠

B．高温第三匝

第九表　低温匿に封する高温唾の食片数％

期　　　別　li第一匝　第三K・　第五匹

青熟第四齢，起戴
　〃　　　，〃　　　盛　簸

　〃　第五齢　起　蛮
　〃　　　〃　　　盛　簸
國窟支四號x信州飛白第四齢担童

　　〃　　　　　　〃　盛獄

　　〃　　　　　第五齢起獄

　　〃　　「　ク蜷
1

43、4　　　　　　　・　20．1　　　　　　　　　　7．8

52．3　　　　　　　　46．7層　　　　　　37．5

49．2　　　　　　　　　39．9　　　　　　　　172

b2．8　　　．　　　　　79’8　　　　　　　　24・9

46．7　　　　　　　　　45．2　　　　　　　　46．3

51．1　　　　　　　　　48．0　　1　　　　　26．3

46．1　　　　　　　　　37．9　　　　　　　　673

703　　　　　　 69．6　　　　　　76．6

第十表食片敷及封青熟．國慧支四號×信州飛自食片数歩合

試　瞼　匠

　　　標準匪
第四齢第一匠

趣慧第三偏
　　　第五圃

青　副贈支齢信州、
鰭鵬距灰測副高甑

r　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　775　　　　　　　　1　　　　　　　1126

　　5U9　2211　919　430
　　345　　　　　　　｛｝9　　卜　　　　C98　　　　　　2：」

　　・・2　1・じ4512・・

封青熟．國鷺支四號×
情州飛白食片藪％

低温刷高麗

　］45

181　　　194

173　　　392

223　　　　　1306



上曜纏1”エ，學穣醐、鮮・鰍ご伽　　3臼

　　標準副1　991
　　　　　　　　　　　　　＋第四齢　第v・・1匿1　　604　　1319

盛搬第主魎　　4631216
　　　　－　　　　　　　　　　　　ト
　　第五隔　　　372　　！40

筋齢難認：1！∴評『1駿

　z594
1128　　，，　　r）77

612　　　438

631　　　166

　141
187　　t／183

197　　　203

170　　　118

　　　　　　　309　　123．・．起盤第三1醸

　　第五匠、・．2PB．贈・49・

　㍉棚準匿
第…託齢第一瞳

盛叢第三臓
　　第u”Ll畷

　・・7r｝　’1・・
499　　監　」　　230「　　　　　　131）‘　　　　　コ4｛｝

．1371　・＿：・、141r　　2L）O　’・116・

　　　　しユ90　　　．　、，　1．38．・　　　　　　　67　　　　　　　2β1

　　　　　1
i．・ @：1　．i・216S　　ロ　11　　　　　　　　：27t）9　・　’　・－　　　　　　　　　　127

n　・ユ409　　　、　　S84　　’lv　．　2047　．　，　　1438　　　　　　ユ43　　　：　－t162・

　　　　　　　　　　　　　　187　　　i63．　975，，　　　　779　，　　　　　　　182，3　　、，ユ270
旨。53r　38引醜∵，：曜旧4・　3・7
t

標準臨の食片数に墾蠣魏癖鰍罐懸藪歩奪黎欝瞳罐鯵劃騨

嘔｝・励ては編を懸瞬馨鱒も高撫麟獅聯轟麟
聯・6箇・％砂麟叢群暉に動ては鞭瞬於騨鞠
く期少歩舗齢轍鞭靴励御・於黛鞘曄晦欝

片鍮灘雛欝臨1，t／．1響
　　　第十L駿礫鋼副こ郵轟洛實鹸麗め鱒緻％t、t・＿／．鷺i

　　　　　　　　－　　　　　 ＿＿ny．＿＿”ri　t

期別　 實験馬

第四齢

趨盤

第一匠

第5匹
第五匠

第四齢

．盛簸

瀞　　　r　　熟

ttc講陣隣wa　一匿

68．3　　　・　　　　　　29．7

甥　　19・3
‘2詳霊｝　　　　　・　ト　　　2、1

纂；慶｝

第五嘱

　　　第＿匠！1
第五齢
　　　第．露1亟1
・超窟『
　　　第五臨

購購四聾x嗜糊懸白藏1

織温釧高轍麟
　　　　　’一讐一
、8耶　　　　3寧・2駕
騨　　：’，’，　o．1’i獄

4Q－1　職1卵、
・一 ﾀ1・O　　I｛　tt　・　　　　3レ9　　　　　　　　　708　　　　　　　　　　　36，2

灘1総鷲撒懸卜羅翻噸諮，

51、8　　　　　　　　　　25．5

ち1，1．　　　20・4

469　　　　　8．1’　・　　、　1、・．、　・．　　　　’：

6あ9　　　　　圏　　　　　30．4

48．8．　　　　　　　　　18，6

L　　　’　　　　　　

25．1　　　　　169
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　　　第一匠第五齢

　　　第三匠
縢i簸
　　　第五匠

1　　　　　　　　　　　　　　742　　　　　　　　　　52．0　　65．0　　　　　　　408

r　　　　　　450　　　　　　　　　　　339　　　　　　　　　66．1　　　　　　　　　　460

1　　48．6　　　　　　　　　　】7．6　　　　　　　　　　　　　　556　　　　　　　42°6

（3）胃中食片の溜化破壊状態を槍するに前二回の實験ご同様標準匿一

は消化破壌せら虻けこる食片の混在する二’Le稀にして鏡瞼上親野明瞭

なり（第四圖A）而して絶食時間長きものは短きものよb．　同一繕．

食時間に於ては高温匠は低温薩よりも滑化破壊程度進み破壊せられ

たる食片を多数混在す．叉食片数少きものは食片の破壊消化程度進

み且消化破壊せられたる食片の混在せる事多し。（第四圖）

　　　第四圖　食片の消化破壊の状態　（約lbO倍）
　　　　°青熟第五齢起鍛第征環節胃中の食片

　〔3〕結　論

（1、食片の沃度溶

液反慮は低温のも

のは高温のものに

比して顯著なり。

（2）同一環節胃中

に於ける食片数は一

高温匠は低温匿に

於けるよりも少く

其割合は低温旺に

樹し高温匠青熟四、

齢第一匠にありて

は43－52％　同第
三三雲藍をま20－－46多6　　’

同第五匿は7－37’

％なり

　　　　　　A’標準匠　　　　　　　　　　省國獄支四號×

信州飛自は青熟に比し各匿共に多し．其比は標準匿に於て25－45％

多く其他の各轟に於ては20－120％多し゜（一二の例外あるも）
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　而して胃中食片の標準涯に劉して減少する歩合は大差なきも二品

種共に起藍は盛獄に比し同一時間内の減少歩合大なb。

　　　　　　　　　るe　　化
・　　　　　　　　°　　もら　破
　　　　　　　　　のれ　埋

＿　　　　も

分



42　　　　　上田億綜鮎く門學校同窓會報第十一號

（3）食片の状態を見るに其少きものは消化破駿の程度進み且破壊せ

る食片の混在せるこご多し。、”　　　；－i／．　：　紅，、パゴ

　　　　v　総ゾ…括輪　晒ノき　艦ガ丁・鱗　1

肚細の蹴麟を徽ず靴　”鍵蓮灘総刻
（1）餅の沃度溶灘懸賄無不定にして謝禰鱗驚麹鑛・
（2個一環節騨嬢騰は酬罷蘭・凱イ艦購融鞭郵，蕪

減少する程度聴灘曝鋤・齢て大なり肚饗騨禰の
品棚誘りても剛繋なり．其詳糸購嫉の如瞬・，／・・、、

　　　　　　　食片の減少齢比較　、　［窺，、1
　　　　　　　　謝低温嚥翻懸輩食片繍少歩合26農　　　　」㌧　　　　　1ン

」li誉・熟　第誠齢1蜘　・・…1　’一　㌧　　慧

・llニィ・牲納醐・・劃・3・5－S・・　－　11…1・・51　i

　費　　熱　　　第四齢起獄

り　　　”　働　第四齢盛澱
哩ノ

　　　”　　　郷聯罎臨

　　　”　　　第…rL齢盛黛

繍難F櫛・糊
　　　ク　　　錦四齢銀聡3

　　　〃　・　第五齢想轍

　　　ク　　　舞瓶贈盛蔽

43．4　　　　　201　　　　　　7．8　　　　　　　－　　　．　　　一

　　　ノ
5i～3　　’　46．7　　　　375　　　　　－　　　　　　一一

49．2　　　　－t　　39　9　　・　　㌦17．2，　　　　　　一　　”　　1　－

・細S　・79，8　　2這．9…　　＿←、　　＿

4（L7　　　　　4ξ～．2　　　　　｛IG，3　　　　　　－　　　　　　　－

51i　　　　　48，0　　　　　26．3　　　　　　　－　　　　　　　－

46．1　　　　37．9　　　　　67．3　’　　　　一　　　　　　　一

70，3　　　　　69．6　　　　　　76．6　　　　　　　－　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　1
（3）剣徴の減少程度を鰍及第＋一衰1二よりて比較する嫡灘4

の三時間縄食は低温隈の七時時食片ご相類似せるも一般に前溝爆後

者よりも食片獄少し。

（4）食片の形態調査に於ては餐實瞼を麺じ食片激少きものは婁消化

破壊の程度遜み叉淘化破壌せ渉れた為食片の混在駁多し。

　以上の關係は趨難當時に於て4寺に甚だしく盛食期に於ては著るじ

からす。　　　　　　　　　・

　附証一本實瞼かなすに常り本校敏授一JI：上博士樋口琢磨域の指導に侯つこと多く，・叉
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第一個實験は越智燈獣第二回實瞼は米田俊雄，第三回實輸は泌水衛敏．瀞木孝功

諸氏の援助な得六り　蜘二共匿渉心深謝す

VI　養鑓上に於ける慮用

　以上の實験結果を通観してこれを實地に憾用せんごするこε次の

如し。

　獄兇飼育上獄兇が喰下しtzる桑葉片が胃中に於で潰化吸牧せらる

るご否Sに拘はらす食桑旺盛にして俳泄速やかなれば，＄合桑を頻繁に

行．よざるべからす然して給桑を行ふには胃中食片の減少程度を悉知

し之れに適懸する楼給桑時を定めざるべからす。

　胃中食片の賊少程度を知らんが爲め第三回實験に微し（二晶種李

均）減少しfzる食片敷を鋒出比較するに低温囁にあ？）ては第一臓ご

第二囁この間に於て減少せる激最も多く其前後に於ては著しからざ

るも高温践は第一匪に至るの間に於て最も渉く減じ其の以後は漸次

少し。

　胃中食片の賊少せる制合は食下後の温度により叉食下後の維過時

間により略一一定の傾向を有する二ご高低各磁の食片減数調査により

明なる所なり．然して其正確なる撒字は更に詳細なる實験に倹たざ

るべからすご雛も今本實験の結果を基礎こし高低各瞳に於て胃中食

片の同程度に賊少する時間を甥照すれば次の如し．

　低温睡ご高温随の翼兇胃中の食片が同数に戯少する時間の甥照
　　　　　　時　分　　　11芋　A　　　断　分　　　時　分　　　［1．￥　分　tS　ihV　b　　　眸　SF
　｛氏泓置随　　　　2．0（，　　　3，00　　　4，00　　　5．00　　　6．00　　　7．00　　　8．00

　高温薩　　0．48　1．12　1．36　2．00　2・24　2・48　3，12

　以上結果・により低温時に於て一日三回給桑するものこせば高温時

に於ては（温度は就れも70％ンヒ乃至入回の給桑をなすべき割奮なる

を知る街上表を墓礎こして低温時の一日中の給桑回数を假定しこれ

に該當する高温時の給桑回敷を示せば次の如し。

輿糟繍、羅3。4。5，6、P，71，こすれば

訓灘蘂灘7－81012茎517’魔なる


