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抄　　　録

麟カムボヂヤに於ける養獄

　　Fa，　bve，　A．　La　SC・viculture　au　Calnbodge．　Bull．6eon・Intlochine）

　　XXVI，　No，158，　pp．65－77．　Han（yi－Haiphollg，　Jnnuary－r－

　　IFebrutLry．　ユ923・　　　　　　　　　　　　　°

　　カンボチヤに於ける獄兇の大敵はやはリタキナの寄生である。此

　の成鵡は夕方朋化し出で産卵せむごして五六時間駕室附近を俳嗣

　し雌は三乃至西日聞生存する。其の間に100以上の卵を慧見の表面

叉は皮下に産附する此の卵から幼鍛は三日の後に螢生する。此の幼

鐡はアIVヵり性の液を分泌して皮部を通過し以て獄兇の脂肪組織に

到達する。而て獄兇が繭中に居る間に出て來るのである。幼轟の螢

育の如何は獄のFat　bodyに依り支配さる。而て寄生を受けた獄ば他

　の獄よりも早く結繭する。繭を出t2幼錨は地上に輔化の塀斯を探索

するが蜻化後十二乃至廿五日間で球罎になる。此のタギナの天敵に

　は蜘蛛小鳥及小ヤ毛リ即Hemidacもylus倉en｝・tusご稠1するものがある。

同様なるタキナは「youkiu地方にも居るが此所では微粒子病のgerm’を

，傳搬するご考べられて居る。’即微粒子病に浸されたる獄から登生し

tこタキナの球鐙はヌ病原9潜在せ胡暦を健全な獄見に産附する’ue云

　ふのである。（八木）

　　　　　　　　　　　t

　　　　　　　　團獄兇の装育曲線

　Jucci）C・　SUIIa　L’urllva　d1　sviluPPo　d¢1　1｝tlco　da，＞je七a．〔Onthe　｛ヨev

ト　elopment　cllrve　ob　tlie　silk　waz’m，〕Boll，　Lab，　Zoo1．　Gen．　Agrar．

　R．SCuela　Sups．　Agric．，　XV工，　Pp。59－－136，5chart．　Rartici，．］922

　此の詳細な獄見の登育に樹する研究の結論は獄児の獲育．ヒ最も重

要なる時期は第一齢に在るご云ふのである。各齢將來の麟育は共に
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先だつ脱皮期に支配さるtsものであるごす。故に非常なる注意は第

一齢に於て。次では脱皮期に興へらる＾ξきものである．（八木）

躍南清に於ける養獄業

　H乱wεLrd，αW．　The　S」rie　Llbure　ln・lti　gbry叱）f　S，1七11　C貞L乱．　C∴1も，！1

　C｝）risthu1〈）al1．プC｝しII　Agrie．，32　PP．，4pltttes，　C・fi・lltam，」とmua・ry　1223

　此の書は南支那に於ける各種の養獄に關する黙項を記してあり最

後の章に於て如何にして此の業を獲展さす可きかを論じて居る。

（八木）r－，　　　　　　　　　　・

　　　　圏天然絹綜ご八造絹綜この比較
　B

　Ad（）lf　RoseuzwQig．．A．rtifigial　Silk　Corvpfired＆Beal　SilJc．　Tlie　Ame－－

　rican　Siik　Journal，　VOL．）．　LI工，　No。2，4．1923、

広造絹緯は人類に依て造られナこ唯一の締條である’。そして入造絹

tw　S天然絹鯨このみが此の軍界に於ける”Ol］e　Piece’i’」］　1i　readsであ

る。他の凡ての綜條は短k繊維が互に撚合さつて構成さ、れて居る。

此の重要な点に於て爾者は相似て居り他の締條よりも勝つて居る。

此の當然の結果こしで爾者は李滑にして光澤がある。此の聚滑ご光

澤ごは入造絹緯の方が天然絹綜よりも遙かに張い。光澤は美の問題

であつて。1前者の光澤を好む人。もあるが纒瞼のある馴恨の士は後煮

を選む。言はば人造絹緯は天然絹緯の光澤を模微せんこして犀るほ

ど此の性質は人造絹緯にごつて不利盆である．。また人造絹綜は余り

卒滑すぎる．これは一般に緻密な織物を造る障害こなる。之を防ぐ

には強い撚を掛けて綜を硬くするか叉余り嬰ましからぬ腱理を施さ

なければなら5・い、之で莫大小製造に於ける大成功は綜の周bにし

つかり審き付けてたるござを防いだだめである。然し4S滑は利i盆に

なるこ’keもある。容易に竣を受けない叉容易に掃ひ落す二ごが出來

る。ネクタnやそれに類似のものは天然絹糸糸のものよ』りもながく縞L

麗に保たれる9
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　入遣絹緯あ比重は水に比して1・30にして天然絹縣の比電は1・o「o乃

至1・56祁鈎1・53である。85オンスの天然絹縣の占むる蕩所を人造絹

綜にて満すには100オソスを要す観之は大然絹綜ご競雫する鵬合
には天然縞練あ＄2，80は＄3135を意味する。比重に關する上の計算に

は綜の申に含まれて居る塞氣が除外せられて居る。然し織物の中に

は瀦蕨硬つ爆の室氣を以？て1靴されて聯．馳て其の．
　，　　　　　　　　　　　　　　t　　，　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　”　　　　　　　　　ミ゜

占むる室間はその察氣の量に準じて増加する。故に容積を考へ僻ナ、

ればならない。’ Rし之は華だ面倒なこごである。天然絹締ぱ生縣の

麟繰色し礪郁て熔徹異にして居る。撚が強ければ写恥
ほざ容積は小さくなる．このこ劇ま齢は脇が臓絹総樋屠

せられる。

　著者ほ鎧で50デ呂一ルの天避絹綜ごユ2巾の生綜及50デi一ノレ㊥練

綜セの容積を比較しt3。人蓬絹綜の直穫は151／nの式にて表ばされ

50　S“i－7vの人1造絹綜は113mの直裡を示す．鼓にIl嫉長さ10．000米

の緯條の重を犀で表はしだ敷にして」結果は3クロンを示す・換言

すれば1糎の場所を被覆するためには50　f“ニーノレの入萢輝鯨90奉を，

要する識勧離は141／・で表はされ1坤の躰生綜68本で1糎

の瘍所を被覆するに充分である。　　　　　．、　　　、＿，t

　rtさて12中の綜68本は816デニ・一ノtZに相當し．50デニーノvの緯90本・

は捌弾納・相幽る鞠；塒辮砒較しナ・天然絹辮
被覆ガ》｝Coverin3　Power”1ま816に翁レて4・500帥ち約5「倍aiyJ上で

ある。　：．のこどは天飾総臓して人造徽の＄2・8・は＄15・4・を

意味する。

　然し稼覆力は全黍積で嫁なく只其の1方面に過ぎない・他の方面

を考へるために著者は5，Q　7“，‘　r2vの人懸絹綜ご50テ㌧一彫の練綜ε

を廠しナ、．面鋤計算は麟して糸論を鰹れば燃絹御犠

は嘩糸辮の却吻2倍である・從つて上記の儂梱搾積のみ1騨
て言へば人造絹縣の＄2；801ま天然絹綜に比して＄5・60を意昧する。

　然』し其の他の物理的牲質も非常に重要な問題である．が其↑問題に

に入る前に一言して置きたい。者し人造絹綜の外観が天然絹綜ご一
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　致したこしても其の内容を探究すれば爾・薪全然相異るものなるこご

｝熔易に鯉殉そしワ・造絹縣は世入の考へて居るほ蘇然徽

　に蓬つご脆瞼なものではない。爾者は夫々廣大な用途を有するので

饗嵐糊纏継る・ため｝こ天㈱磯糊せる・

　瀦は今人造絹総天然絹総のブリー・…一キング．・ング袖・e曲g

Ie1〕gtl吻巌し賜る語々｝よ蜷絹縦綿眼く似鮒料こし
　て肇争しtこ絹綜を有するのに生綜を以て比較するこtsrは明かに間違

つて居今・　2；：し染齢恥・行はit・t・・Sすれば生総染飢ナ・繍

　ざは共のブリー一一キング　レンぞス嫉等しい。例へば27デニーノuの生

緯経鯨が108屍で切断したこすれば之は約40．000礪のブリ＿キング

ヒングスを意味する・精練するs2は21デ＝・p－・腿なり84屍に醐

蜘る・　・Zはま綱じく…卿悪のブリー・ングーグ・を蘇

するr　　・　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　’

　然し之は精練工程が完全に行はれた蕩合に限り．多くの瘍合には

絹繍媒瞬籾の操作に於て可なう損傷する．從つてブリ＿キ沙

劉グ裾相當に融する・極めて輕い染解細贈損鰯る：・。e
はない・普通の撚の柵はブリ・一一　itング〃グスを翻防る露

太さを増加しない。然し縣條の緊張壌の不齊はブソーキ｝グ，レン

グそ潔減少する。t合綜ぽ一般に輩孫タリも良好なブソーキング　V

ンPH．を示す詫は二方の徽鰯点，1（よ他の雛娠較鰯蟻に．

合さるから鋤る・君し鰍が完殉・行はるれば2本合はせて撚つ

たものはガ唖ングレ・グス瞳イヒしない・’（・本以玲せナ・も

のはi噌加する）。

　天然絹練は其の品質に依1ブソ　・一キレグ　yングスをse　（：して居

攣認即Pキン加揮糸肩纏購級脳
　現今に於に中庸の品質の天然絹縣ご中庸の品質八造絹綜このプリ

ンキング@レングスを比較して次圖の如き結果を得た材料は1紐以
よから夫存試験紡工，QOO本宛探つた。
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　　　　　　　　　　　　第　　　一　　　圓　　　・

　　　　段ご鍛葡　　本　　　敬
　　　　78≧778…・……鱒・…・・10
　　　　8　　　10・000・・………・…・・・……，＿，＿　40

　　　　9　　　12．222・……1…・・…t・・…一・・…・…’…・…・。・・IOO

　　　　lO　　I2．444……・…3・……・・t…・・・・・・　…叩。・岡……230

　　　　11　　13．666・…・……・…・6・r’一・………t■…・・・・・……・・……の250

　　　　12　　14．888・・榊…・………■・g・……………∵…・・…鱈210

　　　　13　　　】6．ljo・g………・・・・・・・…。・12・・………rr・・…∵130　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t”

　　　　瑚1：講：：：：：：：：：：：蹴瀞9蝿糸騰

　　　　16　　　19．776…・・■■・…・鱒・・。！・・…　……・…・・21

　　　　17　　20・998・…・………・・…・・…・・・・・・・…　…＿24

　　　　18　　22220………・…・・・・・・・…　……・・…i……・27

　　　　19　　23・442…。・…・・・…騨……・・・……・……∵－tt＿・，30

　　　　20　　24・664…・・………・・…・…餌・・…一一。・、…・叩＿．33

　　　　i窺ll｛iiiii｛三；i三三二iiiiliiiil三il；i三｛1三llぺ騰

　　　　24　　29．652・・………・…・・……・・…・・s…・・■・一」・・一・…一・・榊・…45

　　　　25　　　3σ6774…・・鱒…　。・川・・。・・……　……・…・・鴨・…・…　…・…｝…・・馴聴…岡，48

　　　　26　　　31．996　・……　…・…騨・…・・・・・・・・…　…・・。・…。一■・…　………・・・…　…・……51

　　　　27　　
33壷218・四7輔。・・・・・・…　軸…　t－・・・…　鱒・・馳・・響・．“閃7網・・御の…・榊・鱒。・．・”、．．、．い駐．．”暉54

　　　　28　　34．4401・……・韓…・・・…－t・・…”・叩・…鱒……一一・…・…………　…四・・……齢帥・・57

　　　　春8驚：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：L：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：蕊56

　　　　31L　　38．106・・・・・…山…h巾…瞳り・…・…鱒・簡・…・・鱒・…・…　…・一・・……54

　　　　32　　39．328・睡・…・……J・…・。…。・…………・。……………・・…・・…・・53

　　　　33　　40．550……騨・・…T“・…・・………・・－t・一…・・…・…・…・…”…－52

　　　　34　　4L772・鱒…・…・…t…閃一・……｝…鱒…一旧．．。卿・．．”51

　　　　35　　42・994・…t…　…騨・………　一＋・一・一・・…jt・。・……・・，・．＿’50

　　　　36　　44。219り……・・・・・……・…。……。・。…・…　恥…・・…38

　　　37　　45438…∵・∵・……・・帥・・鱒け・一旧一…・…・…20

上の比較の表に依つて最初・氣の附ぐこごは入造繍は第膿か

ら第辞段までの8段に亘るのみにして天然絹緯は第9段から第37段

までの29段に亘賛聯こごである漕i1駄造絹鋤搬は天蜘
綜の各段よ殖多くの縮の数を抱含し嘱るこNS　ff’ある∴鳩絹

縣の各段の縣條の数を失ダ10で割るご共の商は正確に現往あもあ暑

一致する割韓なる・實鍬造徽欄糸騰鰍毛纐他多く撫
條には2躰脛1°°本の試騨を探1・ば充分である々・天然儲の原

料たる繭が非常に不齊な綜條から出來て居るからやある。人造絹綜

の雛は全然シリン1”y・ab・・ではなY・がraかに鱗である．其のth

之を10本乃圭15本合せて完全な緋條にするのであるから天然絹綜の

倒底成し得ない高度に均齊である。

　其の次に氣の附くこごは．緊張に調する強力が考へられる範園内
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に於ては人造絹総が決定的に弱い二ごである。然し吾々は爾者の張

さの正確な關係を知りたいご思ふが数學は纒瞼の淺い讃者には了解

し難いから簡軍な方法を試る。前記の表の内人遣絹緯の方では第12

段乃至第14段天然儲の方では第29段乃錦37段は不必要である

から之等は棄てる゜第7段乃至11段．及第9段乃至第28舞1；記した

縣條激を夫々鋒循的に累計して次の表を得る。

　　　　　　　　　　　第　　　二　　圃

　　　　段ず嫉ング　累庸本数　　　1
　　　　78．778＿＿．叩。・…・。一…t－101

　　　　8　　　10．000・……・…・…・・……・…　閃…ウ・50

　　　　9　　　11．222・・鱒…　1鱒…・…　………・・……・…　　……150　　　　　　　　　　　tl　’

　　　10　　國12．444・……・・…4・……・……・・…・……・・…・・…畳』；・・…・・3君0　　　　竃

　　　　1113．666・一……・1・・…一・∵…一…∵…・・一…一・・；一…－630

　　　12　　　王4888・…・・・…　’t。…　闘・・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　13　　　16．110・・・・・…　……　…・顧・31　　　　　　　’　　，　　　　　　　　　」　　　　　　‘

　　　　14　　　17．332＿．＿＿＿．．．＿＿，＿，46

　　　・15　　　　王8．554・6・……　……・・…　鱒・・…　…　64

　　　　16　　19．776・……・…・…・・……・t－・・……・85

　　　　17　　　20，998…・・・…　…・……・…・…・・…・・・・・…　109

　　　　18　　　22220…。・…・・∴・…・鱒・・………・…　φ・。…　t・。・j36　　　　　「　　　　　　　　　、　・

　　　　19　　　23．442………　…・…　…・…・…鱒…・…・伽……166
　　　20　　　24664……・・…・；・♂・…・・…　…・…；，・一，＿・・．．＿，・＿1gg　’

　　　　21　　25．886・……・…・・・…　…・：・…・……　殉・・…鱒・・………・・235

　　　22　　　27．708・。・。…・…・・・…　……・…・…・り・・・…　6…ニ………・。。・・274

　　　　23　　　28330・・碑鱒・……・・…・。…乙・・…・・……・・・…　’。・…　………・・…316

　　　　24　σ　29．552………・・・……・…t。・……・・恥…・・。・…・・…　……；……・・361’　　　g

　　　　25　　　36．774…　閃・・師・…　9。・・・・・…　鴨・Q・・…　の・・…　
・．・…㌧・脚・・り・・軸・門…

@。的・；409

1・
P難1：葉iill磁聾il髭：llli盤監；i護；鍵駄1＼『

第土圖に付いて。入造絹蒜②ブ｝1、一キグ・％×グス12・444石瞬

勲羅本藪は38・本⑳り・a666石瞬卿騨本騨63P本である
從つて5・・本に鋸す解阯キンダ贈ングスはユ3脚駅あるe’

　累計514本の天糊繍勲ては，33：31晦◎460本興遡石騨ブ・

り一キング、〃グ癩示魂椥；aQQ本砺轍争岬・gol！幅で・

ある。蜘・瀦の賑幽する勤の1粥騨、　．、　・、
　　　，【13・0含0鋤3鉱901即ちユ・P90調2！525・　．：／．・　’・　、一　t

編鋤ま天舗総人繍榊馳勲僻けの脹力騨へ得る・
　同じ強力を有するt：めに、は中厩璽贔倖の爾青では次の如き繊度勢

要する。　　　　　L　　　　　　　t，　、！1．　幽’　　　．　　　・黙
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　人絹＝40＿50．60．7Q・80・9・P・100・200・300・500・
　天糸鷲　＝　　ユ6．　20．　24・、　2S・　32・　36・　　40・　　80〆　120。　200・

人造絹緯1封度の償が＄2・80ご云ふ二ごは強力に就て天然絹SS，’ge比

較するご綱・07を意味する．（榊原抄澤）

　　　　　　　　翻母親ま量イ專に就て

　　　翻礎傳に拠蘇の深・職遺鰹襯獅愈d913糊めて触鮭ρ歌、
　　　究に擦て是艇緋に公にぜられて以來剛囎士・渡邊農學士Ptの他の諸學者に，

　　　よる此種の研究篠閏し或種の卵色及化性の瀧傳は殆ご母親遣簿なる特別現象に

　　　依て訊明tfらivて來†：のであるが今回宇田Pt・ヒの研究が獲表ぜらるる配吸んで

　　　從來信tiられた母親遺傳の現象は殆ど其の根擦な失はねばならぬ立傷に至t：一の

　　　である．今吹に同博士の論女の概嬰秘紹介し旦つ其の解設試み聯か同志の参考

　　．．，・g供する嬬である．（抄舘す）・　　　想1
　　　耳．，U面一〇パ，M晦rna！Inlleri七ance．”Genetics，　vQl．．8，．　No．4，＿

　　　　　Jllly　1923．

　　　　　　　〔1〕　緒　　論

或性輩が主ξ，して卵のみの影響を劉ナて畿現するの故を以て階

親遽傳』ご聡する特殊の遣傳襟式の存在する事は周知の事實である

か5る性質も亦互に相斡形質（fNllel。morphs）をなしてMendelの法則

に從ぶ可き事も証明せられて居る。襲に外山博士が獄卵色の研究上

初めて母親遺傳なる言葉を用ひて錫來多大の興味を集めて嘆毬に其’

の存在を力強く裏書きせらる〉に至た。從て母親遽傳の定義は今日

迄の庭極めて暖昧であつて．未だ朋瞭に其の存在の理由を謹明し7Z

者が無く照Qrg韻氏によれば産卵當時に於て既に卵細胞中に存在せ

る物質に因て現はる、遺傳現象を母親遣傳ご解し．田中博土は其の

著獄の遺傳講話に於て母親遽憾の特微を記して一母親遺傳の分離は蛾
　　　　　　　　　　　　　f
廣によつて起り各蛾涯が夫々優性又は劣性のみを現はし．從て一一y－t蛾

囁中に優劣の二色を混する事がないこせられて居る。

　著者は是等の翻述並に業の存在に樹して拶大の疑を懐かれ其の解
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決の爲に1918年より褐色卯ご普通色卵この交難試験を行ひ下記結果

に徴して從來の謬見を改め且つ正當なる解繹を試みやうこしたので

ゐる。

　　　　　　　〔2〕　供試材一）藍斗

　著者の供試せる褐色卵は日本二化性中より曾て外山博土によbて
選出せられtzものであつて．之に交雑すべき普殖色卵は日本錦であ

る。外山氏によれば此爾者共に卯殻及卵黄の色に於ては同様である

から之等の卵色上の差別は圭こして受精の結果生ず可き焚液膜内の

色素の差1こ蹄すべきものこして居る。

　　　　　　　〔3〕　實瞼の結果

　著麿は先づ♀Brown×TN。rm職こ就てFIF2恥F汲戻維種等の各卵

色を槍し夏に其の反交なる♀Normal×τBrownに就ても同慷なる試・

．験を行ひ概署次の三表に示すが如き結果を得られナεのである。

　　　　　　　　　（第　　一　　表）

　　　　　　　　　B・・W・♀1×S－・・m町・一一・＿＿e

　　　　　　　　　　－　ド　　　　　　　　　　　　　・Br6wlい・・………・‘…・…・…・…Fl

　　　　　　　　　　　　　Mil，d

、　　（Xohhal；BrOwn　　i・3　　1／）…一・物…・F，

「　　1　　　・－　　1Normal　　　　　　　　　　　Mixed

撃P（N　13∵rlw11）野一

N。・m・1．N。・m・l　Mi・・d　B・・wn　Bl・。W・・一・＿．R
　　　　　　　（NOrma1：Browiユ　　3　　　　i）

（第　　二　表）
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　　　　　　　　　Norina1♀　×　BrOWI1舎…書・一…．・．…P

　　　　　　　　　　　　Nornla1……一…・・……………F1
　　　　　　　　　　　』　　l
　　　　　　　　　　　　Mixed
　　　　　　　　　（NQ｝insal　：Bl甲n）・…・・一一一・・F、

N・1廊　　温，d　B，twn：．．…隔…F、

N。、lm。IMi！x。d　N。L　1“tl．，、「霧。、。。B，。lw。．．，．．．……F

（Normal　：　Brown　　3　　　　1）（N讐m睦工：B四

1　1N弩1｝1al：Bl°i“’う　i

　　　　　　　　　　（第　三　表）
屍獅嘱舗何れを警せるIF・｝・て胴一の蘇なれ喉の一

方のみを示す。

　　　　　B，＆vロ　　　N。品1

　　（唖誰編　　漁品1・

以上の實瞼成績中で特に注意すべき事を摘録して見れば

（A）Brosvn♀×Norrnal　Tの蕩合

　　F・眼で睡部B・・噸あつて糸辮のBlr・W・粥等嵯髄認

　　　め得ないボ　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　F・に撫胴れの蛾臨皆N・…〕・13・B－4の比繊眠羅、
　　　し從來母親遺傳の特徴こして記載せられた如ぐ馬にあhで

　　　は其の一方の優性形蟹のみを現はすものこ着倣されでゐた

　　　のは誤認である專が判つた。

　　磁に臆卵きはF・略鞭・混在せるB・・卿ぼ癖
　　Brownに比して幾牙暗色を糟びて恰かもN・rmalごBro臓憲
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　　の中冊の如き観を呈してゐる事である。

（B）Norlnal♀×抽oWn↑の場合

　　（．A）の蕩合に比してF、の卵色がATvrnia1であつた事ピNorlnalよ

　　　り探種せしもの5中で或蛾暉はF4に於て混合卵（N。rmal　3：

　　Brown1）を出した事の外総て同様な結果を得て居るe，

（c階者は更に之等の遣傳關係め因子組成を攻究する即勺を以て

　　F、F2　F、に夫々純粋劣性なるBroWnを交配して其の卵色及次

　　代の關係を精査して一表のD’i｛igraliiを掲載せられてゐる・

　　之等のDiagraniより推論して其め因子帥關係を假定して見

　　　るεi欠表の通りである

　　　　13B＿．・・NT・ユ・mal　　l〕b・一一i…・Brown

　卓b5父↑曲・…一一・……・さB8×↑bb－・……………P

　　　　　　　　　（Ali。，h）

　　　　　　　B］B十2］Bb十1）b　。・・・・…、・…　一・〆。・・・・・・・・・・・・…　］F’2

　　　　　・　　1，、　l　　L＿　　　＿

．h　l齢b　J，…＿＿…、・i、
晶B暴瓢、∴6－』，，r…．。瓦

　　　　　　　一〔5〕　結　　　論

上騨鑛脚結果からしてN・・mal　eg　B－iεは互に欄瀕を

なし而も瀦は撚に凱て優塵階ある事は嚇莇るカ1欺の
二点に於て通常のM…繭・mざ趣綴にするのみ⑳る・
　（其一）第一代目の卵色は優劣の關係ごは全く無關係に圭ε．して母

　　親の性質のみを傳へる事。

　（其二）戻雑種の♀II3rown　×↑F1の蕩合に於て圭ごして掛ownのみ

　　を生じて通常の分離比を必らすしも豫期しない事である1。

　前記の實験の結果からして之等の二点を霧察して見れば
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　第一の瘍合はNorm抗1麟は13roWn等の純粋なる緑蛾を用ひて之れに

1交雑を行ふ時は其の雄蛾の所属すべき卵色の優劣性の如何を問はす

叉其の産卵の卵色鴬就て因子的構蓬がHomoであつてもH（｝taroであ

つても常に一母蛾の性質のみを表はすこごになるのである。

　第Il．の壇合は全然劣性形質なるBvownの卵から艀化した叢蛾同志

の変配の結果に於ても赫には混冷卵を産下して蜘1mal甥BrQw11の地

が3：1叉は1：1を示す場合の2）る事・ごi司義である。

　之等の二つの結果は普通の遣傳檬武には見出されないTypeである

が輩に之れ丈の結果に因つて此の種の遺偲を特殊のものε藷へる轟

は早計に失する戚がある。1

　然らば奨他の点に於て塗く“’lendelisfnによ1・合舞す剤こも拘らば

何故乏等の点のみが普通遽傳ξ一致し？いかごいふ購に關して以下

少しく蕎へて見やうご思ふ。

　先づ第一の蠣合1：就てNo照mq1♀×・iBi10．wp　2の産卵蓬その壌変の壌

含ごを比較するに前齎越因子式Bbの示す通りNormalであるにも絢

らす後者の産卵は阿じく登bを有して而も掛OWI1を表現して居るの癒

あるゼF捌後の易離状態から槍して反交の何れのF協凝の因子的憐

澄は、杢く同様である事は容易に推断し得ゐ慮である。結局卵色鞍異

にせる卵から生れた蛾で勲つても莫の後に於ては全《同様なる卵翻

の卵を輿へ得る蔀こなるのである。

　叉第二の慶禽1二就て蝋恥）の8rO、mご純埣おrow11（bb）ごLは奨の卵

色に於て垂ぐ尉一であるけれこも之等が夫々純櫛NGrmal　Sの交雑

の結果は全ぐ相異して居る。部ち卵の表型は発く似麺つて居ても其

の因子帥構遣廣全く異つて居る事を示すものであ為。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　遡上の事蜜よ・り或る蛾の産卵の卵磁は其の蛾の旛する因乎蘭構造

に一致しよくMendelism「合致して居るのであるが。その蛾の磯育

し來つた親蛾の麗卵の色ごは必すしも一致しなびニざになる。換言

すればBmwnεかNorm｛i1ざかいふ’子は鷲の盤螺に於でのみ

SgO特性を一盤酸瞬闇に雄蛾力）蠣入2工
望麟。一決定に遡L」合はな盟である
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　　此の如き事實は種々なる動植物の實験に観らる5所C一あつて総て

　如何なる因子であつても其自身の特性を磯揮せしむる爲には或一一定

　の時間を必要こするのは當然の事でめつて．著者は特に“Timθ6f

　aC伽11”こして記載して居る．省之等の關係を一層明瞭ならしむる爲

　にDriesch（19031　BoverL1903）Coucrin（1915）等の海謄の研究DavenPort

　（19　06）の鶏の朋色の遺傳ご1・ynch（1919）の果實蝿の例をも引謹せられ

　て居る。　　　　　『

　　以上の推理のもごに上記の二点を考察したならば自ら明瞭こな

　る事であつてBrown叉はN。mlal等の因子は慧の一生を通じて蛾こな

　るに及んで初めて卵細胞の上に其の影響を表はすものこ考へ得るの

・　である。i欠に混合卵中のBromrnが能糠Br。w11に比して稽暗色を塒び

て其の中間色を早して居る事實はN。τ㎜n1性を櫓へる卵核の班細胞

に豊する影響が著しく渥延して現はれたものざ認むる事ゲ出來る。

　著者は此の如く普通遺傳現象ご符合しない箇所を巧みに”Time　of

、　action　の槻念を以て説明を與へ所謂『母親遺傳』こいふ特殊なる遺傳

形式の存在を否完せんこしてゐるのである。而して更らに化性の遺

傳現象にも論及して上記の”1iime　of　action，，の安當なる事を高唱せら

れ且つ”Time　of　action7）夫自身も亦環境によつて著しく相異る事も推

論せられて居る。（1924）　　　蒲生俊與

幽繭上層ご中暦こより得たる手屑を同

　横に虚理して得たる紡績縣の考察

　繭糸の強力に特別なゐ差なきものLeして．その細太が紡績糸に及、

ぽす影響に就きて．且つて紡織界誌上に豫報’Le　SU備試験成績“gを登

表したるが．本年度紡二回卒村島轍君1：’ ﾏ託して試験せる成綾を鼓

に抄録して考察せん。

　原料は本校製縣部に依頼して嚴正に探取せる炭斗綜（繭の上層の

ろ・）　ご．生皮苧（中暦）こなり．茅毒練より紡糸糸に至る紡績コに程はこ二者

共発く同一一ξす．試験器はジヨ・一ンスビッツ。プスターを用ひ．一
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り一一一　Sストこす。

璽斗孫｛鋤1彊1蕊11一㌫

生皮苧纏劣k121塩1畜
　　　　　　　　　　130／1h　　　130／2　　　　60／1　　　　6｛ソ2

　生皮苧よりも墨斗孫の方温かに強力及び伸長度勝れり．特に太番

のものに著しきを見る。　　　　　　　　　　　’

　右綜の切断面を顯微鏡によりて見たるに．その切断面に於ける繊

維のtw4S均次の如くなり。

　　鍵斗綜　 33、25’8525　7925　17．40
　　生　皮　苧　　　　　23．5　　　　　　68．5　　　　　　70．25　　　　157．0

　　　　　　　　130／1　　　　　130／2　　　　　　60／1　　　　　　60／2

　製斗綜の方生皮苧よりも繊維の数多し。

　故に．紡績縣は之れを構成する繊維の細くして数多き方が．綜の

強力伸長度共勝れb．この意昧に於いても亦異斗緯は紡績原料Sし

て良好なり。爾振b綿の混綿せられたるもφを機業家が反つて喜ぶ

ものあり，こは繊維細くしてその縣に強さεある趣味ごを與ふる故

なるべし．叉振り綿の繊維弱しεなすはその太さ砂ヒ較せすしで言

ふこごにして敢て當らす．以上は原料混綿上重大なる意義あるもの

なり。（森山生）


