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従来，クワ属 (Morus)の植物学的分類は枝，葉，花および果実に関する形態的性状の

差異(例えば，枝の色，葉の形状，花柱の長さ，樺の色など〉によって行なわれてきた7)

現在，種と確認されているものとして小泉7)は24種，堀田5) は34種をあげている.それら

のうち我国における栽培品種の大部分はヤマグワ系 (M.bombycis KOIDZ.)，カラヤマグ

ワ系 (M.alba LINN.) およびロソウ系 (M.latifolia POIRET) の原種3系に包含されて

いる 11) しかし，品種分類に関するこ，三の文献を比較すると，品種によっては所属する

系が統一されていない場合が若干見受けられ3)，5)， 23) また所属系の不明の品種も散見さ

れる.これは，一つには原種3系相互間の交雑親和性が高いこと 11〉，クワは風媒植物であ

るから自然的にさまざまの交配が行なわれ，容易に自然雑種ができることなどに起因する

ものと考えられる.さらに，これまでのクワ分類の分野では，多数の形質の調査結果に基

づいて客観的に品種の類縁関係を解析する試みがなされなかったことも一つの要因と考え

られる.

最近，主成分分析法によって多数の形質を総合的に要約し，いくつかの特性値によって

品種を統計学的に特徴づけようとする試みがトウモロコシ9〉， m，マツ22〉，イネベブド

ウ2)などの作物およびカイコ21)， 24)などで行なわれている.この手法を用いれば，クワに

おいても品種ごとに得られた形態的な特徴などの多くの情報から総合的，かつ，かなり客

観的に品種聞の類似性が推定でき，品種育成を行なううえでの情報収集の効果的な手段と

なり得るものと考えられる.

クワにおいてはすでに，アイソザイムによる品種の類縁関係の推定に主成分分析法が用

いられたがベ著者らはクワ品種の形態的分類に主成分分析法の適用を試み， 主成分分析

によって分類された品種群と従来の分類法で分類された品種群とを比較照合してみたの
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で，ここにその結果を報告する.本文に入るに先だち，適切な助言を賜わった栽桑部桑遺

伝研究室長中島健次博士，本稿の校聞を賜わった栽桑部長北浦 澄博士に感謝の意を表す

る.

材料および方法

クワの品種比較試験としては，古くは大正年間に， 当場桑樹部(現日野桑園)12)，前橋

支場(現養蚕部)山，綾部支場(現関西支場)14)，松本支場(現中部支場)15)，熊本支場(現

九州支場)加で実施されたものがあり，最近では桑の発芽ならびに発育に関する調査記

録11) 桑品種による再発芽の差異に関する調査∞等がある.

本研究を実施するうえで好ましい材料としては，対象とする品種数が多いこと，調査年

限が長くその聞に故障株，欠株の発生が少ないこと，異品種の混入のないこと，多くの形

質が調査されていること等があげられる.こ句条件に比較的合致する試験として前記の当

場桑樹部(現日野桑園)で1913-1920年に実施された桑の品種試験があるので，本研究で

は.この調査結果を利用することとした.この試験では，第 1表に示した50品種が供試さ

れ，それらは従来の分類法5)によればヤマク・ヮ系の18品種，カラヤマグワ系の13品種およ

びロソウ系の19品種であった.なお，供試品種のうちには現在では栽培面積が僅少なもの

も少なくないが，司桑，銀芭蕉，紫早生などのように交雑母樹として利用されている品種

もあり，優良桑品種の育成が急務とされている今日では重要な遺伝子源と考えられる.

供試品種は第 1表に示した原産地から首木を取り寄せ， 1913年ーに日野桑園(東京都日野市)

に各品種42本づっ，畦間 150crn，株間 60crnで植付けられた.諸形質の調査は1915年から開

始され，その主な調査事項は校条数，枝条長，節間長，節の曲直，枝の姿勢，脱誼期，燕

第 1:表供試品種および原産地

品種名 l 原産地 11 品種名 |原産地 l品種名 |原産地

司 桑 東京都
I 十甘

楽 桑 群 馬 県 山中高助 宮 城 県

銀 芭 荏 " 文 字 " 鶴 田 福島県

改良早生十文字 " |栄治早生 " 赤 木 17 

白 芽 荊 桑 " |改良魯桑 山 梨 県 柳 回 " 
御 所 選 " 青芽高橋 d内γ 市 平 " 
b巨z 瀬 京都府||甲 選 ，白γ 岩手ポンポリ 岩手県

千 松 小左衛門 " 紫 早 生 山形県

銀 竜 神奈川県 細 江 滋 賀 県 清水早生 " 
伊 豆 早 生 兵 庫 県 九 紋 竜 11 落 井 福 島 県

白 桑 " tEJ T 内 11 金 子 石川県

問 物 埼 玉 県 彦 次 郎 " 化 桑 島根県

根小屋高助 新潟県 藤 助 岐阜県 宝 桑 岡山県

ホj 桑 茨城県 元右衛門 長野県 春 日 神奈川県

御 国 桑 |愛知県 小牧 " 乙改良魯桑 愛媛県

群馬赤コf三 群馬県 四ツ目 " 主恵 熊本県

伊 達 市 平 宮城県 牛 夢 鹿児島県

露国野桑 H | 弁 天 " 
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口期，開葉期，八十八夜の新梢長・葉数，収穫当時の新柏、長・葉数，発芽の斉否，不発芽

の多少，葉の長さ，葉の幅，黄葉期，落葉期，校条量，新梢量，葉量，樹勢，花に関する

調査など多岐多種にわたった. しかるに，これら諸形質の中で，校条数と枝条長，脱萄期

と燕口期，葉の長さと葉の幅および黄葉期と落葉期は，相関係数がそれぞれ0.92，0.80， 

0.82および0.91と極めて高かったのでいずれか一方の形質を選んでも主成分分析の精度か

らみてきしっかえないものと考えられた.そこで，これら 8形質については枝条数，脱萄

期，葉の長さおよび落葉期の 4形質を用いて分析することにした.また，新梢量，葉量の

ように多数の収量構成要素が関与する場合には，節間長8)のように環境条件によって左右

されにくい形質，すなわち遺伝力の高い形質，さらに，経験的ではあるが環境条件に比較

的左右されにくいとされている節の曲産および枝の姿勢によって主成分分析を行なった.

結局，主成分分析には校条数，節間長，節の曲直，葉の長さ，校の姿勢，脱壱期および落

葉期の 7形質を用いた.

諸形質の調査方法を述べると次の通りである.校条数:冬期に媛小枝をのぞく枝条数を

10株につき調査し平均したものを 1株の枝条数とした.節間長:校条数の調査に用いた10

株につき株中最長枝条の長さの約 2分の 1の部位に在る芽より上方10節聞の長さを測り平

均した.節の曲直:慣行により調査された極直，直，輪直，柏曲および曲をそれぞれ 1，

2， 3， 4および 5に数値変換した.葉の長さ:枝条数調査に用いた各株の最長枝条から春

蚕第5齢盛食期における新橋中の最大の 1葉につき，その大きさを測定し平均した.枝の

姿勢:慣行により調査された強直，直立，展開および垂臥をそれぞれ1， 2， 3および 4

に数値変換した.脱萄期:枝条数調査に用いた各株の最長枝条の梢端より全長の約3分の

1を下る部位に在る 1芽につき調査し平均した.落葉期:枝条数調査に用いた各株につき

落葉月日を調べその中心月日を落葉期とした，なお，これら 7形質の主成分分析には，い

ずれも1915年-1920年の 6か年にわたる調査の平均値を用いた.

なお，主成分分析は19〕，20〉，変数の単位が異なるため全変数を平均値 0，分散 1になるよ

う基準化し，その相関行列を用いて行なった.この計算の大半は農林研究計算センターを

利用し石間紀男 (1969)の作成によるプログラムを用いた.

結果および考察

各形質の相関行列，第 1-第3主成分の係数と寄与率および主成分と特性値の相関係数

第 2表形質問の相関係数 (n=50) 

Xl X2 X3 x. X5 x. x， 

枝 条数 x， 1.0∞ 
節間長 X2 -0.404 1.000 

節の曲直 X3 0.280 -0.378 1.000 

葉の長さ x. ~0.768 0.627 一0.284 1.000 

枝の枝勢 X害 -0.180 -U'.18O， 0.169 0.066 1.000 

脱菅期 x， 0.491 -0.121 0.487 -0.294 -0.161 1.0∞ 
落葉期 x， -0.498 -0.007 -0.307 0.416 0.367 -0.365 1.000 
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3主成分の係数と寄与率第 3表

i第1主成分|第2開|第3主成分|第 1主成分|第2主成分|第3主成分
(Zl) (Z2) (Z3) -の寄与率 |の寄与率 の寄与率

校条数 Xl 0.498 -0.068 -0.232 74.3 0.7 5.6 

節関長 x. -0.333 -0.517 0.285 33.1 39.8 8.5 

節の曲直 X3 0.344 0.237 0.612 35.1 8.4 39.1 

葉の長さ X， -0.484 -0.138 0.405 70.0 2.8 17.1 

枝の姿勢 X5 -0.100 0.661 0.241 3.0 65.1 6.1 

脱萄期 X， 0.376 -0.163 0.509 42.3 4.0 27.0 

落葉期 X， -0.367 0.432 -0.079 40.3 27.8 0.7 

固有値 2.984 1.486 1.040 

寄与率(%) 42.6 21.2 14.9 

累積寄与率(%) 42.6 63.8 78.7 

主成分と特性{直の相関係数

l第l主成分|第2F|第3主成分

第 4表

-0.236 

0.291 

0.625 

0.413 

0.246 

0.519 

-0.081 

-0.083 

-0.630 

0.289 

-0.168 

0.807 

-0.198 

0.527 

0.861 

-0.575 

0.594 

-0.836 
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-0.634 
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を示したのがそれぞれ第 2，3， 4表である.

7形質問相関係数は第 2表に示したように全般的に低い値を示した.また，各主成分に

対する寄与率は，第 3表に示すように第 3主成分までで78.7%を示し，全情報の大半を説

明できることがわかったので，第 4主成分以下を省略した.

1. 3主成分と特性値の関係

(1) 第 1主成分 (Zl)

第 3表から，第 1主成分の各特性値の係数をみると，枝条数と葉の長さの 2特性値は他

の特性値に比ぺ正または負の大きい値を示し，かつ主成分と特性値の相関係数(第 4表)

は，ともに正または負の 0.8以上の高い値となっている.また，これらの個々の特性値の

第 1主成分への寄与率をみると校条数74%，葉の長さ70%であって，これらの特性値につ

いてはそれぞれの情報の74%および70%が第 1主成分で説明できることを示している.つ

いで係数の高い特性値は脱壱期，落葉期，節の曲直および節間長でそれぞれ0.38，-0.37， 

0.34およびー0.33であり，寄与率はそれぞれ42，40， 35および33%であった.枝の姿勢は

係数が-0.10と小さく，かつ主成分と特性値の相関係数も小さく第 1主成分に対する影響

は無視できるものと考えられる.
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(2) 第 2主成分 (Z2)

第 2主成分における各特性値の係数と寄与率および主成分と特性値の相関係数をみる

と，正の係数でしかも寄与率の高い特性値は枝の姿勢および落葉期の 2特性値で，係数は

それぞれ0.66，0.43であり，寄与率は65%および28%を示し，しかも校の姿勢における相

関係数は0.80と高い値を示した.また，負の係数で，寄与率の高い特性値は，節間長で係

数はー0.52，寄与率は40%であった.なお，他の特性値については係数，寄与率および相

関係数などからみて第 2主成分に対する影響は少ないものと考えられる.

(3) 第 3主成分 (Z3)

第 3主成分における各特性値の係数と寄与率および主成分と特性値の相関係数をみる

と，節の曲直および脱壱期の 2特性値は，係数，寄与率および相関係数のいずれも他の特

性値にくらぺ比較的高い値を示した.なお，枝条数，節間長，枝の姿勢および落葉期のョ4

特性値については係数，寄与率および相関係数などから第 3主成分に対する影響は少ない

ものと考えられる.

以上のことから 3主成分と特性値の関係を概括すると，枝条数，葉の長さ，脱壱期およ

び落葉期は第 1主成分に主体的に寄与しているが，脱壱期は第 3主成分，落葉期は第 2主

第 5表 コ ン ポ ネントスコア

No.1品種名 I z， Z2 Z3 11 No.1品種名 Z， Z2 Z3 

1 司 桑 -1. 2162 2.0255 -0.2471 26 小左衛門 0.0698 -0.8209 0.5731 

2 銀 E 蕉 -1.1955 0.0656 0.9866 27 藤 助 -0.1342 0.0492 1.9184 

3 御所選 -0.2271 0.0886 0.8368 28 元 右 衛 門 3.1528 0.3791 -0.6053 

4 自芽荊J桑 -0.8860 0.9847 -0.8339 29 牧 0.8189 -1.5976 -0.5278 

5 銀 竜 -0.47nJ -0.2主5電 。剥189 30. 山中高助， 1.1錨4 -0.83f泌 -Q.1575 

6 白 桑 -1.5427 0.6596 -1.1969 31 鶴 田 0.7725 -0.9758 0.3549 

7 御園桑 -0.7894 -0.0920 2.5146 32 赤 木 -0.1500 -1.2130 1.0975 

8 露国野桑 -0.2273 0.4196 0.0428 33 柳 回 0.4890 -0.7541 -0.5174 

9 甘楽桑 -0.9352 1.4044 -0.8049 34 市 平 -0.0206 -1.2578 0.1443 

10 改良答桑 -1.9906 0.4404 -0.5556 35 金 子 -0.5752 -1.2253 1. 0042 

11 甲 選 0.0265 0.7179 -0.7972 36 紫早生 -0.9871 -0.0415 -0.8242 

12 九紋竜 -0.4723 0.0558 -1.3772 37 
文長牛改字良早生委十瀬事

0.4122 -1.8844 -2.9∞8 

13 岩手ポシボ 0.4179 -0.1577 -0.8008 38 0.1876 1.6667 1.0835 

14 弁 天 0.6845 -0.2785 -0.5122 39 -0.7490 -2.0035 1.7040 

15 落 井 0.4090 1. 7464 0.1865 40 本リ 桑 0.6467 1.1973 0.0542 

16 イじ 桑 -0.8038 -0.3978 -0.9112 41 多 胡 早 生 0.3693 1.6679 0.7120 

17 春 日 -0.3824 0.4481 -1.1381 42 十文字 1.8055 0.0578 -0.3339 

18 乙改良答桑 -1.3409 -0.4411 -0.9287 43 青芽高橋 1.4710 0.4322 0.3285 

19 4意 -1.4014 -0.3281 -0.9023 44 細 江 1. 0600 1.7239 0.5221 

20 清水早生 -0.4541 -1.4222 -0.6764 45 四ツ目 2.3908 0.3025 -0.4401 

21 二にとコ 内 0.6276 1.1869 -0.6243 46 宝 桑 -0.9200 0.5751 1.1988 

22 千 松 0.2443 -0.2523 2.0273 47 栄 治 早 生 -0.2696 1.0558 -0.6703 

23 間 物 0.2741 -0.3665 0.4058 48 伊 豆 早 生 -0.6566 -0.1220 -0.3666 

24 根小屋高助 -0.1099 -1.3018 0.2452 49 彦次郎 0.3426 -0.0974 -0.3281 

25 群馬赤木 1.3020 -0.3910 0.7424 50 伊達市平 -0.1741 -1.3508 0.3264 
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成分にも寄与している.枝の姿勢および節間長は第 2主成分に主体的に寄与しているが，

節間長は第 1主成分にも寄与している.節の曲直は第 3主成分が中心ではあるが，第 1主

成分にも寄与していることがわかった.

Z 主成分スコアによる品種の分類

主成分の係数は 7特性値の 1次式から総合特性値に要約する場合の「重み」を意味し，

ZI' Z2r Z3は次のように表わせる.

ZI = O. 50X1-0. 33x2十 0.34x3一O.48x4-0.10x5+0. 38x6-0. 37x7 

Z2=ー0.07X1ーO.52x2+0. 24x3-0.14x4+0. 66x5-0.16x6+0.43x7 

Z3=ーO.23xl +0. 29x2+0. 61x3+0. 41x4 + O. 24x5+ O. 51x6ー0‘08X7

ここで変数 (x;)は基準化された値で、あり，各主成分の 7係数の 2乗和が 1になるよう

決められている.これらの式に各品種の基準化したデータを代入して得られたコンポネン

トスコアを第 5表に示した.

Z2 

3 

第 1図 ZI-Z，の散布図

(記号中のOI:;IJは従来の分類引によるロソウ系品種> X印はヤマグワ系品種，

ム印はカラヤマグワ系品重量・ー怒~は品種番号を示す.第 5 表参照1

Z1 
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第 1主成分と第 2主成分のスコアの散布図を第 2図に示した.この図から，ヤマグワ

系，カラヤマグワ系およびロソウ系の品種の大半がそれぞれ特定の範囲に分布しているこ

とがわかった.すなわち，ヤマグワ系品種の大半は第 1図に示した散布図のA群に，ほと

んどのカラヤマグワ系品種はB群に，ロソウ系品種の大半はC群に分布していることを認

めた.第 1主成分は，校条数，葉の長さ，脱萄期および落葉期に関する情報の多い主成分

であり，第 2主成分は，校の姿勢および節間長に関する情報の多い主成分である.従っ

て，第 1図から， A群の品種は概して校条数が多く，校は展開性で節間長は長い傾向にあ

り B群の品種は校条数が多く，葉の長さは短かし、と言える.また c群の品種は概して

校条数が少なく，校は直立性で，発芽時期が早く，落葉期が遅い傾向にあると言える.南

沢11)によると，ヤマグワ系品種は枝条数多く，枝はやや展開性，節間長はやや長い，カラ

ヤマグワ系品種は枝条数やや多く，葉の長さは中程度，ロソウ系品種は枝条数少なく，校

は展開性であり，発穿の早晩は中程度，落葉期は遅い.これらの性状を主成分分析の結果

明らかにされたA，B， C各群の特性と対比してみると，校の姿勢に関する特性を除けば

A群はヤマグワ系品種と B群はカラヤマグワ系品種と， C群はロソウ系品種とその性状

がよく合致する.

3. 従来の分類との関係

従来の分類法による品種群と主成分分析による品種群との比較を第 6表に示した.第 6

表から明らかなように，いずれの研究者でも分類の一致しているヤマグワ系15品種，カラ

ヤマグワ系10品種およびロソウ系16品種，計41品種のうち散布図(第 1図)のA群には，

ヤマグワ系10品種， B群にはカラヤマグワ系 6品種ならびにC群にはロソウ系14品種が分

布している.従って上述のA，B， C各群の特性をも考え合わせれば， A群はヤマグワ系

品種群， B群はカラヤマグワ系品種群およびC群はロソウ系品種群と言うことができる.

つぎに，これら3D品種以外の11品種についてみると，まず，長瀬および彦次郎はカラヤマ

グワ系，岩手ボンボリおよび弁天はロソウ系であるが，散布図(第 1図)ではA群に属し

ている.従って，これら品種はヤマグワ系品種に極めて類似した特性を有する品種である

と考えられる.また，ヤマグワ系の吉内はB群に属し，ヤマグワ系の清水早生・根小屋助

・藤助・紫早生，カラヤマグワ系の宝桑および栄治早生はC群に属している.従って，吉

内はカラヤマグワ系品種に，また忠清水早生など 6品種はロソウ系品種によく似た特性を

もっていると推察される.相田1)は，花器の形態上の差異によって品種を類別し，系の基

本種と推定される品種，他の系との交雑品種と推定されるもの，および交雑系統の不明の

ものの 3つの型に細分類している.その中で従来ヤマグワ系およびカラヤマグワ系とされ

ている上記の清水早生および宝桑の 2つの品種はロソウ系との交雑品種ではなし、かと推定

していることは主成分分析による分類でロソウ系品種に類似した特徴的な分布を示したこ

とと関連するものと推察される.

一方，供試 50品種のうち 9品種は研究者により異なった系に分類されている(第 6

表).すなわち，堀田町は九紋竜，落井および春日の 3品種，鶴田23)は伊立早生をそれぞ

れロソウ系品種としているが，遠藤3) は九紋竜，落井および春日はカラヤマグワ系品種と

し，堀田は伊豆早生を同じカラヤマグワ系品種としている.また，堀田は千松，群馬赤木

および元右衛門の 3品種，鶴田は青芽高橋と伊達市平をそれぞれヤマグワ系の品種として
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第 6表従来の分類法による品種群と主成分分析による品種群との比較一括表

掘回目

イj遠 藤 町

!鶴田山

ロ堀田町

ハ遠藤田

| ヤ マ グ ワ 系 | カラヤマグワ系 | ロ ソ ウ 系
(M. bombycis KOIDZ.) (M. alba L1NN.) (M. lati拘liaPOlRET) 

清水早生，吉内，間物，根|改良早生十文字，長瀬，利|司桑，銀芭蕉，御所選，白

小屋高助，小牧， /J、左衛門， I桑，多胡早生，十文字，細|芳明桑，銀竜，白桑，御園
__  • 7~ ............， . __ __... I .........桑，露国野桑，甘楽桑，甲

藤助，山中高助，鶴田，赤|江，四ツ目，宝桑，栄治早|選，岩手ポシポリ，弁丸

木，柳田，市平，金子，紫|生，彦次郎化桑，乙改良魯桑，三徳，

早生，牛委主改良魯桑.

|千松群町一l青芽高橋一時||九紋竜，落井，春日.
門. 市平

|摘落井春日千松|
群馬赤木，元右衛門

鶴 田23) I青芽高橋，伊達市平. I 伊豆早生・

| A 群 B 群 c 群

聞物，群馬赤木，小左衛門， I改良早生十文字，利桑，多|司桑，銀芭蕉，御所選，白

小牧，山中高助，伊達市平， I 胡早生，十文字，四ツ目， 1:芽荊桑，銀竜，白桑，御国

鶴田，赤木，柳田，市平， I青芽高橋，細江，元右衛門， I桑，露国野桑，甘楽桑，改

主成分分析に|金子，牛車千松・ !落弁・ |良魯桑，甲選，九J紋竜，化

よる分類

く第 1図から〉

長瀬ヘ岩手ポンポ 1)*，弁|吉内へ

天*，彦次郎*.

桑，春日，乙改良魯桑，三

徳，伊豆早生.

宝桑*，栄治早生*，紫早

生汽清水早生*藤助ぺ

根小屋高助*

注*印の品種は，主成分分析によって分類された品種のうち，イ 0，ハおよび=によって

分類されたいずれの系にも所属しない品種を示す.

いるが，遠藤は千松，群馬赤木および元右衛門はカラヤマグワ系品種とし，堀田は青芽高

橋と伊達市平を同じカラヤマグワ系品種としている.これに対し，これら 9品種の主成分

分析の結果では，群馬赤木，千松および伊達市平の 3品種はA群に属し，ヤマグワ系品種

の特性を有すること.青芽高橋，元右衛門および落井の 3品種はカラヤマゲワ系，また，

九紋竜，春日および伊豆早生の 3品種はロソウ系品種の特性をもっていることを示した.

以上，主成分分析による品種群と従来の分類法で分類された品種群とを比較照合した結

果，供試50品種中39品種について主成分分析法と従来の方法による分類が一致することが

わかった. したがって，主成分分析法は品種分類を行なううえでの有力な一手段となり得

るものと考えられる.なお，宝桑など11品種の分析結果が，従来の分類と一致しなかった

ことは興味ある問題で今後さらに多くの品種や多種類の特性値についての検討を重ねる必

要があると思われる.

摘 要

校条数，節間長，節の曲直，葉の長さ，校の姿勢，脱壱期および落葉期に関する調査結
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果から主成分分析によってクワ50品種の分類を試みた，第 1主成分と第2主成分の寄与率

は，それぞれ42.6%，21. 2%であった.第 1主成分には枝条数および葉の長さに関する情

報が多く，第2主成分には校の姿勢および節間長に関する情報が比較的多く含まれてい

た.両主成分のスコアの散布図から50品種を 3つのグノレープ，すなわち， A群， B群およ

びC群に大別したところ，従来の分類法で所属する系の明らかな41品種のうち，ヤマグワ

系 (M.bombycis KOIDZ.) 10品種，カラヤマグワ系 (M.alba LINN.) 6品種およびロソ

ウ系 (M.latifolia POIRET) 14品種は，それぞれ A群 B群およびC群に属しているこ

とがわかった.従って， A群， B群およびC群は，それぞれヤマグワ系品種群，カラヤマ

グワ系品種群およびロソウ系品種群であると考えられた.しかし，ヤマグワ系でありなが

ら， A群に属さない品種が 5品種，カラヤマグワ系であっても B群に属さない品種が 4品

種，またロソウ系であっても C群に属さない品種が2品種あった.一方， 9品種について

は，従来の分類で所属する系が明らかでなかったが，主成分分析の結果，ヤマグワ系，カ

ラヤマグワ系およびロソウ系にそれぞれ 3品種が分類されると推察された.
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Application of principal component analysis was made for classification of 

50 mulberry varieties using the data from a variety test. The characters con-

cerned in the analysis included number of shoot， internode length， curvature at 

node， leaf length， tree performance， date of sprouting and date of leaf fall. 

Contribution of the 7 characters to the first and second principal components 

was 42. 6 and 21. 2 percent， respectively. The number of sh∞ts and leaf 

length contributed mainly to the first principal component， while tree perform-

ance gave much information to the second principal component. Compara-

tive1y large amounts of information about date of sprouting and date of leaf 

fall were found in the first principal component. 

It has been established by mulberry taxonomists that 41 of the 50 varieties 

used belonged to one of 3 Morus species， i. e.βf. bombycis KOIDZ.， M. alba LINN. 

and M. latザ'oliaPOIRET. Classification of the remaining 9 varieties differed 

with taxonomists. 

Out of the varieties in the former category， 10 varieties belonging to M. 

bombycis， 6 to M. alba and 14 to M. latzfolia proved to correspond with Group 

A， Group B and Group C， respective1y by the principal component analysis. 

This agreement was unable to be found in 5 varieties be10nging to M. bombycis， 

4 to M. alba and 2 to M. la#了'olia.

The 9 varieties in the latter category were possible to c1assify into the 3 

species， each including 3 varieties， as far as the principal component analysis 

was concerned. 
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