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桑樹仕立法と其飼料的優値

河野一茂盛

J .綾蜜周桑仕立法試験

夏秋霊量規に於て充実せる碓蟹用桑を，容易にmiも泊期iこ経治的にl炊鐙}古んが潟には准

重量専用桑闘を特設するを理想とする.此干佐重量挙)目桑閣の仕立方には種々あるが，就中賞

用的J乙平ぐよりく昭和1105f-頃〉寅行せられて居るものに摘持摘55再読茅仕立法がある.

次だく昭和 15年頃〉蛍試験場熊本支場に於て菅津技官の設案になる立述式fIj:没芽仕立

絵が行われブLfr・1地区に普及せられて来た.光子是等仕立法に就て概設することとする.

(1) 摘中r-H市民再設芽仕立法埼玉重量拭司郊康之氏の考案によるもので，玉i秋;専用桑

園として設置する.即ち親切主主芽au春メIJ桑悶として伐採し之より仲良せる校践につき仰

秋翠掃立前日日，叉は20目前に共庭理を行う.:9eすご怒ソj、投横臥投等を間引せる盛りの

優具技{探につき，先端5寸内外を認定し伎僚の上牛訟を摘架する.共rrくするときは天候

の如何により早晩はあるが，順次再登芽して新治会;伸長し 5--6業調綻した頃懇の筋立

となる. 15日又は 20日前の 2固に庭理をf干し、置けば早期手術のものが妥育泊1拐を、過ぎ

た場合は後初手術の方を拐立mに用い，早期の方(土 2齢用とすれば遡期の泊主主桑が得ら

れる.若し止ヒ時五主芽薬を晩秋教に使用ぜんとするには春期の春刈を行わず，普通に春期

牧穫して之を瓦刈桑菌とし 6 月上旬伐採し其後に仲良せる校路につ~晩秋議長吉立 5 日

前又日 20目前伊丹下旬〉に時五更芽庭理を行えばよい.之てよって稚誌の牧奨量は普遜

用桑り 80f古〈初秋)-30佑く晩秋〉の増牧を得る.

(2) 立通式会刻士立法瓦鑑別E重量府桑牧穫を主目的とし l民主;聞広於ても子If.:f~重茅を

利用し得る.共概略十士宅手登t別には普通方法で新23二を!蚤取l役穫し，留七主{路{士其も~な!(fi霊し伎

~奈は伐主主しない.止t残した!日投僚はI頁端約 15 cm 位努徐し鐙<fi寺 i士約 1 ヶ月~i-"を経泊

した亙蟹掃立蛍時Jこ， 枇霊童月1桑として誼常なW':j受芽が得られるから，英全部を完全く li堅守日

からEE定l欣穫するのである r市して旧校係l主瓦数J現役穫後日~~こ V!~上約 60 仁百1 程度残し

て伐設整役する・

止t努定せる旧投降より数回再々五重芽を見るにより， 1-2ヶ月を腕、過ぜる晩秋1&11寺胡こ

至らば各僚より上方}こ 2-3本の新委設僚を残存し他の新芽僚は全誌を枚五遣する.共有く

て翌年は泰灘期;こ普通ろ枚獲を行って， I日投路はお ~lliこて伐設株宜しな?干し、司王常の形態

I乙立戻り， 2年を以てー循するのである・

試雪量成績前記の摘i官摘1定時五重茅仕立法と了f泊式全芽仕1f法との誕質の伺件的健在'¥，:'

普通根刈仕立の致枚摘宝寺照民に比較して共減劣を澗査した結;r~を述ぺるが，摘出[摘?毎夜

t主婦立 15 目前庭理匿と 20 目前庭理区とを設け，立~j!iEを芽仕立I'J:晩秋期再々主主芽の干比重量

〔窓総研究第 1波， 1952年 4月〕
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周桑を牧穫し試!段iこ供した関係上.まt.tff吉区(士夏メIj仕立の恨ilj仕立桑を供試した.従って

試験期は晩秋期り'flt繁期 1-2鈴とし， 3齢期以後は普通壮謹桑閣から摘葉して向一成

扱の下に 4，.5齢飼育を行った.試放の結果は弐の如く要約出来る.

(1)水分調査 摘Mイ摘葉区が街々水分志t多く，立通区，聖母照置が一般に少き傾向

がある.特に 15日底理区が最も多い.

くわ披露歩合 摘拍摘葉厄が比較的多く 20日庭理区が最も多い.立通院，見限

区は共に少いが，立通1@:はHt霊童期， J民意期を通じて最も少い.

0) 重量児控室 摘梢摘葉区と聖母HK区とは一定の傾向はないが，立語症の 1~民後は

常Jこ重い傾向がある.

くり病重量歩合 拐立より上]li迄の病~g~筆致を調査するに，摘梢摘葉区に多く針照

iJJ:tI'土之に歩くぎ32J邑.庄は最も少い.

く り 欣 繭 量 摘間摘葉区特に 20 日前庭理i回最も~~<鈎照区は之に~.こぎよ;亘区

のJ投勝1:量が最も多い.

(6) 甥 1ユ問1数 跡形の大小を示す北数宇は摘紺向調査の蹴}!}ゴーにして聖母.可吉区，立

通Ii民主 4-5粒の差を以て臨}r&少なるを示す.

く7) 繭賀郡ij;査 ♀合 100穎別の成績を平均するに，摘!有摘葉区は属品J童，巨独居{可れ

も多く劉拘置，立iID区に{伝言り新暦歩合も亦ゆくない.

くの繰綜試験 統歩， fg~î干の~j~占は摘r#ít自民区劣る知きあり，続、{告斑，小数等には

一定の傾向を示さない.

が]記議調査を結合結論するに， ti指令fi摘薬科設芽1亙11:特にi域管歩合多ぐ J改跡j量家く作柄

不良の兆あbて釘照区に劣り，立湿原は釣ff!;ji豆}て比してi或滋歩合寡くJ!'x:民主童多し，其伺

料的実用債依は優秀である結果を示した.

試験成績の訴事HIf主主党表を参照せられたい.

手社翠t!~桑仕立法試験飼育成和宏くl児救主主J，UJ)
唱M 咽叩守±主空竺竺竺圃・・旬。--ーー-

i飼育 [塑竺|-JL!?品(雌認判定盟主!繭:1繭質刻査
試 験区 J仁E話〉i1計百lE町長眠時lF瓦寵l協同拍車騒|探

摘楠 葉区 i2EJi112hmr72i739idi2冶必 7.3誌18う179!1.8321%を(15 日前)1 4，L. ""，~ l.l-t.U
I
......I.l

I
V.I"'-1 1""'/ I "'-/./I .... ~v...::lr_-'.Ji "，，;vvl っ

122.2117.6445;8.831715l29426.1128.016.892187;7911.5632.d20.8 (20目前)14.t;...L..I ，oVrII'.Jlu*uvll../o，/ I L7'I.L.V-l:'::'U，vl v.u":;'L.1 Ui 1711."..Iu:J.L....I1 

立遜金村山 15，8126中951'7.9川lull5…7作}|lh(314206

封照~ 122.21 1 6.9!っ9.418.61172.631296114.416.7! 8.192183 ] 84 1 .52!3 1. 21~o.4 !1  v:.or/'l・ I'L，u.Yi "'7ui・1 ・I0"'17LI O~ o. I ./"'(1'''::1 

供試薬品種改鼠，供試j重品穏 日112x文 1，10，掠立月日 8月 30日
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線総試験成新表

ギニニ

区 |解側室|僻好卒!試 験

g % I 
摘fI自摘葉区 (15日前) ! 223 85 

蛸 歩合 l蹴斑鮎 l小瀬鮎

%1 貼 j 黙
16.ラ8 83.3 90.0 

ff (20 EI前) I 224 84 

3L 週金芳三区 23.2 90 

鈎 照 医 23.0 87 

17.02 

17.02ιi 

17.27 

8ラ.2

84..0 

82.3 

(j，向精摘葉区く1ラ日出j) 8.1.2% 

周 桑 7k分刻 査 Ij向精摘葉区 (20日:iij) 79.4 

(1-2齢JgJ平均) I二ι遜金芽区 78.7 

1まj 照底 77.ヲ

E ・書士費用桑仕立法裁騒〈株よ夏切法〉

90.6 

89. 1 

88.6 

従来の抗議周桑11:根メIj仕立にて春期1牧~の際株際から伐採するのであるが，期ι I::M切

仕立に於ては此療伐採を地と50-60cmの高きとし，此間の桑正を碕置するのであるく本

訟は別名を「残芽伐採i士立」とも云う).然るときは此?と茅は伸長して一校経より 2-3

の新投悠を分岐伸長する.止と分岐校路より][1:火器;民議m桑を摘~~lJ'若 Ut伐採牧穫するコケ

訟であって， 1材、の技伎が 2-3f山=増加するからして莱収薬盆も普通の浪刈仕立に土と

して 2-3 割の増収となる.如斯株I::.MPlの蛍~-:I主増収となるが，主主春も止ヒ分l技校践の

ついた位青年器切の収奨を韻けるのでおるから翌春の収護主も 2-3劣は増加する.而し

て春期収禁後i土中~~rt~ よ b 伐採して株下げを1?い普通根刈tf~立のNOBに民し，以後は普通

の牧菓法で桧j勢の快復を計るので、ふる・

試電車成績此仕立法と苦fAH普通根刈仕立法との飼料的問I!l'{(比較したが，株上夏切法

t主主IJ秋，晩秋共!長桑伐採により{京桑を ifI興せる関係 b 的保1i@:の，恨刈ttエL~: も i侠桑牧陵

により 2 回の反覆試験を行った.試験期WJi主 1~3 齢迄l土普通飼育にて同-JíU& とし

4-5 齢期より試験区を作り株 UiI-l;I]i~f1.:と封Hfi阪との 2 阪とした.其結果を要約すれば

次のま日くである・

(1) 水分調主f: 初秋患には大笠をJtず，晩秋数に於てはft日夜肢は株上l長より多d"

1.:J'jr"jあり.

く2);飼.f守日数 初f1\1tJjには差異なじ脱欧朔 l三{ま柄、上直前々 lll~傾きあり.

(3) 誠君主歩合 初秋態に;工大差を見f，晩秋重量にては株 I:J豆千百々 少し.

(4) 病鉱慰歩合 初秋践に於ては株上限措キ多きも， Jl.免秋諸に於て{工大王室な〈株上

回:のタE龍慮は干~jk 砂し.

〈ラ〉讃児煙量 初秋菱重， [免秋滋共:4 n民以後五抗議に~るまで株主区t工、釘WA阪に.It し一

て常に意<f百jー傾向。を示・十・
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くの J投 融 量 制攻抗議.~ l'fJ.!!(Cr~正によヒし悦'J:J~\:I主;1文樹i剖怒り繭形，揃重cit大にし

て其規をーに寸.

0) 繭質調~!iE :fl上院， fJN~jぼに比し繭 1 ケ霊童lli:く，詰断層，耐!菅歩合大にして

初秋期(主晩秋期より其傾向場'j~専なり.

く8) 設 統試 験 十kl'.1廷は~Jf沼町より生紙歩合優り，解任総量，解i箭吾容大にして糸

{祭玖g¥!ijもiL好なるは初秋.1民放を通じて同一規短にらり.反之，

小額控与は街々 下位]る.

上記成践を結論するに悦t上限は鈎H:I!I_~ より=.ßt~日f後れたるものの如< ，前記諸調査の結

来は例外なく優秀の成績を示し，桑闘に於ては牧:~量を増し，題室に在りてはJl主的品最多

く縦覧良好に繰総成績も:;}J羽子れたるな見るく与え炎参照).

丹士重量刑桑仕立法試験飼育成総表

飼育制歩合室5i益事峨雌1zr2i蹴 l立 l繭 質 翻 査
試験区| 汁一 一一一ー ー」--7一一一一!

一一一尚昆hviyw!円明暗|問問l重量問中!弊
l 林と ! 日 H寺1~9~1 匁|glgi%i%;kg96| ケ i 起!. ßio~c~i名

!21.03 1 5.6:14.8174，71 26JI 4.1128，ラ:9，390 86-1941 13311.41127.7119.7 
秋 1][ 切医 I~:'~-' i /.v

1
' "vl"''I ~V/ I " TV'/I /'J/~! uv 1/' I '-'-'1" ":~" 'i 

銀|鈎照区|♂ 0315.6iI4，t3，4126112.3i29ヤ968卯 11041130(26123.8118，8 

l b - 2 1【10・2:44・8祇 9JOG-6・3122316・552187 I担 I12211.57b2・11乱 41 t~ミ上 Inn AI / ~~nl n~ 1 no 1 . nol. ~~I~o .1 
秋 1]芝切医:""-"--';".1.:!vo"'-:'J.VI/O/: .....VV!.Jv...J1.L.L../! 1...1...........""'1 V' i <.:.Jk 11"'-"'I!o/'I..J"'.li 

判お 照 医 !2300i10248474312何 ?6.6124. 5i 6吋お i84112411日 131・2120.5

[11:試桑品搾改鼠，供訳語芸品種 目 112x文 110，締立月日初oPJc 7 J:! 25日，

晩秋 8月 30日.

謝 1000m 総統試除成主 流表

試験1If附地 ';fJ7{好卒|鰍回数!釧歩合!蹴斑貼|小額鮎

知 g I % I ケ|銘 l 貼 |Ei!i
j21本1，上更切底 17，6 82 I 0.286 I 15.3 80.4 I 81.5 

減 |針照医 15.1 80 0・330 I 14.9 79.8 I 83.8 

22.2 85 84.0 16.51 87.9 
平大
霊童li¥t 照医 20.5 82 0.249 16.50 82.3 88，9 

右j 霊孔 t1，上 l遥 7ラ;5フ6

用桑水分調査! 主J照区 75.9 

く4-5~治不 宇j二上医 70.8 

:'iij 照国 72.5 
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