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飼育形式と給与桑の萎凋調査

河野茂盛

4聖士

現在に於て，飼育形式と謂えば，用桑の節約を計る密閉多湿育による集約的飼育法でー

あって，特に稚蚕共同飼育形式としては，土室育，電気温床育等が奨励され各地に普及

さt1ている.

私は本年度の担当試験として，これ等飼育形式の改良に就て試験を行ったのである

が，特にその試験区に就ては，鈴木技官に微細気象の詳細な調査を行って戴いたのだ

が，誌にその成績を掲げる代りに，その沼度，湿度，換気，瓦斯の交流等による気象状一

態の総合結果より現れて来る各試験区の給与善良の萎波状態の調査を行ったから，ここに

概要を報告することにした.

1 . 調査の目的

蚕児に給与した桑薬ti:，その時の温度，湿度，通気の多少の程度により，萎凋速度を

具にするのは勿論，被積物の有無，給桑量の多少，芸書座面積の広狭により遅速を具に

し，次回給桑の時期並びに給桑の分量に関係する所が多く，頗る重要問題を示唆してい

る.即ちタ下界環境に対応して，蚕児に飽食を与える飼育法の根本問題にも触れることと

なる.

2. 調査の時期

箱飼叉は電床育，一士室育等の特別密閉袋内に飼育された桑誕の萎凋状態li:，時k観察

の便宜がなぐ，次回給桑までは密閉するのを原則とするから，給与桑Q 主主沼状態を時k

亥I)k観察し，次回治桑時を決定するの使がない.この理由によって稚蚕共同飼育の期間

1-3齢間に於て各齢 1回盛金期に給与桑の萎凋調査を行うこととした.なお本調査は

気象状態によって差異のある春主主，初秋蚕，晩秋蚕。 3期tこ亘って反覆調査を試みた.

3. 調査の時亥1J

調査時刻は日の給桑田数に基準を置き， 3回給桑の場合li:1回 8時間を所要調査

時間とし，この時間内に萎凋減耗量を 3図測定した.その時刻i士昼間乾燥萎凋の迅速な

時期に調査比較するのを合理的と考え，漸〈温度の昇って来た午前 10-11時頃から開

始，午後 1-2時波lif量をF!'量L，午後 6-7時迄継続して調査を終了した.而して最

後の波粍E置を初の供試量で除したる分比をi俄粍率として其の歩合を求めた.

4. 調査の方法

供試量は調査時期に於ける実際給桑量と同量を供試し，その際の蚕座面積と同面積に

拡げ，その萎J局を測定するのを理想とするが，これでは貴重な稚蚕期の奏楽を徒費する

恐れがあるから，一定単位王監を定め・その蚕座面積を換算して，供試面積を作製して調手

査を行った.調査用桑は飼育方法に応じ，全芽及び摘葉の 2種とし，実際飼育と同様。 v
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寸法に~~芽叉ft.~担i桑し，且つ試験区がパラフイン紙叉はピニル磁覆の場合It.，供試桑葉

上にも同一被覆物を用いた.供試桑葉量の単位It.摘葉量は 25g，会芽量t士宮Ogとし

-3齢迄同様の調査を行った.

5. 詩駿区

調査試験区ば本年度の飼育試験区に則り次の 6区とした.

( 1 )士室育

士皇室育にはその補温熱源が炭火の場合と電熱の場合がある.炭火裕福区は，木炭の単

価が低い他方では有利であるし，電熱の便宜ある地方では電熱温床と Lた方が有利であ

る.その~1周度を比較する為に次の 2 区を設けた.

1. 土室炭火区

2. 土室電熱区

(2) 電床育

電床育f'i，元来ノ〈ラブイン祇及び委座祇を以て張り包むことを常とするが，税近ピ=

ル布利用の途が開けて以来，これに代るにピニル布を応用して被覆する場合がある.電

床育It.何れの場合も土主主育に比して換気砂<，保温力強く，保温経費も有利であるが，

気通の度が少いので飼育上の主理宿主の結果は如何であるかと思トよって本試験で

は，電s.z脊容砕を 2分して，一方を 1-3t始中天井ニを目張りして密閉育とし，他方を換

ノ気育区とし，天井障子戸を 1齢中l士一 2t始中はー1一・3ili合中 f't-~←程度に開放して4'  ，-"" .~- 3 

換気を行った.

なおピエル張密閉区の方(t.完童を期するため，ピニルの 2霊張とし，湿気，空気，瓦

斯の拡散交涜を防止した.これにより電床育は次の 4区とした.

1. 電床パラフイン密閉区

2. 電床パラフイン換気区

3. 電床ピニル密閉区

4. 電 床ピ ェル換気区

..;6. 試験結果

、次に春，初秋，晩秋蚕矧別第 1齢，第2齢，第3齢期の調査結果を表示する.

摘 要

-1.蚕期別

桑葉の主主凋f'i大体その時刻。気象によって支閉されるが，桑奨の発育と充実度によっ

て臭って来る.常識的に考えると春は桑葉が軟弱だから波粍が多ぐ，晩秋期は充実して

来るから最も少〈考えられるが，事実はこの予想に反対に春蚕に砂<， 1-3齢平均 16

--20%で，晩駄が最も多< 20-26%.初秋It.其の中間であって 17-23μである.

二2. 摘瑳と全芽別

桑葉?商採。方法を 1菜別に摘採したものと金芽で掻取った場合とによって，仮令同大



47 

会

に坐1桑した場合でもその差是凋歩合を具にする・即ち全芽摘慌の桑実には新相査を含むか

ら，葉質のみの場合より萎凋度合が遅緩するのは当然である.今，全芽と摘葉との波耗

歩合の差異を春秋別，齢期別に比較すると，春蚕は2齢期砂< 2.6%で，初秋蚕l'i3齢

蚕

室内|減耗歩合|室内!減耗歩合!室内|減耗歩合
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i
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-11'， m !:~':t::'~I_v.vi~ '~l:~' ~C':I'~ 'T~'J:'.':C '~'::'= ::.: 
一一三L区平均!万.9

1
89.5114・4[17.0?7・81

88.1[15.2118. 7[26.8186.6iI5. 7[竺
土室炭 火区 |253[765134d440l10184.7!d

[:'T ~'T~'J:~':C'T :':CT:'::::': ':'J~:'] 
土室電熱区，25・9剖 .3im02.0126.71剖 .3lq

パラアイン換気区 25.0185.7113.016.027.7;82・3:19.0'26.0?7.372.539.0
，

48.0 

i;D  i:;;:;I80i:;26;12:::;|;:::|2:: 
密閉区 i 18 .0，24.0， 

エル換気区 I~~'~'I: う14F1118 ・ ~ll~'~'[~~'~1
待問区 125 . 81卯 '~i 1~'~i :~'~1~~.21~: .Oi 16'~i~='~I=~.5181 ・ 8 1 18.01 22.0
平均 25・21

85.7:18.223.7[27・6i82.6i瓜 8P.0127・576.61328i39.0
一一一一一一一一一←一一-一一

土室茨火区|戸2幻7λ川.♂0
1戸
80.弓初3刃3.3

ベ1
の仏.3幻27.38邸8.4〈i

山 12β5.訓叩P拓6.9
1
84ι.31平2礼 3弘 3

土室電熱区|戸26.9，8回8.7引118.02芦6.7;乏ρ2幻7.28邸8.5玖:1げ7.0[ρ2引1.~到引2幻7.之2[8剖4.4伺11ゆ9.0，2β3.3

パラフイン換気区 126.1[88 .9，11 . 1日.2，27.9，84.4[ 17. 7[23.~引26.7[82.6[24.0， 35.3

年寄閉区 126.1[88.7[12.叩6.428.284.2.17.0[22.引28.0194.引22.7[31.3
ピ=ル換気区 125 . 3 1見 .olio-1l12.51見O田 .9i 17 ・ 71 22 ・引26.~88.~16.~19.3

密閉 区| 弘9
1
92.4

1
10.7110・828.5

1
84.5

1
15・叩.7178.1

1
拡 4|瓜 3

1
1ラ.3

平均 [26.4:88.6:15.9，20里 :22.6'27.2:85.7[ 
1 1

"， .7

1

山ノ IUV.'I ・|・UIL'.""ju......'j 

;r* 晩主主帯主初蚕春

区験

11 

区

区

全

2存

3 

齢

第

1

1

3
齢

平

均

齢

主存

2 

試



48 

期最も多< 7.2%.娩秋蚕は2齢蚕に多< 7.0%であって，蚕期別による一定の傾向

はな< 1-3 齢の平均は 4-5~bを示した.

3. 試験区別

試験区別では.frc;何様であるかを調査して見ると次のよラである.

( 1 ) 土釜炭火一電熱区

炭火区も電熱区も，土筆の構造は同ーであって，換気の設備も同じであるが，炭火区

t士混熱の対流によって室内ば乾燥するから，その萎凋歩合l土全区中最大であって，春 1

-3齢平均 43%.初秋 25%.晩秋 29%を示している.電熱区は静温で湿度も亦炭火

区より変化が少L、から，萎iAl歩合少< 1-3 齢平均春 27%. 初秋 21%. 晩玖 23~';; を

記録している.

(2) 電床パラフイン密閉区一換気区

電床パラフイ y 区は防車古紙及びノ〈ラブイン紙で被覆するから保温よ(，乾湿の変化fi:

士室育より少し従って春秋の伎に於ては大体土室育より議凋少<.換気区は 13-23

9五 (1-3齢摘葉区平均)で，ピエル区よりは常に大きい.晩秋期に於ては，タト気の乾燥

につれ容器内も乾燥度強いものの様で，特に換気区はその萎凋歩合最大で 3ラ.3%を示

し，土室炭火区でさえも超過した.

(3) 電床ピ=ル密閉区一換気区

ピ=ル密閉区は電熱温床をピ=ル布で2室主に被覆し，天井，気抜を密閉目張したもの

であるから，保温保湿の点、に於て最も有利で，筏閉区内は絶えず湿度ii:飽和状態?示

し.四囲のピニル布は常に水滴が附着落下して，そ¢状態は雨滴にも劣らない多湿状態

を示した.従って春，秋，晩秋共萎凋歩合11:最低位であり，特に萎凋歩合の少なかった

晩秋蚕 1 齢期Jでは 3-8~';; を示し，パラプイン紙区の 11-14% 区に比較するときは，

の一一一一一内外の萎鴻程度に過ぎず，ピ =-lレ換気区も多湿状態は密閉区と大差がな
2 3 

いけれども萎凋歩合は概して密閉区より大でーあって，殊に晩秋期にその差が顕著であ

る.

( 4 ) 換気区と密閉区別

密閉区の減問歩合は一般に少いが，齢期によっては大差がな<.春，初秋期に於ては

その較差は 1-2μ内タトであるが，晩秋期では乾湿の変化著しきためか，換気区の減粍

歩合甚大となり，密閉区に比して 4-5:;6 (1-3齢平均)の差異を示した.けれども

春低温で補温度が大なるときは密閉区の方が温度が大であるから，政粍歩合は換気区よ

りF自身多いことが稀にある.

考 察

給桑田数に就いて

桑葉の萎凋と蚕の生理との関係i士，従来の試験調査の結果からして 1割内外程度では

蚕の生理iこ悪影響がな<.寧ろ有利の場合さえある.
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春蚕に於ては!日給桑回数 3回.即ち B時間間隔の給桑の場合は，土室育のみ過乾

のため，給桑の不足を来ずと見られp 特に炭火飼育の場合にこの弊があり易い.初秋に

於てt主主薬の場合のみ萎凋歩合 20%以上に及ぶものなJ.t!f1日 3回給桑で飼育する

には全茅給桑の方がよい.

晩秋期に於ては， 1-2齢期は全芽給桑なN土・ 3回給桑で支障ないが， 3齢期に入つ

ては全芽摘英給桑共 3回給桑では過乾に陥る危険があると考えられる.

混湿度に就いて

本調査について，萎凋歩合 20%以上の場合を見ると， 1齢中温度 28'C以上，湿度

84-5%以下， 2齢に入つては 27.5'C以上.湿度 85%以下， 3齢では 27'C以上，

湿度 81%J主l下で多〈過乾に陥って危険があると考えられる.

概して土主主育及び電床育では，温度 27-8'C以上，湿度 80%以下では 1問中 3回

即ち 8時間毎¢給桑程度では過乾に陥る危険があると考えられる・このことこそ，現行

各種の形式の稚蚕飼育法の多〈が， 2-3 回給桑の場合，全芽叉l't~担保を与える上に飼

育湿度を 1，2齢 90%以上に保持するよラ強く主張している所以であろラ.
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