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外山亀太郎博士肖像画（高島野十郎作）

タペストリー「月明かり」（㈱川島織物作）



写真解説
「外山亀太郎博士」肖像画（油絵）

、 、外山博士没後25周年記念に東京帝国大学農学部関係者が 外山農学博士記念事業を企画し
その一環として高島野十郎画伯に肖像画２枚の作製を依頼し、外山博士と縁の深い東京帝国
大学農学部と蚕糸試験場に寄贈したものの１枚であることが、外山博士25周年記念事業会発
行の『外山博士論文抄録集』の緒言に書かれている。絵は、明治44年（45歳）頃の写真を基
に描かれたものである。
絵の裏には高島野十郎のサインが読みとれる。作者の高島野十郎は、明治23年現在の福岡

県久留米市東合川に生まれ、東京帝国大学卒業後、詩人であった兄高島宇朗の友人青木繁に
触発され絵の道に入るが、特定の師や団体に所属せず、生涯独身であったという。

タペストリー「月明かり」
蚕糸試験場つくば移転の建築に際し、平山郁夫氏の了解のもとに京都の川島織物に制作さ

せたもので、伝統の西陣本綴錦織の技法を用いている。サイズは幅３ｍ425×高２ｍ480。

これらはいずれも、旧蚕糸・昆虫農業技術研究所管理棟３階の特別会議室にある。



はじめに

旧蚕糸・昆虫農業技術研究所の正門を抜けると、本館ロータリー右側に小さな石の記念

碑がある。表面には「蚕糸試験場創立75周年記念 「昭和61年５月１日 「間 和夫書（当」 」

）」 。 、 、 （ ）時の場長 の文字が読める これで計算すると 蚕糸試験場の創立は 1911年 明治44

ということになる。大正４年９月発行の「蠶業試驗場事蹟報告第一回」の緒言には “本、

報ハ本場創設以来ノ事蹟ノ要領ヲ編纂シタルモノナリ”とあり、本文の沿革概要には “、

當場は初め原蠶種製造所と稱し明治四十四年五月十日勅令第百五十號を以て其官制を發布

せられ假に事務所を農商務省内に置きて創立事務を開始し……”とあり、以後の蚕糸試験

、 、 。 、場 蚕糸・昆虫農業技術研究所の出版物等は これに準じた書きぶりとなっている また

河上（1994）のように “本当は歴史的に旧いのだが、研究を主体とする組織としては明、

治44年からとなって……”とする意見もあるが、蚕病試験場（明治17年）設立の経緯を書

いた資料には“練木喜三氏を召ひ托するに蠶病試驗研究の事を以て”とあり、蚕業試験場

（明治26年）規程にも“蠶事部ハ蠶業ニ關スル試驗及教育ヲ掌リ本業ノ改良進歩ヲ計ルヲ

以テ目的トス”とあることから、明治44年以前は研究が主体でなかった、とする論は無理

がある。

だとすると、農商務省にあった、蚕病試験場、蚕業試験場、仮試験場蚕事部、蚕業試験

場、蚕業講習所は、どのような役割を果たしていたのか？。また、蚕業講習所の組織改革

によって原蚕種製造所を作るのではなく、蚕業講習所は存続させたままで、原蚕種製造所

を作り、試験研究業務、原蚕種製造業務はすべて原蚕種製造所に移管し、蚕業講習所にお

いては、専ら技術講習だけを行う、としたのは何故か？、大正８年の官制改正で、蚕業試

験場の所掌業務に“講習及び講話”が追加されていることから、明治44年以降は、専ら研

究に専念したというのも事実とあわない。

明治７年に内藤新宿試験場に蚕業試験掛が設置され、試験が開始されたのに明治12年に

廃止となったのは何故か？。その後明治17年に、一旦廃止された国の試験場が蚕病試験場

として再開された背景には何があったのか？。養蚕業はわが国の農村における農業経営の

一環として発展させるべきものと考えられるのに、昭和31年に農林水産技術会議が発足す

るまで、蚕糸研究は農学研

究とは独自の路線を歩んだ

のは何故か？。蚕病試験場

に始まる蚕糸試験場におい

ては、良質の生糸を効率的

に生産すること、そのため

の強健で良質な繭を生産す

る蚕品種の育成、効率的な

養蚕技術の開発等のように

多様な研究が行われたが、

それらの多くが、多かれ少

なかれ生糸を中心とした研



究であったように思えるのは何故か？それにはどのような背景なり社会的要請があったの

か？。

平成11年10月に蚕糸・昆虫農業技術研究所企画連絡室長に赴任して、初めて研究所の

、 。業務を詳しく知ることになったが 調べれば調べるほど疑問が湧いてくることが多かった

農業技術研究所は、仮試験場農事部から農事試験場が創立された1893年（明治26）から数

えて80年目の記念行事として、1974年に「農業技術研究所80年史」を出版している。どの

場所も多かれ少なかれ節目の年には、記念誌を出版していることが多いので、調べてみた

がそれらしきものが蚕糸試験研究に関しては見当たらない。

一方、平成13年４月には、蚕糸・昆虫農業技術研究所は農業生物資源研究所と合体し、

新たに植物、昆虫、動物、微生物の生命科学研究を行う、独立行政法人農業生物資源研究

所が発足し、研究所の名前から「蚕糸」の文字が消えることとなった。時代が移り変わっ

ていくと、蚕糸試験研究に携わった人達が少なくなっていくのは当然のなりゆきとして考

えないといけない。資料が散逸してしまわない内に、できるだけ資料に即した蚕糸試験研

究の歴史をまとめておく必要があるのではないか、という思いがこの資料作成の動機にな

っている。

歴史をまとめるということは、事実を年代順に並べることではなく、ある出来事がどの

ような背景のもとに起こり、どのように進展し、それがどのような影響を及ぼしたのか、

を記述することにあると思われる。それは、様々な、時には断片的な、情報を収集し、そ

れらを俯瞰してみることによって見えてくるものを整理し、その考えを実証する新たな資

料を探す、という作業の繰り返しによって可能になると思われるが、必ずしもそのような

資料が残されているわけではなかった。取りあえず、得られた情報をもとに、一つの歴史

を書いてみた。ここで取り上げていない新たな資料があれば是非ご教示いただきたい。そ

れによって、書き換える必要が生じた部分については、改めて別の機会に改訂を行いたい

と思う。

第２部には、明治以来の主要な試験研究成果について取りまとめた。第２部についての

解説を最後のページに書いたので、詳細はそれを見て頂きたい。

最後に、本稿をまとめるにあたり、草稿を読んで貴重なご意見を賜った、嶋崎昭典信州

大学名誉教授、村上 毅元蚕糸・昆虫農業技術研究所長、第２部をまとめるにあたり資料

の収集・調査にご協力いただいた大わし地区の関係研究者諸氏に謝意を表する。

平成16年７月１日

農業生物資源研究所 理事

北村 實彬



目 次
第１部 組織変遷の歴史
Ⅰ．蚕糸試験研究の萌芽期
１．明治政府の勧農政策の変動 ･･････････････････････････････････････････ １
２．内藤新宿試験場蚕業試験掛の設置（明治７年）･･････････････････････････ １
３．内藤新宿試験場蚕業試験掛の廃止（明治12年）･･････････････････････････ ２

Ⅱ．農商務省農務局蚕病試験場（明治17年 ・蚕業試験場（明治19年））
１．農商務省の設立（明治14年）･･････････････････････････････････････････ ２
２．農務局蚕病試験場・蚕業試験場 ･･････････････････････････････････････ ３
３．蚕病試験場における試験 ････････････････････････････････････････････ ４
４．農務局蚕業試験場における試験 ･･････････････････････････････････････ ４

Ⅲ．農務局仮試験場蚕事部（明治24年 ・蚕業試験場（明治26年））
１．西ヶ原の樹木試験所と山林学校 ･･････････････････････････････････････ ５
２．仮試験場蚕事部 ････････････････････････････････････････････････････ ６
３．富国強兵策を支えた蚕糸業－当時の社会情勢－ ････････････････････････ ６
４．蚕業試験場 ････････････････････････････････････････････････････････ ７
(１)蚕業試験場規程 ･･････････････････････････････････････････････････ ７
(２)蚕業試験場における試験 ･･････････････････････････････････････････ ９

Ⅳ．蚕業試験場から蚕業講習所（明治29年）へ
１．蚕業講習所設置の建議 ･･････････････････････････････････････････････ 10
２．蚕業講習所の業務 ･･････････････････････････････････････････････････ 11

Ⅴ．東京蚕業講習所（明治32年）
１．蚕業講習所（東京蚕業講習所と京都蚕業講習所）････････････････････････ 12
２．蚕業講習所製糸部の設置 ････････････････････････････････････････････ 13
３．夏秋蚕部の設置 ････････････････････････････････････････････････････ 16
(１)夏秋蚕部設置の経緯 ･･････････････････････････････････････････････ 16
(２)夏秋蚕部における研究 ････････････････････････････････････････････ 19

Ⅵ．原蚕種製造所（明治44年）
１．蚕種統一論議の背景 ････････････････････････････････････････････････ 19
２．蚕種統一・繭質統一を巡る意見 ･･････････････････････････････････････ 20
３．生産調査会への諮問 ････････････････････････････････････････････････ 22
４．蚕業講習所と原蚕種製造所の併存 ････････････････････････････････････ 25
５．原蚕種製造所の設置 ････････････････････････････････････････････････ 25

Ⅶ．蚕業試験場（大正３年）
１．原蚕種製造所支所の増設と原蚕種の配布 ･･････････････････････････････ 31
２．蚕業試験場の官制発布 ･･････････････････････････････････････････････ 32
３．事業の拡大 ････････････････････････････････････････････････････････ 38
４．農林省の独立と蚕糸局創設のころ ････････････････････････････････････ 41



５．蚕糸業統制への動き ････････････････････････････････････････････････ 45
６．原蚕種管理法の制定 ････････････････････････････････････････････････ 46

Ⅷ．蚕糸試験場（昭和12年）
１．製糸研究の拡充 ････････････････････････････････････････････････････ 50
(１)絹業試験所の設置 ････････････････････････････････････････････････ 50
(２)蚕業試験場の蚕糸試験場への拡充 ･･････････････････････････････････ 50

２．第二次世界大戦前後の蚕糸を取り巻く情勢と蚕糸試験場の組織改正 ･･････ 53
(１)終戦前の農林省機構の変遷 ････････････････････････････････････････ 53
(２)戦時下統制の強化 ････････････････････････････････････････････････ 54
(３)農林省設置法の改正 ･･････････････････････････････････････････････ 54
(４)「蚕糸業復興緊急対策要綱」と技術指導体制の強化 ･･････････････････ 55
(５)岡谷製糸試験所の設置 ････････････････････････････････････････････ 58
(６)その他の組織改正 ････････････････････････････････････････････････ 59

３．社会情勢の変化に対応した研究室等内部組織の改正 ････････････････････ 60
(１)昭和33年の組織改正 ･･････････････････････････････････････････････ 60
(２)昭和35年の組織改正 ･･････････････････････････････････････････････ 62
(３)昭和43年の組織改正 ･･････････････････････････････････････････････ 63
(４)昭和47年の組織改正 ･･････････････････････････････････････････････ 65

４．筑波研究学園都市への移転 ･･････････････････････････････････････････ 66
(１)筑波研究学園都市建設構想 ････････････････････････････････････････ 66
(２)農林省における検討 ･･････････････････････････････････････････････ 67
(３)蚕糸試験場における検討 ･･････････････････････････････････････････ 67

５．農業関係試験研究機関の見直しに伴う組織の大幅縮小（５８体制整備）････ 69
(１)行政監察結果に基づく勧告（昭和55年12月） ････････････････････････ 69
(２)農業研究センターの設置 ･･････････････････････････････････････････ 70
(３)農業生物資源研究所および農業環境技術研究所の設置と

蚕糸試験場の大幅縮小 ････････････････････････ 71
(４)蚕糸試験場の新体制 ･･････････････････････････････････････････････ 71

Ⅸ．蚕糸・昆虫農業技術研究所（昭和63年）
１．新たな情勢に対応する農業関係試験研究体制の見直し ･･････････････････ 72
２ “蚕糸の試験場”から“昆虫機能の研究所”へ（６３体制整備）･･･････････ 72．
３．内部組織の改正 ････････････････････････････････････････････････････ 74
(１)平成３年の組織改正 ･･････････････････････････････････････････････ 74
(２)平成６年の組織改正 ･･････････････････････････････････････････････ 74
(３)平成８年の組織改正 ･･････････････････････････････････････････････ 75

Ⅹ．独立行政法人農業生物資源研究所（平成13年）
１．独法化の背景 ･･････････････････････････････････････････････････････ 76
(１)中央省庁等改革の動き ････････････････････････････････････････････ 76
(２)科学技術行政改革の動き ･･････････････････････････････････････････ 78



(３)農政改革の動き ･･････････････････････････････････････････････････ 78
２．独立行政法人農業生物資源研究所の設立 ･･････････････････････････････ 80
３．独立行政法人農業生物資源研究所における研究 ････････････････････････ 81
４．独法生物研における蚕糸研究 ････････････････････････････････････････ 82

《資料》
農商務省蚕病試験場（明治17年）から

独立行政法人農業生物資源研究所（平成13年）までの組織の変遷図････ 86
組織人員の動き ･･････････････････････････････････････････････････････ 87
歴代場所長 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 88

第２部 主な試験研究成果
Ⅰ．～1945年
１．生殖器による蚕児の雌雄鑑別（1904）･･････････････････････････････････ 89
２．一代雑種利用の提唱（1909）･･････････････････････････････････････････ 89
３．一代雑種の配布開始（1914）･･････････････････････････････････････････ 91
４．絹糸の形成について（1916）･･････････････････････････････････････････ 91
５．沈繰製糸試験成績（1916）････････････････････････････････････････････ 92
６．蚕卵の化性の解明（1918）････････････････････････････････････････････ 93
７．蚕室におけるフォルマリンガス消毒（1918）････････････････････････････ 93
８．蚕卵の人工孵化法（1924）････････････････････････････････････････････ 93
９． 染色体に優性雌性因子が存在する（1933）･･･････････････････････････ 94W

10．蚕の斑紋による雌雄鑑別法（1941）････････････････････････････････････ 94
Ⅱ．1945年～1959年
11．春用蚕品種「日122号×支122号 （1949）･･･････････････････････････････ 95」
12 「国桑第20号 「国桑第21号 「国桑第27号 （1949）･･･････････････････ 96． 」、 」、 」
13．桑胴枯病の伝染発病機構の解明と防除法（1950）････････････････････････ 96
14．蚕の卵色による雌雄鑑別法（1951）････････････････････････････････････ 97
15．夏秋蚕用蚕品種「日124号×支124号 （1955）･･･････････････････････････ 97」
16．蚕試式定繊度感知装置（1955）････････････････････････････････････････ 98
17．夏秋蚕用蚕品種「日122号・日124号×支115号・支124号 （略称2454 （1957）99」 ）

Ⅲ．1960年～1964年
18．桑の新梢挿し木法（1957）････････････････････････････････････････････ 101
19．人工飼料による全齢飼育（1960）･･････････････････････････････････････ 101
20．自動繰糸工程管理技術（1961）････････････････････････････････････････ 102
21．人工飼料による蚕の無菌飼育（1961）･･････････････････････････････････ 103
22．桑古条マルチング挿木法（1963）･･････････････････････････････････････ 104
23．蚕の伝染性軟化病ウイルスに関する研究（1964）････････････････････････ 104
24．玉糸自動繰糸機の完成（1964）････････････････････････････････････････ 104

Ⅳ．1965年～1969年
25．自動機による繭検定（1965）･･････････････････････････････････････････ 106
26．核多角体病ウイルスに対する蚕の感受性増大の要因（1966）･･････････････ 106
27．桑の新品種

「かんまさり｣｢あさゆき｣｢ふかゆき｣｢わせみどり」｢あつばみどり」(1966) 107



28．限性蚕品種「日131号×支131号 （1967）･･･････････････････････････････ 108」
29．蚕微粒子病の集団検査法（1967）･･････････････････････････････････････ 110
30．桑萎縮病病原（マイコプラズマ様微生物）の発見（1967）････････････････ 110
31．脱皮ホルモンによる蚕の熟化促進（1968）･･････････････････････････････ 111
32．蚕種研究の集大成（1969）････････････････････････････････････････････ 111
33．簡易条払い機の完成（1969）･･････････････････････････････････････････ 112
34．蚕の麹かび病菌に関する研究（1969）･･････････････････････････････････ 112
35．ケミカルコントロールによる上蔟作業の簡易化（1969）･･････････････････ 114

Ⅴ．1970年～1974年
36．桑の新品種「しんいちのせ （桑農林１号 （1970）･･････････････････････ 114」 ）
37．稚蚕用螺旋循環式飼育装置（1971）････････････････････････････････････ 115
38．幼若ホルモンによる繭重増加法（1971）････････････････････････････････ 115
39．蚕ウイルス性軟化病の早期診断・蛍光抗体法（1971）････････････････････ 116
40．蚕卵の長期間保存法の研究（1972）････････････････････････････････････ 116
41．桑の新品種「ゆきしのぎ （桑農林２号 （1972）････････････････････････ 117」 ）
42．クワのカルス培養（1973）････････････････････････････････････････････ 117
43．繭検定用新型自動繰糸機（1973）･･････････････････････････････････････ 118
44．蚕の人工飼料による大量飼育（1973）･･････････････････････････････････ 118
45．蚕の新しい軟化病ウイルス（1973）････････････････････････････････････ 121

Ⅵ．1975年～1979年
46．麹かび病菌の簡易検出法（1975）･･････････････････････････････････････ 122
47．四輪トラクター用土壌消毒機（1975）･･････････････････････････････････ 122
48．桑の新品種「ゆきしらず （桑農林３号 （1976）････････････････････････ 122」 ）
49．桑の新品種「みなみさかり （桑農林４号 （1976）･･････････････････････ 123」 ）
50．野蚕糸を用いた複合絹織物の試織（1977）･･････････････････････････････ 123
51．春蚕用蚕品種「日140号×支145号 （1979）･････････････････････････････ 124」

Ⅶ．1980年～1984年
52．カイコからの新微胞子虫の分離（1980）････････････････････････････････ 125
53．原蚕の人工飼料育における飼育標準表の作成（1980）････････････････････ 126
54．桑園における太陽エネルギーの効率的利用（1980）･･････････････････････ 127
55．桑葉収穫機（1981）･･････････････････････････････････････････････････ 128
56．桑の新品種「しんけんもち （桑農林５号 （1981）･･････････････････････ 128」 ）
57．桑の新品種「ときゆたか （桑農林６号 （1981）････････････････････････ 129」 ）
58．桑の新品種「はやてさかり （桑農林７号 （1981）･･････････････････････ 130」 ）
59．桑の組織培養法（1982）･･････････････････････････････････････････････ 130
60．不良繭自動選別機（1982）････････････････････････････････････････････ 131
61．伸縮・嵩高性絹糸（1982）････････････････････････････････････････････ 132
62．桑の新品種「あおばねずみ （桑農林８号 （1983）･･････････････････････ 132」 ）
63．抗幼若ホルモンによる蚕の発育と繭糸の制御（1984）････････････････････ 133
64．桑園における有機物施用基準の策定（1984）････････････････････････････ 133
65．蚕の培養細胞株の作出（1984）････････････････････････････････････････ 134

Ⅷ．1985年～1989年
66．画像処理による生糸繊度の計測システム（1985）････････････････････････ 134
67．洋装用複合絹糸（ハイブリッドシルク （1985）･････････････････････････ 135）
68．糸故障自動修理装置（1985）･･････････････････････････････････････････ 136



69．微粒子病病原虫の新しい同定法（1985）････････････････････････････････ 136
70．新染色法「シリカ染 （1985）･････････････････････････････････････････ 137」
71．網状複合生糸の製造法（1986）････････････････････････････････････････ 137
72．天敵微生物によるキボシカミキリの防除法（1986）･･････････････････････ 138
73．多収性蚕品種「翔萌 （日02号×中02号 （1986）････････････････････････ 138」 ）
74．桑の新品種「おおゆたか （桑農林９号 （1986）････････････････････････ 139」 ）
75．新染色法「ギブス染 （1987）･････････････････････････････････････････ 140」
76．人工飼料による原蚕の飼育標準技術（1987）････････････････････････････ 140
77．春蚕用蚕品種「大鷲 （1987）･････････････････････････････････････････ 143」
78．細繊度蚕品種「あけぼの （1987）･････････････････････････････････････ 144」
79．テンサンフィブロイン遺伝子のクローニングと構造解析（1987）･･････････ 146
80．白・紫紋羽病拮抗菌の簡易検定法「培養寒天重置法 （1987）･････････････ 146」
81．カイコ培養胚からの個体回収技術（1988）･･････････････････････････････ 147
82．新しい短繊維素材「スパンロウシルク （1988）･････････････････････････ 147」
83．クワ赤渋病菌レースの分布と抵抗性クワ属植物の検索（1988）････････････ 148
84．脱皮ホルモンによる不吐糸蚕の吐糸誘導技術（1988）････････････････････ 148
85．精巣・卵巣の凍結保存法（1988）･･････････････････････････････････････ 149
86．稚蚕人工飼料育における光線管理技術（1988）･･････････････････････････ 150
87．新病原クワ輪斑病菌の生活史と代謝植物毒素（1988）････････････････････ 150
88．凍霜害を誘導する氷核活性細菌の特性（1988）･･････････････････････････ 151
89．密植桑園の畦交互伐採による増収技術（1988）･･････････････････････････ 152
90．フィブロイン産生に関与する と 遺伝子の解析（1988）････････ 152tRNA tRNA

91．桑の新品種「みつしげり （桑農林10号 （1988）････････････････････････ 152」 ）
92．桑の発芽予測プログラム（1989）･･････････････････････････････････････ 153
93．結束型桑収穫機（1989）･･････････････････････････････････････････････ 154
94．クワの 遺伝子の導入（1989）･････････････････････････････････････ 154GUS

95．昆虫ホルモン利用による蚕の自然上蔟法（1989）････････････････････････ 155
96．カイコ初期胚への微量 注入装置（1989）･･････････････････････････ 155DNA

97．大型絹糸昆虫タサールサン用人工飼料（1989）･･････････････････････････ 156
98．春蚕用蚕品種「日137号×支146号 （1989）･････････････････････････････ 156」
99．太繊度蚕品種「さきがけ （1989）･････････････････････････････････････ 157」
100．桑の新品種「ゆきまさり （桑農林11号 （1989）････････････････････････ 159」 ）
Ⅸ．1990年～1994年
101．ニット用素材－異収縮性絹糸－（1990）････････････････････････････････ 160
102．カイコ濃核病ウイルス抵抗性遺伝子 の座位（1990）･････････････ 161（ ）nsd-1

103．紫外線レーザー照射法によるカイコ卵の発生予定域図（1990）････････････ 161
104．カイコ核多角体病ウイルスベクター系の構築と外来遺伝子の発現（1990）･･ 162
105．春蚕用蚕品種「黄白 （1990）･････････････････････････････････････････ 162」
106．広食性蚕品種「あさぎり （1990）･････････････････････････････････････ 164」
107．簡易調製低コスト人工飼料「ペレット飼料 （1991）･････････････････････ 166」
108．広食性蚕用人工飼料（1991）･･････････････････････････････････････････ 166
109．簡易蚕上蔟ネット（1991）････････････････････････････････････････････ 167
110．気体透過性絹蛋白質膜の新用途開発（1991）････････････････････････････ 168
111．自動繭検定システムの確立（1991）････････････････････････････････････ 168
112．桑葉への紫外線照射がカイコの摂食に及ぼす影響（1991）････････････････ 169



113．吸汁性昆虫ハゴロモによる萎縮病クワ師管液の採取と 粒子の検出（1991）MLO

････････････････････････････････ 169
114．太繊度蚕品種「ありあけ （1991）･････････････････････････････････････ 169」
115．低コスト人工飼料育用蚕品種「しんあさぎり （1991）･･･････････････････ 171」
116．桑の新品種「みつみなみ （桑農林12号 （1991）････････････････････････ 173」 ）
117．桑の新品種「たちみどり （桑農林13号 （1991）････････････････････････ 174」 ）
118．回転培養方式による昆虫細胞の大量培養（1991）････････････････････････ 175
119．ドウガネブイブイの性フェロモン成分の化学構造（1991）････････････････ 175
120．カイコセクロピン型抗菌蛋白質 の の単離と構造解析（1991）･････ 176B cDNA

121．サクサンフィブロインの一次構造（1992）･･････････････････････････････ 176
122．カイコ核多角体病ウイルス 様遺伝子を用いたp10

バキュロウイルスベクター（1992）･･ 176
123．ハイブリッドシルクのバルキー加工技術（1992）････････････････････････ 177
124．蚕の上蔟装置（1992）････････････････････････････････････････････････ 177
125．絹蛋白質の酵素固定化担体としての利用（1992）････････････････････････ 178
126．桑の新品種「ゆきあさひ （桑農林14号 （1992）････････････････････････ 178」 ）
127．桑の新品種「ひのさかり （桑農林15号 （1992）････････････････････････ 179」 ）
128．桑の新品種「はちのせ （桑農林16号 （1992）･･････････････････････････ 180」 ）
129．新実験昆虫エビガラスズメの通年飼育体系（1992）･･････････････････････ 180
130．複合樹脂加工剤による絹織物の防しわ・黄変防止加工法（1993）･･････････ 181
131．高強度絹糸の作出（1993）････････････････････････････････････････････ 182
132 「綿蚕」紡績糸による洋装用新衣料素材（1993）･････････････････････････ 182．
133．紫外線照射による桑炭そ病潜在感染の早期診断（1993）･･････････････････ 182
134．カイコのゲノムからの 多型を示すクローンのスクリーニング法(1993)183DNA

135．広食性蚕品種「はばたき （1993）･････････････････････････････････････ 183」
136．カイコセクロピン の植物病原細菌に対する増殖抑制効果（1993）･･･････ 185B

137．ウンカ類の酵母様共生微生物の分子分類（1993）････････････････････････ 185
138． 法によるカイコの系統分類（1994）･･････････････････････････････ 185RAPD
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Ⅰ．蚕糸試験研究の萌芽期
１．明治政府の勧農政策の変動
江戸幕府以来の鎖国を終え近代的統一国家の形成を指向する明治政府が目指したのは、富国強

兵、殖産興業、文明開化であった。当時、大蔵卿として勧業行政に携わっていた大久保利通は、
これらの課題を実現すべく、明治６（1873）年５月に内務省創設を建言した。同年11月これが採
択され、大蔵省の事務を分けて内務省が創設されると自ら内務卿に就任し、その政策実行にあた
った。それまで勧業行政は民部省（明２年７月開設 、ついで大蔵省（明４年７月創設）の担当）
であり、大蔵省では造幣寮・租税寮が一等寮で勧業寮は三等寮であったが、内務省になると勧業
（ ） 。寮 農務・工務・商務・編纂の４課を置く は警保寮とともに省内の最も重要な一等寮となった
大久保は「殖産興業ニ関スル建議書 （明７年５月）を起草し、富国強兵は政府の策定を原動力」
とする殖産興業に立脚するという考えを示し、特に工業の保護育成を強調した。

大凡国ノ強弱ハ人民ノ貧富ニ由リ人民ノ貧富ハ物産ノ多寡ニ係ル、而シテ物産ノ多寡ハ人民ノ工業ヲ勉
励スルト否サルトニ胚胎スト雖モ其源頭ヲ尋ルニ未タ嘗テ政府政官ノ誘導奨励ノ力ニ依ラサル無シ
（ 殖産興業ニ関スル建議書」より）「

政府の行った殖産部門は多岐にわたるが、その中に富岡製糸場（明５開業 、新町紡績所（明1）
0開業 、愛知紡績所（明14開業）などを見ることができる。政府の行った殖産工業政策はこのよ）
うに工業を中軸に据えているが、同時に華士族授産、国力増強の観点から農業振興にも力点が置
かれていた。それは、試験研究機関の開設にも表れている。

２．内藤新宿試験場蚕業試験掛の設置（明治７年）
明治５年（1872）10月には、旧内藤氏邸跡地９万５千坪余を買収して、大蔵省租税寮勧業課の

所管として内藤新宿試験場を開設し、各地に散在する府下農事試験場もここに統合させた。明治
６年に内務省が設置されると、試験場は勧業寮の所管となり、明治７（1874）年３月の同省勧業
寮事務章程には 「第八条 農業学校及び勧業会社の制を制定す」と規定して、勧業寮出張所に、

、 。 、農学掛 蚕業試験掛を設置した ９年９月には一般勧農事務を分離して試験場組織として独立し
明治10（1877）年10月勧農局設置と同時に勧農局農業試験場と称した。内藤新宿試験場では、①
内外穀菜果樹の試作・繁殖・頒布（後に三田育種場へ 、②農具の試験・展示（後に三田農具製）
作所へ 、③各種農産の製造・加工・分析、④外国牧畜の飼養、⑤養蚕および製糸試験、⑥農業）
博物館設立などの事業を行った。
1852年南フランスに起こった微粒子病は、２～３年もすると北部に広がり、フランスの生糸産

業は壊滅状態に追い込まれた。さらに1860年代に入るとイタリアにも広がり、ヨーロッパの蚕業
地帯は、微粒子病蔓延によって壊滅的打撃を受け、無病蚕種の要求は多大であった。そのため、
イギリスの貿易商たちは、急遽香港や上海経由で日本への接触を図った結果、蚕種は作れば売れ
るという状態が起こり、にわかに蚕種製造を行うものなどが続出し、その結果甚だしい粗製濫造
が行われ出した。そこで政府は、蚕卵紙生糸改所の設置（大総督府、明治元年４月 、蚕種製造）
規則を発布（民部省、明治３年８月 、蚕種原紙規則制定（明治５年11月）等の手だてを講じた）
が大きな効果を生まなかった。一方、フランスでは、ルイ・パスツールが仏政府の依頼で微粒子
病の研究に取り組み、1870（明治３）年に病原体を発見すると共に袋取法（交尾・産卵後の雌を
磨砕して顕微鏡で胞子の有無を調べ、胞子が発見されればその蛾の産んだ卵をすべて焼却すると
いう方法）を開発し、健全な蚕種製造が可能となった。それに応じて蚕種の輸出は年々減退し、
やがてほとんど輸出されなくなり、代わって生糸が輸出の主流となった。内藤新宿試験場におい
て養蚕および製糸試験が行われた頃の国内外の蚕糸業の情況はこのようであった。
当時、内藤新宿試験場蚕業試験掛において行われていた蚕糸業に関する試験および伝習の事務
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について、明治35年３月発行の大日本蠶絲會報第117号には次のように記されている。

（前略）爾後五年間に施行せる試驗の重もなるものは桑樹種類試驗、内外國蠶種試驗、蠶病試驗、養法得
失試驗、製絲試驗、きょう蛆試驗、野蠶試驗等の數種にして清國産魯桑、伊國産黄金種の移入等は即ち此
時代に在り。而して飼育法の改良、きょう蛆發育の經過、蠶體解剖等の學理的研究を將來せるの端亦此時
に發せり。而して其養成せる生徒の數は前後百五六十名に達し共に斯業改進に資せること尠からざりしを

。以て尋で蠶事學校設置の計畫ありしも同十二年五月に至り試驗場の廢止せられたる爲め其事亦逐に成らず
以來中央政府は蠶絲業に關する試驗を中絶するに至れり。
（雑録『東京蠶業講習所沿革 ）』

３．内藤新宿試験場蚕業試験掛の廃止（明治12年）
このようにして官主導ではじまった「養蚕および蚕糸試験」は、明治12年になって大きく変貌

することとなる。明治11年５月に内務卿大久保利通が暗殺された後、大久保民業奨励政策を実質
的に指導することとなった勧農局長松方正義は、明治12年（1879）に有名な『勧農要旨』を起草
している。この中で「上州富岡製糸場、泉州堺紡績場、下総牧羊場、或ハ東京府下ニ設立セル試
験場ノ類 （中略）此種ハ固ヨリ一時ノ仮設ニシテ到底政府ノ永ク関与スヘキモノニアラス」と、
払い下げあるいは廃止の方針を提示し、次いで「政府カ資金ヲ以テ妄リニ小数人民ニ貸与スルノ
益ハ、此ヨリ生スル所ノ弊害ヲ償フコト能ハサルナリ 「政府カ保護ノ厚意ハ反テ人民怨望ノ謀」
トナリ、到底姑息ノ仁タルニ過キサルヘキナリ 「本原ニ遡リテ之ヲ論スレハ、農業ハ人民営生」
ノ私業ニシテ、政府繊芥之ニ関与スヘキノ権力ヲ有セサレハナリ、仮令政府カ何等ノ新利良法ヲ
以テ人民ニ勧ムルトイヘトモ、之ヲ実行スルモノハ人民ノ力ナリ、而シテ之ヲ取捨スルノ権只人
民ノ択フ所ノミ、人民応セサレハ政府復之ヲ奈何トモスルコトナシ、況ンヤ人民ノ曾テ好マサル
所ヲ強ヒ未タ信セサル所ヲ責ムルニ於テヲヤ」と述べ自営私為の原則を強調した。これ以降、政
府の保護奨励は、直接保護から間接保護に移ることになる。松方は勧農局長の後内務卿となり、
以後明治30年ころまで大蔵卿、大蔵大臣、総理大臣など要職を歴任するが、農政に関する政府の
所見はこの『勧農要旨』に基づいている。松方の方針により、内藤新宿勧業局農業試験場で行わ
れていた事業の多くは他機関に移され、勧農局試験場は廃止された。こうした政府の保護政策の
変化により、蚕種や生糸の生産販売と同様に蚕糸の試験研究および伝習に関しても放任主義がと
られ、明治12（1879）年５月勧農局試験場の廃止とともに、蚕業試験掛の業務は打ち切られ、蚕
糸研究は一旦途絶えることとなった。
※ちなみに、この松方正義の９男松方正熊男爵と、アメリカの市場へ生糸の直接取引を図って商社を設立した

、 、 、新井領一郎の長女ミヨとの間に生まれた春子は 元駐日大使エドウィン・ ・ライシャワーと結婚し 父方O
母方双方の祖父の生涯を描いた『絹と武士』を著している。

Ⅱ．農商務省農務局蚕病試験場（明治17年 ・蚕業試験場（明治19年））
１．農商務省の設立（明治14年）
明治13（1880）年11月、大隈重信・伊藤博文両参議は 「経費を節減し、しかも政府を能率的、

にするには各省管掌事務の分画の確定を要するが、今最も急務となっているのは工部関係事務に
劣らず重要な農商務事務を一省に集合することである。現況では農商務事務は一定の規則に基づ
く公平不偏の保護奨励を欠き、その『区域ヲ踰越シテ』一部の庇護に傾いており、しかも内務・
大蔵両省の分掌に係るその事務は重複し従って失費も多い。農商務の関連する事務を一省に集合
すればこの欠点が是正できる。欧州諸国の制度をみても農商務の一省を置いている」として、農
商務省設置を要望する建議を提出した。この結果、内務省の勧農、駅逓、山林博物、大蔵省の商
務を統合して、明治14年農商務省が設立され、書記、農務、商務、工務、山林、駅逓、博物、会
計の８局および農商工上等会議が置かれた。この時の農商務省の所掌を巡って、農商務省と文部
省との間で次のようなやりとりのあったことが 『日本農業発達史別篇－農業教育の成立－ （東、 』
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畑精一・盛永俊太郎監修）に記されている。農商務省における“教育”を巡る問題は、後述する
ように大正２年に（研究・普及・教育の関係として、それが正しい方向であったかは別として）
一応の解決を見るまで、ずっと尾を引くことになる。

明治十四年農商務省が設立されて、同年四月、官省院使廰府県に対する太政官達第二十五号をもつて定
められた農商務省職制中には 「第二官設の農商工の諸学校（工部省所管の工部学校を除く）農工業模範の、
建造物及び博物館（従前内務省所管の分に限る）を管理し、民立農商工の諸学校を監督す」と規定した。
これに対して文部省は、同規定が明治十二年の教育令の精神と矛盾するとして、四回にわたつて太政官

に上禀を呈出してその撤回を要請した。そこで太政官ではようやくこの問題の解決を急ぎ、これを参事院
に討議したところ、参事院では次の決議をして上申した。
「････農商工の諸学校をして該（農商務）省の監督に附せられたるの意は、将来農商工の事業を拡張し従
来の陋習を洗除するの方法順序に於て尤も直接の関係を有し且つ其実際に於ても便利あるをもつて之を該
省の監督に定められたるものと思考す。然らば単に教育令の明文のみに拠て論すへからさる処ありと雖も
要するに教育は固より一途に出てさるへからさるものなるか故に従前文部卿に之を統摂せしめ他に分担せ
しめさる所以なり、若し事実上の便利のみに着目し処分するか如きことあるは一般教育上の権衡を失い其
弊や却て教育全体の進歩を妨くるの患なしとせす････」
こうして十五年四月、次のような太政官達第二十号が発せられて、この問題は折哀案で解決を見たので

ある。
「農商務省職制」
第二 農学校博物館（以上従前内務省所管の分に限る）及び商船学校を管理す

２．農務局蚕病試験場・蚕業試験場
一方、明治の初め頃に欧州の養蚕地帯において猖獗を極めた微粒子病が我が国にも存在するこ

と、その被害が拡大する兆候が見受けられたことから、農商務省農務局長岩山敬義は蚕茶課長半
井栄の建議を容れ、練木喜三を招いて蚕病試験研究を委託し、明治17年（1884）４月農務局の一
分課として蚕病試験場を東京府麹町区内山下町農務局出張所内に設置し、微粒子病に関する各種
の試験研究をさせることとした。明治19年農商務省に蚕茶課が設置されると共に 「蚕種検査規、
則」が制定され、そのための検査員を養成することが急務とされた。また蚕病試験場としても、
蚕病に関する試験研究だけではなく、広く蚕業上の学理や試験研究を行う必要が生じてきたが内
山下町の出張所内では手狭なので、同19（1886）年10月24日西ヶ原に移転し、名前を農務局蚕業
試験場と改めると共に、蚕種検査の実務に従事する検査員を養成するため、明治20（1887）年よ
り生徒（伝習生）を募集して講習を行うこととした。このことによって、政府による蚕糸業保護
政策が再発足したといえる。
この間のいきさつについて、大正6（1917）年5月8日発行の『東京高等蠶絲學校創立三十年記

念祝賀展覽會 特別参考品目録（乙號 』(発行：東京高等蠶絲學校創立三十年記念祝賀協賛會））
の中に次のような記述がある。

○蠶絲學校の前身たりし内山下蠶病試驗所の動機
西ヶ原なる東京高等蠶絲學校の前身は内山下蠶病試驗所に胚胎せし事は人或は之を知れども其動機の

何に在りし歟を審にせぬもの極めて稀なり。殊に當時の關係者練木善三松永伍作等諸氏既に凋謝し去りた
。る今日文獻の徴すべきものなければ高橋信貞氏等一二を除く外恐らくは其眞相を解せるものあらざるべし

抑々蠶病の試驗研究は明治七年内藤新宿農事試驗場内に於て佐々木長淳氏率先之に從事せられしを以て嚆
矢とす。然るに明治十二年の頃改革と共に氏も試驗場を去られしかば此事久しく中絶せしこと數年明治十
六年十月に至り偶然の事よりして再び蠶病試驗の必要を生じぬ。そは余が友人小山正武君大藏省書記官在
職中にて專ら海外報告通信の事に鞅掌せられしが一日支那上海發行の新聞申報及び循環日報を閲讀し佛人
ブリユナ氏が支那蠶病根治蠶業刷新更張の政策を草して李鴻章に呈出せし記事を發見せられ余に警告を與
へられしに由る事君が記述に詳くあり。余之を蠶業掛員に承けたるを以て時の農務局長岩山敬義氏に禀議
する所あり。而して局長の明敏果斷なる一言の下に鄙見を容れ練木喜三氏を召ひ托するに蠶病試驗研究の
事を以てせらる。練木氏曰く謹で命を拜す。維れ事重大獨力のよく當る所にあらず。願くは實驗篤志の人
を獲て共に之に從事せんと。是に於てか松永氏來り參するに至る。爾來試驗の成績は農事報告及び農商工
公報等に掲載せられ十九年に至り今の西ヶ原に移轉し更に規模を擴張し蠶業試驗場となりしなり。當時余
亦蠶茶課長として練木氏等と共に繩張して山林局より受取りぬ。小山氏の記述或は余に及び過獎敢て當ら
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ず。余は唯上官の命令の下に聊か職務を奉ぜしのみ。小山君が警告に至りては實に偉大得て測る可からざ
るものあり。余は君の美を沒するに忍びざるなり。嚮に君のよせられし文書今座右にありて余が譯出せし
支那新聞即ブリユナ氏の建議も別に稿を存せず。余之を遺憾とせしこと久し。然るに本年九月の初偶然一
葉の回議案を故紙堆より發見せり。之を一讀するに未文を闕けども事實は得て徴すべし。是本校の起源に
關しては必要材料ならん。歟もし此草案なかりせば農商務省の文書中にも恐らくは何等根據なかるべし。
但し時の農商務卿西郷侯及び農商務大輔品川子爵の遺篋中には或は存在したらんも知るべからず。今本校
記念展覽會の盛擧に際し此を出陳するは余の光榮とする所なり。因て聊か其事實を説明すると云

大正五年丙辰十月 前農商務省蠶茶課長 半井 榮識

３．蚕病試験場における試験
当時の蚕病試験場の活動は、先述の「大日本蠶絲會報第117号」によると次のようであった。

此年其施行せる試驗は專ら微粒子病の遺傳傳染の状況及豫防法等にして傍ら蠶種の保護飼育明治十七年：
法製種改良法等の研究をなし遂に框製法を新案するに至れり。而して其成蹟は農商工公報號外蠶病試驗成
蹟第一報として公刊し當業者に頒布せり。

此年は前年の試驗を継續し且更に新項目を設け微粒子病毒被害の状況及豫防驅除の方法を研明治十八年：
究せり。而して試驗の成蹟は農商工公報號外蠶病試驗成蹟第二報として公刊し各府縣當業者に頒布せり。

前年來の試驗を継續し尚白? 蠶及軟化病の傳染及豫防法に關する試驗を加へ又佛國産黄金種明治十九年：
及朝鮮國産白繭種の試育をなせり。其成蹟は農商工公報號外蠶病試驗成蹟第三報として公刊し各府縣當業
者に頒布すること前年に同じ。
以上三ケ年間の試験成蹟に依り本邦産繭の微粒子病の為に収獲を減殺さるゝこと頗る夥多なるを知れる

結果此年九月を以て蠶種検査規則の發布を見るに至れり。而して地方有志者の來て蠶病豫防法の傳習を請
ふ者陸続踵を接するに至れるを以て力めて其請を容れ蠶種検査法及之に關する學術を傳習し試驗の上合格
者三十二名に習得證を付與せり。又曩きに新案せる改良製種法(框製)に依り試驗せる蠶種百八十四枚(此蛾
數四千六百)を二府三十四縣の當業者に配付して試育せしめたり。以後毎年地方篤志者の請願に應じ配附せ
ること數百枚乃至千數百枚なり

※ちなみに、農商工公報號外『蠶病試驗成蹟第一報』の目次には、①黒痣病の試驗、②製種法
改良の試驗（竝圖表 、③黒痣病豫防法、④蠶種検査法（附顕微鏡用法竝圖解 、⑤蠶質及） ）
ひ飼育法、⑥護種法、⑦儲桑法、⑧収蠶法、⑨養蠶法、附録蠶卵紙検査成蹟、といった項目
が 『蠶病試驗成蹟第二報』の目次には、①蠶種の検査、②蠶兒発生の景況、③蠶兒成長の、
景況、④微粒子病傳染の試驗、⑤蠶蛹検査及蠶種製造法、⑥蠶蛾及蠶種の検査、といった項
目が見られる。

４．農務局蚕業試験場における試験
その後、蚕業試験場から習得証を授与された伝習生（生徒）の数は、明治20年は275名、21年

は261名、22年は196名に及んでいる。その中には、今井五介（明治19年卒業、元貴族院議員、片
倉製糸（株）社長、西ヶ原同窓会会長 、御法川直三郎（明治20年卒業、御法川式多条繰糸機は）
じめ多くの発明をなした）等の名が見られる。また、蚕種検査規則制定後の検査員不足の情況か
ら、伝習科習得者の中から検定試験によって選抜したり、明治23年からは、地方の養蚕伝習所教
師若しくは巡回教師となるべき者を養成できるよう科目を増加すると共にその質を高めた、とあ
る。
この間の報告書によると、蚕業試験場では、次のような試験を行っている。

（明治21年３月刊行）『農商工広報號外蠶病試験成蹟第四報』
蠶種保護竝強弱及重量試驗 桑質試驗 蠶卵孵化早晩試驗 小笠原島産桑葉試驗
給桑過不足試驗 蠶種得失試驗 蠶病試驗 微粒子試驗 白? 蠶豫防試驗 費用試驗

（明治21年11月刊行）『農商工広報號外蠶病試験成蹟第五報』
儲桑室試驗 藁圍蠶室試驗 蠶種得失試驗 給桑過不足試驗 桑質試驗 蠶卵孵化早晩 試驗
蠶體撰別試驗 土耳其産バグダ種試驗 支那種試驗 微粒子病試驗 難化病試驗
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蠶種保護及浸水試驗
（明治22年11月刊行）『蠶病試験成蹟第六報』

摘桑試驗 藁圍蠶室試驗 桑質試驗 蠶卵孵化早中晩試驗 五齢中の温度高低試驗
蠶座乾温濕試驗 蠶座廣狭試驗 給桑囘數試驗 蠶兒動静試驗 餉食試驗 外國蠶種試 驗

微粒子病試驗 白? 蠶試驗 蠶卵孵化延期試驗 蠶卵色澤試驗 蠶兒の體温試驗
蠶兒絶食試驗 養蠶標準表

Ⅲ．農務局仮試験場蚕事部（明治24年 ・蚕業試験場（明治26年））
１．西ヶ原の樹木試験所と山林学校
明治21年に白幡伯雅が製作した浮世絵（東京農工大繊維博物館蔵）には、正門右側門柱に「山

林局試験場 、左側門柱に「農務局蠶業試験場」の看板が掛かっている。この山林局試験場につ」
いて 『日本農業発達史別篇－農業教育の成立－ （東畑精一・盛永俊太郎監修）には次のよう、 』
に書かれており、この山林局試験場は、樹木試験所のことと思われる。

林業に関しては『農学事始め （217～9頁）にこういっている。』
「明治三年伏見宮殿下に属従して独逸に渡り山林学を修めた松野? といふ人が、帰朝後内務省の地理寮に
奉職し、此人によって林業に関する当局の注意を喚起する処が多かったのである。そこで明治十一年の初
めに西ヶ原に樹木試験所といふものを設けた。……此処で山林学術上の方法得失を考究したり、苗木を栽
培したり、樹木の適否効用を試験したり、其他林業に関する様々な業務を行った。……
明治十四年の四月に農商務省が新設され、山林局が設けられると、この樹木試験所は当然山林局の管轄

下に入り、其の分課の中に業務課が出来て、課の事務条項として
山林学校に関すること
樹木の培養及木材の効用を試験すること
内外国の材鑑及山林用具に関すること」

このような経過で明治15（1782）年、３年制度で（明治17年に５年制に延長）山林局山林学校が
設立されたが、明治19年７月22日に駒場に移転し、駒場農学校と合併して東京農林学校となって

。 、 。いる この直後の10月24日に蚕病試験場が移転してきて 蚕業試験場と呼称変更したわけである

図１ 「農務局假試験場圃地之図」
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２．仮試験場蚕事部
明治22（1889）年、後に農事試験場初代場長となる澤野淳は、ドイツ、アメリカ、フランス、

インド、セイロン等を巡回視察し、欧米農業の実体を体験しわが国の農業の改良が重要であるこ
とを実感、帰国後、農商務大臣陸奥宗光に農事試験場設置を建議した。澤野は23年農商務省農務
局第一課長、第五課長を兼任し試験場の開設準備にかかることになる。農務局は同年、北豊島郡
滝ノ川村西ヶ原の元山林学校の跡地に農務局仮試験場農事部を設置し、試験を行うこととした。
すでに19年、麹町区内山下町からの移転によって設置されていた蚕業試験場は明治24（1891）年
３月仮試験場蚕事部となった。

３．富国強兵策を支えた蚕糸業－当時の社会情勢－
その当時のわが国の社会状況を、山本茂実は『あゝ野麦峠』の中で「恐露病と第二の元寇」と

いう題で次のように書いている。

明治24年７月５日。この日提督丁汝昌の坐乗する清国北洋艦隊の新鋭巨艦定遠・鎮遠をはじめ来遠・致
遠・靖遠・径遠等々の六隻が、威風堂々東京湾に入港し、うち鳴らす礼砲は、いんいんと品川沖を圧して
いた。
これは表面上はあくまでも親善訪問であったが、明らかに清国海軍の一大デモンストレーションであっ

たことはいうまでもない。朝野の興奮は実はそこから来ていた。
（中略）
これに対してわが国には、十数年前にイギリスから買った小さな甲鉄鑑「扶桑」が一隻あったが、すで

に老朽化しており、このほかはほとんどないに等しい木造船の海軍力で、まだ生まれてまもない明治政府
はこの巨艦六隻を目の前に見て、驚きというより「第二の元寇」として恐怖し、なすところを知らぬ有様
であった （中略）。
しかもこの時日本全国民は「恐露病」におののいていた。
というのは、その２ヶ月前の４月27日、露国東洋艦隊の旗艦、バミイヤ、アゾヴァ号以下軍艦７隻が長

崎へ入港し、さらに瀬戸内海を示威行進して神戸から上陸したが、これには露国皇太子（後のニコライ二
） 。 （ ）世 を乗せていた この皇太子が親善訪問中に大津事件 日本の一警察官が皇太子に切りつけ負傷させた

に遭った。世界最強の陸軍国の皇太子をこともあろうに天皇直属の部下が切りつけたとあっては、ただお
さまるはずはない。ましてや東洋進出の機会を虎視眈々とねらっていた露国にとって絶好のチャンスを与
え一触即発。ついに明治天皇御みずから神戸の露鑑上にお詫びに参上してようやく事なきを得た （中略）。
時の海軍大臣樺山資紀は軍艦11隻、水雷艇60隻を含む5855万円の建鑑計画を急遽第二議会、第三議会に

提出したが、これがいずれも否決され、松方内閣は瓦解した。それもそのはず、この金額は当時一年の国
家予算総額よりも二百万円も多い額であった。

すでに述べたように、近代的統一国家の形成を指向する明治政府が目指したのは、富国強兵、
、 。 、 、殖産興業 文明開化であった 明治政府の急激な近代化政策に対しては 当然ながら反発もあり

その矛先は陸海軍費ばかりではなく 農商務省予算に対しても向けられた その間の事情を 農、 。 、『
務顛末』第一巻には次のように記されている。

二十四年二月十六日予算案の審議の際質問にたった静岡縣選出無所属の近藤準平の意見がそれである。
第一議会における政府提出予算に対する反政府党たる自由党・改進党を中心とする批判の中心は「政費節
減・民力休養」にあり、その論点は全予算の二八・七％に及ぶ陸海軍費に向った。予算委員会の討議の結
果は軍事予算をはじめ各省予算を通じて六百六万を削減する方針をとった。農商務予算に対する一般の批
判は農産加工に対する助成金の削減に集中した。そのような方向を持った本会議の席上で近藤議員は過去
の農商務省の業績からみて、予算の一部削減に止らず、省そのものを廃すべしと論じたのである。その発
言を摘録すれば次の如くである。
「是迄十餘年ヲ経歴ニ依リマシテ見マイタ所ガ、全ク農商務ハ民間ニ益ガ御座リマセヌノデ、却ツテ害

ガ御座リマス ・・・凡テ農業上ノコトニナリマスト、今日ハ別段ニ農商務ノオ蔭デカラニ益ヲ得タト云フ、
コトモ御座リマセズ、事柄ハ干渉デモナク放任デモナシ、唯技師デモ來テ年々一回カ二回位來テ、実際ノ
今日ノ民業ニ適当シマセヌ所ノ演説ガアル位ナ話デアリマシテ、加フルニ此ノ鎌一挺買フコトモ出來ヌ農
民ニ向ツテ、機械耕作ヲ勧メテ見タリ、チッポケナ地盤ニ大耕作ノ方法ヲ教ユル位ナコトデ、出來ナイ相
談計リガ多イヨウナコトデ ・・・且ツ困リマスルノハ毎年々々各様ノ表ヲ徴シテ、郡役所以下県庁ト云ヒ、
或ハ町村役場等、総ベテ皆大層手数ヲ掛ケラレテ費用ヲ増スノミデ、何ガ益ガアルカト云フニ、我々ハ何
ンニモ是迄寸功ヲ見マセヌ 」。
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ここに示された所は巡回教師制度、大機械農法の奨励、各種農業調査等、農商務省発足以來の新施策
の無効を云っているのであるが、直接国税納入額による制限選挙によって選び出され、以後数回の議会に
おいて執拗に地租税率の引き下げ、地租納期改正等を要求した議会の出発の時にあたってこのような発言
のあったことは興味あることといわなければならない。

山本茂実は、先述の『あゝ野麦峠』の中で続けて 「それから３年後に日清戦争が勃発したと、
き日本は55隻６万1300トンの大海軍を擁し、強力な連合艦隊の編成を作り上げていたが、それに
は外貨がなくては出来なかったはずだ。国家予算は取れたとしても国際収支のバランスを無視し
て軍艦建造は不可能である。ましてやそれらが輸入品であれば、なおさら外貨なくては入手出来
るはずがなかった。それは“生糸の経済力”のおかげであった」という趣旨の記述をしている。
明治22年６月29日に挙行された蚕業試験場における習得証授与式での松方正義大蔵大臣の演説

として 「畏くも我 天皇陛下が外国より軍艦を購求すべしと宣ひたるとき余は日本の軍艦は総、
て生糸を以て購求するものなれば軍艦を購求せんと欲せば多く生糸を産出せんことを謀らざるべ

」 、 。からずと上言したり云々 という記述が残っているが このような背景を物語っていると言える

４．蚕業試験場
その後、明治25年農事試験場および支場設置のための予算要求が議会を修正通過し、翌明治26

（1893）年農事試験場官制が公布され、農事試験場が発足するとともに蚕事部は再び蚕業試験場
として独立する。先の第一回議会における近藤議員の発言に見られるように、貧弱な財政基盤の
上に、富国強兵－軍備の充実と殖産興業－の実をあげていかなくてはいけないという明治政府の
抱える矛盾の中で、欧米化の努力をすすめようとした農業分野は必ずしも順調な発展を遂げてい
たとはいえない。農業分野の立ち後れに比べ、江戸末期以来の海外貿易の中心であった生糸、蚕
種等の蚕糸分野にあっては、すでに一応の技術があり、試験研究よりはむしろ実用的な技術指導
や検査に携わる人材の育成の方が急務と考えられたようである。このような分野間の進捗度の差
が、蚕糸部門が明治26年に農業試験場発足と同時に、単独で蚕業試験場に戻った理由と考えるこ
とができる。蚕事部改称に関しては 「日本蠶業雜誌」第65号に次のような記事がある。、

農商務省農務局假試驗場は從來普通農事養蠶等の業に從事せしか本年四月農事試驗場を設置せらるヽに當
り農事部は自然消滅に歸し蠶事部は尚依然たりしも世人
または官廳に於ても多くは蠶事部を以て農事試驗場と誤認し文書の如きも農事試驗場に到達するものあり
て不都合尠からす依りて今般右蠶事部の名農務局蠶業試驗場と改稱せられたり

(１)蚕業試験場規程
明治26年当時の蚕業試験場規程は、次のようになっている。

農務局蠶業試驗場規程
第一章 組 織

第一條 蠶事部ハ蠶業ニ關スル試驗及教育ヲ掌リ本業ノ改良進歩ヲ計ルヲ以テ目的トス
第二條 蠶事部二左ノ職員ヲ置キ農務局第二課員ヲ以テ之ニ充ツ

監督 試驗員 教員 事務員
第三條 監督ハ部員ノ試驗及授業ヲ統督シ部内ノ庶務ヲ處辧スルモノトス
第四條 試驗員ハ蠶業ニ關スル試驗ニ從事スルモノトス
第五條 教員ハ蠶業ニ關スル教育ニ從事スルモノトス
第六條 事務員ハ庶務ニ從事スルモノトス
第七條 蠶事部ハ臨時助手ヲ雇入レ試驗員教員ノ命ヲ受ケ試驗及教育ヲ補助セシム
第八條 試驗教育其他緊要ノ事項ハ評議會ヲ開キテ之ヲ協議スルモノトス
評議會ハ監督 試驗員 教員 事務員其他農務局第二課員ヲ以テ組織ス

第九條 試驗ノ成蹟及蠶事部記事ハ毎年十一月監督ニ於テ之ヲ編成シ第二課長ヲ経由シ農務局長ノ裁可ヲ
得蠶事報告トシテ之ヲ印刷頒布スルモノトス
但特ニ有益ナル試驗ノ成蹟ハ臨時報告トナスコトアルヘシ

第十條 地方蠶業者ニシテ有益ナル事項ヲ報告シタルトキハ評議會ノ決議ヲ経テ蠶事報告中ニ登載スルコ
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トアルヘシ
前項ノ場合ニハ報告者ニ蠶事報告五部ヲ贈與ス

第十一條 本部製造ノ蠶種ハ地方廳ヲ経由シ九月三十日迄ニ農務局ヘ願出テタル蠶業篤志者ニ配布スルコ
トアルヘシ

第十二條 蠶種ノ配布ヲ受ケタル者ハ成繭二合ヲ添ヘ其年八月三十一日迄ニ飼育ノ結果ヲ本部ヘ報告スヘ
シ

第十三條 蠶業ニ關スル諸般ノ質問ハ主査ヲシテ之ヲ調査スルモノトス
第十四條 部内ノ縦覧ヲ請フモノアルトキハ之ヲ許可ス
縦覧人心得ハ別ニ之ヲ定ム

第二章 蠶業試驗
第十五條 蠶業ノ試驗ハ左ノ科目ニ據リ施行スルモノトス
(一)桑樹 栽培。撰擇。病害
(二)養蠶 蠶種。飼育。蠶病
(三)製絲 殺蛹。貯繭。? 絲
(四)器具

第十六條 試驗ノ項目ハ毎年一月評議會ニ於テ之ヲ定メ農務局長ノ裁可ヲ得テ施行スルモノトス
第十七條 試驗ハ事項毎ニ主任ヲ定メテ之ヲ擔當スルモノトス
第十八條 試驗成蹟ハ其主任ニ於テ之ヲ詳記シ毎年十月三十一日マテニ監督ニ報告スヘシ
第十九條 試驗成蹟ノ報告ニハ其主任ノ官氏名ヲ記入スヘシ

第三章 蠶業教育
第二十條 本部蠶業教育ハ蠶業ニ關スル學理實業ヲ傳習シ蠶業巡回教師若クハ蠶業傳習所教師トナリ得ヘ
キ者ヲ養成スルヲ目的トス

第二十一條 傳習生ハ毎年人員ヲ定メ各府縣ヨリ之ヲ募集スルモノトス
第二十二條 傳習生志願者ハ毎年八月三十一日迄ニ其旨ヲ管轄地方廳ニ願出ツヘシ
第二十三條 傳習生志願者ハ左ノ資格ヲ有スル者ニ限ル

品行方正ニシテ傳習期中家事ノ係累ナキコト。年齢満二十五年以上。三ヶ年以上養蠶實業ニ從事シタ
ルコト

第二十四條 傳習生志願者ノ試驗科目左ノ如シ
(一)算術比例マデ。(二)動植物理化學大意。(三)養蠶實業但尋常中學校、尋常師範學校、農學校又ハ
之ト同等以上ナル校所ノ卒業證書ヲ有スルモノハ第一第二ノ試驗ヲ要セス

第二十五條 傳習ハ毎年十一月一日ニ始メ翌年七月三十一日ニ終ルモノトス
第二十六條 傳習期ハ分テ二學期トス

第一學期自十一月一日至四月二十日。第二學期自四月二十一日至七月三十一日
第二十七條 各學期ニ於テ授クル傳習課程左ノ如シ。但時宜ニヨリ之ヲ變更スルコトアルヘシ
第一學期 (講義) 理學。化學。氣象學。桑樹害蟲論附動物學。桑樹病理論附植物學。桑樹栽培論附土
壌及肥料論。蠶論。養蠶術。製絲術。 (實習) 顯微鏡使用法附蠶種檢査
第二學期 (實習) 養蠶(春夏二回)。繭絲檢査。蠶体蛹蛾ノ解剖

第二十八條 試驗ハ毎學期ノ終ニ施行シ其得點百ヲ以テ満點トス。但時宜ニヨリ臨時試験ヲ行フコトアル
ヘシ

第二十九條 第一學期ノ終ニ於テ三課目以上四十點未満ノモノハ第二學期ノ傳習ヲ受クルヲ得ス。但此場
合ニ於テハ傍聽生トシテ修業スルコトヲ得

第三十條 傳習期ノ終ニ於テ總課目平均點數六十以上ヲ得タル者ヲ及第トシ卒業證ヲ授與ス。但三課目以
上四十點未満又ハ養蠶實習六十點未満ノモノハ落第ス

第三十一條 傳習期中休業日左ノ如シ
日曜及大祭日。冬期休業自十二月二十九日至一月五日。但養蠶實習中ハ日曜日タリトモ休業スルコト

ナシ
第三十二條 傳習生卒業ノ後尚深ク蠶業ノ研究ヲ為サント欲スル者ハ評議會ノ議決ヲ經農務局長ノ裁可ヲ
得テ研究生タルコトヲ得

第三十三條 研究生志願者ハ其研究スヘシ事項ヲ詳記シテ農務局長ニ出願スヘシ
第三十四條 研究生ノ研究期ハ毎年十一月一日ヨリ翌年七月三十一日マテトス
第三十五條 研究生ハ時宜ニヨリ本部ノ業務ヲ手傳ハシムルコトアルヘシ。但此場合ニ於テハ相當ノ報酬
ヲ與フルコトアルヘシ

第三十六條 研究生ハ研究期ノ終ニ於テ其研究事項ヲ詳記シ之ヲ監督ニ差出スヘシ
第三十七條 研究生ニハ研究期ノ終ニ於テ研究證書ヲ授與ス
第三十八條 蠶業篤志者ニシテ講義ヲ傍聽シ實業ノ臨視ヲ望ム者ハ評議會ノ議決ヲ經農務局長ノ裁可ヲ得
テ傍聽生タルコトヲ得

第三十九條 傍聽生志願者ハ地方廳ヲ經由シ農務局長ニ出願スヘシ
第四十條 傍聽生ハ自己ノ望メル學課ニ就キ傍聽シ實業ヲ臨視スルコトヲ得。但自ラ實業ニ從事スルコト
ヲ得ス

第四十一條 傍聽生ニハ證書を授與セス
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第四十二條 傳習生研究生及傍聽生ハ授業料ヲ徴セズ修業中一切ノ費用ハ自辧トス。但傳習生及研究生ニ
ハ顯微鏡ヲ貸與スルコトアルヘシ

この当時の養蚕農村の状況と養蚕教師について、茨城県出島に生まれた作家寺神戸誠一は長編
小説『蚕』の中で、次のように描写しており、地方の巡回教師が必ずしも好意と尊敬をもって受
け入れられていなかった様子がうかがわれる。

それから養蚕教師はどうでも上州からのものでなければならなかった。その上州者の養蚕教師は 「空手、
でも蚕の上に振れ」と教え、桑さえ蚕にかけてさえいれば、それでことたりたものであった。だから、昼
夜十二回も、こまかく桑葉を刻んでそれを目籠で振って振りかけるのである。けれども蚕はそれほど桑を
食わない。食わないのはかけ方が悪い故だと教師は教えた。
それにしてもその当時貧窮した藁屋では殆ど蚕には手が出なかった。それは貧農にとっておおまかな企

、 。 。 。業であって まず桑園を作らなければならなかった 養蚕籠も作らなければならなかった 教師も要った
それに教師を頼めば教師はいろいろ蚕具をもってきて、必要でないものまで銭を出して買わされた。そう
いう空がかりをかけて、しかもそれで蚕が巣を必ず作ればいいが、それは保証の外であった。その教師の
飼う蚕も多くは腐り、違蚕が多かった。

明治29年４月の大日本農会報第175号に、本多岩次郎は「蠶業教育の方針」という論説を寄せ
ている。その中で本多は “所謂蠶業教育の如きは十數年前より其道開け近年に至りては各地に、
之を企圖するものありて或は養蠶學校となり或は蠶業傳習所となり又或は農學校の一科となりて
縣立に郡立に町村立に其數實に多きを致す是れ實に喜ふへきの事なりと為す、然るに退て其組織
如何を考察するに各地互に其程度を異にし其教育の方針未た一定せさるか如く學校傳習所の如き
恰かも一時の流行物に類するの傾向あり豈嘆せさるへけんや”と述べ、蚕業学校若しくは蚕業講
習所を、①中央政府の主管に属するもの、②府県の主管に属するもの、③郡町村の主管に属する
ものの３種に分け、それぞれの役割に応じた教育方針を有すべきであると述べている。
こうした状況が蚕業講習所設立を求める世論の背景にあったと考えられる。

(２)蚕業試験場における試験
この間仮試験場蚕事部及び蚕業試験場で行われた試験成績は 『蠶事試験成蹟 『蠶事報告』、 』

として発刊されているが、それらの名称の推移について 『蠶事報告第九號』の緒言の中には次、
のように書かれている。

本局假試験場蠶事部ハ明治十七年内山下町ニ創立セル蠶病試驗場ニ胚胎セリ當時専ヲ蠶病特ニ微粒子病
ニ關スル諸般ノ試驗ヲ施行シ同十九年ニ迄ル同年ノ秋之ヲ府下北豊島郡瀧ノ川村元西ヶ原ニ移シ名ヲ蠶業
試驗場ト改メタリ同廿三年本局ハ農事ニ關スル諸般ノ試驗ヲ同所ニ擧行スルコトヽナシ之ヲ農務局假試驗
場ト名ツケ部ヲ分チ蠶事部ヲ置キ蠶業試驗及傳習ノ事務ヲ掌ラシメタリ而シテ従來蠶業試驗及傳習ノ事跡
ハ明治十七年ヨリ廿二年ニ至ルマデ蠶病試驗成蹟トシテ之ヲ発刊シ四方ニ頒チタリシガ載スル所ノ記事獨
リ蠶病ノミニ止ラサルヲ以テ廿三年ニ至リ蠶事試驗成蹟ト改稱シ名實完キヲ得セシメタリ而ルニ業務ノ暢
達ハ組織ノ改善ヲ促シ復タ之ガ改題ノ必要ヲ生セシヨリ茲ニ冊子ノ体裁ヲ改め蠶事報告トナシ前報試驗成
蹟の跡ヲ繼ギ號ヲ追フテ剞? ニ付ス
明治廿六年三月 農商務省農務局

以下に発刊年度順に、試験内容を記載する。
（明治24年３月刊行）『蠶事試験成蹟第七報』

桑葉の厚薄水分及乾燥試驗 桑質試驗 給桑及蠶座廣狭試驗 減食試驗 餉食試驗 蠶兒動静試驗 発生早晩
試驗 発生抑止試驗 蠶種得失比較試驗 支那蠶種試驗 蠶卵の色澤 及形状試驗 藁圍蠶室試驗 白? 蠶豫
防試驗

（明治24年11月刊行）『蠶事試験成蹟第八報』
桑葉厚薄試驗 桑葉硬軟試驗 給桑試驗 節食試驗 餉食試驗 産卵早中晩試驗 蠶卵の色澤 及形状試驗
被害蠶種試驗 虚弱性遺傳試驗 高温育試驗 蠶箔試驗 製絲用水質試驗

（明治26年３月刊行 （カッコ内は試験主任）『蠶事報告第九號』 ）
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収葉試驗（松永伍作技手） 桑葉厚薄試驗（松永伍作） 泥桑試驗（練木喜三技師） 蠶種密藏試驗（本多岩
次郎技手） 被害蠶種試驗（本多岩次郎） 産卵早中晩試驗（本多岩次郎） 孵化早晩試驗（松永伍作） 飼
育標準改正試驗（松永伍作） 外國蠶飼育（芝山宗太郎技手） 虚弱性遺傳試驗（松永伍作） 繭質改良試驗
（松永伍作） 製絲用水質試驗第二（本 多岩次郎） 桑樹萎縮病調査

（明治27年３月刊行）『蠶事報告第十號』
（ ） （ ） （ ） （ ）貯桑試驗 松永伍作技手 桑葉厚薄試驗 松永伍作 泥桑試驗 練木喜三技師 雨桑試 驗 練木喜三

蒸桑試驗（練木喜三） 蠶種密藏試驗第二（本多岩次郎技手） 半食試驗（練 木喜三） 餉食試驗（松永伍
作） 晝夜食桑試驗（本多岩次郎） 給桑ト結繭トノ関係試驗（松 永伍作） 明暗上蔟試驗（本多岩次郎）
上蔟早晩試驗（本多岩次郎） 蔟内乾濕試驗（本多 岩次郎） 同功繭試驗（芝山宗太郎技手） 蠶ノ種類試
驗 （芝山宗太郎） 繭質改良試驗（松 永伍作） 飼育標準改正試驗（芝山宗太郎） 蠶ニ關スル発育試驗
（本多岩次郎） 殺蛹及貯 藏試驗第一（高橋信貞技手） カツホムシノ調査（佐々木忠二郎農科大學教授理
學博士） 製 絲用水質試驗第三（本多岩次郎）

（明治28年３月刊行）『蠶事報告第十一號』
（ ） （ ） （ ）貯桑試驗 松永伍作技手 家桑野桑比較試驗 本多岩次郎技手 蠶兒飼育上萎縮桑葉試驗 本多岩次郎

蠶種浸水試驗（本多岩次郎） 蠶種密藏試驗第三（本多岩次郎） 餘附蠶種 試驗（本多岩次郎） 掃立早晩
試驗（松永伍作） 穉蠶飼育試驗（芝山直清技手） 同功繭試 驗（芝山直清） 蠶ノ種類試驗（芝山直清）
繭質改良試驗（松永伍作） 殺蛹及貯藏試驗第 二（高橋信貞技手） 製絲用水質試驗第四（本多岩次郎）

（明治29年３月刊行）『蠶事報告第十二號』
野桑給與試驗（本多岩次郎技手） 桑葉滋養試驗第一（本多岩次郎） 蠶種密藏試驗第四（本多岩次郎） 蠶
蛾交尾時間試驗（本多岩次郎） 蠶卵加害試驗（田原休之丞技手） 眠中加害 試驗（田原休之丞） 蒸桑試
驗（田原休之丞） 雨桑試驗（田原休之丞） 乾燥桑試驗（田原休之丞） 火山灰試驗（田原休之丞） 催青
試驗（練木喜三技師） 下蟻絶食長短試驗附蟻ノ 體量減少試驗（練木喜三） 掃立早晩試驗（松永伍作）

（ ） （ ） （ ） （ ）穉蠶飼育試驗 芝山直清技手 同功繭試驗 芝山直清 蠶ノ種類試驗 芝山直清 減蠶試驗 芝山直清
繭質改良試驗（松永伍作） 殺蛹及貯藏試驗第三（高橋信貞技手） 製絲用水質試驗第五（本多岩次郎） 虚
弱性遺傳試驗（練木喜三） 微粒子病試驗（練木喜三）

以上のように、蚕業試験場においては、蚕業に関係する学理研究、試験を行う試験研究機関、
伝習を行う教育機関という役割を果たしていたことになるが、その他に、蚕種の製造配布機能も
果たしていたことが記されている。

Ⅳ．蚕業試験場から蚕業講習所（明治29年）へ
１．蚕業講習所設置の建議
先に述べたように、急速に富国強兵策を推し進めようとした我が国にとって、国際貿易に占め

る蚕種や生糸、とりわけ欧米で微粒子病が克服されて後は生糸の重要性は増大しており、日清戦
争の頃には、我が国の蚕糸業は急速な進展を見るに至った。このような情況の中で “蚕業試験、
場の従来の組織・規模では不十分で、その試験研究や伝習事業を拡充する必要がある 、という”
世論が強くなった。これに関して、明治28（1895）年２月の衆議院において、新井 毫議員他４
名によって蚕業講習所設置に関して、衆議院として政府に建議すべきであるとした次のような建
議案が提出された。

蠶業講習所設置建議案
本邦の蠶絲は追年其の産額を増加し輸出品中重要の物産たるは論を俟たす然るに退て斯業の實況を視る

に養蠶の方法未だ普からざるが如き實に其の弊に堪ふる能はざるものあり今これを救済して斯業の振興を
圖り国益を増進せんと欲せば茲に大に蠶業教育を興さざるへからす依てその第一着手として二十八年度よ
り東京西ヶ原蠶業試験場の規模を擴張し之を關東蠶業講習所とし之と同一なるものを西京に設置し之を關
西蠶業講習所としその他各府縣に一箇所乃至數箇所の蠶業講習所を設立し養蠶家の師表たるべき適任者を
養成し且蠶種製造の本源を定め又各種の試驗をもなさざるへからす近頃全國蠶絲業大會に於ても亦各府縣
に蠶業試験場設置の事を議決したり全國當業者の與論業に巳に如此故に政府に於てもこの趣意に賛同し二
十八年に於て速に豫算を提出せられんことを望む 右建議す

この建議案は両院を通過したが、当時の状況は日清戦争直後ということもあり、京都蚕業講習
所は認められず、明治29（1896）年３月18日「蠶業講習所官制」の発布により蚕業試験場は蚕業
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講習所となった。そして５月22日付けで、初代の蚕業講習所長には練木喜三、試験部長に松永伍
作、伝習部長に本多岩次郎、教官（専任技師）に石渡繁胤、辻暢太郎、広瀬次郎、針塚長太郎、
月田藤三郎が任命された。この間のいきさつについて、明治32年に設立された京都蚕業講習所の
『明治36年度事跡報告』の「沿革」には、次のように記されている。

明治19年地ヲ東京府北豊島郡西ヶ原ニ卜シテ名ヲ蚕業試験場ト改メ一方試験ノ方法ヲ拡張シテ蚕業全般
ニ関スル諸項ニ亘リ一方多クノ伝習生ヲ募集シテ蚕種検査員ノ養成ニ勉メタリ。爾来蚕業ノ進歩益々旺盛
ニシテ各地該場ノ規画ニ倣ヒ養蚕伝習所ヲ設クルモノ頗ル多ク斯業技術者ノ需用頓ニ増加セシカバ明治23
年更ニ伝習ノ目的ヲ変更シテ稍其程度ヲ高メ地方養蚕伝習所教師若クハ同巡回教師トナルベキモノヲ養成
セリ。然ルニ明治28年衆議院議員ハ当時蚕業ノ進運ヲ促成利導セシニハ唯一ノ蚕業試験場ヲ以て不足ナリ
トシ東京及京都ニ蚕業講習所ヲ設置スルノ建議案ヲ提出シ之レヲ可決セリ。然リト雖モ当時恰モ日清戦役
ノ後国事多端ニシテ遂ニ之レガ増設ヲ許サズ。唯明治29年３月蚕業講習所官制ヲ発布セラレタルニヨリ蚕
業試験場ヲ改メテ蚕業講習所ト称シ伝習の方法ヲ革新シテ本科別科ヲ置キ試験ノ方法ヲ密ニシテ益因果ノ
関係ヲ明カニシ更ニ調査ノ項目ヲ新設シテ斯業改善ニ資スル所アリシト雖モ蚕業ノ発達益々盛ニ到底此改
革ヲ以テ足レリトセズ実業大会等ノ開会アレバ毎ニ政府ニ建議シテ之レガ増設ヲ迫マリ国会議員中時々質
問ヲ提出シテ之レガ実行ヲ促ス等一般当業者ノ希望愈々切ナルモノアリ。殊ニ年々入場ノ生徒ハ応募人員
ノ半バニ及バズ巡回講話ノ為メ技術官ノ派遣ヲ請求スルモノ漸ク多キモ所員ノ不足ハ悉ク之レニ応ズルコ
ト能ハザル等斯業奨励上遺憾尠ナカラザリシヲ以テ明治31年政府ハ茲ニ増設ノ議ヲ定メテ経費ノ予算ヲ編
成シ時ノ議会ノ協賛ヲ経テ之レガ準備ニ着手シ事務漸ク進捗シテ明治32年３月勅令第89号ヲ以テ蚕業講習
所官制ヲ改定セラレ次で同年６月告示第61号ヲ以テ蚕業講習所名称及位置ノ公布アリ。乃チ同年８月ヨリ
本所ノ業務ヲ開始シ爾来着々規画スル所アリ。

２．蚕業講習所の業務
（ ） 「 」（ ） 、明治29 1896 年に制定された 蠶業講習所處務規程 農商務省訓令第九號 の第一條には

“蠶業講習所ハ左ノ項目ニ據リ蠶業ノ改良増殖ヲ圖ルベシ”として、蠶業ニ關スル傳習、蠶絲業
ニ關スル學理、蠶絲業ニ關スル實地、蠶業ニ關スル試験○桑樹ノ種類栽培及病蟲害○蠶種養蠶及
蠶病○殺蛹貯繭及繰絲、蠶具及製絲器械、蠶絲業ニ關スル巡回講話、蠶種ノ配布、蠶絲業ニ關ス
ル質問應答、をあげている。ここに書かれているように、蚕業講習所においても蚕種の配布が義
務付けられており、明治29年の法令規則整備の一環として 「蠶業講習所蠶種配付規則」が定め、
られている。

明治二十九年五月八日省令第五號蠶業講習所蠶種配付規則
第一條 本所ニ於テ製造スル蠶種ハ原種用トシテ左ノ資格ヲ有スル者ニ限リ無代償ニテ配布ス
二段歩以上ノ桑園ヲ有シ毎年二百枚以上ノ販賣用蠶種ヲ製造スル者

第二條 蠶種配付ヲ請求スル者ハ管轄廳ノ証明ヲ得テ四月十五日マデニ蠶業講習所ニ出願スベシ
但本年ニ限リ六月三十日マデニ出願スベシ

第三條 配付スベキ蠶種ハ請求者一名ニ付五十蛾分以上五百蛾分以下トス
第四條 蠶種ノ配當ハ出願ノ順序ニ依リ之ヲ定メ十月三十日マデニ發送スベシ
配付ヲ受クル能ハザル者ニハ九月三十日マデニ其旨ヲ通知スベシ

第五條 蠶種ノ配付ヲ受ケタル者ハ別記書式ノ成蹟書ニ左ノ成繭ヲ添附シ翌年八月三十一日マデニ本所ニ
逓送スベシ

二百蛾分未満ノ蠶種ヲ受ケタル者ハ 一升以上
二百蛾分以上ノ蠶種ヲ受ケタル者ハ 二升以上

第六條 前條ノ義務ヲ履行セザル者ハ爾後三年間蠶種ノ配付ヲ受クルヲ得ズ
第七條 官立公立若シクハ公費ノ補助ヲ受クル學校講習所傳習所及試験場ニシテ蠶業研究ノタメ第二條ニ
依リ出願スルトキハ第一條ノ資格ヲ有セザルモ二十五蛾分以内ノ蠶種ヲ配付ス
但此場合ニハ第五條第六條ヲ適用セズ

（別記） 配 付 蠶 種 成 蹟 表 （省略）

また、傳習規則も制定され、蚕業講習所における伝習は、本科と別科の２つとし “本科ハ蠶、
業ニ關スル學理及實地ヲ傳習”し期限は２カ年で定員50名 “別科ハ實地ヲ主トシ傍ラ學理ノ大、
意ヲ傳習”し期限は５カ月で定員60名以下と定められた。
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図２ 「農事試験場圃地全図 （農事試験場一覧・明治35年）に書かれた蚕業講習所の位置」

Ⅴ．東京蚕業講習所（明治32年）
１．蚕業講習所（東京蚕業講習所と京都蚕業講習所）
明治31年10月31日練木所長が退職し、後任に農事試験場長の澤野 淳が兼任で任命された。上

記の『京都蚕業講習所明治36年度事跡報告』の「沿革」にある
ように、翌明治32（1899）年３月、蚕業講習所官制が改正され
（勅令第89号 、６月の告示第61号によって京都にも蚕業講習）
所が設置された。京都の蚕業講習所は、名称を「京都蚕業講習
所」といい、松永伍作が初代所長に任命された。京都蚕業講習
所新設に伴い、東京の蚕業講習所は、東京蚕業講習所と改めら
れ、引き続き澤野 淳が初代所長として就任した。

図３ 初代農事試験場長澤野 淳の胸像
（つくばリサーチギャラリーに保管展示されている）

勅令第八十九號 （明治三十二年三月三十日）
蠶業講習所官制

第一條 蠶業講習所ハ二箇所トス農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 蠶業ニ關スル講習
二 蠶業ニ關スル試験及調査
三 巡回講話
四 蠶種配布
五 質問應答

第二條 蠶業講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
舎監
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技手
書記

第三條 所長ハ一人技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條 舎監ハ二人技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ講習生ノ取締ヲ掌ル
第六條 技手ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七條 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八條 蠶業講習所ヲ通ジテ専任技師七人専任技手十二人専任書記六人ヲ以テ定員トス
第九條 蠶業講習所ノ位置及名稱ハ農商務大臣之ヲ定ム

附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス

○
明治三十二年六月告示第六十一號蠶業講習所名稱位置

名 稱 位 置
東京蚕業講習所 東京府下北豊島郡瀧ノ川村元西ヶ原
京都蚕業講習所 京都府下葛野郡衣笠村

以上のように明治32年６月に拡大整備された蚕業講習所の組織は、試験部と伝習部の２部に分
かれ、試験研究と技術の指導伝習を行ってきたが、その内容はもっぱら裁桑、養蚕、蚕種といっ
た蚕業部門が中心であった。

２．蚕業講習所製糸部の設置
、 、 、明治の初め頃 わが国の輸出生糸の主力は 日本在来の座繰繰糸によるものが中心であったが

明治６年には官立の富岡製糸場が設立され 洋式製糸が始められた 当時の様子は 和田英の 富、 （ 、 『
岡日記』に詳しい 。またそれを遡る明治３年には前橋藩営の洋式製糸所が（深沢こうの『上州）
蚕業秘史・関根夜話（器械糸繰り事始め 』に詳しい 、明治４年には民営の小野組築地製糸場） ）
が東京築地に開設された。長野県の岡谷を中心とした諏訪地方で生産された生糸が、横浜の生糸
商人によって「信州上一番」という名称で呼ばれるようになった明治30年頃には、器械製糸が主
流になってきたが、当時の製糸業の情況を見ると、小規模な家内工業的業者が機械を取り替えた
ものが多く、技術面においても立ち後れており、新しい先進技術を導入するためには、蚕糸教育
の普及が急務とされた。
例えば、平成12年６月発行の『製糸科ものがたり－信州大学繊維学部』には 「御法川直三郎、

自伝 （1933）の次の部分を引用して製糸教育の胎動期を紹介している。」

本邦の蚕糸業は年と共に発達し、明治十九年から東京西ヶ原に蚕病試験場が設けられ、次いで蚕業試験
場、蚕業講習所等と改称せられたが、主として養蚕方面の研究の傍ら、その教育に当たり、又地方には蚕
業学校、農学校蚕業科、農事講習所其他の蚕業教育の機関は設けられていたが、これ又養蚕中心で、製糸
業に対しては最も大切な教育機関は明治三十年代になっても全然設けられていなかったのであります。従
って製糸に就事する人々を見るに、経験のみで、基礎知識を有っていない、所謂見番上りと云った人達が
中心になっているのであるから、他の工業のやうに時勢の進歩と併合し、或いは一歩これに先行するよう
な進んだ考への所有者は殆ど見出せない。若しあるとしたならそれは稀に観る天才の士で他は孰れも時勢
の進運に対して殆ど無関心に過ごしていた。これが製糸業不振の一原因をなすものだとの考えを私は夙に
持っていたのであります。それには国家が率先して製糸教育の機関を設くべきであると思ひ、知己の代議
士目黒貞治君を通じ明治三十二年自由党総理板垣退助伯に西ヶ原蚕業講習所を見て頂いたこともありまし
た。当時の政府も製糸教育の必要を感じてはいたが予算が許さないので着手するに至らない。然らば民間
の有力者がこの与に出づるかと思ふに、誰も手を出すものがないのであります。そこで私は意を決し私財
を投じ東京市小石川区戸崎町に校舎を新設し、明治三十三年修業年限一ヶ年の製糸専修学校を開校した。
これが本邦における製糸教育の嚆矢であります。

、 （ ） 「 」 （ ）、こうした時代の要請に応え 明治35 1902 年３月 蠶業講習所官制 改正 勅令第百六號
「 」 、 、 、更に同年４月 訓令第九號處務規程 が改正され これにより 従来の試験部と伝習部を廃止し

養蚕部と製糸部が設置された。従来行われていた、試験および調査は、この後、養蚕部・製糸部
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に分けて行うこととされた。但し、この規程の付則によると、製糸部は東京蚕業講習所にしか設
置が認められなかったため、京都蚕業講習所においては、養蚕部において製糸に関する事務も所
掌することとされた。
さらに６月、東京蚕業講習所においては、従来の伝習規程に代わって次のように講習規程を定

め、従来の講習科は養蚕講習科と改称し、新たに製糸講習科を設置した。
科 名 終業年限 定 員

養蚕講習科 本 科 ２ 年 50名
別 科 ６カ月 60名以内

製糸講習科 本 科 ２ 年 40名
女生本科 ２ 年 40名以上
女生別科 10カ月 40名以上

研究科 ３カ月／１年 10名以上

『 』（ ） 、 、本多岩次郎先生傳 昭和13年 によると 本多岩次郎は横浜生糸検査所今西技師に相談し
製糸科新設当時の陣容を次のように整えたという。

石居一郎：赤坂内藤新宿試験場に学び、当時近江八幡製糸株式会社の工場長
町田 穣：蚕業試験場出身、富岡製糸場を経て当時神戸生糸検査所技手
岩淵修三：小野組築地製糸場を経て製糸教導者を経験。当時横浜生糸検査所
三谷 徹：御法川製糸学校教師
松下憲三郎：京都城丹蚕業講習所教師
圓中文助：横浜生糸検査所技師

ちなみに、御法川の造った東京製糸専修学校は、西ヶ原東京蚕業講習所に製糸科が新設された
明治35年３月に閉校している。
明治35（1902）年11月には、新蚕業講習所の蚕種配付規則が次のように改正されている。

（官報第5814号 明治35年11月19日 水曜日）
農商務省令第二十二號
蠶業講習所蠶種配付規則左ノ通改正ス

明治三十五年十一月十九日 農商務大臣 男爵 平田東助
蠶業講習所蠶種配付規則

第一條 蠶業講習所ニ於テ製造スル蠶種ハ原種トシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ限リ無代償ニテ配付ス
一 蠶種検査法ニ依ル蠶種製造者
二 蠶種業ニ關スル學校、講習所、傳習所又ハ試驗場

第二條 蠶種ノ配付ヲ請求セムトスル者ハ管轄道府縣廳ノ證明ヲ得テ毎年四月十五日迄ニ種名及蛾數ヲ明
記シ所轄蠶業講習所ニ出願スヘシ

第三條 蠶種ノ配付ハ請求者一名ニ付五百蛾以内トス
第四條 蠶種ノ配當ハ出願ノ順序ニ依リ之ヲ定ム
配當ヲ受クルコト能ハサル者ニハ九月三十日迄ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ

第五條 蠶種ノ配付ヲ受ケタル者ハ別記雛形ノ飼育成績表ニ其ノ蠶種ヨリ得タル繭二升ヲ添付シ翌年八月
三十一日限リ所轄蠶業講習所ニ報告スヘシ但シ數種類ノ配付ヲ受ケタル者ハ一種類毎ニ本文ノ手續ヲナ
スヘシ

第六條 前條ノ義務ヲ履行セサル者ハ爾後三箇年間蠶種ノ配付ヲ受クルコトヲ得ス
第七條 第一條第二號ニ該當スル者ノ出願ニ對シテハ第二條ノ證明及期日竝第五條ノ繭添付ニ關スル規定
ヲ適用セス

（別 記）
配付蠶種成績表（省略）

明治35年８月１日に挙行された東京蚕業講習所卒業証書授与式における澤野所長の式辞は、新
しい段階を迎えた蚕業講習所について、次のように述べている。少し長いが、当時の講習所の想

、 （『 』 ）。いが表れていると思われるので 全文を引用する 大日本蠶絲會報第壱百弐拾弐號 54～55頁

所 長 式 辭
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農商務大臣閣下來賓諸君本日本所の卒業證書授與式を擧行するに當リ親く賁臨の榮を辱ふしたるは本所
の深く感謝に堪へさる所なり
本日卒業證書を授與したるは本科二十名、別科四十一名及修業生二名なり修業生に清國の留學生にして

本所に在學すること三年間本所規定の別科相當の學理と技藝とを修得したる者なりとす
抑も本所は去る明治十七年農商務省に於て創設されたる蠶病試驗場に胚胎せるものにして爾來茲に十有

九年此間斯業の進歩と發達とに伴ふて漸次其規模を擴張し組織を改善し或は斯業に聞する各種の試驗研究
を行ひ或は技術者の教養に努め以て今日に至る其沿革の概要は前に諸君に呈したる本所一覧に詳記せるを
以て既に諸君の了知せらるゝ所なる可し
去二十九年蠶業講習所官制の發布されて以來在學期二箇年の本科卒業生を出すこと五回別科卒業生を出

すこと六回即本年までに於ける卒業者は本科百七十一名別科二百八十一名にして之を明治二十九年以前に
於ける卒業者一千百六十三名に合すれば其總數は實に一千六百十五名の多きに上れり此外京都蠶業講習所
に於て去三十二年設置以來養成せる生徒の數は合計百六十一名ありとす
東西蠶業講習所は本科別科の外其卒業生にして更に既修の學科に就き深く調査研究せんとする者の爲め

に研究科なるものを設けあり而して本所研究科に入學せる者は總て五十一名にして内研究の成績満足なり
と認め證明書を附與せる者三十四名あり此外一昨三十三年農商務省訓令第十四號に基き蠶病消毒法の普及
と勵行とを企圖せんが爲め之が講習を開設し各地方長官の推薦に係る講習生四十名に對し其學理と技術と
を講習せり本年も亦昨年と同く各府縣より五十名を召集して講習せんとするの準備已に成れり而して右等
本所の養成したる多くの卒業生が現下從事しつゝあるの業務は各府縣に於ける技術官又は農學校蠶業學校
養蠶傳習所等の教師若くは蠶種檢査員等の公職に從事する者其大部を占め其他の者にありては概ね皆郷里
に在りて養蠶製絲の業に従事し之が改良發達の卒先者として各其専門の途に盡瘁し貢献しつゝあるなリ
又卒業生中には清國の傭聘に應じて斯業の教育に從事せる者前後六名今尚彼地に在りて職に從ふ者三名

あり又海外より來りて斯業を本所に學びし留學生は清韓合せて前後九名内既に業を卒り歸國して斯業教育
に従事する者三名今回修業せる者二名今尚在學せる者二名中途退學せる者二名なり
以上の如く斯業に關しては去明治十七年以來試驗傳習に力を盡せるの效空しからず今や卒業生を出すこ

と一千八百有餘名の多きに達し其試驗の成績を編輯して當業者に頒布せるもの亦枚擧に遑あらず本邦斯業
の改善と發達とに資せる所のもの蓋し尠からざるへきを信ずるなリ
而して養蠶業と最も密接の關係を有する製絲業に就ては本邦未だ之が試驗調査若くは技術者の養成に關

し殆んど其機關の設備を缺如せるは本官の常に遣憾とせる所なりしが幸にして本年度より本所に於て製絲
業に關する試驗及講習を開設することゝなり多年の宿望茲に始めて其緒に就くを得るに至れり是を以て本
所從來の組織を改め養蠶製絲の二部と報告庶務の二課を置き事務を處理することゝなせり即ち養蠶部にあ
りては從來の通專ら養蠶に関する講習と試驗とを施行し製絲部にありては専ら製絲に關する講習と試驗と
を施行することゝなし本年十一月より開始するの運びとなり居れり而して今回は本科男生二十名本科女生
十名別科女生三十名を募集す其の在學年限は本科に在りては養蠶部本科講習生と同じく男生女生共に二箇
年別科は十箇月間にして卒業後は男生にありては主として製絲技術の指導者となし女生にありては專ら製
絲工場の教婦となすの目的を以て養成せんとす想ふに將來此卒業生が各地に出でゝ修得せる學術を斯業に
應用するに至らんか本邦斯業界に偉大の效果を收むべきは今日より本官の深く信して疑はざる所なりとす
終に臨み尚一言すべきものあり本所に於て経營する事業は他の學校試驗場等とは大に其趣を異にする鮎

少からざること是なり即ち第一には講習生は入學以前既に三箇年以上の實地経験を有する者のみを募集す
ること第二には教授科目は單に既知の事項のみに止まらず試驗の結果より得たる嶄新の事績を直接に授け
或は講習生をして之が實験を爲さしむること第三には試驗及講習の事業は常に斯業行政官廳たる農商務省
の方針に伴ふこと例之蠶種検査法の發布あるに於ては當該技術員たるへき者を養成し蠶病消毒法施行の訓
示あるに於ては之に關する試驗竝に講習曾を開始する等の如き之なり第四には本所に入學する講習生は前
記の如く三年以上の實驗を有する者たるのみならず悉く丁年以上の者なるが故に其卒業後は在學中に於て
修得したる學理技藝を實地に應用し竝に之が普及を圖る上に於て遺憾とするの鮎少きこと等其重もなるも
のなり
以上は本所の普通の學校試驗場等と異なる點の概要にして其名稱は蠶業講習所なるも事實に於ては蠶業

試驗兼講習所なりと謂ふを得べし
次に卒業生諸子に一言すべきものあり諸子は入所以來能く本所の規則命令を守り能く勤勉精勵せる效空

からず本所規定の學科を卒へ考試完くして茲に農商務大臣閣下を始め朝野貴賓の面前に於て卒業證書を受
くるの榮を荷はれたるは本官の洵に慶賀に堪へざる所なりとす
諸子は本所に入學するの前既に三箇年以上の経驗を有し其入學せるの後は最も嶄新なる學理と最も進歩

せる技藝とを修得せられたるものなり社曾は喜んで諸子の如き學理に富み技藝に熟せるの士を迎へつゝあ
るなり而して諸子は本日此式と共に社曾に紹介せられたるものにして諸子が將來本邦斯業の改善進歩を期
するの上に於て負ふ所の責任決して輕しと爲さヾるなり
夫れ諸子の先輩は既に出でゝ其公共事業に従事すると個人事業に従事するとに論なく斯業に利益を與へ

つゝあるなり諸子は此等先輩諸子と相提携し其修得せる學理と技藝とを應用し一層の勉勵と一層の忍耐と
を以て斯業に盡瘁するところなかるべからず諸子が今後社曾に出でゝ實地に當るに及んでは種々なる困難
と障礙との蟠ることを記臆せざるベからず故に諸子は宜しく其品行を正しくし其志操を高くし誠實熟心能
く困難に堪へ障碍を排し益進んで學理を修め技藝を練り以て諸子が將來に負へる責任を全ふし本所養成の
主旨に辜負する勿らんことを是れ本官の切に希望するところなり聊か一言を述べて式辭となす
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翌36年２月大阪で開催された第５回内国勧業博覧会に審査官として出張していた、澤野所長が
急病で死去したことにより、本多岩次郎が東京蚕業講習所長に任命された。

３．夏秋蚕部の設置
(１)夏秋蚕部設置の経緯
それまで、養蚕といえば春蚕が中心であった。しかし当時は、蚕種冷蔵庫がなく、浸酸人工孵

化法なども知られておらず、夏秋蚕用には専ら２化もしくは多化性の不越年種、または１化もし
くは２化性越年種（風穴で発生を抑えたもの）が用いられていた頃のことで、夏秋蚕に関しては
蚕種保護から栽桑、飼育法に至るまで試験研究が少なく、技術もきわめて幼稚であった。そのた
め夏秋蚕を行っても違作したり繭質の劣る例が少なくなく 「夏秋蚕と味噌汁は当たったためし、
がない」と言われるような情況であった。しかし、水田作業等とかち合わず、労働配分や施設の
利用度を高めるうえから好都合であり、現金収入も増やせたので、農家は好んでこれをとり入れ
たため夏秋蚕飼育は年々盛んになっていた（明治40年総産繭量約12.9万トンのうち夏秋蚕繭は約
4.5万トン 。）
また、夏秋蚕飼育に関しては学識者の間でも賛否両論で、夏秋蚕亡国論が言われる反面 「夏、

秋蠶に対する世の迷妄を排す （ 大日本蠶絲會報』第弐百壱拾九號）といった論説が書かれる」『
というように、その得失について両論があることから、政府としてもその方針を決することがで
きなかった。
このような情勢の中で東京蚕業講習所夏秋蚕部が松本に設置されるようになった発端は、明治

39年11月12日に、東筑摩、南・北安曇、諏訪の4郡の、蚕種同業組合長が集まり 「政府は夏秋蚕、
にあまりに無関心である」として「国立夏秋蚕専門講習所」の設立要請を決め、代表が請願書を
もって上京したのにはじまるといわれる（ 長野県蚕糸業外史 。これを契機として長野県選出『 』）
代議士らによる「夏秋蚕講習所設置の急務」と題する印刷物の貴族院・衆議院両院への配布など
の啓蒙活動、全国農事会および関東区実業大会における夏秋蚕研究の必要性の決議、大日本蚕糸
会会頭松平正直による松岡農商務大臣への夏秋蚕講習所を要望する建議（明治40年１月18日）な
どが相次ぎ、設立機運が高められた。

建 議 書
本邦ノ蠶絲業ハ國家經濟ノ現状ニ鑑ミ大ニ之ヲ奬勵啓發セサルヘカス就中夏秋蠶ハ普通農事トノ關係上

將又蠶絲産額ノ急増ヲ期スル上ニ於テ之カ發展振興ヲ企圖スルノ極テ切要ナルヲ感スルナリ
輓近夏秋蠶ハ春蠶ニ比シ長足ノ進歩ヲ為シ其飼育戸數ト掃立蠶種ノ枚數トハ漸次増加シ随テ産繭額モ亦

多キヲ加ヘ頗ル欣躍スヘキモノアリ然レトモ此等ハ表面ノ現象ニシテ退テ其實況ヲ洞觀スレハ甚寒心ニ堪
ヘサルモノアリ何トナレハ夏秋蠶ハ年ニ依リテ豊凶ノ差甚シク當業者ヲシテ往々數枚ノ蠶種ヲ掃立テ若干
ノ桑代金ト幾何ノ勞力トヲ擧ケテ水泡ニ屬セシムルコトアリ之ニ加ルニ繭ノ品位モ亦概シテ良好ナラス是
レ固ヨリ夏秋蠶ニ對スル當業者ノ智識幼稚ニシテ其技術ノ未タ熟セサルモノアルニ職由スヘシト雖モ蓋シ
學術的研究ノ之闡明スルモノアラサルハ之カ調査攻究ノ機關ナキニ依ルハ瞭ナル事實ナリ調査攻究ノ機關
ハ到底之ヲ民間ニ求ムヘカラスシテ必ス政府ノ施設ニ待サルヘカラス然ルニ未タ政府ニ之カ施設ナキハ頗
ル遺憾トスル所ナリ若シ夫レ蠶種ノ貯藏、生種ト風穴種トノ利害得失ノ研究及桑樹栽培上ノ經濟調査ノ如
キニ至リテハ實ニ焦眉ノ急ニシテ一日モ寛假スルヲ許サヽルモノアリ
要スルニ現今夏秋蠶ノ發達ハ眞ノ發達ニアラス産額ノ増加ニ過キスシテ其裏面ニ大ニ憂フヘキモノアリ

テ存ス故ニ此等ノ問題ヲ速ニ調査攻究シテ解決ヲ與フルニアラスンハ容易ニ斯業ノ發達安固ヲ望ムヘカラ
サルモノアリ従來東西蠶業講習所ニ於テ之カ試驗研究ヲ行フトハ雖モ其規模狭少又所在ノ地理其宜シキヲ
得サルヲ以テ夏秋蠶ノ發達急速ヲ要スルノ今日此問題ヲ解決スルニハ頗ル不備ナルヲ認ムルナリ依テハ是
非本年度ニ於テ専門ノ夏秋蠶講習所ヲ施置セラルヽカ或ハ蠶業講習所ヲ攪張シ適當ナル地方ニ其支所ヲ設
置セラレ夏秋蠶ニ關スル問題ヲ解決シ當業者ヲシテ安シテ夏秋蠶ノ飼育ニ従事セシムルト同時ニ之カ智識
ヲ有スル人物ヲ養成シ以テ實地指導ノ任ニ膺ラシメ本邦蠶業ノ基礎ヲ確立シ國富増進ノ資ニ供セラレンコ
トヲ希望ニ堪ヘサルナリ
右建議仕候也
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明治四十年一月十八日 大日本蠶絲會頭男爵 松平正直
農商務大臣松岡康毅殿

明治40年2月16日、工藤善助代議士他５名の連名で“夏秋蠶に關する研究は、目下の急務なる
により、速に其講習所を適當の地に設置するの計畫を立て、之に要する経費は明治四十年度追加
豫算として、本期議會に提案せられんことを望む”という趣旨の夏秋蚕講習所設置建議案が帝国

。 、 、議会に提出された 政府はこれをいれ 41年度予算に東京蚕業講習所分場設置費4万円を計上し
設置候補地として群馬、山梨、長野の3県を選定した。綿密な調査を経て候補地は群馬と長野に
しぼられ、両県に用地選定の依頼、実地踏査などがなされ、明治41（1908）年6月、最終的に松
本市への設置が決定した。松本が選ばれたのは、この地方は風穴での蚕種保護発祥の地で、その
数も多く、夏秋蚕種の本場として知られ、飼育量も多く、気候・風土なども夏秋蚕に適している
とみなされたことが決め手になったものとみられる（ 大日本蚕史 。『 』）

、 、東筑摩郡と松本市では 東京蚕業講習所夏秋蚕部の設置が地元に決まったことを大いに歓迎し
その用地50,820㎡（代金10,013円）を郡と市の費用折半で負担して寄付した。また市は夏秋蚕部
のために中町から同部までの直線道路（現日の出町）を市費2,500円をかけて開通させた。夏秋
蚕部の用地は、畑（66枚）と原野、墓地などで、付近の民家は４戸だけであった。夏秋蚕部の建
設は41年10月にはじまり、翌42年3月に完成した。夏秋蚕部長には、十時雄次郎が任命された。
開所当初の職員は７名で、うち技師は４名であった。
開所当時の夏秋蚕部内外の模様を地元の新聞は次のように伝えている 「新しい夏秋蚕部は松。

本市四ッ谷にあり、松本停車場より東方15～6町のやや高所に位置している。東は東筑摩・小県
両郡の境を走る武石峠の連山をせおい、北西南は松本平につらなり、日本アルプス連峰を望み、
風光絶佳にして概して乾燥の地である。市内中町を東へ向っていくと、東町の方へ曲るその角か
ら新しい道が開かれている。その新道を真すぐに行くと、むこうに洋風の建物が見える。それが
夏秋蚕部である 「構内の東より西に向って１本の水路が走っている。桑畑の中央に小さな丘が」
あり、そこにのぼれば畑全体が見わたせ、はるかに目を転ずれば日本アルプスが望める。丘には
樹齢数百年を経た榎の老木がうっそうと茂っている。 。‥‥‥」
夏秋蚕部の開所式は42年６月30日、農商務次官、県知事など400余名を迎えて行われた。本多

図４ 原蠶種製造所松本支所（元の蠶業講習所夏秋蚕部）
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東京蚕業講習所長はその式辞で「東京の本所から遠く距離をへだてて統轄上いろいろ不便がある
にもかかわらず夏秋蚕部を松本に設けたのは、当地が秋蚕の発祥地として古い歴史をもち、かつ
最も隆盛であることから、現場の実態をつまびらかにしたり、実社会の要請にこたえる適切な問
題をとらえるのに便益が多いと信じたためである」と述べている。式につづいて祝宴があり、余
興として手踊り、素人相撲、打上げ花火などがなされ、参会者には開所記念の絵葉書等が贈与さ
れた、と記録にはある。

本多岩次郎蠶業講習所長挨拶
（前略）當時（明治32年）に於て蠶業講習所が當に為すべきして為さざりし二個の緊要なる事業が残って

、 、居ったのでござります一は製絲に關する試驗竝に講習二は夏秋蠶に關する試驗竝に講習 これであります
右の二者は吾々當局に於て何れも緊急施設を要すべき事業と認めたるのみならず斯業界の與論も亦之れが
急設を要望致しましたが、當時内外の事情はこの両者の施設を同時にすることを許さず遂に第一の製絲に
關する事業を開始することになりまして先づ東京蠶業講習所に於て製絲部を特設致しました是れ實に去る
明治三十五年の事であります、次に直に夏秋蠶に關する試驗竝に講習の事業をも施設すべく計畫致しまし
たが、未だ其時機に達せずして三十七八年事件が起りましたそのためこの儀は暫く中絶するの已むを得ざ
るに至りました。
諸君三十七八年事件は我國に於きましては誠に光輝あり名誉ある結果を以て平和克復に至りましたが併

し之と同時に國家は戦後經營なる一層複雑多端にして且つ重大なる事業を負擔せねばならぬ事となりまし
た、為めに當時殖産奬勵の急要一般に認められしにも拘らず本事業の如きも容易に其目的を達する機會を
得まぜず荏苒日を送りましたが朝野人士の盡力に因り遂に第二十四議會の協賛を得茲に始めて多年の宿望
を現實にすることを得ました次第であります。而して又夏秋蠶に於て掌るべき業務は諸君の既に知らるる
が如く夏秋蠶に關する全般の事項即ち蠶種々類の調査、蠶種の製造及び保護法、夏秋蠶の飼育法夏秋蠶用
桑樹竝に栽培法等に關する試驗調査を以て主要の目的とするのであります。

（ ） （ ）今規程の示す所に依り其大綱を擧ぐれば次の通りであります即ち 一 夏秋蠶に關する試驗及調査 二
夏秋蠶に關する巡囘講話（三）夏秋蠶に關する質問應答、これであります。而して尚當部設置の目的の一
たる講習の事は故ありて未だ開始の運に到ざるを遺憾と致します。
諸君當夏秋蠶部は誠に以上の如き長き年月と困難なる經過とを以て初めて生れたのであります而して今

後以上の如き業務を負擔せんとするのであります、然れども今や僅かに其産聲を擧げ得たるのみでありま
す自今以後成長して活社會の實用をなすに至る迄には前途誠に遼遠なのでござります。加之實業に關する
試驗なるものは純粋の學者が純粋なる學術上の研究に從事するものとは大に其趣を異にする點があるので
あります即ち純粋の學者として學術上の研究を爲すには必ずしも世間の實務に接觸するの要なけれども實
業に關する試驗事業に至つては然らず能く時代の要求に應じ實務の經營上直接必要あり且つ利益あるべき
問題の解決を以て主要の目的とせねばならぬのであります。故に試驗事業を經營するには先ず斯業者の實
情を詳かにして以て實社會の要求に應ずべき適切なる問題を捕へる事極めて緊要なものであります此の適
切なる問題を捕へ得ると否とが即ち試驗事業の成否の分るる處であると云ふて不可ないのであります、是
れ實に東京を距ること遠くして統轄上幾多の不便あるにも拘らず敢て本部を當地に設けたる理由の重なる
點であります。
蓋し當地方は秋蠶の發現地にして最も古き歴史を有し且つ最も隆盛にして此等の點に對する便利甚だ多

しと信じたからであります。
然れども既に述べたるが如く當部は今や僅に産聲を擧げたるに過ぎずして設備未だ整頓せず規模亦甚だ

小にして現に技術に關係ある職員の如き全體を通して僅か四人に過ぎませぬので親しく地方を巡視して其
状況を一見する事すら容易に許さぬ樣な次第であります。故に急速に蠶業界に期待する所に應ぜんことは
甚だ困難とする所であります是吾々が夙に憂慮して惜がざる所であります （中略）當夏秋蠶部の設置は上。
來述べ來りたるが如く吾々當局多年の希望ではありましたが併し他の一面より之れを云へば、全く當業者
諸君の要求と盡力とに因りて成りたるものと云はなければなりませぬ、特に當縣前代議士諸君の如きは、
一面に於ては社會に向つて之が設置の必要を唱導して輿論を喚起し、一面に於ては議會に於て或は其建議
案を提出し或は之が通過に盡力せられたるが如き其功勞は決して沒すべからざるもので、本部は實に此等
諸君の提唱盡力に因りて生じたるものと云ふて不可ないのであります。又當部の位置選定に就きましては
大山知事閣下並に岡田内務部長以下縣廰吏員當東筑摩郡前郡長水上君現郡長濱君以下郡役所員松本市長小
里君以下市役所員並に當部蠶種同業組合長鳥羽君蠶病豫防事務所々長長澤君其他當業者諸君より多大の熱
誠と盡力とを蒙りましたが此設置を選定し得たるものは全く此等諸君の盡力に因ることであります。又東
筑摩郡及び松本市に於ては當部の設置に就いては多大の同情と好意とを以て迎へられ敷地並に試驗地の全
部即ち一萬五千有餘坪の土地を寄附せられました尚ほ又當市に於ては市街より當所に通ずる道路の不便な
るを憂ひ特に數百間の新道を開鑿されましたのであります當部の設備上並に事業の爲に受けたる便益は頗
る多大であります、茲に謹で御披露申上げ且つ深く感謝の意を表します 云々

○
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十時部長の報告書
閣下竝に諸君余はこの盛典に際し當部既往の概要を陳述するの光榮を有す、昨春當夏秋蠶部設置の決議

せらるるや當局は事業の經營上必要と便宜なる條件を具備せる地方に、之が設置の方針を樹て其候補地を
群馬山梨及び長野の三縣に取り就中群馬及長野縣を適當と認め二縣當局に對し右候補地の豫選を依頼し、
次で實地踏査の結果松本市を以て比較的優良と認め更に縣當局郡當局竝に地元關係人士と協議を遂げ再應
調査の結果愈々この地を卜するに至りしは實に昨年六月なりとす、超へて昨年十月假事務所を當地に設け
土地整理竝に建築工事に着手せしも時恰も嚴寒の候に際し漸く本年三月を以て昨年度豫定の工事を了する
に至れり、而して本年三月十八日東京蠶業講習所官制改正せられ當部は東京蠶業講習所夏秋蠶部なる名稱
を以て當地に設立する旨發布せらる。今當部の概況を述べん、
土地は一五三〇一坪五合にして内敷地二九四一坪五合桑園一〇二三六坪なり、建築物は事務室四〇坪一

棟蠶室七四坪二棟冷藏庫六五坪一棟其他附属物四棟にして合計二八六坪七合八勺六才也、冷藏庫は冷藏及
機關の二室に大別せられ米國シミントン會社製アンモニア壓搾機及機關を据へ付け冷藏室の攝氏五度より
二七度五に至る二二度五を十室に分けアンモニアの氣化作用により冷却せし鹽水を通して各室を冷却せし

、 、むるの装置なりとす 尚本年度に於て建設するべきもの實驗室一棟貯桑室一棟其他附属建築五棟なりとす
恕上の如く當部はその規模小に設備未だ整はず其局に當るもの不敏なり、果して豫期の効果を奏し得べき
や自ら疑はざるを得ず、希くは上局の鞭撻と來賓諸君の熱き同情と深き補助により一日も早く發達を遂げ
當部設置の目的に近からんことを祈るのみ。

(２)夏秋蚕部における研究
夏秋蚕部においては“明治42年には、生種冷蔵試験、生種保護試験、風穴蠶種催青試験、生種

、 、 、 、抵抗力試験 不越年蠶種胚子発育温度調査等の試験が 明治43年には 秋蚕生種原種取採製試験
化性変化の研究、生種原蚕飼育試験、生種と黒種との比較試験、入庫時期と胚子発育との関係調
査、出庫時期と胚子発育との関係調査、貯蔵温度と胚子発育との関係調査、風穴蚕種不発生卵の
原因調査、風穴蚕種の貯蔵温度と貯蔵期間に関する試験、風穴蚕種の貯蔵温度の変化に関する試
験、風穴蚕種の低温接触期間に関する試験が行われ、明治44年には、生種黒種比較試験、黒種製
造時期試験、越年蚕卵貯蔵温度試験、越年蚕卵催青温度試験、催青容積試験、秋蚕黒種再入庫試
験、生種製造試験、風穴蚕種貯蔵温度試験、風穴蚕種貯蔵前に於ける保護温度試験、風穴蚕種の
貯蔵前高温接触試験、化性試験、原種貯蔵並に究理法と第二期製との関係試験、人工三化試験、
風穴蚕種貯蔵器容積試験、秋蚕種類試験、人工越冬法試験、高温貯蔵越年卵胚子調査、秋蚕原種
試験等が行われる予定のようであるが、これらの試験結果は年一回の成蹟報告以外には世の中に
出て行かない。知識は普及してこそ価値があるので、夏秋蚕部は之を独立させ、拡張して夏秋蚕
講習所とすべきである （鳥羽久吾、大日本蚕糸会報第233号）という意見に見られるように“蚕”
業講習所”夏秋蚕部であったが、試験調査が主業務であり、業者からの要望の強かった講習生の
養成課程は実現しなかった。こうした情況も一因しているのであろうか、翌明治43年４月には、
従来の養蚕部、製糸部、夏秋蚕部として養蚕講習科、製糸講習科を設置していた体制を改め、講
習部、試験部、夏秋蚕部と組織改正を行っている。

Ⅵ．原蚕種製造所（明治44年）
１．蚕種統一論議の背景
すでに述べたようにフランス、イタリアでは微粒子病を克服した安定的な生産が行われていた

こと、それに関連してこれらの諸国では国内の養蚕、絹業保護策を強化したこと、中国でも生糸
生産が増加したことなどから、世界市場での競争が激化し、その結果日本の生糸の輸出先として

、 。 、はそれまでの欧州から アメリカへと比重が移ってきた アメリカ向け輸出の増加過程の中では
アメリカ市場から、品質が一定でない、糸質が雑駁である、といった苦情が頻繁によせられるよ
うになってきた。アメリカ市場の品質改良要求に応えた蚕糸改良運動の推進、輸出用の生糸検査
といった点も重視され、その過程で明治28年８月横浜に生糸検査所が開設された。
欧米の視察を終えた蚕業講習所技師本多岩次郎は、明治30（1897）年７月発行の『大日本農會

報』第百九拾號の中で、イタリア、フランスの蚕繭は概ね同一品種で、日本のように一地区に多
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数の蚕種のあるところはほとんどなく、それが生糸の品位一定を生み出していると考えられる、
と次のように報告している。

（第十六回大集會に於いて演述）歐米に於ける本邦生絲の需用
私は昨年官命を帯びまして歐羅巴及び亜米利加へ蠶業視察の為め出張を致しまして本年早々歸って參り

ました （中略）。
亜米利加で使用する処の生絲は殆ど五割二分程も日本の生絲を以て充して居る有様でございます故に亜

米利加は日本に對して最も大切なる御得意先きであります、最も亜米利加絲況の盛衰は日本の蠶絲業に關
係することが多いのでございますからして亜米利加に於て日本の生絲の評判が如何であるかと云うことを
調ぶるのは最も必要なことであります、夫れに就て調べた所は今迄領事及び我當業者若くは合名會社同伸
會社等から續々日本に報告があって日本の絲は亜米利加に於て評判が悪い、其評判の悪いと云うのは色々
ありますが、之はもう再三向ふから報告が來て新聞紙や雜誌に載って居りますから既に諸君は御承知であ
りませうが、先ず唯今の所で此評判の悪いのは六箇條であります、其第一は即ち生絲が統一でなく太い細
いが有る事、第二は絲に細毛を生じて居る即ち細いけばが有る、立派に織物にしても透かして見ると其織
物の上に非常にけばが立って居ると云ふ缺點がある、第三は類の多いと云ふことである、伊太利、仏蘭西
及び支那から來る絲は割合に類が少ないが、日本のは多いと云ふのが是亦向ふの苦情の一つである、第四
は綾が不完全で有る、綾を懸けることが十分でないから繰り返しに非常に困難である、第五は同じ何會社
の絲で同じ等級、商標の下にある生絲が常に同一の品位でなきこと即ち今日來た一等絲と二三箇月經て來
た一等絲とでは其品質が違う、夫れでありますから何時にても之が良い之が悪いと云ふ判断を下すことが
出來ない都合でございます、夫れで同じ製絲場から同じ質の絲を出さぬと云ふのが向ふの賣買上圓滑を缺
く所の苦情でございます、第六は是は近頃起った苦情であります、三四年前迄は此苦情は無かったそうで
あります、夫れは二本上り三本上り乃至は四本上りであります即ち此等數本上りのある生絲を混して織物
に織るときは恰かも細大の絲を交ぜて織ったと同じやうでむらが出來るから非常に機屋が困る、夫故此苦
情が昨今大いに起りました、以上六ヶ條の苦情に就きましては向ふから色々報告が來ました

明治25年に発足した大日本蚕糸会の会報第１号に、名誉会員速水堅曹が「大日本蠶絲會之創設
に付一言を述」と題する論説を寄せ、その中で“蠶種の種類頗る多くして同一の生絲を製するに
難く又細軟の良質に乏しくて機織家の望に應するの製絲に苦み又近來良質の蠶を養はんよりも寧
中以下のものを數多養育するを勝れりとの妄説に迷惑するの傾向あり又製絲業としては兩三年以
來粗製濫造の弊を來たし既に米國にては信用を失したること同國領事より詳報あり”と述べてお
り、生絲の品質の不揃いの原因が蚕品種の種類の多さにあることを指摘している。
『 』 、“ 、群馬の養蚕 の中にも このころ本県の蚕種家には糸質のよい中国種や欧州種を入手して
それによる新品種の育成を試みる者もあったが、いずれの蚕種家も新品種を看板として、販売を
広げるために好みの品種の選出をきそった。なかには育成・選抜らしいことはまったくせず、在
来品種による製造蚕種に家号や自分の名前をつけて、新品種として売りだす者もあった。この結
果、異名同種・同名異種も相当はびこって、蚕品種はおびただしい多数となった”と書かれてい
るように、明治30年を前後して、蚕糸業界で活発に起こった議論は、蚕種統一という問題であっ
た。

２．蚕種統一・繭質統一を巡る意見
一方、明治40年頃、製糸家の規模が大きくなり、製糸家が希望する原料繭を狭い地域で集める

ことが出来ず、方々から買い付けるということが起こり、製糸家の方からも、蚕種統一、言い換
えれば繭質統一を巡る論議を求める声が大きくなった。こうした状況を受けて政府は、明治42年
10月大日本蚕糸会に対し、繭質統一の程度並びにその方法を諮問した。この諮問に対する大日本
蚕糸会の答申は “繭質の統一は本邦蚕糸業の重要問題であり、且つ刻下の急務であるから、政、
府は中央に蚕種試験所を置き、地方適当の場所に之が支所を設け、種類の試験を行い、其の成績
に依り原種の製造を為し、之を系統的に飼育させるのが最も良い方法である”具体的施行方法と
しては “原種の製造を特定の資格のある蚕種製造者に限り、原原種は無償を以て之に配布する、
ものとし、蚕品種の選定に関し、蚕種試験所に商議員を置くこと等”というものであった。
このような答申がだされると、賛否両論が盛んに闘わされた “まず、反対の烽火をあげたも。



- -21

のは長野県東筑摩郡蚕種同業組合であって、同組合は蚕種統一の方法として、原原種官営または
原種県営の如きは、民業を奪うのみならず、危険極めて多きものであるから、絶対に不可なりと
強調した （明石 弘『近代蠶絲業発達史 。廣瀬次郎は “如何に生絲貿易が日本の命運に重” 』） 、
大なる關係ありとするも、之は二十世紀の世の中には珍しき過酷の法案で人権を蹂躙すること甚
だしい （大日本蚕糸会報第221号）と述べている。大日本蚕糸会報第227号では “蠶絲業問題” 、
は国家的大問題なり故を以て編者は内外諸大家の意見を叩きて本欄に収め以て斯業研鑽の資にせ
んと欲す”ということで特集を組んでいる。その中で伯爵大隈重信は “蠶種統一が如何に急務、
ぢゃといっても原原種の製造を官営にして全國の蠶種を統一しやうといふことは、到底不可能の
問題ではあるまいか。蠶種は死物ではない。死物でない以上は郵便や葉煙草や食塩などゝ同一に
取扱ふことの出來ないことは三歳の童子も能く知って居ることである。夫れを強て官營にせよう
などといふことは全く無謀の計畫たるを免れまい（中略）蠶種の統一は理想としては最も良い。
良いから出來る丈け其統一に盡力せねばならぬ問題である。が併し官営などゝいふ干渉的政略を
止めて他に良法を選澤するが宜しいと考へる”と、趣旨は賛成だが方法は反対という意見を述べ
ている。農学博士横井時敬は 「何故に蠶種統一案に反對するか」の中で “今度の蠶種統一の、 、
政策は大體より云へば國家は無責任である。稍間接責任の位置に立て良種の供給に努むるより、
より以上の事は盡さず、危険と思はるる統一の仕事は地方に行はしめんとするのである “吾々”
は此法案の全體は害の方が利の方よりも多いといふ結論に帰着すると信ずる “更に一歩を進め”
て云へば、我国の大體から云えば、蠶種統一よりも、貿易商品としての生絲統一が更に必要であ
る。而して蠶種統一を以て此目的を達することは出來得べからざることである”と反対意見を述
べている。農務局長下岡忠治は “蠶種統一問題に就てはイロイロ議論もあるが、統一するが是、
かせざるが是かの問題は今更議論すべきものでないと思ふが、人の意見といふものは兎角一方に
偏し易いもので、今日迄聞く處の議論は其賛成といふのも反對といふのも大底極端だから困る、
併し絶對に統一の出来やう筈がないといって現在のまゝで良いかといへば、国際貿易とか對外競
争とかといふ大きい眼から之を見れば到底現在の儘に捨てゝは置かれぬに依て賛成と反對との中
間を採り此の問題の解決を試みやうといふのが吾々の意見ぢや “固より全國の蠶種を一種や二”
種に限定しやうといふのではない、統一の出来る丈け統一して、換言すれば雑駁なる蠶種を整理
して其土地土地の風土、気候に適應した良種類の普及を圖らうといふのである “此特設の機關”
に對しては蠶業試験場といふ名稱をつけた方が適當かとも考へたが、併し名稱は兎も角此所にて
原蠶種の製造を行ふ積りにて愈々原蠶種を製造するやうになるのは明後年の春蠶期からでなくて
はイケまい “其製造したる原々種は兎に角現在に於ては強請的に飼育せしむるやうなことをせ”
ず希望に依って頒布する積りである”と当事者として賛成意見を寄せている。下岡農務局長は、
続けて当時の蚕糸業界の問題点について “尚今一つ吾輩の考へて居る處を語れば兎角従来は養、
蠶家と製絲家との關係が密接でない、之は蠶絲業の為に甚だ感心すべからざることで、固と養蠶
製絲の二業は歯唇輔車の關係を有すれば、養蠶家の利害は製絲家の利害、製絲家の損得は養蠶家
の損得といふ位に各自が考へて親子兄弟も啻ならざる密接の關係を持たせたいものである、彼の
伊佛の如きは養蚕家と製絲家との關係は恰も小作と地主といふやうな間柄で一製絲家の要する原
料繭は其周囲に在る養蚕家が供給するといふ風であるから、相互に其責任を重んじ自然立派の生
絲が生産せらるゝやうになってをる、然るに本邦現時の状態はと顧みれば一部の例外を除く外彼
の伊佛の状態とは大に其趣きを異にして製絲家は全国ドコヘでも飛び廻はりて繭を仕入れるから
本年の原料仕入地は必ずしも翌年の原料仕入地とは極て居らない、であるから養蠶家と製絲家と
の關係の圓満でないのは固より怪むに足らずで、製絲家の仕入れた繭が雑駁であるのも當然のこ
とであると考ヘる “予の理想とする處を遠慮なく語れば大製絲家が一方に偏在して全國から繭”
を集むるといふ現在の遣方を改めて各養蚕地の中央に一つづゝ製絲場を設け其周圍の産繭額に應
じて製絲することにし尚蠶種家と養蠶家との關係を直接にせないで其中間に製絲家を入れ蠶種家
は製絲家の好みに応たる蠶種を製造して以て養蠶家に飼育せしむるやうにすれば蠶種の統一は自
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ら出来るやうになると思ふ 、と述べている。さらに、明治43年３月11日開催の第26回帝国議会”
には、松田正久他８名により蚕種統一建議案が提出された。

３．生産調査会への諮問
、 、こうした情勢を踏まえ政府は 明治43年６月20日から農商務省で開催された生産調査会に対し

蚕種統一に関する事項を諮問した。この生産調査会は “本邦生産に関する重要の事項を調査審、
議し、及関係各大臣の諮詢に応じて意見を開申するものとし、会長（農商務大臣 、副会長（大）
臣の奏請に依り内閣に於いて之を命じた 、委員70人以内をもって組織し、特別の事項を審議す）
る時には臨時委員を置く”ものとされ、明治43年４月１日より施行され、大正２年６月廃止され
ている。生産調査会に設置された蚕糸関係特別委員会のメンバーは、次のとおりであった。

委員長 加納久宣・子爵
委員 田健次郎・男爵 箕浦勝人 桑田熊蔵・法博

野田卯太郎 森村市左衛門 稲田周之助
外山亀太郎 船越 衞・男爵 横井時敬・農博
益田 孝 大岡育造 原 富太郎
千早正次郎 本多岩次郎

諮問の際の農務局参考案として“(１)国立蚕業試験場を中央に本場１ヶ所、地方に支場数ヶ所
を設置して、全国所要原原種の十分の一に該当する、原蚕種を道府県に配布し、将来完全なる統
一を行うの段階と為し、且此の機関に依り、蚕糸業に関する技術的試験研究を行はしむること、
(２)道府県に於いて政府より配布したる原蚕種を基礎とし、且当分地方在来種中優良のものを選
択せしめて、其の管内に於ける蚕種統一に関する施設を行はしむること”の２項を示した。この
諮問案は、生産調査会の特別委員会において慎重審議されたが、多くの委員の意見は“蚕種の統
一改良は刻下の急務であって一日も之を忽にすることは出来ない。然るに此の機関を蚕業試験場
と云う名称にしておくと、学者は徒に品種の研究にのみ没頭して、容易に原蚕種の配布をするよ
うにならない処がある。故に之を原蚕種製造場と為し、其の使命を明確にしておく方がよい”と
いうところに落ち着き、修正の上可決された。この時の参考案には“之を以て将来完全なる統一
を行ふの段階とする”としてあったのが “漸次製造高を増加し、結局強制的に全国の統一を行、
ふものとす”と変更させられたこと “國立原蠶種製造場に、官民合同の評議員若干名を置き、、
蠶種の選定其の他重要事項を議せしむること”の一項が付け加えられた（明石 弘『近代蠶絲業
発達史 。』）
政府はこの答申を受け、明治44（1911）年度予算に原蚕種製造所設置に要する経費26万312円

を計上し、予算成立と共に原蚕種製造所建設に着手した。同時に、原蚕種配布事業を法制面から
補完するものとして「蠶絲業法」を制定した。

（明治四十四年三月二十八日 法律第四十七號）蠶絲業法
第一條 本法に於て蠶絲業者と稱するは養蠶、蠶種製造、生絲製造、眞綿製造、殺蛹乾繭又は蠶種、繭、
生絲、屑物類の賣買、仲立若は保管を業とする者を謂ふ

第二條 本法に於て蠶種製造者と稱するは他人に譲渡すの目的を以て蠶種を製造する者を謂ふ
第三條 本法に於て蠶病と稱するは微粒子病、軟化病、硬化病、膿病及び? 蛆病を謂ふ
第四條 蠶兒の飼育又は生繭の取扱を為す者は命令の定むる所に依り病蠶及斃蠶の病原微生物並? 蛆及其
の蛹、蠅を滅殺し其の他蠶病豫防の為必要なる施設を為すべし
主務大臣は學術研究の為蠶兒の飼育又は生繭の取扱を為す者に對し前項の規定を適用せざることを得

第五條 蠶種製造者たらむとする者は地方長官の免許を受くべし
第六條 蠶種製造者は命令の定むる所に依り蠶室及蠶具の消毒を行ふべし
第七條 蠶種製造者は第十一條第二項及第十二條の規定に依る特別蠶種より産出したる繭を用うるに非ざ
れば蠶種を製造することを得ず

第八條 蠶種製造者は左の各號の一に該當する又は蛾を以て蠶種を製造することを得ず
一 蠶兒の合同して作りたる繭
二 繭屑片薄なる繭又は形状不整なる繭
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三 繭屑の量繭の全量百に對し一化性に在りては十一、 化性に在りては八、多化性に在りては七に達
せざるもの
四 蠶兒の發育不良にして収繭の量著しく減少したるもの
五 體躯の不完全なる蛾
六 免許を受けたる蠶種製造者に非ざる者の飼育したる蠶兒より産出したる繭

第九條 蠶種製造者は蠶種製造用の蠶兒と同一の飼育時期に於て製絲用の蠶兒を飼育するを得ず蠶種製造
者は地方長官の許可を受くるに非ざれば蠶種製造用の蠶兒を譲渡し又は譲受くることを得ず

第十條 蠶種製造者は蠶種製造用の蠶兒を掃立より蠶種の製造を終る迄他の蠶種製造者又は養蠶者と同一
の建物又は蠶具を共用することを得ず

第十一條 蠶種製造者は収繭後に於て掃殻及繭、産卵後に在りては出殻繭に付檢査を受くべし但し不越年
蠶種に在りても卵の檢査を受けしむることを得
蠶種製造者蠶種を特別蠶種と為さむとするとき之を框製とし前項の檢査の外越年蠶種に在りては母蛾、
不越年蠶種に在りては卵及母蛾の檢査を受くべし

第十二條 主務大臣は前條の規定に拘らず原蠶種製造所、學校、講習所、試験場等に於て製造したる蠶種
を特別蠶種と指定することを得

第十三條 地方長官は第十一條の檢査に合格したる蠶種には證印を押捺し其の檢査に合格せざる蠶種は之
を焼棄すべし

第十四條 檢査合格の證印なき蠶種及其の蠶兒は之を譲渡し又は飼育することを得ず但し第十二條の規定
に依る指定せられたる特別蠶種及其の蠶兒を飼育することを妨げず

第十五條 地方長官は錯誤に依り又は不法に押捺せられたる檢査合格の證印を發見したるときは遅滞なく
之を抹消すべし

第十六條 蠶種製造者に非ざる者は蠶種を製造することを得ず
主務大臣必要と認むるときは學術研究又は自家用の為にする蠶種の製造及其の蠶兒の飼育を許可するこ
とを得此の場合に於ては命令の定むる所に依り本法中蠶種製造者に關する規定の全部又は一部を準用す
ることを得
前項の規定に依り製造したる蠶種及其の蠶兒は第十二條の規定に依り指定せられたる特別蠶種及其の蠶
兒を除くの外之を譲渡すことを得ず

第十七條 本法を施行せさる地又は外國に於て製造したる蠶種は之を移入し又は輸入することを得ず但し
學術研究の為主務大臣の許可を受けたるときは此の限りに在らず

第十八條 主務大臣は必要と認むるときは原蠶種の製造者若は其の譲受又は原蠶種の種類を制限すること
を得主務大臣は地方特別の状況に依り地方長官をして前項の制限を為さしむることを得

第十九條 主務大臣は蠶種又は繭の賣買又は取引市場に關し取締上必要なる命令を發することを得
第二十條 蠶種の臺紙に關し取締上必要なる事項は命令を以て之を定む
第二十一條 蠶種の冷藏を業とせむとする者は地方長官の免許を受くべし
第二十二條 府縣は命令の定むる所に依り第十一條の檢査其の他蠶病豫防の為必要なる吏員を置くべし
第二十三條 主務大臣及地方長官は必要に應じ種繭の審査及原蠶種の選定を行はしむる為種繭審査會を設
くべし
種繭審査會の設置組織権限及審査選定に關する事項は勅令を以て之を定む

第二十四條 第五條、第七條、第八條第六號、第十一條及第三十八條乃至第四十一條の規定は府縣に之を
適用せず

第二十五條 地方長官必要と認むるときは野蠶の飼育採種又は野蠶生繭の取扱を業とする者に第四條第一
項の規定を準用することを得

第二十六條 蠶病豫防事務及地方種繭審査會に關し必要なる費用は府縣の負擔とす但し國庫は其の半額以
内を補助することを得

第二十七條 府縣は命令の定むる所に依り第十一條の檢査其の他蠶病豫防の為必要なる吏員を置くべし
第二十八條 蠶絲業者を以て組織する同業組合聯合會の設置に付ては重要物産同業組合法第三條及第四條
の規定を準用す

第二十九條 前條の同業組合聯合會及一府縣以上を地區とする蠶絲業者の同業組合にして同業組合聯合會
に加入せざる者は相互の氣脈を通じ及蠶絲類の海外貿易の發展其他蠶絲業の利益増進を圖る為全國を地
區として蠶絲業同業組合中央會を設置することを得
主務大臣必要と認むるときは前項に掲げたる者の外同業組合聯合會に加入せざる蠶絲業者の同業組合に
して蠶絲業同業組合中央會に加入すべき者を指定することを得

第三十條 蠶絲業同業組合中央會の設置を發起せむとする者は主務大臣の認可を受くべし
前項の認可ありたるときは發起人は同業組合聯合會一府縣以上を地區とする同業組合にして同業組合聯
合會に加入せざる者及前條第二項の規定に依り主務大臣の指定したる同業組合の三分の二以上の同意を
得て創立總會を開き定款を議決し主務大臣の認可を受くべし

第三十一條 蠶絲業同業組合中央會成立したるときは同業組合聯合會一府縣以上を地區とする同業組合に
して同業組合聯合會に加入せざる者及第二十九條第二項の規定に依り主務大臣の指定したる同業組合は
之に加入すべし

第三十二條 蠶絲業同業組合中央會の會議は之を組織する同業組合聯合會及同業組合に於て同業組合の組
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合員中より選擧したる議員を以て組織すべし
主務大臣は蠶絲業同業組合中央會の議員定數の五分の一を超えざる特別議員を命ずることを得

第三十三條 蠶絲業同業組合中央會議員の定數配當及選出法竝役員の名稱選任解任及権限に關し必要なる
事項は命令を以て之を定む

第三十四條 重要物産同業組合法第六條及第十一條乃至第十六條の規定は蠶絲業同業組合中央會に之を準
用す

第三十五條 當該官吏吏員は蠶病豫防に關し蠶種又は生繭の取扱を為す者の店舗、倉庫、製造場飼育場等
に臨檢し物品及帳簿其の他の書類を調査し又は必要なる分量に限り無償にて物品を収去することを得
地方長官法又は本法に基きて發する命令に違反する所為ありと認むるときは當該官吏吏員をして前項に
掲げたる場所に臨検檢し犯罪嫌疑者若は参考人を尋問し又は犯罪の事實を證明すべき物件、帳簿、書類
を捜索し若は之が差押を為さしむることを得
臨檢、尋問、捜索又は差押に關しては間接國税犯則者處分法を準用す

第三十六條 當該官吏吏員は自己、親族又は同居者に對し第十一條の檢査を為すことを得ず
第三十七條 蠶絲業者の所為にして本法若は本法に基づきて發する命令に違反し又は公益を害するの虞あ
りと認むるときは地方長官は其の業務を停止し若は制限し又は其の免許を取消すことを得
前項の處分に不服ある者は訴願を提起することを得
其の違法に権利を傷害せられたりとする者は行政訴訟を提起することを得

第三十八條 左の各號の一に該當する者は五百圓以下の罰金に處す
一 詐欺の所為を以て第十一條の檢査を受けたる者
二 第十四條又は第十七條の規定に違反したる者

第三十九條 左の各號の一に該當する者は三百圓以下の罰金に處す
一 免許を受けずして他人に譲渡すの目的を以て蠶種を製造したる者
二 免許を受けずして蠶種冷蔵の業を為したる者
三 第四條第一項又は第六條の規定に違反したる者
四 第七條、第八條又は第十六條第三項の規定に違反したる者

第四十條 左の各號の一に該當する者は二百圓以下の罰金又は科料に處す
一 第九條又は第十條の規定に違反したる者
二 第十六條第一項の規定に違反したる者

第四十一條 第三十八條、第三十九條第一號第四號又は前條第二號の犯罪に係る蠶種蠶兒又は繭は之を没
収し既に譲渡したる場合に於ては其の價額を追徴す
前項の蠶種又は蠶兒犯人以外の者に屬するときは行政官廳の處分を以て之を没収することを得

第四十二條 第三十五條の規定に依る職務の執行を拒み若は妨げたる者又は臨檢の際當該官吏吏員の尋問
に對し答辧を為さざる者は二百圓以下の罰金又は科料に處す

第四十三條 蠶絲業者未成年又は禁治産者なるときは本法又は本法に基きて發する命令に依り之に適用す
べき罰則は之を法定代理人に適用す但し其の營業に關し成年者と同一の能力を有する未成年者に付ては
此の限に在らず

第四十四條 蠶絲業者は其の代理人戸主家族雇人其の他の從業者にして本法又は本法に基きて發する命令
に違反する所為を為したるときは自己の指揮に出でざるの故を以てその處罰を免るることを得ず但し相
當の注意を為したるときは此の限に在らず

第四十五條 明治三十三年法律第五十二號は本法又は本法に基きて發する命令に依る犯罪に之を準用す
第四十六條 本法中府縣に關する規定は北海道に於ては北海道地方費に之を準用す

附 則
第四十七條 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
第四十八條 本法は沖縄縣、小笠原島、伊豆七島其の他命令を以て指定する地域に之を施行せず
第四十九條 蠶病豫防法に依る檢査合格の證印は之を本法に依る檢査合格の證印と看做す
第五十條 蠶病豫防法に依り檢査合格したる原種は之を特別蠶種と看做す
第五十一條 本法施行前製造したる自家用蠶種の蠶兒は本法施行後と雖之を飼育することを得
第五十二條 本法施行の際蠶種の冷藏を業とする者は本法施行後一年を限り免許を受けずして其の營業を
繼續することを得

この法律に対し外山亀太郎から “第１条より第27条までは、第18条及び第23条（蚕種統一に、
関する規定）を除けば、全て蚕病上の取締を規定した現行の予防法と大差ない。又、第28条から
第34条は組合法を規定し、以下52条までは取扱手続き又は罰則を規定したものに過ぎない。言い
換えれば、この法案は、現行蚕病予防法に従来の同業組合法の一部を継ぎ合わせ、これに種類統
一の香りをつけたものに過ぎない “蚕病予防の根源である病原及び病原体の発達、外界の刺激”
に対する抵抗力、消毒等に関しては学理上不明の点が多く、この程度の知識では法律で強行すべ
き段階ではない “膿病軟化病等については、その原因が生理的なのか、伝染的に起こるのかに”



- -25

ついても学者間で諸説あり一致していない “これでは蚕病予防法というより、製種業者取締法”
でしかない”という手厳しい批判のあったことも記録しておきたい（外山亀太郎： 蠶絲業法案“
を評す 、蚕業新報 19(215) 104-109 。” ）:

※明治44年には 「蠶絲業法」と共に “12歳未満の者を働かせてはいけない、15歳未満の者と女子を１日12時、 、
間以上働かせてはいけない、15歳未満の者と女子を午後４時～午前４時の間働かせてはいけない、15歳未満
の者と女子には月２回の休日を与えなければならない”といったことを規定した「工場法」も制定されてい
る。詳細に読めば“ざる法”といわれても仕方ない部分もあるし、現在の常識から言えば到底信じがたい条
件ではあるが、とにかくもこのような法律を制定せざるをえない、という製糸工場の現実があったことは事
実と思われる。大正10年に「工場法」改正が行われているが、それでも劣悪な就労条件の改善を求めて昭和
２年には、岡谷で山一林組争議が起こっている。この山一争議の余話、あるいは工場法を巡っての会社経営
者と監督署の工場監督官との間の駆け引きの様子等について、山本茂実『続あゝ野麦峠 （昭和55年、角川」』
書店）に詳細な記録が書かれている。

４．蚕業講習所と原蚕種製造所の併存
上記の『近代蠶絲業発達史』によると “蚕業試験場と云う名称にしておくと、学者は徒に品、

種の研究にのみ没頭して、容易に原蚕種の配布をするようにならない処がある。故に之を原蚕種
製造場と為し”という意見が多数を占めたことから原蚕種製造所が設置されたとされている。そ
の結果、蚕業講習所を原蚕種製造所に変更したのではなく、蚕業講習所は残したままで、別個に
原蚕種製造所を作ったわけである。その背景は知るよしもないが、蠶業新報 219号（明治44年６
月発行）の巻頭社説「新任加賀山原蠶種製造所長に望む」の中に、当時の世論の考えの一端を垣
間見ることができる。

新任加賀山原蠶種製造所長に望む
（前略）官設蠶業試驗が二十餘年間巨萬の金額を投じながら我蠶界に是ぞといふ利益発明を與へざりし為
め、今回の施設に對しても世人の豫想する強がち無理ならず左れど吾人は時勢上より断言せんとす従來の
研究試驗は毎時も同一の問題を掲げて其結論は輙ち曰く、更に翌年を待たんと云ふのみ、今日は最早斯る
定文句を以て一時を糊塗するを許さず（中略）従來蠶業講習所等にて配付するが如き物ならんには、今更
國費多端の際鉅費を投じて之を行ふの必要なし、君も亦定めて胸中成竹あらん、所長として試驗技師に命
じ勝手に問題を擇ばせ其試驗報告を待って活字に付し、是を以て能事畢れりとするが如き従來の方式は、
今後は堅く禁物なり、當試驗所長として、事務外交の操縦も左る事ながら、技術官をして専心喜んで自由
に働かしむべし、決して小節に區々として俗吏的掣肘すべからず、而してまた時あっては彼等の我儘横着
を制し、曖昧無責任なる行動を恣にせしむべからず（中略）殊に試驗の大局は所長之を指導せざるべから
ず、其日送りの試驗、一時逃れの遊泳術を弄するが如きは實に衣冠の賊なり（中略）常に國家が財政窮乏
の中より多額の費用を割いて新たに施設したる主旨と責任とを思ひ、夙夜励精努力以て此名誉ある大任の
負担に堪ふるの決心あらんことを望む

（ ） 「 」原蠶種製造所が蠶業試験場になった大正３年の大日本蠶絲會報 第271号 に 蠶業試験場論
（石田孫太郎）という記事があるが、その内容もこの問題を考える上で参考になる。要約すると
次のとおりである “蚕種統一を目的とした機関を設立するよりも一大研究機関を作って試験研。
究をやらせた方が良いという意見もあったが、結局原蠶種製造所案が勝った。しかし、配付する
べき優良種がないのに名前ばかり原蚕種製造所では意味がない。だとすると、先ずしっかり研究
することになる。かつて農務局に蠶業試験場なるものがあったが、試験場というよりもその実は
人材養成機関であった。その後、蠶業講習所となってからはいよいよ人材養成所であり、試験研
究に全力をあげたとは思えない 。”
生産調査会における議論は、以上のような世論の動向を反映していたと考えることができる。

５．原蚕種製造所の設置
このようにして明治44（1911）年５月１日勅令第150号によって、原蚕種製造所官制が公布さ

れ、加賀山辰四郎が所長に任命された。当初は事務所を一時農商務省内に置き、設立のための事
務を開始した。記録によると、原蚕種製造所建築の入札には22名が応札し、その中から東京市本
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所区緑町土木請負業田淵順藏が３万8600円で落札したとある。

図５ 原蠶種製造所（東京府豊多摩郡杉並村大字高圓寺）

（官報第8363号 明治44年５月11日 木曜日）
朕原蠶種製造所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽

明治四十四年五月十日
内閣総理大臣 公爵 桂 太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武

勅令第百五十號
原蠶種製造所官制

第一條 原蠶種製造所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 原蠶種ノ製造及配付
二 蠶絲業ニ関スル試験及調査

第二條 原蠶種製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任十一人
技手 専任十六人
書記 専任九人

第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ處務ニ従事ス
第七條 農商務大臣ハ必要と認ムル地ニ原蠶種製造所支所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 原蠶種製造所ノ位置並支所ノ位置名稱ハ農商務大臣之ヲ定ム

附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

○
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（官報第8365号 明治44年５月13日 土曜日）
農商務省告示第二百八十號
原蠶種製造所ハ當分ノ内農商務省内ニ之ヲ置ク

明治四十四年五月十三日 農商務大臣 男爵 大浦兼武

図６ 設立当初（明治45年）の原蠶種製造所職員（蚕業新報20(231) 明治45年６月に掲載）
前列右より丸山庶務課長、工藤六三郎、森繁太郎、十時雄次郎松本支所長、高島容孝綾部支所長、

加賀山辰四郎、石渡繁胤、辻保次郎福島支所長、肥後俊彦前橋支所長、渡邊勘次学士
中列右より４人目新井技手、６人目古山学士、菊池助松技手、10人目小田切書記、瀬川書記

後列右より４人目大庭技手、６人目鈴木技手、８人目平塚英吉その他所員一同

原蚕種製造所としては 本所の他に 綾部支所 京都府何鹿郡綾部町字本宮村 前橋支所 群、 、 （ ）、 （
馬県前橋市岩神町 、福島支所（福島県福島市大字腰浜、曽根田）の３支所が設置された。翌明）
治45年３月、東京府豊多摩郡杉並村大字高円寺に庁舎が完成したことに伴い、本所をここに移転
した。

（官報第8553号 明治44年12月22日 金曜日）
農商務省告示第六百三號
原蠶種製造所支所ノ位置及名稱ヲ左ノ通定ム但シ明治四十五年一月十日ヨリ當分ノ内假事務所ヲ左ノ場

所ニ開設ス
明治四十四年十二月二十二日 農商務大臣 男爵 牧野伸顯

名 称 位 置 假 事 務 所
原蠶種製造所綾部支所 京都府何鹿郡綾部町字本宮村 綾部町何鹿郡立女子實業學校内
原蠶種製造所前橋支所 群馬縣前橋市岩神町 前橋市群馬縣農會事務所内
原蠶種製造所福島支所 福島縣福島市大字腰浜同大字曽根田 福島縣廳内
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○
（官報第8616号 明治45年３月12日 火曜日）

農商務省告示第五十八號
原蠶種製造所ヲ東京府豊多摩郡杉並村大字高圓寺ニ移轉ス

明治四十五年三月十二日 農商務大臣 男爵 牧野伸顯

図７ 原蠶種製造所綾部支所

図８ 原蠶種製造所前橋支所
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図９ 原蠶種製造所福島支所

原蚕種製造所前橋支所の開所式の模様が、大日本蚕糸会報263号に記録されているが、その席
において加賀山辰四郎所長は次のような挨拶を行っている。

閣下竝に諸君本日は當支所開所式を擧行するに當りまして多數御賁臨を辱ふし茲に盛大なる式を擧ぐる
を得まするのは本官の深く光榮とする處であります、抑も本所は明治四十四年五月十日勅令第百五十號を
以て原蠶種製造所官制發布せられ同年十二月二十二日農商務省告示第六百三號を以て當支所の位置決定す
るや當縣下諸君は熱心に之を迎へられて多大の便宜を與へられたるのみならず、當縣より前橋市岩神町に
敷地九千餘坪勢多郡南橘村に桑園用地として一萬餘坪合計七町歩餘の土地を寄付せられ茲に位置の確定を
見るに至り同年十二月支所長以下職員の任命を見、四十五年一月十日假事務所を群馬縣農會に置き諸般の
準備に着手し、同年五月新廳舎成るに及び茲に移轉し本年三月工事竣成を告げ、茲に開所式を擧ぐるに至
った次第であります 此の際多數御参同を得ましたのを幸ひ本所並に支所即ち原蠶種製造所の任務及希望
を述ぶるの光榮を得たいと思ひます
抑も我蠶絲業は近時頗る發達して今や其輸出額一億六千余萬圓を數へ之に絹織物其他を加へますれば、

二億余圓に達して、我輸出貿易額の三割六分余を占むるの盛況に至って居ります、從って之が一張一弛は
國力の消長に至大の關係を有する様な次第でありまして、此の業が斯く盛なると共に之に從事する養蠶家
は全國百十六萬を數へ蠶種製造家一萬五千余製絲家三萬五千の多きに達しまして、本邦生産業の主要なる
部分を占むるに到りましたが、御承知の通り逐年の發達に伴ひまして内其品質は雑駁を加へ、外市場に激
甚なる競争があるに不拘、内には經營難の聲が高まって参りました
熟々考ふるに生絲が日本の獨占事業であれば兎も角も外に競争者のある以上には、内品質の向上改善に

努め以て本邦主要の生産業の發展を圖らねばなりませぬのは必然の話しで是即ち本所の設置ある所以であ
りますが本所は単に原蠶種の製造を為すに止らず極めて廣き意味の蠶絲業に關する試驗研究所である……
殊に蠶絲業に關するものに在りては、日本が研究の先進者であり又将来も而かあらねばならぬ地位になっ
て居る、從って多方面のものであれば、外國で研究したるものを直ちに移して應用も出来るけれども蠶絲
業に關しては、日本程の研究調査が外國では出来て居らぬ、故に外國の研究を移して、之を應用する事は
難い、從って一層本所の任務は重いのである、
例えば桑の事にしても今の處果して如何なる桑が善良で如何なる栽培が最も可なるかは決定しては居ら
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ぬ、養蠶の事にしても、如何なる飼育が果たして適當であるかも決定して居らぬ、殊に桑の葉が蠶の腹の
中に入って如何にして絹絲となるかも科學的に研究されて居らぬ、本所は之等を闡明して斯業の根本的に
改善發達を圖らんとする目的を持って居る
が此目的を達せんとすれば當路者が黽勉努力するの外はないが、來賓諸彦の御援助も事業進行上極めて

必要のことであるから御聲援を與ふるに吝ならざらんことを希望す

それまで、蚕業講習所では、講習、蚕糸業に関する試験、蚕種配布が行われてきたが、官制公布
の結果、蚕業講習所における試験研究に関する事務はすべて、原蚕種製造所に委譲しなければな
らないことになった。
※蚕業講習所の蚕種配付規則は、明治45年５月には省令第15号をもって廃止されている。

（官報第8665号 明治45年５月10日 金曜日）
農商務省令第十五號
明治三十五年農商務省令第二十二號蠶種配付規則ハ之ヲ廢止ス

明治四十五年五月十日 農商務大臣 男爵 牧野伸顯

既に述べたように、蚕業講習所夏秋蚕部設置の背景には、夏秋蚕に関する基礎的な試験研究を行
い、その結果に基づいて講習を行い、夏秋蚕飼育の実務者、指導者を養成してほしいという蚕糸
業界の要望があった。しかし、当初の意図がどうであれ、夏秋蚕部においては、現実には試験研
究しか行われていなかったため、45年４月、東京蚕業講習所夏秋蚕部を原蚕種製造所に移管し、
これを松本支所とした。その結果、蚕業講習所においては、専ら技術講習だけを行うということ
になった。
この間の事情について、明治41年農商務省に入省後、長い間農林行政の中枢にいた石黒忠篤氏

を招いて行われた座談会の記録（ 日本の蚕糸業について語る』農業総合研究所、1997）には次『
のように書かれている。

夏秋蚕の研究は非常に等閑視されていました。これが急速に発達する必要が出て参ったので、之を蚕業
講習所が力を入れてやっていた。これを今度は原蚕種製造所に移管しなければならない。これがなかなか
問題で、殊に御大の本多岩次郎大御所がすわっていました。これら原蚕種の製造及びその研究の二つの大
きな仕事を受け取るという問題は、蚕業講習所は沢山の卒業生を出しており、地方の主任官になっている
人も多いので大問題になりました。之を談合したところ、かなり議論もありましたが、その結果原蚕種の
製造及び蚕品種の研究が移管になることに決まり、残ったものが技術講習という仕事だけになりました。
たまたま文部省が諸学校の統一をやり、いろいろの学校をひっぱった。商船学校もひっぱった。蚕業講習
所もひっぱって文部省に入れた。そのために東京も京都も移管になったのです。農商務省では水産講習所
だけががんとしてきかなかった。生徒も無論でした。これには文部省も手を入れないで、それで今日まで
きているのが水産講習所であります （47頁）。
当時は蚕業講習所が、蚕種に関する試験をして多少蚕種の配布もしており、殊に夏秋蚕の配布をしてい

ましたが、原蚕種製造所が出来てからこの配布は全部原蚕種製造所がやるようになった。そのため蚕業講
習所は純然たる講習所になるという風に変更がありました。之は仲々年来の根拠の固い西ヶ原の講習所に
とっては大変なことで、卒業生が各方面に張って居ますから仲々大変なことでした。そこで加賀山さんの
仕事がやりづらくて仕方がない。その結果、地方での蚕業技術面に誠に微力であった大学の系統が入り込
んできた。そういうことで勢力が二つに分かれて、大正二年に蚕業講習所が文部省に移り、高等蚕糸学校
として全く教育機関になったわけです （69頁）。

大正３（1914）年１月29日の帝国議会に、国民党代議士小西 和、相島勘次郎、清水仁三郎の
３氏から 「東京蚕業講習所及び京都蚕業講習所を改め、東京蚕糸専門学校及び京都蚕糸専門学、
校とする」旨の建議案が提出されたが、これは、蚕糸業法改正法律案と同一委員に付託された。
次いで、３月14日の本会議において武藤金吉代議士は、この案が委員会において否決されたこと
を次のように報告している。

當席から報告することを許されんことを望みます（ 宜しうございます 「簡単に願ひます」と呼ぶ者あ「 」
り）本案は既に豫算に計上されて蠶業講習所は高等専門学校に引直すことになって居るのであります、而
して委員會に置きましては折角の御提案でもあり豫算に出て居りまするが斯の如き學校は必要がないから
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次年度に於て廢すべしと云ふ意味に於て本案は否決を致しました云々

この報告後採決の結果、この建議案は否決となった。当時、文部省は諸学校の統一を画策し、
実業教育機関を含めて教育機関はすべて文部省の管轄とすることを決めていたため 大正２年 1、 （
913）６月蚕業講習所官制が一部改正され、蚕業講習所は文部省所管とされ、翌３年３月勅令第

（ ） 、 、四十四号によって東京蚕業講習所は東京高等蚕糸学校 後の東京農工大学 と改称され 同様に
京都蚕業講習所は京都高等蚕業学校と改称された（昭和６年３月30日勅令第24号によって京都高
等蚕糸学校と改称された。後の京都工芸繊維大学 。）

大正三年三月三十一日 内閣総理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 大岡育造

勅令第四十四號
文部省直轄諸學校官制中左の通改正す

第一條中「上田蠶絲専門學校」の次に「東京高等蠶絲學校」及「京都高等蠶業學校」を加ふ。
附 則

本令は公布の日より之を施行す。
蠶業講習所官制は之を廢止す。
本令施行の際別に辭令書を交付せられざるときは現に東京蠶業講習所に在勤する蠶業講習所の技師は東京
高等蠶絲學校の教授に、技手は助教授に、書記は書記に、現に京都蠶業講習所に在勤する技師は、京都高
等蠶業學校の教授に、技手は助教授に、書記は書記に同官等俸給を以て任ぜられたるものとす。

○
大正三年四月十五日

勅令第六十九號
蠶業講習所技師にして蠶業講習所長の職に在りたる者は本令施行の際に限り特に之を東京高等蠶絲學校又
は京都高等蠶業學校長に任用することを得

附 則
本令は公布の日より之を施行す

原蚕種製造所設置に先立つこと明治43年に、政府は長野県上田町に文部省所管の上田蚕糸専門
学校を設置し文部省図書局の針塚長太郎を校長に任命していたので、文部省所管の実業教育機関
と農商務省所管の実業教育機関（蚕業講習所）とが併存することとなっていた。すでに述べたよ
うに、農商務省設置の際に、その所掌を巡って、農商務省と文部省との間でやりとりのあったこ
とが 『日本農業発達史別篇－農業教育の成立－ （東畑精一・盛永俊太郎監修）に記されてい、 』
るが、原蚕種製造所設置を巡っても、農商務省と文部省の“所管争い”のあったことが、上記の
石黒忠篤座談会記録からも窺うことができる。この間の騒々しい情況と職員の不安な気持ちは、
昭和17年発行の『東京高等蠶絲學校五十年史』から垣間見ることができる。

斯くの如く明治四十四年農商務省所管の國立原蠶種製造所が設置され、舊來の蠶業講習所の行ひ來たつ
た業務の大半を大規模に起すことゝなりて、農商務省所管としての蠶業講習所に何等か行政上の改革が齎
されるのではないかとの豫感を生じ、殊に當時文部省は學制改革刷新を標榜しての專門教育實業教育の發
展を大抱負の下に、企圖しつつあつたので一層その感を強めた。此間にありて種々な風説蜚語が傳はり、
當時政府は行政整理に着手せんとする際とて或は東西兩蠶業講習所の廢止説があつたり、或は東京蠶業講
習所の農科大學併合説が起つたりして、本所在所生は素より本所出身同窓生や當業者も相當神經過敏とな
つた。現に當時の帝國議會に國民黨代議士小西和外二名より大正三年一月二十九日衆議院へ、東西兩蠶業
講習所を夫々東京、京都蠶絲專門學校と爲さんことを望むとの建議案が提出されたりし（併し委員會で否
決）亦政友會代議士武藤金吉の如きは別に蠶絲大學新設の必要を説き蠶業講習所廢止論を唱へたりして、

、 。政治家當業者其他諸方面に於ける諸説は紛々として 本所の興廢に關して端倪すべからざるものがあつた

Ⅶ．蚕業試験場（大正３年）
１．原蚕種製造所支所の増設と原蚕種の配布
明治44（1911）年発足した原蚕種製造所は、明治45年夏秋蚕部を松本支所とし、大正２年、一
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宮支所（愛知県中島郡一宮町 、熊本支所（熊本県飽託郡健軍村）の２支所を設置し、本所及び）
６カ所の支所で事業を進めた。当初、原蚕種製造所は、全国各地の在来種および、中国、フラン
ス、イタリアからの輸入種およびそれらの交雑種を対象に比較試験を行い、優良と認められた蚕
品種の配布と行っていたが、一代交雑種の最初の品種である春蚕用品種「日一号×支四号」の育
成を契機として大正３（1914）年から原蚕種の配布を開始した。
タイから帰国後、原蚕種製造所において研究を続けていた外山亀太郎は、日本種と中国種との

一代交雑種がよりすばらしいことを見出し、明治39年５月蠶業新報に「蠶種類の改良」とする一
文を寄せ、蚕の一代雑種の利用を提唱した。外山の研究を助けてその実務を担当していた森繁太
郎らの努力のかいもあって 実用品種としての一代雑種の配布に至った 当時 外山亀太郎は 原、 。 、 「
種の配布は尚早である」と考えていたようだが、加賀山所長の英断によって、蚕品種の育成法が
確立した、ということが、石黒忠篤農政談『日本の蚕糸業について語る （農業総合研究所、199』
7）に書かれている。

図10 原蠶種製造所熊本支所の庁舎（左）と蚕糸九州支場の所在場所を示す地図（右）

（官報第8631号 明治45年３月30日 土曜日）
農商務省告示第九十號
明治四十五年四月一日ヨリ東京蠶業講習所夏秋蠶部ヲ原蠶種製造所所管ニ移シ之ヲ原蠶種製造所松本支

所ト改稱ス
明治四十五年三月三十日 農商務大臣 男爵 牧野伸顯

○
（官報第206号 大正２年４月10日 木曜日）

農商務省告示第百十八號
原蠶種製造所支所ヲ左ノ通増設ス但シ大正二年四月十日ヨリ當分ノ間假事務所ヲ左ノ場所ニ開設ス

大正二年四月十日 農商務大臣 山本達雄
位 置 名 稱 假 事 務 所

愛知県中島郡一宮町大字一宮 原蠶種製造所一宮支所 愛知縣中島郡一宮町
愛知縣蠶業取締所第六支所内

熊本縣飽託郡健軍村大字神水 原蠶種製造所熊本支所 熊本市熊本縣原蠶種製造所内

２．蚕業試験場の官制発布
前述のように、当初農商務省農務局において、原蚕種製造の事業を生産調査会に諮った時には

「蚕業試験場」として計画されていたものであるが、生産調査会の答申に“此の機関を蚕業試験
場と云う名称にしておくと、学者は徒に品種の研究にのみ没頭して、容易に原蚕種の配布をする
ようにならない処がある。故に之を原蚕種製造場と為し、其の使命を明確にしておく方がよい”
とあったことから、これを尊重して原蚕種製造所としたものであった。大正３年になって、事業
の進捗が見られたことから、もはや「蚕業試験場」と呼称するのに遠慮はいらないだろう、とい

、 （ ） 、「 」 、うことになって 大正３ 1914 年６月17日勅令第113号をもって 蠶業試験場官制 を公布し
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、 、 、 、 。原蚕種製造所の事業を之に移し 本所 支所と呼んでいたものを 本場 支場と呼ぶこととした
蚕業試験場の官制によれば、蚕業試験場の所掌事務は次のように定められている。
第１条 蚕業試験場は農商務大臣の管理に属し左の事務を掌る

１ 蚕糸業に関する試験及調査
２ 原蚕種の製造及配付

また、本場の内部組織及び支場は次のとおりであった。
蚕業試験場（東京府豊多摩郡杉並村） 桑樹部（大澤一衞）

生理部（外山亀太郎農學博士）
綾部支場（京都府何鹿郡綾部町） 病理部（石渡繁胤農學博士）
前橋支場（群馬県前橋市） 製糸部（松下憲三朗）
福島支場（福島県福島市） 化學部（平塚英吉）
松本支場（長野県松本市） 庶務課
一宮支場（愛知県中島郡一宮町）
熊本支場（熊本県飽託郡健軍村）

（官報第563号 大正３年６月17日 水曜日）
朕蠶業試驗場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽
大正三年六月十六日

内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武

勅令第百十三號
蠶業試驗場官制

第一條 蠶業試驗場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 蠶絲業ニ關スル試驗及調査
二 原蠶種ノ製造及配付

第二條 蠶業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任 二十人 奏任
技手 専任 四十八人 判任
書記 専任 十四人 判任

第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七條 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ蠶業試驗場支場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 蠶業試驗場ノ位置竝ニ支場ノ位置及名称ハ農商務大臣之ヲ定ム

附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
原蠶種製造所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ原蠶種製造所技師、技手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各蠶
業試驗場技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス

○
（官報第563号 大正３年６月17日 水曜日）

農商務省告示第百七十九號
蠶業試驗場支場ノ事務ハ左ノ區域ニ依リ之ヲ取扱フ

大正三年六月十七日 農商務大臣 子爵 大浦兼武
支 場 區 域
綾部支場 京都府 兵庫縣 滋賀縣 福井縣 石川縣 富山縣 鳥取縣 島根縣
前橋支場 東京府 神奈川縣 埼玉縣 群馬縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣
福島支場 北海道 宮城縣 福島縣 岩手縣 青森縣 山形縣 秋田縣
松本支場 新潟縣 山形縣 長野縣
一宮支場 大阪府 奈良縣 三重縣 愛知縣 静岡縣 岐阜縣 和歌山縣
熊本支場 長崎縣 岡山縣 廣島縣 山口縣 徳島縣 香川縣 愛媛縣 高知縣 福岡縣

大分縣 佐賀縣 熊本縣 宮崎縣 鹿児島縣 沖縄縣
○



- -34

（官報第656号 大正３年６月17日 水曜日）
農商務省告示第百八十號
蠶業試驗場の位置竝支場ノ位置及名称ヲ左ノ通定ム

大正三年六月十七日 農商務大臣 子爵 大浦兼武
名 稱 位 置
蠶業試驗場 東京府豊多摩郡杉並村
蠶業試驗場綾部支場 京都府何鹿郡綾部町
蠶業試驗場前橋支場 群馬縣前橋市
蠶業試驗場福島支場 福島縣福島市
蠶業試驗場松本支場 長野縣松本市
蠶業試驗場一宮支場 愛知縣中島郡一宮町
蠶業試驗場熊本支場 熊本縣飽託郡健軍村

図11 蠶業試験場（大正４年）

図12 蠶業試験場綾部支場
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図13 蠶業試験場前橋支場

図14 蠶業試験場福島支場
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図15 蠶業試験場松本支場

図16 蠶業試験場一宮支場
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図17 蠶業試験場熊本支場

前述したように、明治44年５月10日の勅令第150号により公布された「原蠶種製造所官制」の
第１条第１号には、事業として“原蚕種の製造配付”を行うこととなっており、同年８月１日訓
令第16号で定められた「原蠶種製造所處務規程」の第６条では“別に定める規程に”よる、とさ
れている。しかし、蚕種配付規程は、大正３（1914）年12月29日告示第344号によって蚕業試験
場の蚕種配付規程が定められるまで、見当たらない。

（官報第724号 大正３年12月29日 火曜日）
農商務省告示第三百四十四號
蠶業試驗場蠶種配付規程左ノ通定ム

大正３年12月29日 農商務大臣 子爵 大浦兼武
蠶種配付規程

第一條 蠶業試驗場ニ於テ製造スル一代雑種用原蠶種ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノニ對シ無償ニテ之ヲ
配付ス
一 道府縣立原蠶種製造所
二 道府縣ヲ區域トスル組合ノ設立スル原蠶種製造所
三 道府縣又ハ道府縣ヲ區域トスル組合ノ設立スル蠶業ニ關スル講習所

第二條 蠶ノ種類改良及蠶種配付ニ關スル設備ヲ有シ蠶業試驗場長ニ於テ適當ト認メタルモノニ對シテハ
前條ノ規定ニ準シテ配付スルコトアルヘシ

第三條 蠶種ノ配付ヲ受ケムトスルモノハ毎年一月三十一日迄ニ様式第一號ニ依ル請求書ヲ作リ所轄蠶業
試驗場支場ニ差出スヘシ

第四條 蠶業試驗場支場長ハ配付スヘキモノト決定シタルモノニ對シ春蠶種ニ在リテハ九月三十日迄ニ其
ノ他ニ在リテハ十一月三十日迄ニ其ノ品種及蛾數ヲ通知スヘシ

第五條 蠶種ノ配付ヲ受ケタルモノハ之ヲ原種トシテ蠶種ヲ製造配付シ様式第二號及第三號ニ依ル報告書
ヲ作リ第二號ニ依ルモノハ飼育終了後二箇月以内ニ第三號ニ依ルモノハ配付決定後直ニ所轄蠶業試驗場
支場ニ差出スヘシ

第六條 蠶種ノ配付ヲ受ケタルモノハ一種ニ付十蛾以上一代雑種ヲ製造シ且之ヲ飼育シ様式第二號ニ依ル
飼育成績報告書ヲ作リ飼育終了後二箇月以内ニ所轄蠶業試驗場支場ニ差出スヘシ
附 則

第七條 蠶業試驗場ニ於テ大正三年ニ製造シタル春蠶一代雑種用原蠶種ハ第一條及第二條ノ規定ニ準シ之
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ヲ配付ス但シ一道府縣一箇所一箇所二組以内一種十蛾以内トス
前項ニ依リ蠶種ノ配付ヲ受ケムトスルモノハ大正四年一月三十一日迄ニ所轄蠶業試驗場支場ニ請求スヘ
シ
配付ヲ受クヘキ蠶ノ種類性質並之ヲ以テ製造シタル一代雑種ノ性質ニ付テハ豫メ所轄蠶業試驗場支場ニ
承合スヘシ

（様式第一號、様式第二號、様式第三號は省略）

３．事業の拡大
大正３年、蚕業試験場に改称した当時の職員数は、技師20、技手48、書記14の計82名、経費予

算額は38万6509円であった。当時、わが国から輸出された生糸は、緯糸専用という二流品扱いで
あった。農商務省においては、経糸への質的転換を図るための製糸技術改革を図る目的で、大正
２年以来の試験成績をもとに（沈繰製糸試験成績（1916）蚕糸試験場報告． (1)：１～93）煮繭2
分業沈繰法を奨励、普及させるための短期講習会を大正４年２月から開始した。

煮繭分業沈繰法講習規程
第一條 本場に於て煮繭分業沈繰法の煮繭手及び教婦たらんとする者に對し短期講習を行ふ
第二條 講習生の定員は男生二十名以内女生五十名以内とす
第三條 講習期間は五ヶ月とす
第四條 講習課目は左の如し
第一 實習 男生 一煮繭

女生 一繰絲
第二 講義 男生 一煮繭法 一製絲法

女生 一製絲法 一煮繭法
第五條 講習生には手當として一ヶ月金六圓を支給す。支給規程は別に之を定む
第六條 講習生は本場宿舎に寄宿せしめ寝具は之を貸與す。宿舎に關する規程は別に之を定む
第七條 講習生は地方長官製絲工場主又は製絲業團體代表者の推薦に係る者にして左の資格を有するもの
たるべし
一、男生
イ 年齢二十歳以上の者
ロ 品行方正にして身體強壮なる者
ハ 高等小學卒業生又は同等以上の學力を有する者
ニ 二ヶ年以上製絲業に從事し製絲場技術指導の職にある者又はありたる者
一、女生
イ 年齢十八歳以上の者
ロ 品行方正にして身體強壮なる者
ハ 高等小學卒業生又は同等以上の學力を有する者
ニ 三ヶ年以上製絲業に從事したる者にして現に教婦の職にある者若は将来教婦たらんとする者

第八條 左記のものは入場を許さず
一 傳染性疾患のある者
二 身體發育不完全にして作業に堪へざる者
三 精神に異状あるもの若は言語の障碍甚だしき者
四 視力又は聴力に障碍ある者

第九條 志願者は左の書式により願書に推薦書履歴書及び健康證明書を添へ指定の期日迄に之を本場に差
出すべし（書式略）

第十條 志願者の數募集人員以上に及ぶときは學力及び技術に就き選抜試驗を行ひ若は履歴書其他に徴し
詮議の上入場を許可す

第十一條 入場を許可したるときは之を本人に通知す
第十二條 志願者入場の許可を得たるときは左の書式により十日以内に保證書を認め之を本場に差出すべ
し。保證人の一名は入場者を推薦したる工場主若は團體代表者又は入場者の父兄たるべく一名は東京府
豊多摩郡又は東京市内に住し本場に於て適當と認めたる者たるべし（書式略）

第十三條 講習を終りたるときは試驗を行ひ資格者には習得證書を授與す
第十四條 講習生は習得後二ヶ年間製絲業に關する職に従事する義務あるものとす
第十五條 講習生にして品行不良若は習得の見込なしと認めたる者は之を退場せしむ

大正７年５月29日には、貞明皇后が蚕業試験場本場を視察されている。その後、逐次事業内容
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を拡張し、大正８年４月28日には、勅令第154号（蚕業試験場官制改正）によって、所掌事務を
次のように改正した。

（官報第2018号 大正８年４月28日 月曜日）
朕蠶業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽

大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原 敬
農商務大臣 山本達雄

勅令第百五十四號
蠶業試驗場官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
三 桑葉、繭、生絲、製絲用水其ノ他蠶絲業ニ關係アル物料ノ分析
四 講習及講話
第二條中「二十四人」を「二十六人」に 「四十九人」を「五十二人」ニ改ム、
附 則
本令ハ交付ノ日ヨリ之ヲ施行ス

これに伴って、農商務大臣は大正８（1919）年９月26日に訓令第９号を以て 「蠶業試験場處、
務規程」を次のように改定した。

（官報第2144号 大正８年９月26日 金曜日）
農商務省訓令第九號

蠶業試驗場
蠶業試驗場處務規程左ノ通改正ス

大正８年９月26日 農商務大臣 山本達雄
蠶業試驗場處務規程

第一條 蠶業試驗場ニ左ノ部課ヲ置ク
一 桑樹部
一 生理部
一 病理部
一 製絲部
一 化學部
一 庶務課

第二條 桑樹部ニ於テハ桑樹ニ關スル試驗調査及講習講話ノ事務ヲ掌ル
第三條 生理部ニ於テハ蠶ノ種類竝生理ニ關スル試驗調査及講習講話竝原蠶種ノ製造配付ノ事務ヲ掌ル
第四條 病理部ニ於テハ蠶ノ病理ニ關スル試驗調査及講習講話ノ事務ヲ掌ル
第五條 製絲部ニ於テハ製絲ニ關スル試驗調査及講習講話ノ事務ヲ掌ル
第六條 化学部ニ於テハ蠶絲ニ關スル化學的試驗調査分析講習講話ノ事務ヲ掌ル
第七條 庶務課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官印ノ保管ニ關スル事項
二 場員ノ進退身分ニ關スル事項
三 場内取締ニ關スル事項
四 文書ノ接受發送及保管ニ關スル事項
五 豫算及決算竝會計ニ關スル事項
六 官有財産及物品ニ關スル事項
七 他部ノ主掌ニ属セサル事項

第八條 蠶業試驗場支場ニ支場長ヲ置ク支場長ハ場長ノ指揮監督ヲ受ケ支場全般ノ事務ヲ處理ス
第九條 場長處務規則、講習規程又ハ支場ノ處務規程ヲ設クルトキハ農商務大臣ニ報告スヘシ
第十條 場長分析成績書ヲ作成スルトキハ其ノ擔任者ト共ニ之ニ署名又ハ記名捺印スヘシ
第十一條 場長ハ毎年事業ノ成績ヲ農商務大臣ニ報告スヘシ

大正10年度の職員数は、技師26（内１人は勅任 、技手52、屬13（大正10年６月22日公布の勅）
令第274号蚕業試験場官制改正によって、書記を属と改称した）の計91名、経費予算額は、65万2
41円であった。
大正12（1923）年２月27日には、勅令第39号（蚕業試験場官制改正）によって、所掌事務をさ
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らに次のように改正した。

（官報第3172号 大正12年２月28日 水曜日）
朕蠶業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽 摂政名

大正十二年二月二十七日 内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎

勅令第三十九号
蠶業試驗場官制中左ノ通改正ス

第一條中第三號ヲ第四號トシ第四號ヲ第五號トシ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三 桑ノ接穂及苗木ノ生産及配付
附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

同年３月７日には、農商務省告示第52号によって 「桑の接穂及苗木配付規程」が次のように定、
められた。

（官報第3178号 大正12年３月７日 水曜日）
農商務省告示第五十二號
桑ノ接穂及苗木配付規程左ノ通定ム

大正十二年三月七日 農商務大臣 荒井賢太郎
桑の接穂及苗木配付規程

第一條 蠶業試驗場ニ於テ生産スル桑ノ接穂及苗木ハ道府縣ノ蠶業試驗場又ハ之ニ相當スル機關ニ對シ無
償ニテ之ヲ配付ス

第二條 前條ニ依リ配付スヘキ桑ノ接穂及苗木ノ品種ハ毎年十月三十一日迄ニ之ヲ告示ス
第三條 桑ノ接穂又ハ苗木ノ配付ヲ受ケムトスルモノハ毎年十一月末日迄ニ所轄蠶業試驗場支場ニ請求書
ヲ差出スヘシ

第四條 蠶業試驗場支場長ハ一月末日迄ニ配付スヘキ品種名及數量ヲ決定シ之ヲ前條ノ請求者ニ通知スヘ
シ

第五條 桑ノ接穂又ハ苗木ノ配付ヲ受ケタルモノハ之ヲ親木トシテ接穂又ハ苗木ヲ生産配付シ様式第一號
ニ依リ配付ノ成績ヲ所轄蠶業試驗場支場ニ報告スヘシ

第六條 新品種ノ桑ノ接穂又ハ苗木ノ配付ヲ受ケタルモノハ各品種毎ニ第二號様式ニ依リ其ノ成績ヲ所轄
蠶業試驗場支場ニ報告スヘシ
附 則

大正十二年ニ於テ配付ヲ受ケムトスルモノハ同年三月十五日迄ニ請求書ヲ蠶業試驗場ニ差出スヘシ
様式第一號
桑の接穂（苗木）配付成績
一 品種別配付者數
一 品種別數量

様式第二號
栽植調査
一 發芽期
一 葉質
一 節間
一 落葉期
備 考
一 本調査ハ栽植第二年目ニ於テ行フコト
二 發芽期ハ芽ノ半數燕口状ニ達シタル月日
三 葉質ハ春蠶第五齢期ニ於ケル厚薄硬軟等
四 節間ハ發育中様ノ枝條ニ付春蠶第五齢期ニ於テ中央ヨリ上方十節間ノ長サ
五 落葉期ハ自然ニ半數落葉シタル月日
六 對照ノ為栽植地附近ニ於ケル市平種ニ付前五項ヲ調査記載スルコト
七 本調査ハ同一品種ニ付テハ一回ニテ足ル

、 、このように所掌事項を増やしてきたが 大正３年に勃発した第一次世界大戦の影響による好況
大正７年の米騒動、同９年株価・米価・糸価大暴落による小作争議と続く騒動のさなかの大正12
（1923）年９月１日に起きた関東大震災は未曾有の被害をもたらし、国の財政上やむを得ない緊
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急措置として大正13年度になって行政整理が行われた結果、職員数は技師19、技手33、屬７の計
59人に削減され、経費予算額も53万6905円に減額された。この影響で、蚕業試験場の事業を縮小
せざるを得なくなり、福島支場、松本支場、熊本支場の３支場を出張所とし、綾部、前橋、一宮
の３支場を廃止し、代わりに綾部に飼育所、前橋、一宮に付属桑園を置くことにして、それらの
場所そのものの廃止は免れた。

（官報 号外 大正13年12月20日 土曜日）
朕蠶業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽 摂政名
大正十三年十二月二十日 内閣総理大臣 子爵 加藤高明

農商務大臣 高橋是清
勅令第三百七十六號
蠶業試驗場官制中左ノ通改正ス

第二條中「技師 専任二十二人」ヲ「技師 専任十九人」ニ「技手 専任四十二人」ヲ「技手 専任三十
三人」ニ「屬 専任十一人」ヲ「屬 専任七人」ニ改ム

第七條中「蠶業試驗場支場」ノ下ニ「又ハ其ノ出張所」ヲ加フ
第八條中「支場」ノ下ニ「及出張所」ヲ加フ
附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
〔参照〕
大正三年六月十七日公布勅令第百十三號蠶業試驗場官制抄録
第七條 農訟務大臣ハ必要ト認ムル地ニ蠶業試驗場支場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 蠶業試驗場ノ位置並支場ノ位置及名稱ハ農商務大臣之ヲ定ム

○
（官報 号外 大正13年12月20日 土曜日）

農商務省告示第二百八十一號
蠶業試驗場支場中綾部支場、前橋支場及一宮支場ハ之ヲ廢止シ福島支場、松本支場、熊本支場ハ之ヲ蠶業
試驗場福島出張所、同松本出張所、同熊本出張所ニ改ム

大正十三年十二月二十日 農商務大臣 高橋是清
○

（官報 号外 大正13年12月20日 土曜日）
農商務省告示第二百八十二號
蠶業試驗場支場附屬飼育所及桑園ヲ設置シ其ノ名稱及位置左ノ通リ定ム

大正十三年十二月二十日 農商務大臣 高橋是清
名 稱 位 置

蠶業試驗場綾部飼育所 京都府何鹿郡綾部町
蠶業試驗場前橋桑園 群馬縣前橋市
蠶業試驗場一宮桑園 愛知縣一宮市

４．農林省の独立と蚕糸局創設のころ
こうした時期に、農林省独立の動きがあり、大正14（1925）年４月加藤高明内閣は、農林省独

立に賛成する高橋是清農商務大臣のもとで、農林省、商工省の創設を行った。

（官報第3779号 大正14年３月31日 火曜日）
朕農事試驗場官制當中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽 摂政名

大正十四年三月三十日 内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清

勅令第四十一號
農事試驗場官制、蠶業試驗場官制、生絲檢査所官制、圓藝試驗場官制、茶業試驗場官制、營林局官制、林
業試驗場官制、水産講習所官制、畜産試驗場官制、獣疫調査所官制、種馬牧場種馬育成所及種馬所官制、

、 「 」 「 」 「 」種羊場官制 米穀委員會官制並大正十二年勅令第三百九號中 農商務大臣 及 農商務省 ヲ 農林大臣
及「農林省」ニ改ム
製鐵所官制、特許局官制、工業試驗所官制、絹業試驗所官制、臨時窒素研究所官制、陶磁器試驗所官制、
花筵検査所官制、鑛山監督局官制、燃料研究所官制、工藝審査委員會官制、工業品規格統一調査會官制及
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大正九年勅令第五百四十九號中「農商務大臣 「農商務次官」及「農商務部内」及「農商務省」ヲ各「商工」
大臣 「商工次官 「商工部内」及「商工省」ニ改ム」 」

附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

1892年にイギリスにおいて発明されたビスコース・レーヨンに次いで絹により近い品質のアセ
テート・レーヨンが発明され、様々な生糸と競合する分野に使われ出すにつれて、生糸価格を圧
迫するようになってきた。こうした人造繊維の圧迫は、昭和13（1938）年デュポン社のカローザ
スによるナイロンの発明によってピークを迎えることとなる（ という名前は、日本の農“Nylon

林＝ をひっくり返そうというアメリカの意識の表れ”という幾分か自虐的な洒落も語られNolyn

たと聞く 。こうしたアメリカ人絹工業の驚異的発展と、中国産生糸の挟撃を受け、糸価低落が）
年々続き、製糸業者、輸出生糸問屋等を中心とする糸価安定対策に対する要望は毎年のように繰
り返されるようになっていた。このような情勢の中での、農林省と商工省の分離が計画されたわ
けで、これは同時に所管争いをも引き起こした。つまり、商工省の方では、このような糸価・対
米貿易対策ということで「蠶絲局」を設置するのであれば、商工省に置くのが適当である、とい
う議論が起きた。挙げ句の果てには、養蚕、蚕種の２業は農林省の所管に、製糸、貿易の２業は
商工省の所管にという議論さえあったようである。こうした動きに対して、例えば、蠶絲中央會
は「蠶絹局」を、横濱貿易商組合は「蠶絲局」を、絹織物同業組合聯合會は「絹絲局」の設置を
農林大臣に陳情している。

蠶絲局設置の建議
國際的蚕業競争場裏に立て誇るべきもの尠き我邦に於て獨り蠶絲業が抜群の地位を占め而かも年額６７

億圓の輸出額は國家の財政國民經濟の支柱石として且つ貿易の均衡を保持する上に最も重要なる産業たる
は爰に絮説を要せざる所なり然るに今や我が蠶絲業は内に諸物價勞銀の騰貴に伴ふ生産費の昂騰に悩まさ
れ外に支那絲竝人造絹絲の二大勁敵を控へつつあり此の際克く内外の情勢に鑑み斯業の健全なる發達を講
ぜんとするには根本的國策を樹立し内に益々優品の多産廉賣を圖り外は愈々販路擴張に向て邁進せざる可
からず是れ素より當業者自らの努力に俟たざるべからざるは勿論なりと雖も國家的施設として能く當業者
の向ふ處を指導啓發するの急且つ切なるものありと信ず世上傳ふる所に依れば近く政府は農務省を獨立す
るの機會に於て現在蠶絲課の主管事務中養蠶は農務省に製絲は商工省に分轄せんとする説あるやに聞く果
して然りとせば斯業發達上由々しき事にして兩業の關係が常に聯絡提携相援け不可分の運命を有し正に製
絲業は養蠶業の延長と見做すべきものたるのみならず今後益々國家の政策行政の立場より相互協調せしむ
る上にも分轄は最も不利にして禍を後日に貽すものなりと確信す仍て此の際多年製絲業者の要望しつゝあ
る養蠶製絲其他關係各業を打て一丸とせる蠶絲局を設置し以て蠶絲行政の統一圓満を期し重要物産たる斯
業の健全なる發達に違算なからしめんことを切望す
右本會評議員會の決議に據り及建議候也

大正十三年四月十日 大日本蠶絲會々頭子爵 牧野忠篤
農商務大臣子爵前田利定殿

結局、昭和２（1927）年５月25日付け官報勅令第123号によって、農林省官制が改正され、農
林省内の５局目として蚕糸局が創設され、石黒忠篤が初代の局長に任命された（同じ時に明石
弘が蚕業課長に就任している 。蚕糸局には繭糸課および蚕業課がおかれ、繭糸課においては、）

、 、①輸出生糸検査法の施行に関する事項 ②生糸に関する業務の改良取締および調査に関する事項
③乾繭取引の奨励に関する事項、④蚕糸業の団体に関する事項、⑤生糸検査所および地方生糸検
査所に関する事項、⑥他課の主掌に属さない事項を、蚕業課においては、①桑園の改良および増
殖に関する事項、②原蚕種の改良整理に関する事項、③蚕病の予防に関する事項、④蚕および繭
に関する業務の改良取締および調査に関する事項、⑤裁桑、蚕種製造、養蚕または桑苗、蚕種繭
の売買、仲立もしくは保管を業とする者の団体に関する事項、⑥蚕業試験場および地方蚕業試験
場に関する事項を所管することとなった。
蚕業試験場の業務面では、大正15年度に繭の検査及び格付方法の研究を、昭和２年度に夏秋蚕

不作救済方法研究に関する事業を追加している。昭和５（1930）年３月17日には、農林省訓令第
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２号で蚕業試験場庶務規程を次のように改正し、蚕種部を設置した。

（官報第962号 昭和５年３月17日月曜日）
農林省訓令第二號

蠶業試驗場
蠶業試驗場處務規程中左ノ通改正ス

昭和五年三月十七日 農林大臣 町田忠治
「農商務大臣」ヲ農林大臣ニ改ム
第一條中「一 化學部」ノ次ニ「一 蠶種部」ヲ加フ
第三條中「竝原蠶種ノ製造配付」ヲ削ル
第七條ヲ第八条トシ以下順治繰下ケ第六條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第七條 蠶種部ニ於テハ原蠶種ノ製造配付ノ事務ヲ掌ル
第八條第六號中「官有財産」ヲ「國有財産」ニ改ム

（ ） 、 、 、昭和６ 1931 年度には 蚕の優良品種育成普及に関する経費が認められ 特殊養蚕地として
小淵沢（山梨県北巨摩郡小淵沢村）と沖縄（沖縄県島尻郡真知志村）に飼育所を増設し、品種育
成および原蚕種配付事業を拡張することとなった。

（官報第1478号 昭和６年12月２日 水曜日）
農林省告示第三百七十二號
大正十三年十二月農商務省告示第二百八十二號蠶業試驗場附屬飼育所及附屬桑園ノ位置及名稱左ノ通改正
ス

昭和六年十二月二日 農林大臣 町田忠治
名 稱 位 置

蠶業試驗場綾部飼育所 京都府何鹿郡綾部町
蠶業試驗場小淵澤飼育所 山梨縣北巨摩郡小淵澤村
蠶業試驗場沖縄飼育所 沖縄縣島尻郡眞和志村
蠶業試驗場前橋桑園 群馬縣前橋市
蠶業試驗場一宮桑園 愛知縣一宮市

図18 蠶業試験場小淵沢飼育所の様子を伝える当時の絵葉書
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図19 蠶業試験場沖縄飼育所
このころの蚕業試験場の事業内容について、昭和８年６月発行の「蠶業試験場概要」には次の

ように書かれている。

、蠶業試驗場ニ於テハ本邦蠶絲業ノ改良發達ニ資センカ爲諸般ノ試驗調査並ニ蠶種及桑ノ接穂及苗木ノ配付
講習、講話、蠶絲業ニ関係アル物料ノ依頼分析等ヲ行ヒ蠶種配付ニ付テハ大正三年製造ノ分ヨリ引續キ毎
年一代雑種用原蠶種及交雑原蠶種用原蠶種ノ無償配付ヲナシ桑苗ノ配付ニ付テハ大正十二年度生産ノ分ヨ
リ之ガ無償配付ヲ開始セリ又煮繭分業沈繰製絲講習ハ大正四年ヨリ之ガ講習ヲ開始シ二十回ニ及ヒ繭検定
講習ハ昭和七年ヨリ開始シ其ノ一回ヲ終レリ其他随時蠶業講習及沈繰製絲現業員講習ヲ開クト共ニ本場試
驗研究成績ノ普及ヲ図ル目的ヲ以テ報告又ハ彙報トシテ其ノ成績ヲ発表セシモノ大正四年七月以来百九十
五項目ニ達シタリ
一．試驗及調査

試驗及調査ハ本場ノ桑樹、生理、病理、製絲、化学、蠶種ノ六部及出張所、飼育所、桑園ニ於テ分掌
シ、裁桑、養蠶、製絲ノ各般ニ亘リテ研究ヲ行ヒ其ノ成績ハ成ルニ従ヒ公ニシツツアリ、現在ノ試驗及
調査事項ハ左ノ如シ
（イ）桑ニ関スル試驗及調査

一．桑ノ品種ニ関スル事項
一．桑樹ノ栽培法ニ関スル事項
一．桑ノ繁殖法ニ関スル事項
一．桑ノ肥料ニ関スル事項
一．桑ノ成分ニ関スル事項
一．桑葉ノ蠶及繭トノ関係事項
一．桑ノ病虫害ニ関スル事項

(ロ)蠶ニ関スル試驗及調査
一．蠶ノ品種ニ関スル事項
一．蠶ノ遺傳ニ関スル事項
一．蠶卵ニ関スル事項
一．蠶ノ飼育法ニ関スル事項
一．蠶ノ形態及生理ニ関スル事項
一．蠶ノ軟化病ニ関スル事項
一．蠶ノ硬化病ニ関スル事項
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一．蠶ノ微粒子病ニ関スル事項
一．蠶ノ害蟲ニ関スル事項
一．夏秋蠶作柄改善ニ関スル事項

(ハ)製絲ニ関スル試驗及調査
一．乾繭及貯繭ニ関スル事項
一．煮繭及繰絲ニ関スル事項
一．製絲機械ニ関スル事項
一．生絲ノ品質ニ関スル事項
一．製絲ノ化学ニ関スル事項
一．繭ノ検定ニ関スル事項

二．桑ノ接穂及苗木ノ配付
大正十二年公布ニ係ル桑ノ接穂及苗木ノ配付規程ニ據リ大正十二年以来國桑第十三號及七十號ノ桑ノ

接穂及苗木ノ配付ヲ行ヒ其ノ數拾六萬本ニ及ベリ
三．蠶種配付

大正三年十二月發布ニ係ル蠶種配付規程ニ據リ同三年製造ノ分ヨリ之ガ配付ヲ行ヘリ、初年ハ春蠶ノ
ミナリシガ次年ヨリ春蠶、歌集蠶両原種ヲ配付シ今日ニ至レリ現在ノ配付品種名次ノ如シ（中略）

四．煮繭分業沈繰法講習
煮繭分業沈繰法講習規程ニ據リ大正四年度ヨリ五ヶ月間ノ期間ヲ以テ之カ講習ヲ開始シ既ニ第二十回

ヲ終リ修得者男三百七十二名、女九百九十八名、合計千参百七十名ヲ出セリ
五．繭検定講習

道府縣繭検定所ニ於ケル繭検定方法統一ノ目的ヲ以テ之ニ従事スル職員ニ對シ昭和七年度ヨリ講習ヲ
開始シ、第一回女子三十一名、第二回女子二十七名ヲ修得セシメタリ

六．沈繰製絲現業員講習
煮繭分業沈繰法実施上ノ便利ニ資センカ爲大正九年以来三回ニ亘リ現業員短期講習ヲ行ヒ其修得者二

百五名ヲ出セリ
七．蠶業講習

大正五年以来桑並ニ養蠶ニ関スル短期蠶業講習ヲ開催シ其終了者四七六名ヲ出セリ
八．依頼分析

大正九年二月發布ニ係ル蠶絲業ニ関係アル物料ノ分析規程ニ據リ依頼分析ヲ行ヒタル種類及件数左ノ
如シ
種類：製絲用水、桑葉、蠶座紙、蛹搾粕、練炭、石灰、土壌、塩酸、緑肥、生絲、煮繭湯
件数： 自大正九年 至昭和七年）二九六件（

九．蠶業試驗場ニ於テ試驗研究ノ結果其ノ成績ヲ報告又ハ彙報トシテ発表シタルモノ
（内容は省略）

５．蚕糸業統制への動き
昭和４年ニューヨーク株式市場の大暴落に始まる世界恐慌によって生糸の国際価格が暴落し

（ ）、 。 、 （ ）昭和大恐慌の始まり これに伴う繭価の急落を招いた このような情況の中 昭和６ 1931
、 「 」、年３月第59回帝国議会に 民政党所属の岡崎久次郎他６名によって 蚕糸業国策に関する建議案

政友党所属植原悦二郎他３名によって「蚕糸業国策樹立に関する建議案」が提出され、衆議院に
おいて両案を合併して次のように修正した後可決された。

蠶絲業國策に關する建議
蠶絲業の根本は農村産出の繭を主として考究施設すへき筈なるに因襲の久しき従來常に製絲業を唯一の

目標として政策を行ひたるは其の本末を誤れるものなり速に乾繭装置の普及促進を計り之に對する金融を
整備し以て蠶絲業の機能を完全にして其の國策を樹立せられむことを望む
第一 政府は如上の目的貫徹の為乾繭装置竝乾繭倉庫助成金の割合と其の總金額を増加し其の促進普及
を計るべし
第二 政府は乾繭倉庫證券に對し低利資金融通の途を樹て圓満なる金融を為さしめ以て農村をして乾繭
貯蔵を容易たらしむへし
第三 政府は年限を定め乾繭取引を実施すへし
第四 政府は以上三項の施設を行ふと同時に蠶種業養蠶業製絲業の三者に對し管理權を行ひ貿易の大宗
たる蠶絲業の積極的發達を計り依て以て蠶絲國策を確立すべし
右建議す
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また、同議会に植原悦二郎他１名、および百瀬 渡他５名から別々に「原蚕種国営に関する建
議」が出されたが、衆議院において両案を合併して次のように修正した後可決された。

原蠶種國營に關する建議
最近人造絹絲の發達と支那蠶絲業の進出とは目下の危機に立てる我が國蠶絲業の一大脅威にして之が對

策を講ずるは刻下の最大急務なりとす幸に現内閣は曩に産業合理化の徹底を期せられ既に重要物産に對す
る統制法及蠶絲業組合法案を今期議會に提案せらるるの機運に達したりと雖生絲原料繭の規格統一策に關
しては未た以て其の運に至らさるは業者の等しく遺憾とする所なり惟ふに今後の蠶絲業は優良品の安價生
産を主眼として進まざるべからず仍て政府は速に原蠶種の國營を断行し品質の向上と能率の増進とを圖り
其の目的を貫徹せられむことを望む
右建議す

６．原蚕種管理法の制定
明治の中頃から、わが国生絲の品質に対するクレームが海外、とりわけ米国において多いこと

に起因して、原蚕種製造所が設置されたことはすでに述べたとおりである。しかし、原蚕種の配
付は強制的でなかったこと、設備が十分でなく配付数量に限りがあり、全国の所要額を満たすに
十分ではなかったこと、蚕糸業者の中には品質問題を顧みる者が少なかったこと、進んで改良を
行ったものに対する利点がなかったこと等から、輸出生糸の品質改良は必ずしもその目的を十分
に果たしたとは言えない情況が続いた。しかし、この頃になって、海外機業の進歩と、人造絹糸

、 。製造の異常な躍進によって 製糸業は優良で斉一な生糸を安価に供給しなくてはならなくなった
生糸品質の向上には原料繭の改良が必須であり、生糸の安価供給には生糸原価の８割を占める原
料繭の生産費を低下させることが先決問題とされた。言い換えれば、原料繭を改良してその生産
費を低下させることが生糸品質を向上させ、安価供給を計る上で重要であり、原料繭の品質向上
は蚕品種の改良に、繭質の均一化には蚕品種の統制が不可欠であると考えられた。ところが、そ
の当時、わが国における蚕の品種は原蚕種だけでも約６百種に達し、極めて雑駁混乱していると
いうのが現状であった。このような情況を反映して、先の帝国議会における建議採択があり、さ
らに昭和９（1934）年３月28日の、原蚕種管理法（法律第25号）公布につながっていることが、
蚕糸界報43巻508号に 「原蠶種管理法制定の経過と其の梗概」として農林省蚕糸局蚕糸課長明石、
弘によって述べられている。
昭和９年２月15日衆議院に上程された「原蠶種管理法案」の趣旨説明の中で、織田農林政務次

官は “本法案の骨子とする所は、第一が原原種の製造は國家が之を管掌することである、第二、
が原種の製造は、道府縣竝びに自家用原種製造の許可をうけたる蠶種製造者に限って、政府の製

、 、 、造配付せる原原種を用ひて 之を製造せしめることである 第三が普通蠶種は蠶種製造者をして
道府縣竝自家用原種製造の許可をうけたる蠶種製造者の製造したる原種を用ひ、主務大臣の定め
たる交配形式に依って、之を製造せしむることにしたのである、第四が蠶種の輸移出入を許可制
度としたことであって、第五が更に蠶種の統制に關し、當業者の自治的方法に依り、十分なる効
果を期し得ざる非常時に於ては、之に對して政府に於て統制を命じ得ることとしたのである”と
述べている（蚕糸界報 43巻505号、107～108頁 。）

（昭和九年三月廿七日 法律第二十五號）原蠶種管理法
第一條 政府は蠶種の統制を圖る爲原蠶種の製造を管理す
第二條 本法に於て原種とは、原蠶種にして普通蠶種の製造に用ふるものを謂ひ、原原種とは原蠶種にし
て原種の製造に用ふるものを謂ふ

第三條 原原種の製造は政府之を行ふ
政府は其の製造に係る原原種を府縣に配付す、但し第九條第一項の許可を受けたる蠶種製造者に之を配
付することを得

第四條 前條の規定に依り政府の製造配付すべき原原種の品種は、蠶品種審査會の議を経て主務大臣之を
定む
蠶品種審査會の組織は勅令を以て之を定む
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第五條 府縣は、命令の定むる所に依り、政府より配付せられたる原原種より産出したる繭を用ひて原種
を製造し、蠶種製造者に之を配付すべし
前項の規定に依る原種の製造及配付に關し必要なる費用は府縣の負擔とす、但し國庫は勅令の定むる所
に依り、豫算の範圍内に於て府縣に對し其の原種製造設備に要する経費の二分の一以内を補助すること
を得

、 、 、第六條 政府又は府縣は第三條 前條第一項又は第十二條の規定に依り配付する原原種 又は原種に對し
勅令の定むる所に依り料金を徴収することを得

第七條 原原種及原種の配付に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第八條 蠶種製造者は原蠶種を製造することを得ず
第九條 蠶種製造者は、前條の規定に拘らず、原種の製造に限り命令の定むる所に依り主務大臣の許可を
受けて之を爲すことを得
前項の場合に於ては、政府より配付せられたる原原種より産出したる繭を用ふるに非ざれば原種を製造
することを得ず

、 、 、第一項の許可を受け製造したる原種 及其の蠶兒は之を譲渡すことを得ず 但し命令の定むる所に依り
主務大臣の許可を受けたる場合は此の限に在らず

第十條 蠶種製造者は、府縣より配付せられたる原種、又は前條第一項の許可を受け製造したる原種より
産出したる繭を用ふるに非ざれば普通蠶種を製造することを得ず
蠶種製造者は府縣より配付せられたる原種、及其の蠶兒を譲渡すことを得ず、但し命令の定むる所に依
り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず

第十一條 蠶種製造者普通蠶種を製造せんとするときは、主務大臣の定めたる交配形式に依るべし
主務大臣前項の交配形式を定めんとするときは、蠶品種審査會の議を経ることを要す

第十二條 天災其の他の不可抗力に因り、原種の製造又は配付を爲すこと能はざる場合に於ては、府縣は
主務大臣の許可を受け、他の府縣より原種を譲受け之を蠶種製造者に配付し、又は政府より原原種の配
付を受け、之を原種として、若は既に配付を受けたる原原種を原種として、蠶種製造者に配付すること
を得

第十三條 蠶種の輸入、移入、輸出又は移出は、命令の定むる所に依り主務大臣の許可を受くるに非ざれ
ば之を爲すことを得ず

第十四條 主務大臣は蠶種製造者に對し、蠶種の統制上必要なる事項を命ずることを得
第十五條 主務大臣必要ありと認むるときは、第九條第一項の許可を受けたる蠶種製造者に對し、設備の
改善を命じ、其の他監督上必要なる命令を發し又は處分を爲すことを得

第十六條 第九條第一項の許可を受けたる蠶種製造者の所爲にして本法若は本法に基きて發する命令に違
反し、又は公益を害し若は害するの虞ありと認むるときは、主務大臣は其の許可を取消すことを得

第十七條 當該官吏吏員取締上必要ありと認むるときは、蠶種製造者又は第十三條の許可を受けたる者の
事務所、營業所、製造場、倉庫等に臨検し、物品及帳簿其の他の書類を調査し、又は必要なる分量に限り
無償にて物品を収去することを得
主務大臣又は地方長宮、本法又は本法に基きて發する命令に違反する所爲ありと認むるときは、営該官
吏吏員をして前項に掲げたる場所に臨檢し、被疑者若は参考人を尋問し、又は犯罪の事實を證明すべき
物件、帳簿、書類を捜索し、若は之が差押を爲さしむることを得
臨檢、尋問、捜索叉は差押に關しては間接國税犯則者處分法を準用す
主務大臣又は地方長官、取締上必要ありと認むるときは、蠶種製造者又は第十三條の許可を受けたる者
に對し、業務に關する報告を爲さしむることを得

第十八條 第八條、第九條第二項第三項、第十條第十一條第一項又は第十三條の規定に違反したる者は五
千圓以下の罰金に處す

第十九條 第十四條の規定に依る命令に違反したる者は五百圓以下の罰金に處す
第二十條 左の各號の一に該當する者は三百圓以下の罰金に處す
一、第十五條の規定に依る命令に違反し、又は同條の規定に依る處分を拒み若は妨げたる者
二、第十七條第一項又は第二頂の規定に依る職務の執行を拒み、若は妨げたる者、又は臨檢の際當該官
吏吏員の尋問に對し答辯を爲さず、若は虚偽の陳述を爲したる者
三、第十七條第四項の規定に依る報告を爲さず、又は虚偽の報告を爲したる者

第二十一條 第十八條の犯罪に係る蠶種、蠶兒、又は繭は之を没収し、若し其の全部又は一部を没収する
こと能はざる場合は其の價額を追徴す
前項の蠶種又は蠶兒、犯人以外の者に属するときは、行政官廳の處分を以て之を没収することを得

第二十二條 蠶種製造者又は第十三條の許可を受けたる者は、其の代理人、戸主、家族、同居者、雇人其
の他の從業者にして、本法又は本法に基き發する命令に違反する所爲を爲したるときは、自己の指揮に
出でざるの故を以て其の處罰を免るることを得ず

第二十三條 本法又は本法に基きて發する命令に依り適用すべき罰則は、其の者が法人なるときは理事取
締役、其の他の法人の業務を執行する役員に、未成年又は禁治産者なるときは其の法定代理人に之を適
用す、但し營業に關し、成年者と同一の能力を有する未成年者に付ては此の限に在らず

第二十四條 本法中府縣に關する規定は北海道に於では北海道地方費に之を準用す
附 則
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本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
蠶絲業法第二條中「稱するは」の下に「府縣を除くの外」を加ふ
蠶絲業法第十條中「蠶種製造者」を「府縣及原蠶種管理法第九條第一項の許可を受けたる蠶種製造者」に
改む
蠶絲業法第十一條の二に左の一項を加ふ
府縣は命令の定むる所に依り自己の製造する蠶種に關し検査を行ふべし（下略)

（附）原蠶種管理事業計畫概要
（一）原原種製造配付數量

本制度實施後に於ける所要原原種の數量を三六、〇〇〇〇蛾と看做し、之に對し四六八、〇〇〇蛾の
配付を要するものとし、之に二割の豫備を見込み、五六一六〇〇蛾の製造を爲さんとす

（二）事業實施方法
昭和九年度より同十三年度に至る五箇年間に亙り、本省並蠶業試驗場に、本制度實施に必要なる職員

を設置すると共に、昭和九年度より同十三年度に至る四箇年に亙り、蠶業試驗場本場、出張所、試育所
等及適當なる箇所に原原種製造配付に必要なる設備を爲し本事業の遂行を期せんとす
而して、原原種の配付は昭和十二年度迄は從來通り希望配布を行ひ、其の數量は設備の擴張に伴ひ漸

次増加し、昭和十三年度より原蠶種管理法に基き所要額全額の配付を爲さんとす
又、一面之に應じて道府縣の原種製造配付設備を擴張整備せしむる爲、昭和十三年度より同二十二年

度に至る十箇年間に於て、國庫より設備費に對し補助金を交付し、之が完成を期せんとす
（昭和九年度地方蠶絲業關係官協議會指示事項による）

原蚕種管理法が公布されたことにより原蚕種製造配付事業が著しく拡大することとなり、新た
に新庄町、飯坂町、明石市、宮崎市、台湾新竹州の５箇所に原蚕種製造所を設置すると共に、そ
れまでの出張所、飼育所、桑園の設備を拡充した結果、次のような組織になった。

蚕業試験場（東京府豊多摩郡杉並村）

小淵沢飼育所（山梨県北巨摩郡小淵沢村）

沖縄飼育所（沖縄県島尻郡真知志村）

台湾飼育所（台湾新竹州大湖郡大湖庄） （新設）

綾部支場（京都府何鹿郡綾部町） （変更）

前橋支場（群馬県前橋市） （変更）

福島支場（福島県福島市） （変更）

松本支場（長野県松本市） （変更）

熊本支場（熊本県飽託郡健軍村） （変更）

宮崎支場（宮崎県宮崎市） （新設）

明石支場（兵庫県明石市） （新設）

福島支場新庄出張所（山形県最上郡新庄町） （新設）

福島支場飯坂出張所（福島県信夫郡飯坂町） （新設）

一宮桑園（愛知県中島郡一宮町）

図20 蠶業試験場宮崎支場（右）と明石支場（左）
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図21 蠶業試験場福島支場新庄出張所（左）と飯坂出張所（右）

図22 蠶業試験場臺灣飼育所庁舎（左）と全景（右）

（官報第2376号 昭和９年12月１日 土曜日）
農林省告示第四百五十號
大正三年六月農商務省告示第百八十號左ノ通改正ス

昭和九年十二月一日 農林大臣 山崎達之輔
蠶業試驗場ノ位置並支場及出張所ノ位置及名稱左ノ通定ム

名 稱 位 置
蠶業試驗場 東京市杉並區高圓寺二丁目
蠶業試驗場福島支場 福島縣福島市
蠶業試驗場松本支場 長野縣松本市
蠶業試驗場熊本支場 熊本縣飽託郡健軍村
蠶業試驗場前橋支場 群馬縣前橋市
蠶業試験所綾部支場 京都府何鹿郡綾部町
蠶業試驗場明石支場 兵庫縣明石市
蠶業試驗場宮崎支場 宮崎縣宮崎市
蠶業試驗場福島支場新庄出張所 山形縣最上郡新庄町
蠶業試驗場福島支場飯坂出張所 福島縣信夫郡飯坂町及中野村地内

○
（官報第2376号 昭和９年12月１日 土曜日）

農林省告示第四百五十一號
昭和六年十二月農林省告示第三百七十二號左ノ通改正ス

昭和九年十二月一日 農林大臣 山崎達之輔
名 稱 位 置

蠶業試驗場小淵澤飼育所 山梨縣北巨摩郡小淵澤村
蠶業試驗場沖縄飼育所 沖縄縣島尻郡眞和志村
蠶業試驗場臺灣飼育所 臺灣新竹州大湖郡大湖庄
蠶業試驗場一宮桑園 愛知縣一宮市



- -50

Ⅷ．蚕糸試験場（昭和12年）
１．製糸研究の拡充
(１)絹業試験所の設置

、 、製糸業者が生産した生糸がわが国海外貿易の中心として位置付けられ その品質の向上のため
、 。蚕種統一 生糸検査等の取り組みが精力的になされてきたことはこれまでに述べたとおりである

しかしながら、生糸の消費が専ら海外である以上、製品となった後に生じる欠点について絹製品
生産業者からクレームがついたとしても、製糸業者のところまで伝わらず、貿易業者のところで
止まるだけであるという問題が多く指摘されてきた。そこで政府は、横浜生糸検査所に試織部を
設け、こうした点についての研究にあたらせることとした。大正７年４月１日には、勅令第46号
によって絹業試験所官制を公布し、絹織物の製織、加工並びに精練、染色、整理に関する試験研
究を行わせることとし、生糸検査所試織部の建物、諸設備をこれに引き継いだ。大正11年の第46
回帝国議会において、絹業試験所の拡張予算が成立したが、大正12年の関東大震災によって一時
中止となった。大正13年の第49回帝国議会において、本所の復旧・拡張予算が成立したことによ
り、敷地の購入および新築工事に着手したが、大正14年３月、農商務省が農林省と商工省に分離
したことにより、絹業試験所は商工省の管轄に移ることとなり、昭和４年10月神奈川区澤渡に完
成した新庁舎において業務を開始した。商工省の管轄に移ってからは、当初の申し合わせ事項で
あった生糸検査所と絹業試験所の両所長の兼任も実行されず、研究内容も人造絹糸やステープル
ファイバー等の人造繊維を原料とする機械加工方面に力が注がれるなど、生糸検査所との連携協
力も次第に薄まっていった。その後、昭和12年８月13日に勅令第429号によって、その名称を繊
維工業試験所と改めるに至り、製糸関係者の期待を大きく裏切るものに変化していった。

(２)蚕業試験場の蚕糸試験場への拡充
このような状況の中で、農林省においても引き続き製糸研究期間の整備充実の要望が強く、昭

和２年５月蚕糸委員会が設置され、農林大臣は委員会に対し「蠶絲業の発達及び改善に関する方
策」について検討を諮問した。委員会は、昭和２年11月２日に、桑園改良、蚕種検査、製糸業実
態調査と共に “国立試験場において貯繭、煮繭、繰糸等の技術及び機械その他の設備並びに製、
糸能率等について、最新科学による学理的試験を行い、その結果は実験工場に移して実際的応用
試験を行う”という趣旨の、製糸に関する試験機関の整備充実を内容とする答申を行った。政府
はこの答申に即して、蚕糸試験場設置に関する予算要求を行ったが、第54帝国議会の解散、昭和
５年浜口雄幸内閣成立に伴う緊縮財政政策等によって、なかなかその実現が図られなかった。昭
和12（1937）年になり、１月22日やっと勅令第４号（蚕業試験場官制改正）によって、名称を蚕
糸試験場とすると共に、所掌事務を次のように改めることとなった。

（官報第3015号 昭和12年１月23日 土曜日）
朕蠶業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽

昭和十二年一月二十二日 内閣総理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄

勅令第四號
蠶業試驗場官制中左ノ通改正ス
「蠶業試驗場官制」ヲ「蠶絲試驗場官制」ニ 「蠶業試驗場」ヲ「蠶絲試驗場」ニ 「蠶業試驗場支場」ヲ、 、
「蠶絲試驗場支場」ニ改ム
第一條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一、裁桑、養蠶、蠶種製造、製絲其ノ他蠶絲業ニ關スル試驗及調査

同條第四號中「生絲」ヲ「絹繊維」ニ改ム
第二條中「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任十九人」ニ 「技手 専任三十二人」ヲ「技手 専任三十三、
人」ニ改ム
附 則

本令ハ昭和十二年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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本令施行ノ際現ニ蠶業試驗場ノ技師、技手又は屬ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ、夫々蠶絲
試驗場ノ技師、技手又ハ屬ニ同官等等級俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規
定ノ適用ヲ妨ゲズ
農林部内臨時職員設置制及大正九年勅令三十號中「蠶業試驗場」ヲ「蠶絲試驗場」ニ改ム

図23 蠶絲試験場の全景

農林省では、この改称に伴い、昭和12（1937）年２月１日付の農林省訓令第１号によって「蚕
糸試験場庶務規程」を次のように公布・施行した。

（官報第3022号 昭和12年２月１日 月曜日）
農林省訓令第一號

蠶絲試驗場
蠶絲試驗場處務規程左ノ通定ム

昭和十二年二月一日 農林大臣 島田俊雄
蠶絲試驗場處務規程

第一條 蠶絲試驗場ニ左ノ部課ヲ置ク
一、桑樹部
一、生理部
一、病理部
一、製絲部
一、化學部
一、蠶種部
一、庶務課

第二條 桑樹部ニ於テハ桑樹ニ關スル試驗調査及講習講話ノ事務ヲ掌ル
第三條 生理部ニ於テハ蠶ノ種類竝ニ生理ニ關スル試驗調査及講習講話ノ事務ヲ掌ル
第四條 病理部ニ於テハ蠶ノ病理ニ開スル試験調査及講習講話ノ事務ヲ掌ル
第五條 製絲部ニ於テハ製絲竝ニ絹繊維ニ關スル試験調査及講習講話ノ事務ヲ掌ル
第六條 化學部ニ於テハ蠶絲ニ開スル化學的試験調査、分析及講習講話ノ事務ヲ掌ル
第七條 蠶種部ニ於テハ原蠶種ノ製造配付及原蠶種ニ開スル講習講話ノ事務ヲ掌ル
第八條 庶務課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、官印ノ保管ニ關スル事項
二、場員ノ進退身分ニ開スル事項
三、場内取締ニ開スル事項
四、文書ノ接受、發送及保管ニ關スル事項
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五、豫算及決算竝ニ會計ニ開スル事項
六、國有財産及物品ニ關スル事項
七、他部ノ主掌ニ屬セザル事項

第九條 蠶絲試驗場支場ニ支場長ヲ、出張所ニ出張所長ヲ置ク
支揚長及出張所長ハ場長ノ指揮監督ヲ承ケ支場又ハ出張所全般ノ事務ヲ處理ス

第十條 場長處務細則、講習規程又ハ支場若ハ出張所ノ處務規程ヲ設クルトキハ農林大臣ニ報告スベシ
第十一條 場長分析成績書ヲ作成スルトキハ其ノ擔任者ト共ニ之ニ署名又ハ記名捺印スベシ
第十二條 場長ハ毎年事業ノ成績ヲ農林大臣ニ報告スベシ

（ ） 、 、 。昭和12 1937 年５月には一宮桑園を 愛知県知多郡武豊町に移転させ 武豊支場と改称した
また、新庄出張所を新庄支場と改称した。このように拡充したことにより、昭和12年度には、職
員数は、技師42、技手75、屬15の計132人、経費予算125万4042円となった。

（官報第3111号 昭和12年５月20日 木曜日）
農林省告示第百七十三號
昭和九年十二月農林省告示第四百五十號中左ノ通改正ス

昭和十二年五月二十日 農林大臣 山崎達之輔
「蠶絲試驗場熊本支場 熊本縣飽託郡健軍村」ヲ「蠶絲試驗場熊本支場 熊本縣熊本市」ニ「蠶絲試驗場
福島支場新庄出張所 山形縣最上郡新庄町」ヲ「蠶絲試驗場新庄支場 山形縣最上郡新庄町」
蠶絲試驗場武豊支場 愛知縣知多郡武豊町ニ改ム

○
（官報第3111号 昭和12年５月20日 木曜日）

農林省告示第百七十四號
昭和九年十二月農林省告示第四百五十一號中左ノ通改正ス

昭和十二年五月二十日 農林大臣 山崎達之輔
「蠶絲試驗場一宮桑園 愛知縣一宮市」ヲ削ル

図24 蠶絲試験場武豊支場

昭和16（1941）年５月には、飯坂出張所を飯坂支場と改称した。

（官報第4302号 昭和16年５月14日 水曜日）
農林省告示第二百九十三號
蠶絲試驗場ノ位置並ニ支場ノ位置名稱左ノ通定ム
昭和九年十二月農林省告示第四百五十號（蠶絲試驗場ノ位置並ニ支場及出張所ノ位置及名稱ニ關スル件）
ハ之ヲ廢止ス
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昭和十六年五月十四日 農林大臣 石黒忠篤
名 稱 位 置

蠶絲試驗場 東京市杉並區高圓寺二丁目
蠶絲試驗場新庄支場 山形縣最上郡新庄町
蠶絲試驗場福島支場 福島縣福島市
蠶絲試驗場飯坂支場 福島縣信夫郡飯坂町及中野村地内
蠶絲試驗場前橋支場 群馬縣前橋市
蠶絲試驗場松本支場 長野縣松本市
蠶絲試驗場武豊支場 愛知縣知多郡武豊町
蠶絲試驗場綾部支場 京都府何鹿郡綾部町
蠶絲試驗場明石支場 兵庫縣明石市
蠶絲試驗場熊本支場 熊本縣熊本市
蠶絲試驗場宮崎支場 宮崎縣宮崎市

２．第二次世界大戦前後の蚕糸を取り巻く情勢と蚕糸試験場の組織改正
(１)終戦前の農林省機構の変遷
昭和12（1937）年の日華事変から昭和16（1941）年12月８日太平洋戦争突入という戦時の非常

体制の中で、政府は同13年「国家総動員法」を公布し、経済活動に直接介入するいわゆる「官僚
統制」を実施した。しかし、昭和14年、15年と米の統制が進む中で、米の生産・集荷や生産者価
格の決定は農林省、米穀商の指導・監督や消費者価格の決定は商工省というのでは米の統制が円
滑に行われない。そこで食糧行政の一元的統合と貿易行政の統一刷新をはかるために、昭和15年
７月に農林・商工両省間で事務調整が行われ、業務の分担が合意された。これに基づいて、昭和
16年１月に農林省官制の改正が行われ、大臣官房の他に、内局として総務局、農政局、山林局、
水産局、蚕糸局、食品局の６局、外局として食糧管理局、馬政局の２局、臨時に資材部が設置さ
れた。これによって、戦時体制に即応して、食糧対策、資材対策、配給統制業務、総動員計画と
の調整事務等の執行体制が強化された。
戦局が進み軍需生産の増強が強く叫ばれる昭和18（1943）年11月には、農林省、商工省の２省

を農商省、軍需省の２省に再編し、農林省の事務と商工省の民生関係事務とを農商省に所管させ
た。この際に、内局としてあった蚕糸局、食品局の代わりに、繊維局、生活物資局、物価局の３
局が置かれた。

農商省設置ノ件 （昭和18年10月2日 閣議決定）
一、日満ヲ通ズル食糧ノ自給態勢ヲ確立スルト共ニ、国民生活物資ノ総合確保ヲ図リ、以テ戦時国民生活
ノ安定ヲ期スル為、商工省所管ノ事項中軍需ニ関係薄キモノ（交易ニ関スルモノヲ除ク）ヲ農林省ニ移
管ス

二、右ニ伴ヒ、農林省機構ニ所要ノ改正ヲ加へ、農商省卜改ム
三、交易ニ関スル事項ハ、大東亜省ニ移管ス
四、本改正ハ、十一月一日開庁ヲ目途トシ、関係庁ニ於テ、至急準備ヲ進ムルモノトス

○
農商省設置ニ伴フ部局ノ統合調整ニ関スル件 （昭和18年10月8日 閣議決定）

一、商工省総務局及企業局所管事項中農商省ニ移管セラルベキ事項ハ農商省総務局ニ於テ所管ス
二、農林省蚕糸局ト商工省繊維局トヲ統合シ繊維局トナス
三、物価局ト農林省総務局価格課ヲ統合縮少シ新ニ農商省ニ内局トシテ物価局ヲ置ク
四、農林省食品局ハ之ヲ廃シ新ニ農商省ニ生活物資局（仮称）ヲ置ク
前三項以外ノ商工省ヨリ移管セラルベキ事項ハ農商省総務局及生活物資局（仮称）ニ於テ分掌ス

○
（官報號外(１) 昭和18年11月１日 月曜日）

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ農商省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽

昭和十八年十一月一日 内閣総理大臣兼商工大臣 東條英機
農林大臣 山崎達之輔

勅令第八百二十一號
農商省官制
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（省略）
附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
農林省官制ハ之ヲ廢止ス（以下省略）

(２)戦時下統制の強化
、 、昭和16年３月には戦時体制として 統制の精緻化と罰則の強化を図るため総動員法が改正され

４月には生活必需物資統制令が制定された。戦時下においても依然重要な輸出産業であった蚕糸
業に関しては、昭和16年３月に「蚕糸業統制法」が制定された。
蚕糸業統制法制定の理由は “現下ノ國際情勢ニ鑑ミ、蠶絲業ハ國内繊維資源ノ補給ニ重點ヲ、

置キ、事態ニ即應シタル需給計畫ノ下ニ、其ノ全般ニ亘リ統制スベキ機構ヲ樹立シ、斯業運營ノ
適正ヲ圖リ、以テ其ノ安定及發達ヲ期スルト共ニ、國防經濟ノ完成ニ資スルコト緊要ナリ。是レ
本案ヲ提出スル所以ナリ （議会提出理由書）ということで “第一條 本法ハ蠶絲ニ對スル内” 、
外ノ需要ニ應ジ、蠶絲業ノ統制ヲ行ヒ、以テ其ノ安定及發達ヲ圖ルト共ニ、蠶絲業ニ對スル國民
經濟上ノ要求ヲ充足スルコトヲ目的トス”から始まる71条からなる膨大なものである。しかし、
主要な点は 「日本蚕糸統制株式会社」を設立し、全日本の蚕糸業関係者をこの下に集結させ、、
計画的に生産や販売を行ったり、価格の安定を図ろうとする点にある。
日本蚕糸統制株式会社の概要は次のようなものであった。①会社の資本金は８千万円で、半分

を政府が出資し残り半分を蚕糸業関係者その他一般から公募する、②蚕糸業者は必ずしも株主や
社員になる必要はないが、各自の業務については、すべて本社の方針、すなわち政府の方針に従
わねばならない、③これについては農林大臣から蚕糸業者に対し直接命令される、④繭や生糸の
当業者同士の売買は禁じられている、⑤生糸はすべて国の生糸検査所の検査を受けなければなら
ないこと、などである。日本蚕糸統制株式会社は、昭和16年４月21日農林大臣石黒忠篤を委員長
として設立委員会を開催し、５月７日今井五介（全国製糸業組合連合会長）を社長に、吉田清二
（前農林省蚕糸局長）を副社長に任命し、事業を開始した。この会社は、本社を東京に、支店を
横浜、神戸におき、全国各府県に出張所を設けると共に、山形、新潟（長岡 、長野（岡谷 、） ）
（ ）、 （ ）、 （ ）、 、 、 （ ） 。群馬 前橋 山梨 甲府 愛知 豊橋 京都 福井 石川 金沢 に生糸検査所を設立した

(３)農林省設置法の改正
（ ） 、 、昭和20 1945 年８月15日終戦直後の８月26日 農林省と商工省とが再び分離することとなり

農商省から繊維局、生活物資局の２局が消え、新たに蚕糸局、食品局の２局が加わって農林省と
なった。

（官報号外 昭和20年８月26日 日曜日）
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ農商省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽

昭和二十年八月二十六日 内閣総理大臣 稔 彦 王
農商大臣 千石興太郎

勅令第四百八十三號
農商省官制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム

農林省官制
第一條 農林大臣ハ農林畜水産物及飲食料品ノ生産、配給及消費ニ關スル事務、農林畜水産業専用物品ノ
配給及消費（化學肥料ニ付テハ其ノ生産數量、配給及消費）ニ關スル事務並ニ農山漁家ニ關スル事務ヲ
管理ス

第三條中「農商省」ヲ［農林省」ニ 「繊維局」ヲ「蠶絲局」ニ 「生活物資局」ヲ「食品局」ニ改ム、 、
第八條 蠶絲局ニ於テハ蠶絲ニ關スル事務ヲ掌ル
（省略）
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その後、戦後の経済の回復・発展につれ国家財政も充実し、農政諸制度が整備されたことを受
けて、昭和24（1949）年６月に農林省の機構が改組された（法律第153号 。農林省設置法の第21）
条において、蚕糸試験場は次のように規定されている。

法律第百五十三号（昭二十四年五月三十一日）農林省設置法
（農林省の権限）
第四条 農林省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その
権限の行使は、法律（これに基く命令を含む ）に従つてなされなければならない （一～四十一は省略）。 。
四十二 生糸の検査を行うこと。
四十三 蚕種製造業、製糸業、輸出生糸問屋業及び生糸販売業を許可すること。
四十四 蚕病の予防駆除又は桑苗の検査のために必要な措置を命ずること。
（四十五～六十五は省略）

（蚕糸試験場）
第二十一条 蚕糸試験場は、蚕糸に関する試験、分析、鑑定、調査、講習並びに原蚕種、桑の接穂及び苗
木の生産及び配布を行う機関とする。

２ 蚕糸試験場は、東京都に置く。
３ 農林大臣は、蚕糸試験場の事務を分掌させるため、所要の地に蚕糸試験場の支場を設けることができ
る。

４ 蚕糸試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める （以下省。
略）
附 則

１ この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
２ 左の法律、勅令及び政令は、廃止する。但し、法律（これに基く命令を含む ）に別段の定のある場合。
を除く外、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続す
るものとする。
蚕糸試験場官制（大正三年勅令第百十三号）

(４)「蚕糸業復興緊急対策要綱」と技術指導体制の強化
日本の蚕糸業は、明治当初以来海外輸出のための生糸の生産を主な目的としてきたため、第二

次世界大戦によって、輸出とりわけ対米輸出の道が閉ざされたことによって、生糸の生産が無用
となり、そのため、基盤である桑園、養蚕農家、製糸工場の相当部分を整理するほかなかった。
しかし終戦直後、生糸は見返り物資の最重要品として、再びその生産の増加が要望されたが、戦
争中生産基盤の大幅な整理を行ったこと、それに要する食料、肥料並びに労力が極度に不足して
いたことから、これらの必要資材の供給確保が急務とされた。
昭和20年10月11日連合国軍覚書によって、①日本政府は絹生産のために桑を生長させるように

振り向けた土地を減小させるような命令を撤回すること、ただし、食糧を作るほうが明らかに有
利な土地は除外する、②生糸の糸格、繊度別生産量、生糸検査機関の復旧計画、③蚕糸業の各種
分野の計画、特に技術的問題の調整、生糸の試験、検査と輸出向け生糸の質、規格の明確化、な
どの事項についての指令が出された。そこで政府は 「蚕糸業統制法 「原蚕種管理法 （昭和９、 」 」
年、法律第25号 「輸出生糸取引法 （昭和９年、法律第43号 、蚕糸業組合法 （昭和６年、法）、 」 ） 」
律第24号 などを廃止して 改正蚕糸業法 昭和20年12月22日 法律第57号 同施行令 勅） 、「 」（ 、 ）、「 」（
令第722号）を公布し、昭和21年１月１日よりこれを施行した。
このような中で、総司令部（ＧＨＱ）天然資源局は、昭和21年４月下旬農林省蚕糸局に対し非

公式に、蚕糸５ヵ年計画の作成を促してきた。７月15日には天然資源局農業部長レオナードは、
楠見義男農林次官、佐野憲次蚕糸局長を招致し、関係官同席の下に「食料事情は大体見通しを得
たから、今後日本政府としては蚕糸の増産について大いに努力しなければならない。従って桑園
面積の実態をつかむと共に、５ヵ年計画の裏付け措置について至急立案すること」を指示した。
これによって、８月13日「蚕糸業復興緊急対策要綱」が閣議（第一次吉田内閣）決定された。

昭和21年8月13日 閣議決定蚕糸業復興緊急対策要綱
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第一 方針
蚕糸業は現に食糧輸入の見返である輸出生糸の生産確保のため、優良生糸の増産と設備の復興に全力を

挙げているのであるが、現下の世界的食料機構は、決して永続するものでなく、全世界の食料需給は漸次
緩和されるものと予想せられるのであって、その際に於ては、蚕糸業の地位は愈々重要性を加へるものと
考えられる。即ち第一に、わが国経済再建の基礎資材は多くを輸入に待たなければならないが、その支払
手続の大宗は言うまでもなく生糸である。
第二に国土狭く且つ資源乏しく、而も人口過多の我国において、土地を最も高度に且つ能率的に利用す

る上からいって、桑園適地は桑園として活用するのが合理的であり、経済的である。
第三に当面の異常なる食料危機と食料価格の昂騰が平静に帰し、我国農業が国際経済に密接に接触する

こととなった暁には、当然我国農業経営は多角化によって、その安定を期せねばならない。その場合、養
蚕経営が最も有力なものであることを言を待たない。仍って政府は、昭和二十六年度における桑園面積二
十七万町歩、生糸製造高二十七万三千俵を目途として、別表の如く五箇年計画を策定し、左の要領により
本計画の完遂に必要な繋急の措置を講ぜんとするものである。
第二 要領
一 桑園の確保に関する措置

桑園は昭和二十六年までに二十七万町歩に拡張するよう左の措置を講ずる。
１．桑園の登録制の実施

養蚕業者に対する助成、肥料及び食料の配給并びにその他の特典を与ふる基準を明かならしめる
ため、養蚕業者をしてその経営する桑園に関し、現在面積、将来の増減その他必要な事項を市町村
農業団体に登録せしめること。

２．桑園の整理転換の抑制
凡べての政府の機関又は政府の監督下にある機関及び団体は、桑樹を抜取り、桑園を荒廃せしむ

ることを支援奨励しないこと。新聞ラジオその他による教育的方法を以て、果樹を抜きとり、又は
荒廃せしむることを抑制すること。

３．桑園の復元促進
主として昭和十八年度以降、他の目的に転換せられた桑園は、明かに食料作物の栽培を有利とす

るものを除き、逐次これを復元せしむるよう措置奨励する。
４．開拓地における養蚕の奨励

新開墾地における農業経営には、土地の状況に応じ、養蚕業を奨励すること。
二 桑苗の確保に関する措置

桑苗の復元拡張に伴うて、必要とする桑苗の供給を確保するため、その割当生産を行う外左の施設
を講ずる。
１．地方蚕業試験場における優良桑品種の育成配布施設
２．桑苗協同組合の桑苗生産共同施設の拡充
３．養蚕実行組合の桑苗自給施設
三 蚕糸業用資材の確保に関する措置

． 、 、 、１ 桑苗圃及び桑苗化学肥料は その所有量の充足に努むることとし 国内の供給力で不足する分は
特に輸入に仰ぐこと。
２．製糸設備の急速な復旧を促進するため、鉄鋼、非鉄金属、セメント、木材等設備資材を確保する
こと。

３．製糸業の完全操業を保持するため、石炭、電力、その他の運転資材を確保すること。
四 食料に関する措置

食料事情の安定を見るに至るまで、蚕糸業関係者に対し、左の措置を講ずる。
１．養蚕農家に対しては、食料生産農家との均衡を得しめるよう食料の保有又は配給を認めることと
し、来米穀年度よりこれを実施すること。
２．桑苗生産労働者に対しては、繁忙期における農夫に準ずる食料加配を為すこととし、来米穀年度
より実施すること。
３．製糸業及び蚕業製造業（繭検定所、生糸検査所及び蚕業試験場を含む）関係労務者に対し、労務
加配を行うこと。

五 価格に関する措置
繭及び生糸の価格は、本要綱による輸出生糸の生産を確保するため、最近における生産事情及び他

の農産物の価格との均衡を考慮の上これを決定する。
六 指導機構の強化に関する措置

蚕糸業指導機構を整備強化して、本対象の完遂を期すると共に、優秀な蚕業技術の普及、低位水準
技術の向上を図るため、技術指導網を充実する。
１．蚕糸業関係職員の充実

中央及び地方蚕糸業関係専任職員の著しく不足する現状に鑑みて、この際大幅の増員を行うこと
とし、有力な蚕糸県については、重点的に施策を集注するため、特に必要な人員を配置すること。

２．地方蚕業試験場の強化
地方蚕業試験場の指導部及び技術指導農場を設置すること。
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３．蚕業技術員の素質向上に関する施設蚕業技術員養成施設を強化し、既設技術員の再教育を行うと
共に、技術員の資格の引上げ、免許制度を統一すること。

七 財政上の措置
政府は本対策の完遂を期するため、財政の許す範囲内において必要な予算的措置を講ずる。

“ ” 、蚕糸業復興５ヵ年計画の対策の一つとして 技術指導機構の強化 が打ち出されたことにより
昭和21年11月22日付で、蚕糸試験場の内部組織として指導部が設置され（21蚕局第1473号 、２）
級官５名、３級官10名の専任職員をおいて、①全国の技術指導機関と連絡して、毎蚕期別に基準
となるべき養蚕法を研究し、地域別基準養蚕法を立案する、②地方の機関と連絡して、地域的に
適当な基準養蚕法の立案に協力する、③技術指導に必要な試験研究を行い、基準養蚕法の適切な
運営を図るとともに、気象異変その他養蚕事情の変動に対応する措置につき、指導上遺憾のない
ようにする、④全国よりの養蚕情報を収集し、これを総合して必要な通報を地方に発し、適宜の
措置をとるのに便する、④養蚕技術相談を編集し、関係者に頒布して、蚕桑技術上の知識の向上
と実地応用上の便に資するとともに技術相談の一機関とする、という要領によって事業を実施す
ることとなった。また、各支場（新庄、福島、前橋、松本、武豊、綾部、明石、熊本、宮崎）に
は指導部の支部が置かれ、支部は、都府県蚕業試験場その他技術指導機関と連携して、地方にお
ける業者ならびに指導員の技術普及にあたった。
昭和23年７月に、農業に関する試験研究を高度に推進すると同時に、その成果を急速に普及す

ることを目的にした、農業改良助長法（法律第165号）が第２国会を通過したが、この法律は蚕
糸業に関する試験研究および普及事業にはこれを適用しないと規定した。したがって、同法の実
施機関として設置された農業技術研究所および本省内の農業改良局の所管から蚕糸関係が除外さ
れた。その理由としては、①桑樹の栽培、蚕兒の飼育は農業に属するが、それにより生産する繭
は輸出生糸又は輸出織物の原料であるため、研究目標が変動しやすく、かつその改良は、蚕種、
裁桑、養蚕、製糸、製織を一貫する試験研究の結果によらなければ完全を期し得ない、②土壌肥
料等の面にあっては、他の農業部門と重複するが、それは単に桑園を対象とする場合に限られ、
その調製は容易であるし、また重複しても無駄はほとんどない、③蚕糸関係の民間研究機関は著
しく発達しているから、これと連絡調整を図ることによって効果をあげることができる。それに
は、蚕糸の生産を直接指導監督する部局がその任にあたることが最も適当である、④蚕糸は常に
海外消費の需要に応じて技術の改良を図る必要があるから、海外情報を速やかに入手し、かつ実
行に移しうる独立の研究機関の方が適切である、といったことがあげられた。この意見はＧＨＱ
によって支持され、蚕糸に関する試験研究とその技術普及事業は、農業関係試験研究機関のそれ
とは切り離して運用されることとなった。
※その後、昭和31年６月に農林水産技術会議が会長１名、委員６名の合議体として発足し、農業基本法制定と
同じころ「農林水産業に関する今後のおもな研究目標」を公表し、この方向づけに沿う形でそれまで農林省
各局にわたっていた研究関係事務が技術会議に一元化されるまで（養蚕が農家経営の一環であるにも拘わら
ず）蚕糸試験研究は、農業研究とは別の独自の体制をとることになる。

このため、蚕糸関係技術改良事務を分掌するために、昭和24年５月蚕糸局内に、技術改良課が
設置された（横山忠雄課長 。当時の農林省組織規程によると、その担当事務は、①蚕糸業に関）
する自然科学的試験機関の行う当該試験研究の助長および連絡調整を行うこと、②蚕糸業に関す
る経済的研究の企画及び実施並びに関係研究機関の行う当該研究の助成及び連絡調整を行うこ
と、③蚕糸業に関する知識の普及交換の企画及び実施を行うこと、④蚕糸業に関する知識の普及
に関する事務に従事する者の養成及び試験に関すること、⑤蚕糸業に関する試験研究を行う者及
び蚕糸業に関する知識の普及に関する事務に従事する者の能力の向上を図ること、⑥蚕糸業に関
する試験研究及び知識の普及交換に関する調査並びに資料の収集及び整理を行うこと、⑦蚕糸試
験場に関すること、とされ、普及指導に関する事務は、すべて蚕糸局技術改良課が所掌すること
となった。これにあわせて昭和25年４月、蚕糸試験場指導部は指導試験部と改められ（農林省令
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第55号「第二百四十四條 指導試験部においては、養蚕の技術指導に関する研究及び調査を行
う 、養蚕の技術指導に必要な試験研究および調査を行うこととなった（その後、昭和33年蚕。」）
糸試験場の機構改革に伴って発展的に解消し、養蚕部が新設された 。これらのことにより、概）
要つぎのような蚕業技術普及体制が確立したことになる。

蚕業技術普及体制（概要）
１．農林省蚕糸局技術改良課
蚕糸業に関する知識の普及支援、企画及び実施、従事する者の養成及び能力の向上に関することを掌る

２．農林省蚕糸試験場
蚕糸の技術普及に必要な技術的調査、研究を行う

３．都府県庁（蚕糸主務課）
蚕業技術指導所に関し、農林省と連絡の上、その設置する企画、運営、予算的措置、職員の任命を所管
する。また都府県農業委員会との連絡、都府県蚕業技術審議会の事務、蚕業技術員の再教育、嘱託普及
員の任命及び予算措置、農村青年の蚕糸技術研修、その他広報事務を掌る

４．都府県農業試験場
管内地域に普及すべき技術的調査研究を行い、得たる成果を蚕業技術指導所に提供する。それがため定
期的に指導所の職員を招集し、かつ現地についてこれを修得せしめ、普及の資料とする

５．蚕業技術委員会
都府県に属し、蚕業技術指導の大綱及び研究の基本的な方針に関し、知事の諮問に応ずる

６．蚕業技術指導所
その職員は記述の如く、要は都府県蚕業試験場の得た調査研究成果を直接に養蚕者に普及せしめる。従
って、技術の展示と巡回指導を主要な事業とする

７．蚕業技術指導協議会
蚕業技術指導所所在地毎に設置され、指導所の運営について協議するを目的とする

(５)岡谷製糸試験所の設置
昭和20年８月15日の終戦に伴い、新たに制定された蚕糸業法（昭和20年12月22日法律第57号）

付則第７項の規定により、日本蚕糸統制株式会社は昭和21年３月１日を以て解散となった。
一方、岡谷市においては、日本蚕糸統制株式会社の解散を受けて、21年秋に岡谷蚕糸試験場建

設協力委員会を設け“岡谷市に設置を希望する蚕糸関係試験場建設に協力してその実現を図る”
と共に、日本蚕糸統制株式会社岡谷生糸検査所を蚕糸関係機関として存続させるよう蚕糸局に強
く要請した。その結果、昭和22年７月農林省告示第97号をもって、製糸業振興のため岡谷製糸試
験所が設置されることとなった。

（昭和二十二年七月五日官報掲載）農林省告示第九十七號
昭和十六年五月農林省告示第二百九十三號の一部を次のように改正する

昭和二十二年七月五日 農林大臣 平野力三
「蚕糸試験場宮崎支場 宮崎縣宮崎市」の次に「蚕糸試験場岡谷製糸試験所 長野縣岡谷市」を加える。

当時の記録によると、改正理由は次のようなことであった。

改 正 理 由
輸出向優良生絲増産を緊要とするに鑑み蚕絲復興五箇年計畫（閣議決定事項）により製絲に関する試驗

研究の拡大強化と、品質改善のための生絲と織、織物との関係に関する研究、製絲器械の改良、ボイラー
の電化及副産物の高度利用等を急速に行ふため製絲の中心地たる長野縣岡谷市に蚕絲試驗場製絲試驗所を
設置して経済的工業化の促進を計り優良生絲製造の刺激の源泉たらしめんとする。
依って昭和二十一年度本事業に必要なる施設の一部完成したるにより既定計畫により岡谷製絲試驗所を

設置するの要がある。

しかし、経常費は認められたものの設備費が認められなかったことから、地元では「蚕糸試験
場岡谷製糸試験所建設実行委員会」を設置し “農林省蚕糸試験場岡谷製糸試験所設置のため、、
農林省の計画に賛助強力して、寄付行為による建設関係事項を協議し、実行の促進を図る”こと
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とした。その結果、建物および設備の一部は、日本蚕糸統制株式会社岡谷生糸検査所が使用して
いたものの寄付を受け、その他の建物、設備は、日本蚕糸統制株式会社（300万円 、日本蚕糸業）
会（430万円 、長野県蚕糸業会（30万円 、長野県（120万円 、岡谷市（50万円）等からの寄付） ） ）
を受けて建設を進め、ほぼ完成をみた昭和23年４月30日これを国に寄付し、同日より事業が開始
された。

図25 蚕糸試験場岡谷製糸試験所

(６)その他の組織改正
終戦直後の時期に行われた、その他の組織改正の動きを次に記す。

○昭和22年２月、四国飼育所が徳島県美馬郡岩倉村に設置された。徳島県蚕業試験場岩倉支場の
施設の一部を借り受けて発足。

○昭和23年５月、沖縄および台湾に代わって原原蚕種の早春および初冬飼育を行う分場として山
川飼育所が鹿児島県揖宿郡山川町に設置された。

○昭和23年５月、福島支場の事業拡充のため飯坂支場が福島支場に合併された。
○昭和24年２月、新潟県桑樹試験場を国に移管し、蚕糸試験場附属小千谷桑園とした（この試験

、 「 」 、 、場は 国の委託事業 降雪と桑樹病傷害の関係試験 を実施するため 桑樹雪害試験場として
大正９年４月に北魚沼郡小千谷町に創立され、大正11年新潟県桑樹試験場と改称されていたも
のである 。）

○昭和25年３月、山川飼育所の附属屋久島飼育分場が、鹿児島県熊毛郡下屋久村に設置された。
○昭和29年４月、福島支場が福島県信夫郡飯坂町および中野村に移転された。
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図26 蚕糸試験場小千谷桑園（左）と山川飼育所附属屋久島飼育分場（右）

こうした整備の結果、昭和33年までの蚕糸試験場の組織は下記のとおりであった。
蚕糸試験場

総務部（庶務課、会計課、用度課、図書室、日野分室庶務係）
桑樹部（桑形態、桑生理、桑繁殖、桑生態、桑遺伝、桑育種１、裁桑第１、裁桑第２、凍霜

害
小千谷桑園（庶務係、多雪地裁桑、桑育種）

生理部（蚕生理第１、蚕生理第２、蚕生理第３、蚕生理第４、蚕生理第５、蚕生理第６、蚕
生理第７）

育種部（蚕育種第１、蚕育種第２、蚕育種第３、蚕育種第４、蚕育種第５、蚕種、蚕種調査
室）

病理部（桑病第１、桑病第２、蚕病第１、蚕病第２、蚕病第３、蚕病第４、害虫）
製糸部（繭質保全、生糸品質管理、玉糸、繭検定、製糸物理、製糸機械、自動製糸機械、製

糸能率、絹製品、繭糸質、蚕品種製糸試験室）
化学部（土壌第１、土壌第２、肥料、桑化学、蚕化学、絹糸化学、絹糸物理化学、副産物利

用、アイソトープ応用、分析）
指導試験部（養蚕微気象、養蚕生態、養蚕基準、養蚕技術指導）
新庄支場（庶務課、中雪地裁桑、養蚕、蚕育種、蚕品種適性検定）
福島支場（庶務課、寒地裁桑、桑育種、養蚕、蚕育種、蚕品種特性、蚕品種適性検定、蚕種）
前橋支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種特性、蚕品種適性検定）
松本支場（庶務課、夏秋蚕裁桑、養蚕、蚕育種、蚕品種特性、蚕品種適性検定、蚕種）
武豊支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種適性検定、蚕品種特性）
綾部支場（庶務課、少雪地裁桑、養蚕、蚕育種、蚕品種特性、蚕種）
明石支場（庶務課、旱魃地裁桑、養蚕、蚕育種、蚕種）
熊本支場（庶務課、暖地裁桑第１、養蚕、蚕育種、蚕品種特性）
宮崎支場（庶務課、暖地裁桑第２、養蚕、蚕育種、蚕種）
岡谷製糸試験所（庶務課、製糸原料、煮繭、繰糸、生糸品質、機織、染色、製糸機械工作室）
小淵沢飼育所（庶務係、高冷地裁桑、養蚕、蚕種）
四国飼育所（庶務係、裁桑、養蚕）
山川飼育所（庶務係、しま桑、養蚕、蚕種第１、屋久島分場蚕種第２）

３．社会情勢の変化に対応した研究室等内部組織の改正
(１)昭和33年の組織改正
化繊・合繊の急速な開発・普及に伴って、海外での生糸消費は減少したが、戦後復興によって

順調に発展した経済状況に支えられ、生糸消費は国内需要を中心とする状況に変化していた。一
方、蚕糸業は 「なべ底不況」といわれた経済不振の直撃を受け、糸価の暴落に見舞われ、この、
事態に対応するため、政府は生糸買い上げによる市場隔離を行った。その結果、国内在庫量が急
増することとなり、繭増産政策は、一転、桑園の大幅な減反（３割減反）へと変更を余儀なくさ
れた。このような情勢を受けて蚕糸試験場は、絹の新規用途開拓を目玉とする組織の再編整備を
行うこととなり、昭和33（1958）年度予算で、本支場を通じての効率的な試験研究の推進を図る

「 」 、 。ことを目的とした 蚕糸試験場整備強化計画 を作成し 概算新規要求として大蔵省に提出した
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その概要は次のとおりである。

１．本場関係
(１)企画室をおく。企画室に３係をおき、試験研究の企画立案、連絡および調整、支場との技術的事務の
連絡、資料の整備、図書標本の整理および管理を行う。

(２)現在の指導試験部を養蚕部に改組し、試験研究体制を整備強化し、前橋市におく。養蚕部の施設は、
現在の前橋支場の施設を整備強化して利用する。

(３)絹繊維部を新しくおく。
(４)桑樹部、生理部、育種部、病理部、製糸部については、桑樹部を裁桑部に改称すると共に、裁桑第２
研究室を前橋市におき、研究室を再検討し強化をはかる。

(５)現在の小千谷桑園は、本場附属の試験地とし、庶務係の外、桑育種研究室をおき、積雪寒冷地向桑品
種の選出育成のの研究を行う。

(６)現在の武豊支場は、規模を縮小して本場附属の試験地とし、庶務係の外、裁桑および養蚕研究室をお
き、所在地の特性をいかし、桑に対する乾ばつ試験、特性土壌の土壌改良試験および潮風害対策試験等
の研究を行う。

(７)本場および日野桑園の施設の強化改修を行うと共に事業用器械器具の強化をはかる。
２．支場関係
(１)地域的な事情に適する蚕桑技術を確立するため、地域的性格を有する試験研究を行う支場をおく。

この地域のうち関東および東海地区については本場が分担する。
(２)この試験研究を行う場所は、現在の福島、松本、綾部および熊本の４支場の施設を利用すると共に、
更に試験研究の充実をはかるため施設および機械器具を強化する。

(３)これらの支場の名称を次のように改める。
福島支場 → 東北支場
松本支場 → 中部支場
綾部支場 → 関西支場
熊本支場 → 九州支場

(４)これらの支場には庶務課の外、裁桑、養蚕、土壌肥料、病理、蚕育種の５研究室をおき、蚕種研究室
は適当な場所におく。

(５)関西支場には、現在の四国飼育所の施設を利用して四国分場をおき、庶務係の外、裁桑および養蚕の
２研究室をおく。

(６)九州支場には、現在の山川飼育所の規模を縮小して試験地とし、桑の萎縮病に関する試験を行う。
３．原蚕種製造所関係
(１)蚕種製造の適地には、原蚕種製造所をおき、蚕種製造を行うと共に、蚕種に関する研究および蚕品種
の保存利用に関する研究を行う。

(２)原蚕種製造所は現在の新庄および宮崎支場ならびに小淵沢飼育所の施設を利用しておく。
(３)宮崎原蚕種製造所に蚕品種増殖のため屋久島分場をおく。屋久島分場は現在の山川飼育所屋久島分場
の施設を利用する。

４．製糸試験所関係
現在の岡谷製糸試験所の整備強化をはかる。

５．支場および飼育所の廃止
新庄、前橋、武豊、明石、宮崎の各支場および四国、山川、小淵沢の各飼育所は廃止する。
ただし、新庄支場は、新庄原蚕種製造所、前橋支場は養蚕部、武豊支場は本場附属武豊試験地、宮崎

支場は宮崎原蚕種製造所、四国飼育所は関西支場四国分場、山川飼育所は九州支場山川試験地、小淵沢
飼育所は小淵沢原蚕種製造所として全部又は一部の施設を利用する。

６．施設の整理
明石支場の施設の全部、武豊支場および山川飼育所の施設の大部分は整理する。

７．定員の配置換え
定員は現状のままとし、この範囲内で人員の配置換えを行う。

８．実施時期
昭和33年10月１日とする。
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図27 蚕糸試験場の日野庁舎

以上の結果、昭和33（1958）年10月時点の組織は下記のとおりであった。
蚕糸試験場

技術連絡室（図書標本科、連絡第１科、連絡第２科）
総務部（庶務課、会計課、用度課、日野分室、前橋分室）
裁桑部（桑生理生態（日野 、桑遺伝、桑繁殖、栽培第１（日野 、栽培第２（前橋 、栽培第） ） ）

３（武豊試験地 、桑育種第１、桑育種第２（小千谷 、桑災害（日野）） ）
生理部（蚕形態、蚕生態、栄養生理、絹分泌生理、蚕遺伝、蚕卵第１、蚕卵第２）
育種部（蚕品種特性（日野 、蚕育種法第１（日野 、蚕育種法第２（日野 、蚕品種改良（日） ） ）

野 、原蚕種））
養蚕部（飼育法第１、飼育法第２、飼育法第３、飼育環境、養蚕経営）
（前橋）
病理部（桑病、微粒子病、軟化病、硬化病、蚕ビールス病、害虫）
製糸部（原料繭、煮繭、繰糸、特殊生糸、製糸用水、製糸機械、繭検定）
絹繊維部（機織、精練、染色、加工、絹糸物理、製品）
化学部（土壌、肥料、桑化学、蚕化学、絹糸化学、副産物利用、アイソトープ）
東北支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種改良、土壌肥料、病理）
（飯坂）
中部支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種改良、土壌肥料、病理）
（松本）
関西支場（庶務課、裁桑第１、裁桑第２（四国試験地 、養蚕、蚕品種改良、土壌肥）
（綾部） 料、病理）
九州支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種改良、土壌肥料、病理）
（熊本） 山川試験地
新庄原蚕種製造所（庶務課、蚕種、蚕品種特性、原蚕種）
（新庄）
小淵沢原蚕種製造所（庶務課、蚕種、蚕品種特性、原蚕種）
（小淵沢）
宮崎原蚕種製造所（庶務課、蚕種、蚕品種特性、原蚕種）
（宮崎） 屋久島
岡谷製糸試験所（庶務課、原料繭、煮繭、繰糸、仕上）
（岡谷）

(２)昭和35年の組織改正
（ ） 「 」 、 、昭和35 1960 年度に行われた 蚕糸試験場整備強化 によって 昭和33年新設の技術連絡室
、 、 、 、 、養蚕部 絹繊維部を強化する 33年度整備した支場 場所を強化する 武豊試験地を日野に移す

四国試験地、山川試験地を廃止することとなった。その結果、武豊支場（蚕糸試験場裁桑部栽培
第３研究室）の業務は、すべて日野桑園に移され、土地、建物その他の大部分は東海近畿農業試



- -63

験場栽培第二部に移管された。また、九州支場病理研究室山川分室（山川試験地）は九州支場病
理研究室に統合された。これらの整備は36年３月末までに完了した。

図28 蚕糸試験場九州支場（昭和40年に市内から植木町に移転：農林省告示第570号による）

(３)昭和43年の組織改正
昭和43（1968）年４月16日付農林省告示第20号で、昭和36年12月１日農林省告示第1357号（農

林省の本省の試験研究機関の支場又は支所の名称及び位置を定める件）の一部改正が認められた
ことから、同日付けで原蚕種製造所の名称変更をはじめとする「蚕糸試験場の事務分掌及び組織
の細目の一部改正」が行われた。
主要な改正点を次に記す。

○技術連絡室を企画連絡室に改める
○栽桑部栽培第２研究室（前橋)を廃止し、栽培第１研究室（日野)を栽培研究室とする
○育種部蚕品種特性研究室（日野）を蚕育種法第１研究室とし、蚕育種法第１研究室を蚕育種法第２研究
室に、蚕育種法第２研究室を蚕育種法第３研究室とする

○養蚕部（前橋）飼育法第３研究室を機械化第１研究室および機械化第２研究室とする
○製糸部原料繭研究室を繭質研究室に、煮繭研究室を工程制御研究室に、繰糸研究室を品質管理研究室と
する

○新庄原蚕種製造所を新庄原蚕種試験所に改める
○小淵沢原蚕種製造所を小淵沢原蚕種試験所と改め、同所の蚕種研究室を蚕品種特性第１研究所に、蚕品
種特性研究室を蚕品種特性第２研究室に、原蚕種研究室を蚕品種特性第３研究室とする

○宮崎原蚕種製造所を宮崎原蚕種試験所と改め、同所の蚕種研究室を原蚕飼育研究室に、蚕品種特性研究
室を蚕種製造研究室とする

○岡谷製糸試験所の煮繭研究室を廃止し、仕上研究室を仕上研究室と製糸総合技術研究室とする

この時の主な改正理由について、蚕糸試験場が提出した理由書には次のように記されている。

43.4.1 蚕糸試験場改正理由書
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１．原蚕種製造所関係
現在蚕糸試験場は原蚕種製造の適地３カ所に原蚕種製造所を置き、それぞれ蚕種の保護取扱い、蚕品種

の保存利用、原蚕の飼育に関する研究および調査並びに原蚕種の製造および配布を行っているが、こんご
業務の効率的推進をはかるためには、現状をもってはこれに即しない面が生じてきたので、この際研究体
制の整備強化をはかり、任務遂行に万全を期したい。
なおこれらの試験研究は、以前は都府県蚕業試験場および会社等民間研究所においても実施されていた

が、最近はほとんど国の試験研究に依存している情況であり、当場が強力に推進する以外に方途がない。
その理由と強化の方針を具体的に記せばおおむね次のとおりである。

(１)試験研究の推進すべき方向を考慮し、重点的に目標を定め、現在の３原蚕種製造所で分担実施してい
る試験研究を再編成し、研究効率の向上を期待したい。
そのため蚕種の保護取扱いの研究については新庄において行ない、原蚕の飼育技術および蚕種製造技

術に関する機械化を主体とした省力技術の開発研究については宮崎において行なうこととし、両原蚕種
製造所の名称を実態に即して改める。
これに関連して、育種部においては、蚕の品種改良をいっそう推進するため、蚕品種特性研究室の業

務を新庄に移管するほか、機械化等による育種方法の能率化、交雑組合せ効果の拡大方法等についての
研究を強化するとともに、基礎品種の改良の研究を新たに加えることとする。

(２)原蚕種の製造および配布については、農林省の指定している品種約80種を取り扱うが、それらは飼育
特性がそれぞれ異なるのみならず蚕種の製造時期、蚕種の越年形式、配布時期等が異なるので、寒冷地
および暖地の２カ所において実施することが絶対に必要であるので、新庄および宮崎において、効率的
に分担実施することとする。
なおこの業務は、蚕糸業に対する責任が大きいので、蚕病および災害の発生に対する危険分散上の見

地においても２カ所に分けて運営することが必要である。
また、原蚕種製造にあたっては、微粒子病およびカイコノウジバエ等の病虫害について厳重な防除が

必要であり、そのため桑園は隔離されているか、河川に近い通風の良好な場所にあることを要し、新庄
および宮崎の当場桑園はこの条件に適合するものである。

(３)当場創立以来世界各地から収集し、蚕の品種改良および蚕糸科学の進歩発展に大きな貢献のあった約6
00種の保存蚕品種は現在では当場以外に求めることはできず、３原蚕種製造所の蚕品種特性研究室でそ
れぞれ系統保持を行なっているほか、事実上一部は本、支場においても保存にあたっている現状にかん
がみ、今回系統保持およびその特性についての調査研究を１カ所に集中し適正かつ円滑に運営するよう
にしたい。
よって蚕品種の系統保持と特性利用に関する研究を小淵沢１カ所に集中実施し、その成果を効果的に

品種改良へ反映させるものとし小淵沢原蚕種製造所の名称を実態に即して改める。
２．養蚕部関係
今後の農業動向に対応して、養蚕経営においては、桑園の集団化、養蚕の協業化が積極的に推進される

等規模拡大の情勢にあるので、これに伴う生産効率を高めるために栽桑、育蚕およびこれらの前提となる
病虫害の防除法をあわせ経営的視点からの総合的技術体系を早急に確立することが必要である。そのため
当場においては養蚕部を中心に昭和36年から養蚕機械化の研究を実施してきたが、さらに研究室相互の連
携を深めて効率的に推進するため、栽桑の機械化研究については栽桑部の栽培第２研究室を機械化第１研

、 、究室に改めて養蚕部に移管し 育蚕の機械化研究については飼育法第３研究室を機械化第２研究室に改め
もって研究体制の整備強化をはかる。

３．製糸部及び岡谷製糸試験所
製糸技術の発展をみると、座繰機から多条繰糸機を経て、自動繰糸機中心の現在に至るまで、順次機械

化の度合が高くなり、これに伴って生産設備が大型化してきた。こんごはさらに生産工程の各段階におけ
る機械の自動化を進めるため、機械の性能が精密になることが要請される。
他方、作業技術は個人によって工程の全部が一貫して行われることはなくなったため、作業従事者各個

人の熟練に依存する程度は減少し、集団としての作業体系が主体になっている。したがって各工程の技術
が相互に影響し合うので、総合した技術は工場単位に一貫した体系となるであろう。
製糸に関する研究の基本的方向は、上記の技術発展の動向に対応したものでなければならない。したが

って研究をその手法によって細分して行なう分析的研究と、その成果をもとにして技術の組立を行なう総
合的研究の２つの群に大別して実施することが適切である。
分析的研究は組織機能の観点から製糸部に担当させ、総合的研究は大量の繰糸を必要とするので、岡谷

製糸試験所の立地条件の有利性に着目し、同所に必要な施設を整備して実施させる。
以上の理由により、事務分掌及び組織の細目を改める。

その結果、昭和43（1968）年時点の研究所体制は下記の通りとなった。
蚕糸試験場

企画連絡室（企画科、連絡第１科、連絡第２科、資料課）
総務部（庶務課、会計課、用度課、日野分室、前橋分室、小千谷分室）
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裁桑部（桑生理、桑生態（日野 、桑遺伝、桑繁殖、栽培（日野 、桑育種第１、桑育種第２） ）
（小千谷）桑災害（日野）

生理部（蚕形態、蚕生態、栄養生理、絹分泌生理、蚕遺伝、蚕卵第１、蚕卵第２）
育種部（蚕育種法第１（日野 、蚕育種法第２（日野）蚕育種法第３（日野 、蚕品種改良（日） ）

野 、原蚕種））
養蚕部（飼育法第１、飼育法第２、機械化第１、機械化第２、飼育環境、養蚕経営）
（前橋）
病理部（桑病、微粒子病、軟化病、硬化病、蚕ビールス病、害虫）
製糸部（繭質、工程制御、品質管理、特殊生糸、製糸用水、製糸機械、繭検定）
絹繊維部（機織、精練、染色、加工、絹糸物理、製品）
化学部（土壌、肥料、桑化学、蚕化学、絹糸化学、副産物利用、アイソトープ）
東北支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種改良、土壌肥料、病理）
（飯坂）
中部支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種改良、土壌肥料、病理）
（松本）
関西支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種改良、土壌肥料、病理）
（綾部）
九州支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種改良、土壌肥料、病理）
（熊本）
新庄原蚕種試験所（庶務課、蚕種、蚕品種特性、原蚕種）
（新庄）
小淵沢原蚕種試験所（庶務課、蚕品種特性第１、蚕品種特性第２、蚕品種特性第３）
（小淵沢）
宮崎原蚕種試験所（庶務課、原蚕飼育、蚕種製造、原蚕種）
（宮崎）
岡谷製糸試験所（庶務課、原料繭、繰糸、仕上、製糸総合技術）
（岡谷）

(４)昭和47年の組織改正
昭和47（1972）年４月付で、病理部に農薬残留研究室が、東北支場に人工飼料育研究室が設置

されると共に 小淵沢原蚕種試験所を廃止して 育種部蚕品種保存研究室とすることとなった 下、 、 （
図 。）

育種部（蚕育種法第１（日野 、蚕育種法第２（日野）蚕育種法第３（日野 、蚕品種改良（日） ）
野 、原蚕種、蚕品種保存））

病理部（桑病、微粒子病、軟化病、硬化病、蚕ビールス病、害虫、農薬残留）
東北支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種改良、土壌肥料、病理、人工飼料育）

組織改正の要求理由書には次のように書かれている。

病理部に農薬残留研究室を設置する理由
一般に農薬は各種作物の病害虫防除に用いられるが、養蚕部門においては、蚕の安全性を確保するなか

で、それを適切に使用しなければならない。また、桑および繭の安定多収を常に維持するために蚕桑の各
種病害虫防除に関する研究はきわめて重要であり、当場においても、この分野の試験研究を病理部が分担
実施している。
しかしながら、蚕桑病害虫防除に用いる各種農薬、すなわち、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、蚕体および蚕

座消毒剤等が、桑－蚕生態系の中で、どのように循環し、これが如何なる形において残留、移動、蓄積し
て蚕へ影響をおよぼすかについて知られていない。しかし、これらの点を明確にすることは、農薬の蚕へ
の安全使用を確立するためにきわめて重要である。
さらに最近問題になりつつある農薬汚染、田畑の桑園への転換についても、土壌残留農薬が桑樹を経て

、 。蚕体へ入ることは容易に想定される問題で 桑園造成上ここにおいても残留農薬の毒性解析が必要である
したがって、当場において従来から脱落しており、他の部門における研究では、補強されないこの分野

の研究を推進するために、農薬残留研究室を設置したい。

東北支場に人工飼料育研究室を設置する理由
蚕糸試験場において人工飼料に関する研究を開始して10年以上を経過したが、この間主として生理部お

よび化学部を中心に人工飼料に関する基礎的研究が実施され、蚕の栄養に関する知見が一段と深められ、
同時に人工飼料の組成改善が進み、桑葉粉末を含むあるいは含まない人工飼料による小規模な飼育では桑
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葉育に比べほとんど遜色のない飼育成績を収めうるまでに至った。
しかしながら人工飼料による蚕の飼育において規模を拡大しようとする場合に飼料調製と蚕飼育の両面

における機械化が不可欠であり、大量育におけるいくつかの技術的隘路を解決することを目的に昭和44年
度より３ヵ年に亘り、農林水産技術会議の振興費による新技術開発特別課題として人工飼料による蚕の大
量飼育に関する研究が生理部、化学部および東北支場において実施された。
この研究の進展に伴い、45年度予算で東北支場の第５蚕室の改修を行い、桑葉乾燥室兼飼料粉砕室、飼

料調整室、飼料貯蔵室、稚蚕飼育室、壮蚕飼育室、上蔟室および機械室を完成した。
東北支場においては、46年度中において数回にわたり、大量育（稚蚕期10万頭、壮蚕期２万頭）を実施

し、飼育環境の解明、作業能率の向上、作柄の安定などに関する試験を実施してきた。
人工飼料に関する研究の進展に伴い、今後人工飼料育を大量に実施し、その作業体系の組み立てを効率

的に推進するため東北支場に新たに人工飼料育研究室を設置したい。

図29 蚕糸試験場（杉並区高円寺）

４．筑波研究学園都市への移転
(１)筑波研究学園都市建設構想
筑波研究学園都市建設構想の発端は、昭和30年代以降における経済の高度成長により都市への

人口の過度集中、特に首都への人口の過度集中回避のための官庁集団移転の検討から始まってい
る。即ち、昭和36年９月の閣議において「首都への人口の過度集中の防止に資するため各種防止
対策の強化を図るべきであるが、まず、機能上必ずしも東京都の既成市街地に置くことを要しな

（ ） 」い官庁 付属機関および国立の学校を含む の集団移転について速やかに具体的方策を検討する
旨の決定が行われ、移転官庁として試験研究機関を主とした検討が始められた。
また、科学技術会議も、総理大臣の諮問「国立試験研究機関を刷新充実するための方策につい

て」に対する答申の中で「国の試験研究機関の過半数は東京及びその周辺に分散配置されている
が、これら研究機関の敷地は狭く、また東京の過密化が進むに従って騒音、振動、大気汚染、水
不足、交通難等研究環境の悪化が著しく研究に大きな障害を来しており、従って、研究環境の改
善、施設整備の共同利用、共同研究の円滑化、人的交流の活発化等により試験研究を効率的に推
進するため、過大都市を離れた地域に国立試験研究機関を集中的に移転させる必要がある」と述
べている。
こうした背景のもとに、昭和38年９月10日の閣議において、新官庁都市として研究学園都市を

建設することとし、①建設地を筑波とする、②計画規模は概ね4,000 を予定する、③用地の取ha

得造成は日本住宅公団に行わせること、が了承された。その後約１年間の各省、地元との折衝、
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協議を受けて、昭和39年12月25日の閣議において、首都圏整備委員会委員長を本部長とし、関係
各省事務次官を委員とする「研究・学園都市建設推進本部」の設置が決定された。推進本部の各
部会の検討をふまえ、昭和42年９月５日の閣議において、農林省関係13機関を含む36機関の移転
予定機関が了解された。

(２)農林省における検討
農林省は、東京都に所在する農業技術研究所、蚕糸試験場、林業試験場の試験研究環境が年々

、 、悪化していること これら試験研究機関の一部が東京都下および近県に分散していること等から
昭和35年に、これらの機関を適地に移転し、分散している試験研究施設を集中して農林研究セン
ターを建設する構想をたて、上記の筑波研究・学園都市建設構想とは別に検討を始めていた。同
様に別途移転計画を検討していた通産省と、農林省とに対して首都圏整備委員会から、移転計画
の統合の申し入れがあったことを受けて、昭和38年４月、農林省は、①先述の３機関に限らず総

、 、 、合的農林研究センターの建設が可能であること ②研究環境 生活環境が十分に整備されること
③政府の総合的事業として強力に推進されることが可能であるとの判断から、この申し入れに応
じることを回答した。
農林省では、昭和39年８月16日付で技術会議事務局に「農林研究センター建設準備室」を設置

。 、 、して検討を開始した 技術会議では 14機関の移転という重要な事業を遺漏なく推進できるよう
昭和40年11月25日付で、技術会議会長、委員、専門委員の外18名の学識経験者をもって「農林研
究センター建設専門委員会」を設置し、農林研究センターにおける試験研究機関の配置、整備す
べき共同施設、試験研究機関の管理体制等について調査審議することとした。その後の検討の中
で、農林研究センターという名称より「農林研究団地」という呼称が適切であるとされた。昭和
42年６月１日には 「農林研究センター建設準備室」を発展的に解消し 「施設計画室」が省令、 、
上の組織として設置された。
昭和43年に農林研究団地の位置が決定されると、昭和44年12月２日にその建設予定地の７号団

地に農林省関係13機関の現地窓口として圃場管理所（職員２名駐在）が設置され、46年から防風
林の造成管理を行うなど、建設が開始された。技術会議事務局では、建設計画の基本的事項をと
りまとめ、昭和46年７月10日に移転機関場所長会議を開催し、移転機関11機関に提示し各機関か
らの同意の回答を得た。
最終的に移転機関は、農業技術研究所、農事試験場、畜産試験場、園芸試験場、農業土木試験

場、蚕糸試験場、家畜衛生試験場、食糧研究所、植物ウイルス研究所、熱帯農業研究センター、
林業試験場の11機関となった（当初、計画していた東海区水産研究所、淡水区水産研究所、水産
庁漁船研究室は除外し、昭和45年新設された熱帯農業研究センターを新たに追加したため 。）

(３)蚕糸試験場における検討
蚕糸試験場においては これらの動きの中で 昭和45年11月に場長の諮問機関として場内に 蚕、 、 「

糸試験場基本問題検討委員会」を設置し、以下のような趣旨で検討を行い、検討結果を取りまと
め昭和47年11月に次のような内容の「蚕糸試験場の将来構想」として公表された。

作成の趣旨
、 、生糸は横浜開港以来 わが国の輸出貿易の最重要物資として近代日本の国勢伸長に大きな役割を果たし

また、その試験研究部門を担当する当場も都府県蚕試および民間試験研究機関とともによくその使命を果
たしてきたといえよう。しかし近年において、わが国の産業構造は著しく変容を遂げ、輸出の伸張は、そ
の大半が重化学工業によるものとなっている。一方、国内の生糸需要は伸びつつあるにもかかわらず、繭
生産は停滞し減少の懸念さえあり、生糸輸出は零に等しく、昭和41年以来、生糸・絹織物の輸入は激増し
ている現状である。そのため 、わが国の蚕糸業の使命は終わったとし、その試験研究を担当する当場に対、
してもその機構組織を過大視する批判が少なくない。また、農林水産技術会議においても激動するわが国
の農業事情に対応するため、傘下の試験研究機関全般を対象とした組織体制の再検討が開始されている。
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蚕糸試験場の現状は政府の国家公務員定員削減措置のしわ寄せを受け、この５年間に定員は約100名減じ
ており、また人員配置は必ずしも円滑とはいえず、研究室機能を十分果たしない研究室も散見されるにい
たり、また、戦後の昭和20年代において毎年大幅な採用が行なわれた結果の影響が、その後の級別定数の
設定とも関連し、今日職変問題および研３・研２昇格問題として、深刻化している。さらに準行中の筑波
における研究学園都市の建設に伴う問題点も少なくない。
このような背景のもとに、将来における当場のあり方を試験研究推進の立場から十分検討しておくこと

は今後の場の組織確立、試験研究の遂行および運営にきわめて重要である。
場は将来計画を作成するため昭和45年11月場長の諮問機関として場内に基本問題検討委員会を設け場の

基本にかかわる事項について諮問を行ない得られた答申に対し全職員の意見を求めた この 答申 と 意。 「 」 「
見」をもとにして将来構想（案）を作成し、これを全場員に配付し修正意見を求めた。また、この間、第
２次基本問題検討委員会を発足させ、新たに８項目について諮問を行ない答申を得た。この構想は将来構
想（案）に上記「答申」と「修正意見」を加えて定稿としたものである。
場は本構想に基づき部支場所長会議、部長会議、室長会議等場組織により将来計画を樹立するものとす

る。
○
目次

作成の趣旨 付．蚕糸に関する技術および研究の国際交流お
Ⅰ．日本農業の展望 よび協力
１．日本農業の動向 ５．今後当場が実施すべき試験研究問題と他試験
２．日本農業の将来 研究機関との連けい

Ⅱ．日本蚕糸業の展望 Ⅳ．当場における組織体制の現状と問題点
１．絹の将来性 １．研究体制に関する現状と問題点
２．世界における生糸の生産および消費 ２．職員構成における現状と問題点
(１)中国 ３．その他の問題点
(２)韓国 Ⅴ．当場の運営のあり方
(３)ヨーロッパ５か国 １．運営の方針
(４)アメリカ ２．研究室制度と共同研究
(５)その他の国 (１)研究室の役割と機能
３．日本の蚕糸業の現状と将来 (２)研究領域の分担と共同
(１)蚕種製造業 (３)共同研究について
(２)養蚕業 ３．運営上の具体的な問題点
(３)製糸業 (１)職員の教育
(４)絹加工業 (２)評価のあり方
付．開発途上国に対する技術援助 (３)討議の場

Ⅲ．研究の進め方 (４)研究費の配分
１．蚕糸技術研究の方向 (５)研究支援部門と研究部門との関連性
(１)技術と科学 (６)その他
(２)蚕糸技術と研究の推移 Ⅵ．当場における職員の待遇問題
(３)蚕糸技術研究に対する行政、業界からの １．国家公務員の賃金

要望 ２．職階給与体系における問題点
(４)蚕糸技術研究の反省と今後のあり方 ３．処遇における差別の問題
(５)今後の蚕系技術および研究 ４．その他の問題
２．国立研究機関としての当場が果たすべき役割 Ⅶ．当場における研究環境ならびに生活環境
(１)研究領域 １．研究の場における間題点
(２)研究以外の業務 ２．立地条件における問題点
(３)本支場制 ３．施設の現状と問題点
(４)地域農試、蚕糸関係公立研究機関との関係 (１)施設の現状
(５)その他の研究機関との関係 (２)施設改善の考え方
３．当場における技術研究の進め方 ４．住宅についての問題点
４．当場の研究推進方向 (１)住宅の現状と問題点
(１)当場の研究目標 (２)今後の対策
(２)重点指向すべき研究分野

このような検討を行っている最中の昭和46年８月10日に、昭和47年度予算要求にあたっての蚕
糸試験場の筑波移転の意志決定を迫られたことから、試験場としては移転に伴う諸条件の明確化
を要望しながらも、筑波移転を了承した。
昭和49年10月８日に場長の諮問機関として圃場委員会を設置し、①圃場管理の望ましいあり方

、 。とその実現のための方策 ②当面する圃場の共同管理を円滑に進めるために必要な事項を諮問し
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昭和50年４月17日には筑波委員会を設置し、①農林研究団地における蚕糸試験場の建設計画の基
本に関する事項、②農林研究団地における蚕糸試験場の建設計画を検討するために必要な方策な
どを諮問した。両委員会の検討の結果、両委員会名で「筑波問題をめぐる当面の情勢と公聴会に
ついて」が建議され、昭和50年８月４日に公聴会が開催された。
蚕糸試験場では、昭和51年５月企画連絡室内に「筑波準備室」を設置し、各種の連絡調整に当

。 、 、たらせることとした 移転に伴う試験研究の中断を避けるため 圃場造成を先行させることとし
昭和51年４月筑波現地で４名を採用し、昭和52年10月１日先発移転者２名とで「筑波分室」を開
設し、桑の植え付け作業を実施した。
桑の圃場も成長し始めた昭和54年４月１日桑の研究者を中心に先発移転し、施設がほぼ完成し

た昭和55年１月１日、杉並の残務整理を担当する職員を除く全体の移転を行い、蚕糸試験場の筑
波移転が概ね完了した。
※蚕糸試験場の筑波への移転は、本場の他に、養蚕部（前橋市）と日野桑園（日野市）を対象として行われた。

養蚕部の所在地は、群馬県前橋市昭和町３丁目36－41で、群馬大学付属病院に隣接したところにあった。敷
地は庁舎と第３桑園（関根 、第４桑園（敷島）の３ヵ所に分かれており総面積約9.2 であった。養蚕部の） ha
本館は、明治44年12月22日に前橋市岩神町（現、昭和町３丁目）に、国立原蚕種製造所前橋支所の本館（事務
棟）として建てられたもので、筑波移転に伴い、前橋市が昭和56年に国から払い下げを受け 「糸の町」前橋、
のシンボルとして後生に遺すため 「前橋市蚕糸記念館」として敷島公園バラ園内に移築し保存されている。、
玄関のエンタシス状の柱、レンガ積みの基礎、上下開閉式の窓、出入口のドアの低い位置の取っ手、避雷針の
設置、高い天井、大壁造、横箱目地板張、などの特長をもつ、明治末期の代表的な洋風木造建築物であり、昭
和56年７月10日に群馬県の指定重要文化財（記号番号 県重152号）に指定されている。
日野桑園の所在地は、東京都日野市大字日野1852で、中央線日野駅より徒歩約15分、多摩川ぞいにあった。

ha敷地は庁舎および第１桑園、第２桑園（石田 、第３桑園（谷戸上）の３ヵ所にわかれており総面積約11.2）
であった。

図30 建設中の蚕糸試験場

５．農業関係試験研究機関の見直しに伴う組織の大幅縮小（５８体制整備）
(１)行政監察結果に基づく勧告（昭和55年12月）
行政管理庁は昭和54（1979）年10月～12月、この間の農業を取り巻く情勢の変化、筑波研究学
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園都市の研究団地が概成し国の農業関係試験研究機関の半数がここで試験研究を行うこととなっ
たという情勢を踏まえて行政監察を行い、昭和55年12月に「農業技術の開発と普及に関する行政
監察結果に基づく勧告」を出し、その中で次のような勧告を行った。

(１)筑波農林研究団地の概成に伴う実施体制の見直し
①筑波移転機関のうち、農業技術研究所の経営土地利用部と農事試験場の農業経営部とについては、その
統合計画を早急に具体化すること。

②筑波農林研究団地内の畑作研究用共同利用研究施設については、その運営主体を明確にするとともに、
関係各場・所の共同利用推進体制を確立すること。
また、農事試験場については、筑波移転機関と農業試験場との仲介役的な機能を付与する等、その役

割について見直しを行うこと。
③筑波移転機関の管理業務のうち、各場・所が個別に処理している給与、営繕等の業務についても、これ
を集約化するよう検討し、事務の簡素合理化及び要員の効率的な運用を図ること。

(２)農業動向の変化に対応した試験研究体制の再編成
ア 専門試験研究機関の試験研究体制の合理化
（中略）今回、これらの専門場所について、試験研究の実施体制及び実施状況を調査した結果、蚕糸試

、 。験場等一部の専門場所については 最近における農業動向の変化と対比して次のような問題が見られた
(ア)蚕糸試験場

、 、①我が国養蚕の動向をみると 昭和54年の養蚕戸数及び桑園面積は最盛期に比べ著しく減少しているが
蚕糸試験場は、このような情勢の変化に対応して試験研究体制の縮小に努めてはいるものの、なおそ
の人員（昭和54年度末定員574人、うち研究員352人）及び支場（所）数（支場４箇所、原蚕種試験所
２箇所、合計６箇所）において、農業関係試験研究機関中最大の規模を保持している。

、 、 、また 最近における外国産生糸との競争の激化 農村からの労働力の流出等の諸情勢を背景として
桑の栽培時期に拘束されない周年養蚕技術（桑の貯蔵技術等）の確立、蚕の人工飼料育技術体系の確
立、革新的な育種法による繭増産技術の開発等蚕糸試験場に対する新技術開発の要請が強まっている
が、蚕糸試験場本場のこれらの要請への対応は必ずしも十分とはいえない状況にある。
②蚕糸試験場の４支場（東北、中部、関西及び九州の各支場）は、その所掌業務のうち、蚕の品種改良
に関する試験研究に最も重点を置いているが、一方、養蚕農家が使用する普通蚕種について、昭和53
年における蚕種製造業者の製造状況をみると、年間総製造数量の大半が製糸業者等民間業者の育成し
た蚕品種の製造数量によって占められており、これらの支場が育成した蚕品種の製造数量は極めて少
ない。
③蚕糸試験場の２原蚕種試験所（新庄及び宮崎の各試験所）は、その所掌業務のうち、養蚕農家が使用
する普通蚕種の原原蚕種の製造に２箇所合計で最も多くの人員を配置しているが、蚕糸試験場が育成
した蚕品種は養蚕農家段階であまり使用されていないこともあって、昭和53年度におけるこれら２箇
所合計の製造数量は、最盛期の約３分１に減少している。しかも、これら２箇所合計製造数量を蚕品
種別に分けてみると、その半分以上が製糸業者等民間業者の育成した蚕品種（製糸業者等民間業者も
原原蚕種を製造しているもの）によって占められており、蚕糸業法（昭和20年法律第57号）上、蚕糸
試験場でしか製造することができない蚕品種（場内で育成したもの）は比較的少ない （中略）。
専門場所が行う試験研究を効率的に推進するためには、農業動向の変化に即応して試験研究体制の見直

しを行い、相対的に必要度が低下した研究部門を整理統合し、新しい研究需要に対応するための試験研究
体制に再編整備することが重要であるので、農林水産省は、次の措置を講ずる必要がある。

、 、 （ ） 、①蚕糸試験場については 最近における養蚕の動向に即応して その支場 所 を整理統合するとともに
新技術開発の要請に対応するため試験研究の重点を明確化し、本場、支場（所）を通じてその試験研究
体制を一層縮小するよう検討すること （後略）。

(２)農業研究センターの設置
このような状況の中で、農林水産技術会議は昭和55（1980）年１月22日に、農林研究団地を中

心に農業関係の試験研究体制についての見直しを行い、その再編整備について検討することを決
定した。その主な検討事項は、①筑波農林研究団地において、地域農業の再編成に必要な土地利
用型農業についての技術の体系化および総合化を行うとともに、各地域における農業試験場と筑
波団地における試験研究機関との結節点的な役割を持つ新研究センターの設立、②農業経営研究
を強化するため、筑波団地の試験研究機関等にある農業経営研究勢力を新研究センターに集中整
備するとともに、各地域の農業試験場の農業経営研究部門を強化する、③最近の科学技術の進展
状況に対応して共通基礎研究を強化するため、農業技術研究所等の組織について検討する、とい
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うものであった。
この方針に従って検討が加えられた結果 「農業研究センター」の設置が行われたが、農林水、

産技術会議は、昭和56年９月８日、先行的・基盤的試験研究体制の整備について、農業技術研究
所のあり方だけにとどまらず、植物ウイルス研究所等を含む関連試験研究体制全体を見直し、今

。 、 、後のあり方を検討することを決定した 検討すべき事項は ①農業生産に係わる生物資源に関し
新資源の探索・作出、物質生産の効率的制御等によるその生産機能の飛躍的向上を図るための先
行的・基盤的試験研究を行う体制について、②農業に係わる環境に関し、物質・エネルギーの循
環と収支、農業の持つ環境保全的機能等の解明によりその制御・保全等を図るための先行的・基
盤的試験研究を行う体制について、とされた。

(３)農業生物資源研究所および農業環境技術研究所の設置と蚕糸試験場の大幅縮小
農林水産技術会議事務局に設置された農業関係試験研究体制検討会の検討結果を受けて、農林

水産技術会議事務局は、昭和58年度組織定員要求案を作成し、関係方面との折衝の結果、昭和58
（1983）年１月に「画期的新形質を備えた新作物の作出等に関する基礎的調査研究を行う農業生
物資源研究所及び土壌、水等農作物等の生育環境の総合的な管理保全技術の開発等に関する基礎
的調査研究を行う農業環境技術研究所を設置する 「新研究機関の設置に伴い、農業技術研究所」
及び植物ウイルス研究所を廃止するとともに、蚕糸業をめぐる諸情勢の変化に対応して、蚕糸試
験場を組織、定員ともに大幅に縮小改組（９部１室６支場523人→５部１室１支場261人）する」
ことを決定した。
農林水産省設置法の一部を改正する法律案は、農業技術研究所および植物ウイルス研究所の廃

止と二つの新研究所を設立することを内容として、昭和58年１月28日閣議決定ののち、第98回国
会に上程され 衆参両院において賛成多数で可決成立し 法律第27号 ５月４日公布された 施、 （ ）、 （
行日昭和58年12月１日 。）

(４)蚕糸試験場の新体制
省令第49号で農林水産省組織規程改正が行われた結果、東北支場は東北農業試験場に統合され

て東北農試畑作利用部となり、関西支場は中国農業試験場に統合されて中国農試畑地利用部とな
り、九州支場は九州農業試験場に統合されて作物第二部裁桑研究室、同養蚕研究室、環境第一部

、 、 。病害第３研究室 環境第二部作物栄養研究室 草地部機械作業研究室にそれぞれ振り替えられた
新庄原蚕種試験所は廃止され、蚕糸試験場蚕育種部原蚕種第一研究室および農業生物資源研究所
遺伝資源部保存法第二研究室に改組され、宮崎原蚕種試験所は廃止され、蚕糸試験場蚕育種部原
蚕種第２研究室および農業生物資源研究所遺伝資源部分類評価研究室に改組された。
以上の結果、昭和58年12月以降の蚕糸試験場の組織は下記のとおりとなった。

蚕糸試験場
企画連絡室（企画科、連絡科、資料課、業務科）
総務部（庶務課、会計課、小千谷総務分室、小淵沢総務分室、新庄総務分室、宮崎総務分室）
栽培部（桑育種法、桑育種第１、桑育種第２（小千谷 、土壌、桑栄養、桑生理、栽培、桑病）

害、桑虫害）
蚕育種部（蚕遺伝、蚕育種第１、蚕育種第２、蚕種第１、蚕種第２、蚕種製造、蚕品種保存

（小淵沢 、原蚕種第１（新庄 、原蚕種第２（宮崎 ）） ） ）
養蚕部（蚕生理第１、蚕生理第２、養蚕第１、養蚕第２、人工飼料第１、人工飼料第２、蚕

病第１、蚕病第２）
加工利用部（繭質評価法、製糸自動化、製糸生産管理、絹糸特性、衣料素材、化学加工、利

用開発）
松本支場（庶務課、裁桑、養蚕、蚕品種改良第１、蚕品種改良第２）

製糸試験部（庶務係、会計係、原料繭、新形質生糸、製糸技術）
（岡谷）

昭和59（1984）年に国家行政組織法が改正になり（昭和58年法律第77号 、施設等機関は政令）
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で定めることとされたため、蚕糸試験場の設置規定を設置法から削除し、農林水産省組織令で規
定することとされた（政令第207号農林水産省組織令改正 。）
その結果、蚕糸試験場の組織規程は次のようになった。
第99条 蚕糸試験場は、蚕糸に関する試験、分析、鑑定、調査、講習並びに原蚕種、桑
の接穂及び苗木の生産及び配布を行う機関とする

Ⅸ．蚕糸・昆虫農業技術研究所（昭和63年）
１．新たな情勢に対応する農業関係試験研究体制の見直し
昭和60年７月22日に出された臨時行政改革推進審議会の答申「行政改革の推進方策に関する答

申」は、国立試験研究機関の活性化に向け、おおむね３年以内を目途に研究機関の整理・合理化
を進め、あわせて、創造的な基礎的研究等新しいニーズに対応した重点的整備・拡充を求めた。
その際の整理・合理化の視点として、必要性の低下した機関の整理・合理化、公立・民間機関の
能力活用を前提とした整序・純化による整理・合理化、同種・類似又は相互に関連性を有する機
関の統合、小規模機関の他との統合等をあげている。
昭和61年３月28日に閣議決定された「科学技術政策大綱について」では、次の時代をはぐくむ

基礎的研究の強化、人間と調和した科学技術、積極的な国際交流・協力の促進の重要性が述べら
れている。同年11月28日に出された農政審議会報告「21世紀へ向けての農政の基本方向」の中で
は、生産性の飛躍的向上、多様化・高度化する消費需要への対応等、わが国農業及び国民生活の
豊かな未来を開く原動力としての農業技術開発に大きな期待が寄せられており、新しい研究領域
への展開を含む一層積極的な対応が必要であるとされた。
このような情況の中で、昭和62年１月20日開催された農林水産技術会議は、下記のメンバーに

よる「新たな情勢に対応する農業関係試験研究体制の検討について」委員会を設置して研究組織
のあり方を検討することを決めた。

農業関係試験研究体制検討会委員名簿
座長：石倉 秀次 農林水産技術会議委員

岡田 益吉 筑波大学生物科学系教授
梶井 功 東京農工大学農学教授
川嶋 良一 農林漁業金融公庫理事
國武 正彦 住友化学工業株式会社肥料部顧問
小林 勝利 株式会社ロッテ技術顧問
小山 義夫 農政調査委員会理事
桜井 誠 全国農業協同組合中央会常務理事
中村 桂子 三菱化成生命科学研究所部長
山極 英司 国際協力事業団理事
山本 康 キリンビール株式会社専務取締役

２ “蚕糸の試験場”から“昆虫機能の研究所”へ（６３体制整備）．
農業関係試験研究体制検討会の第６次報告「新たな情勢に対応する農業関係試験研究体制の改

善方向について」は、昭和62（1987）年９月22日の農林水産技術会議において決定され、その中
で蚕糸試験場および農業土木試験場の再編、熱帯農業研究センターおよび地域農業試験場の組織
整備の方向が示された。蚕糸試験場については、蚕糸に関する研究の経験と蓄積を活用すること
によって、蚕糸に関する試験研究の一層の効率化に加えて、蚕を含む昆虫等無脊椎動物の多様な
機能を活用した技術を開発するため 「蚕糸・昆虫機能研究所（仮称 」に改組する必要がある、 ）
と次のように述べられている。

２．試験研究体制の改善方向
(１)生物機能開発のための試験研究体制の整備
ア．21世紀へ向けての革新的な農業技術の開発、即ち生産性の飛躍的向上、環境と調和した安
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全かつ高品質な食料の生産、再生可能な生物資源の有効利用等を図るためには、生物のもつ多様な
。 、機能を解明し利用する研究に期待するところが大きい 農業は生物の機能を利用する産業であるが

数千年来の農耕の歴史の中で数百万にのぼる生物種の中から人の生活に役立つ特性をもつ限られた
。 、 、生物種だけが利用されてきたにすぎない しかし 最近のバイオテクノロジーの著しい進歩に伴い

従来不可能と考えられていた類縁関係の遠い生物種間、例えば動物と植物間の形質転換さえ可能に
なり、広範な生物種の遺伝資源を農業に活用することが可能になりつつある。このため、現在の農
業で直接利用されていない生物種を含め、生物のもつ機能を基本的に解明する基礎的・先導的研究
とともに、これを利用し技術化する研究が極めて重要になってきている。
イ．植物の光合成・生理活性、微生物の発酵・分解等の生物機能の研究は、作物生産や食品加工との
関連で進められてきており、今後一層の展開と深化が期待される。家畜及び家きんについては、繁
殖・代謝生理、病理等に関連して生物機能研究が行われているが、生体防御機構の研究等について
その強化が望まれる。また、有用昆虫としての蚕及び蜜蜂並びに農業害虫の研究が進められている
、 、 、 、 、が 昆虫類を含む無脊椎動物のもつ環境適応性 物質変換機能 移動・運搬機能 感覚・交信機能
高い繁殖力等の多様な生物機能については、それらを利用するという観点からは殆ど研究のメスが
入れられていない。これらの多様な生物機能を解明し、バイオテクノロジー等の先端技術の活用に
より、従来の枠を超えた革新的な農業技術の開発とともに、新しい生物産業の展開が期待できる。
ウ．蚕糸試験場は、長い歴史を通じて、蚕一代雑種品種の開発・利用、染色体操作による雌雄
判別、人工飼料開発等の蚕糸業の発展に貢献する顕著な業績をあげるとともに、昆虫の一種である
蚕の遺伝、栄養生理、内分泌、病理等の研究でも多くの優れた研究蓄積をもっている。昆虫等の無
脊椎動物の機能を解明し農業上重要な技術の開発を図るには、このような研究蓄積とこれに貢献し
た研究勢力をもつ蚕糸試験場を活用することが最も効果的と考えられる。
従って、蚕糸に関する試験研究の一層の効率化に加えて、蚕を含む昆虫等無脊椎動物の生体情報

及び遺伝育種の研究を進め、これらの生物のもつ多様な機能を活用した技術を開発するため、蚕糸
試験場を「蚕糸・昆虫機能研究所（仮称 」に改組する必要がある。）

この農林水産技術会議の決定を受けて、約１年間の準備の後、昭和63（1988）年10月１日をも
って蚕糸試験場を廃止し、新たに蚕糸・昆虫農業技術研究所が発足した。これによって蚕糸業に
対応した業種別機関から、カイコを含めた広範囲の昆虫機能研究を行う専門研究機関に移行する
こととなった。

政令第282号（農林水産省組織令改正）
第１章本省
第３節 施設等機関（第87条～第113条）

（施設等機関）
第87条 植物防疫所、動物検疫所及び那覇植物防疫事務所のほか、本省に次の施設等機関を置く。
（蚕糸・昆虫農業技術研究所）
第99条 蚕糸・昆虫農業技術研究所は、次に掲げる事項を行う機関とする。
一 蚕糸に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習並びに原蚕種、桑の接穂及び苗木の生
産及び配布
二 前号に掲げるもののほか、昆虫その他の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験研究、審
査、分析、鑑定及び講習（畜産試験場の所掌に属するものを除く ）。

２ 農林水産大臣は、蚕糸・昆虫農業技術研究所の事務を分掌させるため、所要の地に蚕糸・昆虫農業技
術研究所の支所を設けることができる。

３ 蚕糸・昆虫農業技術研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農
林水産省令で定める。

農林水産省令第47号によって定められた内部組織、支所は下記の通りであった。
蚕糸・昆虫農業技術研究所

企画連絡室（企画科、連絡科、資料課、業務科）
総務部（庶務課、会計課、小淵沢総務分室）
遺伝育種部（遺伝素材(小淵沢)、遺伝子工学、細胞工学、適応遺伝、発生分化、育種素材化）
生体情報部（生理活性物質、代謝調節、神経生理、行動調節、増殖機構、選択情報、生体防

御、共生機構、媒介機能）
生産技術部（桑育種工学、桑育種、桑生理、栽培技術、桑病害、原蚕種製造、育蚕技術、人

工飼料、桑病害、虫害）
加工利用部（工程制御、計測技術、加工技術、衣料素材、物性評価技術、高分子素材利用、

物質変換技術）
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松本支所（庶務課、高冷地裁桑技術、養蚕技術システム、繭質育種、耐性蚕育種）
製糸試験部（庶務係、会計係、繭質評価、新形質生糸、製糸技術システム）
（岡谷）

３．内部組織の改正
(１)平成３年の組織改正
農林水産技術会議は、平成２年１月22日に「農林水産研究基本目標－国際化時代における農林

」 。 、“ 、水産研究の重点化方向－ を策定した その中では ①国際化の進展と地球環境問題の顕在化
②消費の多様性への対応、生産性の飛躍的な向上、農山漁村地域の多面的機能の向上等に対する
国民の期待の高まり、③バイオテクノロジー等先端的科学技術の進展、④農林水産研究開発への
民間の積極的な取り組み、といった農林水産業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、研究開発に課せ
られた使命を果たすために、以下の視点から研究開発に取り組むことが重要である”として５つ
の視点をあげている。それらは、①高度化・多様化する消費ニーズに対応する視点、②農林水産
業の生産性の飛躍的向上および農林水産物の新需要の創出等農林水産業の発展に寄与する新たな
生物系産業技術の展開を図る視点、③地域の個性に根ざした農林水産業の発展および農山漁村の
活性化を図る視点、④地球的視野に立って、農林水産業の持続的・安定的な発展を目指す視点、
⑤農林水産研究開発を支える基盤を強化する視点である。また、この「農林水産研究基本目標」
の中で、研究開発の効率的推進のための方策として、①産学官の連携による研究開発の効率的推
進、②国際研究交流の推進、③研究成果の効率的利用、をあげている。これを受けて、平成２年
７月18日に開催された体制検討関連場所長会議において「農業関係試験研究体制検討会報告案と
組織要求案作成の方針」が報告され、技術開発支援のための研究情報システムの整備、バイオテ
クノロジーの飛躍的発展の基盤となるゲノム解析研究、国際協力および公立・民間試験研究機関
等との研究協力等について検討がなされた。
このような背景から、平成３（1991）年度の組織定員要求の中で、企画連絡室の中に、研究交

流科、研究技術情報官、情報資料課が設置され、それに伴って加工利用部工程制御研究室と計測
技術研究室とを合併させ、計測制御研究室とした。

(２)平成６年の組織改正
平成３年９月18日から平成４年１月20日まで行われた蚕糸・昆虫農業技術研究所の二次および

三次レビューの結果を踏まえ、平成４年１月21日の第444回農林水産技術会議に提出されたレビ
ュー報告では、以下の点について検討を行い改善を図る必要がある、と指摘されている。

１．国立試験研究機関としての役割の明確化と研究の重点化
我が国の養蚕業の置かれている厳しい状況、新しい研究領域である昆虫研究に対する大きな期待に対応

していくため、蚕糸・昆虫農業技術研究所はこの分野における我が国の頂点に立つ国立試験研究機関とし
てその役割をより明確化し、研究の重点化を図り、効率的な研究の推進に努める必要がある （中略）。
なお、今後、限られた研究勢力の下で効率的な研究を推進する観点から、公立機関、民間等との分担・

協力関係を見直した上で国立機関としての役割を明確にし、思い切った研究の重点化を図るとともに特に
。近年研究体制の弱体化が進んでいる公立機関に対しては一層効果的な指導・支援を行うことが必要である

２．研究推進態勢の改善
(１)蚕糸研究については、現在、我が国の養蚕業に新しい展望を切り拓くための懸命の努力がなされてい
るところであり、蚕糸・昆虫農業技術研究所においてもこれに適切に対応すべく本所及び支所における
限られた研究勢力の中で、研究開発資源の効果的配分等により、全力をあげて取り組む必要がある。

(２)昆虫研究については新たな研究需要及び研究の重点化方向に即した研究推進態勢のあり方について検
討する必要がある （中略）。
なお、新しい研究領域である昆虫研究を効率的に進めていくためには、蚕糸研究で蓄積された豊富な

研究成果と研究資源を積極的に活用していくことが重要である。
このため、蚕糸・昆虫農業技術研究所が担当する蚕糸・昆虫研究で、相互に密接に関連する研究分野

については、両者を一体のものとして推進していく必要がある。
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平成４（1992）年度に実施された「農業技術の開発・普及」に関する行政監察調査が蚕昆研に
対しても実施され、生産技術部松本支所のあり方が指摘された。

、 。 、こうした情勢の中で 昆虫機能研究の強化を柱とした体制整備案が策定された それによると
松本支所長を昆虫機能研究官に、製糸試験部長を生産技術研究官に、加工利用部を機能利用部に
振り替えた他、生産技術部桑育種工学研究室、桑生理研究室、栽培技術研究室、育蚕技術研究室
をそれぞれ蚕栄養生理研究室、桑栽培生理研究室、天敵育種研究室、増殖工学研究室に、加工利
用部計測制御研究室、加工技術研究室をそれぞれ生体機能模倣研究室、プロセス工学研究室に、
松本支所高冷地裁桑技術研究室、養蚕技術システム研究室、繭質育種研究室、耐性蚕育種研究室
をそれぞれ廃止、養蚕技術研究チーム、蚕育種研究チーム、昆虫ゲノム研究チームに、製糸試験
部繭質評価研究室、新形質生糸研究室、製糸技術システム研究室をそれぞれ低分子素材研究室、
廃止、製糸技術研究チームに、廃止もしくは振り替えを行った。その結果、平成６（1994）年10
月１日時点での組織は次のようになった。

蚕糸・昆虫農業技術研究所
企画連絡室（企画科、研究交流科、研究技術情報官、情報資料課、業務科、昆虫ゲノム研究チー

ム）
総務部（庶務課、会計課、松本総務分室、岡谷総務分室、小淵沢総務分室）
昆虫機能研究官
遺伝育種部（遺伝素材（小淵沢 、遺伝子工学、細胞工学、適応遺伝、発生分化、育種素材化、）

天敵育種）
生体情報部（生理活性物質、代謝調節、神経生理、行動調節、増殖機構、選択情報、生体防御、

共生機構、媒介機能）
機能開発部（プロセス工学、低分子素材利用、高分子素材利用、衣料素材、物性評価技術、物質

変換技術、生体機能模倣、増殖工学）
生産技術部（生産技術研究官、桑育種、桑栽培生理、桑病害、原蚕種製造、人工飼料、蚕栄養生

理、蚕病害、虫害、蚕育種研究チーム（松本 、養蚕技術研究チーム（松本 、製糸） ）
技術研究チーム（岡谷）

(３)平成８年の組織改正
すでに述べたように、農林水産技術会議は、農業の国際化の進展に対応して、これまで、研究

の重点化と試験研究体制の整備を推進してきた。しかし、平成５（1993）年12月のガット・ウル
グァイ・ラウンド農業合意の受け入れを踏まえ、農政審議会報告「新たな国際環境に対応した農
政の基本方向 （平成６年８月）が出されるとともに、ウルグァイ・ラウンド農業合意関連政策」
が決定されるなど、農業を取り巻く情勢が大きく変化した。このため、平成７年１月に「新たな
情勢に対応した農業関係試験研究の基本方向について」を取りまとめ、中長期的な革新技術の開
発に加え、緊急に対応すべき分野に関し、研究の重点化の方向等を明らかにした。この報告を踏
まえ、平成７年２月21日の第474回農林水産技術会議において、今後の試験研究推進のあり方に
ついて検討を加えることを決めた。主な検討事項は “①地域の特色を踏まえた農業技術体系の、
確立のための研究の強化方策、②イネの機能、生理遺伝研究等基礎的・基盤的研究を集中的に実
施する研究組織の拠点的整備、③家畜生産の前プロセスを一体的に研究する組織の整備、基礎的
分野を重点的に研究する組織及び家畜衛生の研究組織の整備、④農業、農村活性化等に向けた社

、 、 、会科学系研究部門の整備 ⑤果樹 野菜・花卉分野における研究分担の明確化とそのための組織
⑥情報処理研究、電算システムの管理運営及び電子媒体を用いた情報提供の一体的運営を行うた

、 ” 。めの組織の整備 ⑦研究単位の大型化と柔軟な運営を可能にする組織の改善 の７項目であった
検討の結果、平成７年12月に出された「農業関係試験研究機関の組織定員改正の概要」の中で

蚕昆研に関係するものとしては、上席研究官の新設と研究単位の見直しがあった。

(３)効率的な研究推進のための柔軟な研究体制の確立
①上席研究官の新設

社会情勢の変化、研究ニーズの多様化に対応した機動的・総合的な研究の推進等を図るため、プロ
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ジェクトリーダーとして、研究室等を越えてスタッフを率い研究を推進するとともに、研究室等を越
「 」 、 。えた新たな研究シーズの発掘等を専門に担う 上席研究官 を 試験研究機関の研究部等に新設する

②研究単位の見直し
研究の機動性と継承性を確保し、効率的な研究の推進を図るため、研究内容に応じた研究単位（研

究室、研究チーム）の大型化を行う。

この方針に従って、遺伝育種部適応遺伝研究室を上席研究官に、生体情報部共生機構研究室と
媒介機能研究室を併せて共生媒介機能研究室と上席研究官に、機能開発部物質変換技術研究室を
上席研究官に振り替えた。

Ⅹ．独立行政法人農業生物資源研究所（平成13年）
１．独法化の背景
(１)中央省庁等改革の動き

複雑多岐にわたる行政の課題に柔軟かつ的確に対応するため必要平成８年11月21日に政府は “、
な国の行政機関の再編及び統合の推進に関する基本的かつ総合的な事項を調査審議すること”を目的

とした 行政機構を企画立案部門と「行政改革会議 （会長：橋本龍太郎内閣総理大臣）を設置し、」
実施機関とに分離（エージェンシー化）する方向について検討を開始した。その後、平成10年６月12

日に「中央省庁等改革基本法」が公布され、①国の行政機関の再編成（農林水産省の名称はそのまま

残った）並びに国の行政組織並びに事務および事業の減量、効率化、②独立行政法人制度の導入、③

試験研究機関の組織および人員の効率化および重点化の推進等が決定された（関係すると思われる箇

所を下に抜粋した 。）

（ 、 ）「 」中央省庁等改革基本法 平成10年６月12日公布 平成10年法律第103号
（目的）

第１条 この法律は、平成９年12月３日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる
内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改
革（以下「中央省庁等改革」という ）について、その基本的な理念及び方針その他の基本となる事項を。

、 、 。定めるとともに 中央省庁等改革推進本部を設置すること等により これを推進することを目的とする
（中央省庁等改革に関する基本理念）

第２条 中央省庁等改革は、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、国が本来果たすべき役割を重点的に担
い、かつ、有効に遂行するにふさわしく、国の行政組織並びに事務及び事業の運営を簡素かつ効率的な
ものとするとともに、その総合性、機動性及び透明性の向上を図り、これにより戦後の我が国の社会経
済構造の転換を促し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものと
する。
（農林水産省の編成方針）

第23条 農林水産省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
１ 食料の安定供給の確保の観点から、国、地方公共団体及び生産者の役割について、その分担の明確
化を図ること。
２ 農業生産、流通加工、農村及び中山間地域対策等における地方公共団体の役割について、その拡大
及び地方分権の徹底を図ること。
３ 消費者及び原料需要者の視点を重視すること。
４ 生産性の高い農業を実現するための農業構造の改善を推進すること。
５ 自由で効率的な農業経営の展開を可能とするための施策を推進するとともに、これに併せて生産者
の所得を補償する政策への転換について検討すること。
６ 国土及び環境の保全、景観の保全等の農林水産業のもつ多面的機能の位置付けを明確化すること。
７ 第46条に定めるところによる公共事業の見直しを行うこと。
８ 統計調査の実施において、地方公共団体及び民間の能力の大幅な活用を図ること。
９ 森林行政について、環境行政との緊密な連携を確保すること。
10 食品行政について、労働福祉省との間の責任の分担を明確化するとともに、同省との緊密な連携を
確保すること。
11 農業構造の改善に係る公共事業については、真に食料の安定供給の確保に資するものに限り、必要
やむを得ず整備するものについては、国土交通省との相互協議を通じ、同省が所管する公共事業との
整合的な実施を図ること。
12 農村及び中山間地域等の振興について、第二十八条に規定する政策調整のための制度の活用等によ
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り、他の府省の行政との総合性を確保すること。
13 動植物検疫機関について、出入国管理機関、税関及び検疫機関との密接な連携を確保すること。
（独立行政法人）

第36条 政府は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務
及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主体にゆだねた場合に
は必ずしも実施されないおそれがあるか、又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものにつ
いて、これを効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい自律性、自発性及び透明性を備えた法人（以下
「独立行政法人」という ）の制度を設けるものとする。。
（法令による規律）

第37条 政府は、独立行政法人について、その運営の基本、監督、職員の身分その他の制度の基本となる
共通の事項を定める法令を整備するものとする。
２ それぞれの独立行政法人の目的及び業務の範囲は、当該独立行政法人を設立する法令において明確
に定めるものとする。
３ それぞれの独立行政法人を所管する大臣（次条において「所管大臣」という ）が独立行政法人に対。
し監督その他の関与を行うことができる事項は、法令において定めるものに限るものとする。
（運営の基本）

第38条 独立行政法人の運営に係る制度の基本は、次に掲げるものとする。
１ 所管大臣は、３年以上５年以下の期間を定め、当該期間において当該独立行政法人が達成すべき業
務運営の効率化、国民に対して提供するサービス等の質の向上、財務内容の改善その他の業務運営に
関する目標（次号において「中期目標」という ）を設定するものとすること。。

２ 独立行政法人は、中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という ）及び中期計画の期間。
中の各事業年度の業務運営に関する計画（第七号において「年度計画」という ）を策定し、実施する。
ものとすること。
３ 独立行政法人の会計は、原則として企業会計原則によるものとするとともに、各事業年度において
生じた損益計算上の利益は、これを積み立て、法令の定めるところにより、中期計画に定められた使
途の範囲内において使用することができるものとする等弾力的かつ効率的な財務運営を行うことがで
きる仕組みとすること。
４ 国は、独立行政法人に対し、運営費の交付その他の所要の財源措置を行うものとすること。
５ 独立行政法人の業務については、その実績に関する評価の結果に基づき、業務運営の改善等所要の
措置を講ずるものとすること。

６ 独立行政法人の職員の給与その他の処遇について、当該職員の業績及び当該独立行政法人の業務の
実績が反映されるものとすること。
７ 独立行政法人は、各事業年度において、業務の概要、財務内容、中期計画及び年度計画、業務の実
績及びこれについての評価の結果、人員及び人件費の効率化に関する目標その他その組織及び業務に
関する所要の事項を公表するものとすること。
８ 所管大臣は、中期計画の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組
織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講
ずるものとすること。
（評価委員会）

第39条 独立行政法人の業務の実績に関する評価が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立
公正に行われるようにするため、府省に、当該評価の基準の作成及びこれに基づく評価等を行うための
委員会を置くとともに、総務省に、府省に置かれる委員会の実施した評価の結果に関する意見の表明、
独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃の勧告等を行う委員会を置くものとする。
（施設等機関等）

第43条 政府は、施設等機関について、国として必要なもの以外のものについては、民間若しくは地方公
共団体への移譲又は廃止を推進するほか、その必要性が認められるものについても、府省の編成に併せ
てその統合を推進するとともに、各施設等機関の性格に応じて独立行政法人への移行を検討するものと
する （中略）。
４ 政府は、国の試験研究機関について、府省の編成に対応して、次に掲げるところにより、その見直
しを行うものとする。
一 その業務を国として本来担うべき機能にふさわしいものとし、その規模を適切なものとするとと
もに、その組織及び人員の効率化及び重点化を推進すること。
二 類似の研究を行っている機関、必要以上に細分化されている小規模な機関、地域別又は業種別の
機関等その機能の見直しが求められる機関については、原則として廃止又は統合を行いつつ、国と
して総合的に取り組む必要のある重要な研究分野及び広範な行政目的に関係する横断的な研究分野
を担う中核的な機関を育成すること。
三 その活動の自律性、柔軟性及び競争性を高めることを基本とし、その管理運営の仕組みの改善及
び評価体制の確立を図るとともに、政策研究等の国が直接に実施する必要のある業務を行う機関以
外の機関は、原則として独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行うこと。

（中央省庁等改革推進本部の設置）
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第52条 中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に必要な中核的事務を集中的かつ一体的に処理
するため、内閣に、中央省庁等改革推進本部（以下「本部」という ）を置く。。
（所掌事務）

第53条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
１ 中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に関する総合調整に関すること。
２ 内閣機能の強化、国の行政機関の再編成及び独立行政法人の制度の創設に関し必要な法律案及び政
令案の立案に関すること。
３ 国の行政組織等の減量、効率化等を推進するため必要な基本的な計画の策定に関すること。

「中央省庁等改革基本法」は第43条の中で、国の試験研究機関について“①その業務は国が本
来担うべき機能にふさわしいものとすること、②その規模を適切なものとするとともに、その組
織及び人員の効率化及び重点化を推進すること、③類似の研究を行っている機関、必要以上に細
分化されている小規模な機関、地域別又は業種別の機関等については、原則として廃止又は統合
を行う、④国として総合的に取り組む必要のある重要な研究分野及び広範な行政目的に関係する
横断的な研究分野を担う中核的な機関を育成すること”等を求めている。

(２)科学技術行政改革の動き
科学技術の振興に関する施策の基本となる事項を定め、科学技術の新興に平成７年11月15日に“

、 、関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより 我が国における科学技術の水準の向上を図り

もって我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩と人類

制定された「科学技術基本法 （法律第130号）社会の持続的な発展に貢献することを目的”として 」
にしたがって、平成８年７月２日に 「科学技術基本計画」が閣議決定された。この科学技術基、
本計画は、停滞気味で閉塞感のある日本経済を科学技術の力で活性化させると共に顕在化してい

研究開発推進の基本的方向を、①活力ある豊かな国民る社会問題の解決をはかることを期待して、
生活の実現、②顕在化している地球環境、食料、エネルギー・資源等の地球規模の諸問題の解決、③

生活者ニーズ対応、安心して暮らせる憩いある潤いのある社会の構築（健康の増進や疾病の予防・克

服、災害の防止 、④物質の根源、宇宙の諸現象、生命現象の解明など、人類が共有し得る知的資産）

を目指す基礎研究、技術体系の革命的な変貌や全く新しい技術体系の出現をもたらす基礎研究、にお

き、そのために研究者等の養成・確保と研究開発システムの整備等を行おうとするものであった。

、 、中央省庁等の改革・組織再編によって 文部省と科学技術庁が統合し文部科学省が設置されること

新しく設置される内閣府に総合科学技術会議が設置されることに連動して 「科学技術基本計画」も、

また一層強力に 科学技術創造立国 をめざす方向に改正作業が進められ 平成13年４月 新しい 科“ ” 、 、 「

学技術基本計画」が決定された。

(３)農政改革の動き

一方、農林水産行政についても、政府に設置された内閣総理大臣の諮問機関である「食料・農
業・農村基本問題調査会」が、平成10年９月に答申を行い、その中で試験研究機関のあり方につ
いても次のように述べている。

第２部 具体的政策の方向
２ 我が国農業の発展可能性の追求
(６)技術の開発・普及（抜粋）

技術の開発は食料供給力の強化を図る上で重要であり、また我が国の高い技術水準・試験研究の蓄
、 、 。 、積は 我が国の農業だけではなく 世界の飢餓・食料問題の解決にも寄与するものである このため

今後の技術開発については、食料の安定供給、農業の生産力の向上、食料の安全性の確保・品質の向
上、持続的な農法への転換、国土・環境保全等食料・農業・農村に対する国民の期待と制作の展開方
向に即したものに重点を置くべきである。
また、生産現場との連携を密にすることにより、技術の積極的な普及・定着を図り、我が国全体と

しての技術水準の向上を図るべきである。
国による試験研究は、バイオテクノロジー等の基礎的・先導的な分野や種子等の遺伝資源の保存・
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活用等国全体の技術力を支える分野を中心に、行政施策の展開方向に即した分野に重点化すべきであ
る。さらに、こうした方向に沿って試験研究体制を再編するとともに、都道府県・大学・民間との連
携や国際研究協力の強化を図る必要がある。

これを受けて農林水産省では、平成10年12月に「農政改革大綱」を策定し、①農政が抱える問
題解決のために概ね10年を見通した技術開発の目標を明確化すること、②具体的達成目標を明確
にした研究戦略を策定すること、課題の重点化に対応した研究組織の再編整備を打ち出した。

（中略）農政改革大綱（平成10年12月）
Ⅶ 技術の開発・普及
農業生産力の飛躍的向上、農産物の品質・安全性の向上、担い手の確保・育成等のため、技術の開発・

普及を重点的に展開していく。このため、技術開発を充実・強化するとともに、効率的かつ効果的な事業
運営の観点も踏まえ普及事業の見直しを行う。
１．技術開発の充実・強化
(１)国全体の技術開発の目標等の策定と連携の強化
①国全体の技術開発の目標の明確化

農政が抱える諸問題に対応した効率的かつ効果的な技術開発を推進するため、国、都道府県、大
学、民間等を含めた国全体の技術開発について、概ね10年を見通した目標を明確化する。
②達成目標を明確化した研究戦略の策定と評価の推進

技術開発研究の一層の効率化、活性化を図るため、重要分野ごとに農政の課題に対応した具体的
達成目標を明確にした研究戦略を策定する。また、研究成果について達成目標に照らした評価と見
直しを行う。
③産学官、普及組織との連携強化による技術開発の活性化・効率化

国立研究機関における研究成果の実用化・早期移転、提案公募型研究の拡充・強化を図るほか、
研究体制の再編整備に当たって、産学官の共同研究を推進する仕組みを整備する。

(２)新たな農政の展開方向に即した技術開発の重点化
技術開発については、食料の安定供給の確保のための農業生産力の向上、農業の自然循環機能の

発揮等新たな農政の展開方向に即して課題を重点化する。また、それに対応し、研究体制を再編整
備する。

こうした農政改革の方向に沿う方向で、農林水産技術会議は平成11年11月に 「農林水産研究、
基本目標」を策定し、その中で “農林水産業の生産性の飛躍的向上と新たな展開を可能とする、
新産業の創出のための生命科学の深化・加速”を大きく打ち出した。

第Ⅱ章 農林水産研究の重点化方向
２ 農林水産技術の革新と創出を担う生命と環境の研究
(１)農林水産業の生産性の飛躍的向上と新たな展開を可能とする新産業の創出のための生命科学研究の
深化・加速
生命科学の知見を基礎とするバイオテクノロジーは、２１世紀の経済社会に大きな変化と進歩をもた

らすものと期待されている。農林水産業分野においても、既に、遺伝子組換え技術や家畜クローン技術
等の発達による技術革新が急速に進んでおり、今後、高品質・高収量の作物の開発や環境保全型農業技
術の開発等への貢献が期待される。また、生命科学研究は、その研究成果が新たな高付加価値産業の創
出に直結する可能性が大きく、先駆的な新産業を生み出しうる科学技術分野として、最も重視されてい
る分野の一つである。生命科学の研究開発がもたらす経済的価値については国際的にも広く認知され、
遺伝子特許等知的財産権を産み出す分野を中心に国際的な研究開発競争が激化している。
生物の持つ大きな特徴の一つである種や機能の多様性は、人類の生存や生活にとって貴重な資源であ

り、その解明や利用は、２１世紀に向けて解決しなければならない食料問題や環境問題等において解決
の鍵を握るものとして期待が寄せられている。
このため、農林水産業の生産性の飛躍的発展のための動植物の生命現象の分子生物学的解明、新たな

産業創出のための生物機能の解明と活用技術の開発並びにこれらの生命科学研究を支える遺伝資源の収
集・評価・保存、実験動植物開発等の基盤研究を推進する。
１）生産性の飛躍的向上のための動植物の生命現象の解明
ゲノム研究は画期的な作物・家畜や新たな生物資源の開発の基盤として重要である。そのため、高密

度遺伝地図・物理地図の充実とともに、イネについては全塩基配列の解読を行う。これらのゲノム情報
をもとに、イネ、ブタ、カイコ等において有用遺伝子の機能解明・単離を積極的に推進し、その成果を
活用して特許化に努める。また、タンパク質の構造生物学的解明を行い機能改変の高度化を図る。
光合成、物質代謝、共生窒素固定、発生分化、生殖、脳・神経、内分泌等基本的な生命現象、動植物
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の病害虫及び環境ストレスに対する耐性機構、共生を含めた生物間相互作用等に関し、分子、細胞・組
織、個体レベルでの解明を行い、農林水産技術の革新に繋がる基礎的知見の蓄積を図る。
２）新たな産業創出のための生物機能の解明と活用
農林水産生物の多様な機能を改変・模倣することによって、農林水産業に止まらず更に広範な産業利

用が期待される。
遺伝子の導入や効率的発現技術等の基盤技術の開発とそのための基礎研究を推進することにより、生

理活性物質等の有用物質を生産する遺伝子組換え生物の開発及び有用物質の効率的な大量生産システム
の構築を行う。その際、動植物の特異的な機能に着目し、有用遺伝子の探索・単離を進め、その活用を
図る。
動植物が生産する多様な物質及び生体構成物質を新素材資源として利用するため、物質の特性を解明

するとともに、化学修飾、機能改変による物質変換・加工技術の開発を行う。
生体機能模倣によるバイオセンサー、バイオマイクロマシン等の開発に資するため感覚器の刺激・受

容・情報変換機能や運動機能等の解明を行う。
疾病の解明や治療薬等の開発あるいは異種間臓器移植に利用可能な実験動物と疾患モデルの開発及び

生体防御機構に関わる基礎研究を行う。
微生物、植物等の環境浄化機能の評価・機構解明を進め、生物機能を活用した環境保全・修復技術の

開発を目指す。
３）生命科学研究を支える基盤研究
遺伝資源はバイオテクノロジーを利用した画期的品種育成や新作物開発等の遺伝子資源として今後ま

すます重要となる。これらの収集・評価については生物の多様性に関する条約に配慮しつつ実施する。
保存・増殖については、生息域内保存、細胞・組織の超低温保存等の 技術開発を加速する。
遺伝子の機能解明に不可欠な外来遺伝子の導入、遺伝子ノックアウト系統及び放射線等による突然変

異体の作出・保存を効率的に行う。
ゲノム研究から生みだされる膨大な情報をゲノム機能の解明、遺伝子単離に効率的に結び付けるため

に、遺伝子機能予測プログラムの開発、関連する代謝・形態等のデータベースとの統合、コンピュータ
上での生物機能解析等のバイオインフォマティクス研究を推進する。
遺伝子組換え技術については、国民の期待も大きい反面、安全性等について不安感も持たれている。

組換え体の開放利用における環境への影響評価のための研究や食品としての安全性確保に必要な知見等
の蓄積を行う。
なお、これらの研究成果を的確に農林水産業及び関連産業に結びつけていくため、多様な資金や研究

資源を導入する仕組みを活用して官民共同研究を積極的に実施するなど技術移転機能を強化する必要が
ある。

以上のような、行政改革、科学技術行政改革、農政改革といった。３つの大きな変化の必然の
結果として、独立行政法人農業生物資源研究所が設立された。

２．独立行政法人農業生物資源研究所の設立
これまでみてきたように、明治17年に蚕の微粒子病の撲滅法の開発と講習・普及を目的として

麹町区内山下町に産声をあげた蚕病試験場は その後蚕業試験場 明治20 仮試験場蚕事部 明、 （ ）、 （
治24 、蚕業試験場（明治26 、蚕業講習所（明治29 、原蚕種製造所（明治44 、蚕業試験場（大） ） ） ）
正３ 、蚕糸試験場（昭和12）とその名称を変更してきたが、一貫してわが国の蚕糸業に貢献す）
る専門場所として“蚕糸に関する試験、分析、鑑定、調査、講習並びに原蚕種、桑の接穂及び苗
木の生産及び配布を行う機関”として活動を続けてきた。しかし、昭和63年に至り、蚕糸業をめ
ぐる諸情勢の変化に対応して、蚕糸試験場は “蚕糸に関する研究の経験と蓄積を活用すること、
によって、昆虫を中心とする無脊椎動物及び関連微生物の様々な機能を解明し、これを利用した
新しい技術及び新しい昆虫利用産業を創出するとともに、蚕糸業の安定的な発展のための革新的
な技術の開発を行うための機関”として、その体制を変更することとななった。すなわち、蚕糸
業に貢献する“業種別”研究機関から、カイコをはじめとする昆虫等の機能解明・利用技術の開
発を主とする蚕糸・昆虫農業技術研究所へと大きく方向を転換させたことになる。

、 （ ） 、 （ ） 、一方 西ヶ原に設置された仮試験場農事部 明治24 は その後農事試験場 明治26 となり
農業関係の試験研究機関として活動を続けてきたが、昭和25年占領軍命令により、農業技術研究
所と地域農業試験場に再編されることとなった。その後昭和58年に、この農業技術研究所と植物
ウイルス研究所（昭和39年設立）を廃止し、さらに蚕糸試験場を大幅に縮小改組し、これらを原
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資として“生物資源及び農業環境に関する先行的・基盤的技術開発を一層効率的かつ強力に推進
する”ことを目的とした農業生物資源研究所及び農業環境技術研究所が設立された。新しく設立
された農業生物資源研究所においては、分子生物学等最新の科学技術を活用した先行的・基盤的
技術開発研究を行うこととなった。
中央省庁等改革基本法では “類似の研究を行っている機関、必要以上に細分化されている小、

規模な機関、地域別又は業種別の機関等その機能の見直しが求められる機関については、原則と
して廃止又は統合を行いつつ、国として総合的に取り組む必要のある重要な研究分野及び広範な
行政目的に関係する横断的な研究分野を担う中核的な機関を育成すること”と規定されているこ
とから、業種別試験場から専門研究所に転換していた旧蚕昆研は昆虫機能解明研究、旧生物研は
植物バイテク研究と、どちらも国が行おうとしている生命科学関係の研究を行っている、という
ことから、これら２つを統合することとなった。ここに畜産試験場でクローンや動物ゲノム研究
を行っていた研究者、家畜衛生試験場で免疫研究を行っていた研究者が合流して、昆虫、動物、
植物、微生物の生命科学研究を行う一大総合研究所＝独立行政法人農業生物資源研究所として発
足することになった。

３．独立行政法人農業生物資源研究所における研究
、 。以上の経過から 独立行政法人農業生物資源研究所における研究体制は次の図のようになった

独法生物研は、基盤研究部門、昆虫・動物生命科学研究部門、植物生命科学研究部門の３部門に
分かれており、かつての蚕昆研の研究者のほとんどは、昆虫ゲノム研究チームがゲノム研究グル
ープに属しているのを除けば、昆虫・動物生命科学研究部門に所属することとなった。

理事長 企画調整部
理事 ２名 総務部

《基盤研究部門》監事 ２名
基盤研究推進官
ゲノム研究グループ
遺伝資源研究グループ
ジーンバンク

《昆虫・動物生命科学研究部門》
発生分化研究グループ
生体防御研究グループ
生体機能研究グループ
昆虫適応遺伝研究グループ
昆虫新素材開発研究グループ
昆虫生産工学研究グループ

《植物生命科学研究部門》
分子遺伝研究グループ
生体高分子研究グループ
生理機能研究グループ
新生物資源創出研究グループ
放射線育種場

独立行政法人通則法によれば、独立行政法人が行う研究および関連する業務は、該当府省の大
臣から５年間の間に行うべき中期目標として示され、研究所はそれに対応して、５年間に行う中
期計画を作成し、府省に設置された評価委員会の承認を求め、その毎年度の達成度を評価される
こととなっている。
農林水産大臣が示した独法生物研の中期目標においては、先に述べた「食料・農業・農村基本

法」や「農林水産研究基本目標」に掲げられた研究開発を行うために、①ゲノム生物学等を利用
した生命科学研究、②農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発、③新産業の創出を目
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指した研究、④バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発、⑤生物遺伝資源の収集、評価、保
存・増殖、配布、情報管理の５つの課題を重点研究領域として設定している。
中期計画においては、これら５つの重点研究領域ごとに、大課題－中課題－小課題を設定し、

その下で数々の研究を実施することとなっている。
中期計画の重点研究領域の中に記載されている昆虫関係の課題の主なものとしては、次のよう

なものがある。
①ゲノム生物学等を利用した生命科学研究
・カイコの高密度遺伝地図、物理地図の作成
・カイコDNV抵抗性遺伝子等の単離
・ヒメミミズ等の発生分化及びカイコの生殖系列形成体等に関わる主要遺伝子の単離と遺伝子機能解析系
の構築
・カイコの脱皮・変態時にホルモン活性物質により発現が誘導される主要遺伝子・タンパク質の単離とそ
の機能解明
・カイコにおける真皮細胞の増殖調節機構の解明並びに斑紋等の組織形成に関わるタンパク質の同定
・間性系統等に着目した遺伝形質の連関解析
・フィブロイン遺伝子、カルボキシエステラーゼ遺伝子等に着目した昆虫生理機能関連遺伝子の単離と分
子進化学的解析
・尿酸合成やエクジステロイド受容機構等に関わる分子の単離と発現制御機構の解明
・昆虫の触角葉及びキノコ体における匂い情報の伝達・処理機構の解明
・カイコ等の味覚応答の解明と感覚子特異的分子等に着目した味覚受容伝達系の解明
・ペプチド等化学物質の生理的役割に着目したバッタ等の体色制御機構および甲虫等の休眠・繁殖・耐寒
性等の解明
・カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解明
・効率的な超微量分析法の開発に着目したアリ類や捕食性カメムシ等の行動解発因の解明
・植食昆虫に対する有害植物成分等の検定系の確立と検索
・トビイロウンカ共生微生物等の系統解析及び共生関連遺伝子の解析
・昆虫腸内細菌に着目した昆虫・植物循環細菌等の感染・定着・増殖の分子機構の解明
・昆虫ポックスウイルスのスピンドル等の機能と感染要因の解明
・植物病原微生物に由来する生理活性物質に着目した、植物－病原微生物－昆虫の相互作用の解明
・カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変及び機能、発現機構の解明

②農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発
・カイコ耐病性関連DNAマーカーの開発

③新産業の創出を目指した研究
・遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構築
・効率的周年人工飼料育のための桑系統の素材化
・化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発
・微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能計測手法の開発
・ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立
・セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の育成及び飼育技術の開発
・キチン、フィブロイン等を用いた精密化学製品等機能性素材の開発
・絹フィブロイン等生体高分子の理化学的特性の解明と創傷被覆材等への利用技術の開発
・昆虫由来色素等の抽出・機能評価及び新衣料素材の作出
・シルクの機能性利用と加工技術による生活用素材の開発

④バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発
・トランスポゾンの改良等に着目した有用物質発現系構築のための組換え昆虫及び組換えウイルス作出技
術の開発
・昆虫培養細胞系簡易作出技術の開発と培養細胞系による昆虫免疫反応解析系の確立

４．独法生物研における蚕糸研究
旧蚕昆研では、独法移行を契機に、独法生物研で行う研究の主要な課題のいくつかについて、

その推進方向を明らかにした「昆虫機能研究戦略」の一つとして “豊かなヒューマンライフの、
ための新蚕糸技術研究”を策定した。その中では、それまでに蚕昆研において培ってきた研究の
蓄積、開発してきた技術の数々、維持管理すると共に新たに育成してきたカイコや桑の遺伝資源
を有効に活用して、豊かで潤いのある社会生活に貢献できる、シルクをベースに据えた多様な生

、 。活資源を開発すると共に そのための特徴ある蚕品種の育成と飼育技術の開発を目的としている
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科学技術庁資源調査会報告では “一般に暮らしになくてはならないもの、あるいは暮らしを、
支えている代表的要素を、生活資源と呼ぶ”としているが、ここでいう“暮らし”というのは、
“安全・安心で質の高い生活 （第２期「科学技術基本計画 “ゆとり、快適性、安全性など、” 」）、
従来の効率性や経済性の追求とは異なる視点から、潤いのある社会生活 （食料・農業・農村基”
本問題調査会報告）と、考えることができる。平成14年に内閣総理大臣が開催した、ＢＴ戦略会
議の報告において “よりよく生きる、よりよく食べる、よりよく暮らす”という３つの目標が、
示されたり（ バイオテクノロジー戦略大綱 、平成14年12月 、2003年７月にお茶の水女子大学「 」 ）
の中に “安全で安心な生活世界の構築を実現するために、生活者の視点からの科学的基盤を確、
立する”ライフワールド・ウオッチセンターが設立されたが、このような流れの表れということ
ができる。
独法生物研において現在進められている新蚕糸技術研究の方向は、こうした世の中の流れが求

めているものに応えたものといえる。今後も、こうしたシルクをベースにした多様な生活資源の
開発と新素材としての利用技術の開発をめざした“シルク・テクノロジー”研究を、産官学連携
の中でさらに発展させていくことが重要である。
一方、独立行政法人通則法では、中期目標の期間の終了時の検討について第35条で「主務大臣

は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必
要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所
要の措置を講ずるものとする」と規定している。平成15年８月１日には 「中期目標終了時にお、
ける独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて “主務大臣は 「民間にできることは民」 、
間に委ねる」との観点から、独立行政法人の組織・業務全般について極力整理縮小する方向で見
直し”することが閣議決定された。

中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて
平成15年８月１日 閣議決定

独立行政法人制度は、主務大臣が示した中期目標に基づき、当該法人がその達成のための中期計画を定
めて自律的・自主的に業務を遂行すること、独立行政法人評価委員会が業務実績等を厳格に事後評価する
こと、並びにこうした評価等に基づき事務及び事業の不断の見直しを行うことを通じて、適正かつ効率的
な運営を確保する仕組みである。
独立行政法人制度を有効に機能させるため、主務大臣は、その所掌範囲全体における骨格的な政策目標

を明確にし その中で独立行政法人が担う役割の位置付けを明らかにするとともに 各独立行政法人の 存、 、 「
在意義」を国民に対し説明しなければならない。
特に、特殊法人及び認可法人において組織・業務の自己増殖、不要不急な業務の拡張といった問題点が

指摘されてきたことを踏まえ、独立行政法人においては、中期目標期間終了の都度、組織及び業務全般の
見直しを行うことが制度の中核と位置付けられている。この仕組みにより、各主務大臣及び独立行政法人
は、経済社会情勢等を勘案し行政主体が担う必要性が乏しくなった事務及び事業の廃止あるいは民営化を
行い、また、時宜に応じた業務運営に改めるなど、組織及び業務の在り方全般について機動的・弾力的な
対応を行うことが求められている。
主務大臣は、以下に定めるところにより 「民間にできることは民間に委ねる」との観点から、独立行政、

法人の組織・業務全般について極力整理縮小する方向で見直すこととする。
１．審議会の勧告と見直し内容の予算への反映

独立行政法人の中期目標期間終了時の主要な事務及び事業の改廃に関し、独立行政法人通則法（以下
「通則法」という ）第32条第３項に規定する政令で定める審議会（総務省の政策評価・独立行政法人評。
価委員会。以下「審議会」という ）は、主務大臣に勧告ができることとされている。他方、次の中期目。
標期間の開始時から法人が見直し結果を反映して業務を実施し、又は廃止の場合の円滑な経過措置を実
施していくためには、当該開始年度に係る国の予算に見直し内容を反映させる必要がある。
したがって、審議会は、あらかじめ勧告を行うに当たっての視点を示すため、独立行政法人の主要な

事務及び事業の改廃に関する勧告の取組の方針（以下「勧告方針」という ）を作成するものとする。そ。
、 「 」（ 「 」 。）の際 別紙 中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しに係る基準 以下 基準 という

１（独立行政法人の業務全般にわたる見直しの視点）に掲げる視点のそれぞれについて、具体的な検討
に資するチェック事項を示さなければならない。また、審議会は、今後の独立行政法人制度の運用状況
等を踏まえ、必要に応じ基準１に掲げる視点以外にも必要な視点及び当該視点の具体的な検討に資する
チェック事項を検討し、示すことにより、勧告方針を適宜改定するものとする。

２．概算要求及び概算決定に向けた取組
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主務大臣は、１．の勧告方針に即して審議会が勧告又は勧告の方向性等の指摘を行うこととなること
を踏まえ、基準２（事務及び事業の改廃に係る具体的措置）及び３（組織形態の見直しに係る具体的措
置）に掲げる具体的措置を盛り込んだ独立行政法人の組織・業務全般の見直しについての当初案を作成
し、その実現に向けて当該独立行政法人に係る国の予算の要求を行うこととする。
また、審議会は、見直し内容が中期目標期間の開始年度に係る予算に反映できるよう早期に、具体的

には当該独立行政法人に係る国の予算の編成作業に間に合うタイミングで、主要な事務及び事業の改廃
に関して勧告の方向性等の指摘を行うものとする。
主務大臣は、予算編成の過程において、審議会による勧告の方向性等の指摘の趣旨が最大限いかされ

るように見直し内容を検討し、概算要求を行った見直し案に対して所要の修正を加えた上、予算概算決
定の時までに、行政改革推進本部に説明し、その議を経た上で決定するものとする。その際、行政改革
推進本部は審議会の意見を聴かなければならない。

３．概算決定後、次の中期目標期間開始までの取組
２．において決定した見直し内容を踏まえ、主務大臣及び独立行政法人は中期目標・中期計画等を策

定するほか、独立行政法人の個別法の改正・廃止が必要な場合、主務大臣は国会に所要の法律案を提出
することとする。
見直し内容の具体化に当たっては、通則法第59条により読み替えられる国家公務員法第78条の規定等

の趣旨を踏まえつつ、職員の雇用の安定、労働条件等に配慮し、円滑な実施を図る。
４．中期目標期間終了時における勧告及び主務大臣の見直し

審議会は、１．から３．までの過程で検討決定した内容を踏まえて、中期目標期間終了後遅滞なく通
則法第35条第３項に基づく勧告を行うこととし、主務大臣は、当該決定内容及び勧告を踏まえて見直し
内容を正式に決定するものとする。

《別紙》
中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しに係る基準
１ 独立行政法人の業務全般にわたる見直しの視点
(１)事務及び事業の在り方に関する視点
①国が関与する事務及び事業としての必要性・有効性等
ｱ)政策目的の達成状況
ｲ)社会経済情勢の変化の状況
ｳ)国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地との関係
ｴ)利用者、顧客、受益者等の二ーズ、実態上の範囲の状況

②事務及び事業を制度的独占により行う必要性
(２)事務及び事業を現在担っている実施主体の適切性に関する視点

ｱ)現行の実施主体の設立目的、ほかの事務及び事業との関係
ｲ)現行の実施主体の財務状況
ｳ)関連する事務及び事業の実施主体との分担関係
ｴ)現行の実施主体の組織形態、人事との関係

(３)事務及び事業の効率化、質の向上等の状況に関する視点
ｱ)効率化、質の向上等の達成状況
ｲ)効率化、質の向上等に係る指標の動向
ｳ)勘定区分の機能状況
ｴ)受益者負担の在り方

(４)事務及び事業の見直しの経緯の検証に関する視点
２ 事務及び事業の改廃に係る具体的措置
・事務及び事業の廃止
・民間又は地方公共団体への移管
・事務及び事業に関する制度的独占の廃止
・自主財源による事務及び事業や受託による事務及び事業への移行、事務及び事業に係る補助金等依存
度の更なる縮減
・事務及び事業の他の独立行政法人又は国への移管
・事務及び事業の一部又は全部の民間委託、民間委託の範囲の拡大
・事務及び事業の戦略化・重点化又は整理縮小
・事務及び事業の運営の合理化・適正化
・市場テスト（事務及び事業について民間その他の組織からの入札を募集し、独立行政法人が実施する
よりも当該組織が実施した方がコストと品質の面で優れていれば当該組織に委託することとするこ
と ）その他事務及び事業についての改善措置の試行的実施等。

３ 独立行政法人の組織形態に関する見直しに係る具体的措置
(１)業務の大部分又は主たる業務が廃止され、又は民間その他の運営主体に移管された独立行政法人に
ついて、当該法人を廃止した場合にどのような問題が生じるのかを具体的かつ明確に説明できない場
合には、当該法人を廃止する。
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法人を廃止しない場合であっても、業務の大部分又は主たる業務の廃止又は他の運営主体への移管
に伴い、当該法人の組織を大幅にスリム化する。
(２)業務の採算性が高く、かつ国の関与の必要性が乏しい法人、企業的経営による方が業務をより効率
的に継続実施できる法人又は民間でも同種の業務の実施が可能な独立行政法人について、当該法人を
民営化した場合にどのような具体的問題が生じるのかを具体的かつ明確に説明できない場合には、当
該法人を民営化する。
法人を民営化しない場合であっても、業務の大部分について民営化することに伴い、当該法人の組

織を大幅にスリム化する。
(３)特定独立行政法人について、その業務を国家公務員の身分を有しない者が担う場合にどのような問
題が生じるのかを具体的かつ明確に説明できない場合、当該法人を特定独立行政法人以外の独立行政
法人とする。

これらのことから、今後は中期目標の期間ごとに、研究所の業務、研究の推進方向が変化する
ことが予想される。ただ、これまでの蚕糸試験研究の歴史をみると、概ね３～８年くらいの期間
で、研究内容、組織体制の改正を行ってきており、これからも、国民のニーズに応えた研究を行
っていくと同時に、新しいニーズの開拓を行っていくことも重要であるといえる。そのことによ
って今後、新たな蚕糸試験研究の歴史が記録されていくことが期待される （完）。



明治17年 明治19年 明治24年 明治26年 明治29年 明治32年 明治44年 明治45年 大正３年 昭和５年 昭和12年 昭和21年
農商務省 農商務省 農商務省 農商務省 農商務省 農商務省 農商務省 農商務省 農商務省 農林省 農林省
蚕病試験場 蚕業試験場 仮試験場蚕事部 蚕業試験場 蚕業講習所 東京蚕業講習所 原蚕種製造所 原蚕種製造所 蚕業試験場 蚕業試験場 蚕糸試験場

（農商務省内） （杉並） （杉並） （杉並） （杉並）
京都蚕業講習所 製造部 製造部 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課

試験部 試験部 桑樹部 桑樹部 桑樹部 桑樹部
庶務課 庶務課 生理部 蚕種部 蚕種部 蚕種部

病理部 生理部 生理部 生理部
製糸部 病理部 病理部 病理部
化学部 製糸部 製糸部 製糸部

化学部 化学部 化学部
指導部

明治44年 大正３年 大正13年 昭和９年
前橋支所 前橋支場 前橋桑園 前橋支場
（前橋） （前橋） （前橋） （前橋）
明治44年 大正３年 大正13年 昭和９年 昭和23年
福島支所 福島支場 福島出張所 福島支場 福島支場
（福島） （福島） （福島） （福島） 昭和16年

飯坂出張所 飯坂支場
（飯坂） （飯坂）

昭和12年
新庄出張所 新庄支場
（新庄） （新庄）

明治44年 大正３年 大正13年 昭和９年
綾部支所 綾部支場 綾部飼育所 綾部支場
（綾部） （綾部） （綾部） （綾部）
東京蚕業講習所 （文部省へ）

明治42年 明治45年 大正３年 大正13年 昭和９年
夏秋蚕部 原蚕種製造所 松本支場 松本出張所 松本支場
（松本） 松本支所 （松本） （松本） （松本）

昭和22年
岡谷製糸試験所

京都蚕業講習所 （文部省へ） （岡谷）
大正２年 大正３年 大正13年 昭和９年
熊本支所 熊本支場 熊本出張所 熊本支場
（熊本） （熊本） （熊本） （熊本）
大正２年 大正３年 大正13年 昭和12年
一宮支所 一宮支場 一宮桑園 廃止
（愛知） （愛知） （愛知）

昭和６年
小淵沢飼育所
（小淵沢）
昭和６年 昭和20年
沖縄飼育所 廃止
（沖縄）
昭和９年
宮崎支場
（宮崎）
昭和９年 昭和20年
台湾飼育所 廃止
（台湾）
昭和９年
明石支場
（兵庫）

昭和12年
武豊支場
（愛知）

昭和22年
四国飼育所
（徳島）

昭和23年
山川飼育所
（鹿児島）

昭和24年
小千谷桑園
（新潟）

農商務省蚕病試験場（明治17年）から
独立行政法人農業生物資源研究所（平成13年）までの

組 織 の 変 遷 図

昭和25年 昭和28年 昭和33年 昭和43年 昭和55年 昭和58年 昭和63年 平成６年 平成13年
農林水産省 農林水産省 独立行政法人
蚕糸試験場 蚕糸・昆虫農業技術研究所 農業生物資源研究所

技術連絡室 （つくば） （つくば） （つくば）
庶務課 総務部 総務部 企画連絡室 企画連絡室 企画連絡室 企画連絡室 企画連絡室 企画調整部
桑樹部 桑樹部 裁桑部 総務部 総務部 総務部 総務部 総務部 総務部
蚕種部 生理部 生理部 裁桑部 裁桑部 栽培部 遺伝育種部 昆虫機能研究官 （基盤研究部門）
生理部 育種部 育種部 生理部 生理部 蚕育種部 生体情報部 遺伝育種部 基盤研究推進官
病理部 病理部 養蚕部（前橋） 育種部 育種部 養蚕部 生産技術部 生体情報部 ゲノム研究グループ
製糸部 製糸部 病理部 養蚕部（前橋） 養蚕部 加工利用部 加工利用部 機能開発部 遺伝資源研究グループ
化学部 化学部 製糸部 病理部 病理部 生産技術部 ジーンバンク

（ ）指導試験部 指導試験部 絹繊維部 製糸部 製糸部 昆虫･動物生命科学研究部門
化学部 絹繊維部 絹繊維部 発生分化研究グループ

廃止 化学部 化学部 生体防御研究グループ
生体機能研究グループ

（福島支場） 昭和29年 昭和33年 昭和58年 昆虫適応遺伝研究グループ
福島支場 東北支場 廃止 昆虫新素材開発研究グループ
（飯坂） （飯坂） （東北農業試験場へ） 昆虫生産工学研究グループ

（植物生命科学研究部門）
分子遺伝研究グループ

（新庄支場） 昭和33年 昭和43年 昭和58年 昭和63年 生体高分子研究グループ
新庄原蚕種製造所 新庄原蚕種試験所 蚕育種部原蚕種 廃止 生理機能研究グループ
（新庄） （新庄） 第１研究室 新生物資源創出研究グループ

（綾部支場） 昭和33年 昭和58年 放射線育種場（大宮）
関西支場 廃止
（綾部） （中国農業試験場へ）

（松本支場） 昭和33年 昭和58年 昭和63年 平成６年 平成13年
中部支場 松本支場 松本支所 生産技術部蚕育種研究チーム 昆虫生産工学研究グループ

（ ）（松本） （松本） （松本） 生産技術部養蚕技術研究チーム 新蚕糸技術研究チーム 松本
（岡谷製糸試験所） 昭和58年 昭和63年 平成６年 平成13年

松本支場製糸試験部 松本支所製糸試験部 生産技術部製糸技術研究チーム 昆虫生産工学研究グループ
（岡谷） 生活資源開発研究チーム

（熊本支場） 昭和33年 昭和58年 （岡谷）
九州支場 廃止
（熊本） （九州農業試験場へ）

（小淵沢飼育所） 昭和33年 昭和43年 昭和58年 昭和63年 平成13年
小淵沢原蚕種製造所 小淵沢原蚕種試験所 蚕育種部蚕品種 遺伝育種部 昆虫適応遺伝研究グループ
（小淵沢） （小淵沢） 保存研究室 遺伝素材研究室 昆虫遺伝研究チーム

（小淵沢） （小淵沢） （小淵沢）

（宮崎支場） 昭和33年 昭和43年 昭和58年 昭和63年
宮崎原蚕種製造所 宮崎原蚕種試験所 蚕育種部原蚕種 廃止

（宮崎） （宮崎） 第２研究室 （農業生物資源研究所へ）
昭和34年 昭和43年 昭和58年 昭和62年

屋久島分場 原蚕種研究室 宮崎原蚕種試験所 蚕育種部原蚕種 廃止
（屋久島） 屋久島分室 屋久島分室 第２研究室

（明石支場） 昭和33年 （屋久島） （屋久島） 屋久島分室
廃止

（武豊支場） 昭和33年 昭和34年 昭和35年
廃止 裁桑部栽培 廃止

第３研究室
（四国飼育所） 昭和34年 昭和35年

関西支場 廃止
裁桑第２
研究室

（山川飼育所） 昭和33年 昭和34年 昭和35年
廃止 九州支場 廃止

病理研究室
昭和25年 山川分室

山川飼育所屋久島分場
（屋久島） 昭和34年 昭和58年 昭和63年

裁桑部桑育種第２研究室 栽培部桑育種 廃止
（小千谷桑園） （小千谷） 第２研究室 （北陸農業試験場へ）
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《資料》
組織人員の動き

年 度 総 数 所(場)長 技師 技手 書記・属 備 考

1911(明治44)年５月 37 １ 11 16 ９ 原蚕種製造所発足
1914(大正３)年６月 83 １ 20 48 14 蚕業試験場に改組
1919(大正８)年４月 92 １ 26 52 13
1924(大正13)年12月 60 １ 19 33 ７ 関東大震災後の行政整理
1931(昭和６)年５月 61(72) １ 19(５) 34(６) ７ 小淵沢・沖縄飼育所増設
1935(昭和10)年５月 59(104) １ 18(15) 32(22) ８(８) 原蚕種製造所の増設
1937(昭和12)年７月 66(127) １ 21(21) 35(32) ９(８) 蚕糸試験場に改組
1938(昭和13)年５月 69(143) １ 22(23) 37(43) ９(８)
1940(昭和15)年10月 69(142) １ 22(23) 37(42) ９(８)

※カッコ内の数字は臨時職員設置制による臨時職員数
（この他に昭和６年以降は、嘱託、雇、傭人を多数雇用していたようであるが、記録不明）

年 度 総 数 技 官 事務官 嘱託 雇 傭人 備 考

1945(昭和20)年 1,270 117 14 24 308 807 技術指導のため増
1946(昭和21)年 1,433 117 27 37 373 879 技術指導のため増
1947(昭和22)年 1,293 159 29 46 449 610
1948(昭和23)年 1,296 160 29 46 449 612
1949(昭和24)年 1,003 125 27 24 316 511 技術改良課へ23人
1950(昭和25)年 949 144 27 ０ 321 457
1952(昭和27)年 942 144 27 ０ 318 453
1954(昭和29)年 917 144 27 ０ 303 443 人員整理減

年 度 総 数 指定職 行政（Ⅰ） 行政（Ⅱ） 研究 備 考

1960(昭和35)年 855 289 119 447
1961(昭和36)年 857 283 117 457
1962(昭和37)年 859 283 119 457
1963(昭和38)年 856 280 119 457
1964(昭和39)年 855 １ 280 118 456 指定職設置
1965(昭和40)年 841 １ 278 117 445
1966(昭和41)年 822 １ 273 117 431
1967(昭和42)年 817 １ 268 117 431
1968(昭和43)年 777 １ 239 110 427
1969(昭和44)年 769 １ 232 110 426
1970(昭和45)年 754 １ 224 110 419
1971(昭和46)年 732 １ 216 110 405
1972(昭和47)年 707 １ 195 110 401
1973(昭和48)年 684 １ 182 108 393
1974(昭和49)年 664 １ 175 107 381
1975(昭和50)年 644 １ 168 103 372
1976(昭和51)年 625 １ 161 100 363
1977(昭和52)年 608 １ 158 90 359
1978(昭和53)年 594 １ 153 85 355
1979(昭和54)年 574 １ 144 77 352
1980(昭和55)年 559 １ 139 71 348
1981(昭和56)年 545 １ 132 68 344
1983(昭和58)年 505 １ 120 60 324
同年末 261 １ 73 38 149 ５８組織再編
1984(昭和59)年 258 １ 71 37 149
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年 度 総 数 指定職 行政（Ⅰ） 行政（Ⅱ） 研究 備 考

1985(昭和60)年 255 １ 71 35 148
1986(昭和61)年 252 １ 70 35 146
1988(昭和63)年 242 １ 69 33 139
1988(昭和63)年10月 220 １ 65 25 129 ６３組織再編
1989(平成元)年 216 １ 64 23 128
1990(平成２)年 213 １ 64 22 126
1991(平成３)年 211 １ 63 21 126
1992(平成４)年 209 １ 62 21 125
1993(平成５)年 207 １ 61 21 124
1994(平成６)年 193 １ 55 19 118 平６組織再編
1995(平成７)年 191 １ 54 18 118
1996(平成８)年 188 １ 53 18 116
1997(平成９)年 186 １ 52 18 115
1998(平成10)年 184 １ 52 17 114
1999(平成11)年 182 １ 51 17 113
2000(平成12)年 180 １ 50 17 112

歴代場所長

役 職 名 氏 名 在 職 期 間

蚕病試験場主任 練木 喜三 明治17年４月 ～
蚕業試験場
假試験場蚕事部
蚕業講習所長 練木 喜三 明治29年３月18日 ～ 明治31年10月31日

澤野 淳 明治31年10月31日 ～ 明治32年６月
東京蚕業講習所長 澤野 淳 明治32年６月 ～ 明治36年２月（逝去）
（京都蚕業講習所長 松永 伍作 明治32年６月 ～）

東京蚕業講習所長 本多岩次郎 明治36年７月27日 ～ 大正２年６月13日
原蚕種製造所長 加賀山辰四郎 明治44年５月27日 ～ 大正３年６月16日

蚕業試験場長 加賀山辰四郎 大正３年６月17日 ～ 大正15年４月２日
平塚 英吉 大正15年４月２日 ～ 昭和12年１月31日

蚕糸試験場長 平塚 英吉 昭和12年２月１日 ～ 昭和25年12月23日
横山 忠雄 昭和25年12月23日 ～ 昭和39年４月１日
大村清之助 昭和39年４月１日 ～ 昭和43年３月30日
清水 正徳 昭和43年３月30日 ～ 昭和48年４月１日
福田 紀文 昭和48年４月１日 ～ 昭和56年４月１日
間 和夫 昭和56年４月１日 ～ 昭和62年４月１日
堀江 保宏 昭和62年４月１日 ～ 昭和63年９月30日

蚕糸・昆虫農業技術研究所長 堀江 保宏 昭和63年10月１日 ～ 平成元年10月１日
小山 重郎 平成元年10月１日 ～ 平成３年10月１日
河上 清 平成３年10月１日 ～ 平成６年10月１日
村上 毅 平成６年10月１日 ～ 平成９年10月１日
木村 滋 平成９年10月１日 ～ 平成11年10月１日
井上 元 平成11年10月１日 ～ 平成13年３月31日
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（1904）１．生殖器による蚕児の雌雄鑑別
石渡繁胤（1904）蠶兒雌雄の判別法．大日本蠶絲會報 ：17-18第145號
石渡繁胤（1904）蠶兒の雌雄撰別．蠶業新報 ：456-457第134號
従来蠶兒の外形により其雌雄を判別せんとするは甚だ難しとする所なりし是れ確乎たる雌雄の

特徴の認められざりしによる然るに余は蠶兒に於ても必ず其の特殊の區別點あるべきものなるを
信じ之れが研究を試みたりしに即ち明かに此區別點あるを發見せり茲に其大要を記述せん
嘗て蛹に於ける外貌は雌雄各特徴あることを研究し之れを公にしたりしが尚ほ此れと同一の関

係蠶兒にもあるべしと此の點に向て研究を重ねしが解剖上雌雄生殖器の導管の附着點の異なるに
も關せず蛹の如く之れを外面にあらはさず火酒漬標本の如く尾部透明となりたるものは雄に於て
導管の附着點を皮膚下に透視すと雖ども生活せるものにありては全く知るを得ざりしなり是れ要
するに生殖器及其附屬物は化蛹の期に於て著るしく變化するものにして蠶兒に於ける生殖器一部
の存在は自ら蛹と異なるものありしを以てなり然るに今や明かに雌雄の判定をなすを得べき二點
あるを確めたり
先其驗査の方法より述べん即ち五齢蠶兒十一環節及第十二環節の腹面を檢する時は第十一環節

腹面に於て其中央に一對の逆ハ字状をなせる凹處あり其ハ字の各線の頭に向ひたる處に各一點を
存す此點は針を以て傷けたる跡の如きものにして其點稍白く環状をなすものなれとも或は其中央
に小黒點を認むる事あり此の二點の存する處は同環節腹面後方環節の界に近く存する皺線上にあ
るなり第十二環節に於て脚の基部の内側に稍膨脹したる處あり其膨張部の脚に接したる處に第十
一環節に存すると同様の二點あり以上の如く第十一環節及第十二環節に存する各一對の點は之れ
を雌蛾に存して雄に存せず之れを檢せんと欲せば五倍乃至十倍の單レンズを用ゆべしレンズを用
ゆるに當ては蠶兒の体躯の中央部を背面より軽く摘み之れを裏返し充分尾脚を左右に開かしめて
檢するを可とす
此の方法による時は確かに雌雄を判別するを得べく一時間に五百頭を檢するを得べし尚熟練す

るときは之れより迅速に判定するを得るなり肉眼にても小點明瞭なるものは誤なく判定するを得
べしと雖往々明瞭を缺くものあるを以てレンズを用ゆるを可とす此の目的に用ゆるレンズは目下
考案中なり五齢の起蠶及熟蠶に於ては同一環節腹面透明となるを以て稍困難なれとも之れを注意
すれば誤ることなし叉火酒標本にありては同しく透明となりてすべて他の皺は不明瞭となり却て
二對の點の存する處に稍大なる白圓點を皮膚下に透視するを得るを以て容易に雌たるを判別する
を得べし而して雄にありては之れを認めすして前に述へたる如く生殖器の附着點を第十二環節前
部の中央に透視するを得るなり抑此の二對の點は何者なるやと云ふに解剖上此を檢するに二對の
腺体は雌に存して雄に存せさるによるものにして此の腺体は後に至り生殖器の一部及附屬器とな
るものなり
檢査上誤謬を來し易きは雄に於て第十一環節に於けるハ字状點の（ハ字状は斜行小筋肉の附着

點なり）時として分離したるものあることこれなり然れとも其離れたる點決して後方の皺線上に
あることなし尚圖解其他の詳細は後號の誌上更に報する所あらん

（1909）２．一代雑種利用の提唱
外山亀太郎（1906）蠶種類の改良．蠶業新報 ：282-286158
獨り蠶業のみならず、凡ての事業を完全に發達せしめんとするには、あらゆる方面より其改良を謀らざる可ら
ず、偏したる改良又は發達なるものは一時盛觀を呈するが如きも決して健全なる發達を為すことを得ざるものな
り、而して蠶業にありては如何なる方面より其發達を促進す可きかと言ふに、第一經濟上の研究を充分にして、
本事業をして健全なる經濟上の基礎に立たしむること、第二蠶及桑てふものをして吾人の目的に合ふ様に改良す
ること、即ち種類改良第三此等の病理生理解剖等の學を盛んならしめて、經濟的研究の助を為さしむること、第
四製絲上にありても同様の研究を為すこと、第五生絲商業上の發達する方法を講ずること等其重もなるものなる
べし、若し此等の基礎にして充分ならんか奬勵を待たずして斯業は自ら發達すべし
余は今茲に種類改良と言ふ事の大體を記さんとす、蓋し蠶業の根本とするものは種類にして經濟と言ひ、飼育と
言ひ又消毒と言ふも、つまりは其蟲の性質によることで、若し是れが吾人の思ふように改良せられたならば飼育
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其他の方法も非常に手輕にすることが出來、随て經濟上に大關係を及ぼすものである、何れにしても本尊様を其
儘にして殿堂のみを改良するも、得る所は或は費す所より少いかも知れぬ、故に余は此問題を第一に提出する
（中略）此他尚ほ種々なる遺傳の法則ありて此法則によりて種類を改良したならば、改良と言ふことも思ひの外
進歩するものだろうと思ふ
併し種類を改良するには如何なる標準によりて改良するか、是が問題である、目的なしに徒に騒ぐと反て害を來
すから各能く其目的を明にし、然る後に着手せられたし
此他製種上に就ては進化學上より來りたる事實上改良すべき點が甚だ多いように思はるゝ余が實際為したる試驗
の結果も亦明に之れを證明する、此等は他日諸君に相談する機會があるならんと思ふ
又終りに最も製種家の注意を煩はさんとする事は、一代限りの種類を拵へる事である、之は最も蠶種家の方では
面白い問題である、即ち一代の間或性質を休眠せしめて、善良の性質丈を發現させることで、若し之を他の人が
複製するときは直に分解して不良なる種類となる、之は蠶種製造家の事業保護上一の良法であるかと思ふ、善良
なる種類を作りても直ちに他人に複製されては面白くなく、又多年の功勞に酬ゆる道でない、之を防ぐには一代
限りの種類を作るより他にない（以後略）

外山亀太郎（1909 『蠶種論 ．1-785．丸山舎（東京）） 』
第九章 淘汰
第三 雜種改良法
撰出法ハ已存在スル所ノ種類ヲ撰出分離スルニ止マル者ナレバ改良ノ範圍大抵限リアル者ニシテ混ジタル種

類ヲ盡ク分離シ終リタルトキハ之ヨリ以上、進歩ノ餘地ナク又撰出ヲ了リタリトスルモ撰出シタルモノ、性質ガ
吾人ノ希望ニ適ハザルトキハ何ノ効モナカルベシ又突然變異モ短年月間ニ無限ニ發生スル者ニモアラザレバ其應
用モ亦タ大抵限リアル者ニシテ無限ノ改良ヲ為シ得可キ者ニアラザルヤ明ナリ是ニ於テ雜種ヲ應用シテ種類改良
ノ必要起ル
雜種ニ依テ新種類ヲ生ズル法ハ(一)二種又ハ數種類ガ有スル善良ナル性質ヲ合一シテ一トナスコト(二)雜種ヲ為
ストキハ數代ノ休眠性質ガ發現スルヲ以テ其中善良ナル者ヲ撰出シテ獨立セシムルコト(三)二種又ハ數種ノ性質
ヲ合シテ一時的ノ新性質ヲ作成スルコト等ハ已ニ記載シタル所ナリ今其方法ヲ順次説明スベシ
(一)二種又ハ數種類カ有スル善良ナル性質ヲ合一シテ一新種ヲ造成スルコト
此法ハ已ニ記載シタル事實ニヨリテ明ナレバ今茲ニ再説スルノ要ナケレドモ先ズ吾人カ希望スル所ノ性質ナル
者ハ如何ナル遺傳ノ法則ニ依ルモノナルヤヲ明カニシ次ニ其性質カ獨立シタル單位性質ナルヤ又ハ混合性質カ單
一性ノ如ク見ユルモノナルヤ等ヲ觀察シ若シ分離遺傳ヲ為ス者ナレハめんでる氏法則又ハ其變法ニヨリテ自由ニ
新結合ヲ為サシムルコトヲ得可ク又卵色ノ如ク分離遺傳ヲナス者ニシテ一代間ハ多ク雌性ニ似ル者ナレハ二代目
又ハ三代目ニ之ヲ撰出スルノ注意ヲ為スベク又融合遺傳ヲ為スモノナレハ三四代ノ間ハ逆交雜ヲ反覆シテ漸進法
ヲ行フベシ此如ク各性質ノ遺傳ノ法則ニ従フトキハ第一回雜種ハ如何ナル者ヲ生ジ其二代目ハ如何ニ分裂シテ新
結合ヲ生ズル者ナルヤ等ハ遺傳ノ章ニ記シタル數式ニ依テ明ニ知ルコトヲ得可キヲ以テ着手ノ當時ヨリ目的ヲ確
立スルコトヲ得ベシ
（二）休眠性ヲ利用スルコト

雜種ノ為メ數々新性質ヲ發生スルモノナルコトハ已ニ記シタルガ如シ而シテ發現シタル新性中ニハ固定シタル者
アリ又固定セザル者アリ、分離遺傳ヲ為スモノアリ又融合遺傳又ハ種々ナル變化ヲ為ス者アリテ一様ナラザレド
モ其性質ニシテ吾人ノ目的ニ適フ者ハ勿論、然ラザル者ニテモ他ノ性質ト合スルトキハ實用ニ供スルコトヲ得可
キ者ナレバ注意シテ撰出シ其利用ヲ怠ラザル可シ雜種應用上ヨリ言フトキハ已ニ存在シタタル良性ヲ結合シテ一
トナスヨリモ其結果反テ有望ナルモノナリ
（三）一代限リノ種類ヲ作ル法
二種ノ性質ヲ合シテ一トナシ其一方ノ性質ヲ休眠セシムルカ又ハ其中間性ノモノヲ生ゼシムル法ニシテ我邦目
下ノ状態ニアリテハ實業家保護上最モ必要ナリト感ズル者ナリ如何トナレバ假令固定シタル良種類ヲ創造スルモ
複製セラルルトキハ數年ニシテ同種類ハ各所ニ彌蔓シ新種類創製ノ勞ニ酬フルコト能ハザル可シ故ニ固定セザル
一代限リノ良種類ヲ造成スルハ必要ナルコトナリ之ヲ作ラントセハ（一）優性中ニ種々ナル劣性ヲ休眠セシメテ
吾人ノ目的ニ適スル新性質ヲ造成スベシ今マ簡單ナル例ヲ上ゲンニ四化蠶ノ雌ニ伊達錦ノ雄蛾ヲ交尾セシメ夏期
少シク善良ナル桑ヲ用ヒテ飼育スルトキハ殆ント春蠶ニ異ラザル良繭ヲ生ズル種類トナル、四化蠶ト稱シ又伊達
錦ト稱スルモ其系統異ナルモノナレハ如何ナル種類ニテモ常ニ同一ノ結果ヲ示スモノニハアラザレドモ余ガ實驗
シタル種類ノ如キハ余ガ會テ見ザル好結果ヲ得タリ故ニ何レノ種類ト種類トヲ結合スレハ好結果ヲ得ル者ナルヤ
ハ製種家自カラ試驗シテ自得セラレンコトヲ望ム、又かすり蠶性ハ劣性ニシテ普通斑紋性ハ優性ナレハ若シかす
り斑紋ヲ嫌フ者アレハ普通斑紋蠶トかすり斑紋蠶ト交雑セシメテ一代間かすり性ヲ休眠セシムルヲ得可シ繭ノ形
状等ニ至リテモ亦タ此ノ如ク一代間丈ケ巣ノ形状ヲ一定セシムルガ如キハ決シテ難キ者ニ非ズ能ク優劣二性ノ關
係ト遺傳ノ法則ヲ知リ之ニ從フテ合一セシムルトキハ只一代間ハ美ナル性質ヲ發現スルモ二代目ニ至ルトキハ直
ニ分解シテ不規則ナル形状トナルモノヲ作ルコトヲ得ベシ他ノ家畜ニテ此實例ヲ上グレバ鶏ノ一種青色「あんだ
るーしゃん」種是ナリ此種類ハ古來ヨリ純粋種ヲ得ルコト甚ダ難キ者ト稱セラレ如何ニ注意シテ其兩親ヲ撰出ス
ルモ常ニ二種ノ異リタル性質ノ子ヲ生ス一ハコク色ニシテ一ハ不規則ナル黒色點ヲ有スル一種ノ白鶏ナリ年々此
等ヲ取リ去リ善良ナル親ノミヲ撰ムモ終ニ固定シタル種類ヲ得ルコトヲ得ザリシハ英國養鶏家ノ一般ニ認ムル所
ナリ然ルニべーとそん、ぱんねっと二氏ノ研究セラレタル結果ヲ見ルニ青色鶏ヨリ生シタル子ノ總數中其二分ノ
一ハ青色種ニシテ四分ノ一ハ黒色鶏、残りリ四分ノ一ハ有點白色種ナルコトヲ發見シ明ニめんでる氏遺傳ノ法則
ニ從フテ生ズル者ナルコトヲ知ルニ至レリ茲ニ於テ青色「あんだるーしゃん」種ハ黒班ヲ有スル白色「あんだる
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ーしゃん」種トノ雜種ナルコト並ニ其性質ハ一代限リニシテ次代ニ至るルトキハ直ニ分裂シテ原性ニ復歸スル者
ナルコトヲ明ニシ青色「あんだるーしゃん」種ハ何人ニモ自由ニ造ルコトヲ得ルニ至レリ、青色猫ノ如キ又或ル
桃色ヲ為シタル牽牛花ノ如キモ一種ノ混合性ニシテ固定シタルモノニアラズ
又此ノ如ク年々新雜種ヲ作ルトキハ一回雜種ニシテ其性質一般ニ強壮ナレバ之ヲ農家ニ飼育セシムルモ大ニ便利
ナルベシ

（1914）３．一代雑種の配布開始
農商務省告示第三百四十四號（1914 『蠶種配付規程 ：大正３年12月29日） 』
※ 蠶業試驗場報告 ：95-222 (1917)蠶ノ一代雜種ノ研究． 第二巻第二號

大正三年十二月農商務省告示第三百四十四號ヲ以テ公布セラレタル蠶種配付規程ニ基キ、一代雜種用原蠶種
トシテ配付セル品種（春蠶種）并ニ是ヲ以テ製造セル一代雜種ノ品種ハ次ノ如シ。
一代雜種用原蠶種
（一）本邦種 國蠶日一號（白） 國蠶日四號（白）
（二）支那種 國蠶支二號（白） 國蠶支三號（白）

國蠶支四號（白） 國蠶支五號（白）
國蠶支七號（黄金） 國蠶支九號（白）
國蠶支十一號（白） 國蠶支十二號（肉）

（三）歐州種 國蠶歐一號（肉） 國蠶歐五號（肉）
國蠶歐六號（肉） 國蠶歐七號（肉）

一代雑種
（一）日支一代雑種 ♀國蠶日一號×♂國蠶支四號（白） ♀國蠶支四號×♂國蠶日一號（白）

♀國蠶日一號×♂國蠶支九號（白） ♀國蠶支九號×♂國蠶日一號（白）
♀國蠶日一號×♂國蠶支十一號（白） ♀國蠶支十一號×♂國蠶日一號（白)

♀國蠶支三號×♂國蠶日一號（白）
♀國蠶日四號×♂國蠶支三號（白） ♀國蠶支三號×♂國蠶日四號（白）

（二）支々一代雑種 ♀國蠶支四號×♂國蠶支五號（白） ♀國蠶支五號×♂國蠶支四號（白）
（三）支歐一代雑種 ♀國蠶支二號×♂國蠶歐七號（淡黄） ♀國蠶歐七號×♂國蠶支二號（淡黄)

♀國蠶支三號×♂國蠶歐五號（淡黄） ♀國蠶歐五號×♂國蠶支三號（淡黄)
♀國蠶支四號×♂國蠶歐五號（淡黄） ♀國蠶歐五號×♂國蠶支四號（淡黄)
♀國蠶支七號×♂國蠶歐五號（黄） ♀國蠶歐五號×♂國蠶支七號（黄）
♀國蠶支七號×♂國蠶歐七號（黄） ♀國蠶歐七號×♂國蠶支七號（黄）

♀國蠶歐六號×♂國蠶支七號（黄）
♀國蠶支九號×♂國蠶歐一號（黄） ♀國蠶歐一號×♂國蠶支九號（黄）
♀國蠶支十二號×♂國蠶歐六號（肉）

（1916）４．絹糸の形成について
平塚英吉（1916）絹絲の形成に就て．蠶業試驗場報告 ：181-2061(3)
１．液状絹（貯藏ふぃぶろいん）ハ、不均一ナル散亂系ニ屬シ、ふぃぶろいんヲ含マザル散亂媒
ト主トシテふぃぶろいんヲ含ム散亂質トヨリ成ル、濃厚ナル過飽和膠状液ニシテ、ふぃぶろい
ん粒子ハ細微ナル球状ノ陰電性膠状質ナリ。

２．液状絹ハ、過飽和不安定ノ状態ニアリテ、凝固セントスル傾向アリ、耐シテ凝固ハ振盪、攪
拌、壓縮、牽引等ノ器械的作用、酷酸、無水炭酸其他酸性物質ノ作用、加熱、氷結ニヨリテ促
進セラル、是等ノ器械的作用、酸性物質等ノ作用ハ、先液状絹ノ内部摩擦ヲ増加シ、遂ニ凝固
セシムルモノナリ。
． 、 、 、３ 液状絹ハ 適當ナル内部摩擦ノ増加及ビ牽引ナル器械的作用ニヨリテ 人爲的ニ凝固セシメ
繊維状げるトナスコトヲ得、斯クシテ得タル牽引絹絲ノ外観、竝ニ内部構造ヲ、天然絹絲ト比
較スルニ差異ヲ認メズ。

４．液状絹ノ繊維化ハ、其物理的状態ノ變化ニヨルモノニシテ、膠状粒子ハ、内部摩擦増加ノ結
果相融含シ、牽引ニヨリテ延長セラレ、直径0.3乃至3.0「ミクロン」ノ細繊維トナル。

５．絹繊絲ノ中軸ハ、多數ノふぃぶろいん細繊維ヨリ成リ、細繊維ハ縦ノ結合甚強固ナルモ、横
ノ方向ニテ互ニ弱ク結合シ、縦裂シ易キ繊維束構造ヲ有シ、中軸ノ周圍ハ、せりしんノ粒状げ
るニヨリテ圍繞セラル。
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６．蠶兒ガ固状絹絲ヲ紡出スル作用ハ、液状絹ノ牽引凝固ニ歸スベキモノナルコトハ、次ノ五項
ニヨリテ明カナリ （１）絹絲腺内ノ貯藏液状絹ハ、内部摩擦ノ適當ナル増加及ビ牽引作用ニ、
ヨリ天然絹絲ト同質ナル繊維トナスコトヲ得 （２）吐絲口ニ近キ液状絹ハ、斯ノ如キ内部摩、
擦ヲ有ス （３）絹絲ノ附著點及ビ吐絲口ガ、關係的ニ相距タルコトハ、吐絲ノ絶對必要條件、
ニシテ、蠶兒ノ頭部ノ運動ハ、絹絲腺内ノ液状絹ニ對シテハ、牽引作用ナリ （４）吐絲ニ際、
シ、絹絲腺内ノ液状絹ノ構造ハ、人為的ニ液状絹ヲ牽引シタル時ト同様ニ、膠状粒子ヨリ漸次
繊維化スル状態ヲ示ス （５）紡出シツヽアル絹絲ノ一端ヲトリ、急ニ牽引スレバ、牽引力ハ、
更ニ内部ニ及ボシ通常ノ場合ニ比シ、著シク内方迄液状絹ヲ繊維化セシムルコトヲ得。

（1916）５．沈繰製糸試験成績
蠶業試驗場製絲部（1916）沈繰製絲試驗成績．蠶業試驗場報告 ：1-932(1)

、 、 、 、緒言：沈繰法ハ 古クヨリ山形縣下ニ行ハレ來リタルモノニシテ 近年ニ至リ 各地ノ製絲家ハ
山形地方ノ形式ニリ、是ヲ改メラルモノアリト雖、往々ニシテ其方法宜シキヲ得サルカ為、好成
績ヲ収メ難キモノアリ、又此法ニ對シ、種々ノ試驗ヲ行ヒ、其成績ノ公表セラレタルモノナキニ
アラスト雖、其經濟上ノ利害得失ニ關シテハ、世論區々ニ亘リテ、未十分ノ解決ヲ見ル能ハサル
憾アルノミナラス、試驗ノ方法ニ就テモ、詳細ナル記述ヲ缺キ、爲ニ其成績ニ就キ、確實ナル判
断ヲ下ス能ハサル憾アリ、故ニ本場ニ於テハ、大正二年八月製絲部ノ設備成ルト共ニ、煮繭分業
沈繰法ニ就キ、各種ノ方面ヨリ、是カ試驗ニ着手シ、大正四年三月ヲ以テ、其一部ヲ結了セリ。
従來沈繰ニ關スル試驗トシテ、既ニ公表セラレタルモノヽ内、其主ナルモノハ、東京蠶業講習所
蠶事報告第二十二號（明治三十七年六月)、東京高等蠶絲學校學術報告第五十一號（大正四年二
月 、京都蠶業講習所蠶事報告第二號追刊（明治三十五年九月 、同第十二號（明治三十九年九） ）
月 、同第十七號（明治四十一年九月 、及城丹蠶業講習所明治四十四年事跡繊報告（大正元年） ）
八月）等ナリ。

本試驗ノ目的ハ、煮繭分業沈繰法カ、普通ノ方法、即煮繭兼業浮繰法ニ此シ、製絲試驗ノ目的：
工、絲質ニ如何ナル差異ヲ生スルカヲ究メ、且是等兩繰絲法カ、原料繭ノ種類、産地、品質竝ニ
生産生絲ノ絲格ニヨリ、如何ナル利害關係アルカヲ知ラントスルニアリテ、左ノ四種ニ分チテ試
驗セリ。
一、原料繭ト、浮繰・沈繰トノ關係試驗。
二、優等絲ニ對スル、浮繰・沈繰トノ比較試驗。
三、普通絲ニ對スル、浮繰・沈繰トノ比較試驗。
四、絲格ニ對スル、浮繰・沈繰トノ此較關係試驗。

（中略）
以上各種ノ試驗ニヨリテ、沈繰製絲法ト浮繰製絲法トニ於ケル、技術的關係ノ大要ヲ知ル結論：

コトヲ得タリ、今之ヲ概括シテ結論スルトキハ、沈繰製絲法ハ、浮繰製絲法ニ此シ、總テノ場合
ニ於テ、常ニ優秀ノ結果ヲ得タリト云フ可ク、尚是ヲ詳論スレハ、原料繭ノ産地及種類關係ハ、
沈繰・浮繰兩者ノ間ニ於テ、何等ノ關係アルヲ認メ難シト雖、原料繭ノ品質、即主トシテ解舒ノ
良否ハ、多少ノ關係ヲ有スルモノナルコトヲ知レリ、即解舒ノ不良ナルモノハ、良好ナルモノヨ
リ、沈繰ト浮繰トノ差顕著ニシテ、特ニ沈繰ノ効果ヲ大ナラシムルモノト云フヘキナリ。
又煮繭分業沈繰法ト、煮繭兼業浮繰法ニ對スル、技術上ノ價値ニ就テハ、沈繰法ニ稍不利ナル條
件ノ下ニ施行シテ、尚且其優等絲製造法ト普通絲製造法トニ論ナク、又如何ナル品種ノ原料繭ニ
對シテモ、常ニ煮繭分業沈繰ノ方、製絲經濟上有利ナルコトヲ確メ得タリ。

、 、 、 、而シテ 絲格ニ對スル 沈繰ト浮繰トカ及ホス技術的價値ニ至リテハ 普通絲ニ對スルモノヨリ
優等絲ニ對スルモノヽ方、稍大ナリト云ハサルヲ得ス、何トナレハ、工程ニ於テハ、優等絲・普
通絲共ニ、沈操ノ方一割乃至二割ノ増進ヲ示シ、絲質ニ於テハ、優等絲ニ於ケル沈繰・浮繰兩者
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ノ差ヨリハ、普通絲ニ於ケル沈繰・浮繰兩者ノ差ノ方、著シキヲ示セリト雖、絲量ニ於テハ、優
等絲ニアリテハ、沈繰ノ方概シテ増加ノ傾向ヲ示シ普通絲ニアリテハ、却テ浮繰ノ方一般ニ増加

、 、 、セル成績ヲ表ハセルヲ以テナリ 茲ヲ以テ沈繰・浮繰兩者ノ 製絲經濟上ニ於ケル有利ノ程度ハ
普通絲製造法ヨリハ、寧優等絲製造法ニ於テ大ナルコトヲ知ルヘキナリ。

（1918）６．蚕卵の化性の解明
渡邊勘次（1918）蠶ノ化性ニ關スル研究（第一報）二化性ト四化性トノ遺傳關係ニ就テ．蠶業試

驗場報告 ：397-437第三巻第八號
１ 二化蠶ハ 其卵ヲ高温度 攝氏二十五度以上 ヲ以テ催青ル時ニハ越年卵ヲ生ジ 低温度 攝． 、 （ ） 、 （
氏十五度以下）ヲ以テ催青スル時ハ不越年卵ヲ生ズ。斯クテ得タル越年卵ヲ再高温度ニテ催青
スレバ又越年卵ヲ生ジ、不越年卵ヲ再低温度ニテ催青スレバ又不越年卵ヲ生ズ。同様ノ取扱ヲ
反覆スルコトニ依リ連續シテ越年卵、或ハ不越年卵ノミヲ生ゼシムルコトヲ得。乍併、二化蠶
ハ一化性或ハ多化性ニ變ズルコトナシ。

２．四化蠶ハ、其卵ヲ高温度（攝氏二十五度以上）ヲ以テ催青スルモ常ニ不越年卵ヲ生ズ。二化
蠶ト四化蠶トノ化性上ニ於ケル此特性ノ相違ヲ利用シ、兩者ノ間ノ遺傅関係ヲ究メ次ノ結果ヲ
得タリ。

３．二化性ト四化性トハめんでる法則ニ依ル單性雜種ヲ構成ス。? 二化性ハ四化性ニ對シテ完全
ナル優性ニシテ是等兩性質ノ分離ハ最簡單ナル割合ヲ以テス。

４．化性ガ母親遺傅ヲナスハ單ニ雜種第一代目ノミニ止マラズ、如何ナル複雜ナル組合セニ於テ
モ常ニ同様ナリ。

（1918）７．蚕室におけるフォルマリンガス消毒
蠶業試驗場病理部（1918）蚕室に於ける蟻酸アルデヒード瓦斯消毒．蠶業試驗場彙報 ：第３號

1-25
１．十分に密閉した蚕室で湿度の高いとき、１ に対してフォルムアルデヒドガス１ｇを用いm3

ると卒倒菌および脾脱疽（炭疽病）菌の消毒は６時間で効果がある。農家の蚕室では密閉が十
分でないから３時間に５ｇのガスを発生させる必要がある。

２．また、霊菌、しゃ病菌、卒倒菌を検定菌として箱内および蚕室内で消毒試験（消毒時間は１
～10時間について調査）を行ったところ、霊菌では９ｇ 以上、他は10ｇ 以上で消毒の効/m /m3 3

果を認めた。

（1924）８．蚕卵の人工孵化法
渡邊勘次、時澤静夫、新津伴吉、高橋重吉（1924）蠶卵人工孵化法に關する試驗－浸酸孵化法に

就て－． 蠶業試驗場彙報 ：17-54第22號
１．浸酸を行ふ適期は範圍比較的廣し：液温華氏百十五度の場合に其比重1.075の鹽酸を使用し
浸酸時間を三乃至十分としたる時には産卵後四時間目のものに於ては孵化状態不良なる場合多
けれども十二乃至二十七時間目のものの間には孵化状態に何等の區別を見出し難く、更に他の
場合に於て産卵後八乃至二十四時間目のものの間に優劣の差を認めざりき。
而して右の期間内に於ては産卵後の經過時間の如何に拘らず常に同一の方法を以て浸酸を行

ひ同様の結果を得たり。
２．浸酸の為使用する鹽酸液の温度、濃度及浸酸時間に就きては温度は華氏八十乃至百二十度の
範圍に於て、濃度は十五乃至二十五％の間に於て夫々如何なる場合にも孵化を可良ならしむべ
き浸酸時間を見出し得べき、而して之等浸酸時間は液温の低き場合若くは濃度低き時には其範
圍頗る廣く、液温又は濃度の高くなるに従ひ順次其範圍狭めらる。
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３．浸酸後蠶種の取扱に就きては
（イ）脱酸の為苛性曹達の水溶液を用ひたる時には一％液には三乃至九分、二％液には二乃至八

分間浸漬せるものは、普通に清水を以て六乃至十分間洗滌したるものとの間に蠶卵孵化上優
劣の區別なし。

（ロ）脱酸の為水洗する水の温度が華氏六十乃至八十六度の間にありては孵化の結果に差別を生
ぜず。

（ハ）脱酸せざりしものは浸酸時間の短き場合に於て、脱酸したるものより反つて良好なる結果
を示せり。

（二）浸酸後引續き十二時間産卵臺紙を多濕状態にあらしめたるものは浸酸後直に乾き始めたる
ものと同様の結果を示せども、一日間以上多濕の儘放置したるものに於ては孵化歩合減少す
ると共に孵化不齊となれり。

（1933）９．W染色体に優性雌性因子が存在する
橋本春雄（1933）蚕のテトラプロイド雌の遺伝学的研究． 蠶業試驗場報告 ：359-3818(7)
１．産下直後のカイコ卵を高温にあて、ｄ油蚕遺伝子の伴性遺伝にたいし例外雌を得た。この例
外雌のうち、大形卵を産んだ７匹について、遺伝学的細胞学的研究を行って、その成り立ちを
調べた。

２．黄血、虎蚕斑紋、過剰腹肢について異型接合体のこの例外雌をｄ油蚕雄に戻し交雑した。戻
し交雑Ｆ1において、黄血、虎蚕斑紋、過剰腹肢の３遺伝子は互いに独立遺伝をし、１：１と
５：１との分離比が色々に組み合わさってあらわれていることが明らかになった。

３．総数21対の常染色体形質について５：１と１：１との分離比は同数であることが確かめられ
た。このことから、例外雌は四倍体であり、雌親の卵の減数分裂後、その卵核と極体核とが合

、 。一して三倍性融合核ができ これが正常の精虫核によって受精されてできたことを結論とした
、 、 。なお この戻し交雑Ｆ1の精母細胞において それが三倍体であることを示す分裂像を得た

４．次に、戻し交雑Ｆ1におけるｄ油蚕遺伝子の分離を調べ、ｄ油蚕と正常型とは雌雄に関係な
く、１：１の分離比を示すことを確かめた。しかし、性比は異常で、雌は雄より２～５倍多い
ことがわかった。

５．以上の実験結果から次のとおり結論した。すなわち、四倍性雌のもつ２本のＸ染色体は減数
分裂において互いに両極へ分れる。戻し雑種Ｆ1は三倍体であり、その雌も雄も等しく３組の
常染色体と１本のＸ染色体をもつのに、はっきりした雌雄があらわれるのはＹ染色体に原因が
あり、Ｙ染色体があれば雌となり、それを欠く時は雄となる。

（1941）10．蚕の斑紋による雌雄鑑別法
田島彌太郎(1941) 蠶兒の斑紋利用による簡易なる雌雄鑑別法．日本蠶絲學雜誌 ：184-18812(3)
１．蚕にＸ線を照射して得られた新形質であるセーブル斑紋（田島、1938）を用いて蚕の雌雄を
鑑別する方法である。この斑紋は、暗色蚕と形蚕の中間の斑紋で、セーブル斑紋を有する系統
では、セーブル斑紋を発現する原因をなすＰ 因子を含んだ染色体が雌性を決定する因子であsa

るＷ染色体に転座している。
田島彌太郎（1938）Ｘ線に因って生じた家蠶の新形質セーブル斑紋蠶．遺傳學雜誌 14：117-128※

． 、 、 （ ） 、２ したがって この斑紋を有する個体は必ず雌であり 雄は姫蚕 あるいは形蚕 であるので
この斑紋の有無によって幼虫を選別すれば、雌雄の鑑別が行える。

３．セーブル斑紋雌に姫蚕（形蚕）を交雑するとＦ の雌は全てセーブル斑紋蚕、雄は全て姫蚕１

（形蚕）である。この雌に、同区の雄、あるいは他系統、他品種の姫蚕（形蚕）雄を交雑して
も、次代の雌は全てセーブル斑紋蚕、雄は全て姫蚕（形蚕）である。この関係は何代後におい
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ても同様であるので、この斑紋を利用して雌雄鑑別ができる。
． 、 、 、４ 従来から広く行われている 石渡式生殖腺法と比較すると 鑑別作業の速さは約４倍となり
誤識別率は42分の１に減る。

５．４齢直後から熟蚕までの間であれば、どの時期であっても、この方法によって雌雄鑑別を行
うことができる。

（1949）11．春用蚕品種「日122号×支122号」
第３號蠶絲局技術改良課（1949）新らしい蠶品種－「日122、支122及びその交雜種．技術資料

：1-6
日122１．
化性：二化性。系統：日歐固定種。來歴：本品種は農林省蠶糸試驗場（中里 延）において

育成したもので、支122と交雑して春蠶用に供する。
本種は二化性白繭系日歐固定種である。蟻蠶は暗褐色を呈し、蠶兒の體色は淡赤系で、斑紋

は形であるが稀に姫を混ずることがある。蠶兒の経過日數は比較的長いが太平に比べて大差が
ない。食慾は餉食後徐々に昂進するから、餉食當時の食桑量は割合に少く、盛食期においても
比較的緩慢であって、食桑量は少い方である。低温多濕及び高温多濕に對しては稍弱い傾向が
あるから温濕度の調節に努めると共に食桑状態が緩慢であるので少量多回育を行うのが安全で
ある。
繭は純白色で尖り氣味のある俵形で縮皺は密である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と支122とを組合せる場合、兩品種の取扱いが略々等しい時は本種の催青着手を５日早

くすればよい。蠶種の人工孵化法は即浸、冷浸共に鹽酸浸漬時間は4.5～5.0分が適當である。
支122２．
化性：二化性。系統：支支固定種。來歴：本品偉は農林省蠶糸試驗場（中里 延）において

育成したいもので日122と交雑して春蠶用に供する。
本種は二化性白繭系支支固定種である。蟻蠶は暗褐色を呈し、蠶兒の體色は青白色で斑紋は

姫である。蠶兒の経過は長安に比べて１齢が僅かに短く、５齢が稍長いが、全齢においては大
差がない。支那種としては蠶兒の擧動が緩慢の方であって、餉食後の食慾昂進が緩かで食桑量
は多くない。虫質は普通で長安より強いが飼育に際しては稚蠶期に低温の湯合は食桑が不活溌
であるから25℃中心に保温し、支那種としては食桑が緩慢であるから日本種飼育の氣持で取扱
うがよい。
繭は白色楕圓形で縮皺は普通である。種繭の保護は他の支那種と同様でよい。越年卵の卵色

は生壁色である。
本種と日122とを組合せる場合、兩品種の取扱いが略々等しい時は本種の催青着手を５日遅

くすればよい。蠶種の人工孵化法は即浸、冷浸共に鹽酸浸漬時間は4.0～4.5分が適當である。
日122×支122３．
化性：二化性。系統：日支歐交雑種。本種は日支歐交雑二化性の白繭種で春蠶用に供する。

蠶兒の體色は青白色で斑紋は形であるが姫を混することがある。蠶兒の經過は太平と長安の交
雜種に比べて稚蠶期が稍短いが全齢においては大差がなく、眠起は斉一である。蠶兒の擧動は
普通で餉食當時は小食であるが、盛食期の食桑量はかなり多い。虫質は強い方であるが一齢の
經過が稍早いから桑不足に陥入らしめないように注意を要する。
繭は白色のよくしまった浅縊俵形で縮皺は普通である。
本種は繭重は比較的少いが、繭層重、繭層歩合が多く、繭糸長が長く、繭糸量､生糸歩合が

多い。解舒、小類も良好であって繭糸繊度は3.0デニール稍細目である。
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（1949）12 「国桑第20号 「国桑第21号 「国桑第27号． 」、 」、 」
蠶絲局技術改良課（1949）新らしい桑品種－「國桑第20號、國桑第21號、國桑第27號 ．技術資」

料 ：1第5號
１．國桑第20號

長沼と臥龍との交雜種、魯桑型で枝條直立、葉は緑色濃く、五角形の丸葉にして大きさは改
良鼠返より大きい。葉縁は乳頭鋸歯、尾状頭で葉面は滑、厚さは普通、光澤あり。
春秋蠶兼用に適し、収葉量は改良鼠返に比し各蠶期約一割内外多く飼育成績も遜色ない。樹

勢強健で株直しも容易である。
本品種の適應地域は關東を中心に暖地向きで寒冷地には向かない。

２．國桑第21號
長沼と司桑との交雜種、魯桑型で枝條直立、葉は緑色濃く五角形にして大きさは改良鼠返よ

り大きく大部分丸葉であるが、若干浅裂葉を混ずる。葉脈は乳頭鋸歯、葉固滑、厚く光澤があ
って樹勢強健伸長良好である。

、 、 。春秋蠶兼用に適し 収葉量は改良鼠返より各蠶期約一割五分内外多く 飼育成績も遜色ない
本品種の適應地域は四國、九州等の暖地で寒冷地には不向きである。

３．國桑第27號
長沼と改良鼠返との交雜種、白桑型で枝條直立、葉は緑色、改良鼠返に酷似し、大形の四裂

葉にして葉縁は乳頭鋸歯、葉面の光澤は普通であるが、葉の厚さは稍薄い。
樹勢強健で春秋蠶兼用に適し、収葉量は改良鼠返より各蠶期約一割内外多く、飼育成績も悪

くない。
、 、 。 、 （ ）本品種の適應地域は概ね東海 近畿 中國地方である 寒冷堆には向かないが 福島 東北

地方では良好な成績をあげている。

（1950）13．桑胴枯病の伝染発病機構の解明と防除法
青木 清（1945）桑胴枯病の発生機構に関する研究． 蚕糸試験場報告 ：245-30612(3)
１．積雪地帯における桑栽培の最大の障害である胴枯病の伝染環と発病機構を明らかにし、効果
的な防除技術を確立し、桑葉の安定生産を図ることを目的とする。

２．胴枯病の伝染環
①病原菌の柄胞子は、春～夏に雨後枝幹や廃条の病斑（柄子殻）から押し出され、風雪や虫な
どによって分散する。

胴枯病菌の伝染環（蚕糸試験場新庄支場）
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②枝幹の皮目や傷に達した胞子は発芽定着し、埋雪（温度0.1℃、湿度90～100％、暗黒）で衰
えた枝幹樹皮へ侵入して病斑を広げ、枝や主支幹の枯死を引き起こす。

③子のう胞子は地面に接した病枝にまれに形成され、風媒伝染する。
． 。３ 越冬前に樹皮に腐生潜伏中の病原菌を殺菌剤で消毒することにより発病を防ぐことができる

４．防除薬剤の検索は、桑古条切枝焼傷接種による薬剤検定法が効率的である。
５．罹病性および中度抵抗性品種では栽培管理による予防対策も必須である。

（1951）14．蚕の卵色による雌雄鑑別法
田島彌太郎、原田忠次、太田 登（1951）蠶卵の色により雌雄を鑑別する方法の研究－第１報

線による轉座染色體の形成－．育種学雜誌 ：47-50X 1(1)
１．転座作成の材料として第二白卵（ ）を用いた。 ヘテロ型の雌蛹について化蛹後１～７日w w2 2

目にＸ線照射を行った。処理雌に 雌を戻し交雑して を作ると、黒卵と白卵が１：１にw RF2 2

分離する。このうち黒卵だけを掃立て、４、５齢中に雄蚕児を全部捨ててしまって雌だけを残
す。この雌に 、 雄を交雑した。この場合にも黒卵と白卵が分離するが、今度は１：１のw od2

他に種々の比率を示すものがある。それには無頓着に、白卵を再びピンセットでつまんで除去
して黒卵だけを掃立て、１齢日目に油蚕のみを分離する蛾区を探した。

２．このようにして２年間に遺伝子型検定を行ったものは6523蛾に及んだが、この中で計算どお
り油蚕のみを分離した蛾区はわずか１蛾区のみであった。
． 、 、３ このように １蛾区だけ黒卵から孵化した蟻蚕が全部油蚕からなっている区が発見されたが
計算によると、これらは全部雌でなければならない。飼育を続け、５齢期に調査したところ全
て雌であった。また、羽化後の蛾についても全部黒眼であることが確認された。
． 、 、４ 従って この区の黒眼油蚕雌はすべてＢ型またはＣ型の転座型個体であると推測されるので
これに 雄を交雑すれば再び黒卵と白卵が１：１に分離し、しかも黒卵は雌、白卵は雄とw /w2 2

なるはずである。調査結果は、この推測と完全に一致していた。
※田島彌太郎、原田忠次、太田 登、小林義彦、卜部澄子（1955）第三章 卵色による雌雄鑑別

の研究．蠶絲科學研究所彙報 ：25-47第５號

（1955）15．夏秋蚕用蚕品種「日124号×支124号」
蚕糸局技術改良課（1956）蚕の新品種－「日124号×支124号 ．技術資料 ：1-7」 第39号

日124号１．
化性：二化性。系統：日々固定種。来歴：本品種は農林省蚕糸試験場（中里 延）において

育成したもので、支122号（太）と交雑して春蚕用に供すると共に、支124号と交雑して夏秋蚕
用に供する。
本種は二化性白繭系日々固定種である。蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の休色は青白色で、斑紋
は形である。蚕児の経過は短い方で、日122号より稚蚕期で半日、壮蚕期で数時間短い。各令
共餉食当初から食桑はかなり活溌であるから、厚飼を避けて成熟した良桑を飽食させるように
する。なお壮蚕期の催眠から就眠までが割合に長引く傾向があるが、この催眠期に桑不足させ
たり冷湿におちいらせたりしないように注意する。
繭は白色、浅縊俵形で、縮皺は普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本腫と支124号とを組合わせる場合、両品種の取扱いが略々等しい時は、本腫の催青着手を

春蚕期には３～４日、夏秋蚕期には２～３日早くすればよい。
蚕種の人工孵化法は即浸、冷浸共に塩酸浸漬時間は４分内外が適当である。
支124号２．
化性：二化性。系統：支々固定種。来歴：本品種は農林省蚕糸試験場（中里 延）において
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育成したもので、日124号と交雑して夏秋蚕用に供する。
本種は二化性白繭系支々固定種である。蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青白色で、斑紋
は姫である。蚕児の経過は、支115号より第１齢が約半日短いが、第５齢が長いので、全齢に
おいては約半日以上長い。虫質は強く、蚕児の挙動は活溌で、蚕寄りをする傾向があり、食桑
は餉食当時から旺盛であるから絶えず拡座を励行して桑不足に陥らせないように注意する。
繭は白色、楕円形で、縮皺は普通である。越年卵の卵色は淡藤鼠と桜鼠である。
本種と日124号とを組合わせる場合、両品種の取扱いが略々等しい時は、本種の催青着手を

春蚕期には３～４日、夏秋蚕期には２～３日遅くすればよい。
蚕種の人工孵化法は即浸、冷浸共に塩酸浸漬時間は４分内外が適当である。
日124号×支124号３．
化性：二化性。系統：日支交雑種。本種は日支二化性白繭種で夏秋蚕用に供する。蚕児の体

色は青白色で、斑紋は形である。蚕児の経過は稚蚕期、壮蚕期共に日122号×支115号より短く
全齢においては約半日以上短い。従ってこの迅速な発育と旺盛な食慾に対応して良い桑を充分
に与え、蚕寄りする性質があるから絶えず拡座をするようにするならば、虫は強い方であり、
眠起も揃って飼い易い。
繭は白色の豊大な浅縊長楕円形で、縮皺は普通である。
本種は虫質強く、飼育日数短く、細繊度用品種としては収繭量多く、繭糸長長く、繭糸量多

く、解舒良く小ぶしも少ない。繭糸繊度は約2.6デニールである。

（1955）16．蚕試式定繊度感知装置
１．従来の繊度の管理方法は繰糸繭粒付数を指標とした定粒繰糸法であって、常時作業者が繭粒
付数を監視する必要があった。定繊度感知器の開発により繊度の管理技術は規格化され、繊度
成績の向上と繭粒付監視作業の低減が図られた。
． 、 、２ 自動繰糸機に設置された本装置は ゲージ板で作られた一定の間隙に間欠的に生糸を挿入し
ケージガラスと生糸との接触摩擦力で生糸の太さの変化を感知し、新しい繭の補給が必要な場
合には接緒機構と連動して繭の補給を自動的に行い、繊度の管理を行うものである。

繊度感知器 特許：第218534 発明者：大木定雄 公告年月日：1955年９月17日
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円形の硝子２枚でゲージ板をはさみ、これと指示杆とを一体にネジ止めしてなる繊度感知器に
おいて、指示杆の形状をＬ字形とし、糸条が目的繊度より太い時は指示杆は上向に旋回し、細ま

、 。ると下向するようにし この杆が上向の位置の場合は下向の場合より旋回を大にするようにした

（1957）17．夏秋蚕用蚕品種「日122号・日124号×支115号・支124号 （略称2454」 ）
蚕糸局技術改良課（1957）蚕の新品種．技術資料 ：7-10第41号

日122号１．
化性：二化性。系統：日欧固定種。来歴：本品種は農林省蚕糸試験場において育成したもの
で、支122号との一代交雑種、日122号（細）との交雑原種に支122号（細）を交雑した三元交
雑種、秀峰との交雑原種に刀水を交雑した三元交雑種、日122号（太）との交雑原種に支122号
（太）を交雑した三元交差種、改との交雑原種に支122号と良との交雑原種を掛けた四元交雑
種として春蚕用に供すると共に、支115号との一代交雑種、または日124号との交雑原種に支11
5号と支124号との交雑原種を掛けた四元交雑種として夏秋蚕用に供する。
本種は二化性白繭系日欧固定種である。蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で、斑紋

は形である。蚕児の経過日数は比較的長いが大平に比べて大差がない。食慾は餉食後徐々に昂
進するから、餉食当時の食桑量は割合に少なく、盛食期においても比較的緩慢であって、食桑
量は少ない方である。低温多湿及び高温多湿に対しては稍弱い傾向があるから温湿度の調節に
努めると共に食桑状態が緩慢であるので少量多回育を行うのが安全である。
繭は純白色、尖り気味のある俵形で、縮皺は密である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日124号とを組合わせる場合、両品種の取扱いが略々等しい時は、本種の催青着手を

約１日早くすればよい。
蚕種の人工孵化法は即浸、冷浸共に塩酸浸漬時間は４～５分が適当である。
日124号２．
化性：二化性。系統：日々固定種。来歴：本品種は農林省蚕糸試験場において育成したもの

で、支122号（太）と交雑して春蚕用に供すると共に支124号と交雑して夏秋蚕用に用い、また
日122号との交雑原種に支115号と支124号との交雑原種を掛けた四元交雑種として夏秋蚕用に
供する。
本種は二化性白繭系日々固定種である。蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤味のある青
白色で、斑紋は形である。蚕児の経過は短い方で、日122号より稚蚕期で半日、壮蚕期で数時
間短い。各齢共餉食当初から食桑はかなり活発であるから、厚飼を避けて成熟した良桑を飽食
させるようにする。なお壮蚕期の催眠から就眠まで割合に長引く傾向があるが、この催眠期に
桑不足させたり冷湿におちいらせたりしないように注意する。
繭は白色、浅縊俵形で、縮皺は普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日122号とを組合わせる場合、両品種の取扱いが略々等しいときは、本種の催青着手

を約１日遅くすればよい。
蚕種の人工孵化法は即浸、冷浸共に塩酸浸漬時間は４分内外が適当である。
日122号×日124号３．
化性：二化性。系統：日欧交雑原種。
日122号と日124号との交雑原種にして、支115号と支124号との交雑原種と交雑し四元交雑種

として夏秋蚕用に供する。
本種は二化性白繭系日欧交雑原種である。蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で、斑
紋は形である。蚕児の経過は日122号より稍短い。挙動活発で虫質強く夏秋蚕期の飼育も容易
であり、産卵量も多い。
繭は白色の浅縊俵形で、縮皺は稍密である。越年卵の卵色は藤鼠である。
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本種と支115号×支124号とを組合わせる場合、両交雑原種の取扱いが略々等しい時は、本種
の催青着手を春蚕期には５～６日、夏秋蚕期には４～５日早くすればよい。
蚕種の人工孵化法は即浸、冷浸共に塩酸浸漬時間は４分内外が適当である。
支115号４．
化性：二化性。系統：支々固定種。来歴：本品種は農林省蚕糸試験場において育成したもの

で、日122号と交雑して夏秋蚕用に用いると共に、支124号との交雑原種に曰122号と日124号と
の交雑原種を掛けた四元交雑種として夏秋蚕用に供する。
本種は二化性白繭系支々固定種である。蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕兒の体色は青白色で、斑紋

は姫である。虫質は強い方で、経過が速い。生種を生ずることがあるから、催育中の温度、湿
度、光線および飼有中の温湿度に注意することが必要である。
繭は白色の楕円形で、縮皺は普通である。越年卵の卵色は濃藤鼠、藤鼠、緑を帯びた藤鼠で

ある。
本種と支124号とを組合わせる場合、両品種の取扱いが略々等しい時は、本種の催育着手を

同時にまたは１曰遅くすればよい。
蚕種の人工孵化法は即浸、冷浸共に塩酸浸漬時間は３～４分がよいが、即浸の場合に産卵後

浸酸までの時間が短いと孵化が不良となることがあるから注意を要する。
支124号５．
化性：二化性。系統：支々固定種。来歴：本品種は農林省蚕糸試験場において育成したもの

で、日124号と交雑して夏秋蚕用に供すると共に、支115号との交雑原種に日122号と日124号と
の交雑原種を掛けた四元交雑種として夏秋蚕用に供する。
本種は二化性白繭系支々固定種である。蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青白色で、斑紋
は姫である。蚕児の経過は、支115号より第１齢が約半日短いが、第５齢が長いので、全齢に
おいては約半日以上長い。虫質は強く、蚕児の挙動は活発で、蚕寄りをする傾向があり、食桑
は餉食当時から旺盛であるから、絶えず拡座を励行して桑不足におちいらせないように注意す
る。繭は白色の楕円形で、縮皺は普通である。越年卵の卵色は淡藤鼠と桜鼠である｡
本種と支115号とを組合わせる場合、両品種の取扱いが略々等しい時は、本種の催青着手を

同時にまたは１日早くすればよい。
蚕種の人工孵化法は即浸、冷浸共に塩酸浸漬時間は４分内外が適当である。
支115号×支124号６．
化性：二化性。系統：支々交雑原種。
支115号と支124号との交雑原種にして、日122号と日124号との交雑原種と交雑し四元交雑種

として夏秋蚕用に供する。
本種は二化性白繭系支々交雑原種である。蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青白色で、斑
紋は姫である。蚕児の経過は支124号より稍短い。挙動活発で食桑旺盛、虫質は強いから夏秋
蚕期の飼育も容易であり、産卵量も多い。
繭は白色の楕円形で、縮皺は普通である。越年卵の卵色は淡藤鼠である。
本種と日122号×日124号とを組合わせる場合、両交雑原種の取扱いが略々等しい時は、本種

の催青着手を春蚕期には５～６日、夏秋蚕期には４～５日遅くすればよい。
蚕種の人工孵化法は即浸、冷浸共に塩酸浸漬時間は４分内外が適当である。

７． （この四元交雑種を2454と略称する)日122号・日124号×支115号・支124号
化性：二化性。系統：日支欧交雑種。本種は日支欧四元交雑二化性の白繭種で夏秋蚕用に供

する。
蚕児の体色は青系で、斑紋は形である。蚕児の経過は日122号×支115号より短く、日124号

×支124号より僅かに長く、一般にいえば短い方である。虫質は強いが稚蚕の経過が速く食桑
が活発であるから用桑を吟味して栄養不足に陥らせぬように注意する。四元交雑種であるが眠



- -101

起は斉一で、繭の揃いも悪くない。
繭は白色の浅縊長楕円形で、縮皺は普通である。
本種は飼育日数短く、細繊度用組合せとしては収繭量多く、繭質糸質も良い方である。繭糸

繊度は約2.6デニールである。

（1957）18．桑の新梢挿し木法
本多恒雄（1957）桑の新梢挿木法に関する研究．蚕糸研究 ：55-60第20号
１．桑樹１株からできるだけ多くの苗木を生産する目的で、新梢挿木法の実用化を図る基礎実験
を行い、次の結果を得た。

２．挿木発根のための環境要素として、地温は30℃附近に適温があり、挿床の通気をよくすると
発根がよい。また横に倒して浅く挿すとよく発根する。

３．電熱温床内の発根経過をみると、挿木後10日を過ぎてから根があらわれ、その後10日間は成
長が盛んであるが、それ以後は緩慢となる。

４．成長物質を処理する場合は極めて低濃度でよく、200～20 の範囲で充分の効果が得られPPM

た。
５．成長物質と栄養物質を併用処理したほうが効果が高まる。
６．新梢の成長程度を異にし、また１新梢内の部位を異にしても挿穂として利用できる。但し、
物質の種類によって効果の異なる場合があったから、倍液の調製について今後の研究が必要で
ある。

７．以上の実験によって、環境条件を適当にすることと、成長物質および栄養物質を処理するこ
とによって、新梢挿木法の実用的可能性があると思われる。

本多恒雄（1970）桑のさし木に関する研究．蚕糸試験場報告 ：133-24524(1)
１．著者は1952年以来新しょうさし木について、また1960年以来古条さし木について、桑のさし
木に関する研究を行った。

２．研究の主眼を、①さし穂の条件と発根力との関係、②生長調整物質による発根促進、③発根
、 。と環境要因との関係 そしてさらに④発根の起原と根の形成に関する組織学的研究等においた

３．これらの研究の結果として新梢さし木および古条さし木の問題点のいくつかを解明し、そし
て新梢さし木による新しい桑の繁殖法を確立した （以下、略）。

（1960）19．人工飼料による全齢飼育
吉田徳太郎、松岡道男、木村孝一（1960）乾燥桑葉粉末を基本とする人工飼料による家蚕の飼育

について．蚕糸試験場報告 ：543-58615(10)
１．乾燥桑葉粉末を基本とした人工飼料の調製とそれを用いた家蚕の飼育法確立を主眼として行
われたものである。

２．蚕の全齢を飼育することのできた人工飼料の組成と調整法：
冷凍乾燥桑葉粉末 5 、脱脂冷凍豆腐粉 1 、大豆粉 1 、澱粉 1.5 、蔗糖 1 、防腐液g g g g g

10 蒸留水 5 ※防腐液はビタミンＫ3 0.1ｇ 0.2ｇ 0.ml m Na-dehydroacetate Na-sorbate、 （ 、 、
2 を蒸留水100 に溶解したものである）g ml

前記の各材料をよく混和してペトリ皿に移し、加圧釜中で約15 の圧力下lbs per square inch

で15分間蒸軟処理を施し、冷却後これを蚕齢に応じて適当な厚さと大きさに切り、給与直前に
さらに蒸気殺菌を行い、これに冷凍乾燥桑葉の微粉末を少量散布して飼料とする。

３．飼育法の概要
あらかじめフォルマリンで消毒した殺菌灯の設備がある温湿度調節可能な飼育箱内で上記の

飼料を用いて蚕の幼虫をペトリ皿内で飼育する。その時の飼育中の温湿度は、稚蚕では24～25
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℃、80～90％、壮蚕では24℃、75～80％で、随時殺菌灯を点じて殺菌する。また給与回数は１
日２回以上とし、その都度完全に除沙する。以上の操作は出来る限り無菌状態で行う必要があ
る。

４．このようにして得られた５齢壮蚕の一部は蛹化し、さらに成虫となった。
福田紀文、須藤光正、樋口芳吉（1960）人工飼料による蚕の飼育．日本蚕糸学雑誌 ：1-329(1)
１．人工飼料の組成と調整法：桑葉粉末５ｇ（国桑19号および一の瀬の桑葉を冷凍乾燥機で40℃
以下で乾燥、粉末にし、80メッシュの篩にかけた 、澱粉1.5ｇ、キナコ１ｇ（いずれも市販品）
で、粉末にし、80メッシュの篩にかけた 、脱脂凍豆腐１ｇ（市販の凍豆腐をエーテルで脱脂）

ml mlしたものを粉末にし 80メッシュの篩にかけた に 20％蔗糖水溶液５ と防腐剤混合液10、 ） 、
（ビタミン 0.1ｇ、デヒドロ酢酸ナトリウム塩0.2ｇおよびソルビン酸ナトリウム塩0.2ｇK3

を水100 に加え加熱溶解した）を添加しよく撹拌した。これをオートクレーブで15分間殺菌ml

し、冷蔵庫に保存した。
２．蚕の飼育：シヤーレに水を湿したろ紙、パラフィン紙、人工飼料、蟻蚕「 支115号×支124（
号）×（日122号×日124号 」の順にのせ、蓋をかぶせ半無菌箱（温度24～25℃、湿度92～96）
％）中におき、蚕の飼育を行った。蚕に与えた飼料は調製した人工飼料を0.1～0.3 の厚さmm

にカミソリで切った細片をオートクレーブで15分間再び殺菌し12時間冷蔵庫に入れたものであ
る。給与は１日２回、12時間間隔で行われた。

３．発蟻から結繭までの日数は平均45日で普通に桑で飼育した場合の約２倍を要したが、蛹期間
は平均14日で、普通の桑飼育の場合と同程度であった。110頭の蟻蚕のうち営繭したものは36
頭、蛹になったもの雌２頭雄22頭、蛾になったものは雌２頭雄22頭であった。熟蚕、蛹（化蛹
６日目）および蛾の生体重はそれぞれ1.13ｇ、0.62ｇ（雌 、および0.33ｇ（雄）であった。）

４．蚕が吐糸した総絹物質量は１頭平均86 （最高130 ）で、同一品種を桑の葉で飼育したmg mg

場合の約20％（最高約30％）であった。また繭糸長は約450 であった。熟蚕を解剖してみるm

と内容物の充実によりよく発達した絹糸腺が認められた。
５．交尾した蛾が生産した卵の１蛾当りの粒数は227で、その卵長および卵巾はそれぞれ1.291

および0.952 であった。mm mm

伊藤智夫、田中元三（1960）人工飼料による蚕児の飼育および５眠蚕の分離について．日本蚕糸
学雑誌 ：191-19629

１．人工飼料の組成と調整法：桑葉粉末（150メッシュ以下のもの）50％、馬鈴薯澱粉15％、蔗
糖20％、生大豆粉末（80メッシュ以下のもの）15％を十分に混合し、乾物重の1.5倍重の水を
加え、直ちに約15分間蒸し、冷却後スライス状に切り蚕児に与えた。

２．蚕の飼育： 日112号×支110号）×大造の蟻蚕15頭を選び飼育を行った。供試した15頭の内（
、 、 。３頭が５齢起蚕までに死亡したが 残った12頭はこれ以後死亡することなく すべて営繭した

３．今回の飼育においては５眠蚕が出現したが（出現率は3 12＝25％ 、今までの人工飼育では/ ）
報告がない。一般に５眠蚕は栄養条件が不良な際に多く出現する傾向にあることが知られてい
るが、今回の結果も栄養的には決して満足な状態ではなかったことを示す。なお５眠すべき経
過をたどる５齢起蚕と５眠蚕とはならぬ５齢起蚕との体重の関係、両者の経過の相違などは、
従来の５眠蚕の報告と一致している。

４．蚕児の経過、体重、繭質などは正常蚕より著しく劣っている。用いた品種が交雑種に大造を
交配した 1であることに基づくと考えられる以上に劣っているが、飼育を通じて、いわゆるF

病蚕は１頭も出現しなかった点は特記されて良い。但し幼虫期に脱皮不能蚕が３頭出現した。
脱皮現象と栄養とは何らかの関係があると考えられる。

（1961）20．自動繰糸工程管理技術



- -103

嶋崎昭典（1961）製糸工程の統計的管理法に関する研究 Ⅰ．定粒繰糸工程の管理について．
蚕糸試験場報告 ：403-52916(6)

１．製糸工程は，原料繭の性状変化の影響を著しく受けるので、適正な統計的管理技術なしに工
程を的確に運営することは困難である。しかし、製糸工程の統計的管理は工程の特殊性から、
機械化された大量生産の場を前提にして設けられている統計的品質管理方式をそのまま導入し
ても、製糸工務が要望する諸問題の本質的な解決には役立たない。著者は工程の特殊性とその
運営について考察した結果、製糸の工程管理は「繰糸の過程で生糸の品質、能率、歩留りの偏
移を迅速適正に推定し、直ちに基準状態へ工程を移行させる、いわゆるサーボ機構の役割を果
たす」ものでなくてはならないとの結論に達し、これを具現する工程管理法について研究をす
すめた。

２．落緒と繰糸能率ならびに歩留りとの関係：製糸工程で生糸を繰製する直接的生産操作の接緒
は、定粒繰糸工程では、落緒生起の指示にもとづいて行われる。したがって繰糸能率は落緒特
性によって表示することができる。一方落緒特性、生糸量歩合、練糸量歩合等はそれぞれ処理
条件によって変化する。処理条件に伴う上述各項目の変化を解析した結果、それらは互いに処
理条件を通じて密接な関連を有していることが明らかになった。その結果、落緒の生起性が基
準状態にあるよう処理工程の諸条件を管理すれば、それに伴って生糸量歩合、練糸量歩合が基
準状態に維持されることが明らかになった。すなわち落緒の生起性が基準状態にあるよう工程
を運営することによって、繰糸能率と歩留りの管理は可能であることが知られた。

３．製糸第一管理方式：一般に原料繭の落緒特性は平均値で表されてきた。しかし工程中に生ず
る落緒の管理基準を設定するには、原料繭における落緒の分布特性を明らかにしなくてはなら
ない。著者は落緒特性を表す項目として、１粒の繭に生ずる不時落緒数、繭層の各部位に生ず
る不時落緒の出現性と解舒糸長の３種をあげ、それぞれの分布特性を処理条件との関係のもと
に考察した。

４．製糸第二管理方式：製糸第一管理方式は能率、歩留りを管理する方法であった。それゆえこ
れと共に、生糸の品質を管理する工程管理方式が望まれる。生糸品質の多くは原料繭の性状に
依存するので、生糸の品質は主としてそれの太さの均一性にむけられる。これは落緒、接緒間

（ ） （ ）の時間的遅れにより生ずる不連続斑 糸条斑 と繭糸繊度曲線に依存する長期変化 繊度偏差
の二つに分けて考えることができる。このうち製糸工程の影響によって生ずる斑は主として糸
条斑であるので、これを管理する工程管理方式について考えた。

嶋崎昭典（1961）製糸工程の統計的管理法に関する研究 Ⅱ．定繊度式自動繰糸における生糸繊
度制御系管理基準の設定． 蚕糸試験場報告 ：531-60316(6)

１．現在実用化されている定繊度式自動繰糸機は自己制御系を有していないので、繰糸工程を運
営して目的生産を遂行するには、工程運行の中心的役割を果たしている生糸の繊度制御系を正
しく制御する工程管理法の設定が必要である。

２．ここでは細限接緒点繰糸法を採用している定繊度式自動繰糸機において、原料繭の繊度特性
が生糸の繊度特性を形成する過程の理論的構造を明確にして生糸繊度制御系の管理基準を見い
だし有効適切な工程管理法の基礎を確立したいとの考えのもとに研究がすすめられた。

（1961）21．人工飼料による蚕の無菌飼育
伊藤智夫、田中元三（1962）無菌的方法による蚕の飼育．日本蚕糸学雑誌 ：7-1031(1)
１．用いた人工飼料の組成は、乾燥桑葉粉末20、馬鈴薯澱粉10、グルコース５、蔗糖５、大豆カ
ゼイン25、大豆油２、β-シトステロール0.2、 の塩混合物１、アスコルビン酸２、セWesson

ルロース粉末29.8（それぞれ含有％）にビタミン類4.74 と蒸留水1.5 を加えたもの。mg ml/g

２．一旦シャーレ内で蒸した飼料を鋭利なナイフで薄片状に切り、予め滅菌した三角フラスコ内
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に入れる。飼料はフラスコ１個あたり乾物重として18ｇを入れる。これを直ちにオートクレー
ブで115℃、30分間滅菌した。25℃で24時間放置後、この操作を繰り返した。

３．試験には（日112号×支110号）×大造の三元交雑種を用いた。孵化２～３日前の蚕卵を台紙
ごと10％昇汞水に10分間浸漬、滅菌水で十分洗った後水分を除き、無菌的に三角フラスコ内の
飼料上に置いた（１フラスコ当たり10個の蚕卵 。）
４．無菌飼育では、経過がかなり不揃いになる傾向が大きく、稚蚕期の死亡率が高かったが、営
繭した個体が得られ、全齢飼育が可能であることが示された。

（1963）22．桑古条マルチング挿木法
山本 賢（1964）ポリエチレンマルチングによる桑の古条さし木法について（Ⅰ ．蚕糸研究）

：4-8第49号
１．古条さし木において簡易に地温を上昇させ、発根促進と活着を高める目的でポリエチレンフ
ィルムによるさし床のマルチングを試み、次のような結果を得た。

２．マルチングによる温度効果は大きく、９時および15時の地下10 の地温は露地よりかなりcm

、 。 、 、高く 気温にくらべても常に高い傾向を示した しかし 天候によって昇温効果に差異があり
曇雨天には小さく、晴天時に大きかった。

３．さし木後30日目のさし穂（一ノ瀬）は露地区が発根しなかったのに対し、マルチ区は76％、
48日目では露地区32％に対しマルチ区68％の発根率を示し、根量、根数および地上部の発育と
もマルチ区がはるかに良好であった

（1964）23．蚕の伝染性軟化病ウイルスに関する研究
鮎沢啓夫、古田要二、倉田啓而、佐藤文子（1964）蚕の伝染性軟化病ウイルスに関する研究．蚕

糸試験場報告 ：223-24019(2)
１．実験の結果から、蚕の伝染性軟化病がウイルス病であることが証明された。その根拠は次の
とおりである。①蚕体において起病性因子の感染力価は増加する。②無菌飼育蚕において起病
性因子の継代が可能である。③起病性因子を超遠心分離によって単離したが、これを経口的お
よび経皮的に蚕に接種して感染性が示された。また単離した起病性因子は免疫血清によって中
和された。

２．単離した起病性因子がウイルス粒子であるとする根拠は、①病蚕のみに見出され感染性をも
つ、②免疫血清によって中和される、③かなり均一の粒子分画がえられる、等であるが、ウイ
ルス粒子の性状についてはさらに精製法を改良し検討する必要がある。

３．伝染性軟化病およびそのウイルスの性状に関する知見は次のとおりである。①ウイルスの大
きさは30～32 μである。②ミリポアフィルターを用いてウイルスの濾過実験を行なったとm

ころ、孔径100 μの場合にはよく濾過され、50 μの場合には濾過されるウイルスは１％以m m

下となった。10 μの場合にはウイルスは全く濾過されなかった。③起病性因子（ウイルス）m

は透析されない。④伝染性軟化病の潜伏期間は６～12日である。⑤ウイルスに対する蚕の感受
性（経口感染）は齢が進むに従って低くなる。１～３齢間ではその差が小さいが、４齢蚕にな
ると感受性はかなり低下し、５齢蚕はウイルス感染に対して著しく抵抗性となる。⑥ウイルス
は熱、ホルマリン、クライト、アンチホルミン、塩酸等によって容易に不活化される。昇汞、
クレゾールせっけん、石炭酸、逆性せっけん、蚕消化液等もウイルス不活化作用を有する。

（1964）24．玉糸自動繰糸機の完成
坂本英男、日向年昭、中田昌保（1964）蚕試式RB型特太自動繰糸機について．蚕糸研究 ：52

72-87
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１．蚕試式 型特太自動繰糸機設計の基礎資料をえるために、次のような研究（繰糸機の各部RB

の試作と実験）を行った。①基礎実験用繰糸機の製作、②索緒接緒装置の研究（特許：昭38-
21320『玉糸用接緒機 、③繰糸鍋の研究（特許：昭39-3069『玉糸繰糸機用繰糸鍋 、④繊』） 』）
度調整装置の研究（特許：昭39-3067『玉糸繰糸機における繊度調整装置 、⑤繭投入補給装』）
置の研究、⑥小枠自動停止装置の研究、⑦索緒接緒自動停止装置の研究、⑧繭の投入補給停止
装置の研究。

２．これら各部分についての研究の結果、得られた基礎資料をもとに、蚕試式 型特太自動繰RB

糸機の設計を行った。主要機構を図をもとに説明すると次のようである。

蚕試式 型特太自動繰糸機の主要機構説明図RB

繰糸鍋内の繰り繭よリ引きだされた糸口は、索緒接緒機の通糸管48を通り、? 掛け鼓車49で
一回りさせ２～３回の? を掛けた後、案内鼓車50、感知鼓車51、案内鼓車52、浮動杆鼓車53、
絡交糸道54の順に通って小枠41に巻き取る。ハンドル43を引き下げて小枠の回転を始めた後、
ハンドル55をわずかに横に倒すと、これと連絡した索緒接緒機駆動装置の滑りクラッチ47が入
り、索緒接緒機の回転が始まって繰糸状態となる。繭が繰りおわって薄皮繭（蛹しん）になる
と、蛹しんは繰糸鍋中央の円格子4内に入り、排蛹スコップ5にすくい揚げられ、排蛹筒1内に
落下して槽外へ排出される。このようにして繭粒付が減って糸が細くなると、繰糸張力の減少
によって自動的に繊度調整装置が作用して繭投入補給装置が働き、容器20内の新繭５～７粒が
角筒21に押し上げられて繰糸鍋内に入り、回転している索緒接緒機によって繰り上げられてい
る親糸に接緒されて繊度は回復する。節・蛹しん飛付き等のため糸条故障が起った場合、繰糸
張力は異常に大きくなって浮動杆31が浮上すると、自動停止装置が働き、小粋・索緒接緒機の
回転は止まり、また繭の投入補給停止装置も働き、繭の投入補給もしなくなる。故障整理後、
ハンドル43と55を操作すれば、小枠・索緒接緒機の回転が始まり、繭の投入補給装置も働くよ
うになって繰糸をつづけることができる。なお繊度感知器の重錘56の重量と取付け位置を変え
ることによって、繊度を調節することができる。

３．この機械を使っていろいろの選除繭について大量の繰糸実験をしたところ、比較的良い選除
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繭の場合は自動繰糸機としての性能が発揮されたが、中以下の選除繭では繰り繭や蛹しんの飛
付きによる糸条故障が多かった。そこで蛹しん飛付きによる糸条故障防止と蛹しん分離につい
て次のような研究を行い追加改良を行った。①蛹しん飛付きによる糸条故障防止装置の研究、
②蛹しん分離円格子の改造、③鼓車と絡交糸道。

（1965）25．自動機による繭検定
蚕糸試験場繭検定研究室・農林省蚕糸局繭糸課（1965）繭検定自動繰糸機による検定繰糸法．
１．自動機による繭検定法の概要
(１)検定供用繭は受検荷口の数量によって次表の数量を採取する。

荷 口 数 量 検 定 供 用 数 量
区 別

生 繭 乾 繭 生 繭 乾 繭

kg kg kg kg第 １ 区 100 まで 40 まで 2.5 1.0

kg kg kg kg第 ２ 区 4000 まで 1600 まで 4.0 1.6

kg kg kg kg第 ３ 区 8000 まで 3200 まで 6.0 2.4

繰糸供用繭は検定用繭から選除繭を除いた数量の 100分の40（ただし、荷口数量第１区のも
のは100分の64）とし、第１区および第２区のものはこれを２等分、第３区のものは３等分
して繰糸検定を行う。

(２)選除繭歩合の検定は、供用繭全部につき、玉繭その他繰糸に適さない繭を一定の標準で選
除し、その選除繭の検定供用繭に対する重量歩合を算出し、百分比例で成績を表す。

(３)繰糸検定は、繰糸供用繭を煮繭したのち、目的繊度21デニールの繊度感知器を使用して繰
糸速度１分間135メートル・６緒繰糸を行い、次に示す繭の特性値について検査する。
①繭糸長：繰糸して得た生糸の長さ（メートル）に平均繭粒付数（繰糸の数５分ごと各緒の
繭粒付数を調査し、その総和平均値）を乗じて得たものを繰糸した繭の粒数で除した値を
もって表す。

②解舒率：繰糸の際における繭１粒の平均接緒数の逆数を算出して、繭の粒数で除した数値
を以て表す。

③繭糸繊度：繰糸により得た生糸の正量（グラム）の数値をその糸長の数値で除したものに
9,000を乗じて、これを平均繭粒付数で除した数値をもって表す。
④生糸量歩合：繰糸により得た生糸の正量（グラム）の100分の40（荷口数量の第１区のも
のにあっては100分の64）で除して百分比例で成績を表す。

(４)繭の品質は繭糸長と解舒率の成績を総合評価して、優等格、１等格、２等格、３等格、４
等格のいずれかの等級に格付する。

（蚕糸試験場繭検定研究室 小河原貞二、井上和也、浅原ちさみ）

（1966）26．核多角体病ウイルスに対する蚕の感受性増大の要因
鮎沢千尋、古田要二（1966）核型多角体病ウイルスに対する蚕の感受性と消化液のウイルス不活

化作用について．日本蚕糸学雑誌 ：66-7035(2)
１．低温処理（５℃、24時間）した蚕児の、核型多角体病（Ｎ）ウイルス経口接種に対する感染

、 。抵抗性の変化と そのさいの消化液のＮウイルス不活化作用の変化についてつぎの結果を得た
２．５齢起蚕を低温処理した直後Ｎウイルスを経口接種した場合の は、無処理接種よりもLD50

著しく高く、蟻蚕における よりも高い値を示した。４齢起蚕でも同様の結果を示し、４LD50

齢２日目の蚕児でも程度は異なるが同様の傾向のあることがうかがわれた。
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３．低温処理直後の蚕児消化液は が低下し、かつＮウイルス不活化作用も低下した。低温処pH

理後絶食させると は復元し不活化作用も無処理に近い値を示した。pH

４．消化液を採取した５齢起蚕にＮウイルスを経口接種すると は対照蚕接種より高い値をLD50

示した。
５．以上の結果から、低温処理による発病には消化液のＮウイルス不活化作用の低下を原因とす
る蚕児の感受性の増大と、その時期の飼育環境の汚染による経口感染が関与している場合もあ
ることがうかがわれる。

27．桑の新品種
（1966）「かんまさり 「あさゆき 「ふかゆき 「わせみどり 「あつばみどり」 」 」 」 」

農林省蚕糸局（1966）桑の新品種．技術資料 ：1-27第61号
１．かんまさり

来歴：本品種は「銀芭蕉」と「十島」の交雑実生中から選出育成したもので山桑型である。(１)
試験供試中は .18またはＤと称した。No

(２)性状と特性：樹の姿勢はやや展開性。枝の数、枝の長さは在来品種「剣持」と同じくらいで
、 。 （ 、 、 ） 「 」あるが 節間はやや長い 葉の大きさは中型 葉長20 葉幅17 葉柄長４ で 剣持cm cm cm

（葉長20 、葉幅16 、葉柄長４ ）とほとんど同じ。半光沢で葉面はやや粗硬である。葉cm cm cm

形は２ないし３裂葉に全縁葉（裂れていない葉）を混入する。葉先は「剣持 （葉先長１ ）」 cm

よりわずかに長く、葉底は「剣持」の湾入型に対し截形を呈する。また葉縁は「剣持」が鋭い
乳頭状鋸歯であるのに対し幾分丸味のある乳頭状鋸歯を呈している。春の収葉量に影響のある
椹（桑の実）は、着椹数の多い「剣持」より少なくなっている。また枝の先枯は「剣持」より
少なく、萎縮病にやや強い。年間の収量は瘠地および傾斜地では「剣持」よりやや多い。本品
種は積雪量が0.5ｍ以下の少雪寒冷地、たとえば岩手、長野県などの瘠地、傾斜地向の品種で
春秋兼用壮蚕用として使用するのに適している。

(３)栽培利用上の注意：萎縮病の多発するところは避ける。
２．あさゆき
(１)来歴：本品種は「紫早生」と「十島」の交雑実生中から選出育成したもので山桑型である。
試験供試中は .14またはＢと称した。No

(２)性状と特性：樹の姿勢はやや展開性。枝の数は「剣持」より少なく、枝の長さもやや短い。
葉の大きさは中型（葉長20 、葉幅18 、葉柄長４ ）で葉幅が「剣持」より幾分広い。葉cm cm cm

面は半光沢でやや粗硬である。葉形は４裂、葉先および葉縁鋸歯の形態は「剣持」とほとんど
変わらない。また葉底も「剣持」同様に湾入している。着椹数は「剣持」より少ない。耐胴枯
病性および耐萎縮病性は、ともに「剣持」より強い。ただ年間の収葉量は「剣持」よりやや少
ない。本品種は積雪量１ｍ前後の中雪地たとえば岩手、福島、新潟、岐阜などの各県で春秋兼
用壮蚕用桑として使用するのに適している。

３．ふかゆき
(１)来歴：本品種は「酒井早生」の自然交雑と「田沢」の自然交雑との交雑実生中から選出育成
したもので山桑型である。試験供試中は と称した。M

(２)性状と特性：樹の姿勢はやや展開性。枝の数は「剣持」より少なく枝の長さはやや短い。葉
の大きさは大型（葉長26 、葉幅18 、葉柄長４ ）で「剣持」より大きい。葉面は濃緑色cm cm cm

を呈し粗硬である。葉形は２ないし３裂葉であるが全縁葉が混入している。葉先の長さは「剣
持」と同じくらいであり、また葉底は深く湾入している。葉縁の鋸歯は幾分偏平な乳頭状を呈
している。着椹数は「剣持」より少ない。耐胴枯病性および耐萎縮病性はともに「剣持」より
強い。年間の収葉量は瘠地や傾斜地では「剣持」と同程度である。本品種は積雪量1.5ｍ以上
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のいわゆる豪雪地たとえば福井、新潟、山形など各県の瘠地および傾斜地に向くもので春秋兼
用壮蚕用桑として使用するのに適している。

４．わせみどり
(１)来歴：本品種は「紫早生」と「司桑」の交雑実生中から選出育成したもので魯桑型である。
試験供試中は .19またはＥと称した。No

(２)性状と特性：樹の姿勢はやや展開性。枝の数および枝の長さは在来品種「一ノ瀬」と大差な
いが節間は短く側枝がやや多い。葉の大きさは中型（葉長19 、葉幅14 、葉柄長４ ）でcm cm cm

「一ノ瀬 （葉長20 、葉幅16 、葉柄長５ ）に比べやや小さい。葉面は光沢滑面で濃緑」 cm cm cm

色を呈する。葉形は楕円、葉先は0.5 で短く、葉底は湾入している。葉縁の鋸歯はやや不規cm

則な丸味のある乳頭状を呈している。年間の収葉量は肥沃地、瘠地では「一ノ瀬」と大差ない
。 、 、 、 「 」 、が傾斜地ではやや多い 地域的には関東 中部 東海 山陰では 一ノ瀬 と変らないが四国

九州ではやや多い。耐萎縮病性は「一ノ瀬」と大差ない。本品種は次のような特性を持ってい
る。①脱苞期は「一ノ瀬」より５日ないし９日ぐらい早い。②春の発芽がきわめて早いにもか
かわらず晩秋期の葉の硬化が遅い。③枝の倒伏が少なく、また凍霜被害後の再発芽が早い。本
品種の適応する地域は福島県から関東以西の暖地で、春秋兼用稚壮蚕用桑として使用するのに
適している。

(３)栽培利用上の注意：萎縮病の多発するところは避ける。
５．あつばみどり

「 」 「 」 。(１)来歴：本品種は 長沼 と 蘇州１号 の交雑実生中から選出育成したもので魯桑型である
試験供試中は .37またはＪと称した。No

(２)性状と特性：樹の姿勢はやや展開性。枝の数は「一ノ瀬」よりもやや多く、枝の長さはやや
長く節間も長い。枝は「一ノ瀬」にくらべ倒伏しにくい。
葉の大きさは中型（葉長20 、葉幅17 、葉柄長６ ）で「一ノ瀬」と大体同じくらいであcm cm cm

。 。 、 、るが葉柄がやや長い 葉面は光沢があり濃緑色を呈する 葉形は楕円 葉先は小さく長さ0.5cm

葉底は深く湾入している。葉縁の鋸歯は乳頭状を呈している。本品種の特性は葉が厚く（ 一「
ノ瀬」を100とした指数で116 、萎凋しにくいうえ、葉質が良好なことである。年間の収葉量）
は「一ノ瀬」に比べ肥沃地では多く瘠地では同程度、傾斜地では少ない。地域的には関東、中
部、東海、山陰では「一ノ瀬」と大差なく、四国、九州では多い。耐萎縮病性は「一ノ瀬」と
大差ない。本品種の適応する地域は福島県から関東以西の暖地で、春秋兼用壮蚕用として使用
するのに適している。

(３)栽培利用上の注意：地域によって春の出開（新梢の伸びが停止する）が多く、また萎縮病の
多発するところは避ける。

（1967）28．限性蚕品種「日131号×支131号」
農林省蚕糸局（1967）蚕の新品種－春蚕用「日131号×支131号 ．技術資料 第64号：1-2」

日131号１．
化性：二化性。系統：日支固定種。来歴：本種は農林省蚕糸試験場において育成した二化性

白繭系日支固定種であって、支131号と交雑して春蚕用に供する。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は極めてうすい淡赤系で、斑紋は雌はうす汚れた感じの形

で、ときに多星紋を混ずることがあり、雄は姫であって、４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌
雄鑑別が容易である。蚕児の経過は日129号に比べて、稚蚕期がやや短目であるが、全齢経過
ではほぼ同じであり、日124号に比べて全齢で約１日短い。虫質は強健で眠起斉一であるが、
就眠時に蚕座の周囲に這い出すことがある。食桑は普通である。熟蚕の挙動が活発であるから
取扱いに注意を要する。夏秋期において硬葉または萎凋桑を給与すると脱肛蚕が発生すること
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がある。繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と支131号とを組合わせる場合、両品種の取扱いがほぼ等しい時は、本種の催青着手を

３日早くすればよい。蚕種の人工孵化については、塩酸浅漬時間は即浸では５分内外、冷浸で
は5.5分内外が適当である。
支131号２．
化性：二化性。系統：日支固定種。来歴：本種は農林省蚕糸試験場において育成した二化性

白繭系日支固定種であって、日131号と交雑して春蚕用に供する。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は雌はうす汚れた感じの形で、雄は姫であ
って、４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は支129号に比べ
て椎蚕期が短く、全齢経過でもやや短く、支122号(太)とほぼ同じである。虫質は強健で、飼
育取扱いは容易である。蚕児の挙動は活発で食慾が旺盛であるから桑不足にならぬように良桑
を飽食させる。特に熟蚕間近になって体長が縮み出してから熟蚕になるまでの時間がやや長い
から注意を要する。雌蛹の冷蔵は不受精卵を多発し易いからなるべく避けた方がよい。
繭は白色の楕円形で、ちぢらはやや粗である。越年卵の卵色は生壁色である。
本種と日131号とを組合わせる場合、両品種の取扱いがほぼ等しい時は、本種の催青着手を

３日遅くすればよい。
蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに塩酸浸漬時間は５分内外が適当である。
日131号×支131号３．
化性：二化性。系統：日支交雑種。本種は日支一代交雑二化性の白繭種で春蚕用に供する。
蚕児の体色は青系で、斑紋は雌はうす汚れた感じの形で、雄は姫である。蚕児の経過は日12

4号×支122号（太）の交雑種に比べ５齢径過はほぼ同じであるが、全齢経過ではやや短い。虫
質強健で眠起はよく揃い飼育取扱いは容易であるが、食桑が活発であるから桑不足にならぬよ
うに注意する。
繭は白色の浅縊俵形であるが、楕円形を混ずることがある。ちぢらは普通である。
本種は虫質強健で、経過日数が短いわりに収繭量多く、解舒、小節も良い方で、繭層練減率

が少なく、エクスホリエーション欠点も少ない。繭糸繊度は３デニールやや太めである。
真野保久、長澤鹿津子、山本 巌（1969）限性品種日131号および支131号の育成．蚕糸試験場報

告 ：441-46823(5)
１．日131号、支131号ならびに日131号×支131号は「確実で能率的に雌雄鑑別ができる実用蚕品

」 。 （ 、 ）種 を目標に育成したものである このものは幼虫４～５齢期間に斑紋 雌は形蚕 雄は姫蚕
により簡単に雌雄の見分けがつく佐々木系限性新形蚕を素材として改良を加えたもので、蚕糸
業法第３条ならびに第８条の規定によって、昭和42年８月農林大臣より指定された。

２．限性新形蚕系統は昭和32年に佐々木が限性黒色斑系統の中から自然突然変異として発見し、
限性黒色斑系統も佐々木が田島の限性暗色斑系統からの自然突然変異として発見したものであ
る。この限性新形蚕系統は染色体転座にともなう生理的欠陥のない限性蚕である。

３．日131号は限性新形蚕系統（日・支Ｆ）に、 姫と 1（後の日129号）をそれぞれ連続1 ZNK MH

、 、 、 、４回ずつ戻し交配したのち 系統選技法により育成した品種であり 飼育日数短く 繭層歩合
生糸歩合の成績がすぐれている。

４．支131号は限性新形蚕系統（日・支 ）に支那種系姫蚕を連続４回戻し交配したのち、系統F1

選技法により育成した品種であり、戻し交配は月光→春白→月光→月光の順に行った。支131
号は全繭重、繭層重、繭層歩合、繭糸量、解舒率でまさっている。なお、月光は片倉工業株式
会社育成の支那種で、春白は蚕糸科学研究所育成の支那種である。
． 、 、 、５ 日131号×支131号は蚕児の体色は青系で 雌の斑紋はうす汚れた感じの形で 雄は姫であり
飼育日数は日124号×支122号（太）に比べやや短い。繭は白色の浅縊俵形であるが楕円形を混
ずることがあり、ちぢらは普通である。また虫質は強健で収繭量多く、解舒率、小節点も良好
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であり、繭層練減率が低く、エクスフォリエーション欠点も少ない。繭糸繊度は３デニールや
や太目である。

６．日131号、支131号の育成経過からみると、小節の選抜は育成世代の早い時期に行うのが有効
であると思われる。

７．日131号×支131号は戦後指定された品種の中で、最初の日・支両限性品種である。

（1967）29．蚕微粒子病の集団検査法
１．ルイ・パスツールの研究により、病蛾の蚕卵から病蚕を生ずることが明らかにされて以来、
１蛾別採種法により母蛾検査が行われてきた。わが国ではこの母蛾検査は法律をもって規定さ
れ、原々種および原種については全蛾を、普通蚕種については各掃立口数の大きさにより一定
数の抜取検査を行なって、蚕種の採否を決定してきたが、その工程はほとんど手作業に依存し
ていて、検査員による個人差が大きい傾向があった。さらに近年、検査作業の簡素化、能率の
向上、検査精度の確保とともに、検査技術の統一化、標準化が重要な課題になってきた。
． 、 、 、２ 集団蛾検査は 磨砕のためのカッター式ミキサーと 磨砕液のろ過を主体とする検査装置と
ろ液を遠心分離する遠心器および鏡検のための位相差顕徴鏡から構成されている。

３．まず磨砕しようとする一定数の試料（原々蚕種14蛾、原蚕種28蛾、普通蚕種30蛾）をミキサ
ーのカップに入れ、0.5％炭酸カリ溶液（70～100 )を加えて10,000回転（ ）で２分間磨ml rpm

砕し、ついで２分間静置後、ろ紙および脱脂綿でろ過する。このろ液を1,500Ｇで３分間遠心
ml %分離し ただし原々蚕種および原蚕種は水70～80 を加えて同条件で再遠心 その沈渣に２（ ）、

苛性カリ溶液を加え、振とう溶解して鏡検する。
４．鏡検判定には未熟胞子も認知できるように試作された低倍率の位相差顕徴鏡（オリンパスＫ

） 。 （ 、 、 ）Ｐ型 を使用する 蚕糸試験場病理部微粒子病研究室 上田金時 藤原 公 早坂昭二
藤原 公（1984）蚕微粒子病の集団蛾検査法に関する研究．蚕糸試験場彙報 ：113-120第120号
． 、 、１ 個体蛾の母蛾検査法は 蚕種製造業者の企業内検査としては検査費用の過大性に問題があり
また鏡検に熟練した検査員を多数確保するにも困難性があり、検査精度（正確さおよびばらつ
き）の低下も危惧されることから企業内検査に適する高精度で低費用の新しい母蛾検査法の開
発が要望されるに至った（全国蚕種協会、昭和39年９月17日 。）

２．本研究はこの要望を受けて着手した。
３．そこで、鏡検単位の蛾数を多数個とし、回転刃磨砕器で試料を磨砕し、ろ過および遠心沈殿
によって磨砕液から胞子を集めて鏡検標本とする集団蛾検査法の開発研究を行った。また、検
査精度を標準化するために検査機械器具の考案適用を検討し、蚕微粒子病検査の母蛾検査法と
して体系化した。

４．この集団蛾検査法は1968年蚕糸業法施行規則改正（農林省令第23号）によって実用化し普及
した。その研究の大要を報告する。

（1967）30．桑萎縮病病原（マイコプラズマ様微生物）の発見
土居養二、寺中理明、与良 清、明日山秀文（1967）日本植物病理学会報 ：259-26633
１．桑萎縮病の罹病新梢の茎葉を電子顕微鏡観察したところ、既知の植物ウイルス粒子様のもの
は見出されなかったが、篩管、ときに篩部柔細胞内に、大小（80～800ｍμ）多数の球～不斉
楕円形の 様あるいは 様の粒子が見出された。これらは２層の限界膜（約８ｍMycoplasma PLT

μ に包まれ 細胞壁はなく 小形 100～250ｍμ の粒子は概ね球形で 様顆粒 径） 、 、 （ ） （ribosome

約13ｍμ）で充たされ、ときに核質様の繊維状領域を示すものもあり、大形（300ｍμ以上）
の粒子は中心が空虚で僅かに核質様の繊維が認められ、顆粒は周辺に偏在する。大小粒子が篩
管内に混在する点からみて、小形粒子が生長して大形粒子となるらしく、またときに大形粒子
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が一部くびれて小形粒子ができるごとき像、小形粒子が大形粒子の内部に数個生じ大形粒子が
崩解するような像も認められた。健全植物にはこのような粒子は見出されない。なお、テトラ
サイクリンで萎縮病から回復したクワ茎葉からはこの粒子は見出されなくなった。

２．その他、ジャガイモてんぐ巣病、 感染、てんぐ巣症状の計４種の“叢生萎黄”Aster yellows

グループに属する植物病で茎葉節部に共通して見出された同類の粒子は植物寄生では未報告で
あるが、それらの形状、構造、所在様式などから、 に近い寄生微生物であるとのMycoplasma

結論に達した。
石家達爾、土居養二、与良 清、明日山秀文（1967）クワ萎縮病の病徴発現におよぼすテトラサ

イクリン系抗生物質の影響． 日本植物病理学会報 ：267-27533
１．萎縮病罹病クワの組織内に または 群に類似の微生物が見出されたとの知見Mycoplasma PLT

に基づき、クワ萎縮病の病徴発現に対する抗生物質の影響を試験した。
． 、２ クロルテトラサイクリンとテトラサイクリンとは本病の発病抑制に明らかな効果を示したが
カナマイシンの効果は認められなかった。

３．効果の程度は薬液施用方法によって差があり、根部浸漬がもっとも有効で、茎葉散布がこれ
に次いだが、土壌への灌注では効果は全く認められなかった。また茎葉散布と土壌灌注との併
用処理の効果は、茎葉散布と同程度であった。

４．テトラサイクリンの根部浸漬処理では10 液で処理後３日ごろから、また10 液ではppm ppm

７日ごろから効果が現われ始めた。
５．2～3日おきのテトラサイクリン茎葉散布では、10 液による効果は明らかでなかったが、ppm

10 液では処理開始の10日後ごろから効果が示された。ppm

６．薬剤施用により一旦病徴のみられなくなったものでも、処理を止めるとある期間後にふたた
び発病する傾向がある。再発までに要する期間は、病苗の病徴程度、苗の大きさ、育苗条件等
によって異なる。

７．以上の結果から、クワ萎縮病の病原はテトラサイクリン系抗生物質に対して感受性であろう
と考えられる。

（1968）31．脱皮ホルモンによる蚕の熟化促進
伊藤智夫、小泉二郎、柳川弘明、原田 稔、室賀明義（1968）植物体より得られた昆虫脱皮ホル

モンによる熟蚕化の促進．蚕糸試験場彙報 ：21-40第92号
１． および を含む牛膝抽出液を桑葉添食のかたちで５齢末期の家蚕幼虫ecdysterone inokosterone

に食下させた結果、明らかに熟蚕化が促進され、したがって登蔟も早まることがわかった。
２．促進効果は熟蚕が自然状態で出現するよりかなり前に食下させるほど顕著であったが、それ
に伴い繭質は低下した。したがって、昆虫脱皮ホルモンの施用に当たっては、適期と適量を決
めることが必要である。

３．今回の抽出液を化蛹直後の蛹に注射したところ、蛹期における眼の着色が著しく促進される
ことがわかった。

（1969）32．蚕種研究の集大成
高見丈夫（1969 『蚕種総論』全国蚕種協会発行、pp371）
わが国の蚕種に関する研究報告は尨大な数にのぼっている。これだけの資料があれば、本来な

らば、蚕種の技術はもはや名人芸をはなれて、電子計算機にたよれる可能性もあって然るべきで
あろう。しかしそれらの試験成績は、正しい吟味を尽されることなく放置されているので、これ
らの資料をそのまま電子計算機に覚えこませたら間違った答の出る心配の方が多い。
私は戦後蚕糸試験場に入り、はじめて蚕種の研究にたずさわったのであるが、水野、渡辺、梅
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谷、高梨等の蚕種学の泰斗の本拠であったここにおいてさえ、これらの方々の考え方の基本が伝
わっているとは限らず、しばしば困惑したことがある。研究の内容が真には理解されないままに
方法だけが伝わっている場合が多いので、例外的な条件下では正しい蚕種の取扱いができず、思

。 、わぬ失敗をすることがあったのである つまり研究によって生れた原理が理解されてもいないし
当然伝えられてもいないところに問題があるわけである。
研究業績の数がいかに多くとも、その中に内在する原則的なものを掴まないと技術の進展は望

み難い。本書は今までの多くの研究業績をできるだけ吟味して蚕種に関する現在の技術指針をた
て、あわせて将来の研究推進の方向づけをしようとしたものである。もし本書が読者に対して、
蚕種に関する多くの研究業績の内容を紹介するだけにとどまらず、蚕種に関する諸技術について
解明すべき問題点を見出されたり、新らしい考えを持たれることに役立てば著者の喜びはこれに
すぎるものはない。
１．家蚕の生殖器官 ２．原蚕飼育と造卵および蚕卵 ３．上蔟・種繭保護と造卵および蚕卵
４．採卵 ５．化性 ６．蚕卵の形態、発生および生理 ７．越年蚕種の保護・取扱い
８．人工孵化 ９．催青 10．蚕種の調製および輸送 11．蚕種の事故 （引用文献1207編）

（1969）33．簡易条払い機の完成
竹内好武、石川誠男（1971）簡易条払機．新しい技術 Ⅷ蚕糸：51-52第８集
１．本機は縦155 、横89.5 、高さ70 の鉄製４脚の外枠と枠内上面で、約3.5 の上下振cm cm cm cm

幅と約1.2 の水平振幅の複合をもって振動する熟蚕払い落とし用のふるい板からなり、ふるcm

い板は径５ のビニールパイプに細いピアノ線を通し、140 ×80 の枠に網目約19 ×mm cm cm cm

４ となるように張ったものである。cm

２．動力は1 4馬力モーターで、プーリーを経て減速し、ふるい板を支えるアームに伝達し振動/

させる。ふるい板の下方両側には、中央部に向って傾斜する受け板があり、払い落とされた熟
蚕は本機の中央部下方に集められる。なおふるい板の一端には網上の条桑の落下を一時止める
ために、櫛状の倒起自在のつい立（廃条受け）を備えているほか、本機にかける熟蚕付着条桑
を乗せ、そこから少しずつふるい板に条を送り出すための条のせ台および条桑が長い場合にも
使用できるための側板を設け、着脱ができるようにしてある。

３．本機は一定場所に固定して用いるが、移動を必要とする場合は２人で持ち運び可能である。
４．手作業で条払いを行っていた時には14人前後を雇用していた農家が、この機械を導入するこ
とにより、５～７人の雇用を節約できた。

（1969）34．蚕の麹かび病菌に関する研究
河上 清、三国辰男（1969）蚕の麹かび病菌に関する研究（Ⅰ）稚蚕共同飼育所に分布する麹か

び病菌の病原性とホルマリン抵抗力． 蚕糸試験場報告 ：327-370第23巻３号
１．1966年から1967年にかけて、岩手、福島、群馬、埼玉、茨城、神奈川、長野、東京および熊
本の１都８県下の175ヵ所稚蚕共同飼育所から681点の塵埃を採集し、これら塵埃から麹かび病
菌を分離培養し（検出されたのは371点（54.4％）であった 、また同時に、各機関での分離菌）
株（秋田、埼玉、岐阜、長野の各県）および、各機関に継代保存されている麹かび病菌株を含
め、これらの菌株のホルマリンに対する抵抗性、蚕児に対する病原力および麹酸産生力につい
て調査し、稚蚕共同飼育所に分布している麹かび病菌の性状を明らかにした。

２．麹かび病菌の検出率は、飼育室、? 桑場、貯桑場、作業場（通路、廊下、階段、土間、出入
口を含む 、催青所、その他（物置、宿直室、事務室、機械室などを含む）においていずれも）
50が前後で、とくに検出率の高い場所はみられなかった。

３．塵埃などから分離培養した394菌株および継代保存されてきた24菌株の合計418菌株につき、
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ホルマリン抵抗性を調べた。
①ホルマリン培地上での生育の有無によってホルマリン抵抗性を判断した結果、ホルマリン抵
抗性の弱い（0.1％ホルマリン培地に生育しない）ものは73菌株（17.5％）で、残り82.5％
は、強い抵抗性を有し、そのうち、217菌株（52％）は0.2％ホルマリン培地でも生育し、さ
らに、13菌株（３％）は0.3％ホルマリン培地にも生育した。
②継代保存菌株はその81.7％がホルマリンに弱かった（0.1％ホルマリン培地に生育しない）
が、塵埃からの分離菌371菌株中、341菌株（86.5％）がホルマリンに抵抗性であった。
③ホルマリン浸漬消毒に対する麹かび病菌各菌株の抵抗性を調べた結果、0.1％ホルマリン培

、 。地に生育できなかった菌株はいずれも ２％ホルマリン浸漬で30分以内に完全に殺菌された
しかし、0.1％ホルマリン培地に生育した菌株は、浸漬消毒に対して抵抗性を示し、完全殺
菌するに、２％ホルマリンでは７時間、５％ホルマリンでは４時間の浸漬を要する菌株や、
５％ホルマリン７時間浸漬後も、なお生存分生胞子を残す菌株などがみられた。

④ホルマリン散布消毒および燻蒸消毒（パラホルムアルデヒドを主剤とする蚕室蚕具用消毒剤
による）に対する各菌株の抵抗性も、浸漬消毒の場合と全く同様の傾向を示した。

⑤ホルマリン培地上の生育の有無とホルマリン浸漬消毒、同散布消毒、同燻蒸消毒に対する各
菌株の抵抗性の強弱とは密接な関係を示した。

４．麹かび病菌各菌株の蚕児に対する病原力を調査比較した。
①匍匐接種法により、139菌株の病原力を調査したところ、111菌株（80％）の病原力は強く、
28菌株（20％）の病原力は小さかった。継代保存菌株では、30％の菌株が強い病原力を有し
たにすぎなかったが、塵埃からの分離菌株は、84％が強い病原力を有した。

②匍匐種接法では、強い病原力を有する菌株を、２齢および４齢起蚕に接種した場合、いずれ
も、100％またはそれに近い病死率を示した。

③匍匐接種法による場合の蚕児の病死時期は、２齢起蚕接種の場合接種後３～４日に、４齢起
蚕接種の場合接種後４～７日に集中し、総病死蚕散の80％がこの期間に病死した。

、 、 。④病原力の強い菌株を ５齢起蚕および熟蚕に匍匐法で接種すると いずれも高率に病死した
５齢起蚕接種の場合病死蚕の半数は上蔟前に、残り半数は上蔟後に病死した。熟蚕接種の場
合はすべて繭中で病死したが、完全な結繭をせず薄皮繭を生ずるものがあった。

⑤蚕児への菌液塗布接種によると、各菌株の病原力には、種々の段階的差異がみられ、その差
は、菌液濃度（1 中の分生胞子数）で、およそ10～100倍以上になった。病原力の大きいmm3

菌株は、接種菌量を増加することにより、稚蚕のみならず壮蚕をもよく感染病死させたが、
病原力の弱い菌株は、接種菌量を増加しても、高い病死率を示さなかった。

⑥蚕児に対する病原力の強弱とホルマリンに対する抵抗性の強弱との関係には、直接的な関係
が認められ、概してホルマリン抵抗性の強い菌株は蚕児に対する病原力も強く、ホマルリン
に弱い菌株は蚕児に対する病原力も弱かった。

５．77菌株の28日培養後の麹酸産生量は、0.002～4.10 100 であり、麹酸産生力の強弱は、g/ ml

ホルマリン抵抗性および蚕児に対する病原力の強弱と比較的よく対応する傾向が認められた。
６．麹かび病菌のホルマリン抵抗性、蚕児への病原力、および麹酸産生力の３種の性状を調査し
た結果、ホルマリン抵抗性の強弱すなわち、0.1％ホルマリン培地での生育の有無と病原力の
強弱とが最も密接な関係にあった。

７．以上の調査結果に基づき、殺菌または消毒試験に供試する麹かび病菌の保持すべき必要条件
をつぎのように提案した。①蚕室などの塵埃または病蚕から分離した純粋培養菌株は、②ツァ
ペック寒天培地を基本培地とした0.1％ホルマリン培地上でよく生育すること（30℃, 10日 、）
③さらに、ツァペック平板培地上に生育させた菌叢上に４齢起蚕を１～３分放置した後とりだ
し、普通に５齢末期まで飼育し、70％以上の病死率を示すこと、または、菌液（１：10）を蟻
蚕に塗布接種して、接種後３日以内に100％またはそれに近い病死率を示すこと。
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（1969）35．ケミカルコントロールによる上蔟作業の簡易化
水田美照、桑野恒雄（1969）ラウリンアルデヒドとカプリンアルデヒドが熟蚕の登蔟性に及ぼす

影響（予報 ．日本蚕糸学雑誌 ：316-320） 38(4)
１．ドクダミの主成分であるラウリンアルデヒドとカプリンアルデヒドが熟蚕の登蔟性に及ぼす
影響について調べた。ラウリンアルデヒドとカプリンアルデヒドをキシロールとエタノールで
250倍に増量したものをもみがらに吸着させて蚕座に散布したところ、熟蚕の登蔟性に顕著な
影響が認められ、上蔟条件の悪い場合にも促進効果があることがわかった。

２．ラウリンアルデヒドを乳剤として使用しても、キシロール・エタノール溶液と同じ効果を示
した。

３．両剤を主成分とした溶液、乳剤に対し熟蚕はよく反応し、未熟蚕は反応を示さなかった。
水田美照、渡辺昭典（1969）脂肪族アルデヒドおよびドデシルアルコールの熟蚕登蔟促進効果．

日本蚕糸学雑誌 ：347-35538(4)
１．脂肪族高級アルデヒドまたはアルコールの属する薬品のうち、 -ヘプチルアルデヒド、 -オn n

クチルアルデヒド、ノニルアルデヒド、カプリルアルデヒド、 -ウンデシルアルデヒド、ラウn

リルアルデヒド、 -トリデシルアルデヒド、ミリスチルアルデヒド（三量体 、10-ウンデシレn ）
ンアルデヒドおよびドデシルアルコールの10種について、これらの希釈液を上蔟期の蚕体、蚕
座に散布して登蔟促進効果の有無を比較検討した。

２．水散布または無処理区に対し、各薬液とも登蔟促進効果が認められた。
３．10種類の薬液中、特にドデシルアルコール、ラウリルアルデヒドおよび10-ウンデシレンア
ルデヒドを含むものの登蔟促進効果が顕著であった。

（1970）36．桑の新品種「しんいちのせ （桑農林１号」 ）
相田二三夫、藤原茂正、返田助先、竹之内和子、間 和夫、中島健次、松島幹夫、片桐幸逸、尾

第85暮正義、長沼計作（1976）桑の新品種「しんいちのせ （桑農林１号 ．技術資料」 ）
：3-4､ 12-17号

１．春秋兼用の稚壮蚕用品種として広く栽培されている“一ノ瀬”は葉質および収葉量にすぐれ
ているが、地域によっては枝条が倒伏しやすく、肥培管理や収穫作業に難点がある。それらの
欠点を改良するとともにさらに良質多収を図る目的で “一ノ瀬”に枝条直立性の多収品種で、
ある“国桑第21号”を交雑し、得られた実生群中から本品種が選出された。

２．本品種はカラヤマグワ系に属し “一ノ瀬”のもつ枝条の倒伏性を改良した新しい品種を意、
味するため “しんいちのせ”と命名された。本品種の特性は次のとおりである。①姿勢は直、
立性。枝条の伸長は良好でしかも斉一であるが、枝条数は“一ノ瀬”よりやや少ない。また、
矮小枝も少ない。節間長は“一ノ瀬”と同程度である、②日照不足、風雨、台風などによる枝
条の倒伏は“一ノ瀬”より少ない。干ばつのさいにもよく伸長し、クワノアザミウマによる害

、 。 。も少ない ③葉は中型の４裂葉で光沢のある緑色を呈する 浅い２裂ないし全縁葉を混入する
葉の厚さは“一ノ瀬”よりやや薄い、④ 春の発芽は“一ノ瀬”より早く、新梢長、開葉数は
同程度である、⑤春秋兼用壮蚕用としての年間収葉量は“一ノ瀬”と大差ない、⑥萎縮病・裏
ウドンコ病に対する抵抗性は“一ノ瀬”と同程度であるが、縮葉細菌病には強い、⑦古条さし
木の発根性は“一ノ瀬”と同程度であり、育苗は容易である、⑧蚕の飼育成績は“一ノ瀬”と
大差ない。条桑育に対しては枝条の屈曲が少ないため給桑が容易であり、蚕座も高くならない
適性を示す。また “一ノ瀬”に比べて葉がしおれにくい。、

３．本品種の適応地域は、関東地方以西の温暖地および四国、九州地方の暖地である。春秋兼用
の壮蚕用桑として適する。枝条の倒伏が少ないので、条桑育および機械による管理・収穫に適
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している。うね間の広さは管理方式によって異なるが、直立性で枝条数がやや少ないため植付
に当たっては株間を若干せまくすることが収量増加の面から必要である。ただし、耐萎縮病性
ば“一ノ瀬”と大差ないので、萎縮病激発地を避ける。

（1971）37．稚蚕用螺旋循環式飼育装置
１．稚蚕共同飼育は年々増加の傾向をたどり、昭和45年の統計によると、全養蚕農家の79 がこ%

れに参加している。一方、その飼育方法や施設について、昭和40年頃から機械飼育装置の開発
が盛んに行なわれている。本飼育装置は労働生産性の飛躍的向上と、経営の近代化を目標とし
て開発したものである。

２．本飼育装置は多段、螺旋循環方式の蚕座部分と給桑装置および蚕体消毒機からなる。蚕座部
分は内廻りと、外廻りの二重螺旋状に設置したガイドレール上に多数の蚕箔を満たし、蚕箔相
互はワイヤーによって連結している。そして多段に配置した蚕座のうちの１段を、作業場所と
して側方に延長旋回させ、その部分に蚕体消毒機と給桑機を架設している。

３．蚕体消毒機はその薬剤散布量と散布幅を自由に調節することができ、スイッチ操作で稼動す
る。給桑機はまず、? 桑機できざんだ桑葉が第１コンベア、ホッパおよび、第２コンベアを経
て倒円筒形のふるい（スクリーン）の内部に送り込まれ、スクリーンの回転によって桑葉片を
ほぐしながら、走行する蚕箔上に給与する。給桑量は、スクリーンの回転速度とスクリーン内
に保持する桑葉量の多少によって変化するが、その調節は、指示目盛に衡桿錘を合わせること

。 、 。で行う 給桑幅は 桑葉落下幅を規制するスクリーンバンドの交換によって自在に調節できる
４．育蚕作業は、できるだけ複雑な作業を簡略にし、掃立時の毛蚕の配置は２人で行い、１人が

、 、 、 、催青容器の枠をはずすと 他の１人がこれを受取って 毛蚕の付着している覆い紙 穴あき紙
下敷き紙の順に、蚕箔の進行方向に対し、その中心を通る帯状に配列する。

５．平常の給桑作業は２～３人で行い、? 桑機に桑を供給する。
６．除沙作業は行なわず、拡座は給桑機からの桑葉落下幅を適宜広げていく方法で十分である。
７．配蚕作業は３人で行い、配蚕前日に剥離用の網を敷き込んでおき、その網上に上った蚕を、
１人が蚕箔の中ほどまで巻くと、反対側の２人が、それを端まで巻きあげて順次蚕箔外にとり
はずす。

８．すべての作業は10ｍ／分の蚕座速度で行なうことが可能である。なお、作業を行なわない時
、 、 。は 常時2.5ｍ／分前後で蚕座を運行させ 各蚕箔の蚕児が触れる室内気象条件を均一にする

（蚕糸試験場養蚕部機械化第２研究室 中田昌保、渡辺昭典、渡辺喜一郎、唐沢哲二、若林己喜
、 、 ）（ 、 、 、雄 剣持謙二 清水軍一 蚕糸試験場中部支部養蚕研究室 栗林茂治 市川柳仁 小境泰典

宮林満雄、山野井文夫、浅野知子）
※渡辺昭典、中田昌保、渡辺喜一郎、唐沢哲二、若林己喜雄、剣持謙二（1974）稚蚕用螺旋循環

式装置の試作小型装置による蚕飼育試験．蚕糸試験場彙報 ：1-19第100号

（1971）38．幼若ホルモンによる繭重増加法
Akai H and Kiguchi K Increased accumulation of silk protein accompanying JH induced, . , . (1971) -

. . .prolongation of larval life in L Lepidoptera: BombycidaeBombyx mori Appl Ent Zool. ( ).
218-2206(4):

１．幼若ホルモンをカイコの５齢幼虫に投与することによる幼若期の延長と絹蛋白の増量の可能
性を検討した。

２．その結果、５齢前半期におけるホルモンの投与は食桑期間を延長させ、熟蚕体重、全繭重お
よび繭層重の増加をもたらすことが明らかとなった。

３．ホルモンを投与した幼虫の絹糸腺における核酸および絹蛋白の合成活性をオートラジオグラ
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DNA RNAフィーによって調べたところ、ホルモン投与蚕においてはその 合成期間が延長し、
合成はホルモンの投与と同時に顕著な増量を示し、その合成活性は対照蚕に比し明らかに延長
した。

４．フィブロイン合成については、対照蚕の合成が終わった後においても、ホルモン投与蚕では
グリシンの強い取り込みがみられた。

（1971）39．蚕ウイルス性軟化病の早期診断・蛍光抗体法
井上 元、鮎沢千尋（1971）螢光抗体法による家蚕ウイルス性軟化病の診断に関する研究．蚕糸

試験場報告 ：21-4025(1)
１．ウイルス性軟化病の診断に蛍光抗体法の利用を試み、本法による抗原証明が可能となったの
で、実施上の基礎的問題について検討した。

２．精製ウイルス約１ を と混合して、ウサギの皮下または筋肉mg incomplete Freund’s adjuvant

に４回注射し、最初の注射から１ヵ月後に補体結合反応価256倍と512倍の免疫血清を得た。
ml - - ml３．上記の免疫血清各50 から硫安塩析法でγ グロブリンを分離した。５％γ グロブリン15

と３％γ グロブリン５ が得られた。- ml

４．川村の方法で蛍光色素フルオレッセンイソチオシアネートを標識し、 分子比が1.5と1.7F/P

の蛍光抗体を作成した。
５．塗沫標本の抗原性はアセトン固定とエタノール固定では変化しなかったが、メタノールとカ
ルノア固定では著しく変化した。

６．蛍光抗体を－20℃に保存した場合は、３ヵ年経ても染色性の低下はみられなかった。
７．風乾後－20℃に保存した塗沫標本の抗原性は、保存１ヵ月間は安定していたが、３ヵ月間で
は低下した。

８．特異蛍光は中腸前部でより明瞭に観察されるので診断の際は中腸前部を摘出し塗沫するのが
適当である。

９．蟻蚕に10 ウイルス希釈放を経口接種した場合、２齢起では特異蛍光が観察された。-6

10．ウイルス性軟化病で斃死後腐敗した幼虫の体液塗沫標本に特異蛍光が認められた。
11．長野県、埼玉県および茨城県で採取したウイルス株は、坂城株ウイルスを抗原とする蛍光抗
体で染色された。

（1972）40．蚕卵の長期間保存法の研究
松野道雄、清水久仁光、清水文信（1972）蚕種の長期冷蔵抵抗力の品種間差異について．蚕糸研

究 ：96-111第85号
１．蚕卵の長期間保存については、伊藤(1962)、佐藤ら(1962)、江口ら(1963)の２年越し貯蔵方
法が報告されている。それぞれの研究者はその一部の毛蚕を掃立て飼育した結果、通常の蚕種
における飼育成績と大差のないことを認め、蚕種を長期間貯蔵することの可能性を示唆してい
る。さらに荒川(1957)、江口ら(1963)は蚕品種によって長期冷蔵抵抗性に大きな差異がみられ
ることを指摘し、伊藤(1962)は孵化成績の品種的分布から抵抗力の強い品種が日本種に多いこ
とを報告している。

２．著者らも、保存蚕品種の省力的な系統保持を目的とした蚕種の長期間貯蔵方法を研究するた
め、まず多くの保存蚕品種について蚕卵の冷蔵抵抗性を調査し、その品種間差異から冷蔵抵抗
力の強弱、および品種の特性について検討を行なった。

３．当場の保存蚕品種330品種を用いて、甲胚子時期から－2.5℃に９～11ケ月間、冷蔵した単式
冷蔵種と、－2.5℃に４ケ月間冷蔵した後、中間手入れを行って2.5℃に５～７ケ月間、再冷蔵
した複式冷蔵種について、蚕種の長期冷蔵抵抗力を、主として孵化歩合によって調査した。
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４．単式冷蔵種と複式冷蔵種の冷蔵抵抗力を比較すると、一般的には後者の方が強く、両者の間
には有意な正の相関が成立するが、この傾向とは著るしく異なる抵抗性を示す品種もあり、そ

、 、 。れぞれの特徴から 抵抗性を ～ の９種類の型に分類して 該当する品種の摘出を行ったA I

５．抵抗力を系統別に比較すると、強い品種は日本種系および欧州種系に多く、支那種系には弱
い品種が多かった。

６．冷蔵抵抗力と諸形質との関係では、蛹体重および産卵数との間に正の相関が認められた。

（1972）41．桑の新品種「ゆきしのぎ （桑農林２号」 ）
飯島邦治、大野与助、和田 實、牧 音榮、宮山健也、梅野 宏、南原克己、岡部 融（1976）

桑の新品種「ゆきしのぎ （桑農林２号 ．技術資料 ：5-6､ 18-19」 ） 第85号
１．積雪地の桑園に多発する桑胴枯病は、雪の多い年ほど被害が大きく、桑品種によって被害程
度が異なる。積雪地帯に広く栽培されている「剣持」は葉質が比較的良好で多収性を示すが、

、 、 。胴枯病に弱く 耐胴枯病性の在来品種は一般に晩秋蚕期の葉質劣り 萎縮病に弱い傾向がある
２．これら既存品種の欠点を改良する目的で、良質多収の育成系統「谷 .834」に胴枯病に比No

較的強い「橘桑」を交雑し、得られた実生の中から本品種が選抜された。
３．本品種はヤマグワ系に属し 「剣持」より多収性で胴枯病に強く、中雪地帯に適する意味を、
表わすため 「ゆきしのぎ」と命名された。特性の概要は以下のとおりである。①全般的な形、
質は雄親である「橘桑」によく似ているが、姿勢は直立性である。枝条の伸長は良好で枝条数
は多く、節間長は「剣持」なみである。枝条は暗灰褐色を呈し、表面はやや粗で中型のだ円形
の皮目が密に存在する。冬芽は赤褐色の中型長三角形である、②葉はやや大型の４～多裂葉で
光沢のある緑色を呈し、欠刻は深いが葉幅は広い特徴があり、晩秋期の硬化は比較的おそい、
③春の発芽は「剣持」と同程度で中生である。春の新梢長「剣持」とほぼ同じであるが、先枯
れおよび裾上りが少なく、新梢割合がとくに多い。秋の正葉割合も高い、④春・秋を通じてよ
く繁茂し、多収性で収葉量は「剣持」より20％程度多い、⑤胴枯病には「剣持」より強いが、
「新桑２号 「ふかゆき」より弱く 「橘桑」と同程度の抵抗性品種である。萎縮病には「剣」 、
持」よりやや強い、⑥古桑さし木の発根性は「一ノ瀬」や「橘桑」よりすぐれており、育苗は
容易である、⑦条桑による蚕の飼育成績は「剣持」と同程度で良好である。

４．本品種の適地は「剣持 「橘桑」等が栽培されている中雪地帯であり、春秋兼用および夏秋」
専用桑として適する。多肥栽培により収量がさらに増す傾向があるので、肥沃地への導入が好
ましい。多雪地では胴枯病被害率がやや増加するので、一春一夏法や交互伐採法の収穫方法を
とるようにする。また、萎縮病に対しては「剣持」よりやや強い程度であるので、萎縮病激発
地への導入はさける。

（1973）42．クワのカルス培養
岡 成美、大山勝夫（1973）クワにおけるカルスの誘導方法とカルス形成に及ぼす培地条件の影

響について．日本蚕糸学雑誌 ：317-32442(4)
１．クワ（品種：一ノ瀬）カルスの誘導方法とカルス形成に及ぼす培地条件の影響について検討
した。

Murashige and Skoog MS D２．新梢茎の先端部から切取った切片を、 の基本培地（ 培地）に2,4-
M friable callus10 を加えた培地を用いて 28±2℃ 暗黒条件下で培養したところ ７～10日で-5 、 、 、

が、14～20日で が誘導された。compact callus

３．次に、上記培地を基本として、糖、無機塩成分、有機微量物質、オーキシン、サイトカイニ
ンおよびイースト抽出物（ ）等の添加物について、培地組成を変えてそれぞれカルス形成YE

に及ぼす効果を調べた。その結果、窒素源の種類、オーキシンの濃度および 等の添加は、YE
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カルスの形成量だけでなく、その性状にも影響を及ぼし、 と の生friable callus compact callus

成割合に差が生じた。
４． が比較的早期に活性を失うのに対し、 は移植継代培養が可能であfriable callus compact callus

る。そこで培地組成に関する実験結果をもとに、 形成に適した培地になるようcompact callus

MS MS MS MSに改変した 培地（修正 培地）を用いて培養を行なったところ、修正 培地では
培地にくらべ の形成量が増加したが、この効果は １ の添加によって著しcompact callus YE g/l

く促進された。
※岡 成美、大山勝夫（1974）コウゾ（ .）のカルス培養における不定Broussonetia kazinoki Sieb

芽の形成．日本作物学会紀事 ：289-29043(2)

（1973）43．繭検定用新型自動繰糸機
１．養蚕農家で生産される繭は、その売買時にサンプルを抽出し、繭検定所においてその消費価
値に関係する形質を検定し、その成績を基に繭取引が行なわれる。この検定成績は、養蚕農家
にとっては繭質改善の指標となり、製糸企業にとっては生糸生産計画に大きく貢献する。

２．繭検定所においては、これまで必要に応じて、繭検定方法の改善合理化、高性能な検定機械
の導入、適正規格化等が行なわれてきた。現用の繰糸機は、昭和37年度から逐次全国各都府県
に導入されたもので、すでに耐用年数に達し更新時期にいたっている。現在の繰糸機による検
定方法は、作業員１人が３台の繰糸機を受持ち、同時に３種類の繭の検定を行っているが、繰
糸作業中の「抄緒作業」は手作業であること、繰粋の高速回転（150ｍ／分以上）が機構上不
可能であることなどにより、作業員１人当りの作業能率は、検定を１日６件の検定がほぼ限界
である。

３．蚕糸試験場は蚕糸園芸局（現農蚕園芸局）の要請により、昭和45年以来、より能率的な繭検
定用繰糸機の開発研究を行った。新しい繭検定用繰糸機は１セット６台が基準で、１名の主作
業員は１セットを作業域とし、１回の検定繰糸で異なる６種類の繭を同時に行う。作業員は主
に繭の補給、繭粒付調査、糸故障整理、繰詰め等の作業を行うが、１セットを１巡回する時間
は約４分を標準とする。補助作業員は２セットに１名を配置するが、繰糸前および繰糸後の粒
付作り、揚枠、調査事項の記入等の作業を主作業員と分担し、繰糸中は巡視管理作業を主に行
う。

４．索緒機により索緒された繭は、移繭バスケットにより抄緒部に移行し、抄緒機によって一定
時間抄緒される。正緒の得られた繭は給繭部に補給され繰糸に供される。繰了した繭と不時落
繭（繰糸途中で繭糸が切断した繭）との分離は、水流を利用する回転格子型分離機によって行
われる。繰糸中に繭糸長を算出するために行う繭粒付調査は、繰枠回転後およそ10分間経過し
粒付数が安定してから減緒にいたるまでの間、適宜に延べ９緒分の粒付について調査するが、
その平均粒付数と解舒率の算出の基礎となる接緒回数は、制御盤の電動カウンタ一に各台ごと
表示される。

（蚕糸試験場製糸部繭検定研究室 井上和也、浅原ちさみ、佐藤義宜、塚田和子、赤羽恒子、広
田勝美、平野三郎、小笠原貞二）

（1973）44．蚕の人工飼料による大量飼育
第96清水正徳、伊藤智夫（1973）蚕の人工飼料による大量飼育に関する研究．蚕糸試験場彙報

（表題の技会プロジェクトの報告特集）号： 1-6
本研究においては、桑葉粉末を全乾物重の約25％ほど含む飼料の組成改善ならび１．組成改善：

に好ましい飼料組成の在り方について解明を試みた。飼料組成としては、桑葉粉末（約25％）
のほかに、澱粉、糖、脱脂大豆粉末、ステロール、大豆油、無機塩、セルロース、ビタミンＢ
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群、ビタミンＣ、クエン酸、ソルビン酸、抗生物質、寒天からなるものであった。このような
組成の人工飼料による10万頭程度の飼育では、実用的にみてもかなり良好な成績が得られた。
人工飼料の価格に関与する要因は多いが、今回、高価な飼料添加物の一部の除去、並びに安

価な他物質への置きかえも試みた。例えば、家畜用飼料に使われる穀類、ビタミンなどは蚕の
飼料に使用できること、ステロールやセルロース粉末は精製度の低いものでも可能なこと、が
分かった。また寒天を全く加えない飼料を作り出すこともできた。
稚蚕用および壮蚕用と発育段階に応じ飼料組成を変えることが好ましいことが分かった。特

に壮蚕用飼料につき、飼料添加物質の相対的な量と繭質との関係を調査し、組成改善に関する
多くの知見を得た。５齢蚕用に、高蛋白で低カロリーの飼料を使用することが繭生産上有効で
あること、また５齢期間中に大豆粉末の多い飼料に切り替える適当な時期があることも明らか
になった。かなり改良された飼料であっても蚕品種間で成長の良否の差がかなり認められた。
飼料水分量と蚕体水分量との関係を明らかにすることにより、飼料の至適水分量を求めると

ともに、水分の役割についての知見も得られた。
人工飼料へ添加する桑葉粉末がいかなる肥培条件の桑葉で作られたかは飼料効果の大小と関

係があることから、桑葉分析の実施とともにとくに施肥条件（とりわけ３要素肥料）との関係
。 、 、 、 、 、が明らかにされた 各種条件の桑葉と アミノ酸 有機酸 各種形態の窒素 アスコルビン酸

クロロゲン酸などとの量的関係が明らかにされた。
堀江保宏、井口民夫、渡辺喜二郎、中曽根正一、柳川弘明．家蚕の人工飼料の組成改善に関する

二、三の試験．7-20
嶋 萬治郎、矢沢盈男、山下忠明、関 留吉．家蚕人工飼料の組成改善、とくに人工飼料用桑葉

の質的条件の検討および家畜用飼料原料の利用について．21-39
杉山多四郎、島貫英二、古山三夫、中村正雄、高宮邦夫、遊佐富士雄．人工飼料による蚕の飼育

に関する試験
蚕の人工飼料には多量の水分が含まれておりその腐敗防止はとくに大切であ２．防腐剤の開発：

ることから、蚕の生理にとって有害でない防腐剤の開発はきわめて重要である。
まず人工飼料の主要な腐敗菌の検索を行い、数種の主働菌を明らかにした。各種防腐剤を人

、 、 、工飼料に加え 繰り返し選抜を行った結果 腐敗菌に対し有効でかつ毒性の少ない物質として
ソルビン酸、アクリル酸、サリチル酸、ベンゾイル・エタノールアミノプロピオン酸を選出で
きた。またこれら４物質を併用する場合の適当な混合比についても明らかにした。
各種抗生物質の防腐効果を調べ、主な腐敗菌に対しては、ペニシリン、ロイコマイシン、テ

ラマイシン、エリスロマイシン、ストレプトマイシン、マイトマイシン等が有効であることが
判明した。

松田基一、川杉正一、樋口芳吉．蚕の人工飼料の防腐剤の選抜に関する研究．93-127
飼料効率の増大には多くの要因が考えられるが、当面一定量の飼料摂取によ３．飼料効率増進：

る最大の繭生産をあげることを目標とした。そのために、飼料の利用効率および飼料の経済性
について検討した。５齢期における蛋白質（大豆蛋白）の消化・利用を中心に飼料効率をみる
と、人工飼料は桑葉に比べ必ずしも劣らないこと、また消化した蛋白質が繭へ留存する割合も
桑葉育に比べ劣らないことが分かった。５齢期における雌雄間の効率の違い、人工飼料に加え
る桑葉粉末量の多少による効率の違いも明らかにされた。また蚕が正常に成長しかつ一定量の

、 。繭がえられるためには いかなる栄養物質がどの程度必要であるかについての知見も得られた
飼育密度と、飼料給与量および食下量との関係については、給餌量を多くすれば密度をかな

り高くしても蚕の成長は正常であることを明らかにし、かつ適正な給餌量も求めることができ
。 。 、た これにより飼料コストの計算もより合理的に行ないうるようになった 人工飼料の消化率

、 。とくにその蛋白部分の消化率を高めるために 蛋白分解酵素を飼料へ加えることが試みられた
堀江保宏、井口民夫、渡辺喜二郎、中曽根正一、柳川弘明．家蚕人工飼料の組成と試料効率．41
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松岡道男、須藤光正．人工飼料の消化に関する研究．Ⅰ．人工飼料の組成分の消化率測定および

人工消化試験．57-65
飼育室内の微生物汚染は人工飼料の腐敗や蚕病発生の原因となるので、清浄な飼４．飼育環境：

育環境の在り方を明らかにすることが必要である。まず容易に実施できる浮遊菌測定法を確立
し、飼育室における空中浮遊菌および落下菌の分布状態をいろいろな時期別に調査した。その
結果、外界における菌数増減と飼育室内における増減との関係が明らかとなった。また作業者
が入室し作業を開始すると浮遊菌数が著増することが分かった。さらに人工飼料育室において
大量飼育を行なう過程で、菌数の消長および汚染の程度を明らかにした。
また人工飼育における標準的な飼育体系の確立の一資料として、飼育中の温度および光線の

影響を検討した結果、この両条件とも蚕の成長と発育に強く影響することが分かった。蚕の成
長が良好となる飼育温度は従来の桑葉育における標準温度よりもやや高いところにあり、１～
３齢31℃、４～５齢26℃という条件が良好であった。温度が高いと蚕の経過は進むと同時に体
重は重くなり、繭質も優れていた。また光線の有無も経過に影響し、明条件は経過時間を長く
させると同時に体重を重くし、暗条件はこの反対であった。
一方、ある種の温度条件および光線条件によっては３眠蚕または５眠蚕が多発することも明

らかになった。またこれらの環境条件を変えることにより。産下卵の化性をある程度まで的確
に変えうることも判明した。人工飼料育においては特に光線、温度による成長と発育の制御が
桑葉育における場合よりも的確に行えることが明白になった。

松田基一、松浦雄二、遊佐富士雄．蚕飼育室における空中浮遊微生物の調査および測定法の検討
について．83-91

高宮邦夫、中村正雄．蚕の人工飼料育における温度および光線条件について．Ⅰ．催青中および
幼虫期における温度と光線が人工飼料育の成育、眠性および化性に及ぼす影響．129-141

桑葉粉末を大量に、かつその品質低下を招かないような高能率の大型乾燥機を試作５．機械化：
した。これを用いると１時間当たり５ の乾燥桑葉を得ることができた。また椎蚕飼育機おkg

よび壮蚕飼育機を試作した。前者は蚕箔移動式であり、その一定部において給餌を行なえるよ
うなものとしたが、除沙部分を全自動化することはできなかった。後者はすでに普通蚕用に開
発された多段式のものを人工飼料育用に改良したものである。
マイクロ波による加熱装置を応用した飼料調製装置の試作も行った。これにより従来の蒸煮

方式に比べ、調製に要する時間が著しく短縮された。調製した飼料による蚕飼育において何ら
の悪影響も認められなかった。

松田基一、藤野 昭、遊佐富士雄．桑葉乾燥装置について．67-75
遊佐富士雄．蚕の人工飼料調製におけるマイクロ波加熱装置の利用について．77-82

昭和45年度において、東北支場の既存の一蚕室を人工飼料育蚕室に改修した。こ６．大量飼育：
、 、 、 、 、 、 。の蚕室に 飼料調製室 飼料貯蔵室 稚蚕飼育室 壮蚕飼育室 乾燥室 機械室などを設けた

46年度には大量飼育を繰り返し行った。大量飼育は稚蚕10万頭、壮蚕４万頭で行った。稚蚕人
工飼料育・壮蚕桑葉育においては、収繭量はほぼ満足できる結果であったが、全齢人工飼料育
では若干の経過遅延と収繭量減少とが認められた。しかし従来の人工飼料育の結果と比較すれ
ば、かなりの進展があった。全齢飼育の結果では、桑葉育に比べ繭層歩合が若干低かったが、
この程度の繭成績であれば一般飼育結果に比べ遜色があるとは言えない。全齢人工飼料育の予
備試験においてえられた繭の繰糸、および生糸調査も行った。生糸調査の結果については、桑
葉育でえられたものに比べてもほとんど遜色がなかった。

伊藤智夫、松田基一、杉山多四郎、横田武和．人工飼料蚕室改修について．143-147
杉山多四郎、島貫英二、古山三夫、中村正雄、高宮邦夫、遊佐富士雄．人工飼料による蚕の飼育

に関する試験．149-157
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現行指定蚕品種の中から、原種および交雑種について、それぞれ人工飼料に対７．品種の選定：
する適合性の高いものを選出した。これは越年種、即浸種、冷浸種別に実施した。一般に稚蚕

、 。の経過は支那種のほうが早く 他方日本種はそれに比べ経過は遅れたが体重増加は勝っていた
稚蚕期の経過の良好なもののみを全齢飼育し、人工飼料への適合性を比較判定した。国産系お
よび民間系のものにつき多数の品種の中から適合性の高いものを選出することができたが、と
くに国蚕系のものについて記すと、交雑種では8･3×3･4、日124号×支124号、2･4×5･4が良好
であった。また日本種の8･3、支那種の3･4、支124号、支134号は良好であった

中村正雄．人工飼料に適する蚕品種の適合性調査．159-165

（1973）45．蚕の新しい軟化病ウイルス
古田要二（1973）蚕に病原性を示す新しい軟化病ウイルスについて．日本蚕糸学雑誌 ：42(6)

443-453
１．ハスモンヨトウおよびマイマイガの核多角体を接種された蚕に発生した軟化病症状蚕から得
られた蚕に対する起病性因子（それぞれ 、 と略す）の性状を明らかにするため、蚕のPlV LdV

ウイルス性軟化病のウイルス（ と略す）と比較検討を行い次の結果を得た。FV

２． 、 はいずれもザイツ 、ミリポアフィルター100 μ以上でろ過され、 と差がPlV LdV EK m FV

なかった。
３．これらはいずれも 同様ホルマリンで不活化されるが、テトラサイクリン、アルコール、FV

オスバンおよび蚕の消化液では不活化されなかった。
４． 、 を支124号、大造、日124号および支７号のそれぞれの原種および交雑種に接種しPlV LdV

たところ、いずれも支124号、大造および支124号×大造にはまったく感染せず とは明らかFV

に差異がみられた。
５． 、 の両者とも経皮接種では日134号×支135号、日124号に感染するが、支124号の蚕PlV LdV

体内ではウイルス増殖はまったく認められなかった。
６． 、 はいずれも の抗血清で中和反応が成立し、抗 血清を用いた免疫電気泳動PlV LdV FV FV

像には と差がみられなかった。FV

７． 、 感染組織では何れも 染色によって 感染でみられる好塩基性状体はみらPlV LdV PMG FV

れず円筒細胞に著しい異常が認められた。また、 の蛍光抗体で幾分染色されるが、 のFV FV

場合とは染色像に差異がみられた。
８． の精製標品の電子顕微鏡観察では直径17～23 μの よりいく分小さい粒子が認めらLdV m FV

れた。また、 、 は何れも による の精製法ではウイルスバンドが認められず、PlV LdV CsCl FV

各フラクションとも高い感染力価を示した。
９．両ウイルスともハスモンヨトウに感染しなかった。
以上の結果から、 および は同一あるいは極めて類似したウイルスであり、 とは異PlV LdV FV

なるウイルスと考察した。
古田要二（1974）蚕に病原性を示す新しい軟化病ウイルスについて Ⅱ．蚕品種別感受性とウイ

ルスの血清学的性状．日本蚕糸学雑誌 ：405-41143(5)
１．蚕に病原性を示す新しい軟化病ウイルス（以下 と略す）について蚕品種別感受性を検SFV

IFV SFV討するとともに、従来の伝染性軟化病ウイルス（以下 と略す）に対する抗血清と抗
血清を用いて試験し、下記の知見を得た。

２． に対する蚕品種別感受性の差異について、支那種12、欧州種３、日本種６および交雑SFV

種７の計28品種を用いて試験したところ、日本種および交雑種には比較的感受性の高い蚕品種
が多くみられたが、支那種および欧州種には感染しない蚕品種が多かった。また、 に抵抗IFV

性の蚕品種は にも感染しなかった。SFV
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３． 法および 法による抗 血清に対する血清反応では、 にのelectro-syneresis Ouchterlony IFV IFV

み反応が成立し、 には反応が認められなかった。また、抗 血清は および のSFV SFV SFV IFV

両者に反応が成立するが、 と とは抗原的に異なることが示された。SFV IFV

古田要二（1975）カイコの小型軟化病ウイルスに対する抵抗性遺伝について．日本蚕糸学雑誌
：241-24247(3)

１．カイコの小型軟化病ウイルス（ ）に対する抵抗性を発病の有無でみた場合には、その抵SFV

抗性は単一の遺伝子によって支配されているといえる。

（1975）46．麹かび病菌の簡易検出法
河上 清、蛯原富男、月田嘉辰、森井謙介、小野功一、古沢寿治（1975）スタンプアガーによる

蚕飼育所の麹かび病菌の簡易検出法について．日本蚕糸学雑誌 ：327-33244(4)
１．麹かび病菌の簡易検出法として、スタンプアガー法を案出した。
２．本法は、ソーセージ状に封入したローズベンガル寒天培地を、そのまま調査対象物にスタン
プし、スタンプ面を上にして約0.5 の厚さに切断した培地切片を、30℃で２日間培養し、発cm

育した菌集落によって麹かび病菌の多少を判定するもので、現行の各検出法に比べ、検出精度
は同程度であったが、省力化は著しく、極めて簡便な現場検査法であることが解明された。

（1975）47．四輪トラクター用土壌消毒機
塩川晴寿、角田文雄（1975）土壌消毒機．実用新案登録．第025122号
塩川晴寿、角田文雄（1977）四輪トラクタ用土壌消毒機に関する研究（Ⅰ）試作機の構造および

機構について．蚕糸試験場彙報 ：1-6第104号
１．数アールから数ヘクタールの紋羽病地の土壌消毒を安全かつ高能率に行うため、四輪トラク
タ（23 ）に装着できる土壌消毒機を開発した。PS

２．本機はトラクタ中央部右側に装備する噴射装置と三点リンクでけん引するサブソイラおよび
鎮圧装置の３部からなるもので、サブソイラは深さ40 まで切開して進み、トラクタの後輪cm

cm駆動で作動する噴射装置から圧送されるクロールピクリンは、サブソイラ背面から走行30
毎に地中20 と40 の２段に噴射され、サブソイラで切開膨軟化された土壌は、鎮圧装置cm cm

で圧密し、ガス飛散を防止する機構となっている。

（1976）48．桑の新品種「ゆきしらず （桑農林３号」 ）
和田 實、牧 音榮、宮山 健也、飯島邦治、梅野 宏、南原克己、岡部 融（1976）桑の新品

種「ゆきしらず ．技術資料 ：7-8､ 20-21」 第85号
１．桑胴枯病にきわめて強い「新桑２号」は多収性であるが晩秋蚕期に葉質が劣悪化し 「ふか、
ゆき」は晩秋蚕期の葉質が比較的良好であるが収量がやや少ない弱点をもっている。これらの
短所を改良し 多雪地に向く品種を育成する目的で 耐胴枯病性をもつ多収の育成系統 谷 .、 、 「 No

949」に枝条数が多く葉質の良好な「黒姫桑」を交雑し、本品種が選抜された。
２．本品種はヤマグワ系に属し、豪雪に耐え、胴枯病に極めて強く、春の繁茂がよい品種を意味
するため 「ゆきしらず」と命名された。本種の特性は次のとおりである。①姿勢はやや展開、
性で、枝条は屈曲しているが、伸長は良好であり、とくに枝条数が多く、節間長は短い、②葉
は光沢のある淡緑色を呈した中型の全縁葉（卵円）である。葉面には小縮皺があり、葉縁がわ
ずかに巻縮し、晩秋期の葉はやや薄い傾向がある、③春の発芽・開葉期は「ふかゆき」とほぼ
同じで中生であるが、新梢長・開葉数はまさり、よく繁茂する、④枝条長は「ふかゆぎ 「剣」
持」にはやや劣るが、枝条数が多く樹勢は強健であり、収葉量は「剣持」にまさり 「新桑２、
号」と同程度の多収性を示す、⑤胴枯病にはきわめて強く「新桑２号」と同じ程度であり、裏
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ウドンコ病は少ない。萎縮病の抵抗性は「ふかゆき 「剣持」程度である、⑥蚕の飼育成績は」
「ふかゆき」と大差ないが、枝条数が多いので条桑収穫に適している。晩秋蚕期の葉質も比較
的良好である。

３．桑胴枯病にきわめて強いので積雪地、とくに平均積雪1.5 以上の多雪地に適する。春・晩m

秋を通じてよく繁茂するので春秋兼用の壮蚕用桑に向いている。胴枯病の薬剤による予防措置
は必要としない。本品種は枝条数がとくに多く、よく繁茂するので、葉がやや薄くなる傾向が
ある。したがって、植付距離をやや広くとり、初秋蚕期の間引収穫などを行う必要がある。ま
た、萎縮病激発地への導入はさけるベきである。

（1976）49．桑の新品種「みなみさかり （桑農林４号」 ）
樋田仁蔵、村上美佐男、山本 賢、南 正邦、阿部 弘、岩田 益（1976）桑の新品種「みなみ

さかり （桑農林４号 ．技術資料 ：9-10､ 22-27」 ） 第85号
． 「 」 、 、１ 西南暖地に広く栽培されている 一ノ瀬 は良質で収量も多いが 風雨により倒伏しやすく
肥培管理に難点を生ずるばかりでなく、縮葉細菌病にきわめて弱い 「しんいちのせ」はこれ。
らの欠点を改良是正した新種であるが、さらに良質多収で西南暖地の条件に適する品種を作出
することを目的として、晩秋蚕期に葉の硬化がおそく、良質な「改良一ノ瀬」に、枝条が直立
性で多収の「国桑第21号」とを交雑し、本品種が育成された。

２．本種はカラヤマグワ系に属し、暖地でよく繁茂し、多収性品種であることを意味するため、
「みなみさかり」と命名された。本種の特性は次のとおりである。①姿勢は直立性で展開幅も
狭く、倒伏枝条が少ない。枝条は灰褐色で「一ノ瀬」よりやや青味を帯び、節間長は短く、太
さは中位である、②枝条数は「一ノ瀬」よりやや多く、伸長は「一ノ瀬」と同程度かやや短い
が、夏秋期の中間伐採による再発芽性は良好で、再発枝の伸長も良い、③葉は中型の２～４裂
葉であり、光沢の強い緑色を呈し、葉の厚さは「一ノ瀬」と同程度かやや厚い。晩秋の硬化は

、 「 」 、「 」 、非常におそい ④春の発芽は 一ノ瀬 より２～３日早く しんいちのせ と同程度である
⑤春秋兼用壮蚕用としての年間収葉量は「一ノ瀬」と同じかやや多く、夏秋専用として初秋中
間伐採による収葉量は「一ノ瀬」より多い、⑥縮葉細菌病には「一ノ瀬」より強く、ほとんど
罹病しない。萎縮病抵抗性は「一ノ瀬 「しんいちのせ」と同程度である。晩秋おそくまで伸」
長するので、翌春の先枯れがやや多い、⑦古条さし木の発根性は「一ノ瀬」より劣る、⑧蚕の
飼育成績は「一ノ瀬」と大差ない。

３．本品種の適応地域は四国、九州地方の暖地であるが、暖地でも標高500ｍ以上の地域は先枯
れの多発するおそれがあるので適地とはいえない。耐倒伏性、縮葉細菌病抵抗性および再発芽
機能にすぐれているので、西南暖地の春秋兼用および夏秋専用の壮蚕用ならびに夏秋稚蚕用に
適する。晩秋おそくまで伸長し、先枯れが多くなるおそれがあるので、夏期の追肥は控え目に
する必要がある。また、萎縮病の激発地を避ける。

※樋田仁蔵、村上美佐男、山本 賢、南 政邦（1978）桑の新品種“みなみさかり”の育成とそ
の性状について．蚕糸試験場報告 ：469-49527(5)

（1977）50．野蚕糸を用いた複合絹織物の試織
青木 昭、高橋 保、神田千鶴子、今井恒夫（1978）野蚕糸を用いた複合絹織物の研究． 蚕糸

試験場彙報 ：89-125第108号
１．絹の用途拡大には、絹織物の実用性能の向上や新性能を付与する技術の開発が必要である。

、 。繊維素材にはそれぞれ得失があって 織物の性能改善には複合利用が有効な手段の一つである
そこで家蚕糸に主として柞蚕糸を配合して、比較的厚地の洋服地を試作し、実用性能を調査し
た。
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２．複合利用の方法は、１）たて糸またはよこ糸に柞蚕糸等を使う、２）たて糸、よこ糸または
その両方に家蚕糸と柞蚕糸等を配列する、３）家蚕糸と柞蚕糸の交ねん糸を織糸とするなどの
方法で、100ｇ ㎡、145ｇ ㎡、160～195ｇ ㎡、190～270ｇ ㎡、250～270ｇ ㎡の先練服地、合/ / / / /

計26種を設計試作した。織物の設計にあたっては、家蚕糸と柞蚕糸等の配合効果および製織性
の検討、設計上の問題点の摘出に留意し、実用性能のうち特に嵩高性、耐摩耗性、目寄り抵抗
等の付与に留意した。

３．製織性については、柞蚕生糸は家蚕生糸に比較して抱合が悪く、節、毛羽立ち等のため繰返
し作業の能率が約１割低下したが、その後の工程は支障なく進行した。ソーキング、精練、染
色等の湿潤工程での柞蚕糸の収縮は、フワリの径の調整を要するとともに、織物の目付の決定
には練減の相違とともにあらかじめ考慮する必要がある。また、ヤング率が低いので張力管理
には十分な配慮を要する。合ねん糸の給糸にはオーバーエンド方式を採用すべきである。

４．本試験の重目服地の試作に使用したもろより糸は太いため、製織能率のうえでは問題は起ら
なかったが、結び目が大きく織物の傷となったり、結び目が解けるなどの問題があった。この
点から細糸を引き揃えて使う方が良い。また、柞蚕ファンシー糸は毛羽立ちが起り製織が困難
であったので、生糸等と組み合せて使うのが有利である。

５．柞蚕糸の配合率が増加すると織物の見掛比重が低下し、嵩高性が向上する。この傾向は軽目
織物に顕著であり、重目になるにつれて織物組織、糸組みの状態等素材以外の影響が大きくな
る。

６．耐摩耗性は家蚕糸、柞蚕生糸等の繰製糸使いのものが良好であり、たて・よこ糸にもろより
糸を使用して耐摩耗性の大きい重目服地を試作することができた。しかし、家蚕糸の太糸使い
は目寄りが起りやすく、これを防止するために柞蚕ファンシー糸や特絹糸を配合したが、これ
らの配合率が増加すると耐摩耗性は低下する。なお、たて糸にもよこ糸にも家蚕生糸と柞蚕生
糸のもろより糸を交互に配列することによって嵩高性、耐摩耗性をもたせある程度の目寄り抵
抗を与えることができた。目寄りの解決には、目標とする織物の風合を損わない範囲で細糸を
使い、たて・よこ密度の調和をはかって、織物を構成するたて・よこ糸の曲率を大きくする工
夫が必要である。

７．複合ねん糸として、家蚕生糸と柞蚕生糸を使って片２本もろより糸を作り、その性状を調査
した。柞蚕糸の配合率が上昇すると練減が減少し、精練による収縮率が大きくなり、家蚕糸が

。 、収縮を制御する力をもっている その他の力学的特性も家蚕糸と柞蚕糸の特性値を限界として
配合率にともなって並行的に変化する。また、同配合率でも、下より糸が同質になるように組
み合せることが、ねん糸の工程、性状ともに望ましい。

８．26種の複合絹織物の性能を調査した結果、家蚕糸に柞蚕糸等を配合することによって、織物
の特性値に特異性をもたらすことが認められた。嵩高性、耐摩耗性、目寄り抵抗等を中心とし

、 、 、て検討し これらの性質が良好なものを使って紳士用背広を試作 一部着用試験を行った結果
着心地は極めて軽快で、野蚕糸を配合した服地には実用性も十分にあることが実証できた。

（1979）51．春蚕用蚕品種「日140号×支145号」
農蚕園芸局（1979）蚕の新品種－春蚕用「日140号×支145号 ．技術資料 ：1-2」 第93号

日140号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した二

化性白繭系日日固定種であって、支145号および支140号と交配して春蚕用に供する。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で斑紋は限性形質を示し、雌が形、雄が姫であっ
て、４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は日134号にくらべ
て稚蚕期、壮蚕期ともほぼ同じである。眠起はよく揃い飼育取り扱いは容易であるが、５齢の
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冷湿環境は経過が長引くばかりでなく、繭中斃蚕を多くすることがあるので注意を要する。ま
た秋蚕期の粗硬葉給与は作柄ならびに産卵量に悪影響を及ぼすので、良桑給与が大切である。
繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と支145号または支140号を交配する場合、両品種の取り扱いがほぼ等しい時は、本種の

催青着手を約３日早くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸で３～４分、冷浸で５～６分の塩酸
浸漬時間が適当である。
支145号２．
化性：二化性。系統：支支固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した二

化性白繭系支支固定種であって、日140号と交配して春蚕用に供する。
、 、 、 、蟻蚕は黒褐色を呈し 蚕児の体色は青系で斑紋は限性形質を示し 雌は形 雄は姫であって

４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は支135号にくらべて稚
蚕期、壮蚕期ともほぼ同じである。虫質は強健で飼育取り扱いは容易であるが、稚蚕期の厚飼
いはさけることが望ましい。繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁
である。
本種と日140号とを交配する場合、両品種の取り扱いがほぼ等しい時は、本種の催青着手を

約３日おそくすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５～６分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬
時間が適当である。
日140号×支145号３．
化性：二化性。系統：日支交雑種。本種は日支一代交雑二化性の白繭種で春蚕用に供する。
蚕児の体色は青系であるが淡赤系を混ずることがあり、斑紋は雌が形、雄が姫の両限性品種

である。蚕児の経過は日134号×支135号とほぼ同じである。虫質は強健で食桑活発、眠起はよ
く揃い飼育取り扱いは容易であるが、５齢期にできるだけうす飼いをして良桑を飽食させると
繭重が重くなり、繭層歩合、生糸量歩合も高くなり結果がよい。繭は白色の楕円形に浅縊俵形
を混じ、ちぢらは普通である。
本種は虫質強健で飼い易く、繭層重重く、繭層歩合、生糸量歩合高く、繭糸長長く、小節点

高く、繭層練減率が低い。繭糸繊度は3.0デニール内外である。

（1980）52．カイコからの新微胞子虫の分離
49(3)藤原 公 1980 カイコから分離された３種の微胞子虫 spp. 日本蚕糸学雑誌（ ） （ ）．Nosema

：229-236
１．カイコ峨から新らしい３種の . を分離し、それらの生物学的性状およびカイコNosema spp

幼虫に対する病原性を調査し、つぎの結果を得た。
２． .（ 11 ：マルピギー管、絹糸腺、筋肉および脂肪体に寄生する。スポロントはNosema sp M ）
２分裂し、胞子は円筒形で3.9×1.7μ 、極糸は83μ である。分離は1970年茨城県であっm m

た。
３． .（ 12 ：マルピギー管、絹糸腺、筋肉および脂肪体に寄生し、異常肥大する。Nosema sp M ）
スポロントは２分裂し、胞子は円筒形で5.1×2.0μ 、極糸は118μｍである。分離は1970年m

千葉県であった。
４． .（ 14 ：マルピギー管、絹糸腺、筋肉および脂肪体に寄生する。スポロントはNosema sp M ）
２分裂し、胞子は卵円形で4.2×2.4μ 、極糸は106μ である。分離は1971年新潟県であっm m

た。
５．カイコ幼虫に対する .（ 11）および（ 14）の病原力は、 .（ 12）おNosema Nosemasp M M sp M

よび のそれよりも弱かった。N bombycis.
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（1980）53．原蚕の人工飼料育における飼育標準表の作成
滝澤寛三、新倉克己、加藤清正、吉村洋子（1980）原蚕の稚蚕人工飼料育における飼育標準表の

作製について．蚕糸試験場彙報 ：47-61第111号
１．用いた人工飼料の組成と混合割合は次のとおりであり、１～３齢の期間を飼育した。

桑葉粉末 ５０
大豆油 １.７ 脱脂大豆粉末 ３９.７
β－シトステロール ０.２ クエン酸 ４.４
アスコルビン酸 ２.２ ソルビン酸 ０.２ ×１／２＝５０
寒 天 ８.３ 無機塩混合物 ３.３
サッカロース ８.８ 馬鈴薯澱粉 ８.３
セルローズ粉末 ２２.９
合 計 １００
ビタミンＢ群、防腐剤添加 水は３ ／ｇml

２．掃立時刻、給餌方法、給餌量、給餌回数、除沙の有無、飼育密度、飼育口数、防乾紙被覆の
有無などについての試験および既報の飼育環境に関する試験結果とを組み合わせて、原蚕の稚
蚕人工飼料育における飼育標準表を作成した。

稚蚕飼育標準表Ⅰ （日本種 10,000頭当り）
給 餌 蚕 座 給 餌 量 飼料形態

齢別 温湿度 日順 時 刻 作 業 面 積 １ 回 齢 中 切削） 備 考（
cm mm１ 10～15時 掃 立 ｇ ｇ2

２８℃ 40×50 400 厚2，幅3, 長50 防乾紙をかける
１齢 ８５％ ２

３ 給 餌 2009
４ 給 餌 100 700 催眠期に防乾紙9

をとる
２６℃ ５ (20～22) （餉食適期）
７０％

６ 餉 食 60×60 300 2， 4, 509
２齢 ２８℃ ７ 給 餌 5009

８５％ ８ 給 餌 5009
９ 給 餌 300 1,6009
10 餉 食 60×60 400×2 2.5，4.5, 5015

２７℃ 11 給 餌 ２箔 700×29
３齢 ８０％ 12 給 餌 700×29

13 給 餌 700×29
14 給 餌 250×2 5,5009

光線は作業時以外暗とする 合 計 7,800

稚蚕飼育標準表Ⅱ （支那種 10,000頭当り）
給 餌 蚕 座 給 餌 量 飼料形態

齢別 温湿度 日順 時 刻 作 業 面 積 １ 回 齢 中 切削） 備 考（
cm mm１ 10～15時 掃 立 ｇ ｇ2

２８℃ 40×50 400 厚2，幅3, 長50 防乾紙をかける
１齢 ８５％ ２

３ 給 餌 2009
４ 給 餌 100 700 催眠期に防乾紙9

をとる
２６℃ ５ (22～24) （餉食適期）
７０％

６ 餉 食 60×60 300 2， 4, 50 必要があれば9
網入れ

２齢 ２８℃ ７ 給 餌 500 網下の遅蚕は9
別箔飼育

８５％ ８ 給 餌 5009
９ 給 餌 3009
10 給 餌 100 1,7009
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11 餉 食 60×60 250×2 2.5，4.5, 5016
２７℃ 12 給 餌 ２箔 750×29

３齢 ８０％ 13 給 餌 1,000×29
14 給 餌 750×29
15 給 餌 250×2 6,0009

光線は作業時以外暗とする 合 計 8,400

３．以下飼育上特に留意すべき具体的事項について述べる。
１）気流は飼育湿度との関連で蚕座（飼料の水分保持状態）へ影響するので、飼育環境面から
飼育室内の気流の強弱は特に留意しなければならない。なお著者らの行った試験では蚕座上
2.5 の気流では特に問題がなかった。cm/sec

２）光条件については掃立当時１日位の明飼育は蚕の飼料摂食性を良くするという報告がある
ので、掃立当日を明にし、蚕寄りの起らないよう光線むらに注意する必要がある。

３）蚕座面積は１齢40×50 、２齢60×60 、３齢60×60 ×２箔／10,000頭としたが、３cm cm cm

齢期の飼育密度が若干厚飼いになるようにも考えられるので、蚕品種によっては３齢期をも
う少し拡座し、65×65 ×２箔にした方が良いかも知れない。cm

４）給餌量は支那種では２齢以降飼育経過が日本種に比べ遅延する傾向にあるので、その分を
少し増量給餌することも必要である。

５）眠蚕、起蚕の取り扱いは原蚕人工飼料育において最も重要である。早期起蚕があっても不
眠蚕がある程度いれば給餌をし、遅就眠蚕に飽食させる。早期起蚕が少なければそれらを別
の容器に拾い取り、発育の斉一化をはかる。その後除湿を始め、遅れ蚕の大部分が眠蚕にな
った時、酸性白土を霜降り状に散布し蚕座を乾かす。餉食の時期は各齢とも起蚕が約90％出
現した時点で行う。なお２齢の餉食適期は著者らの試験結果からは日本種が５日目の20～22
時、支那種が22～24時頃になったが、実際にはこの時間における餉食は飼育現場の作業実態
からみて無理であるから、翌朝まで飼育温度を下げて起蚕の疲労を防ぐことが肝要である。
また原蚕の場合は蚕品種によっては２眠および３眠就眠時の経過がだらつき易いので、眠中
でも特に温湿度は下げないで、酸性白土等により蚕座の乾燥をはかることが必要である。

（1980）54．桑園における太陽エネルギーの効率的利用
桑園の太陽エネルギー利用効率研究班（1984）桑園における日射エネルギー利用効率と生産力．

蚕糸試験場彙報 号：1-31第120
※北浦 澄（裁桑部長 、大山勝夫（桑生理研究室 、佐藤光政（桑生態研究室 、小林昭三、市橋隆寿、小野） ） ）
松治（栽培研究室 、玉田幸三郎、東城 功、羽田 宏、大和田賀吉（東北支場栽培研究室 、内川長弥、片） ）
桐幸逸、矢崎利一、成田正士、木下玉平（中部支場裁桑研究室 、四方栄市、直井利雄、村上泰臣、中川）
泉（関西支場裁桑研究室 、南 正邦、岩田 益、内田 信（九州支場裁桑研究室））

１．桑園の土地生産性向上のための方向を明らかにする目的で、春切桑園における日射エネルギ
ー利用効率を蚕糸試験場東北支場、中部支場、関西支場および九州支場の各桑園（以下におい

、 、 ） 、 。てはそれぞれ飯坂 松本 綾部および植木と呼ぶ において 共通の方法に基づいて調査した
２．最長技の長さはいずれの試験地でも６月から８月中旬の間は急速に増加し、８月下旬以後の

。 、 、増加は緩慢であった 10月初旬における技条長は植木と綾部では3.6～3.7ｍ 松本では3.3ｍ
飯坂では2.8～2.9ｍであった。

３．葉・枝・幹および根の合計の乾物重は６月～10月まではいずれの試験地でも増加したが、飯
坂の増加率は他に比べ劣った。10月初旬における乾物重は綾部、松本、植木、飯坂の順であっ
た。

４．生育期間を通じての平均的な収量生長速度は松本と綾部で13～15 ｇ ㎡ 、 植木と飯坂で/ /day

は9～12ｇ ㎡ であった。また生育期間を通じての平均的な純同化率は1978年には松本、綾/ /day
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部、植木で高く、飯坂では低かったが、1979年には松本以外の３試験地では大差がなく低かっ
た。一方、生育期間平均の葉面積指数は両年とも松本および綾部で高く、植木および飯坂では
低かった。

５．葉および枝の燃焼エネルギーは4,000～4,600 ｇであり、幹および根の値は4,300～4,600cal/

ｇであったが、試験地による差は認められなかった。cal/

６．生育期間を通じた日射エネルギー利用効率は松本と綾部で1.5～1.7％と高く、植木と飯坂で
。 、は1.1～1.4％と低かった また生育期間を通じた日射エネルギー転換効率は松本と綾部で高く

飯坂がこれに次ぎ、植木では低かった。一方、葉層の日射エネルギー吸収率は植木の値が他の
試験地に比べやや高かった。

７．４試験地を平均した桑園の日射エネルギー利用効率として1.44％が、また収量生長速度とし
ては12.2 ㎡ が得られた。南東北の飯坂と九州中部の植木では日射エネルギー利用効率g/ /day

と収量生長速度がやや劣ったが、飯坂では葉面積指数を早期に高め、日射エネルギー吸収率を
増大させることが、また植木では純同化率を高め、日射エネルギー転換効率を高水準に維持す
ることが生産性の向上をはかる上で有効であると考えられた。

（1981）55．桑葉収穫機
岡部 融、市川 明、角田文雄、小林 亨(1981) 桑葉収穫機．特許・実用新案 昭56-184951
岡部 融、市川 明、角田文雄、小林 亨（1982）新しい技術 ：202-206第20集
１．本機はゴムクローラ車輪を備えた車体上に条桑切断部、搬送部、こき取部、枝細断部等を順

、 、 、 、次一列に配置し連動させたもので 搬送部下に株直し丸鋸を また 枝細断部上に容器積み台
機体前方左側部に桑葉積載台を付設したものである。

２．本機は桑園の株畦をまたぎながら進行し、立毛の条桑を２段の条桑抱え込みゴムベルトで抱
え、２組のロータリ刈刃によって条桑を地上50 で刈取る。刈取られた条桑は搬送部下段にcm

ある搬送タインと、その上部前方に設けた反転ローラとによって前に倒され、基部からこき取
部に達し、こき取部ではこきドラムに装着してある硬質ゴムこき爪と、ドラム面に装着してあ
るＶベルトとによって下部と両側の葉・新梢がこき落され、上向きの葉はドラム後方上部にあ
る羽根車によってこき落される。

３．また、先端の梢葉はこきドラムに巻きこまれたところを先端切断カッタによって切り落され
る。落ちた葉・新梢は回収ホッパーでこき取部下段に集まり、桑葉排出用のオーガによって桑
葉排出口から押し出される。

４．押し出された葉はここでダンボール箱・袋等に人力で15 程度ずつ収納し、機上の桑葉積kg

載台に積み上げる。積載台にはダンボール箱等が１段で８個積めるようになっており、収穫と
同時に畦間搬出される。
． 、 、 、５ 一方 枝は枝細断部に送られ シリンダカッタで３～６ に切られて機外に排出されるがcm

排出口を下部に設け、網袋をセットして回収可能になっている。また、条桑を刈取ったあと株
に残る条桑は、株直し丸鋸によって地上43～55 の範囲に切戻し（株直し）が刈取と同時にcm

行える等の機構を備えている。

（1981）56．桑の新品種「しんけんもち （桑農林５号」 ）
東城 功、渡辺四志栄、早坂七郎、北浦 澄、岡部 融、松島幹夫、矢崎利一、原島典雄、中山

喜平（1981）桑の新品種「しんけんもち （桑農林５号 ．技術資料 :3-4､ 10-13」 ） 第97号
１．少雪寒冷地では 「改良鼠返 「一ノ瀬 「剣持」などが広く栽培されている。耐寒性品種、 」、 」、
として「かんまさり」が昭和41年に育成され、一部で栽培されているが、晩秋期の葉質などに
なお難点が指摘されている。そこで、これらに代る多収で硬化のおそい少雪寒冷地向品種の育
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成を目的に、耐寒性で葉が厚く葉質良好な４倍性「剣持」を母、硬化がおそく枝が直立で伸長
が良く多収の「国桑第21号」を父として交雑を行い、得られた実生中から本品種を選抜した。

２．本品種はヤマグワ型に属し 「剣持」の２ゲノムをそのままとり入れた３倍体の多収品種の、
意味を表し「しんけんもち」と命名された。特性の概要は次のようである。①姿勢はやや展開

。 、 。 、 、型である 枝条数多く 枝条は直で伸長も良く斉一である 節間長はやゝ長い ②冬芽は褐色
樹色は紫褐色で「剣持」に似るがやや淡く、樹肌も滑らかである、③葉はやや大型で幅広の４
裂葉で、厚く弾力性に富み滑らかで光沢が強く、濃緑色である。晩秋の硬化は「改良鼠返」お
よび「一ノ瀬」と大差がない、④春の発芽は「改良鼠返」とほぼ同じで 「一ノ瀬」より数日、
早く、その後の発育も旺盛で春蚕掃立期および壮蚕期の新梢長は長く、葉数も「改良鼠返」と
同様である、⑤春秋兼用壮蚕用としての年間収葉量は 「改良鼠返」および「一ノ瀬」に比べ、
かなり多い、⑥耐寒性を有し、萎縮病および胴枯病の抵抗性は中程度であるが、縮葉細菌病お
よび裏うどんこ病には強い。また、シントメタマバエの被害も少ない、⑦古条さし木の発根性
は極めて良く、種茎直播による速成密植桑園の造成用に好適である、⑧蚕の飼育成績は春およ
び晩秋蚕期ともに「改良鼠返」および「一ノ瀬」を凌ぎ、葉質は春秋ともに良好である。

３．本品種の適応地域は、東北、中部を中心とする少雪寒冷地で、春秋兼用、夏秋専用または速
成密植桑園用として壮蚕および稚蚕用桑に適し 「かんまさり 「改良鼠返 「一ノ瀬」など、 」 」、
に代わるものと考えられる。耐萎縮病性は中程度なので激発地への栽植は避け、場所によって
は夏切開始時期（通常は植付３年目）を１～２年おくらせるか、あるいは交互法をとり入れる
ことが望ましい。

※東城 功、渡辺四志栄、早坂七郎（1986）３倍性桑新品種“しんけんもち”及び“あおばねず
み”の育成．蚕糸試験場報告 ：151-25030(2)

（1981）57．桑の新品種「ときゆたか （桑農林６号」 ）
相田二三夫、藤原茂正、竹之内和子、返田助光、間 和夫、中島健次、松島幹夫、片桐幸逸、尾

暮正義、長沼計作、原島典雄（1981）桑の新品種「ときゆたか （桑農林６号 ．技術資」 ）
料 ：5-6､ 14-21第97号

１．近年、桑園の萎縮病被害は全国に及ぶ、特に温暖地および暖地では著しく、的確な防除法の
。 「 」確立とともに抵抗性の優良品種の育成が急務とされている 最も広く栽培されている 一ノ瀬

は中程度の抵抗性を有するが、耐倒伏性や縮葉細菌病抵抗性に欠点があり、また 「大島桑 、、 」
「収穫一」などの耐萎縮病性品種はいずれも収量や夏秋期の葉質に難点がある。そこで 「一、
ノ瀬」の良質多収性と「大島桑」に匹敵する耐萎縮病性を備えた耐倒伏性品種を目的に「一ノ
瀬」を母 「国桑第21号」を父として交雑を行い、得られた実生中から本品種を選抜した。、

２．本品種はカラヤマグワ系に属する。樹勢強健で萎縮病にも強く、常に安定した収穫が期待で
きる品種の意味で「ときゆたか」と命名された。特性の概要は次のようである。①姿勢は直立
型である。矮小枝少なく、側枝も極めて少ないが条径やや太く、枝条数および枝条長は「一ノ
瀬」にやや劣る。節間長は短い、②樹色は灰褐色で、冬芽は正三角をなし、灰白色で枝条に密

、 、 、着して直立に着生する ③葉は中型の楕円形全縁葉に２～４裂葉を混じ 春は全縁葉が多いが
。 「 」 、 。秋には裂葉の混入が多い 厚さは 一ノ瀬 と同程度で 平滑でやや光沢があり濃緑色である

晩秋の硬化はややおそい、④春の発芽は「一ノ瀬」より２～４日早く、春蚕５齢盛食期の新梢
長はやや短いが葉教は多い。雌花を有し、着椹は「一ノ瀬」と同程度である、⑤春秋兼用壮蚕
用としての年間条桑収量および条桑量に対する新梢、葉量割合は「一ノ瀬」と大差ない、⑥台
風による枝の倒伏少なく、耐萎縮病性は「大島桑」を凌駕する。また、縮葉細菌病および裏う
どんこ病の被害も少い、⑦古条さし木の発根性は「一ノ瀬」と大差ないが、夏秋中間伐採後の
再発芽機能が劣る、⑧蚕の飼育成績は、春秋ともに「一ノ瀬」に遜色ない。
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３．温暖地の萎縮病発生が問題とされる地域において、春秋兼用の壮蚕用桑として「大島桑 、」
「収穫一 「赤芽魯桑」などに代わり普及が考えられる。夏秋中間伐採後の再発芽が劣る欠」、
点があるので、収穫は春および晩秋蚕期に主体をおき、夏および初秋蚕期は軽い間引き収穫と
するなど収穫法に特に注意する必要がある。

（1981）58．桑の新品種「はやてさかり （桑農林７号」 ）
、 、 、 （ ） 「 」（ ）．樋田仁蔵 山本 賢 村上美佐男 岩田 益 1981 桑の新品種 はやてさかり 桑農林７号

技術資料 ：7-8､ 22-33第97号
１．現在、四国、九州などの西南暖地では 「一ノ瀬」が最も広く栽培されている。しかし、多、
雨地帯では風雨によって枝条が倒伏し易く、また、縮葉細菌病を多発することが多い。昭和51
年に育成された耐倒伏性暖地向品種の「みなみさかり」も平坦地には好適であるが、山間地や
高標高地には先枯れが著しく、不向きである。そこで、これらに代わる良質多収で耐倒伏性の
山間地や高標高地にも適する暖地向品種の育成を目的とし、硬化がおそく良質多収の「改良一
ノ瀬」を母、枝条が直立で伸長が良く多収の「国桑第21号」を父として交雑を行い、得られた
実生中から本品種を選抜した。

２．本品種は、カラヤマグワ系に属する。風に強く耐倒伏性で、よく繁茂する多収性品種の意味
「 」 。 。 。で はやてさかり と命名された 特性の概要は次のようである ①姿勢はやや展開型である
枝条数は多いが条径がやや太く、枝条の発育は「しんいちのせ」に幾分劣る。節間長は短い、
②枝条は直で、樹色は灰褐色である。冬芽は赤褐色で中型の長三角形をなし、枝条に密着して
直率に着生する、③葉は中型の４裂葉で光沢を有し、厚く滑らかで緑色を呈し「改良一ノ瀬」
に似る。晩秋の硬化は「一ノ瀬」と大差ない、④春の発芽は「しんいちのせ」より１～２日早
く、その後の発育も良好である。雄花を有するが、花穂は少ない、⑤春秋兼用（夏切）の壮蚕
用桑としての年間収量は「しんいちのせ」と大差ないが、夏秋専用（春切）では多い、⑥先枯
れは「しんいちのせ」と大差ない。風雨による枝条の倒伏も少ない。耐萎縮病性は「しんいち
のせ」程度とみられる。縮葉細菌病には「一ノ瀬」に比べかなり強い、⑦接木および古条さし
木の発根性は良好で増殖は容易である。夏秋中間伐採後の再発芽性が良い、⑧蚕の飼育成績は
「しんいちのせ」と大差がない。

３．先枯れが少ないので暖地の平坦地ばかりでなく山間地や高標高地にも適する。再発芽性が良
いので春秋兼用（夏切）の壮蚕用桑のほか夏秋専用（春切）の稚蚕用桑にも適し 「一ノ瀬 、、 」
「改良鼠返 「魯桑」などに代わるものと考えられる。なお萎縮病激発地への導入はさける」、
べきである。

※樋田仁蔵、山本 賢、岩田 益、村上美佐男（1982）桑の新品種“はやてさかり”の育成とそ
の性状について．蚕糸試験場報告 ：613-66628(5)

（1982）59．桑の組織培養法
Seibi Oka and Katsuo Ohyama initiation of adventitious buds and its modification by(1981) In vitro

-high concentration of benzyladenine in leaf tissues of mulberry ( ).Morus alba Canadian Jour
68-74（桑葉組織における高濃度ベンジルアデニンによる不定芽の誘nal of Botany 59(1):

導とその改良）
１．無菌的に育てたクワのシュートと実生から、葉片を切り取って ・ 培地上でMurashige Skoog

培養した。
２．不定芽形成の過程で、ベンジルアデニンの濃度を変えることによって正常葉と異常葉が出現
した。

３．正常葉では不定芽の発生はもっぱら葉柄除去後の中肋の切断面から生じるのに対し、異常葉



- -131

では中肋や葉柄のいかなる領域においても形成された。
４．芽の形成パターンの違いを調べるため、組織学的な観察を行った。

（1982）60．不良繭自動選別機
第32集川名 茂（1982）不良繭自動選別機－試作機の性能等について－．製糸絹研究発表集録

：37-39
１．生糸製造に適さない不良繭としては、内部汚染繭、薄皮繭、奇形繭等、約10種類にのぼる。
これらの選別は、通常、半透明のコンベヤ上に繭をのせ、下から光をあて、２～３人の人力に
よって行われてきた。しかし、不良繭の大半が外観から判定の難しい内部汚染繭（内部で病死
した蚕の体液で汚染されている繭）であるため、相当数の見落とし、混入がみられる。

２．装置の機構概略を図に示す。本機は、繭の長軸方向のＸ線吸収波形を測定し、パターン認識
によって正常繭か不良繭かを判別する。図のように、繭をＶ字型コンベヤで１列に並べて移送
し、上部から軟Ｘ線を照射してその透過Ｘ線量を繭下部の鉛板にあけられた小孔を通して測定
、 。 、し 直ちに演算回路へ入力する 演算回路では一定の方法に従って正常繭か不良繭かを判定し

その結果をレジスタ回路へ送ってストックさせる。一方、繭が不良繭排出部の定位置へ達する
と、この繭の判定結果がレジスタ回路から出力され、不良繭であればエアノズル制御弁が作動
して圧縮空気を噴出させ、この繭を不良繭排出用ダクト内へ排出する。正常繭であればエアノ
ズル制御弁は作動せず、繭はそのまま正常繭出口へと送られる。また、同時に繭の大きさも測
定し、特に大きい繭や小さい繭はＸ線の判定結果のいかんにかかわらず排出される仕組みにな
っている。

３．Ｘ線吸収波形例を見ると、正常繭では蛹がほぼ中央に位置しているため、Ｘ線吸収波形は概
ね富士山型を示すが、内部汚染繭のような繭は蛹または蚕がつぶれて糸層に付着していること
が多いため富士山型以外の種々のパターンを示す。

４．パターン認識の方法：測定波形に、正常繭と類似した富士山型のモデル波形を同期的に加算
し、その最大値があらかじめ設定した基準値を超えたら正常繭、超えなかったら不良繭と判断
する。この方法は富士山型の二つの波形が合い重なれば両者の加算結果の最大値は特に大きく
なり、逆に二つの山がずれれば急激に減少することを利用したものである。

５．本機の使用に際し、次の点に注意する必要がある。①Ｘ線強度が選別精度に影響するため、
軟Ｘ線発生装置の電圧が30 、電流が３ に安定しているかどうか確かめる。安定していKVP mA

ない場合は調整つまみによって調整する。②圧縮空気の圧力が２ ㎡以上に達しているか確kg/

かめる。③繭の大きさの上限および下限を２進法表示スイッチによって設定する。
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６．繭の供給は、装置の右側部分からＶ字型コンベヤ上に一列に送り込む。
※新しい技術 ． 207-211第20集

（1982）61．伸縮・嵩高性絹糸
青木 昭、神田千鶴子、高橋 保（1982）伸縮・嵩高性絹糸による紳士服地について．製糸絹研

究発表集録 ：55-56第33集
１．消費要求の多様化にともなって、シルクスーツヘの期待が高まりつつあるが、従来の生糸で
は、生地に膨らみや伸縮性をもたせにくく、防しわ性に欠けるなど縫製上・着用上に多くの問
題が存在する。筆者らは、先ず、生糸の構造からくる性能の改善が必要と考え、撚糸を利用し
て、伸縮・嵩高性絹糸（以下試験糸という）を開発し、これにより紳士服地の試作を重ね、開
発絹糸の織物効果を検討した。

２．剛軟度および防しわ性：試験糸の配合により、剛軟度を低下させるとともに防しわ性を向上
させることができた。特に織物組織との組合せによってその効果が助長される。

３．湿潤収縮性：毛織物は仕上工程における縮充効果が風合の形成に重要な役割を果している。
レピアルームを使い、練糸（生糸63中×3）と絹紡糸（120 2）を１本交互に配列した同一のた/

て糸に、試験糸と練糸（生糸42中×8）を組合わせて、2 2よこ畝織に織込み、織卸品を湿潤処/

理して試験糸の収縮効果を観察した。湿潤により試験糸を構成している強撚糸が収縮して、布
地の膨らみが増大する。製織時の緊張が湿潤処理で回復し、毛織物の縮充に似た効果を発揮す
ることがわかった。

４．伸縮性とせん断変形特性：試験糸、絹紡糸、生糸、そ毛糸等による４種の服地を試作して、
風合試験機（ ）を使い、川端（1980，風合い評価の標準化と解析）の方法によって、織物KES

の伸長特性・せん断変形特性を調査した。
５．仕上げは毛織物産地の整理工場で実施したが、整理条件の違いで織物性能が大きく変化する
ことがわかった。また、試験糸使いによって、伸縮性、せん断変形性を毛織物に近づけること
ができた。既に、着用試験において、良好な着心地とシワ回復性が報告されている。

（1983）62．桑の新品種「あおばねずみ （桑農林８号」 ）
東城 功、渡辺四志栄、早坂七郎（1983）桑の新品種「あおばねずみ （桑農林８号 ．技術資」 ）

料 ：1-9第102号
１ 「あおばねずみ」は，蚕糸試験場東北支場において、昭和32～40年にコルヒチン処理で養成．
した４倍体（ 剣持」の自然交雑種子）を母本 「改良鼠返 （２倍体）を父本に用い、41年に「 、 」
交雑され、42～45年に個体選抜された。昭和46～50年に系統選抜試験に、51～56年に岩手、長
野の２県で系統適応性検定試験に供試され、栽培および蚕飼育適性が検定された。一方、昭和
55～56年愛知、鳥取、徳島の３県で特性検定試験に供試され、耐萎縮病性が検定された。

２．東北地方や山間高冷地などの少雪寒冷地では、改良鼠返や一ノ瀬、剣持などが多く栽培され
ているが、これにまさる葉質，耐寒性を有し、収量の多い品種として昭和56年に「しんけんも
ち」が登録され普及されつつある 「改良鼠返」や「一ノ瀬」は縮葉細菌病、クワシントメタ。
マバエに弱く開発桑園や異常低温下での発育があまり良好でなく収量が少ない。そこで、これ
らの抵抗性を有し、低温下でもよく伸長する多収良質の改良鼠返型品種を目標に、樹姿がよく
発育良好な４倍体（ .92）を母、現行優良品種「改良鼠返」を父として交雑を行い、得られNo

た実生中から本品種を選抜した。
３．本品種はカラヤマグワ系に属する３倍体で「改良鼠返」の血を引き、よく似ているところか
ら“あおばねずみ”と命名された。特性の概要は次のようである。①姿勢は直立型である。枝
条数多く、枝条は直で伸長もよく斉一である。節間長は短い、②冬芽は濃褐色、樹色は灰白色
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で「改良鼠返」に酷似し、樹肌も滑らかである、③葉はやや大型の幅広い４裂葉で厚く、葉面
はやや粗で光沢は少なく 「改良鼠返」よりやや濃い緑色である。晩秋の硬化は「改良鼠返」、
と大差がない、④春の発芽は「改良鼠返」とほぼ同じで 「一ノ瀬」より数日早く、その後の、
発育も旺盛で壮蚕期の新梢長、葉数は「改良鼠返」なみである、⑤春秋兼用壮蚕用としての年
間収葉量は 「改良鼠返」および「一ノ瀬」に比べかなり多い、⑥耐寒性を有し、萎縮病、裏、
うどんこ病の抵抗性は中程度であるが、縮葉細菌病およびクワシントメタマバエには強い、⑦
古条さし木の発根性は「一ノ瀬」なみで、再発機能はよい、⑧蚕の飼育成績は春秋とも「改良
鼠返」なみである。

４．本品種の適応地域は、少雪寒冷地で特に東北地方のヤマセ地帯にも適し、春秋兼用、夏秋専
用および密植速成桑園の壮蚕用として「改良鼠返」あるいは「一ノ瀬」に代わるものと考えら
れる。耐萎縮病は中程度なので激発地への栽植は避け、所によっては夏切開始時期（通常は植
付３年目）を１～２年遅らせるか、あるいは交互法をとり入れることが望ましい。

※東城 功、渡辺四志栄、早坂七郎（1986） ３倍体桑新品種“しんけんもち”及び“あおばね
ずみ”の育成．蚕糸試験場報告 ：151-25030(2)

（1984）63．抗幼若ホルモンによる蚕の発育と繭糸の制御
Akai H Kimura K Kiuchi M and Shibukawa A Effects of anti-juvenoid treatment on, ., , ., , . , (1984)

（赤井 弘、木村敬助、木内 信、渋川明郎cocoon and cocoon filaments in Bombyx mori.
：カイコの繭及び繭糸に及ぼす抗幼若ホルモン活性物質投与の影響） 日本蚕糸学雑誌

：545-54653(6)
１．カイコ（ 90× 74）の繭形成に対する幼若ホルモン活性物質（ ；大塚製薬 、抗HN HC Manta ）

E chloro trifluoro-N a H imidazole yl propoxy幼若ホルモン活性物質（( )-4- -α,α,α- -[ (1 - -1- )-2-
- - )の影響を調べた。ethylidene o toluidine

２．幼若ホルモン投与により、繭層重1,050～1,150 のジャンボ繭が得られた。繭層の切片をmg

調べると、対照区に比べて繭糸のサイズが大きいことが分かった。
３．脱皮直後から48時間の間、400 の抗幼若ホルモン溶液に浸した桑葉を食べさせた４齢幼ppm

虫では、摂食期間が約３日延びると共に、３眠幼虫として蛹化をはじめ、対照区と比べて小さ
な繭を作った。この切片を調べると、繭糸のサイズが小さかった。

４．これらの結果から、幼若ホルモン、抗幼若ホルモンを用いることにより、繭糸の太さを種々
のサイズに制御できることが明らかとなった。

（1984）64．桑園における有機物施用基準の策定
桑園土壌有機物研究班（1984）桑園における土壌有機物変動の予測と有機物施用基準の策定．蚕

糸試験場彙報 ：1-22第121号
※第１章 植松勝子、鈴木 誠、木内美江子、渋谷加代子；第２章 高岸秀次郎、白田和人、川内郁緒；
第３章 五島 晧、塩見文武、愛原秋義；第４章 高岸秀次郎

１．稲わら堆肥施用による土壌有機物水準の変動は土壌によって異なるが、最も効果が認められ
た砂丘土では毎年2,250 10 を４年間連用した場合、土壌炭素は原水準の29％増となった。kg/ a

この場合の無施用区は14％減であった。沖積土でも炭素の集積が認められたが、火山灰土につ
いては明らかでなかった。

kg/２ 各種有機物を連用した場合 全般に桑条よりもおが屑の方が土壌炭素の増加率は高く 750． 、 、
10 年を施用した場合より1,500 年の方が増加は明らかであった。しかし桑収量は桑条、a/ kg/a/

特にこれを堆肥化した方が高く、作物に対する有機物施用効果の多様性が示唆された。
３．沖積土や赤黄色土のように炭素含量の低い土壌では、毎年ｔ単位で有機物を施用すると、施
用位置によっては４～５年で無施用に比べて有機物水準が３～７倍を示すところがあった。施
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用土壌の炭素率は施用有機物の影響をうけ、光学的分析によれば、施用された有機物はまず未
熟な腐植酸の型で集積するものと推定された。

４．ガラス繊維炉紙埋設法によれば、１年目の乾物残存量は、稲わら、桑条が30～50％、おが屑
60～80％であり、全般に有機物資材は１年目で大半が分解され、その後難分解性成分が徐々に
分解されるものと推定された。

５．無機肥料の長期連用によって土壌有機物水準が変動し、その増減に対しては施用内容に伴う
雑草量の多少、土壌 の変化などが関与するものと推定された。pH

６．有機物の連用によって土壌有機物含量が増加し、その増加から推定される土中堆肥の減耗率
は原土壌炭素の減耗率を５％年として約60％、稲わらマルチの場合は50～60％ 年であった。/ /

７．現地の沖積土桑園で調査された土中堆肥の６月～11月の全炭素減耗率は、乾性土壌下層土で
50％前後、適潤土壌数％～30％、湿性土壌20％以下であり、水分環境で異なることが認められ
た。

８．有機物施用により無機化窒素量も増大し、その量は土壌窒素の各画分と高い相関を示した。
、 、しかし蓄積した土壌炭素との間に常に高い相関があるとは限らず また無機化窒素量の高低も

土壌 や他の化学性の如何によって必ずしも桑生育に反映しなかった。pH

９．有機物の施用を中止すると土壌有機物の減耗が進み、単純計算による減耗率は表土、で６％
前後、下層土でおおよそ４％であった。

10．稲わらを連用した火山灰土桑園、赤黄色土桑園および沖積土桑園において、稲わら継続施用
標準施肥区、稲わら施用中止標準施肥区および同倍量施肥区を設け、土壌中の炭素含量の年次
変動を５年間追跡し、次の結論を得た。
①土壌中の炭素含量の年次変動は数年程度であれば直線的変動として扱い得る。
②標準施肥区の土壌炭素の年平均減耗率は火山灰土桑園表層土0.6、下層土0.3、赤黄色土桑園
表層土1.9、下層土2.5、沖積土桑園表層土2.8、下層土2.5％であり、土壌仮比重を考慮した
10 （土層30 ）当たりの土壌炭素減耗量は火山灰土桑園77、赤黄色土桑園107、沖積土桑a cm

園97 と試算された。kg

③10 当たりの土層30 中の炭素増加量と施用炭素量から求めた稲わら炭素の年平均残存率a cm

は火山灰土桑園27.8、赤黄色土桑園37.7、沖積土桑園35.1％であった。
これに基づく標準施肥区の土壌炭素減耗量を補うに要する稲わら施用量は三桑園においてと
もに約800㎏ 10 年と試算された。/ a/

④火山灰土桑園と赤黄色土桑園では倍量施肥によって土壌炭素の減耗が増大した。
11．以上の結果をもとに、有機物施用基準を試算した。

（1984）65．蚕の培養細胞株の作出
Inoue, H. and J. Mitsuhashi (1984) A cell line susceptible to a nuclear polyhedrosis virus.Bombyx mori

: 108-113J. Seric. Sci. Jpn. 53(2)

１．家蚕の卵を表面殺菌して胚子を無菌的に取り出し、その細胞を培養した。各種の細胞が遊出
したが、核周辺に大型顆粒をもつ上皮状細胞が優勢をしめ、増殖して、継代培養が可能になっ
た。

２．この細胞系に家蚕核多角体病ウイルスを接種したところ、接種後５日目に、蛍光抗体染色お
よび電子顕微鏡による観察によって、ウイルスの複製が確認された。

（1985）66．画像処理による生糸繊度の計測システム
54(2)西出照雄 大浦正伸 1985 画像処理による繊度の計測法と装置の構成 日本蚕糸学雑誌、 （ ） ．

：128-133
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１．画像処理手法を応用して、生糸の幅（μｍ 、繊度および表面形態を連続して計測する方法）
とシステムの開発を行うとともに、試作装置の基本的な計測機能について検討を行った。

２．糸条の光学像の検出・伝送はレンズ系と光ファイバを六方稠密に配列したファイバ束とで構
成したイメージガイドで行い、 カメラで光学像を電子画像信号に変換する。この電子信号ITV

に対しラインサンプリング等の電気的諸処理を実行し、糸幅と近似的な繊度値を自動的に算出
する。

３．このようにして次々に得られる糸幅、繊度、糸条像はモニタ に出力されて、視覚によるTV

繊度情報が得られ、また計測結果は レベルのデジタルおよび電圧量の信号（０～10 ）TTL V

としても得られる。
４．この方法に従って試作構成した諸装置の基本的な計測機能について検討した結果、本計測系
は糸条の静止、走行の状態に拘わらず所期の機能を発揮できることが確認された。

（1985）67．洋装用複合絹糸（ハイブリッドシルク）
高林千幸、田口栄司（1987）繭糸と他繊維との複合纒絡繰糸法の開発．新しい技術 ：第24集

428-431
高林千幸（1989）ハイブリッドシルク．繊維学会誌 ：268-27345(6)
１．絹の特徴を強調した複合素材を作出するには、
絹との複合に適する他種繊維を選択し、それを芯
糸として表面を繭糸でカバリングすればよい。そ
の場合、繭糸と他繊維とを平行に配列しただけで
は伸縮性が付与できないため、合成繊維の加工糸
など高弾性糸を軸とし、その周囲に螺旋状に繭糸
を絡みつかせることが必要である。

２．本法においては、通常の自動繰糸機の糸道部分
にエアジェットノズル①と２対のフィードローラ
②③を設け、繰糸槽の底面より導いた合成繊維④
と繰糸槽より引出した繭糸群⑤とにそれぞれ異な
るオーバーフィード率を与えてエアジェットノズ
ルに送り込む。

３．このエアジェットノズル内では高圧空気の噴射
により高速の渦流を生じており、繭糸群のフィー
ド率を高くすると、繭糸がその差分だけ合成繊維
の周りに纒絡した複合糸を形成する。

４．エアジェットノズルの構造によってノズルの内
壁に繭糸から飛散したセリシンが付着し、セリシ
ン詰まりを生じることがあるので、そのような場
合には高圧空気に油剤を混入させ、間歇的にエア
と同時に噴射させてセリシン皮膜を除去する必要 がある。

５．また、この繰糸法では、フィードローラと巻取り枠の回転およびエアの噴射を完全に同調さ
せることが重要であり、開発した装置には自動起動・停止装置も組込まれており、任意の纒絡
状態の複合糸を効率的に製造することができる。

※高林千幸、花岡貞子、田口栄司： 繭糸と他繊維との複合纒絡糸の製造法 （出願：1985年、「 」
特許登録： 、1988年12月14日）1474596

高林千幸、田口栄司： 繭糸と他繊維との複合纒絡自動繰糸機 （出願：1985年、特許登録：「 」
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、1988年12月14日）1471597

（1985）68．糸故障自動修理装置
稲葉茂男、白井美明(1985)糸故障自動修理装置について．製糸絹研究発表集録 ：17-18第33集
１．繰糸中に集緒器に節詰り等による糸故障が発生すると、集緒器は巻取られている生糸の張力
によって上方に約５ 上る。これと連動して生糸の巻取り枠は、繰枠錠留装置により瞬間的cm

にストップし、同時に糸結器が始動する。それは、図（ ）のように糸故障が発生して繰糸がA

停止すると、かぎ②が節等①の付着している糸条を引出して、糸結器の鳥形板の背後を経て下
方に導く（この時繰枠側の糸条もスムーズに巻戻されてくることが必須条件 。ついで鳥形板）
が約90°前傾すると、糸条はその背後を滑って首部でループを形成〔図( )～( )〕するととB D

もに、下方に引かれている糸条は、鳥形板頭部⑤に設けられている、一方に戻止めかぎのつい
たスリット内に入る〔図( )、( ) 。そして鳥形板が逆旋回することによってループは滑落C’ D 〕

、 〔 〕。するが その際スリット内の糸条はかぎにかかっているためループを貫通する 図( )～( )E F

その時上方から切断用電熱線が下降してきて、ループを貫通した糸条の一端を焼切ると同時に
繰糸は再開され、節等をもつ糸条は下方に引抜かれるとともに、正常な糸条③は上方に牽引さ
れて糸結び（糸故障修理）は完了する。

※糸故障自動修理装置の開発．新しい技術 ：241-244第23集

（1985）69．微粒子病病原虫の新しい同定法
Hayasaka, S. and C. Ayuzawa (1987) Diagnosis of microsporidians, and closelyNosema bombycis

related species by antibody-sensitized latex. : 169-170J. Seric. Sci. Jpn 56(2)

抗体感作ラテックス等を用い、微粒子病病原虫（ およびその近縁種）の新しNosema bombycis
い同定法を開発した。
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（1985）70．新染色法「シリカ染」
加藤 弘、小松計一（1985）絹のシリカ染めについて．製糸絹研究発表集録 ：61-62第33集
１．絹染色において、均染性に優れ、その上染色堅牢度も良好な染色方法を開発する目的で、染
浴 にほとんど影響を及ばさない微粒子状シリカゲルを用いた染色について検討した。pH

． 、 。２ 絹重量に対して ５～10重量％の微粒子状シリカゲルを添加した染浴中で絹糸布を染色した
染色の操作や条件などは全て通常の絹染色に準じて行った。

３．所定濃度の染料と微粒子状シリカゲルだけを投入した染色系で、精練絹布（平羽二重、21目
付）を染めたときの、染色物の表面染色濃度（ 値）から明らかなように、微粒子状シリカK/S

ゲルは、カヤクダイレクトスペシャルブラック 、カヤノルミリングブラック ともにAXN TLB

対して顕著な濃染効果を示していることが分かる。
４．これらの染料については、通常の染色助剤（例えば、ぼう硝、酢安、硫安、酢酸など）を何
ら使用しなくても、微粒子状シリカゲルのみで極めて高い染着が得られる。しかも、黒色の色
合いはシリカゲルを用いない通常の絹染色に比べてはるかに深みのある黒らしい黒に染め上っ

。 、 、ていることが観察された このようにシリカ染めは 中性浴中でも良好な濃染効果を示すため
高濃度染浴を必要とする黒、紺などの濃色染めに適用すると、色の濃さや深みの面から、とく
に著しい効果が現われる。

５．染料と微粒子状シリカゲルの外に、通常の染色助剤を添加して染色系について絹染めした。
この結果、直接染料のぼう硝のように中性浴では促染効果を示すが、酸性浴になると反対に緩
染効果を呈するのとは異って、微粒子状シリカゲルは中性浴染めであろうとも、酸性浴染めで
あろうとも、顕著な濃染効果（色の濃さと深み）を有することが認められた。

※加藤 弘、小松計一「繊維の染色法 （出願：1985年、特許登録： 、1993年５月20日）」 1757485

（1986）71．網状複合生糸の製造法
中屋 昭、坪井 恒、岩垂美智子（1986）網状複合生糸の繰糸法について．製糸絹研究発表集録

：51-52第34号
１．網状生糸形成装置のうち、形成枠は、回転基盤Ａに対し一定の傾斜をもって回転基盤と同一
方向に自転する６本のシャフトを枠手とした機構で、各シャフト（枠手）は基部と先端の枠周
が同一になるようテーパをつけてある。

２．絡交桿には繰解繭糸を等間隔で配列できるよう溝が切ってあり、この絡交桿を経て形成枠に
巻取られる繭糸は絡交桿の往復運動により網状に配列されながら枠手の自転により枠の先端に
送り出され、回転基盤の主軸に設けられた貫通孔を介して供給される他繊維を芯にした網状複
合生糸として集束器の細孔を経て繰枠に巻取られる。
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３．繰糸実験の結果、繰枠の巻取速度 1（ ）と形成枠の巻取速度 2（ ）との関係V m/mim V m/min

は 2 ＝４～６で良好な網状複合生糸が繰製できた。V /VI

４．本装置では100 ～1000 の網状生糸または網状複合生糸を繰製することができ、より掛けのd d

有無・より数、芯糸の有無・種類、前記 2 の値等によって風合の異なった網状（複合）V /VI

生糸の繰製が可能である。繰製した網状複合生糸は、非常に嵩高性に富み柔軟で、嵩高度は一
般生糸の３～４倍、ヤング率は１５程度である。/

（1986）72．天敵微生物によるキボシカミキリの防除法
河上 清、島根孝典（1986）昆虫病原糸状菌 を利用したキボシカミキリの微Beauveria tenella

生物的防除．日本蚕糸学雑誌 ：227-23455(3)

１．東口本における桑の重要害虫キボシカミキリの防除に、天敵糸状菌 の利Beauveria tenella
用を試みた。
． 、 。２ 本菌の大量培養を数種の有機物材料で行ったが フスマが分生子生産に最も効率的であった
フスマに水を加え加熱滅菌した後、分生子懸濁波を用いて菌接種を行い、25℃で15日間培養す
ることにより、乾燥フスマ１ｇ当り10 個の分生子が生産された。さらに、本菌の大量培養を9

２段階培養法によって行なえば、培養期間の短縮および雑菌混入の防止に効果的であった。ま
ず、分生子を液体培地で３日間25℃で振とう培養し、えられた菌をフスマに接種すると、25℃
10日間の培養で同量の分生子が生産された。

３．大量培養された を、フスマと共に培地ごと圃場の地表面に１～３ アール、１B tenella. kg/

回だけ散布した小規模網枠殺虫試験において、菌散布30日後の殺虫率は60～90％の高率となっ
た。

４．以上から、本菌の適切な利用は微生物殺虫剤として有効と思われる。

島根孝典、河上 清（1993）昆虫病原糸状菌 の蚕およびマウスに対すBeauveria brongniartii
る安全性について．日本蚕糸学雑誌 ：30-3762(1)

１．キボシカミキリに強い病原性を示す糸状菌 （＝ ）を微生Beauveria brongniartii B tenella.
物農薬として利用するため、本菌の蚕に対する安全性並びにマウスに対する経口投与時、吸入
時、および腹腔内注射投与時の急性毒性についてそれぞれ試験した。

２．各地から収集した本菌21菌株の分生子を10 ～10 分生子 という調製限界濃度で蚕４齢起7 8 /ml

蚕に接種したが、本菌はいずれの菌株も蚕幼虫に全く病原性を示さなかった。
３．本菌を飼料または飲料水に混入してマウスに経口投与、分生子の吸入、さらには、腹腔内に
注射したいずれの場合も、マウスが死亡する症例は発生しなかった。

４．また、マウス体重の増加量およびその他の外部状態においても対照区との間に差異がなく、
異常は認められなかった。本菌の分生子は25℃では平板培地上で良好に発芽・発育するが、35
℃では発芽せず、７日以内に死滅した。

（1986）73．多収性蚕品種「翔萌 （日02号×中02号」 ）
農蚕園芸局（1986）蚕の新品種－春蚕用「日02号×中02号 ．技術資料 ：1-2」 第110号

日02号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した二

化性白繭系日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で斑紋は形である。蚕児の経過は日134号にくら

べ稚蚕期がやや短く、壮蚕期がやや長めであるが、全齢では大差ない。虫質は強健で眠起はよ
く揃い、飼育取扱いは容易であるが、食桑は活発で蚕体はよく肥大するので、桑不足にならな
いように注意することが大切である。繭は白色の浅縊俵型で、ちぢらはやや粗である。越年卵
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の卵色は藤鼠である。
本種と中02号を交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を２日

遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当で
ある。
中02号２．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した二

化性白繭系中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は姫（い型斑紋を有する）である。蚕児の

経過は支135号にくらべて稚蚕期は約0.5日、壮蚕期が約１日長めである。虫質は強健で、眠起
はよく揃い、食桑は活発であるが、５齢期がやや長いので、壮蚕期の冷湿を避け、５齢末期ま
で良桑を飽食させることが大切である。繭は白色の楕円形で、ちぢらはやや粗である。また、
割愛後の産卵が早いので注意を要する。越年卵色は生壁色である。
本種と日02号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を約

２日早くすればよい。蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が
適当である。
日02号×中02号３．
化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕期
本種は日中一代交雑二化性の白繭種で、稚蚕人工飼料育用および桑葉育用の品種である。
蚕児の体色は淡赤系に青系を混じ、斑紋は形である。蚕児の経過は日134号×支135号にくら
べて、１～４齢期はほぼ同じであるが、５齢期は約0.5日長い。稚蚕人工飼料育、桑葉育とも
に眠起はよく揃い、飼育取扱いは容易である。虫質は強健で稚蚕、壮蚕とも桑付当初から食桑
が活発であるから、桑不足にならないように注意し、特に５齢期はつとめてうす飼いにし、良
桑を飽食させることが大切である。
本種は虫質強健で飼育し易く、繭重・繭層重が重く収繭量が多く、繭糸長・解舒糸長長く、

生糸量歩合高く、繭層練減率が少ないなど、極めて優れた特徴を有する超多収性品種である。
また、稚蚕人工飼料育の場合でもこれらの能力をよく発揮する品種である。繭糸繊度は3.2デ
ニール内外である。

、 、 、 （ ） 「 」（ ）※江口良橘 嶋崎 旭 一場もとえ 渋川明郎 1995 多収性蚕品種 翔萌 日02号×中02号
第12及び「大鷲 （日150号×中150号）の育成．蚕糸・昆虫農業技術研究所研究報告」

号：47-93

（1986）74．桑の新品種「おおゆたか （桑農林９号」 ）
尾暮正義、長沼計作、原島典雄、藤原茂正、松島幹夫（1986）桑の新品種「おおゆたか （桑農」

林９号 ．技術資料 ：1-11） 第112号
１．温暖地に広く栽培されている「一ノ瀬」は収量も多く良質であるが、倒伏しやすく縮葉細菌
病に弱いなどの欠点がある 「しんいちのせ 「ときゆたか 「はやてさかり」などはこれら。 」、 」、
の欠点を改良した特徴のある品種であるが、近年桑品種に対する要望は多様化し、特に低コス
ト・高生産養蚕の基盤となる強健多収品種の育成が強く要望されている。そこで 「しんいち、
のせ」に劣らない葉質を備え、かつ「しんいちのせ」を凌ぐ多収性と強健性を備えた温暖地向
優良品種の育成を目的とした。
． 「 」 、 「 」（ ）２ 多収・良質の 一ノ瀬 を雌親に 枝条伸長が良好で直立型の 国桑第21号 長沼×司桑
を雄親に用いて、昭和40年に交雑し、41～44年に個体選抜を、45～52年に系統選抜試験を蚕糸
試験場で行った結果、本品種は著しく多収であることが判明した。

３．そこで、昭和52～56年に愛知ほか２試験地で萎縮病抵抗性の検定試験を実施するとともに、
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55～60年に群馬ほか４試験地における系統適応性検定試験に供試して栽培および飼育試験を行
った。その結果、いずれも優秀な成績を収めたので「おおゆたか （桑農林９号）と命名登録」
された。

４．本品種はカラヤマグワ系に属し、強健多収であることから「おおゆたか」と命名された。本
品種の特性の概要は次のとおりである。①根刈仕立の樹型は直立型であるが、日照不足や台風
などによる枝条の倒伏率は しんいちのせ より若干高い ②枝条は直立で灰白色を呈し し「 」 、 、「
んいちのせ」と比較すると枝条長はやや短いが、枝条数はやや多い、③節間長は「しんいちの
せ」よりやや短く、冬芽は中型の正三角型で灰褐色を呈し、枝条に密着する、④葉形は、春に
は２裂葉主体で裂刻葉と全縁葉とが混じる｡夏秋季には全縁葉が多くなり、やや大型になる。
葉面は光沢を有し、滑らかで縮皺が見られる、⑤春季の発芽は「しんいちのせ」と大差なく、

、 。 、その後の発育も良好で 旱魃時における枝条下部の黄化落葉は少ない 秋季の葉の硬化は遅く
先枯れは少ない、⑥春秋兼用壮蚕用としての年間収葉量は「一ノ瀬」および「しんいちのせ」
よりかなり多い、⑦萎縮病および縮葉細菌病抵抗性は「しんいちのせ」と大差ないが、生育不
良株および枯れ株の発生は極めて少なく至って強健である、⑧古条挿木の発根性は極めて良好
である、⑨蚕の飼育成績は「しんいちのせ」と大差ない。

５．本品種の適応地域は北関東から山陰地方までの温暖地であり、春秋兼用、夏秋専用桑園用と
して春・夏秋の壮蚕に適するが、枝条数がやや少ないため株間をやや狭く栽植する方がよい。
また、挿木発根性が良好で、枯障株が少ないので、密植速成桑園用としても用いられる。しか
し、萎縮病抵抗性は「しんいちのせ」と同程度であり、また強い風雨にあうと展開することが
あるので、萎縮病激発地および台風常磐地帯での栽培は注意を要する。

（1987）75．新染色法「ギブス染」
第35集加藤 弘、小松計一、山口雪雄（1987）絹のギブス染めについて．製糸絹研究発表集録

：53-54
１．予め温湯水で溶解せしめた焼きセッコウ（ ･1 2 ギブス）を硫酸カルシウムとしCaSO / H O4 2

て被染物重量に対して１～２重量％内外を投入した染浴中にて染色を行った。また浴比、染色
温度や時間は通常の処方、すなわち被染物の地締り、厚薄、繰糸の繊度、または染料の種類、
絹製品の用途などを考慮に入れて設定した．

２．使用した絹製品ほ、精練処理した平羽二重、および直径約70 の円筒状ニットシルクを長cm

さ５ｍにカットしたものの二種類である．
３．酸性ミリング染料カヤノールミリングブラック （日水化薬）を用いて、平羽二重を焼TLB

きセッコウ（ ･1 2 ギブス、小島化学）２％ を投入した染浴中、並びに焼きセCaSO / H O OWF4 2

ッコウの飽和溶液中（小松の結果から対繊維重量％に換算すると、浴比が１：100であること
から凡そ19.5％ ）で染色した場合と、焼きセッコウを全く染浴中に投入しない場合、にOWF

てそれぞれ染色した。
４．黒色の濃さの尺度としての 値（値が小さいほど濃く染まっていることを表わす）を比較L*

すると、焼きセッコウを染浴中に投入した場合の 値は、代表的な染色助剤である無水ぼうL*

硝を焼きセッコウより大量に投入した場合よりもはるかに小さく、より純黒色に染まったこと
が分かる。

（1987）76．人工飼料による原蚕の飼育標準技術
上田 悟、北沢敏男、滝澤寛三、野尻邦雄、加藤清正、柳川弘明、渡辺喜二郎、松田基一、須藤

光正、竹田 敏、真野保久、久保村安衛（1988）人工飼料による原蚕の飼育標準技術．蚕
糸試験場彙報 ：199-220第132号
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交雑種における稚蚕人工飼料育の飼育標準技術についてはすでに多くの報告があって、それぞ
れ特色が提示されたが、その後の基礎、応用両面の研究の進捗により、現在では一本化の傾向が
示されるに至っている。
原蚕についても、滝澤ら（1980）の稚蚕に関する飼育標準表の作製の試みがあるが、その後の

研究の進捗からみると若干の加筆が望ましく、また原蚕の全齢を通じての飼育標準技術について
示された例はみない。ここに試案を示し、批判を得たい。
１．蚕品種の選定と催青
蚕品種は人工飼料に良好な摂食を示す蚕品種を選ぶことは言をまたない。
ところが、良好な摂食性を示す蚕品種でも孵化が斉一でない場合は、摂食が不揃いになり、毛

振るい率が低下する。当日孵化した蟻蚕を掃立てるのが最良であるが、間違っても三夜包みにな
らないよう留意する。そのためには蚕種は散種利用は避け、枠製または平付けを用いる。当日孵
化蟻で掃立予定量が賄えない場合には、その蟻蚕は蚕卵台紙から離して低温保護し、翌日蟻と合
せて掃立てる。
催青条件のうち光線管理は短日条件すなわち、24時間光周期で６～８時間を明とする（鈴木・

上田、1987 。飼育日長条件も下記するように短日にするので、その日長と同一にするのが最も）
好ましい。他の催青条件は桑葉育を準用する。
２．蚕卵・蟻蚕消毒
人工飼料育が普及し始めた頃は、蚕卵の卵面消毒の必要性が強調されたが、蚕種が通常の清潔

。 、な取扱いがなされている限りではこの消毒は不要である また桑葉育では蟻蚕消毒が行われるが
人工飼料育ではこれも通常の蚕種から孵化した蟻蚕には不必要である。すなわち仮に細菌や病原
糸状菌が蟻蚕に少量付着していても、それを人工飼料で掃立てると、飼料中の防腐・防微剤によ
って菌の成育が抑制または死滅させられる（河上・上田、1984 。）
３．防疫体制
人工飼料育における清浄育の最大のポイントはウイルス病原からの隔離である。人工飼料育蚕

は桑葉育蚕に比べ、ウイルス病原耐性がやや低い（宮島・鷲田、1983 。しかし人工飼料そのも）
のは加熱処理されているから調製時にはウイルスや細菌などは付着しておらず、桑葉より明らか
に清浄である。
徹底消毒された飼育室で蚕がウイルス病に感染するのは、作業者や、消毒後に持ち込む蚕具な

どからの汚染であって、他の経路で感染することはごくまれであることが疫学的に明らかにされ
ている。したがって作業者の入室、蚕具や飼料の搬入時にウイルスを持ち込まないよう厳重に注
意する。
糸状菌や細菌は、あらゆる場所で生息しているので無菌育でない限り、比較的容易に飼育室に

入り込むが、上述したように濃厚汚染でない限り、飼料中の防腐・防黴剤によって蚕が罹病する
ことはない。
防疫体制として具体的には次のことが守られなければならない。
１）飼育用器具は蚕室消毒時に徹底消毒し、原則として飼育途中に未消毒物は持ち込まない。
２）飼育室への入室時には手等露出部分を十分洗浄し、消毒ずみの専用作業衣を着用。
） 、 。 （ ）３ 飼料の搬入は 包装材料の消毒に留意する 大量の飼料の場合には消毒槽 1Germicida trap

などを通じて行う。
４）作業には帽子、マスクおよびポリエチレン製手袋を着用する。
５）除沙を行った場合は、蚕沙はその都度屋外に持ち出し処分する。蚕糞は防腐剤の効果が薄

れており、糸状菌が寄生しやすくなっている。ただし、蚕糞も未食下飼料と一緒にある場合は、
飼料中の防腐剤により糸状菌の寄生は、おおむね抑制させる。
注）人工飼料は防腐・防黴効果がおおきいが、今後の問題として、耐性菌の出現があり、注意
を要する。
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４．飼育温度
人工飼料育蚕は桑葉育蚕に比べ、環境に対する依存度が高く、特に光と温度に対して敏感であ

る。
人工飼料育蚕と桑葉育蚕では当然に飼育取扱いに違いがあるが、その原因の主なるものに飼料

水分と給与飼料の形態が挙げられる。
桑葉における水分は生体組織と結びついた結合水であるのに比し、人工飼料の水分は自由水が

多く、遊離しやすい。その反面、給餌形態は桑葉より厚味があって乾燥しにくいという特性があ
る。蚕自体は湿潤（多湿を超えた湿潤）を好まないため、このような特性をもつ人工飼料をどの
ように合理的に取扱うかが飼育技術である。
人工飼料育は桑葉育より至適温度の範囲が狭く、しかも高温域にある（高宮・中島、1970；鈴

木ら、1979；滝沢ら、1985 。人工飼料育の適温は桑葉育に比べて、やや高温域にあるのは蚕座）
温に起因する（高橋・上田、1981 。すなわち、人工飼料の自由水は、容易に気化し、その潜熱）
によって蚕座温を低下させる。したがって蚕座に気流が流れているような飼育環境では、気化の
潜熱が一層大きくなるから、下記の適温範囲の上限に設定する。
適温 １～２齢：28～29℃ ３齢：27～28℃ ４齢：26～27℃ ５齢：24～25℃
５．飼育湿度
人工飼料育における湿度保持の最大目的は飼料の乾燥を防ぐことにあって、飼育容器（蚕箔）

との関連が深く、一概に規定できない。人工飼料育における湿度の至適範囲は桑葉育より狭く、
かつ気流と直結しているので桑葉育より複雑である。すなわち90％ 以上の多湿は桑葉育の幼RH

齢ではほとんど問題にならないが、人工飼料育では無気流のもとでは１齢といえども成育が不良
になる。しかし10 程度の気流がある場合はこの多湿も至適湿度に入る。また75％ 程度cm/sec RH

では逆に無気流状態で蚕の成育は良好であり、ごくわずかな気流でも飼料の乾燥が進み、特に若
齢の蚕への影響は大きい（高橋・上田、1975 。）
標準的な飼育湿度を示すと、

RH１～２齢：摂食中80～90％、催眠期以降55～70％
RH３～４齢：摂食中75～80％、催眠期以降55～70％

５齢：70～80％
である。若齢期に防乾紙などによる覆蓋育をする場合は５％内外低くてよい。催眠期に入ると蚕
座を乾燥させる。この時期に拡座を行うのも乾燥のために有益である。眠期の多湿は生理を害す
るばかりではなく、不揃いになりがちな原蚕飼育の餉食を揃える重要な手段である。
５齢期は１～４齢期と異なってやや乾燥気味がよい。５齢期の体水分率は、起蚕の90％前後を

頂点に熟蚕の80％程度まで、飼育経過を追って漸減するが、人工飼料育蚕では減量の速度がやや
鈍い（上田・鈴木、1969；高橋、1981 。この時期の水分放出が円滑であることが健康度に大切）
である。したがって５齢は原則として覆蓋育は避け乾燥環境にする。
６．空気の汚れ並びに気流
空気の汚れの象徴である炭酸ガスは、桑葉育では蚕と給与桑の両者から発生するが、人工飼料

育では飼料からの発生はほとんどみないから、普通の飼育では炭酸ガスに特に留意する必要はな
い（堀江ら、1965 。アンモニアガスも同様である（遊佐、1971 。人工飼料による覆蓋育では） ）
空気の汚れよりもむしろ湿害に注意する。
飼育環境を考える場合とかく温度や湿度にこだわりがちであるが、これらを事実上左右してい

るのが気流である。気流の有無、遅速を考慮して温湿度を定めなければならない。
７．光線管理
人工飼料育における光条件の影響は桑葉育とは比較にならない程大きい。
長日条件下で飼育すると、経過は延長し、体重、繭重、繭層重、蛹体重などは重くなるが、幼

虫の成育は不揃いになり不脱皮蚕や不結繭蚕が発生しやすく、健康度は害しやすい。さらに不越



- -143

年卵蛾の一大原因となる。これに比し、短日条件は幼虫の成育を斉一にし、健康で不越年卵蛾、
不受精卵蛾、不産卵蛾などの不良蛾の発生を抑制する。１蛾平均産卵数は長日条件よりやや少な
いが、対供試蚕の精選卵量は優れる（引用文献は前報の上田ら、1988 を参照 。a ）
幼虫期の光線管理は24時間周期の６～８時間明とする。これは催青期の光線管理と同一にする

のが望ましく、催青中の光線管理が８時間明の場合は飼育中もこれに合せて８時間明とする。光
源は黄色蛍光燈を使用する。すなわち、人工飼料は光照射によって変質するが、それは一般の昼
光色または白色光蛍光燈のように短波長を含む光源で加速する。照射光の明るさは黄色蛍光灯を
用いる場合には1,200 までは安全である（上田・高橋、1983；中島・上田、1983 。lx ）
８．蚕座面積、給餌形態、給餌量
人工飼料育が始まった当初は、桑葉育を模倣することから出発し、蚕座一面に給餌する方法が

採用された。この方法は一口の蚕座の飼育量が少ない場合には弊害が少ないが、多量の場合には
湿潤の害が現れる。理想的には棒状による飼料間隔を置いた給餌法で蚕座面積に対する餌占有割
合が40～70％の飼育成績が良好である（上田・鈴木、1984 。しかし１～２齢特に掃立時蚕座に）
満万遍なく蟻蚕を配置することは手数がかかり、また幼齢で間隔をおいた給餌法では、蚕は餌か
ら餌への移動はほとんど行わないから、多量飼育の場合は飼料間隔を置いた給餌法を行ってもそ
の意義が発揮できない場合がある。多量育における１～２齢の蚕座は正方形ではなく、できるだ
け短辺と直辺の比を大きくし、蚕座の周縁効果として効果的に飼料間隔を置いた給餌法と同様な
環境を期待できる蚕座とする。
給餌飼料の大きさの目安は（厚さと幅）

mm mm : mm mm１齢：２×８ ２齢：４×10～12 ３齢： 6×13～16 ４齢：10×15
mm５齢：10×15

として、長さは１～２齢30 以上、３～４節50 以上、５齢は70 を目安とする。mm mm mm

給餌量の目安は２万頭当たり
kg kg kg kg１齢：0.8～1.0 ２齢：2.5～2.8 ３齢：9.5～10.5 ４齢：44.0～49.0
kg５齢：250～280

とする。これは蚕品種、特に日本種系統と中国種系統によって異なる。１～３齢では、両系統で
、 （ 、 ）。大差はないようであるが ４齢以降は中国種系統の食下量が一般には多くなる 滝澤ら 1984

日別給餌量割合は、その１例を前報に示したので参考にする。
a給餌量で特に注意を要するのは５齢であって、飽食より10％内外少なくなる（上田ら、1988

を参照 。同一蚕品種でも蚕種や１～４齢の取扱いによって５齢食下量は異なるので、標準給餌）
量を示すのは難しいが、上記の250～280 は飽食の10％減量の１例である。５齢は次回給餌時kg

に残餌がないのが一応の目安である。給餌回数の目安は１～２齢は齢中２回、３齢以降は１日１
回である。

（1987）77．春蚕用蚕品種「大鷲」
農蚕園芸局（1987）蚕の新品種－春蚕用「日150号×中150号 ．技術資料 ：1-3」 第113号

日150号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した二

化性白繭系日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で斑紋は姫である。蚕児の経過は稚蚕期、壮蚕期
ともに日134号と同程度である。稚蚕期から食桑行動は活発で、眠起は斉一、蚕体はよく肥大
するが、５齢期は過度の飽食育や高温および低温冷湿では蔟中、繭中斃蚕を多くするので、し
め飼いと適温育に心掛ける必要がある。繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらはやや粗である。
本種は産卵後の卵色の変化が特に遅い特徴があり、固有の卵色になるまでに一般の品種が３
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日程度であるのにくらべ５日程度である。したがって冷蔵浸酸種の採種に際しては卵色にこだ
わらず、産卵後は所定の保護時間とし、冷蔵時期を逸しないよう留意することが肝要である。
越年卵の卵色は淡藤鼠である。
本種と中150号とを交配する場合、両種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を同

時にすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当で
ある。

中150号２．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した中

02号から、長糸長・細繊度用に系統分離した二化性白繭系中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で斑紋は姫（淡いい型斑紋を有する）である。蚕児
の経過は支135号に比べ稚蚕期は大差ないが、壮蚕期が約１日長めである。虫質は強健で飼育
取扱いは容易であるが、５齢期がやや長いので、冷湿を避け、若上げをしないよう良桑を与え
ることが望ましい。繭は白色の楕円形で、ちぢらは粗である。
割愛後の産卵が早いので注意を要する。越年卵の卵色は生壁色である。
本種と日150号とを交配する場合、両種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を同

時にすればよい。
蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。

３． （愛称：大鷲）日150号×中150号
化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕期
本種は日中一代交雑二化性の白繭種で、桑葉育用の品種である。
蚕児の経過は日134号×支135号に比べて、１～４齢期はほぼ同じであるが、５齢期は約0.5

日長い。眠起はよく揃い、飼育取扱いは容易である。虫質は強健で、稚蚕、壮蚕ともに桑付け
、 。当初から食桑行動は極めて活発であるから 桑不足にならないよう注意することが大切である

特に５齢期は桑不足になると葉脈、葉柄も食下する程食欲旺盛なので、努めて薄飼いにし、良
桑を飽食させることが大切である。

、 、本種は虫質強健で飼育し易く 繭重・繭層重が重く収繭量が多く繭糸量多く生糸量歩合高く
繭糸長、解舒糸長が抜群に長い特徴を有する。繭糸繊度は2.8デニール内外で、現行の指定春
蚕用普通品種では最も細い特徴を持っている。

、 、 、 （ ） 「 」（ ）※江口良橘 嶋崎 旭 一場もとえ 渋川明郎 1995 多収性蚕品種 翔萌 日02号×中02号
第12及び「大鷲 （日150号×中150号）の育成．蚕糸・昆虫農業技術研究所研究報告」

：47-93号

（1987）78．細繊度蚕品種「あけぼの」
農蚕園芸局（1987）蚕の新品種－特殊用途用「日505号・日506号号×中505号・中506号 ．技術」

資料 ：11-14第113号
日505号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した日
145号について、更に繭糸繊度の細い系統を分離・育成した二化性白繭系日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で、斑紋は形である。蚕児の経過は日137号に比

べて稚蚕期、壮蚕期とも大差ない。虫質は強健で眠起はよく揃い飼育取扱いは容易であるが、
５齢期がやや長いので５齢末まで十分飽食させることが必要である。
繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日506号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を

１日早くすればよい。
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蚕種の人工孵化は、即浸では５分前後、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
日506号２．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した従

前の日136号を保存し、更に改良を加えた二化性白繭系日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は赤系で、斑紋は形である。蚕児の経過は日137号に比べ

て稚蚕期はやや短めであるが、壮蚕期は大差ない。虫質は強健で眠起はよく揃い、飼育取扱い
は容易であるが、良桑を飽食させることが望ましい。なお、秋蚕期における粗硬葉給与は蛹重
を軽くし、産卵量にも影響を及ぼすので避けたほうがよい。
繭は白色の浅縊張形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日505号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を

１日遅くすればよい。
蚕種の人工孵化は、即浸では５分前後、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
日505号×日506号３．
化性：二化性。系統：日日交雑原種
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は赤系で、斑紋は形である。蚕児の経過は日137号に比べ

て大差がない。虫質は強健で、眠起はよく揃い飼育取扱いは容易であり、産卵量も多い。
繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と中505号と中506号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと

きは、本種の催青着手を４日早くすればよい。
蚕種の人工孵化は、即浸では５分前後、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
中505号４．
化性：一化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した従

前の支25号を保存し、更に改良を加えた一化性白繭系中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は形である。蚕児の経過は支146号に比べ

て稚蚕期は大差ないが、壮蚕期は約半日短い。なお、上蔟から発蛾までの期間が短いので蛹期
の取扱いは注意を要する。虫質は強健で経過が早く、飼育取扱いは容易である。
繭は白色の短楕円形で、ちぢらはやや粗である。越年卵の卵色は淡藤鼠である。
本種と中506号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を

４日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は、即浸、冷浸とも４分前後の塩酸浸漬時間が適当であ
る。
中506号５．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸試験場において育成した二

化性白繭系中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は姫である。蚕児の経過は支146号に比べ

て稚蚕期、壮蚕期とも大差ない。虫質は強健で眠起はよく揃い、飼育取扱いは容易である。
繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁である。
本種と中505号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは本種の催青着手を４

日早くすればよい。
蚕種の人工孵化は、即浸では５分前後、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
中505号×中506号６．
化性：中505号母体は一化性、中506号母体は二化性。系統：中中交雑原種
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は形であるが姫を少々混じることがある。
蚕児の経過は支146号に比べて大差がない。虫質は強健で、眠起はよく揃い、飼育取扱いは容
易であり、産卵量も多い。繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁で
ある。
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本種と日505号と日506号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと
きは、本種の催青着手を４日遅くすればよい。
蚕種の人工孵化は、即浸では５分前後、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。

７． （愛称：あけぼの）日505号・日506号×中505号・中506号
化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕及び夏秋蚕期
本種は日中四元交雑二化性の白繭種で、稚蚕人工飼料育および桑葉育に適する特殊用途用の

細繊度品種である。蚕児の体色は青系で淡赤系を混じることがあり、斑紋は形である。蚕児の
経過は日137号×支146号に比べて稚蚕期は大差なく、５齢期はやや短めである。虫質は極めて
強健で、稚蚕人工飼料育、桑葉育ともに眠起はよく揃い、飼育取扱いは容易である。５齢期は
短めで盛食期の食桑はやや少なめであるので、給桑量に注意する必要がある。
繭は白色で、楕円形に浅縊俵を混じ、ちぢらは普通である。
本種は虫質強健で経過は早く、極めて飼育し易い品種である。繭重、繭層重、収繭量、生糸

、 、 、量歩合はやや低いが 繭糸繊度は2.2デニール内外で 繭糸長が長い優れた特長を有するので
ハイブリッドシルク等の特殊用途用のほか、極細高級生糸用に適する。

（1987）79．テンサンフィブロイン遺伝子のクローニングと構造解析
Tamura, T. and S. Sakate (1988) Isolation and characterization of fibroin mRNAs from the saturniid

Antheraea yamamai Antheraea pernyi Philosamia cynthia ricini Insect Bio-silkworms , and .

: 169-175chemistry 18(2)

RNA１ ヤママユガ科のヤママユガ テンサン 天蚕 サクサンおよびエリサンのフィブロインｍ． （ 、 ）、
を単離し性状を明らかにした。

２．まず、ワンダリングステージの幼虫の後部絹糸腺から フェノール法により全 を抽SDS- RNA

出した。次に、高分子量の をセファロース2 カラムクロマトグラフィーおよびシュクRNA B

ロース密度勾配遠心により分離した。
３．これらの高分子量 は、フィブロインのｍ であることが以下の理由によりわかっRNA RNA

た。①（分離された）各 試料はアガロースゲル（電気泳動）上で単一のバンドを示し、RNA

ゲル上で決定された分子量は、各フィブロインのポリペプチドから計算されるサイズと一致し
た。②これらの は、フィブロインが大量のグリシン（コドンが )とアラニン（コドRNA GGX

、 。 、ンが )を含むことから期待される通り 約60 の を含んでいた ③これらの はGCX % G+C RNA

オリゴ ( )カラムに結合することから を持つことが示された。また、ウサギ網状赤d T polyA tail

血球溶解物（の翻訳系）でポリペプチドに翻訳された。

（1987）80．白・紫紋羽病拮抗菌の簡易検定法「培養寒天重置法」
Shimane, T. and K. Takahashi (1993) A simplified method for assaying the inhibitory activity of Actino-

Rosellinia necatrix Helicobasidium mompa Bull. Natl. Inst. Seric.mycete isolates against and .

：65-75Entomol. Sci. ７
１．白紋羽病菌および紫紋羽病菌に対する放線菌の拮抗力の簡易かつ迅速な検定法として培養寒
天重置法を案出した。

PDA mm２． 平板培地上に、白紋羽病菌および紫紋羽病菌の菌叢をくり抜いて得た直径４～６
の円盤状寒天片を置き、その上に同じ大きさの放線菌の菌叢片を重ねて培養すると、拮抗性を
有する放線菌は両菌の生育を阻害した。

３．生育が速い白紋羽病菌に対しては３～４日間、生育が極めて遅い紫紋羽病菌に対しては７～
10日間培養後の短期間内に病原菌の菌糸伸長の有無および程度から放線菌類の拮抗性を検定す
ることができた｡
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４．国内５県19地点で採集した土壌試料より分離した放線菌970菌株から本法によって白紋羽病
菌拮抗菌株78株、紫紋羽病菌株６株が選抜された。本法と対峙培養法の結果との比較では、白
紋羽病菌に対してはほぼ同様であったが、紫紋羽病菌に対しては拮抗性を示さなくなる放線菌

PDAが多く認められた。そのため、紫紋羽病菌に対しては、２日間培養した円盤状菌叢片を
平板培地に置いてさらに３日培養したのち、その上に被検放線菌を重ねる方法で、対峙培養法
の結果とほぼ同様の検定結果を得た。

（1988）81．カイコ培養胚からの個体回収技術
木口憲爾、北澤敏男（1959）カイコ胚の液体培養と個体回収技術の開発．蚕糸昆虫研ニュース

：2No.2
１．昆虫の卵は、小さい上に硬い卵殻で覆われており、異種遺伝子や発生制御物質を卵に注入す
るには高度の技術を要し、実験上の制約も多い。もし、卵殻を取り除いた裸の卵（胚）を培養
液の中で発育させ、さらに培養胚子を液外に回収して脱皮・変態させることができれば、異種
遺伝子導入の基礎技術として、あるいは発生制御物質の生物検定や発生・分化機構解明のため
の実験系として大きな役割を果たすものと考えられる。そこで、カイコの胚の最適培養条件を
探索するとともに培養胚子の液外回収の可否について検討した。

２．実験材料には「大造×日124号」の休眠覚醒卵を用い、鋭利なメスで卵殻を除いた胚を高見
ら（1966）の方法に準じて懸滴培養し、最適 および浸透圧を調べた。その結果、 6.1前pH pH

mOsm/kg pH mOsm/kg後 浸透圧300～340 で良好な結果が得られた 次に を6.1 浸透圧を310、 。 、
に調製した培地でスプーン状胚子期の胚を培養した結果、胚子発育が良く揃い、培養開始７日
目に、無培養の対照区より１日早く“漿膜飲み込み行動”が起こることが分った。

３．このように液体培地中で発育させた胚子をそのまま放置すれば溺死し、早い時期に液外に取
り出すと乾燥して死亡する。そこで回収適期について検討した結果“漿膜飲み込み”完了後12
～24時間の、まだ皮膚等の着色が不完全な時期に液外に回収し、適度の温湿度（約25℃、70～
80％）のもとでクチクラが硬化するのを待って給餌すると、間もなく摂食を開始し脱皮・変態
することが分った。なお、この間酸素ガスの供給等の特殊な処理は不要であった。

４．実験の一例を示せば、液体培地から回収した胚子109個体のうち97個体が食桑を開始し、そ
の80％は５齢幼虫となり、68％は羽化して交尾・産卵した。摂食開始から羽化までの経過日数
は対照より約１日半長く、繭重は約９％軽かったが、脱皮・変態に特段の異常は認められなか
った。

５．このような液体培養系からの個体回収は、自然休眠覚醒卵のほか、即浸、冷浸等の休眠覚醒
処理を行った卵を用いた場合でも同様に可能であった。しかし、休眠胚では個体回収の成功率
が低く、最適培養条件が休眠覚醒卵の場合とは異るものと思われる。

（1988）82．新しい短繊維素材「スパンロウシルク」
坪井 恒、中屋 昭、羽賀篤信、中村邦子、鮎澤弘子（1988）繰繭によるスパンロウシルクの作

出．蚕糸試験場彙報 ：243-257第134号
１．これまで絹がほとんど使用されていない外衣用の織物・編物に適用できる新しい絹短繊維素
材としてスパンロウシルク（ＳＲＳ）を作出するため、繭糸を繰取りながら短繊維化し、これ
をそのまま適当な太さに集束して連続した糸条にする方法と装置及びこれにより繰製されるＳ
ＲＳの糸質等について検討した。

２．巻取り繭糸との接触面が先端に向かって移動する３本の枠手で構成する、断面が三角形の形
成枠に、１個１個の繭から繰り出される並列した繭糸を絡交桿により交錯させて巻取りつつ先
端へ送り出して筒状の網を形成し、これを１ヵ所で切り開きながら引き伸ばして集束器の細孔
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を経て巻取るＳＲＳ形成装置を開発した。

３．繰製されるＳＲＳの糸条形態が良好になるよう種々改良を加えるとともに、毛羽立ちを少な
くし、加工工程での取扱いを容易にするため、加撚巻取り装置あるいはカバーリング装置を開
発し、これらを組み合わせた短繊維繰糸機を試作した。

４．短繊維繰糸機により繰製したＳＲＳは、生糸と比べて強力・伸度は劣り、また、ふしや太さ
むら等改善すべき問題もあるが、ヤング率が小さく、嵩高性に富み、その嵩高度は生糸の1.5
倍程度あり、製織試験の結果、27ｄ生糸で 600 のカバーリングを施したのち精練・染色s T/m

したＳＲＳをよこ糸にして、風合の良いスーツ地、ジャケット地が製織できた。

（1988）83．クワ赤渋病菌レースの分布と抵抗性クワ属植物の検索
１．昭和58～60年に発生した本病原菌の生態型に関する研究において、沖縄を中心とする南西諸
島には、シマグワ「屋久島 0.55（仮称 」とヤマグワ「しんけんもち」に病原力の弱い生態N ）
型のみが、それ以北には病原力の強い生態型が優勢に分布することを明らかにし、それぞれレ
ース１およびレース２と命名した。

２．レースに対する効率的な抵抗性検定法を検討した結果、接種源はシマグワで継代増殖あるい
は液体窒素容器（超低温）に保存したさび胞子を殺菌水に懸濁し、これを被検クワ苗新梢に噴
霧接種し、20℃湿室に８～24時間保ったのち温室に移し、２～３週間後の感染型によって判別
する方法を確立した。この方法は年間実施可能である。

３．上記の検定法でレースに対するクワ属15種約130品種・系統の抵抗性を検定した結果、レー
ス１に対して14の品種・系統が高度抵抗性を示したが、レース２に対して抵抗性を示す品種・
系統はなかった。

４．クワ赤渋病菌のレースの地理的分布からみると南西諸島に対する抵抗性品種育成にはレース
１、それ以北の地域にはレース２に対する抵抗性が目標とされる。

※高橋幸吉（1990）桑赤渋病防除．蚕糸科学と技術 ：38-4229(5)

（1988）84．脱皮ホルモンによる不吐糸蚕の吐糸誘導技術
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Akai,H., Takabayashi,K. and Kiuchi,M. (1988) Induction of spinning from JH-treated eternal larvae of

by ecdysteroid administration. 341-344Bombyx mori J. Seric. Sci. Jpn. 57(4)：
１．家蚕の終齢幼虫に高濃度の幼若ホルモンを投与することにより，不吐糸蚕（永続幼虫）が出
現する。これらの幼虫は吐糸や変態の徴候を示すことなく正常蚕に比し15日以上も生き続け、
その後斃死する。

２．この不吐糸蚕にエクジステロンを含む飼料を５齢10日目から13日目にかけて給与すると、ｌ
－２日後にすべて熟蚕となり吐糸行動を始め、鶏卵大の繭を営繭した。

須藤光正、赤井 弘（1988）人工飼料育における不吐糸蚕の脱皮ホルモン投与による吐糸誘導．
日本蚕糸学雑誌 ：405-40857(5)

１．人工飼料に混入する桑葉を最高615℃に及ぶドラム式回転乾燥機で瞬間乾燥を行い、長期間
保存した後，人工飼料を調製し飼育したところ、高率で不吐糸蚕が出現した。

２．この不吐糸蚕は幼若ホルモンを多量投与した場合に生ずる永続幼虫に酷似し，長期間幼虫状
態で生存し吐糸することなく斃死した。

３．これらの永続幼虫にエクジステロンを混入した人工飼料を給与したところ、その大多数が吐
糸を開始し、巨大な繭を作った。

（1988）85．精巣・卵巣の凍結保存法
(1989) ,Hiroshi Shinbo Survival of larval ovaries and testes frozen in liquid nitrogen in the silkworm

389-396Bombyx mori Cryobiology. 26:
１．実験には 「黒縞」および「日140号×支145号」を用いた。幼虫から取り出した、精巣およ、

、 （ ） 、 、び卵巣は －７℃まで一定のプログラム １℃分 で冷却したのち －７℃に10分おいた後/

－35℃まで、0.1、0.3、1.0℃ 分で冷却した後、液体窒素中に保存した。/

２．同時期に生殖巣を除去した幼虫（日140号×支145号、両原種とも斑紋限性）の雄、雌に、凍
結保存しておいた精巣あるいは卵巣を移植した。変態が進み、蛾になった時点で、処理した雌
および雄を、それぞれ無処理の日140号×支145号の雄および雌と交尾させ、蚕卵状態を調査し
た。

３．産卵数は少なかったが、いずれの場合にも得られた受精卵から孵化した幼虫は、遺伝的マー
カーである黒縞を有しており、ドナー由来であった。

新保 博、北澤敏男、今西重雄、木口憲爾、村上昭雄（1991）カイコ遺伝資源の長期保存法－卵
巣凍結・融解条件及び単為発生処理の効率化について．蚕糸・昆虫農業技術研究所研究報
告 ：47-63第２号

１．この研究は、農林水産技術会議事務局特別研究「動物遺伝資源の長期保存法に関する研究」
（1986～1988）の一部として行われた。

２．卵巣凍結－移植－単為発生系によりカイコの遺伝資源を長期間保存する場合の問題点、とく
に凍結・融解条件および単為発生誘導処理の効率化について検討した。

３．種々の条件で凍結・融解した卵巣を宿主幼虫へ移植し、宿主が成虫化した時点の完成卵を指
標として、最適処理条件を調べた。その結果、凍結保存には５齢より４齢幼虫の卵巣が適して
いること、－７から－35℃までの卵巣の冷却速度は、0.1～１℃ 分の範囲内では完成卵数に差/

がないこと、グリセロールと は共に凍結保護剤として有効なことが示された。DMSO

４．卵巣の凍結・融解処理が卵形成におよぼす系続間差異を調べた結果、４系統では、卵巣の凍
結・融解処理により完成卵数が40～70％減少したが、他の６系統では処理の影響は認められな
かった。

５． 106×カンボージュの凍結・融解卵巣を４齢幼虫へ移植し、宿主が成虫化した時点で卵巣N

卵に温湯処理を施したところ、単為発生卵が高率で得られることが分かった。
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６．単為発生卵由来の孵化幼虫を得るには、通常温湯処理（46℃、18分）により単為発生を誘導
し、その後浸酸して休眠を打破するが、卵巣卵を直接46℃で18分間浸酸（比重1.075）するこ
とによって、単為発生誘導効果と休眠打破効果が同時に得られることが確認された。

７．カイコの品種間で単為発生率に差がみられ 「大草 「黒蛾（ 「 」等では発生率、 」、 ）」、Bm pS I-a
が低く、孵化個体は皆無であった 「 106号 「ひので（ 」および「褐円（ 」では40％。 」、 ） ）N U L

以上が単為発生したが、孵化した個体はごく少数であった。しかしながら、これらの系統にカ
ンボージュを交配したところ、 1の単為発生率および孵化率が共に向上した。F

８．得られた単為発生個体は雌個体のみで、雄はまったく得られなかった。

（1988）86．稚蚕人工飼料育における光線管理技術
30(4)竹田 敏 1988 家蚕３齢期の血中エクジステロイド量の消長と光条件 蚕糸試験場報告（ ） ．

：553-567
L１．人工飼料育における光条件と幼虫の成育について光周期との関連でみると、幼虫経過は6

：18 、12 ：12 のうに24時間周期の明暗リズム、それも短日条件で経過が短くなること、D L D

また、幼虫期の就眠・脱皮の誘導における日周性は摂食中の明暗によく同調し、暗開始が脱皮
の刺激となっていること、人工飼料における催青期の光条件と幼虫発育については催青温度と
の関係で全齢経過、3齢期の成育が検討されており、最近では催青期における種々の日長条件
と幼虫発育、産卵性に及ぼす影響が報告されている。しかしながら、光の刺激と幼虫期におけ
る就眠及び脱皮との間には内分泌を含めた多くの生理事象が介在しており、催青期あるいは幼
虫期の日長条件と幼虫経過との関係をみる場合、内分泌条件を把握することが必要となる。

２．そこで、催青期及び幼虫期の光条件と幼虫発育との関係を明らかにすることを目的として、
３齢期における血中エクジステロイド量の消長と日長条件との関連を検討した。

３．３齢期のエクジステロイド量の消長についてみると、ピーク時のエクジステロイド量は蚕品
種及び飼料等の飼育条件によって異なったが、250～750 血液の範囲にあり、ピークの出ng/ml

現時期は３齢餉食後48～60時間にあった。
４．催青期の種々の日長条件と３齢期血中エクジステロイド量のピークの高さ及び出現時期との
間には一定の傾向は認められなかったが、３齢期の日長条件はエクジステロイド量の消長、特
にピークの出現時期に顕著な影響を及ぼした。

５．３齢期における齢の前半明、後半暗の光条件とエクジステロイド量の消長について検討した
結果、エクジステロイド量のピークの出現時期は飼育中の日長よりむしろ明暗の切り替えのタ
イミングに影響されるものと推察された。
Takeda, S. (1991) Effect of temperature on 3rd larval ecdysis after application of light stimuli in the※

silkworm, . . : 9-15Bombyx mori Appl. Entomol. Zool 26(1)

（1988）87．新病原クワ輪斑病菌の生活史と代謝植物毒素
Takahashi, K. and T. Teramine (1986) Zonate leaf spot of mulberry, with special reference to the life-

cycle and taxonomy of causal fungus . . :Gonatophragmium mori Ann. Phytopath. Soc. Jpn 52

404-412

Kinjo, J. K. Yokomizo, Y. Awata, M. Shibata and T. Nohara (1987) Structures of phytotoxins, AV-

toxins C, D and E, produced by zonate leaf spot fungus of mulberry. :Tetrahedron Letters 28(32)

3697-3698

１．1978年、高橋ら(1980)が高知県で発見し、現在四国・九州地方にまん延しつつあるクワ輪斑
病菌 ( ) 1969の生活史を実験的ならびに自然条件下で明Gonatophragmium mori Sawada Deighton

らかにした。
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． 、２ 本菌は夏～秋季の主に桑園周辺の調査で16科24属29種の草木および木本の落葉植物に寄生し
葉身に大きな輪帯状病斑を形成することを確かめた。このうち、カラヤマグワを除くほかの宿
主は本菌の新しい宿主植物である。

３．人工培地で形成させたクワおよびノブドウ分離菌株の分生子接種では、供試植物のクワ科４
属10種、ブドウ科２属２種４品種、ジンチョウゲ科１属１種のすべてが感染した。

４．本菌の宿主植物とその病徴、病原性、分生子世代および子のう世代の形態等分類学上の特徴
、 。から の完全世代は 1931 であると結論したGonatophragmium mori Acrospermum viticola Ikata

AV toxin C D５． の培養物からと感染葉から植物毒素を単離し、前者を - ,Acrospermum viticola

後者を - と名付けた。機器分析の結果から、それぞれ下のような構造であることをAV toxin E

明らかにした。これらの毒素は、約10μ で活性を示した。g/ml

※高橋幸吉、藤本 勲、小松利久男（1980）わが国で発見されたクワ輪斑病．日本蚕糸学雑誌
：369-37049(4)

（1988）88．凍霜害を誘導する氷核活性細菌の特性
佐藤 守、片桐幸逸、高橋幸吉（1985）クワ縮葉細菌病菌 のプラPseudomonas syringae moripv.

スミドパターンと病原性、氷核能力等との関係．蚕糸試験場報告 ：101-12130(1)
加藤祐輔、白田 昭、高橋幸吉（1991）氷核活性細菌 における氷Pseudomonas syringae moripv.

核形成能の温度依存性．蚕糸昆虫研究 ：65-73第4号
１．1981年春に、北関東やその他の広域に発生した桑越冬芽の枯死を調査する過程で、その原因
が前年の初霜によるもので、氷核活性（ , ）細菌が関与していると思ice nucleation activity INA

われる事例が見出されたため、桑の凍霜害と細菌の氷核能力との関連について研究を行った。
２．蚕糸試験場桑園における６年間にわたる芽葉の表生細菌の調査結果では、 細菌のほとINA

pv P s m INAんどが桑縮葉細菌病菌 . . . . であり 本細菌の約50％がPseudomonas syringae mori（ ） 、
能力を持つ。

３．この細菌は芽に表生越冬し、春の霜害発生時期に向けて増加する傾向がみられ、芽葉におけ
る検出菌量は、凍結を起こすに足るものであった。

４． は生菌濃度10 細菌 以上で起こり、加熱、ストレプトマイシン、テラマイシン処理、INA /ml6

、 、 。紫外線照射などで失活し 培養温度では28℃で１～数日 32℃以上で１～数時間でも失活する
５．桑苗の葉面に約10 細菌 の 細菌液を噴霧結露させ、－２～－３℃で数分間処置する8 /ml INA

と凍害を起こしたが、非 菌株および水のみでは過冷却状態のままであった。INA

P s m INA INA INA６． . . .の 菌株は、非 菌株よりも著しくプラスミド数が少ない傾向があるが、
は核内遺伝子に支配され、変異原性薬剤処理で の低い突然変異株が誘発された。INA

７．野外実験では、桑の萌芽期の降霜（1987年４月14日、－2.2℃、但し葉温は更に１～２℃低
い）前に 菌株を散布した区の凍害芽率は、無散布に比べて越冬枝で12％高く、銅水和剤INA

の降霜５日前散布では、無散布に比べて越冬枝で８％、春切株で36％低く、 細菌の存在INA

は、桑の霜害を増幅しているとみなされた。
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※佐藤 守、渡部賢司、塚田益裕「氷核活性細菌およびその使用 （特許登録： 、2000年」 3060010
４月28日）

（1988）89．密植桑園の畦交互伐採による増収技術
岡部 融、伊藤大雄、小野松治、塩川晴寿（1988）密植桑園における畦交互収穫た再生長及び収

葉量に及ぼす影響．蚕糸研究 ：9-20第141号
１．普通桑園および密植桑園において、交互区（春切畦と夏切畦を交互に配置して畦交互収穫を
行う）を設け、一斉伐採収穫型式の夏切区および春切区とその再生長、収葉量等を比較検討し
た。

２．普通桑園の夏切区と夏切畦の先枯れ率には差はなかったが、密植桑園において夏切畦が春切
畦に被陰されるような収穫法を行うと夏切畦の先枯れが増大した。

３．普通桑園の夏切り（５月下旬基部伐・９月中旬80 残条中伐）および春切り（７月上旬おcm

よび９月下旬中伐）の収穫型式では夏切りの収葉量が多く、春切りはこれよりやや劣った。こ
の収穫型式で畦交互収穫を行うと、夏切畦で特に下層の残葉が多く、光条件も良いことから収
葉量が増大した。しかし、春切畦では下層残葉が特に多いことはなく、畦交互収穫の効果が増
収に結びつかなかった。

４．密植桑園の夏切り（５月下旬基部伐・７月下旬中伐）および春切り（７月上旬・９月下旬中
伐）の収穫型式では夏切りより春切りが明らかに収葉量が多く、この収穫型式で畦交互収穫を
行うと、春切畦で特に下層の残葉が多く光条件も良いことから収葉量が増大した。これに対し
夏切畦では下層残葉も特に多くなく増収効果は小さかった。

５．普通桑園、密植桑園に畦交互収穫法を導入すると、再生長および光の利用効率が良いことか
ら、春切りおよび夏切桑園の平均より収葉量が多かった。

（1988）90．フィブロイン産生に関与する と 遺伝子の解析tRNA tRNA
松崎慶子（1988）フィブロイン産生量の異なる蚕の と 遺伝子のクローニング．蚕糸tRNA tRNA

試験場報告 ：739-75130(5)
１．正常蚕の後部絹糸腺はフィブロインを生成するが、 と 蚕ではフィブロイン生成能がNd Nd-s

極度に低下している。後部絹糸腺の の電気泳動像に関して、 蚕の場合も 蚕と同tRNA Nd Nd-s

じく、正常蚕、三眠蚕、大鷲の場合に見いだされたグリシン とアラニン の後部絹tRNA tRNA

糸腺のみに存在するアイソアクセプターは認められなかった。
２．高速薄層クロマトスキャンナーの使用により のアイソアクセプターの定量が可能になtRNA

ったので、突然変異蚕と繭層重の異なる蚕の間で後部絹糸腺に特異的な と組織に共通なtRNA

の比が繭層重に比例することを明らかにした。tRNA

３．フィブロイン産生能を欠いている突然変異蚕（ ）の場合、正常蚕の後部絹糸腺に特異的Nd-s

に存在するアラニン やグリシン のアイソアクセプターの生成が制御されている理tRNA tRNA

由を遺伝子レペルから解明するため、 蚕のアラニン 遺伝子のクローニングを試みNd-s tRNA

た。
４．既報の2.4 のアラニン 遺伝子は5末端を欠いているため、特に26 の5末端を含むKb tRNA ’ Kb ’

長いアラニン 遺伝子をクローニングし、 の方法によりアラニン 遺伝子でtRNA Southern tRNA

あることを同定した。

（1988）91．桑の新品種「みつしげり （桑農林10号」 ）
、 、 、 （ ） 「 」（ ）．東城 功 渡辺四志栄 大和田賀吉 早坂七郎 1988 桑の新品種 みつしげり 桑農林10号

技術資料 ：1-12第117号
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１．近年、養蚕経営の効率化、生産性の向上を図るために密植速成機械化桑園の造成・普及が目
覚ましいが、密植桑園に適合する桑品種はまだ育成されていない。今まで、少雪寒冷地および
温暖地には「改良鼠返 「一ノ瀬 「剣持」等が広く栽培されてきたが 「改良鼠返」は東北」、 」、 、
地方では葉の硬化が早く、萎縮病・裏うどんこ病・縮葉細菌病にやや弱い 「一ノ瀬」は多収。
・良質ではあるが、縮葉細菌病に弱く、倒伏しやすい 「剣持」は収量がやや少ないことなど。
の欠点がある 「しんけんもち 「あおばねずみ 「しんいちのせ」等はこれらの欠点を改良。 」、 」、
した特徴のある品種であるが、密植適合性が必ずしも備わっているとはいえず、密植向き品種
の育成が要望されていた。そこで、耐寒性を有し、多収・良質、耐病性に優れた密植適合性品
種の育成を目標にした。

２．昭和29年に「剣持」の冬芽にコルヒチンを処理して同質４倍体（2 ＝56）を育成し、増殖n

・育苗した後圃場に植え付け、昭和30～35年に交配親としての諸形質を調査した。この４倍性
「剣持 （系統 .71）を母本に、良質・多収の現行優良品種「改良鼠返 （2 ＝28）を父本」 」No n

として昭和36年に交雑を行った。昭和37～43年に個体選抜を行った。この選抜で選出された１
個体が「みつしげり」である。

３．昭和44～54年に系統選抜試験を、また、昭和56～59年に密植系統選抜試験を蚕糸試験場東北
支場で実施した結果、良好な成績を示した。そこで、昭和58～61年に福井県（積雪地）で、昭

（ ） （ ） 、 、和59～62年に岐阜県 温暖地 でそれぞれ系統適応性 密植 検定試験に供試され 栽培試験
蚕の飼育試験が行われた。

４．一方、昭和61～62年に鳥取県・徳島県・鹿児島県の各試験地で特性検定試験に供試され、萎
縮病抵抗性が検討された。

５．本品種はヤマグワ系に属する３倍体で、密植で多収であることから「みつしげり」と命名さ
。 。 「 」れた 本品種の特性の概要は次のとおりである ①根刈仕立の樹型は直立型で しんけんもち

ほど展開しない、②枝条は直立で紫褐色を呈し、枝条数は「改良鼠返」並みに多く、伸長は良
好であるが 「しんけんもち」よりやや太くなる、③節間長は「改良鼠返」より長く「しんけ、
んもち」とほぼ同じである。冬芽は大型の膨らみのある正三角形で褐色を呈し、枝条に密着す
る、④葉形は、春期はほとんど全縁葉であるが、夏秋期は全縁葉から４裂葉まで着生し、全縁
葉が比較的多く、やや大型で厚く濃緑色を呈し、葉面は光沢があり滑らかである。晩秋期の葉
の硬化は遅い、⑤春期の発芽は「改良鼠返」より数日早く、その後の発育も良好である。先枯
れは少ない、⑥密植桑園における収量は「しんいちのせ 「一ノ瀬」よりかなり多い、⑦萎」、
縮病抵抗性は「しんいちのせ 「一ノ瀬」よりやや弱く、縮葉細菌病、クワ裏うどんこ病に」、
対してはやや強い、⑧古条挿木の発根性は極めて良好で、種茎直まき法による密植桑園の造成
にも適する、⑨再発芽性は良好である、⑩ 蚕の飼育成績は「しんいちのせ」と大差がない。

６．本品種の適応地域は、東北地方の少雪寒冷地と温暖地の一部地域であり、春秋兼用、夏秋専
用の密植桑園用として春・夏秋の壮蚕に適するが、萎縮病にやや弱い欠点があるため激発地へ
の栽植は避けた方がよい。

（1989）92．桑の発芽予測プログラム
伊藤大雄（1990）桑発芽過程のモデル化と予測プログラムの開発．最新技術情報シリーズ 国立

編：63-64
１．反応速度論に立脚した発芽過程のモデルを試作した。このモデルでは、桑の発芽が３つの化
学反応によってつぎのように進むものと仮定した。すなわち 「休眠覚醒反応」が12月頃始ま、
り、その後の低温により進展して、反応生成物の総量が１に達すると完了する。また「発芽反
応Ⅰ」も休眠覚醒反応と同時に始まる。この反応は高温下でよく進むと同時に休眠覚醒の進展
度にも左右され、休眠覚醒反応の生成物の総量が0.5ならば反応速度は50％に抑制される。発
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芽反応Ⅰの生成物の総量が１に達すると「発芽反応Ⅱ」が始まる。発芽反応Ⅱも高温下でよく
進展し、その反応生成物量が１に達した時、桑は燕口期を迎えるものとした。

２．このモデルは、休眠覚醒反応の開始日や、各反応における温度－速度曲線のパラメータ等、
延べ10個の未知数を有する。これらの未知数の数値化は、全国の蚕業試験場等における実際の
発芽日と日別気温をもとに、発芽実態に最も適合するよう大型電算機で決定した。

３．得られた最適値の下で発芽日を計算して実測値と比較したところ、桑品種「一ノ瀬」や「改
良鼠返」では、90％以上の年次で計算誤差が３日以内に収まることがわかった。

４．以上のモデルを用いてパソコン用プログラムを開発した。

（1989）93．結束型桑収穫機
市川 明、直井利雄（1990）結束型桑収穫機の開発．蚕糸昆虫研究 ：27-34第3号
１．結束機型桑収穫機の開発：普通桑園における桑収穫作業の高能率化を図るため、既存の条桑
刈取機（ 社製・ 型）にプロテクタなど不用部分を取り除いた米麦自脱コンバイン用結束機S H

（ 社製・ 2450 ）を装着し、本体から動力を伝達するとともに、デバイダ、ロットなどにK N SN

部分的な改良を施して結束型桑収穫機を完成させた。
２．結束機の適応性：開発機による収穫作業を繰返し行った結果、採用した結束機は桑収穫用と
して機械的に全く問題のないことが確認された。

３．自動結束における束の大きさ：束の大きさは圧力センサの位置を変えることによって６段階
に調整できる。大束位置における結束では束の周長（紐の長さ）は約50 、束重量は７ 前cm kg

後を示した。
４．開発機による収穫作業能率：簡易運搬車を牽引して刈取りから畦間搬出までを単一工程とし
て、多植桑園（畦間距離1.5 ）の収穫作業を行った結果、10 当たりの作業時間は約1.5時間m a

で、条桑１ｔ当たりの作業時間は約35分であり、従来の条桑刈取機に比べて３倍以上の高能率
、 、 。を示し 耐久性および作業能率の面からみて 実用機として十分利用できるものと考えられた

（1989）94．クワの 遺伝子の導入GUS
Machii, H. (1990) Leaf disc transformation of mulberry plant (Morus alba L.) by TiAgrobacterium

plasmid. : 105-110J. Seric. Sci. Jpn. 59(2)

１．バイオテクノロジーの進展に伴い、外来遺伝子の導入による新形質付与作物の作出が精力的
に行われており、既に幾つか形質転換作物の隔離栽培試験が実施されつつある。しかし、クワ
などの木本作物においては、一部の樹種を除いて外来遺伝子の導入に成功しておらず、遺伝子
導入技術の確立が急がれている。そこで、クワの形質転換技術を開発するため、リーフディス
ク法によりクワに外来遺伝子の導入を試みたところ、この外来遺伝子がクワ幼植物体で発現し
たことが確認された。
． 、 （ ）２ 外来遺伝子としては 大腸菌由来のカナマイシン耐性遺伝子とβ-グルクロニダーゼ GUS

遺伝子を持つバイナリーベクター 121を用いた。これらの外来遺伝子のクワへの導入手順pBI

はつぎのとおりである。まず、トリペアレンタルメイティング法により、ヘルパープラスミド
pRK LBA Ti pAL2013の働きを利用して、土壌細菌 4404の プラスミドAgrobacterium tumefaciens
4404に 121を導入した。つぎにリーフディスク法によって、クワ品種“おおゆたか”およpBI

び“みなみさかり”の葉片を、このアグロバクテリウムの懸濁波が添加された 液体培地にMS

２日間浸漬して、アグロバクテリウムに感染させた後、カナマイシンを含む 寒天培地に置MS

床して不定芽の誘導を行った。
３．クワの細胞はカナマイシンに対して感受性であり、 活性も認められていないので、目GUS

的の外来遺伝子が導入された植物体は、カナマイシンによる選択と 活性の発現で確認でGUS
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きる。本実験では、置床２週間目頃からカナマイシンに耐性の不定芽が誘導され、置床50日後
にはそのうちの数個体がシュートを展開した段階の幼植物体になった。

４．そこで、これらの幼植物体の薬を磨砕して、その液の 活性を分光蛍光光度計によってGUS

調べた。すなわち、メチルウンベリフェリルグルクロニド（ ）を基質として が作用MUG GUS

するとメチルウンベリフェロン（ ）が合成され、これに紫外線が照射されると蛍光を発すMU

る性質があることを利用して の濃度を測定した。その結果、高い 活性を示す個体がMU GUS

認められ、 遺伝子の発現が確認された。GUS

５．なお、 活性を示した形質転換体の出現頻度は、供試葉片当たり “おおゆたか”で3.7GUS 、
％ “みなみさかり”で1.9％であった。、
６．以上のことから、本法によりクワに外来遺伝子を導入できることが明らかとなった。

（1989）95．昆虫ホルモン利用による蚕の自然上蔟法
水澤久成、小境泰典、若林巳喜雄、丸山長治（1991）広食性蚕の飼育及び上蔟法．蚕糸・昆虫農

業技術研究所研究報告 ：77-88第3号
１．広食性蚕品種「日601号×中601号」と低コスト人工飼料「 -141」を組み合わせた効率的LPY

で経済的な１～４齢期の飼育法、並びに20 を利用した自然上蔟法について検-Hydroxyecdysone

討し、次の結果を得た。
２．１～３齢期における成育の特徴について調べ、雌の経過が早いこと、雄に大きい個体が多い
こと、眠蚕体重が重いことなどを明らかにした。

３．３、４齢期用人工飼料をブロック状に切断するための人工飼料切断機を試作し、特に４齢期
用について良好な結果を得た。

４．４齢期1,000頭当たりに適切な給餌量は2,300 で,その給与配分は起蚕時に63％、２回目にg

37％とする２回給餌体系が良く、蚕座席積は6,750 が良好であった。cm2

５．エクダイソン10 水溶液を条桑育、平飼い、または超省力飼育装置での飼育の初熟蚕がppm

現われた時点で給桑後の桑葉に散布することによって、蚕の熟化の促進と斉一化、自然上蔟に
おける登蔟率の向上に有効であった。

（1989）96．カイコ初期胚への微量 注入装置DNA
神田俊男、田村俊樹（1991）空気圧を利用したカイコ初期胚への の微量注射法．蚕糸・昆DNA

虫農業技術研究所研究報告 ：31-46第2号
DNA１．カイコでの外来遺伝子の導入・発現系を作出するため、空気圧を利用した初期胚への

溶液の微量注射法を開発した。
２．この方法は従来の方法に比べ簡便であまり高価な装置類を必要としないこと、注射を行うと
き常に両手を使用できること、 溶液が空気以外と接触しないため汚染の恐れが少ないこDNA

と等の利点があった。
３．この方法を用いてカイコの初期胚に 溶液を注射した場合、１時間に60粒以上の卵を処DNA

、 、 。理することができ 産卵直後の卵で約20％ ３～４時間の卵では30％以上の孵化率が得られた
４．卵への微量注射に関する各種の条件を検討した結果、注射する 溶液を卵体積の１～２DNA

％とした場合、 の培養液などの溶液に卵を浸漬せずにそのままの状態で注射し、注射後Grace

の穴をパラフィンで塞ぐ方法が比較的孵化率が高かった。また、注射する系統によっても、孵
化率に差があった。

５．さらに、この方法で注射された は少なくとも孵化直前までは分解されずに卵内から検DNA

出できた。
Tamura,T., T. Kanda, S. Takiya, K. Okano and H. Maekawa (1990) Transient expression of chimeric※
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Bombyx mori. Jpn. J. Genet.CAT genes injected into early embryos of the domesticated silkworm,

: 401 41065 -

（1989）97．大型絹糸昆虫タサールサン用人工飼料
、 （ ） ． 、赤井 弘 須藤光正 1990 タサールサンの人工飼料 特許出願：平2-3425(特許登録：2127773

1997年３月７日）
１．タサールサンはインドでコバテイシ、サラソウジュ、コナラ等の樹葉を飼料として室外およ
び室内で飼育されているが、一般には壮蚕期は野外で飼育され、樹枝に営繭させ、採種も行わ

、 。 、 、れているが 営繭率も低く生産効率は著しくない また その繭糸は衣料に利用されているが
生産性が低いためインド国内需要を満たすまでには至らず、輸出は殆ど行われていない。

２．タサールサンは幼虫体重が30～80ｇに達する超大型の鱗翅目昆虫であり、またその繭糸繊度
は20デニールを超す超太繊度の繭糸を生産する。今後その供給が可能となれば超太繊度の特徴
を持つこの野蚕糸は新素材としてその利用価値が急激に高まるものと推察される。このために
は、このタサールサンの幼虫を人工飼料で飼育し、安定的な量産を計ることが必要である。

３．タサールサンの人工飼料は、タサールサンの食樹葉の粉末を混入して作る。食樹葉としては
コバテイシ、サラソウジュ、コカナ等が挙げられる。人工飼料の組成の１例を次に示す。

、 、 、 、 、①食樹葉の粉末5.0ｇ ②ビタミンＣ0.3 ろ紙粉末1.0 クロレラ粉末3.0 脱脂大豆粉末1.0
微量添加物0.9、③寒天15％、④上記３つの合計100ｇに対して水350～400 。人工飼料の調ml

製は次のように行った。先ず、コバテイシ（インド産）の新葉を乾燥し、粉砕して食樹葉の粉
末を作った。次ぎに①と②を１：１で混合し、得られた混合物に対して寒天を重量比で15％添
加し混合した混合飼料に水を添加、混合して人工飼料を得た。尚、混合飼料（①＋②＋③）10

ml ml0ｇに対する水の添加量は 稚蚕期 １～３齢 では400 とし 壮蚕期 ４～５齢 では350、 （ ） 、 （ ）
とした。また、微量添加吻にはビタミンＢ群、クエン酸（無機質 、ソルビン酸（防腐剤）を）
用いた。従来の蚕用人工飼料に対して行われている蒸す処理は行わなかった。

４．孵化直後の幼虫に人工飼料を与え、全幼虫期（１～５齢）を飽食により飼育した。タサール
サンの幼虫は飼料に対する忌避性もなく飼料を食下し、発育は極めて順調であった。また、熟
蚕までの全齢経過日数は28～38日であり、盛蚕（ここでいう盛蚕とは、熟蚕になる約２日前の
体重が最大に成長した時の蚕の幼虫を示す）の平均体重（雌雄混合）は31ｇに違した。

５．縦、横各40 、高さ70 の区画のない網箱にクヌギの枝を入れ、その中に前記人工飼料でcm cm

飼育されたタサールサンの熟蚕を入れ吐糸、営繭を行わせたところ、全ての熟蚕はクヌギの枝
に登り枝葉間の各所で吐糸し、営繭した。網箱の代わりに恒温飼育装置を用い、プラスチック
製の山形蔟（百年蔟）内にタサールサンの熟蚕を入れても、全ての熟蚕は吐糸し、営繭した。

６．得られた蛹を、縦、横、高さが夫々80 で、内部に寒冷紗を貼り付けた箱内に移し、羽化cm

および交尾を行わせたところ、蛹化十数日で羽化し、交尾後産卵した。産卵数は１蛾当り180
～220粒であった。またほとんどの卵は産卵後10～18日後には孵化した。

（1989）98．春蚕用蚕品種「日137号×支146号」
農産園芸局（1989）蚕の新品種－春蚕用「日137号×支146号 ．技術資料 ：5-6」 第118号

日137号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した二化性白繭系日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は青系に淡赤系を混じ、斑紋は形である。蚕児の経過は日
134号とほぼ同じである。虫質は強健であるが、眠起の取扱いを適切にし、稚蚕期は特に充実
した桑を飽食させることが肝要である。繭は白色の豊大な浅縊俵形で、ちぢらは普通である。



- -157

越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と支146号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しい時は、本種の催青着手を約

３日早くすればよい。蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が
適当である。
支146号２．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した二化性白繭系中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は眠性形質を有し、雌は形、雄は姫であっ
て、４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は支135号とほぼ同
じである。虫質は強健で、稚蚕期、壮蚕期ともに食桑活発で、蚕体はよく肥大する。眠起はよ
く揃い、飼育取扱いは容易であるが、経過が早いので拡座を早めに行い、桑不足にならないよ
うに注意することが大切である。また、雌蛹の長期冷蔵はつぶれ卵が発生しやすいので、避け
たほうがよい。繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は帯緑藤鼠である。
本種と日137号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を

約３日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間
が適当である。
日137号×支146号３．
化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕期および夏秋蚕期
本種は日中一代交雑二化性の白繭種で、稚蚕人工飼料育用および桑葉育用の品種である。
蚕児の体色は青系であるが淡赤茶を混ずることがあり、斑紋は形である。蚕児の経過は日13

4号×支135号とほぼ同じである。稚蚕人工飼料育、桑葉育ともに眠起はよく揃い、飼育取扱い
は容易である。虫質は強健であり、食桑は活発で発育が早いので、桑不足にならないようにす
ることが大切である。繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。
本種は虫質強健で繭重、繭層重ともに重く、収繭量が多い。繭糸量が長く、解舒良好で、生

糸量歩合、小節点も優れている。繭糸繊度は春蚕期3.0デニール内外、夏秋蚕期2.8デニール内
外である。

（1989）99．太繊度蚕品種「さきがけ」
農産園芸局（1989）蚕の新品種－特殊用途用「 日507号×日508号）×（中507号×中508号 ．（ ）」

技術資料 ：11-14第118号
日507号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した二化性白繭糸日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は青系に淡赤系を混じ、斑紋は形、姫混である。蚕児の経
過は日137号に比べて稚蚕期はやや短く、５齢期がやや長い。本種は化蛹が遅いため、菰抜き
・収繭作業はともに１日遅く行うのがよい。虫質の強健度はやや低いが、眠起は良く揃い、飼
育取扱いは容易である。特に５齢期は食桑活発で、蚕体はよく肥大するが、飽食させると産卵
性に悪影響を及ぼすので、給桑量は普通でよい。繭は白色の長楕円形で、ちぢらはやや粗であ
る。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日508号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を同時に

すればよい。本種は普通品種に比べ発蛾が１～２日遅く、催青日数は１～２日長い。
蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
日508号２．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお
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いて育成した二化性白繭糸日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は青系に淡赤系を混じ、斑紋は形、姫混である。蚕児の経
過は日137号に比べて稚蚕期、壮蚕期とも大差がない。本種は化蛹が遅いため、菰抜き・収繭
作業はともに１日遅く行うのがよい。虫質は強健度はやや低いが、眠起はよく揃い、飼育取扱
いは容易である。特に５齢期は食桑が活発で蚕体はよく肥大するが、飽食させると産卵性に悪
影響を及ぼすので、給桑量は普通でよい。繭は白色の長楕円形で、ちぢらはやや粗である。越
年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日507号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を同時に

すればよい。本種は普通品種に比べて発蛾が１～２日遅く、催青日数は１～２日長い。
蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
日507号×日508号３．
化性：二化性。系統：日日交雑原種
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は青系に淡赤系を混じ、斑紋は形、姫混である。蚕児の経

、 。 、過は日137号に比べて稚蚕期は0.5日 壮蚕期は約1～1.5日長めである 本種は化蛹が遅いため
菰抜き・収繭作業はともに１日遅く行うのがよい。虫質の強健度はやや低いが、眠起はよく揃
い、飼育取扱いは容易である。特に５齢期は極めて食桑活発で蚕体はよく肥大するので、桑不

、 。 、足にならないよう注意し 薄飼いにして飽食させることが大切である 繭は白色の長楕円形で
ちぢらはやや粗である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と中507号と中508号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと

きは、催青着手を同時にすればよい。本種は普通品種に比べ発蛾が１～２日遅く、催青日数は
１～２日長い。蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当で
ある。
中507号４．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した二化性白繭糸中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は姫である。蚕児の経過は支146号に比べ

て稚蚕期は大差ないが、壮蚕期は約0.5～1日長い。本種は化蛹が遅いため、菰抜き・収繭作業
はともに１日遅く行うのがよい。虫質の強健度はやや低いが、眠起はよく揃い飼育取扱いは容
易である。特に５齢期は食桑が活発で蚕体がよく肥大するが、飽食させると産卵性に悪影響を
及ぼすので、給桑量は普通でよい。繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色
は帯緑藤鼠である。
本種と中508号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を同時に

すればよい。本種は普通品種に比べ、発蛾が１～２日遅く、催青日数は１～２日長い。
蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
中508号５．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した二化性白繭糸中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は姫である。蚕児の経過は支146号に比べ

て稚蚕期は大差ないが、壮蚕期は約0.5～1日長い。本種は化蛹が遅いため、菰抜き・収繭作業
はともに１日遅く行うのがよい。虫質の強健度はやや低いが、眠起はよく揃い、飼育取扱いは
容易である。特に５齢期は食桑が活発で蚕体はよく肥大するが、飽食させると産卵性に悪影響
を及ぼすので、給桑量は普通でよい。繭は白色の長楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の
卵色は帯緑藤鼠である。
本種と中507号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を同時に

すればよい。本種は普通品種に比べて、発蛾が１～２日遅く、催青日数は１～２日長い。
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蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
中507号×中508号６．
化性：二化性。系統：中中交雑原種
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は姫である。蚕児の経過は支146号に比べ

て稚蚕期は0.5～1日長く、壮蚕期は約２日長めである。本種は化蛹が遅いため、菰抜き・収繭
作業はともに１日遅く行うのがよい。虫質の強健度はやや低いが、眠起はよく揃い、飼育取扱
いは容易である。特に５齢期は極めて食桑活発で蚕体はよく肥大するので桑不足にならないよ
う注意し、薄飼いにして飽食させることが大切である。
繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は帯緑藤鼠である。
本種と日507号と日508号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと

きは催青着手を同時にすればよい。本種は普通品種に比べて、発蛾が１～２日遅く、催青日数
は１～２日長い。
蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。

７ （愛称：さきがけ）．（日507号×日508号）×（中507号×中508号）
（この四元交雑種を7･8×7･8と略称する）
化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕期および夏秋蚕期
本種は日中四元交雑二化性の白繭種で、稚蚕人工飼料育および桑葉育に適する特殊用途用の

太繊度品種である。
蚕児の体色は青系に淡赤系を混じ、斑紋は形、姫混である。蚕児の経過は5･1×6･1に比べて

稚蚕期、壮蚕期とも大差ない。蚕体が極めて肥大するため、虫質は強健度の面で多少問題ある
が、稚蚕人工飼料育、桑葉育ともに眠起はよく揃い、飼育取扱いは容易である。掃立直後から
食欲旺盛で食餌が活発なので、早めに拡座を行い、給餌不足にならないように注意が肝要であ
る。５齢期は食桑が極めて活発で蚕体が肥大するので、桑不足にならないよう注意し、薄飼い
にし飽食させることが大切である。稚蚕期の生育が十分でないと、４～５齢の急速な発育に耐
えられず、５齢末期の罹病、不吐糸蚕、蔟中斃蚕の原因になる。また、高温多湿は可能な限り
避けること。
繭は大きく、在来の回転蔟の区画には入らないで区画表面に吐糸する場合が多くなるので、

、 。 、出来れば上蔟は百年蔟か類似の蔟を用い １枚当たり160頭を目安に収容するのがよい また
蚕体が大きく重いので自然上蔟では這い上がりが悪く、座中繭を多発するので注意が肝要であ
る。なお、催青日数が１～２日長いので、出庫・催青の際はこの点に注意すること。また、化
蛹が遅いので、菰抜き・収繭作業はともに１日遅く行うのがよい。繭は白色の長楕円形で、ち
ぢらは普通である。
本種は化蛹歩合、繭層歩合、生糸量歩合が低く、繭糸長が短く、繭層練減はやや多いが、収

繭量が25.5 以上で、繭糸繊度は4.3デニール内外と太く優れた特長があり、特殊用途用のほkg

か、洋装用素材、特に中・外衣用素材に適する。

（1989）100．桑の新品種「ゆきまさり （桑農林11号」 ）
和田 實、牧 音榮、宮山健也、岡部 融、山田景三（1989）桑の新品種「ゆきまさり （桑農」

林11号 ．技術資料 ：1-11） 第119号
． 「 」 、 、 「 」１ 積雪地に最も多く栽培されている 剣持 は 収量も多く良質であるが 胴枯病抵抗性は 中
程度で裏うどんこ病に弱い。また 「ふかゆき 「ゆきしのぎ 「ゆきしらず」などは、これら、 」 」
の欠点を改良した特徴のある品種であるが、なお伸長性や葉質に難点がある。
． 、 、 。 、２ 近年 中・多雪地帯の養蚕は 主産地が中山間地に一段と地域特化する傾向にある さらに
桑品種に対する要望も多様化し、養蚕経営における生産性向上をはかるため、胴枯病に強い良
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質・多収品種の育成が養蚕・栽桑上の最大の課題として強く望まれている。そこで、更に良質
・多収で耐病性（胴枯病・萎縮病・裏うどんこ病）に優れた中・多雪地に適応する優良品種の
育成を目標とした。

３．本品種は、昭和48年に蚕糸試験場栽培部桑育種第２研究室において 「剣持」に良質・多収、
、 （ ） 「 」（ ）性を付与するため コルヒチン処理 冬芽 を施して育成した同質４倍体 -40 2 ＝56CL n3

No nを雌親に、胴枯病に強く枝条伸長の良好な良質の交雑系統「谷 .1584（剣持×愛国桑 （2）」
＝28）を雄親に用いた交雑実生から選抜・育成されたものである。旧系統番号は「谷73-01」
であり、昭和49年～53年に個体選抜試験を、昭和53年～56年に系統選抜試験を行った結果、優
良な成積を収めた。

４．そこで、昭和57年～61年に愛知県、鳥取県、徳島県の各試験地で萎縮病抵抗性検定試験を実
施するとともに 昭和58年～63年に山形県 新潟県の２試験地における系統適応性検定試験 １、 、 （
系統３連制：５アール）に供試し、栽培試験および飼育試験が行われた。その結果、胴枯病抵
抗性で雪に強く、良質・多収性であることが確認され、積雪地養蚕の生産性に貢献することが
期待されるため平成元年６月７日 「桑農林11号」に登録され「ゆきまさり」と命名された。、

５．本品種の特性の概要は次のとおりである。①本品種はヤマダワ系に属する３倍休である、②
低幹根刈仕立および中刈仕立の樹型は「剣持」と同程度の「やや展開」型である、③枝条は褐
色で一部横臥するが直立である。枝条伸長は良好であり「ふかゆき」より優り「剣持」と同程
「 」 。 、 「 」 、「 」 「 」度の やや長 である 枝条数も多い ④節間長は ふかゆき より長く 剣持 並みの 中

である。冬芽は大型の三角形で褐色を呈し枝条に平行直立する、⑤葉形は春秋とも２裂～４裂
、 。 、「 」 「 」 、葉が混在し 大型で厚い 葉面は光沢を有し縮皺も少ないが 剣持 より やや粗 である

⑥春季の発芽は「剣持 「ふかゆき」と大差はない。その後の発育は良好である。先枯れは少」
ない、⑦低幹根刈仕立の夏切法および中刈仕立の交互法による壮蚕用の年間収葉量は「ふかゆ
き 「剣持」よりかなり多い、⑧桑胴枯病抵抗性は「剣持 「ふかゆき」より高い。萎縮病に」 」
は「やや弱い 。晩秋期の葉の硬化は「剣持」より晩く、裏うどんこ病は少なく、蚕飼育成績」
による飼料価値は「剣持 「ふかゆき」よりかなり良好である、⑨古条挿木の発根性は極めて」
良好で、桑苗の自給生産に適する。

６．本品種の適応地域は東北・北陸・山陰および東山の一部の積雪地帯であり、春秋兼用・夏秋
専用桑園用として春秋の壮蚕に適する。桑萎縮病にはやや弱いので、萎縮病激発地帯では媒介
昆虫の防除に留意する必要がある。中刈仕立交互伐採地帯では、成育初期の株作りが大切であ
り、栽植後３年目からの夏切りが望ましい。

、 、 、 、 （ ） 「 」 ．※山田景三 牧 音榮 宮山健也 和田 實 岡部 融 1990 桑新品種 ゆきまさり の育成
北陸農業試験場報告 ：105-122第32号

（1990）101．ニット用素材－異収縮性絹糸－
加藤 弘（1990）ニット用素材－異収縮性絹糸の開発．最新技術情報シリーズ 国立編．桑・蚕

：63-64
１．嵩高性に富むニット用絹新素材を開発した。まず、普通絹糸と収縮抑制絹糸、あるいは家蚕
糸と野蚕糸をブレンドした絹糸に撚り係数1,500～2,500の撚りをかけた後、硝酸カルシウムの
濃厚溶液中・80℃で30秒～１分間浸漬処理し、これらの糸を10～15％収縮させた。

２．この収縮過程でできる細かい捲縮を分繊剤処理によって、よく分繊して糸のふくらみ、柔軟
化を図った。

３．次いで、糸表面に樹脂化処理を施して、形態の安定化と重合樹脂に基づく実用性能を併せ付
与し、嵩高性に富んだ異収縮性絹糸を開発した。

４．この加工糸で試作した絹ニット地は、軽くて肌触りが柔らかく、バルキー化により保温性に
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富み、絹本来の吸湿性も損なわれないことが確かめられた。
※加藤 弘（1990）塩縮・分繊処理による捲縮絹糸の開発．日本蚕糸学雑誌 ：271-27959(4)

（1990）102．カイコ濃核病ウイルス抵抗性遺伝子（ ）の座位nsd-1
江口良橘、蜷木 理、原 和二郎（1991）カイコ濃核病ウイルス１型非感受性の遺伝分析．日本

蚕糸学雑誌 ：384-38960(5)
１．カイコ飼育における違作の大きな原因の一つとして、ウイルス病がある。そこで濃核病ウイ
ルス抵抗性蚕品種について遺伝解析を行った。

２．標識遺伝子として、 （赤血 ：血液が体外で赤色になる、 （細長蚕 ：幼虫体形が細長rb Lan） ）
く発育が遅れる、 （小球細胞欠如 ：血液中の小球細胞が欠如する、を解析に用いた。Sph ）

３．遺伝解析の結果、カイコ濃核病ウイルス１型に対する抵抗性遺伝子（ ）を見出した。nsd-1
４．この遺伝子に関する連関検索と三点実験の結果、本遺伝子は21連関群の8.3の位置に座位す
ることを決定した。

（1990）103．紫外線レーザー照射法によるカイコ卵の発生予定域図
Myohara, M. (1994) Fate mapping of the silkworm, , using localized UV irradiation ofBombyx mori

the egg at fertilization. : 2869-2877Development 120

１．カイコの胚発生制御メカニズムを究明するため、紫外線レーザー照射法を用いて、照射卵か
ら孵化した１齢幼虫のクチクラパターンを解析し、カイコ卵の発生予定城図を作成した。

カイコの受精卵（産卵後２時間以内）におけるクチクラ構造の原基分布図

２．これは、カイコ卵の各部域が将来幼虫のどの体節のどの部分に分化するのかを図示したもの
で、熱焼灼法によって作成された既存の発生予定域図（高見、1957）に比べてはるかに詳細で
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ある また このような発生予定域図は 従来 胞胚期の卵を用いて作成されてきたのに対し､。 、 、 、
今回の結果の特徴は卵割開始前の受精卵を用いている点にある。

（1990）104．カイコ核多角体病ウイルスベクター系の構築と外来遺伝子の発現
小林 淳（1991）バキュロウイルスベクター蚕昆研１号の開発．蚕糸昆虫研ニュース ：2No.12
１．昆虫ウイルスを利用した有用物質生産体系の確立に資するため、外来遺伝子の導入に効率的
な培養細胞株と核多角体病ウイルスの系を開発し、その系および幼虫体における外来遺伝子の
導入・発現を図った。

２．その結果、カイコ培養細胞株 - -15 から、付着性が強く、カイコ核多角体病ウイSES BoMo A

ルス（ ）に高感受性の - -15 Ⅱ 株がクローニングされ、次に外来遺伝子BmNPV NISES BoMo A c

発現ベクターを作出するために のクローン 6 株を得た。BmNPV BmNPV P E

３．この 6 株からポリヘドリン遺伝子を含むフラグメントが合成オリゴヌクレオチドをプロP E

ーブとして検出され、塩基配列が決定された。さらに、この遺伝子の５’上流と３’下流の領
域を用いて、外来遺伝子発現のためのフュージョン型（ 1～3）およびノンフュージョン型pBm

（ 4）トランスファーベクターが作出された。pBm

４． 4ベクターに外来遺伝子としてα-アミド化酵素（α- ）遺伝子を組み込み、この遺pBm AE

伝子の発現をみたところカイコ幼虫体液中にα- の生産されていることが確認され、昆虫AE

培養細胞株－核多角体病ウイルスベクター系からなる有用物質生産技術の確立が実証された。
５．α-アミド化酵素（α- ）遺伝子を組み込んだ組換え体ウイルスをカイコ幼虫に感染させAE

て４日後に、比活性0.93×10 のα- が体液１ 当たり約40μ 生産された。5 u/mg AE ml g

（1990）105．春蚕用蚕品種「黄白」
山本俊雄、丸山 誠、東 嘉昭、深沢正博、榎島守利、上條伊喜男、中山賢三（1990）蚕の新品

種－「春蚕用（日03号×日04号）×（中03号×中04号 ．技術資料 ：1-4）」 第120号
日03号１．
化性：二化性。系統：日中欧固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所に

おいて育成した二化性の日中欧固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系に青系を混じ、斑紋は形である。蚕児の経過は日
137号に比べて稚蚕、壮蚕ともにやや遅く、全齢で約１日長い。虫質は強健であるが、眠起の

、 。 、取扱いを適切にし 稚蚕期は特に充実した桑を飽食させることが肝要である 繭は浅縊俵形で
ちぢらは普通である。繭色は眠性形質を示し、雌は黄色、雄は白色となり、繭色により容易に
雌雄鑑別ができる。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日04号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を同時にす

ればよい。蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
日04号２．
化性：二化性。系統：日中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した二化性の日中固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系に青系を混じ、斑紋は形である。蚕児の経過は日
137号に比べて稚蚕、壮蚕ともにやや遅く、全齢で約１日長い。虫質は強健であるが、眠起の
取扱いを適切にし、稚蚕期は特に充実した桑を飽食させることが肝要である。

、 。 、 、 、繭は浅縊俵形で ちぢらは普通である 繭色は限性形質を示し 雌は黄色 雄は白色となり
繭色により容易に雌雄鑑別ができる。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日03号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を同時にす

ればよい。蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
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日03号×日04号３．
化性：二化性。系統：日中欧交雑原種
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系に青系を混じ、斑紋は形である。蚕児の経過は日
137号に比べて稚蚕、壮蚕ともにやや遅く、全齢で約１日長い。虫質は強健であり、桑不足に
ならないように注意すれば春、夏秋ともに飼育は容易である。

、 。 、 、 、繭は浅縊俵形で ちぢらは普通である 繭色は限性形質を示し 雌は黄色 雄は白色となり
繭色により容易に雌雄鑑別ができる。越年卵は藤鼠である。
本種と中03号と中04号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいとき

は、本種の催青着手を１日早くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに６分前後の塩
酸浸漬時間が適当である。
中０３号４．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農業水産省蚕糸･昆虫農業技術研究所にお

いて育成した二化性の中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は姫である。蚕児の経過は支146号に比べ
、 、 。 、 、て稚蚕 壮蚕ともに遅く 全齢で約２日長い 虫質は強健であるが 眠起の取扱いを適切にし

稚蚕期は特に充実した桑を飽食させることが肝要である。
繭は楕円形で、ちぢらは普通である。繭色は限性形質を示し、雌は黄色、雄は白色となり繭

色により容易に雌雄鑑別ができる。越年卵の卵色は帯緑藤鼠である。
本種と中04号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を１

日早くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当
である。
中04号５．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した二化性の中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は姫である。蚕児の経過は支146号に比べ

て稚蚕、壮蚕ともにやや遅く、全齢で約１日長い。虫質は強健であるが、眠起の取扱いを適切
にし、稚蚕期は特に充実した桑を飽食させることが肝要である。
繭は楕円形で、ちぢらは普通である。繭色は限性形質を示し、雌は黄色、雄は白色となり、

繭色により容易に雌雄鑑別ができる。越年卵の卵色は帯緑藤鼠である。
本種と中03号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を１

日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当
である。
中03号×中04号６．
化性：二化性。系統：中中交雑原種
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で、斑紋は姫である。蚕児の経過は支146号に比べ

て稚蚕、壮蚕ともにやや遅く、全齢で約１日長い。虫質は強健であり、桑不足にならないよう
注意すれば春、夏秋ともに飼育取扱いは容易である。
繭は楕円形で、ちぢらは普通である。繭色は限性形質を示し、雌は黄色、雄は白色となり、

繭色により容易に雌雄鑑別ができる。越年卵の卵色は帯緑藤鼠である。
本種と日03号と日04号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいとき

は、本種の催青着手を１日遅くすればよい。
蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。

７ （愛称：黄白）．（日03号×日04号）×（中03号×中04号）
（この四元交雑種を3・4×3・4と略称する ）。

化性：二化性。系統：日中欧交雑種。適用蚕期：春蚕期
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本種は日中欧四元交雑二化性で、稚蚕人工飼料育用および桑葉育用の品種である。
蚕児の体色は青系に淡赤系を混じ、斑紋は形である。蚕児の経過は日137号×支146号に比べ

て稚蚕、壮蚕ともに長めで、全齢で約１日長い。稚蚕人工飼料育、桑葉育ともに眠起はよく揃
い、飼育取扱いは容易であるが、壮蚕期は蚕座がむれないように通風換気をよくし、５齢期は
できるだけ薄飼いをして良桑を飽食させることが大切である。
繭は楕円形で、ちぢらは普通である。繭色は限性形質を示し、雌は黄繭、雄は白色となる。
本種は虫質強健で飼育し易く、収繭量、繭層歩合、生糸量歩合、繭糸量が多く、また繭糸長
が長く、繭糸繊度が細いなど糸質の優れた限性黄繭蚕品種である。繭糸繊度は2.8デニール内
外である。

（1990）106．広食性蚕品種「あさぎり」
真野保久、朝岡 潔、伊原音重、中川 浩、平林 隆、永易健一、村上正子（1990）蚕の新品種
－「日601号、中601号及びその交雑種 ．技術資料 ：5-6」 第120号
日601号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて、育成中の二化性白繭系日日固定種から系統分離して育成した、低コスト人工飼料適合性
品種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は赤系で斑紋は限性形質を示し、雌は形、雄は姫である。

雄の姫蚕斑紋には淡い半月紋と極淡い眼状紋が痕跡的にみられるので注意を要するが、４齢起
蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は日134号に比べ稚蚕期では1～
1.5日短く、壮蚕期も0.5～1日短い。眠起はよく揃い飼育取扱いは容易である。人工飼料育の
場合は、成長がきわめて早く、蚕児は蚕座内を活発に動き回る性質がある。起蚕時の絶食時間
が長くなると蚕児の這出しや蚕作の低下を起こすので、餉食は早めに行い十分飽食させること
が大切である。繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と中601号を交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を約

３日早くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。
中601号２．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて、育成中の二化性白繭系中中固定種から系統分離して育成した、低コスト人工飼料適合性
品種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で斑紋は限性形質を示し、雌は形、雄は姫である。

雄の姫蚕斑紋には極淡い眼状紋が痕跡的にみられるので注意を要するが、４齢起蚕より熟蚕ま
で斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は支135号と比べ稚蚕期は約0.5日短く、壮蚕
期はほぼ同じである。虫質は強健で、眠起はよく揃い飼育取扱いは容易である。
繭は白色の長楕円形であるが、楕円形または浅縊俵形の繭を混じることがある。ちぢらは普

通である。越年卵の卵色は生壁である。
本種と日601号を交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を約

３日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。

３． （愛称：あさぎり）日601号×中601号
化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕および夏秋蚕期
本種は日中一代交雑二化性の白繭種で、低コスト人工飼料育に適合する特徴のある蚕品種で

ある。蚕児の体色は青系であるが淡赤系を混ぜることがあり、斑紋は雌が形、雄が姫の両限性
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品種であるが、雄の姫には淡い半月紋と極淡い眼状紋が痕跡的にみられる。また、環節間膜部
に変異がみられ、５齢盛食期には虎蚕様を呈する場合もある。蚕児の経過は日137号×支146号
に比べ各齢とも短めで、１～４齢では約１日短い。虫質は強健で、眠起はよく揃い、飼育取扱
いは容易である。人工飼料育の場合は、成長がきわめて早く、蚕児は蚕座内を活発に動き回る
性質がある。起蚕時の絶食時間が長くなると蚕児の這出しや蚕作の低下を起こすので、餉食は
早めに行い十分飽食させることが大切である。
繭は白色の長楕円形に浅縊俵形を混じ、ちぢらは普通である。
本種は通常の人工飼料はもちろん低コスト人工飼料にもよく適合し、経過は桑葉育と同じか

それよりも早めであるので、眠起の取扱いさえ注意すれば、きわめて飼育し易い品種である。
また、繭形はやや小振りであるが繭層はよく締まり、小節点高く繭層練減率も低めである。
繭糸長は1000メートル内外、繭糸繊度は3.5デニール内外である。

真野保久、朝岡 潔、伊原音重、中川 浩、平林 隆、村上正子、永易健一（1991）広食性多糸
量蚕品種「あさぎり」の育成．蚕糸・昆虫農業技術研究所研究報告 ：31-56第3号

１．蚕は桑葉を餌とする狭食性の昆虫である。現在一般に普及している人工飼料にも多量の桑葉
粉末が含まれており、これが飼料原価の相当部分を占めている。そこで家畜用飼料素材などを

、 。原料とした低コスト人工飼料にも良好な摂食性を示す いわゆる広食性蚕品種の育成を行った
本研究は蚕の自然突然変異に由来する食性遺伝子の変異の中から食性異常蚕を見つけだす方

法によったものである。
２．家畜用飼料素材を用い、線形計画法によって設計された人工飼料 -1によって広食性蚕のLP

検索を行った。この検索によって見出された育成系統について、さらに -1飼料に対する摂LP

食性の優良な個体及び蛾区の選抜を行った。
３．人工飼料研究室と共同で蚕品種および飼料組成の両面から改良を進め、低コスト人工飼料と
広食性蚕品種とを組合せて、１～４齢期を人工飼料で、５齢期を桑葉で飼育することを当面の
目標とした。なお、 -141シリーズの飼料は１～３齢用飼料には４％の桑葉粉末が含まれてLPY

おり、４齢用飼料には桑葉粉末が全く含まれていない。
４．農林水産省委託蚕品種性状調査の結果、育成系統のうち、 -1飼料に対する摂食性が良好LP

となった日本種の 82 と中国種の 26 の交雑種が、低コスト人工飼料 -141に対ANS A MCS A LPY

し良好な摂食性を示すとともに、幼虫並びに繭の実用形質も良好であったので “特徴ある蚕、
”「 」 、 。品種 日601号×中601号 として農林水産大臣の指定を受け 普及に移されることになった

そこで蚕糸・昆虫農業技術研究所は、この蚕品種に「あさぎり」の愛称を付けた。
５．日601号×中601号は低コスト人工飼料を良く摂食し、幼虫の発育経過も順調で、揃いも良く
強健である。また、繭の解舒率、生糸量歩合、小ぶし点、繭層練減率の成績も良好であるが対
３眠起蚕一万頭収繭量がやや低く、繭糸繊度が太めである。

６．桑葉粉末を全く含まず主に家畜用飼料素材を原料に用いた人工飼料でも、 -1飼料に比較LP

して４齢用 -141飼料は蚕が摂食し易いので、特に -1飼料に対して摂食性の劣る中国種LPY LP

では、育成の初期世代を -141の４齢用飼料で数世代選抜した後、 -1飼料による強度なLPY LP

食性選抜を加える方法が今後の広食性蚕品種の育成にも有効であることが分かった。
朝岡 潔、真野保久（1992）蚕におけるLP-１人工飼料による広食性の初期選抜．日本蚕糸学雑

誌 ：1-561(1)
１．低コスト人工飼料に適合する広食性蚕品種を育成するため、育成中の蚕系統の中から -１LP

飼料に対する摂食性の高い系統を蟻蚕の毛振るい率を指標にして選抜し、その初期選抜過程に
おける系統の性状を調べることによる選抜方法について検討を行った。

２．１齢と４齢の -１飼料に対する摂食性の相関関係は高く、毛振るい率の高い系統は４齢期LP

においても摂食性が高いことが分かった。また -１飼料により選抜した系統は、準合成飼料LP

に対する摂食性は向上したが、 -５飼料に対しては摂食性が低下する場合があった。LPY
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３．中国種は -１飼料に対する摂食性は低く、選抜により摂食性の向上する系統は少なかったLP

が、 26 は -１飼料だけでなく他の人工飼料に対しても著しく摂食性が向上した。MCS A LP

４．選抜系統の -１飼料摂食性は劣性の遺伝子に主に支配され、選抜系統間のＦは両親の中LP 1

間の摂食性を示すことが分かった。以上の結果から広食性蚕品種の育成が可能であることが示
唆された。

（1991）107．簡易調製低コスト人工飼料「ペレット飼料」
208柳川弘明、堀江保宏、伊藤祐英「広食性蚕の人工飼料 （特許出願：1991年３月、特許登録：」

、1996年８月23日）4512
１．本発明は、広食性蚕の食性を利用して人工飼料に桑葉粉末とゲル化剤を全く添することなく
飼料の低コスト化および飼育の安定化をはかると共に、飼料調製センター等からの飼料の供給
を受けることなく、各飼育所で適宜調製することの出来る食性の良い人工飼料を得ることを目
的とする。

２．桑葉粉末およびゲル化剤を添加しない脱脂大豆粉末，トウモロコシ粉末，脱脂米糠及び菜種
カス等の安価飼料素材を空隙率30％～70％の有孔ペレット状とした。

３．ペレットの調製法：澱粉および植物性蛋白を多く含む原料を、エクストルーダーにより加圧
加熱混練すると、澱粉はα化し、植物性蛋白は組織化する。その生地をダイ部で成形し、大気
中に放出すると、押出し物はダイ部で高圧下から大気圧に減圧されるので原料内部の水蒸気が
急激に膨張して数倍に膨化する。押出し物の性状は多孔質となり容積を増す。

４．飼料の粉体を二軸エクストルーダー（スクリュー回転数 100 ，バレル温度 130℃）へ投rpm

入し、圧力10 で原料を加熱，加圧して溶融状態とした。次いで、この溶融状態の原料kg/cm2

をエクストルーダーのダイ部から大気中へ押し出して膨化させ、この膨化物をペレタイザーに
よりカッティングすることにより、30％～70％の空隙率を有する有孔性ペレット飼料を調製し
た。上記空隙率は、加圧の程度により任意に変更出来る。圧力を高めれば空隙の大きさを大き
く且つ空隙率を大にすることが出来るが、作られたペレットの横断面積も大となる。従って作
られたペレットの径を同一にした場合、空隙率或いは空隙の大きさが大なるペレットを得るた
めにはダイの径を小さくしより高圧を加えることにより行われる。

５．上記飼料は、蚕に供給する前に、一定量の蒸留水中に浸漬し70～75％程度の水分率として蚕
に供給する。蚕に供給したときに上記空隙率が低いと蚕は飼料を攝食し難く空隙率が高過ぎる
と浸漬時の水分率が高くなり過ぎて適当でない。

※堀江保宏（1991）簡易調製人工飼料の開発．蚕糸科学と技術 ：46-4930(9)

（1991）108．広食性蚕用人工飼料
柳川弘明、渡辺喜二郎、中村匡利（1989）広食性蚕利用による人工飼料への家畜用飼料素材の導

入．日本蚕糸学雑誌 ：401-40658(5)
１．魚粉や酵母など家畜用飼料素材を添加した人工飼料に対する蟻蚕の摂食性並びにその後の成
長について、原種、交雑種および広食性蚕の間で比較した。その結果、用いた飼料に対する摂
食性は蚕品種によって著しく異なり、日本種系統の沢Ｊ及び日01号の摂食性は良好で生存率も

、 。高いが 中国種系統の中01号では全ての飼料区で５日後まで生存する個体は認められなかった
２．交雑種の摂食性は極めて低く、魚粉、蚕蛹粉末およびアルファルファ添加区では大部分の幼

。 、 、虫が死亡した 一方 育成中の広食性蚕はこれらの飼料に対して極めて高い毛振るい率を示し
その後の生存率も高いことが分かった。また、広食性蚕は飼料に桑葉粉末を５％添加すると供
試した大部分の飼料区で100％の毛振るい率が得られ、生存率も向上した。

３．以上の結果から、広食性蚕を利用することによって家畜用飼料素材の導入が可能となり、桑
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葉粉末の添加量も５％程度まで削減できることが明らかとなった。
柳川弘明、渡辺喜二郎、鈴木 清（1991）低コスト人工飼料の開発－線形計画法による広食性蚕

人工飼料の開発－．蚕糸昆虫研報 ：57-75第３号
１．広食性蚕に適した人工飼料の組成を開発するに当たり、摂食性や成長に及ぼす各種飼料素材

、 、 。 、の影響を検討し それらの結果に基づいて 線形計画法による齢別飼料の設計を試みた また
飼料素材や栄養素の設定条件と飼料組成、飼料中の栄養素含量、シャドーコストなどを明らか
にするとともに、設計された飼料について１～４齢または全齢人工飼料育を実施した。

２．広食性蚕の摂食性や成長に及ぼす飼料素材の添加量について検討し、桑葉粉末および砂糖の
削減、クエン酸およびアスコルビン酸等の適正添加量を明らかにした。しかし、飼料水分を保
持するためのカラギーナンの削減は困難であった。

３．広食性蚕の１～４齢人工飼料育に適した -131飼料を開発した｡本飼料の３齢用および４LPY

齢用については線形計画法によって設計し、桑葉粉末および砂糖の削減、トウモロコシ粉末、
脱脂米糠および菜種カスの導入、無機物およびビタミンＢ群の簡素化などが可能となることを
明らかにした。

４．線形計画法における飼料素材の添加条件および栄養素の最少必要量などをさらに改善し、広
食性蚕の飼育に適した -141飼料を開発した。本飼料は１～２齢用、３齢用および４齢用LPY

から成り、その乾物飼料価格は現行の蚕品種を対象にした市販飼料に比較して著しく低減され
ることを明らかにした。

飼料素材 １～２齢用 ３齢用 ４齢用
桑葉粉末 4.000％ 4.000％ － ％
脱脂大豆粉末 31.983 35.566 36.782
トウモロコシ粉末 30.000 30.000 30.000
脱脂米糠 18.333 9.763 11.423
菜種カス － 5.000 8.000
無機塩混合物 2.502 2.537 2.669
ビタミン混合物 1.224 1.219 1.235
クエン酸 4.000 4.000 3.000
大豆油 1.855 1.806 1.779
フィトステロール 0.194 0.200 0.204
カラギーナン 5.000 5.000 4.000
防腐剤 0.910 0.910 0.910
合 計 100.001 100.001 100.002

５． -141飼料における飼料素材および栄養素の制限条件などから、桑葉粉末や酵母のシャドLPY

ーコストを試算するとともに、制限性の強い栄養素については、単位量当たりのシャドーコス
トを明らかにした。

６． -141飼料による広食性蚕の１～４齢人工飼料･５齢桑葉育の飼育成績および繰糸成績はLPY

良好であり、実用的にも十分に利用可能であることが分かった。また、本飼料は蚕桑技術協力
試験および蚕品種性状調査委託試験などに供試され、その有用性が確認された。

７．線形計画法により５齢用飼料を開発し、広食性蚕の全齢人工飼料育を実施したところ、その
飼育成績並びに繰糸成績は１～４齢人工飼料・５齢桑葉育に比較してかなり劣っており、５齢
用飼料についてはさらに改良する必要のあることが分かった。

８．これらの結果から、広食性蚕の利用により従来の蚕品種では困難であった安価な飼料素材の
導入が可能となり、蚕の栄養要求に基づいた飼料組成を線形計画法により合理的に設計するこ
とで、人工飼料の著しいコスト低減が可能となり、実用的飼料が開発できるものと考察した。

（1991）109．簡易蚕上蔟ネット
丸山 誠、蜷木 理（1993）蚕上蔟簡易ネットの開発とその利用．蚕糸科学と技術 ：28-32(2)

31
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１．上蔟作業の省力化および時間短縮を目的として、上蔟後の蚕児が蔟（まぶし）から落下する
ことを防止するネット「上蔟簡易ネット」を考案・開発した。

２ 本ネットは 現在 大部分の養蚕農家で使用されている回転蔟に対応して開発されたもので､． 、 、
幅80 、長さ120 、６ 目の網の外側にポリエチレン製クロステープをミシン止めし、cm cm mm

中央には補強材として直経２ のナイロン紐を通し、また長縁両端部には蔟に取り付けるmm

ための金具を配したもので、回転蔟下方全面に取り付けて使用する。ネットを収繭時まで蔟へ
設置したままでも繭糸質に影響を及ぼすことはない。

３．本ネットを使用することによって、蚕児を蚕座から分離後、蚕入器を用いて蔟に振り込み、
蚕が蔟に取り付く時間を置かず直ちに吊るすことができるため、振り込み以後の作業時間が大
幅に短縮される。さらに、上蔟後、床に落下する蚕児はほとんどなく、今まで不可欠であった
上蔟後の落下蚕を拾い集め、再上蔟する手間を省くことができ、作業の軽減化が図られる。

（1991）110．気体透過性絹蛋白質膜の新用途開発
Minoura, N., M. Tsukada and M. Nagura (1990) Physico-chemical properties of silk fibroin membrane

as a biometerial. : 430-434Biomaterials 11

１．絹糸を溶解した水溶液から膜を作りアルコールで不溶化処理すると、結晶部と非結晶部が分
「 」 、 。離した ドメイン 構造が形成され 酸素透過性がコントロールできることが明らかとなった

２．酸素は絹膜の非結晶部分を拡散透過して厚さ１ で32.9 ㎡ の量を示し、コンタクトmm ml/ /hr

レンズ素材のヒドロキシエチルメタクリレートと同等の透過性を示した。
３．絹膜は湿潤時においてコラーゲン膜と比較し優れた強伸度特性を示した。
４．水に対する絹膜溶解性はメタノール処理により大幅に変化し、これに伴い酸素や水蒸気の透
通性が変わる。処理条件は用途に合わせて設定する必要がある。

※塚田益裕、箕浦憲彦「酸素透過膜 （特許登録： 、1994年７月27日）」 1857547

（1991）111．自動繭検定システムの確立
川名 茂（1992）自動繭検定システム．蚕糸昆虫研ニュース ：2No.14
１．繭検定の効率化を図るため、検査工程を自動化、オンライン化した自動繭検定システムを開
発した。従来、人手に依存していた選繭秤り分け工程は、繭検定用自動選繭機の開発導入によ
って自動化を図った。また、接緒計数装置の開発導入によって繰糸工程の簡易化、自動化を推
進した。

２．本検定システムは、選繭データを提供する自動選繭機と繰糸データを提供する自動繭質測定
機がそれぞれ通信回線によってパソコンと結ばれている。自動選繭機には、繭検定に必要な各
種機能、すなわち繰糸供用繭抽出機能、データ出力装置、選除繭計量用電子天秤などが装備さ
れている。

３．自動繭質測定機は、従来の繭検定用繰糸機 Ⅱ型機に新しく開発した接緒計数装置を装備CT

。 、したものである 接緒計数装置は解舒率の測定に必要な繭の接緒回数を計数する装置であるが
従来のように単に機械の接緒動作を計数するのではなく、接緒桿によって繭が飛ばされるとこ
ろをレーザセンサーによってキャッチし、計数するしくみになっている。このため、空接緒を
計数することがなく、測定精度はこれまでより格段に良くなっている。また、繰詰残繭数の入
力および換算、解舒率の計算表示、データの転送なども行えるようになっている。

４．本検定システムの検査項目は、選除繭歩合、生糸量歩合、解舒率の３項目である。選除繭歩
合は自動選繭機によって測定されるが、選除対象となる不良繭は内部汚染繭、玉繭、薄皮繭、
浮しわ繭、極小繭の５種類である。従来の手選繭による方法より選除対象は少ないが、この５
種類で全選除繭の90％以上を占めている｡自勅選繭機で除去できない不良繭、すなわち穴あき
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繭、はふぬけ繭などは繰糸工程で揚り繭として除かれる。解舒率は自動繭質測定機による操糸
成績から求めるが、この繰糸方法は従来法と大分異なる。これまでのように一定繊度の生糸を
製造するのではなく、データ採取のみを目的とした連続接緒による高能率な繰糸を行う。生成
量歩合は選繭データと繰糸データに基づき計算される。両データは現場からパソコンヘ転送さ
れ、データディスクヘ収納される。

５．検定成績の計算やプリントアウトは必要データが揃えば即座に行うことができる。また、検
査業務の進行状況もパソコンのモニター画面を見れば、検定番号何番のものがどの工程まで進
んでいるか、一目で分るようになっている。

６．本システムを導入した新しい繭検定方法が平成５年度より実施される予定である。

（1991）112．桑葉への紫外線照射がカイコの摂食に及ぼす影響
（矢澤Yazawa, M. (1992) Feeding response of Bombyx mori to mulberry leaves irradiated with U.V.

盈男：紫外線を照射した桑葉に対するカイコの摂食 ．日本蚕糸学雑誌 ：76-79） 61(1)
１．植物・昆虫間の相互作用に及ぼす紫外線（ ）の影響について検討した結果、紫外線照射UV

された桑葉ではカイコの摂食が著しく阻害されることが明らかになった。
２．紫外線照射により桑葉生体中の糖含量は変化し、特にシュクロース含量の減少が顕著であっ
た。

３．さらに電気生理学的手法によりカイコのシュクロースに対する味覚受容器（ -Ⅰ：シュクSs

ロース、イノシトールなどの味覚物質に反応する受容器、 -Ⅱ：サリシンなどの苦味物質にSs

反応する受容器）の応答を調べた結果、桑葉中のシュクロース含量の減少に伴って味覚受容器
（ -Ⅰ）のインパルス数も減少することが明らかとなった。Ss

４．従って紫外線照射された桑葉に対するカイコの摂食が阻害される要因の一つとして、紫外線
照射による桑葉のシュクロース含量の減少が考えられる。

（ ）113 吸汁性昆虫ハゴロモによる萎縮病クワ師管液の採取と 粒子の検出． MLO 1991

川北 弘、且原真木（1993）萎縮病クワから師管液の採取並びに の検出．日本蚕糸学雑誌MLO

：125-13162(2)
１．マイコプラズマ様微生物（ ）は植物の師部で増殖するので、罹病植物の師管液を採取MLO

、 、 、 。 、すれば の分離 諸特性の解明 病の診断および防除技術の開発に役立つ そこでMLO MLO

罹病クワから吸汁性昆虫を用いて師管液を採取し、師管液に含まれる を検出する手法をMLO

開発した。
２．師管液の採取は、師管に口針を刺入し、吸汁中の昆虫口針をレーザー光線（発振機はＮＥＣ
製の 129 ）で切断し、その断面から流出する液をガラスキャピラリーで採集する方法でSL Nd

行った。
３．その結果、ベッコウハゴロモによって師管液の採取に成功したがヨコバイ類、カメムシ類で
は困難であった。切断された口針を走査電顕で観察すると、ベッコウハゴロモの口針はしっか
り植物体に突き刺った状態であるが、ヨコバイは分離、あるいは脱落が見られ、両者には構造
の異なることが分かった。カメムシ類では師管吸汁を確認できなかった。
． （ ） 、 、４ の と結合して発色する蛍光色素 により 萎縮病クワの師管液を染色しMLO DNA DAPI

、 。蛍光顕微鏡で観察したところ 健全クワの師管液では見られない多数の蛍光粒子が検出された

（1991）114．太繊度蚕品種「ありあけ」
山本俊雄、榎島守利、深沢正博、上條伊喜男、中山賢三、丸山 誠、三村康子（1991）蚕の新品

第122種－「特徴ある蚕品種（日509号×日510号）×（中509号×中510号 ．技術資料）」
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：5-8号
日509号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて太繊度品種として育成した二化性の日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は限性形質を示し、雌は形、雄は姫とな
り、壮蚕期には斑紋による雌雄鑑別が容易である。幼虫の経過は日137号に比べて稚蚕、壮蚕
ともにやや遅く、全齢で約１日長い。虫質は強健であるが、眠起の取扱いを適切にし、稚蚕期
は特に良桑を給与することが望ましい。繭は浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色
は藤鼠である。
本種と日510号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を１日遅

くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
日510号２．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて太繊度品種として育成した二化性の日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は限性形質を示し、雌は形、雄は姫とな
り、壮蚕期には斑紋による雌雄鑑別が容易である。幼虫の経過は日137号に比べて稚蚕、壮蚕
ともにやや遅く、全齢で約1～2日長い。虫質は強健であるが、眠起の取扱いを適切にし、稚蚕
期は特に良桑を給与することが望ましい。繭は浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵
色は藤鼠である。
本種と日509号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を１日早

くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
日509号×日510号３．
化性：二化性。系統：日日交雑原種
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は限性形質を示し、雌は形、雄は姫とな
り、壮蚕期には斑紋による雌雄鑑別が容易である。幼虫の経過は日137号に比べて稚蚕、壮蚕
ともにやや遅く、全齢で約１日長い。虫質は強健であり、桑不足にならないように注意すれば
春、夏秋ともに飼育は容易である。繭は浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤
鼠である。
本種と中509号と中510号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと

きは、本種の催青着手を４日早くすればよい。
蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
中509号４．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて太繊度品種として育成した二化性の中中固定種である。
、 、 、 、 、蟻蚕は黒褐色を呈し 幼虫の体色は青系で 斑紋は限性形質を示し 雌は形 雄は姫となり

壮蚕期には斑紋による雌雄鑑別が容易である。幼虫の経過は支146号に比べて稚蚕、壮蚕とも
大差ない。虫質は強健であるが、眠起の取扱いを適切にし、稚蚕期は特に良桑を給与すること
が望ましい。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と中510号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を

１日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。

５．中510号
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて太繊度品種として育成した二化性の中中固定種である。
、 、 、 、 、蟻蚕は黒褐色を呈し 幼虫の体色は青系で 斑紋は限性形質を示し 雌は形 雄は姫となり
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壮蚕期には斑紋による雌雄鑑別が容易である。幼虫の経過は支146号に比べて稚蚕、壮蚕とも
にやや遅く、全齢で約１日長い。虫質は強健であるが、眠起の取扱いを適切にし、稚蚕期は特
に良桑を給与することが望ましい。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁
である。
本種と中509号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を

１日早くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。
中509号×中510号６．
化性：二化性。系統：中中交雑原種。

、 、 、 、 、蟻蚕は黒褐色を呈し 幼虫の体色は青系で 斑紋は限性形質を示し 雌は形 雄は姫となり
壮蚕期には斑紋による雌雄鑑別が容易である。幼虫の経過は支146号に比べて稚蚕、壮蚕とも
大差ない。虫質は強健であり、桑不足にならないように注意すれば春、夏秋ともに飼育取扱い
は容易である。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁である。
本種と日509号と日510号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと

きは、本種の催青着手を４日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分
前後の塩酸浸漬時間が適当である。

７ （愛称：ありあけ）．（日509号×日510号）×（中509号×中510号）
(この四元交雑種を9・0×9・0と略称する)

化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕期
本種は日中四元交雑二化性種で、稚蚕人工飼料育および桑葉育に適し、繭糸繊度の太い特徴

ある蚕品種として指定された。
幼虫の体色は青系に淡赤系を混じ、斑紋は限性形質を示し、雌は形、雄は姫となり、壮蚕期

には斑紋による雌雄鑑別が容易である。幼虫の経過は日137号×支146号に比べて稚蚕、壮蚕と
も大差ない。稚蚕人工飼料育、桑葉育ともに眠起はよく揃い、飼育取扱いは容易であるが、壮
蚕期には蚕座がむれないように通風換気をよくし、５齢期はできるだけ薄飼いをして良桑を飽
食させることが大切である。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。

、 、 、 、 、本種は繭層歩合 生糸量歩合が低く 繭糸長が短い欠点はあるが 収繭量が多く 繭重重く
繭糸繊度が４デニール内外と著しく太い特徴がある。用途としては洋装用外衣等の原糸に適す
る。

（1991）115．低コスト人工飼料育用蚕品種「しんあさぎり」
真野保久、井原音重、中川 浩、朝岡 潔、平林 隆、村上正子、永易健一（1991）蚕の新品種

第122号－「特徴ある蚕品種（日601号×日602号）×（中602号×中603号 ．技術資料）」
：17-20

日601号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお
いて、従来の日601号を更に改良した二化性白繭系日日固定種で、低コスト人工飼料適合性品
種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は赤系で斑紋は限性形質を示し、雌は形、雄は姫である。

雄の姫蚕斑紋には淡い半月紋と極淡い眼状紋が痕跡的にみられるが、４齢起蚕より熟蚕まで。
紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は日134号に比べ稚蚕期では0.5～1日短く、壮蚕
期は0.5～1日長い。眠起はよく揃い飼育取扱いは容易である。人工飼料育の場合は、成長がき
わめて早く、蚕児は蚕座内を活発に動き回る性質がある。起蚕時の絶食時間が長くなると蚕児
の這出しや蚕作の低下を起こすので、餉食は早めに行い十分飽食させることが大切である。



- -172

繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日602号を交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を約

２日早くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。
日602号２．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸･昆虫農業技術研究所にお

いて、育成中の二化性白繭系日日固定種から系統分離して育成した、低コスト人工飼料適合性
品種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で斑紋は形である。蚕児の経過は日134号に比べ

稚蚕期では0.5～1日短く、壮蚕期もやや短い。眠起はよく揃い飼育取扱いは容易である。人工
飼料育の場合は、起蚕時の絶食時間が長くなるとその後の経過が遅延するので、餉食は早めに
行い十分飽食させることが大切である。繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵
の卵色は藤鼠である。
本種と日601号を交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を約

２日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。
日601号×602号３．
化性：二化性。系統：日日交雑原種。来歴：本種は日601号と602号の交雑原種であって、中

、 。602号と中603号との交雑原種を交配し 四元交雑種として低コスト人工飼料育用に通年供する
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で斑紋は形である。蚕児の経過は日134号に比べ

稚蚕期では1.5～2日短く、壮蚕期も短めである。眠起はよく揃い、飼育取扱いは容易である。
人工飼料育の場合は、摂食性が優れ蚕児は活発で成長も極めて早い。このため、起蚕時の絶食
時間が長くなると蚕作の低下を起こすので、餉食は早めに行い十分飽食させることが大切であ
る。繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と中602号と中603号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと

きは、本種の催青着手を約１日早くすればよい。
蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
中602号４．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸･昆虫農業技術研究所にお

いて、育成した二化性白繭系中中固定種で、低コスト人工飼料適合性品種である。
、 、 、 、蟻蚕は黒褐色を呈し 蚕児の体色は青系で斑紋は眠性形質を示し 雌は形 雄は姫であって

４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は支135号と比べ稚蚕期
はほぼ同じか長めで、壮蚕期はやや短い。虫質は強健で、眠起はよく揃い飼育取扱いは容易で
ある。人工飼料育の場合は成長が早いので、眠起の取扱いには注意が必要で、餉食は早めに行
い十分飽食させることが大切である。繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵
色は生壁である。
本種と中603号を交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を同

時にすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浅漬時間が適当で
ある。
中603号５．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸･昆虫農業技術研究所にお

いて、育成した二化性白繭系中中固定種で、低コスト人工飼料適合性品種である。
、 、 、 、蟻蚕は黒褐色を呈し 蚕児の体色は青系で斑紋は限性形質を示し 雌は形 雄は姫であって

４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は支135号に比べ稚蚕期
はほぼ同じかやや長めで、壮蚕期はやや短めである。虫質は強健で、眠起はよく揃い飼育取扱
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いは容易である。人工飼料育の場合は成長が早いので、眠起の取扱いには注意が必要で、餉食
は早めに行い十分飽食させることが大切である。繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。
越年卵の卵色は生壁である。
本種と中602号を交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を同

時にすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当で
ある。
中602号×中603号６．
化性：二化性。系統：中中交雑原種。来歴：本種は中602号と中603号の交雑原種であって、

日601号と日602号との交雑原種を交配し、四元交雑種として低コスト人工飼料育用に通年供す
る。

、 、 、 、蟻蚕は黒褐色を呈し 蚕児の体色は青系で斑紋は限性形質を示し 雌は形 雄は姫であって
４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は支135号に比べ稚蚕期
では約0.5～1日短く、壮蚕期も短めである。眠起はよく揃い、飼育取扱いは容易である。人工
飼料育の場合は、摂食性が優れ蚕児は活発で成長も極めて早い。このため、起蚕時の絶食時間

。 、が長くならないよう餉食は早めに行い十分飽食させることが大切である 繭は白色の楕円形で
ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁である。
本種と日601号と日602号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと

きは、本種の催青着手を約１日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６
分前後の塩酸浸漬時間が適当である。

７ （愛称：しんあさぎり）．（日601号×日602号）×（中602号×中603号）
(この四元交雑種を601・2×602・3 と略称する)

化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕および夏秋蚕期
本種は日中四元交雑二化性の白繭種で、低コスト人工飼料育に適合する特徴のある蚕品種で

ある。
蚕児の体色は青系であるが淡赤系を混ずることかあり、斑紋は形に姫を混ずる。蚕児の経過

、 、 、 。は日601号×中601号に比べ 1～4齢では 約0.5～1日長く ５齢はほぼ同じか0.5日前後長い
虫質は強健で、眠起はよく揃い、飼育取扱いは容易である。本種は通常の人工飼料はもちろん
低コスト人工飼料にもよく適合し、蚕児は活発で成長が早い。日601号×中601号ほどではない
が、起蚕時の絶食時間が長くなると蚕児の這い出しや蚕作の低下を起こす場合があるので、餉
食は早めに行い十分飽食させることが大切で、眠起の取扱いさえ注意すれば、きわめて飼育し
易い品種である。繭は白色の長楕円形に浅縊俵形を混じ、ちぢらは普通である。また、繭形は
やや小振りであるが繭層はよく締まり、各種量的形質も日601号×中601号とほぼ同じであるか
やや優る。繭糸長は1200メートル内外、繭糸繊度は3.2デニール内外である。

（1991）116．桑の新品種「みつみなみ （桑農林12号」 ）
岩田 益、樋田仁蔵、山本 賢（1991）桑の新品種「みつみなみ （桑農林12号 ．技術資料」 ）

：1-4､ 9-14第121号
１．条桑育の普及に伴い、ロソウ系を中心とした葉の大きい品種に代わり中型葉の「一ノ瀬」が
関東地方から導入され、栽培されてきた。しかし、西南暖地での「一ノ瀬」は風雨により倒伏
しやすく、また縮葉細菌病にも罹病性がある。そこで、これらの欠点を改良した暖地向き桑品
種「みなみさかり」および「はやてさかり」を育成し、西南暖地をはじめ東日本まで栽培され
ている。

２．一方、近年普及拡大してきている密植栽培は早期多収はもちろん機械収穫による低コスト省
力化を目標としている。しかしながら、現在のところは普通栽培形式で育成された品種が栽培
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されている。このため、必ずしも密植栽培に適している品種とは言えず、枝が直立性で活発に
生長し、機械収穫のために条径が細い特性をもつ良質・多収品種の育成が強く望まれてきた。
そこで、さらに良質・多収で耐倒伏性、耐病性（縮葉細菌病、萎縮病）および再発芽性に優

れ、西南暖地の密植栽培に適応する優良品種の育成を目標とした。
３．本品種は、昭和49年に桑萎縮病抵抗性品種「大島桑」の を雌親に、蚕系試験場九州支場S1

栽桑研究室において暖地向きに育成し、葉の硬化が遅い「みなみさかり （桑農林４号）を継」
親に用いて交配を行い、昭和50～53年に個体選抜試験を実施して系統番号「九74-69」が付け
られた。その後、昭和54～58年に系統選抜試験を行った結果、本系統は優良な成績を収めた。

４．そこで、昭和57～61年に鳥取県、徳島県および鹿児島県の各試験地で桑萎縮病抵抗性検定試
験を実施するとともに、昭和61～平成元年に宮崎県の試験地において系統適応性（密植）検定
試験に供試し、栽培試験及び蚕の飼育試験が行われた。その結果、密植栽培に適した良質・多
収性桑であることが認められ、平成２年６月22日「桑農林12号」として登録され 「みつみな、
み」と命名された。

５．本品種はロソウ系に属する２倍体で、暖地の密植栽培に適し、耐病性・良品質多収性である
ことから「みつみなみ」と命名された。特性の概要は次の通りである。①葉は春秋とも全縁中
型で濃緑色を呈し、葉面は平滑で光沢がある、②春の発芽は「しんいちのせ」よりやや早く、
新梢の発育は良好である、③中間伐採後の再発芽は極めて良好で、晩秋期の葉の硬化は遅い、

「 」 、 、 。 、④枝条長は しんいちのせ よりやや短いが 株内枝条長は斉一であり 枝条数は多い また
節間長は「しんいちのせ」より短い、⑤条径は「しんいちのせ」に比べて細い、⑥収量は「し
んいちのせ」に比べて多く、特に夏秋期に多収性である、⑦縮葉細菌病抵抗性は高く、萎縮病
および裏うどんこ病には「しんいちのせ」並の中間性である。また、故障株割合は低い、⑧蚕
飼育成績による飼料価値は「しんいちのせ」と同程度に良好である、⑨接木の活着並びに挿木
発根性は良好である。

６．本品種の適応地域は四国、九州の平坦地および中山間地帯の密植栽培に適し、春秋兼用、夏
秋専用として、春、夏秋の壮蚕用に適する。桑萎縮病抵抗性は中間性であるので、桑萎縮病激
発地への導入は避け、計画的に防除する必要がある。また、安定多収並びに樹勢維持のため、
株元伐採での収穫は年１回とする。

※岩田 益、樋田仁蔵、山本 賢（1992）桑の新品種「みつみなみ」の育成．九州農業試験場報
告 ：183-20527(2)

（1991）117．桑の新品種「たちみどり （桑農林13号」 ）
松尾幹夫、尾暮正義、長沼計作、木内美江子、横山忠治、原島典雄（1991）桑の新品種「たちみ

どり （桑農林13号 ．技術資料 ：5-8､ 15-21」 ） 第121号
１．近年、土地生産性の向上と収穫・管理の機械化を目指す新しい技術として、多・密植桑園が
広く普及しつつあり、その栽培収穫体系に適合する桑品種の要望が強い。そのため密植向き桑
品種として昭和63年に「みつしげり」が育成・公表されたが 「みつしげり」は良質・多収で、
耐寒性を備えており少雪寒冷地に適するが、萎縮病抵抗性がやや低く、秋季の葉の硬化がやや
早い上 倒伏しやすいため温暖地・暖地での栽培には不向きである そのため 温暖地では 一、 。 、 「
ノ瀬」や普通桑園向けに育成された「しんいちのせ」および「はやてさかり」が栽培されてい
るが 「しんいちのせ」は枝条がやや太く、また「はやてさかり」はやや展開性であるなど密、
植栽培・機械収穫に対する適合性に難点があり、温暖地向き密植栽培適応性品種の育成が要望
されていた。そこで、温暖地に適応し、良質・多収で萎縮病抵抗性に優れ、密植栽培に適する
優良品種の育成を目的とした。
． 、 、「 」 、２ 本品種は 昭和47年に蚕糸試験場栽桑部桑育種第１研究室において ときゆたか を雌親
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「赤芽魯桑」を雄親として交雑し、得られた交雑実生を日野桑園（東京都日野市）に植え付け
て昭和48年から５年間個体選抜試験を行って、選出したものである。昭和54年～59年までの６
年間、蚕糸試験場（筑波）において系統選抜試験に供試するとともに、昭和54年～58年に愛知
県および鳥取県の両試験地で萎縮病抵抗性検定試験に供試した。

３．これらの試験においてそれぞれ優秀な成績が得られたので、昭和61～平成元年に群馬県およ
び千葉県において栽培および飼育試験（系統適応性検定密植試験、１系統当たり2.5ａ）を実
施した。その結果、良質・多収であるとともに、挿木発根性にも優れており、機械収穫にも適
合することが確認され 土地生産性向上に貢献することが期待されるため平成２年６月22日 桑、 「
農林13号」として登録され 「たちみどり」と命名された。、

４．本品種の特性の概要は次のとおりである。①本品種はログワ系に属し、２倍体である、②根
刈仕立の樹型は直立型である、③枝条は直立で灰白色を呈し 「しんいちのせ」と比較すると、

。 、 、 「 」 、枝条数はやや多い 枝条は短く やや細いが良く揃う ④節間長は しんいちのせ より短く
冬芽は灰褐色の三角形でやや小さく、枝条に密着する、⑤葉形はやや大型の全縁葉で２裂葉が
僅かに混在する。葉色は濃緑色で、光沢を有し、葉面は滑らかである、⑥春季の発芽は「しん
いちのせ」と大差なく、その後の発育も大差はない、⑦春秋兼用壮蚕用としての年間収葉量は
「 」 、 、 「 」しんいちのせ より多く 条桑量中の新梢・葉量割合も高い ⑧萎縮病には しんいちのせ
よりやや強く、縮葉細菌病抵抗性は大差ないが、生育不良株および枯株の発生は極めて少なく
強健である、⑨古条挿木の発根性は極めて良好である、⑩蚕の飼育成績は「しんいちのせ」と
同等である。

５．本品種の適応地域は、北関東から山陰地方までの温暖地であり、春秋兼用または夏秋専用の
密植桑園用として春・秋の蚕に適する。萎縮病には「しんいちのせ」よりやや強いが「ときゆ
たか」よりやや弱いので、萎縮病多発地での栽培は避ける方が望ましい。また、条桑量中の新
梢・葉量の割合が高いので、蚕飼育における給桑量が過多にならないよう注意を要する。

（1991）118．回転培養方式による昆虫細胞の大量培養
今西重雄、富田秀一郎、中尾 肇（1996）鱗翅目昆虫の浮遊性培養細胞の高密度大量培養につい

て．日本蚕糸学雑誌 ：7-1265(1)
１．浮遊性の特性を特つヨトウガの脂肪体由来の細胞株（ -1,-4）を回転および静置培養方MaBr

式によって大量培養する場合の各種培養条件を検討した。
２．３％牛胎児血清を含むＭＭ培地を用いる場合、培養温度は28℃、培地の は6.8、初期細pH

胞密度は１～５×10 1、ローラーボトルの回転速度は0.83 が適していることが分かっ5/m rpm

た。また、低コストな無血清培地（ - ）に馴化した細胞（ -４）を供試した場合にMM SF MaBr

も同様な増殖性が確かめられた。
３．この条件下では培養後10日間で細胞は2×10 から1.6×10 に増殖可能で、500 のボ5 6/ml ml ml

トルを用いた回転培養では10日間で総量8×10 個の細胞を得ることができる。8

４．培養の経過に伴って培地の酸性化が進み、細胞の増殖性が劣化するので、長期間にわたって
培養を続ける場合には、培地の を適性に調整する必要がある。pH

（1991）119．ドウガネブイブイの性フェロモン成分の化学構造
Leal, W. S. (1991) (R,Z)-5-(-)-(Oct-1-enyl) oxacyclopentan-2-one, the sex pheromone of the scarab

beetle . : 521-523Anomala cuprea Naturwissenschaften 78

Ano-Leal, W. S., F. Mochizuki, S. Wakamura and T. Yasuda (1992) Electroantennographic detection of

Hope (Coleoptera: Scarabaeidae) sex pheromone. . : 289-mala cuprea Appl. Entomol. Zool 27(2)

291
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１．雌の匂いを空気捕集法によって抽出し、抽出物を雄成虫に示したところ、交尾器を出すなど
の前交尾行動が観察されたことから、性フェロモンの存在を確かめた。

２．生物電気検出器を装着したガスクロマトグラフ（ - ）を用いて分析したところ、雄のGC EAD

触角が特異的に反応を示す成分の存在が確認された。この成分は、ガスクロマトグラフ直結質
量分析計（ - ）や同赤外分光分析計（ - 、原子発光検出器装着ガスクロマトグラフGC MS GC IR）
（ - ）などを用いた化学分析ならびに立体特異的有機合成と光学異性体分割カラムを用GC AED

いたガスクロマトグラフ分析によって( , )-(－)-1-( -1- ) -2- であR Z oct enyl oxacyclopentane one

ることを明らかにした。
３．室内に設置した小型風洞内において雄成虫が合成性フェロモンを含ませた濾紙片に対して繰
り返し接近する行動が観察された。

※レアル・バスター・スアレス「ドウガネブイブイの性誘引剤 （特許公開： 、1994年」 H6-157206
６月３日）

（1991）120．カイコセクロピン型抗菌蛋白質 の の単離と構造解析B cDNA
Taniai, K., Y. Kato, H. Hirochika and M. Yamakawa (1992) Isolation and nucleotide sequence of cecro-

pin B cDNA clones from the silkworm, . : 203-206Bombyx mori Biochim. Biophys. Acta 1132

１．カイコの主要な生体防御蛋白質のひとつであるセクロピン型抗菌蛋白質 の を単難B cDNA

し、塩基配列を決定した。これまでに成熟蛋白質のアミノ酸配列は報告されていたが、今回シ
グナルペプチドやプロセシングによって除かれるアミノ酸が明らかになった。

２．また大腸菌を注射した５匹の幼虫の脂肪体から作製したライブラリーから、塩基配列の異な
る４種類のセクロピン の クローンが得られ､遺伝的多型あるいは遺伝子ファミリーのB cDNA

存在が示唆された。
３．さらに、３’非翻訳領域は極めて と に富むことが特徴的で、その中には、一時的に合A T

成された後速やかに消失する蛋白質遺伝子に見られる 配列が数カ所あり、 崩壊ATTTA mRNA

の調節に関与していると考えられた。

（1992）121．サクサンフィブロインの一次構造
Antheraea pernyiYukuhiro, K., T. Kanda and T. Tamura (1991) Motif and preferential codon usage in

（第63回遺伝学会大会講演要旨）fibroin gene. . : 755Jpn. J. Genet 66(6)

１．サク蚕フィブロイン をクローニングし、約1.4 の塩基配列を決定した。cDNA kb

． 、 、 、 、２ サク蚕フィブロインのアミノ酸組成は大部分 アラニン グリシン セリンの３種よりなり
アラニンの大部分は連続したポリアラニンの形態で存在することを明らかにした。

３．フィブロイン遺伝子内の反復基本単位（モチーフ）に２種類あることを明らかにした。
４．テン蚕フィブロイン遺伝子においてもサク蚕のものと相同性のある反復構造があることが明
らかとなった。これらの構造はカイコのものとは大きく異なっていた。

５．各種フィブロイン遺伝子のコドンの使用頻度に偏りがみられることが判った。

122．カイコ核多角体病ウイルスp10様遺伝子を用いたバキュロウイルスベクター
（1992）

Bombyx moriTomita, S., T. Kanaya, J. Kobayashi and S. Imanishi (1995) Isolation of p10 gene from

nuclear polyhedrosis virus and study of its promoter activity in recombinant baculovirus vector

system. : 65-70Cytotechnology 17

１．カイコ核多角体病ウイルス（ ）のゲノム中にイラクサキンウワバ核多角体病ウイルBmNPV

（ ） 、 。ス の 10遺伝子のホモログが存在することを確認し これを単離･シーケンスしたACNPV p
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２．シーケンスした 10様遺伝子の５側のスタートコドンから上流域のフラグメントを合成し、p ’

スタートコドンを潰して Ⅰサイトを導入した。新たに合成した上流域フラグメントとクNru

ローニングした３下流域のフラグメントをつなげて、トランスファーベクター 1を作製’ pBNT

した。
３．トランスファーベクター 1に外来遺伝子としてルシフェラーゼ遺伝子を導入した組換pBNT

えウイルスを作製し、カイコ幼虫およびカイコ胚子由来培養細胞株 - -15 Ⅱ にNISES BOMO A c

接種して、遺伝子発現させることに成功した。

（1992）123．ハイブリッドシルクのバルキー加工技術
、 、 、 （ ） ．高林千幸 伊坪友子 宮崎栄子 彦部孝吉 1992 賦形法によるハイブリッドシルクの嵩高加工

製糸絹研究発表集録 ：80-81第40回
１．ハイブリッドシルクを幅広い用途へ展開するため、その嵩高加工方法を開発した。
２．賦形法による嵩高加工：ハイブリッドシルクを用途に応じて任意の太さに合撚した後、フィ
ールドローラーによって送り出し、歯形形状の金属と樹脂で構成した賦形ローラーで圧接する
ことにより、その間で生ずる静電気で糸条を開繊させながらバルキー性を付与しコーンに巻取
る。その後、熱処理によってパーマネント加工を施す。

３．加工糸の形態および特徴：嵩高加工したハイブリッドシルクは処理前のものに比べ２倍以上
のバルキー性を示し、糸条は柔らかく弾性に富む性質を示す。

４．製品化：これまで開発した製品はセーター類、スカーフ、ブラウス等であり、いずれもこれ
までのハイブリッドシルクにない特性が発揮され、差別化素材として高い評価を得ている。

※高林千幸、彦部孝吉、宮崎栄子（1995）ハイブリッドシルクのバルキー加工技術の開発．日本
蚕糸学雑誌 ：179 18364(2) -

（1992）124．蚕の上蔟装置
、 「 」（ 、 、 、）蜷木 理 丸山 誠： 自動上蔟装置 1993年特許出願 特許登録： 1995年12月８日1995991

１．上蔟の省力化を目的として、熟蚕収集分離装置、蚕沙搬出装置、熟蚕振り込み装置および移
動式回転蔟吊り下げ装置を試作し、これらを組み合わせた上蔟装置を開発した。
． 、 、 、２ 装置の内容は 条払いや網取り法で収集した熟蚕を再度 熟蚕収集分離コンベア装置に移し

上蔟ネットを２枚掛けて熟蚕と蚕糞蚕沙とに分け、分離された残沙は蚕沙搬出コンベア装YM

置によって外部の運搬車等に運ばれる。一方熟蚕は、熟蚕振り込み装置に集められ、そこから
定量の熟蚕を振り込みバットに入れ、バットが図面の各Ｄ地点まで来るとマグネット方式によ
りバットがＡ、Ｂ、Ｃ地点で同時に回転して、移動式回転蔟吊り下げ装置の蔟に振り込まれる
仕組みになっている。振り込まれた熟蚕は、回転蔟の下方に蚕上蔟簡易ネットが付いているの
、 、 、 。で 落下すること無くネットに溜まるが その後 ネット上を移動し順次蔟穴に入り営繭する

なお、営繭中は分速３ｍ程度で移動するようになっているので、ネットが付いたままでも解舒
などに悪影響はない。

３．振込み装置は一度に３個の回転蔟に振り込むので、大幅な時間短縮ができる。
４．移動式回転蔟吊り下げ装置は天井に設置されたレールを巡回するので、すべての作業は一箇
所ででき、しかも、蚕上蔟簡易ネットの使用により、落下蚕がほとんど無いので再上蔟の必要
は無く、大幅な時間短縮と省力化が期待できる。

５．本装置の使用による繭糸質は通常の上蔟法のものと変わらず、むしろ、落下蚕の衝撃で不吐
糸蚕の出現が無いだけ増収がみられた。

６．この装置により上蔟作業の省力化が図られ、二人作業日20箱程度の上蔟が可能となる。
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（1992）125．絹蛋白質の酵素固定化担体としての利用
塚田益裕、片山秀夫、新井潤一郎、水沢厚志「固定化酵素膜 （特許登録： 、1997年12月」 2729448

19日）
１．絹蛋白質は生体触媒である酵素に対して優れた親和性を示すため、酵素を固定化するための
担体として利用できる。そこで、化学修飾法により酵素活性保持力と保存安定性に優れた酵素
固定化担体用の絹蛋白質を調製し、保存安定等の機能性に富むバイオセンサを開発した。

２．メタクリルアミド重合物を充填後グルコースオキシダーゼ（ ）を固定化した絹フィブGOD

ロイン膜あるいは を固定化した対照区絹フィブロイン膜を材料に用いた。過酸化電極にGOD

これらの絹膜を装着して、所定濃度（150 1）のグルコース溶液と接触させて、過酸化水mg/d

nA/s nA/s素電極からの出力電流を測定したところ、前者では600 であるのに対して後者では870
となり、親水性ビニル化合物充填絹フィブロイン膜での出力電流の増加が確認された。

３．対照区絹フィブロイン膜では保存過程における経過時間とともに出力電流が低下する傾向が
見られるが、改質絹フィブロイン膜の出力電流がやや増加する傾向が明らかとなった。

（1992）126．桑の新品種「ゆきあさひ （桑農林14号」 ）
和田 實、牧 音榮、宮山健也、山田景三、堤 忠宏（1992）桑の新品種「ゆきあさひ （桑農」

林14号 ．技術資料 ：1-9） 第124号
１．近年、積雪地帯の養蚕は、中山間地への地域特化が進むなかで、規模拡大・多回育化を中心
とした経営の効率化が図られている。その生産基盤となる桑栽培においては、養蚕計画に対応
し、良質な桑葉を安定的に確保することが重要である。しかし、積雪地に栽培されている胴枯
病抵抗性桑品種の多くは、収量・葉質が劣り、萎縮病や裏うどんこ病に弱いという欠点を持っ
ている。特に萎縮病は被害が大きく、発病防止には多大な労力と経費を必要とし、桑栽培上の
障害となっている。このため、胴枯病と萎縮病の抵抗性を兼備した新品種の育成に強い期待が
寄せられてきた。そこで、胴枯病並びに萎縮病に強く良葉質・多収性の中・多雪地向き桑品種
の育成を目的とした。

２．本品種は、ヤマグワ系「剣持」の冬芽にコルヒチン処理をして育成した良葉質で胴枯病に強
い４倍体の「 -40 （2 ＝56）を母親に、ロソウ系で萎縮病に強く良葉質・多収性の大島CL n3 」
桑（2 ＝28）を父親として、昭和50年に蚕糸試験場栽培武桑育種第２研究室において交配しn

た。
． 、 、３ 昭和51～54年の個体選抜試験に 交雑番号谷 .4928を付した386本の交雑実生苗を供試しNo

10個体を選抜した。これらの選抜個体は、昭和54～57年の系統選抜試験に供試し、多収性で胴
枯病並びに萎縮病に強い１系統（谷 .4928-1）を選抜した。No

４．これに谷75-01の系統名を付し、昭和58～62年の５年間、愛知県・鳥取県・徳島県の各試験
地で特性検定 耐萎縮病性 試験を実施するとともに 昭和60～平成２年の６年間 山形県 中（ ） 、 、 （
雪地 ・新潟県（多雪地）の２試験地において系統適応性検定試験に供試し、栽培試験および）
蚕飼育試験を行った結果、耐病性（胴枯病・萎縮病 、良葉質・多収性などの優れた特性が評）
価を受け、平成３年６月26日 「桑農林14号」に登録され 「ゆきあさひ」と命名された。、 、

５．本品種の特性の概要は次のとおりである。①本品種はヤマグワ系に属する３倍体である、②
低幹根刈仕立の樹型は「剣持 「ふかゆき」と同程度の「やや展開」型である、③枝条は直立」
性で灰褐色を呈し、枝条伸長は良好で 「剣持 「ふかゆき」に優り「長」である、枝条数は、 」
「ふかゆき」より多いが「中」である、④節間長は「剣持 「ふかゆき」より短く「やや短」」
である。冬芽は暗褐色の中形三角形で、枝条に密着斜立して着生する、⑤葉型は、春は２裂～
４裂葉に多裂葉、夏秋期は２裂～４裂葉に全縁葉が混在し、中型で厚い。葉面は光沢があって

、「 」 「 」 、 、「 」「 」縮皺は少いが 剣持 に比べ やや粗 である ⑥春期の発芽の早晩は 剣持 ふかゆき
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並の「中」である。その後の新梢の発育は「剣持」と同程度であるが、葉数は「剣持」より多
い、⑦低幹根刈仕立の夏切法による壮蚕用の年間収葉量は 「剣持 「ふかゆき」よりかなり、 」
多い、⑧桑胴枯病には「剣持 「ふかゆき」より強く、また、萎縮病には「剣待」よりかなり」
強い。裏うどんこ病罹病程度は「ふかゆき」並みの「中」でり、晩秋期の葉の硬化は「剣持」
より遅い。蚕の飼料価値は「剣持 「ふかゆき」より良好である、⑨古条挿木の発根性は極め」
て良好で、桑苗の自給生産が容易である。

６．本品種は、東北・北陸・山陰および東山の積雪地帯に適し、特に平均積雪２ｍ以上の多雪地
帯への導入が可能である。春秋兼用・夏秋専用桑園における春秋の壮蚕用に適するが、低幹根
刈仕立の場合、立枯性細菌病の発生に留意し、埋株は避けた方がよい。また、本品種の特性を

、 、 。生かすため 生育初期の株作りに重点を置き 栽植後３年目から夏切りをすることが望ましい
※牧 音榮、堤忠宏、山田景三、宮山健也、和田 實（1991）桑新品種「ゆきあさひ」の育成．

北陸農業試験場報告 ：9-27第33号

（1992）127．桑の新品種「ひのさかり （桑農林15号」 ）
岩田 益、樋田仁蔵、山本 賢、市橋隆壽、内田 満、阿部 弘（1992）桑の新品種「ひのさか
り （桑農林15号 ．技術資料 ：1-4､ 9-14」 ） 第125号
１．広く普及してきた「一ノ瀬」には、①樹型が展開性で倒伏しやすく収穫や桑園管理に支障を
きたす、②縮葉細菌病に罹病性である、等の欠点がある 「しんいちのせ 「はやてさかり」。 」、
などは、これらの点を改良した品種であるが、近年普及拡大してきている密植栽培や収穫機械
には、枝が太い、樹型が展開性あるなどの点から必ずしも適しているとは言えない。また、暖
地における桑品種に対する要望は多様化し、機械作業のために樹型が直立で条径が細く、活発
に生長して下部落葉が少なく、発根性に優れた良質多収品種の育成が強く望まれている。
そこで、西南暖地に適応した良質・多収で条径が細く、耐倒伏性で、耐病性（縮葉細菌病）

に優れた優良桑品種の育成を目標とした。
２．昭和51年、蚕糸試験場九州支場において暖地向きに育成した多収性で葉の硬化が遅い「みな
みさかり （桑農林４号）を雌親に、蚕糸試験場で温暖地向きに育成された、枝条の伸長が良」
好で比較的枝が細く、葉が厚い「あつばみどり」を雄親に用いて交配を行った。昭和48年から
50年までは実生による個体選抜を実施した。昭和51年から56年に系統選抜試験を行った結果、
選出した系統「九72-15」は優良な成績を収めた。そこで、昭和55年から59年まで、愛知、徳
島、鹿児島の各試験地で桑の萎縮病抵抗性検定試験を実施するとともに、昭和60年から大分・
高知の試験地と 昭和63年から宮崎の試験地においてそれぞれ平成３年まで系統適応性検定 宮、 （
崎は密植）試験に供試し、栽培試験並びに蚕の飼育試験を実施した。
その結果、耐倒伏性で枝が細く、機械収穫が容易で普通及び密植栽培に向き、良質・多収で
あることが認められ、平成４年７月17日「桑農林15号」として登録され 「ひのさかり」と命、
名された。
． 、 、 、３ 本品種はカラヤマグワ系に属する２倍体で 暖地の普通植え及び密植栽培に適し 耐倒伏性

「 」 。 。良質・多収性であるこどなどから ひのさかり と命名された 特性の概要は次の通りである
①葉は春秋とも全縁から２裂葉で濃緑色を呈し、葉面は平滑である。②春の発芽は「しんいち
のせ」よりやや早く、新梢の発育は良好である。③中間伐採後の再発芽性は良好で、晩秋期の
葉の硬化は遅い。④枝条長は「しんいちのせ」よりやや短いが、株内枝条長は斉一であり、枝
条数は多い。また、節間長は「しんいちのせ」より短い。⑤条径は「しんいちのせ 「はや」、
てさかり」に比べて細い。⑥収量は「しんいちのせ」より多く 「はやてさかり」と同等か、、
やや多い。⑦ 縮葉細菌病抵抗性は強く、萎縮病および裏うどんこ病には「しんいちのせ」並
である。⑧蚕飼育成績による飼料価値は「しんいちのせ」と同程度に良好である。 ⑨接木の
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活着性及び挿木発根性は良好である。
． 、 、 、４ 本品種の適応地域は 四国 九州の平坦地および中山間地帯の普通植および密植栽培に適し
春秋兼用、夏秋専用として春、夏秋の壮蚕用に適する。萎縮病抵抗性は「しんいちのせ」並で
あるので、萎縮病激発地への導入は避ける方が望ましい。

（1992）128．桑の新品種「はちのせ （桑農林16号」 ）
藤田晴彦、片瀬海司、内川長弥、矢崎利一、北浦 澄、松島幹夫、片桐幸逸（1992）桑の新品種

「はちのせ （桑農林16号 ． 技術資料 ：5-8､ 15-23」 ） 第125号
１．東山地域の少雪寒冷地帯に栽培されている桑品種の多くは、①耐寒性が不十分で、しばしば
凍害を蒙る、②降水量が比較的少ないため干魃害を受けることがある、③晩秋蚕期の葉の硬化

。 「 」が早く飼料価値が低くなるといった欠点があった 耐寒性で多収の品種として あおばねずみ
「しんけんもち 「みつしげり」等が育成されたが、これらの品種には、①耐干性がないため」
下部落葉が多く、晩秋蚕期の葉の硬化が早い、②萎縮病や桑裏うどんこ病に弱く葉質が悪い等
の欠点があり、普及にいたっていない。一方、近年土地生産性の向上と収穫・管理の機械化を
目指して、多・密植桑園が広く普及しつつあり、その栽培収穫体系に適合する桑品種の育成が
要望されていた。そこで、少雪寒冷地に適応し、良質・多収の耐干性、桑裏うどんこ病および
萎縮病に抵抗性の普通植え、密植栽培適合性品種の育成をすすめた。

２．本品種は昭和47年に蚕糸試験場中部支場裁桑研究室において 「一ノ瀬」を雌親に 「魯八」、 、
を雄親にして交雑した。昭和48年から４年間、得られた交雑実生から個体選抜試験を行って、
選出した。昭和52～56年まで、蚕糸試験場（松本）において系統選抜試験に供試した。昭和60
～平成元年に鳥取県および鹿児島県で萎縮病抵抗性検定試験を、また、昭和60～平成３年に岩
手県、長野県および山梨県において栽培、飼育試験（系統適応性検定試験、系統適応性検定密
植試験）をそれぞれ実施した。その結果、良質・多収であるとともに、夏秋期における枝条下
部の落葉はほとんどなく、先枯れも少なく、桑裏うどんこ病抵抗性で挿し木発根性にも優れて
おり、機械収穫にも適合することおよび飼料価値も極めて高いことが確認されたため平成４年
７月17日「桑農林16号」として登録され 「はちのせ」と命名された。、

３．本品種はカラヤマグワ系に属する２倍体で、寒冷地向耐凍性中生で普通植えおよび密植栽培
に適し、耐病性・良品質多収である。特性の概要は次のとおりである。①葉は春秋とも４裂葉
大型で濃緑色を呈し、葉面は平滑で光沢がある。②春の発芽は「一ノ瀬」よりやや遅い。③枝
条長は「改良鼠返」と大差ないが 「一ノ瀬」よりやや短い。④枝条数は「一ノ瀬 「改良鼠、 」
返」より多く、枝条の色も異なる。⑤枝条の先枯れは「一ノ瀬」や「改良鼠返」より少ない。
⑥雌雄性であるが 「改良鼠返」より花数が少ない。⑦萎縮病抵抗性は「一ノ瀬」と大差ない、
が 「改良鼠返」より高い。⑧桑裏うどんこ病抵抗性は高く、殆ど罹病しない。⑨密植栽培に、

、「 」 「 」 。 、 、おける収量は 一ノ瀬 や 改良鼠返 より多い ⑩蚕飼育成績による飼料価値は 春蚕期
晩秋蚕期ともに「一ノ瀬」や「改良鼠返」より高い。

４．本品種の適応地域は、東山地域および東北地方の太平洋岸地帯の少雪寒冷地で、春夏兼用ま
たは夏秋専用の普通植および密植桑園用に適する。また、条桑中の新梢・葉量割合および飼料
価値が高いので、蚕飼育における給桑量が過多にならないように注意を要する。

（1992）129．新実験昆虫エビガラスズメの通年飼育体系
木口憲爾、霜田政美、田中良明、木内 信、竹田 敏（1994）エビガラスズメの通年飼育体系．

蚕糸・昆虫農業技術研究所研究報告 ：37-5210号
１．成虫の交尾・産卵行動の解発に必要な条件を明らかにすると共に、幼虫期の日長および温度

、 。条件を変えることによって蛹の休眠性を制御できることを見出し 通年屋内採卵法を確立した
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SPLP SPLP SPLP SPLP２ カイコの人工飼料を参考に エビガラスズメ用人工飼料 25 20 , 10． 、 （ 、 、 、
5）を作出し、全齢人工飼料育を試みたところ、甘藷生葉で飼育した場合とほぼ同様の発育経
過で連続した継代飼育が可能となった。

３．継代飼育および小規模実験材料供給のための個体飼育法、ホルモン精製など数千～数万頭の
大量供給のための合理的な集団飼育法を開発し、研究目的に応じた飼育法が確立された。

４．幼虫期における体重、体長および発育経過等を調べ、個体飼育と集団飼育における発育特性
を明らかにした。また、成虫期においては赤外線カメラを用いて、羽化、訪花、吸蜜、交尾、
産卵に関する行動解析を行い、各行動の日経過および日周変化を明らかにした。
． 、 、５ 以上の成果により 効率的かつ安定したエビガラスズメの通年飼育システムの構築に成功し
人工飼料育下におけるライフサイクルの全容を解明し、実験昆虫としての基盤を確立した。

（1993）130．複合樹脂加工剤による絹織物の防しわ・黄変防止加工法
於保正弘、加藤 弘、武部 豊（1993）グリオキザール・水溶性ウレタン・ヒドラジンによる絹

織物の樹脂加工．製糸絹研究発表集録 ：112-113第41集
１．これまでに、絹織物の加工にジメチロールエチレン尿素と熱反応型を有する特殊な水溶性ウ
レタン樹脂を用いて、絹織物の欠点である防しわ性、耐摩耗性、黄変を改善できる加工法を開
発した。しかしながら、これまでの加工法による絹織物は、日時が経過するにしたがってホル

g/gマリンが遊離する問題があった そこで 厚生省で定められた残留ホルマリン規制値 75μ。 、 （
以下）をクリヤーする安全性の高い加工方法を検討した。
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※山口雪雄「絹織物のしわおよび黄変防止加工方法 （特許登録： 、1990年７月10日）」 1567417
２．グリオキザール系樹脂に熱反応型水溶性ウレタンおよびジアルキルヒドラジンを加えた繊維

、 、 、加工剤を複合使用すると ５～10 の低重合付着率にも関わらず 絹織物の乾・湿両防しわ性%

とくに湿潤時の防しわ性が20 ～30 向上し、さらに現在最も効果のあるとされるチオ尿素・% %

ホルマリン樹脂( )に匹敵する黄変防止効果が得られた。TU

３．加工織物の残留ホルマリンは、 試験により40～50μ 検出された。これは厚生省令にJIS g/g

g/gよるベビー用品のゼロ値に対しては不適格であるが、一般下着、パジャマ、靴下等の75μ
以下である規制値は完全にクリヤーすることが確認された。

４．本加工法では樹脂を絹に直接反応固着させるので、洗濯などによっても加工効果が失われな
い耐久性に優れたものとなった。しかも、ウレタン樹脂の柔軟かつ弾性に富んだ皮膜の形成に
よって、デリケートな繊維表面が保護されるので絹本来の風合い、柔軟性、吸湿性が損なわれ
ることがない。

（1993）131．高強度絹糸の作出
坪内紘三、赤羽恒子、今井恒夫（1993）極細繭糸を利用した高強度絹釣り糸素材の開発．日本蚕

糸学会第63回学術講演会講演要旨集
１．極細繭糸を利用した絹糸の高強度化を進め、絹の釣糸や外科手術糸用の素材開発を目標とし
た。高強度絹糸開発のため、まず細繊度繭糸蚕に生理活性物質( )を投与して３眠蚕とAnti-JH

、 （ ） 。 、 、し 極細繭糸繊度 １ｄ の繭を作出した 次に この繭糸を用いた生糸でブレード糸を作り
精練延伸を行った。

２．その結果、自動繰糸機（ -Ⅱ型）で繰糸可能な極細繭糸繊度繭が得られた。その繭糸繊度CT

は1.0 （デニール）でフィブロインフィラメントは0.4 である。d d

３．極細繭糸による生糸は通常の普及蚕繭による生糸に比べて太さむらが少なく、強度は30 程%

４．極細繭糸を用いた生糸でブレード糸（組み糸）を作り、精練（脱セリシン）と延伸を行った
ところ、空気中の強度が5.5 、水中結節強度約3 と非常に高い価のものが得られた。g/d g/d

５．空気中の強度5.5 は化学繊維の釣糸にほぼ匹敵する値である。g/d

※坪内紘三（1994）絹つり糸用高強度絹糸の開発と利用．蚕糸昆虫研ニュース ：2No.22

（1993）132 「綿蚕」紡績糸による洋装用新衣料素材．
神田千鶴子（1994 「綿蚕」利用の簡易紡績法とその製品．蚕糸昆虫研ニュース ：2） No.23
１．保存品種の「綿蚕」系統の生繭層を精錬することなくハンドカード用針布で開繭し、カード
（梳綿機）にかけたところ、開繭綿の繊維長を制御することで綿化することに成功した。開繭
絹綿は繊維がよく分散してネップ（塊）が少なく良好な紡績用繭層ラップ（綿）となった。

２．電動式手工的カードのみによる絹綿を円筒に詰めガラ紡（和紡績）システムで製造した紡績
糸の平均繊度は約700 （デニール）と太かったが、サンプルローラーガードを併用して綿化しd

た繭層ラップによるガラ紡糸の平均繊度は300 以下となり、繊度むらが少ない細繊度紡績糸d

が得られた。
３ 「綿蚕」紡績糸から作出した織物を精錬すると繭糸表面のセリシンがほどよく取り除かれ、．
糸間の内部空隙が増大して柔軟性に富み優れた光沢のある織物が得られた 「綿蚕」ガラ紡糸。
から製造したブラウス地の見掛けの比重および剛軟度は、対照区より小さく、膨らみと柔軟性
に富む織物となった。試作した婦人用ブラウスは仕立て易く、雅趣に富んだものとなった。

（1993）133．紫外線照射による桑炭そ病潜在感染の早期診断
59(3)白田 昭 1993 紫外線照射によるクワ葉でのクワ炭そ病の病斑誘発 日本植物病理学会報（ ） ．
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：259-262
１． （ ）による桑炭そ病 は、夏から秋にかけて全国の桑Colletotrichum dematium C morifolium= .
園でみられ、発病条件が揃うと激発する病気であるが、感染経路、侵入・発病過程は不明であ
った。そこで、桑葉にストレスを付与して熟化と似た現象を起こし、病斑の顕在化を試みた。

２．潜在感染した桑葉の裏面に紫外線（波長230～310 ）を３～５分間照射し、25℃の湿室に保m

つと、照射葉は２～４日で褐変し、潜在的感染部は病斑として出現した。
３．この病斑を数えることによって、検査葉の潜在的感染程度が判定できた。
４．出現した病斑部には、数日で胞子堆ができ、そこに分生胞子と剛毛を生じた。
５．胞子堆を含む葉片を 培地（２％スクロース添加ジャガイモ煎汁寒天）上に置くと炭そPSA

病菌が優位に増殖するため、本菌の分離は容易であった。
． 、 。 、６ 本法によって分離した菌と胞子は 常法による分離菌と同様の病原性を示した 以上の結果
本法は、菌の分離および早期診断に有効であることが判明した。

（1993）134．カイコのゲノムからの 多型を示すクローンのスクリーニング法DNA
Yukuhiro, K., T. Kanda and T. Tamura (1992) Efficiency in detection of clones showing RFLP in a gen-

（第 回遺伝学会大会講omic library of silkworm, . . : 564 64Bombyx mori Jpn. J. Genet 67(6)

演要旨）
１．支108号系統のゲノム を制限酵素 1で切断して得られた0.5-2.0 の断片よりゲノムDNA Pst kb

２． でラベルされた全ゲノム をプローブとした２段階のハイブリダイゼーションにより32P DNA

ゲノム中での反復度の低いクローンの選択法を確立した。
３．２で確立された選択法を用いて、861クローンをスクリーニングした結果、151が反復度が低
いと判明した。この中の109クローンを調べたところ60がシングルコピーであり、その中の45
で 多型を検出できた。DNA

４．作出したライブラリー全体を考えると約90 クローンが反復配列を含み、約10 がシングル% %

コピーであり、そのうちの75 は を検出できるプローブとして使用できることが明らか% RFLP

となった。

（1993）135．広食性蚕品種「はばたき」
山本俊雄、榎島守利、間瀬啓介、加藤正雄（1993）春蚕用広食性蚕品種「日603号・日604号×中

604号・中605号 ．技術資料 ：1-4」 第127号
日603号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて広食性蚕品種として育成した二化性白繭系の日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は形である。幼虫の経過は日137号に比

べて稚蚕、壮蚕ともに大差がない。眠起はよく揃い、飼育取扱は容易であるが、５齢期はやや
肥大しすぎるので給桑量は控えめにして、しめ飼いすることが望ましい。繭は浅縊俵形で、ち
ぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日604号とを交配する場合、両品種の取り扱いがほぼ等しいときは、催青着手を２日

程度遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。
日604号２．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて広食性蚕品種として育成した二化性白繭系の日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は形である。幼虫の経過は日137号に比
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べて遅く、稚蚕で約１日、壮蚕でも約１日長い。飼育では、眠起の取り扱いを適切にし、稚蚕
期は特に良桑を給与することが望ましい。繭は浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵
色は藤鼠である。
本種と日603号とを交配する場合、両品種の取り扱いがほぼ等しいときは、催青着手を２日

程度早くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。
日603号×日604号３．
化性：二化性。系統：日日交雑原種。
本種は中604号と中605号との交雑原種と交配し、四元交雑種を造る。
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は形である。幼虫の経過は日137号に比

べて稚蚕は大差ないが、壮蚕は約１日長い。眠起はよく揃うので、春、夏秋ともに飼育は容易
である。繭は浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と中604号と中605号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取り扱いがほぼ等しい

ときは、本種の催青着手を４日早くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６
分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
中604号４．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて広食性蚕品種として育成した二化性白繭系の中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、幼虫の体色は青系で、斑紋は雌は形蚕、雄は姫蚕となる限性形質を有
し雌雄鑑別の容易な品種である。幼虫の経過は支146号に比べて稚蚕、壮蚕ともに大差ない。
虫質は強健であるが、眠起の取り扱いを適切にし、稚蚕期は特に良桑を給与することが望まし
い。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁である。
本種と中605号とを交配する場合、両品種の取り扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手

を同時にすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。
中605号５．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて広食性蚕品種として育成した二化性白繭系の中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、幼虫の体色は青系で、斑紋は雌は形蚕、雄は姫蚕となる限性形質を有
、 。 、 。し 雌雄鑑別の容易な品種である 幼虫の経過は支146号に比べて稚蚕 壮蚕ともに大差ない

虫質は強健であるが、眠起の取り扱いを適切にし、稚蚕期は特に良桑を給与することが望まし
い。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁であるが、藤鼠を混ずる場合が
ある。
本種と中604号とを交配する場合、両品種の取り扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手

を同時にすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適
当である。
中604号×中605号６．
化性：二化性。系統：中中交雑原種
本種は日603号と日604号との交雑原種と交配し、四元交雑種を造る。
蟻蚕は黒褐色を呈し、幼虫の体色は青系で、斑紋は雌は形蚕、雄は姫蚕となる限性形質を有
、 。 、 。し 雌雄鑑別の容易な品種である 幼虫の経過は支146号に比べて稚蚕 壮蚕ともに大差ない

虫質は強健で眠起はよく揃うので、桑不足にならないよう注意すれば春、夏秋ともに飼育の取
り扱いは容易である。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁である。
本種と日603号と日604号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取り扱いがほぼ等しい

ときは、本種の催青着手を４日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６
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分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
７． （愛称：はばたき）日603号・日604号×中604号・中605号

化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕期
本種は日中四元交雑二化性の白繭種で、低コスト人工飼料に適する広食性蚕品種である。
幼虫の体色は青系に淡赤系を混じることがあり、斑紋は形である。１～４齢を低コスト人工

飼料で飼育すると、幼虫の経過は（日601号×日602号）×（中602号×中603号）に比べて稚蚕
期はやや長めであるが、全齢では大差ない。虫質は強健で、眠起はよく揃うが、就眠期は除湿
に務め、蚕座をよく乾燥させることが望ましい。とくに四眠期は皮膚が傷付きやすいので農家
への配蚕に際しては取り扱いに注意し、また５齢期は良桑を十分給与することが大切である。
繭は楕円形に浅縊俵を混じ、ちぢらは普通である。
本種は（日601号×日602号）×（中602号×中603号）に比べて繭重、繭層重、収繭量、生糸

m量歩合はほぼ同じである。また、繭糸繊度は細く（３デニール内外 、繭糸長が長い（1200）
内外）など糸質は普通蚕品種とほぼ同等である。

（1993）136．カイコセクロピン の植物病原細菌に対する増殖抑制効果B
Bomb-Kadono-Okuda, K., K. Taniai, Y. Kato, E. Kotani and M. Yamakawa (1995) Effects of synthetic

cecropin B on the growth of plant pathogenic bacteria. : 309-310yx mori J. Invertebr. Pathol. 65

１．カイコ体液で得られた結果同様、合成セクロピン はイネもみ枯細菌病菌および青枯病細B

菌以外の８種（根頭がんしゅ病菌、トマトかいよう病菌、軟腐病菌、腐敗病菌、桑縮葉細菌病
菌、アブラナ科野菜黒腐病菌、イネ白葉枯病菌、ムギ黒節病菌）に対して強い増殖抑制効果を
示した。特にイネ白葉枯病菌やムギ黒節病菌等の主要穀物病原細菌に対し、増殖抑制効果を示
したことは注目に値する。

２．人工合成したカイコセクロピン の抗菌スペクトルはカイコ体液全体を用いた場合とほぼB

同様の傾向を示すため、セクロピン は体液中の主要な抗菌因子であると推測された。B

（1993）137．ウンカ類の酵母様共生微生物の分子分類
野田博明、中島信彦、渡辺裕文、河原信行（1996）昆虫共生微生物の電気泳動核型分析ならびに

塩基配列による系統分類．蚕糸・昆虫農業技術研究所研究報告 ：51-83rDNA 16号
１．昆虫の共生微生物は培養困難なものが多い。したがって、種名はおろか分類上の位置も明確
ではない。そこで、ウンカ類の酵母様共生微生物についてリボソーム 遺伝子の部分塩基RNA

配列を解読し、どのような菌類が共生しているのか、また、共生微生物の同定・確認について
もあわせて検討した。

２．パン酵母のリボソーム 遺伝子の塩基配列を利用した プライマーを用い、トビイRNA DNA

ロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカの酵母様共生微生物のリボソーム 遺伝子の一RNA

部を によって増幅した。そして、その塩基配列を直接シーケンサーで解読した。PCR

３．宿主ウンカと酵母様共生微生物のリボソーム 遺伝子の塩基配列は、明らかに異なったRNA

が、ウンカ種間、共生微生物間では極めて類似していた。
４．ウンカ類の酵母様共生微生物は一種類で、それぞれのウンカの共生微生物は共通の祖先種か
ら派生したと考えられた。さらに、 データベース（ ）を利用して微生物間の近縁関DNA DDBJ

係を調査し、この酵母様共生微生物が子のう菌の核菌類に極めて近い微生物であることを明ら
かにした。

（1994）138． 法によるカイコの系統分類RAPD
安河内祐二、高須陽子、神田俊男、行弘研司、岡島輝雄、田村俊樹（1995）RAPD法によるカイコ
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の系統分類．研究成果情報（蚕糸・昆虫機能） ：1-2平成6年度
１． 法(ランダム増幅多型 )による品種の同定や系統分類は、従来行われてきた、形RAPD DNA

態やアイソザイム解析といった方法に比べて、客観的で定量的な評価がより少ない労力で可能
になってきている。

２．カイコにおいてもこれまでに種々の系統分類の努力がなされてきたが、全体を網羅した充分
な精度の分類には至っていない。そこで、 法によるカイコの品種の分類・同定に関するRAPD

技術的可能性を検討した。
． 、 「 」 「 」 、３ 解析に用いるマーカーを得るために 標準系統として 支108 と 大造 の２系統を選び
両者の間の多型解析を300組の10- のプライマーの組み合わせで行った。この中から系統分mer

類に適すると考えられたプライマーセット10組を選び、142品種の総計229本のバンドを評価に
用いて画像解析装置を使用した系統分類を行った。

４．日本種は「角又(静岡)」と「琉球多蚕繭」を除く全てが同じグループの中に入り、遺伝的に
近縁度の高い集団であることが示唆された。欧州種や熱帯種も比較的均一な集団であった。対
照的に中国種は遺伝的な多様性の高い集団であり、家蚕の起源が中国にもあるといわれている
ことによく一致する。

５．眠性と化性に関しては、同じ集団へ入る傾向が強いのは化性の方であり、もともと１化性だ
ったものから２化性や多化性のものが、後で分化したものと考えられる。

（1994）139．カイコにおけるヒト成長ホルモンの生産とその性状
Kadono-Okuda, K., M. Yamamoto, Y. Higashino, K. Taniai, Y. Kato, S. Chowdhury, J. Xu, S.-K. Choi,

M. Sugiyama, K. Nakahima, S. Maeda and M. Yamakawa (1995) Baculovirus-mediated produc-

Bombyx mori Biochem. Biophy.tion of the human growth hormone in larvae of the silkworm, .

: 389-396Res. Comm. 213(2)

１．ヒト成長ホルモン をカイコ核多角体病ウイルスベクターに組み込み、トランスファcDNA

ーベクターを構築した。
２．カイコ培養胞 4細胞にトランスファーベクターおよび野生型ウイルス を導入し、BmN DNA

リコンビナントウイルスを選抜した。
３．リコンビナントウイルスをカイコ5齢幼虫に接種し、ヒト成長ホルモンの産生を経時的に調
べた。体液１ 当たり400μ の同ホルモンが確認された。ml g

４．カイコ体液よりヒト成長ホルモンを - 18と により精製し、その分子量をイSep Pack C HPLC

オンスプレーマススペクトルで測定、 さらに 末端のアミノ酸配列を決定した。N

- - - - - - - - - - - - -Phe Pro Thr Ile Pro Leu Ser Arg Leu Phe Asp Asn Ala

５．ヒト成長ホルモンの活性をラット 2 細胞を用いて調べたところ天然型のNb Node lymphoma

ものと差がないことが確認された 。

（1994）140．絹フィブロイン結晶性微粉末の新しい製造法
坪内紘三「絹フィブロイン微粉末の製造方法 （特許登録： 、1997年３月11日）」 2615440
１．絹物質を95℃以上でアルカリ処理し、強度を低下させ、脱アルカリ、乾燥後に微粉砕し直径
５μ のフィブロイン粒子を製造した。m

２．アルカリ処理による粉末化には、絹糸の強度(約４ )を少なくとも1 50～1 100程度以下にg/d / /

までしなければならない。
３．アルカリ処理したフィブロインの粉末化は２段階に分けて行った。その結果、平均直径は予
備粉末処理で約20μ 、これを微粉砕機(エアージェット)で粉砕すると粒子直径は5.4μ とm m

なった。
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４．微粉砕機で粉砕して直径５μ 程度の大きさの粉末にするための処理は、炭酸ソーダ・生m

糸・水の比を１対１対30とした場合、少なくとも煮沸は１時間以上行う必要がある。煮沸を４
時間行った場合のアルカリ処理後の処理した生糸の回収率は約60 となった。%

５．従来の絹粉末は非晶性であるのに対し、ここで処理した生糸で得られたフィブロイン粉末の
吸放湿性や熱測定の結果は絹糸と同様の物性を示した。

（1994）141．シルクトウ紡績糸
於保正弘、加藤 弘（1995）シルクトウの短繊維化と紡績糸の作出技術の開発．蚕糸・昆虫農業

技術研究所研究報告 ：41-5514号
１．シルクトウを短繊維化するに当たって基本的牽切条件を明確にし、量産かつ安定的にスライ
バーを作出する方法について検討を行った。さらには、シルクトウ紡績糸および複合紡績糸を
製造してガス焼き処理、精練方法などについて考察した。

２．ダブリング時のつれ・たるみを抑制するには、ダブリングを一度に行わず８本ダブリングの
場合３～４回に分けて合わせることと、本装置では糸速12 の速度で巻き取るのが最も良m/min

い条件であることが分かった。
３．静電気防止のための油剤処理方法が接触方式の場合、油剤濃度２％以下では牽切の際の静電
気発生のためにローラーヘの巻き付きが多く牽切を不能にしたが、油剤濃度５～８％にすると
静電気の発生もなく牽切を可能にし、まとまりの良いスライバーを得ることができた。浸漬方
式では、分繊性が悪くなる傾向があるが繰糸粒数を1,500粒位に抑えて濃度３％以上にすると
牽切は可能となることが分かった。さらに、牽切時の湿度は 80～85％の条件下に保つことRH

が重要であった。
． 、 、４ シルクトウ紡績糸の精練剤には低温処理が可能で 糸あれの少ない酵素精練法が適しており
精練後の白上がりも良く、光沢に富む紡績糸になることが明かになった。

※横沢三夫、於保正弘、赤羽恒子（1990）絹短繊維素材用シルクトウの開発．蚕糸・昆虫農業技
術研究所研究報告 ：109-119第2号

於保正弘、赤羽恒子（1993）シルクトウの開発とその加工方法の確立．蚕糸・昆虫農業技術研
究所研究報告 ：101-113第9号



- -188

（1994）142．夏秋蚕用蚕品種「新山彦」
永易健一、井原音重、村上正子、岡田英二、真野保久（1994）蚕の新品種－夏秋蚕用普通蚕品種

「日201号×中202号 ．技術資料 ：5-6」 第128号
日201号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した、二化性白繭系の日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で斑紋は限性形質を示し、雌は形、雄は姫であっ
て、４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は「日134号」に比
べ稚蚕期は0.5～1日短く、壮蚕期はほぼ同じか0.5日程度長めである。眠起はよく揃い、飼育
取扱は容易であるが、５齢期の冷温環境は経過が長引くばかりでなく、繭中斃蚕が多く発生す
ることがあるので注意を要する。また、秋蚕期の粗硬葉給与は作柄並びに産卵量に悪影響を及
ぼすので、良桑給与が大切である。繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵
色は藤鼠である。
本種と「中202号」とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しい時は、本種の催青着手

を約３日早くすれば良い。蚕種の人工孵化に要する塩酸浸漬時間は、即浸、冷浸ともに５～６
分が適当である。
中202号２．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した、二化性白繭系の中中固定種である。
、 、 、 、蟻蚕は黒褐色を呈し 蚕児の体色は青系で斑紋は限性形質を示し 雌は形 雄は姫であって

４齢起蚕より熟蚕まで斑紋による雌雄鑑別が容易である。蚕児の経過は「支135号」に比べ、
稚蚕期は0.5～1日長く、壮蚕期はほぼ同じか0.5日程度長めである。虫質は強健で飼育取扱は
容易である。繭は白色の楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は淡藤鼠である。
本種と「日201号」とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しい時は、本種の催青着手

を約３日早くすれば良い。蚕種の人工孵化に要する塩酸浸漬時間は、即浸では５～６分、冷浸
では６分前後が適当である。

３． （愛称：新山彦）日201号×中202号
化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：夏秋蚕期
本種は日中一代交雑二化性の白繭種で、夏秋蚕用に供する。
蚕児の体色は青系であるが淡赤系を混ずることがあり、斑紋は雌は形、雄は姫の両眼性品種

である。蚕児の経過は「日137号×支146号」とほぼ同じである。虫質は強健で食桑活発、眠起
はよく揃い飼育取扱は容易である。５齢期は桑不足とならないようできるだけうす飼いをして
良桑を飽食させると繭重が重くなり、繭層歩合、生糸量歩合も高くなる。初秋蚕期等の高温蚕
期では飼育中の座蒸れの防止、上蔟時の換気等に努めることが重要である。繭は白色の浅縊俵
形に楕円形を混じ、ちぢらは普通である。
本種は繭層はよく締まり、繭重・繭層重が重く、収繭量も多い。なお、繭層歩合・生糸量歩

合が高く、収量性・繭生産能力が優れている。また、小節点、エクスフォリエーション等級点
とも高く、繭層練滅率も低めで繭糸質の面でも優れている。繭糸繊度は3.0デニール内外であ
る。

（1994）143．桑の新品種「わせゆたか （桑農林17号」 ）
藤田晴彦、片瀬海司、内川長弥、矢崎利一、松島幹夫、片桐幸逸（1994）桑の新品種「わせゆた

か （桑農林17号 ．技術資料 第129号：1-15」 ）



- -189

１．東山地域のなかでも少雪寒冷地に栽培されている桑品種の多くは、耐寒性の面で十分とは言
えず、しばしば寒害の被害を受けることがある。さらに、晩秋蚕期の葉の硬化が早く飼料価値
が低くなる傾向がある。

２．近年 「しんけんもち」や「あおばねずみ」および「みつしげり」が耐寒性で多収の品種と、
して育成・公表されたが、これらの３倍体の品種は耐干性がないため下部落葉が多く、晩秋蚕
期の葉の硬化が早く、また萎縮病抵抗性や桑裏うどんこ病に弱いこと等の欠点があり、なかな
か普及されることがなかった。

３．また 「はちのせ」が、平成４年に新品種として公表されたが、収量の面や、公表されて間、
がないことから普及していない。一方、近年土地生産性の向上と収穫・管理の機械化を目指す
新しい技術として多植、密植桑園が普及しつつあり、その新しい栽培収穫体系に適合する桑品
種の育成が要望されていた。そこで、少雪寒冷地に適応し、良質・多収の密植栽培および普通
植え適合性品種の育成を進めた。

４．昭和50年に「五郎治早生」を雌親 「しんいちのせ」を雄親として交雑し、得られた実生を、
第一桑園（長野県松本市）に植え付けて昭和51年から４年間個体選抜を行い、本系統を選抜し
。 、 （ ） 。た 昭和55年～59年までの５年間 第三桑園 松本市惣社 における系統選抜試験に供試した

次いで昭和59年～62年までの４年間第二桑園（松本市中山高遠）における耐寒性試験に供試し
た。

５．昭和63年～平成５年に岩手県および山梨県において栽培および飼育試験（系統適応性検定試
験、系統適応性検定密植試験）を実施した。その結果、耐倒伏性で枝が細く、機械収穫が容易
で密植栽培に向き、良質・多収であることが認められ、平成６年８月11日「桑農林17号」とし
て登録され 「わせゆたか」と命名された。、

６．本品種の特性は次のとおりである。①葉の大きさは「しんいちのせ」と大差がない、②葉の
色は「あおばねずみ」より淡いが「しんいちのせ」より濃い、③枝条長は「しんいちのせ」と
同等で「あおばねずみ」より長い、④枝条数は両対照品種より多く、枝条の色も異なる、⑤技
条の先枯れは両対照品種より少ない、⑥春の発芽は両対照品種より早い。また出開き芽が少な
く良く伸びる、⑦萎縮病抵抗性は「しんいちのせ」と同等で「あおばねずみ」より高い、⑧晩
秋期の葉の下部落葉は両対照品種より少なく、葉質も良い、⑨密植栽培における収量は「しん
いちのせ」より多い、⑩両対照品種に対して、桑の飼育成績は春・晩秋蚕ともに高い。

７．本品種は、東山地域、北関東および東北地方の少雪寒冷地に適し、春秋兼用または普通植お
よび密植桑園に適する。萎縮病抵抗性は「しんいちのせ」よりやや弱いので萎縮病激発地での
栽培は避ける。条桑中の新梢・葉量割合および飼料価値が高いので、蚕飼育における給桑量の
過多にならないよう注意を要する。

（1994）144．キボシカミキリの接触刺激性の性フェロモン
Fukaya, M., T. Yasuda, S. Wakamura and H. Honda (1996) Reproductive biology of the yellow-spotted

longicorn beetle, (Pascoe) (Coleoptera: Cerambycidae). III. Identification ofPsacothea hilaris
contact sex pheromone on female body surface. : 259-270J. Chem. Ecology 22(2)

１．キボシカミキリ雌成虫の体表面には、雄が口ひげや脚の先端で接触すると一連の交尾行動が
誘発される接触刺激性の性フェロモンが存在する。このコンタクトフェロモンを雌成虫の体表
抽出物から分離し、その主成分の化学構造を同定した。この物質はメチル側鎖と二重結合を有
する炭化水素化合物の一種で、揮発性が極めて低く接触によってのみ雄に受容される点で従来
同定例が多い鱗翅目昆虫等の匂いフェロモンとは異なる。

２．雄成虫は、医薬用のゼラチンカプセル表面に塗布した合成フェロモンに反応してカプセルを
抱え込み、さらに腹部末端を曲げ交尾器を突出させる行動反応を示した。合成フェロモンの生
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物活性は、雌抽出物の活性に匹敵した。
※深谷 緑、安田哲也、若村定男、千田修治、小俣哲夫、福崎英一郎「キボシカミキリの性刺激

剤 （特許登録： 、1997年８月29日）」 2689319

145．昆虫の脳神経活動の高時空間分解能解析のための光学的多点計測システム
（1994）

井濃内 順、藍 浩之（1996)昆虫の脳神経活動のイメージング．比較生理生化学 ：48-5513(1)
１．昆虫脳内の複数の神経細胞の活動を、高い時・空間分解能で測定できる光学的計測システム
の構築を検討した。

２．ワモンゴキブリの脳を膜電位感受性色素で染色し、脳活動にともなう膜電位変化を光変化に
変換して計測するための色素を検索した。その結果、膜電位感受性色素の 414、 795はRH RH

脳をよく染色し、染色した脳の神経細胞活動は無染色脳のそれと同様であることから、これら
の色素は脳の性質を変化させたり毒性を示したりしないことがわかった。

３．昆虫の 脳の神経活動を高い時間分解能と空間分解能で、脳表を神経興奮が伝わる様in vivo

子をイメージすることの出来る光学的計測・記録システムを完成させた。このシステムを用い
て、 414あるいは 795で染色した脳の嗅覚神経系回路から神経活動そのものを捉えた外RH RH

因性の光シグナルを計測し、これらのシグナルに疑似カラーをつけて時間経過とともに神経活
動パターンが時間的・空間的に変化する様子を観察することができた。

（1994）146．カメムシ類とその天敵寄生蜂の交信物質
Leal W. S. and T. Kadosawa (1992) (E)-2-Hexenyl hexanoate, the alarm pheromone of the bean bug

(Heteroptera: Alydidae). . : 1004-1005Riptortus clavatus Biosci. Biotech. Biochem 56(6)

１．ホソヘリカメムシ雄成虫が摂食時に放出する集合フェロモンについては探索、同定、化学合
成、野外における捕穫試験などを行ったところ、当該フェロモンは成虫のみならず、２齢幼虫
ならびに寄生蜂を誘引することが明らかにされた。

２． - 、ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロ直結フーリエ変換赤外吸収分析装置をGC EAD

用いて、ガスクロ応答ならびに触角応答から雄成虫の放出する４つの物質を同定した。
(Ⅰ)( )-2- 、 (Ⅱ)( )-2- ( )-2- 、(Ⅲ)( )-2- ( )-E hexenyl hexanoate E hexenyl E hexenoate E hexenyl Z

、(Ⅳ) 。そのうち3成分(Ⅱ～Ⅳ)は、雄成虫が摂食時のみに放出すhexenoate myristyl isobutyrate

ることが明らかになった。
３．野外における合成品の誘引効果は、成虫10匹分に相当し、また、寄生蜂に対しても強い誘引
効果を示した。この現象は、カメムシ卵への当該蜂の寄生率が、卵単独よりも成虫が存在する
場合に高い結果と良く一致する。

４．合成フェロモンは、ホソヘリカメムシの２齢幼虫をも誘引した。 当該カメムシは寄生植物
（主にマメ科植物）以外にも産卵するので、集合フェロモンが摂食行動を開始する前の２齢幼
虫に餌植物への場所を示す交信物質として利用されている可能性を示唆している。

※レアル・バルター・スアレス、小野幹夫「ホソヘリカメムシ及びカメムシタマゴトビコバチの
誘引剤 （特許登録： 、1996年５月17日）」 2520084

（1995）147．カイコの分子マーカーによる高密度連鎖地図
Yasukochi, Y. (1998) A dense genetic map of the silkworm, , covering all chromosomesBombyx mori

based on 1018 molecular markers. : 1513-1525Genetics 150

Yasukochi, Y. (1999) A simple and accurate method for generating co-dominant markers: an application

Mol. Gen.of conformation-sensitive gel electrophoresis to linkage analysis in the silkworm.
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: 796-802Genet. 261

． 、 。１ 100種類の10- のプライマーを組み合わせて 支108号と大造問の 多型を検出したmer RAPD

TTAまた 染色体末端特異的プローブを作出するために カイコにおけるテロメア反復配列の、 、 （
） の5 -側に隣接する領域をクローニングして塩基配列を決定した。この配列を 化しGG n ’ STS

て 多型を検索した。さらに、データベースに登録されている既知遣伝子についても、同PCR

様に 化してマーカーとしての有効性を検討した。STS

２．得られた５種類のテロメアクローンと4種類の既知遣伝子を含む500以上の多型マーカーを用
いて支108号と大造間の 2世代118個体の連鎖解析をおこない、連鎖地図を作成した。その結F

果、カイコの全27常染色体とＸ染色体に相当する28個の互いに独立な連鎖群が構築できた。ま
た、テロメアクローンは、いずれも連鎖群の末端近傍に位置した。

によるカイコのキサンチン脱水素酵素遺伝子のクローニングと全塩基配列148 PCR．
（1995）

Bombyx DrosophilaYasukochi, Y., T. Kanda and T. Tamura (1998) Cloning of two homoloues of the

gene and their relationship to larval translucent skin colour mutants. :rosy Genet. Res. Camb. 71

11-19

１．カイコにはキサンチン脱水素酵素活性の欠如が原因で、皮膚が透けて見えるようになる突然
変異が存在するので、この遺伝子と突然変異を利用することによって、肉眼によってトランス
ジェニツクカイコを判別できる優性のマーカー遺伝子を持つベクターの開発が期待される。

２．ショウジョウバエ、ラットなどのキサンチン脱水素酵素遺伝子の塩基配列を比較し、遺伝子
間で保存されている領域を見いだし、この領域のプライマーを合成し を行ったところ、PCR

他種のキサンチン脱水素酵素遺伝子とホモロジーのある２種類の 断片が得られた。DNA

３．カイコの ライブラリーより調製した の上流および下流領域を増幅して、2種のcDNA DNA

断片に対応するキサンチン脱水素酵素遺伝子の の全領域がクローニングされた。DNA cDNA

４．得られた２種の遺伝子 1および 2の全塩基配列を決定し に登録した。BmXDH BmXDH DDBJ

これから推定されるアミノ酸配列を他の生物のキサンチン脱水素酵素の一次構造と比較した結
果、種間で保存されている領域はカイコの遺伝子でも良く保存されており、ショウジョウバエ
やクロバエの酵素とは高いホモロジーを示した。一方、ラットやヒトの酵素とのホモロジーは
やや低かった。

（1995）149．鱗翅目昆虫の人工授精法
神田俊男、田村俊樹（1996）鱗翅目昆虫の人工授精法の開発．蚕糸昆虫研ニュース ：4No.30
１． 鱗翅目昆虫であるカイコの雄蛾の生殖器官内の精子または交尾後の雌蛾の精包内成熟精子
を体外に取り出し、希釈などの操作を行った後精液をマイクロキャピラリーに詰め、窒素ガス
を利用した注射装置により未交尾の雌蛾の交尾嚢に注入する方法を確立した。

２．体外に取り出した精液は の培養液等で希釈することができる。Grace

３．そのため やグリセロール等の凍結保護物質での処理や の導入操作を体外で行DMSO DNA

うことが可能である。
４．無処理の精液を未交尾の雌蛾に注入し、25℃で産卵させた結果、従来の方法に比較して受精
卵を産卵する個体の割合が高くなった。また、１蛾当たりの産卵数や受精卵数は正常に交尾し
たものとほとんど顕著な差が見られなかった。

５．以上の結果、今回開発された方法を用いることにより、カイコにおいても人工授精を利用し
た研究を行うことが可能になった。

神田俊男、田村俊樹「鱗翅目昆虫の人工授精法 （特許登録： 、1997年８月22日）」 2688014
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１．鱗翅目昆虫の雌蛾個体の周囲を交尾嚢管が露出する状態で保護部材で被い、次いでその周囲
、 、を粘土で被ったものを固定台に固定し 固定された前記鱗翅目昆虫の雌蛾個体の交尾嚢管内に

窒素ガス圧力の調整可能な注入装置を用いて、体外に取り出した鱗翅目昆虫の雄蛾個体の精液
を一定の窒素ガス圧力下で注入し、授精させることを特徴とする鱗翅目昆虫の人工授精法。
． 。２ 前記鱗翅目昆虫がカイコ蛾であることを特徴とする請求項１記載の鱗翅目昆虫の人工授精法

３．前記注入装置が窒素ガスボンベと圧力調整器と三方電磁弁とを有し、これらがこの順に連結
、 、されてなり 前記三方電磁弁には接続部材を介して精液注入用キャピラリーが装着されており

このキャピラリーから一定の窒素ガス圧力下で精液を雌蛾個体の交尾嚢管内に注入することを
特徴とする請求項１又は２に記載の鱗翅目昆虫の人工授精法。

４．前記窒素ガス圧力が0.１～2.０ であることを特徴とする請求項１～３のいずれかにKg/cm2

記載の鱗翅目昆虫の人工授精法。

（1995）150．カイコの蛹脱皮殻からの水溶性キチンの調製
羽賀篤信、張 敏（1998）蚕とカブト虫クチクラ由来キチンの精製． 日本蚕糸学雑誌 67(1)：

17-21
１．2 塩酸／1 水酸化ナトリウム／95％エタノールの組み合わせによる精製条件を決定し、カN N

イコ蛹脱皮殻（広食性蚕品種「しんあさぎり ）から24.0％の収率でキチンを得た。」
２．調製したキチンを用いて、均一水溶液系での脱アセチル化反応により、74％の収率で水に溶
ける部分脱アセチルキチンを得た。
． 、３ 甲殻類では脱アセチル化度が45％から55％の問に調製された場合に限り溶解性が発現するが
カイコ蛹脱皮殻から調製された部分脱アセチルキチンの脱アセチル化度も、 スペクトル法IR

から45％から48％の間にあることが確認された。
４．水分子吸着実験から、部分脱アセチルキチンの20℃65％ および20℃95％ における水RH RH

の吸着量は、反応前のキチンに比較してそれぞれ2.8倍、6.3倍となり高い吸湿性を示した。

（1995）151．シルクレザー
坪内紘三、今井恒夫（1995 「シルクレザー」について．製糸絹研究発表集録 ：97-98） 第43集
１．既に開発した絹微粉末をポリウレタン系の塗料と混合し、これをスプレー方式で塗布したと
ころ、ドライな手触りで、レザータイプの高級感を与える塗料素材が得られ、これをシルクレ
ザーとした。

２．プラスチック表面に塗布したシルクレザーは粉末の混入を感じさせず、手触りはドライタッ
チで、レザータイプの高級感を与える素材となった。

３．粉末が小さいと擬集しやすいので、絹粉末の塗料への混入は粉末を均一に分散することが重
要である。粉末の割合としては30％程度までと考えられる。

４．塗布されたシルクレザーの表面形態には粉末間に隙間がある。これは絹粉末の固さとスプレ
ー方式で塗布したことによる効果であり、触れたとき皮膚から発散する水分はこのような隙間
や絹粉末自身の吸放湿の効果も加わって、ドライな感じを与える。また、表面の凸凹が一般の
ペイントのような鏡面反射を抑えている。

※「シルクレザー 「 （商標登録： 、1997年８月29日）」 」SILKLEATHER 4050640

（1995）152．カイコの脱皮ホルモン受容体 のクローニングcDNA
Kamimura, M., S. Tomita and H. Fujiwara (1996) Molecular cloning of an ecdyson receptor (B1 iso-

form) homologue from the silkworm, , and its mRNA expression during wing discBombyx mori
development. : 341-347Comp. Biochem. Physiol. 113B
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１．ショウジョウバエの （ ）とタバコスズメガの （ ）で保存されているEcR DmEcR EcR MsEcR

領域をプライマーとして - を行い、両者と高い相同性を持つ配列を得た。この配列をRT PCR

プローブとして、その下流を含む クローンを得、5 - によって５末端の構造を決cDNA ’ RACE

めた。この は全長2720 で、543アミノ酸からなる を含んでいた。cDNA bp ORF

２． この配列を既知の の配列と比較したところ、 結合領域とリガンド結合領域で特EcR DNA

に高い相同性が見られた。アイソフォーム特異的領域の比較では、 1アイソフォームとの間B

、 （ ）にのみ高い相同性が認められることから この はカイコにおける の相同体cDNA EcR BmEcR

で 1アイソフォームに属するものと考えられた。B

３．ノーザン解析により、幼虫－蛹変態時に の が組織特異的に発現することがBmEcR mRNA

示された。また、５齢期間中の翅原基では、 は血中エクジステロイド量の増加に先立BmEcR

って発現することが明らかとなった。

（1995）153．夏秋蚕用蚕品種「梓」
、 、 （ ） 「 」．山本俊雄 間瀬啓介 榎島守利 1995 蚕の新品種－夏秋蚕用普通蚕品種 日202号×中203号

技術資料 ：5-6第130号
日202号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて育成した二化性白繭系の日日固定種である。
、 、 、 、蟻蚕は暗褐色を呈し 幼虫の体色は淡赤系で 斑紋は雌は形 雄は姫となる限性形質を有し

雌雄鑑別の容易な品種である。幼虫の経過は日137号に比べて稚蚕、壮蚕ともに大差ない。虫
質は強健であるが、眠起の取扱いを適切にし、稚蚕期は良桑を給与することが望ましい。繭は
浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と中203号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を３日程

度早くすればよい。蚕種の人工孵化に要する塩酸浸漬時間は、即浸では５～６分、冷浸では６
分前後が適当である。
中203号２．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて広食性品種として育成した二化性白繭系の中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、幼虫の体色は青系で、斑紋は雌は形、雄は姫となる限性形質を有し、
雌雄鑑別の容易な品種である。幼虫の経過は支146号に比べて稚蚕、壮蚕ともに大差ない。虫
質は強健であるが、眠起の取扱いを適切にし、稚蚕期は良桑を給与することが望ましい。繭は
楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は生壁である。
本種と日202号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を

３日程度遅くすればよい。蚕種の人工孵化に要する塩酸浸漬時間は、即浸では５～６分、冷浸
では６分前後が適当である。

３． （愛称：梓）日202号×中203号
化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：夏秋蚕期
本種は日中二元交雑二化性の白繭種で、夏秋蚕用に供する。幼虫の体色は青系に淡赤系を混

じることがあり、斑紋は雌は形、雄は姫となる限性品種である。幼虫の経過は日137号×支146
号に比べて稚蚕、壮蚕ともに大差ない。虫質は強健で、眠起はよく揃うが、就眠期は除湿に務
め、蚕座をよく乾燥させることが望ましい。５齢期は良桑を十分給与することが大切である。
繭は楕円形で、ちぢらは普通である。
本種は日137号×支146号に比べて繭重が重く、収繭量は多い。また、繭糸繊度は細く（初秋
蚕2.6デニール内外、晩秋蚕2.8デニール内外 、繭糸長が長い特徴がある。さらに、繭層練減）
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率が低く、解舒率は良好で、エクスフオリエーション等級点が高い等、糸質が優れている。

（ ）154 トノサマバッタのアルビノ系統を利用した体色誘導ホルモン生物検定法． 1995
Tanaka, S. (1993) Hormonal deficiency causing albinism in . :Locusta migratoria Zoological Science 10

467-471

Hasegawa, E., S. Tanaka (1994) Genetic control of albinism and the role of juvenile hormone in piqmen-

tation in (Orthoptera, Acrididae). : 315-324Locusta migratoria Jpn. J. Ent. 62(2)

Tanaka, S. and M. P. Pener (1994) A neuropeptide controlling the dark pigmentation in color polymor-

phism of the migratory locust, . :997-1005Locusta migratoria J. Insect Physiology 40(11)

Tanaka, S. (1996) A cricket ( ) neuropeptide induces dark colour in the locust,Gryllus bimaculatus
. : 287-294Locusta migratoria J. Insect Physiology 42(3)

１．トノサマバッタの沖縄系統から出現したアルビノ個体を選抜しアルビノ系統を作出し、アル
ビノが一対立遺伝子の劣性形質であることを明らかにした。

２．アルビノの４齢幼虫にノーマル系統の５齢幼虫の中枢神経系や内分泌系器官を移植したとこ
、 、 。 、ろ そのアルビノ幼虫は数日で黒化し ５齢に脱皮した幼虫は様々な体色を発現させた また

側心体抽出物をピーナッツ油に混ぜて注射したところ、同様に黒化が誘導された。
３．コオロギ、キリギリス、ゴキブリ、カイコガ、アワヨトウ、スズメガ等の他種の様々な器官
を、アルビノ幼虫に移植したところ、それらの昆虫の脳と側心体にもトノサマバッタに黒化を
誘導する要因が存在することがわかった。

４．アルビノの４齢１日目の幼虫にサンプルを注射し、その４日後に体色を黒化の程度により４
段階に区分することにより、体色誘導活性の定量的評価が可能となった。アルビノ系統は、集
団飼育で容易に得られるため、多量のサンプルを検定することができる。

（1995）155．タイワンキドクガの卵寄生蜂の寄主探索におけるカイロモン
Yasuda, T., S. Wakamura and N. Arakaki (1995) Identification of sex attractant pheromone components

21of the tussock moth, (Shiraki) (Lepidoptera: Lymantriidae). .Euproctis taiwana J. Chem. Ecol
: 1813-1822(11)

Telenomus euproctidisArakaki, N. , S. Wakamura and T. Yasuda (1995) Phoresy by an egg parasitoid,

(Hymenoptera: Scelionidae), on the tea tussock moth, (Lepidoptera:Euproctis pseudoconspersa
Lymantriidae). . 30(4): 602-603Appl. Entomol. Zool

１．卵寄生蜂ドクガクロタマゴバチ は、タイワンキドクガ雌成虫の腹部未Telenomus euproctidis
端の毛束の中に潜り込み、便乗（ ）によってガの産卵場所まで運ばれていく。そしてphoresy

ガが卵を産み出すと、毛束から出てきてこれらのガの卵に自分の卵を産みつけていく。
２．タイワンキドクガの処女雌に誘引されたドクガクロタマゴバチの個体数は、既交尾雌のそれ
よりも６倍も多く、その差は有意であった。

Z - -methyl- -heptadecenyl isobutyrate Me Z３ タイワンキドクガの性フェロモンのＢ成分 ( ) 16 9 (16 -． 、
9-17： ）単独、またはＢ成分とＡ成分、16 （16 -17： ）のiBu -methylheptadecyl-isobutyrate Me iBu

混合物に、ドクガクロタマゴバチ雌成虫に対する顕著な誘引活性が認められた。
４．これらの事実は、ドクガクロタマゴバチは、タイワンキドクガの雌成虫の放出する性フェロ
モンを探索の手がかりとして利用していることを示している。

※安田哲也、若村定男、新垣則雄「タイワンキドクガの性誘引剤 （特許登録： 、1996年」 2569430
10月24日）
、 、 「 」（ 、新垣則雄 安田哲也 若村定男 タイワンキドクガの卵寄生蜂の誘引剤 特許登録：2569429

1996年10月24日）
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（1995）156．寄主植物の化学防御に対抗する昆虫消化液中グリシンの役割
Konno, K., C. Hirayama and H. Shinbo (1996) Unusually high concentration of free glycine in the mid-

Bombyx mori Comp. Biochem.gut content of the silkworm, , and other lepidopteran larvae.

: 229-235Physiol. 15A(3)

１．各種鱗翅目昆虫幼虫では消化液中に分泌された遊離のグリシンが存在し、その濃度はイボタ
を寄主としているイボタガ、サザナミスズメで待に高く、50μ 以上（約0.4％）に達moles/g

した。
２．イボタの葉抽出液とタンパク質を混合して反応させ、電気泳動で調べたところ、イボタの葉
抽出液は極めて強いタンパク変性・重合高分子化活性を持っていた。また、イボタの葉抽出液
で変性されたタンパク質は必須アミノ酸の一種であるリジンが特異的に減少していた。イボタ
葉抽出液で変性されたタンパク質は栄養価を完全に失い、変性タンパク質を添加した人工飼料
を食べたカイコは全く成長しなかった。

３．イボタ葉抽出液とタンパク質の反応時に１％のグリシンを加えたところ、グリシンはイボタ
葉抽出液の持つ変性・重合高分子化活性、リジン減少活性、栄養価減少活性をいずれも完全に
阻止した。このことから、鱗翅目幼虫消化液中に見いだされたグリシンには、植物葉が持って
いるタンパク変性・栄養価減少活性に対する適応・対抗的役割があることが明らかになった。

（1995）157．ヤマトシロアリのセルラーゼの精製と特性
渡辺裕文、中島信彦、野田博明（1996）ヤマトシロアリのセルラーゼの精製と特性．研究成果情

報（蚕糸・昆虫機能） ：18-19平成7年度
１．ヤマトシロアリ磨砕液よりゲル濾過およびハイドロキシアパタイト吸着カラムクロマトグラ
フィーにより、セルラーゼ（ β-1,4- ）を精製した。endo glucanase

YEG YEG pH２ 精製された分子量45,900 1 および45,000 2 の二つのセルラーゼは ともに． （ ） （ ） 、
6.0、50℃で最大活性を示した。また、40℃で少なくとも30分間は安定して活性を維持した。

３．精製セルラーゼ（ 2）に対する抗体を用い、唾液腺磨砕液に対してウエスタンブロッテYEG

ィングを行ったところ、唾液腺に多量のセルラーゼが存在することが明らかになった。
４．パラフィン切片上での免疫組織化学によっても、セルラーゼがシロアリの唾液腺で生産され
ることが確認できた。

（1996）158．カイコ 様遺伝子の発現vasa
Nakao, H. (1999) Isolation and characterization of a -like gene. . :Bombyx vasa Dev. Genes Evol 209

312-316

１．発生過程にあるカイコ胚組織について を行い、 様遺伝子の発現が生in situ hybridization vasa
殖巣特異的であることを確認した。

２．５齢幼虫卵巣における 様遺伝子の発現は生殖細胞特異的であった。vasa
３．蛹卵巣では発現は卵室内の哺育細胞に強くみられ、さらに分化が進むと哺育細胞から移行し
たと考えられる転写物が卵母細胞において認められた。また、産下卵中にも転写物の存在が確
認された。これらのことは、 様遺伝子が母性因子として働くことを示唆している。vasa

４．このことにより 様遺伝子が生殖細胞のマーカーとして有用なものであることが確認さvasa

れ、今後カイコの生殖細胞に関する研究への貢献が期待される。また遺伝子発現が生殖細胞特
異的であること、転写物が産下卵中にも存在することなど、塩基配列以外にも との類似vasa

性がみられたことは、本遺伝子が と機能的にも類似する可能性を示唆する。vasa
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（1996）159．カイコ腸内での植物葉面細菌の定着と細菌間の遺伝子伝達
Watanabe, K. and M. Sato (1998) Plasmid-mediated gene transfer between insect-resident bacteria,

, and plant-epiphytic bacteria, , in guts of silkworm larvae.Enterobacter cloacae Erwinia herbicola
: 352-355Current Microbiology 37

Watanabe, K., W. Hara and M. Sato (1998) Evidence for growth of strains of the plant epiphytic

bacterium and transconjugation among the bacterial strains in guts of theErwinia herbicola

silkworm . : 104-111Bombyx mori J. Invertebrate Pathology 72

． 、 、１ 春から夏までの間 蚕糸・昆虫農業技術研究所圃場のクワ葉面から多数の細菌が得られたが
群細菌、 が優勢フローラであった。また、全齢桑葉育した５E herbicola Pseudomonas syringae.

齢カイコからは４種の細菌が分離され、 群細菌、 . が優勢フローE herbicola Staphylococcus. sp

ラであった。
２．植物葉面細菌を含む人工飼料をカイコに与え、中腸及びフン中の細菌数を調べたところ、カ

、 、 、 。イコ クワ由来の 群細菌は定着 増殖していたが は定着しなかったE herbicola P syringae. .
これらの結果から、植物葉面細菌の一部は昆虫腸内で定着、増殖し、再び植物上に拡散してい
ることが示唆された。

３．昆虫腸内に定着する 群細菌間のカイコ腸内でのプラスミド伝達について検討しE herbicola.
たところ、分離細菌からは高頻度に伝達プラスミド 1 7、 1010を保持する受容菌pBPW ::Tn RSF

（接合菌）が検出された。また、 群細菌から への伝達でも、接合菌が分E herbicola E cloacae. .
.離された。さらに 1010の移行はサザン法によっても確認された。これらの結果から、RSF E

、 、herbicola E cloacae群細菌 等の植物・昆虫定着細菌は昆虫腸内で接合伝達することによって.
自然界において遺伝子拡散していることが示唆された。

（1996）160．絹タンパク質を素材とする抗血液凝固物質
玉田 靖（1996）絹蛋白質を素材とする抗血液凝固物質の作出．蚕糸昆虫研ニュース No.32：3

※「硫酸化絹フィブロインの抗血液凝固機構（1999 」を参照）
１．抗血液凝固物質として現在、最も広く利用されているのは、動物から抽出したヘパリンであ
る。ヘパリンの抗血液凝固作用発現には分子内の硫酸基とそれらの位置が重要であることが明
らかにされてきた。そこで、そのヘパリンを模倣した新しい抗血液凝固物質の作出を、繭糸類
を素材として試みた。

２．繭糸類を水分散液として、濃硫酸を滴下し、一定時間撹拌しながら反応した後、中和・脱塩
し、凍結乾燥するという硫酸処理工程を確立した。

３．繭糸構成成分であるフィブロインとセリシンを濃硫酸処理した物質は、血漿のトロンビン時
間、部分活性化トロンボプラスチン時間あるいは、プロトロンビン時間を延長し、抗血液凝固
作用が発現されることを見出した。この作出した物質は、人血液の凝固時間を延長することを
確認した。

４．硫酸処理工程における、硫酸濃度、反応時間等の条件を変化させることにより抗血液凝固活
性が変化した。

５．フィブロインあるいはセリシンを濃硫酸処理することにより、フィブロインあるいはセリシ
ンが低分子化することがわかった。

６．この物質の抗血液凝固活性は、ヘパリンのそれに比べて低い（現状では約1 500 。/ ）

（1996）161．カイコにおける尿素態及びアンモニア態窒素の特異な代謝経路
Hirayama, C., K. Konno and H. Shinbo (1996) Utilization of ammonia as a nitrogen source in the silk-

worm, . : 983-988Bombyx mori. J. Insect Physiol 42(10)
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Hirayama, C., K. Konno and H. Shinbo (1997) The pathway of ammonia assimilation in the silkworm,

. : 959-964Bombyx mori. J. Insect Physiol 43(10)

１．アンモニア同化の初期段階に関わる諸酵素の活性を測定したところ、脂肪体中にグルタミン
酸デヒドロゲナーゼ（ 、グルタミン合成酵素（ 、グルタミン酸合成酵素（ ）GDH GS GOGAT） ）
の活性を認めた。

２．グルタミン合成酵素の特異的な阻害剤を投与したところ、体液中のアンモニアが急増し、グ
ルタミンが減少するとともに、タンパク質へのアンモニア窒素の取り込みが抑制された。この
ことから、アンモニア窒素の同化に 経路が働いていることが推定された。GS/GOGAT

３．５齢を桑葉飼育した場合に限って、熟蚕期以降の体液中にウレアーゼの活性が検出され、体
液中の尿素は急減することを確認した。桑葉飼育蚕においては、体液中に存在するウレアーゼ
により尿素はアンモニアに分解され、その後は人工飼料育蚕と同じように絹タンパク質の合成
に再利用されることが窒素の同位体を用いた実験から判明した。

（1996）162．布団綿用シルクウェーブ
中島健一、高林千幸、中屋 昭、小池文江（1996）シルクウェーブの繰製条件がその性状に及ぼ

す影響．製糸絹研究会誌 ：31-345
１．シルクトウ繰製装置の一部を改良して、1,500～2,500粒の繭から１本１本の繭糸を分繊した
状態で一度に引き出し、乾燥しながら低張力で平面状に巻き上げることで、布団や衣類の中綿
用として利用可能なシルクウェーブを開発した。

２．シルクウェーブを布団に用いる場合には嵩高性が要求されるので、繭糸繊度や繰製条件がそ
の嵩高性に及ぼす影響について検討した。その結果、繭糸繊度が細い蚕品種ほど、また内層部
へ移行するに従い嵩高さおよび嵩高圧縮弾性率の高い素材が得られた。

３．また、繰糸張力が増す条件で繰製したものほど揚枠後の収縮率は大きくなり、その結果、嵩
高さは増すが嵩高圧縮弾性率は低下する傾向を示した。このことは、シルクウェーブは通常の
生糸とは繰製方法が異なり、巻取機に巻かれるまでに乾燥されるため、巻取機上で乾燥応力を
受けないこと、たとえ張力が大きくなっても揚枠後の収縮率が大きくなることにより、繭糸固
有のクリンプが発現すること等により嵩高さが増すものと考察された。

４．これまでの製糸工程と比較すると機構が簡素であり、揚返し、撚糸等の加工工程を省略でき
るため、生産コストを大幅に軽減することが可能である。

※高林千幸、中島健一、中屋 昭（1996）シルクウエーブを利用した“布団 ．蚕糸昆虫研ニュ”
ース ：2No.30

（1996）163．ネットロウシルク自動繰糸機構
高林千幸、中屋 昭、星野伸男（1996）ネットロウシルク自動繰糸機構の開発．製糸絹研究会誌

：24-295
１．これまで開発を進めてきたネットロウシルクの繰糸機構全体を小型化し、自動繰糸機に組込
み易い形態に改良した。

２．形成枠は、送り出し装置（形成棒）を３本から４本へ変更したことにより、繭糸と形成枠の
滑りがなくなり繭糸の網目構造が保持され、安定した形態のネットロウシルクの繰製が可能と
なった。

３．接緒機構は、新たに設けた接緒棒で絡交桿前面から形成枠の後方まで繭糸緒を導く方法とし
たため、これまでのような手接緒による長いずる節の発生が抑えられるとともに、有効接緒効
率が向上した。

４．また、カバリング撚糸機構や複合繰糸機構を組込んだことにより、多様な用途に適応するネ
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ットロウシルクの繰製が可能となった。

（1996）164．濃核病ウイルス１型非感受性品種「大成」
江口良橘、嶋崎 旭、廣田勝美、一場ともえ、蜷木 理、原和二郎（1996）蚕の新品種－春蚕用

普通蚕品種「日203号×中150号 ．技術資料 ：1-2」 第131号
日203号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお
いて育成した二化性白繭系日日固定種である。本種はカイコ濃核病１型（ -1）に対し優DNV

（ ） 、 。 、性の非感受遺伝子 -1 をホモに保有し -1に対して完全抵抗性である したがってNid DNV

本種との交雑種はいかなる交配相手であっても、 -1に感染しない。DNV

蟻蚕は暗褐色を呈し、蚕児の体色は淡赤系で斑紋は姫である。蚕児の経過は稚蚕期、壮蚕期
ともに日137号と同程度である。稚蚕期から食桑行動は活発で、眠起は斉一、蚕体はよく肥大
するが、５齢期は過度の飽食や、低温冷温での飼育は蔟中・繭中とも斃蚕が多くなることがあ
るので、適度なしめ飼いと適温での飼育を心掛けることが重要である。また、熟蚕は早朝から
活発に動きまわる性質があるので、上蔟は早目に行い上蔟時の遺失蚕防止に努めることが必要
である。繭は白色の浅縊俵形で、ちぢらは普通である。
成虫は黒蛾で稀に白蛾が混じるが、実用諸形質の性状には殆んど差異がない。蚕卵は産下後

の卵色の着色が特に遅い特徴がある。したがって、冷蔵浸酸種は所定の時間高温保護後に卵色
にこだわらず冷蔵を行い、冷蔵時期を逸しないよう留意することが肝要である。越年卵の卵色
は淡藤鼠である。
本種と中150号を交配する場合、両種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を同時

にすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当であ
る。
中150号２．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて、多収、長糸長、中繊度用に育成した二化性白繭系中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、蚕児の体色は青系で斑紋は姫（淡いい形斑紋を有する）である。蚕児
の経過は支146号に比べ稚蚕期は大差ないが、壮蚕期が約１日長い。虫質は強健で飼育取扱は
容易であるが、５齢期は冷温を避け良桑を十分に与え、経過が遅延しないよう努めることが望
ましい。上蔟は若上げにならないよう注意が必要である。繭は白色の楕円形で、ちぢらはやや
粗である。

。 。採種にあたっては割愛後に産卵が早いので注意が必要である 越年卵の卵色は生壁色である
本種と日203号を交配する場合、両種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を同時

にすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当であ
る。

３． （愛称：大成）日203号×中150号
化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕期
本種は日中一代交雑二化性の白繭種で、春蚕用に供する。本種はカイコ濃核病１型に対し非

感受性（完全抵抗性）である。
蚕児の経過は日137号×支146号に比べて、稚蚕期および壮蚕期ともやや長めであるが、眠起

。 、 、 、は斉一で飼育取扱いは容易である 虫質は強健で 稚蚕 壮蚕とも食桑行動は活発であるので
桑付け直後から桑不足にならないよう給桑量に注意することが肝要である。特に５齢期は桑不
足になると、葉脈、葉柄も食下する程旺盛な食欲を示すので、努めて薄飼いにし、良桑を飽食
させることが大切である。
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本種は虫質強健で飼育し易く、繭重および繭層重が重く、収繭量および繭糸量多く、生糸量
歩合高く、繭糸長および解舒糸長は抜群に長く、解舒率および小節点も良好な特徴を有する。
繭糸繊度は2.7デニール内外で、現行の春蚕用普通蚕品種では最も細い特徴を有する。

Eguchi, R., W. Hara, A. Shimazaki, K. Hirota, M. Ichiba, O. Ninagi and K. Nagayasu (1998) Breeding

J. Seric. Sci.of the silkworm race "Taisei" non-susceptible to a densonucleosis virus type 1.

: 361 366Jpn. 67(5) -
１．保存系統 .908は濃核病ウイルス（ -１）に対し非感受性の優性遺伝子（ ）をホNo DNV Nid-1
モにもっている。

２．日150号と .908を交雑したのち、日150号を反復親とした戻し交雑法により、 遺伝子No Nid-1
の実用品種（日150号）への導入を行った。

３．毎世代孵化幼虫にウイルスを添食し、生存蚕を 遺伝子をもつ個体として選抜した。戻Nid-1
し交雑を６世代繰り返したのち、同蛾区内交配を２回繰り返し、ウイルス添食試験を併用して

遺伝子ホモの系統を選抜した。Nid-1
４．さらにこの系統の実用形質の改善と向上を図り、濃核病ウイルスに非感受性の実用品種「日

」 。 、 「 」203号 を確立した この日203号と中150号の交雑組合わせは 1996年に春蚕用新品種 大成
として農林水産大臣の指定を受けた。

（1996）165．極細繊度蚕品種「改良しんあけぼの」
山本俊雄、間瀬啓介、岡田英二（1996）蚕の新品種－特徴ある蚕品種「 日511号×日512号）×（

（中511号×中513号 ．技術資料 ：13-16）」 第131号
日511号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお
いて育成した日505号について糸質の良好な細繊度品種として分離・育成した二化性白繭系の
日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は形である。幼虫の経過は日137号に比

べて稚蚕は大差ないが、壮蚕は約１日長い。また、虫質は強健で眠起はよく揃い、飼育取扱い
は容易であるが、５齢期がやや長いので５齢末期まで良桑を給与することが望ましい。繭は浅
縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と日512号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を１日早

くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
日512号２．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて細繊度品種として育成した二化性の日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は形である。幼虫の経過は日137号に比

べて稚蚕、壮蚕とも大差ない。また、虫質は強健であるが、眠起の取扱いを適切にし、稚蚕期
は特に良桑を給与することが望ましい。繭は浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色
は藤鼠である。
本種と日511号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、催青着手を１日遅

くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに６分前後の塩酸浸漬時間が適当である。
日511号×日512号３．
化性：二化性。系統：日日交雑原種
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は形である。幼虫の経過は日137号に比

べて稚蚕は大差ないが、壮蚕は約１日長い。また、虫質は強健であり、桑不足にならないよう
に注意すれば春、夏秋ともに飼育は容易である。繭は浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年
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卵の卵色は藤鼠である。
本種と中511号と中513号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと

きは、本種の催青着手を４日早くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸、冷浸ともに６分前後の
塩酸浸漬時間が適当である。
中511号４．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて細繊度品種として育成した二化性の中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、幼虫の体色は青系で、斑紋は形と姫を混ずる。幼虫の経過は支146号

に比べて稚蚕は大差ないが、５齢は約半日短い。また、虫質は強健であるが、眠起の取扱いを
、 。 、 。適切にし 稚蚕期は特に良桑を給与することが望ましい 繭は楕円形で ちぢらは普通である

越年卵の卵色は帯緑藤鼠である。
本種と中513号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を

同時にすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当
である。
中513号５．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて細繊度品種として育成した二化性の中中固定種である。また、広食性を有している。
蟻蚕は黒褐色を呈し、幼虫の体色は青系で、斑紋は雌は形、雄は姫となる限性形質を有し、
雌雄鑑別の容易な品種である。幼虫の経過は支146号に比べて稚蚕は大差ないが、５齢は約半
日短い。また、虫質は強健であるが、眠起の取扱いを適切にし、稚蚕期は特に良桑を給与する
ことが望ましい。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は帯緑藤鼠である。
本種と中511号とを交配する場合、両品種の取扱いがほぼ等しいときは、本種の催青着手を

同時にすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分前後の塩酸浸漬時間が適当
である。
中511号×中513号６．
化性：二化性。系統：中中交雑原種
蟻蚕は黒褐色を呈し、幼虫の体色は青系で、斑紋は形と姫を混ずる。幼虫の経過は支146号

に比べて稚蚕は大差ないが、５齢は約半日短い。また虫質は強健であり、桑不足にならないよ
う注意すれば春、夏秋ともに飼育取扱いは容易である。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。
越年卵の卵色は帯緑藤鼠である。
本種と日511号と日512号との交雑原種を交配する場合、両交雑原種の取扱いがほぼ等しいと

きは、本種の催青着手を４日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は即浸では５分、冷浸では６分
前後の塩酸浸漬時間が適当である。

７ （愛称：改良しんあけぼの）．（日511号×日512号）×（中511号×中513号）
（この四元交雑種を1・2×1・3と略称する）

化性：二化性。系統：日中交雑種。適用蚕期：春蚕および夏秋蚕期
本種は日中四元交雑二化性で、稚蚕人工飼料育および桑葉育に適し、繭糸繊度の細い特徴あ

る蚕品種として指定された通年品種である。
幼虫の体色は青系に淡赤系を混じることがあり、斑紋は形である。幼虫の経過は日137号×

支146号に比べて稚蚕、壮蚕ともに大差ない。また、稚蚕期の人工飼料育、桑葉育ともに眠起
はよく揃い、飼育取扱いは容易であるが、５齢期には盛食期の食桑がやや少ないので、給桑量
に注意する必要がある。繭は楕円形に浅縊俵を混じ、ちぢらは普通である。
本種は虫質強健で経過が早く、極めて飼育し易い品種である。繭重、繭層重、収繭量、生糸
量歩合はやや低いが、繭糸繊度は初秋・晩秋蚕期には2.2デニール内外と細く、繭糸長が長い
優れた特徴がある。用途としてはハイブリッドシルク用のほか、極細高級生糸用に適する。
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（1996）166．桑品種「みつさかり （桑農林18号」 ）
岩田 益、樋田仁蔵、山本 賢、市橋隆壽、水本文洋、内田 満（1996）桑の新品種「みつさか

り （桑農林18号 ．技術資料 ：1-15」 ） 第132号
１．近年、蚕品種や人工飼料の改良・開発により蚕の年間飼育回数は大幅に増加可能となったが
これに対応できる夏秋蚕期用の桑品種は少ない。

２．一方、暖地向き桑品種として育成された「はやてさかり」は良質・多収等優良ではあるが、
、 。枝条が基部で広がることと 条茎が太いなど近年の密植栽培や機械収穫技術には適していない

また 「みつみなみ」や「ひのさかり」は樹型が直立で条茎が細く、密植栽培や機械収穫に適、
するが、台風や低温、長雨などの気象変動に弱い。

３．そこで、西南暖地の多回育養蚕に適応し、気象災害に強く、夏秋期に良質・多収で、耐倒伏
性かつ、耐病性（縮葉細菌病）に優れた優良桑品種の育成を目標とした。

４．昭和50年、縮葉細菌病や萎縮病に強く、葉の硬化の遅い「魯八」を母親とし、蚕糸試験場九
「 」（ ）州支場において暖地向きに育成した良質・多収性で耐倒伏性の はやてさかり 桑農林７号

を父親に用いて交配を行った。
５．その年に実生苗を養成し、昭和51年から56年までは実生による個体選抜を実施し、選出した
個体に系統番号「九75-08」を付け接ぎ木により増殖した。その後、昭和57年から61年に系統
選抜試験を行った結果、優良な成績を収めた。

６．そこで昭和60年から平成元年まで、愛知、徳島、鹿児島の各試験地で桑の萎縮病抵抗性検定
試験を実施するとともに、平成元年から大分・高知および宮崎の各試験地において大分、高知
は平成７年まで、宮崎は平成４年までと平成７年に系統適応性検定（宮崎は密植）試験に供試
し、栽培試験並びに蚕の飼育試験を実施した。

７．その結果、耐倒伏性で枝がやや細く、機械収穫が可能で普通および密植栽培に向き、良質・
、 「 」 、「 」多収であることが認められ 平成８年８月21日 桑農林18号 として登録され みつさかり

と命名された
８ 「みつさかり」の特性概要は次の通りである。①葉は４裂葉で緑色を呈し、葉面は平滑で、．
大きさは「はやてさかり」よりやや小さい、②春の発芽は「はやてさかり」よりやや遅い、③
中間伐採後の再発芽性は良好で、晩秋期の葉の硬化は「はやてさかり」より遅い、④枝条長は
「 」 、「 」 、 、 、しんいちのせ よりやや短く はやてさかり と同等である ⑤枝条数はやや多く また

「 」 、 、 、節間長は はやてさかり と同等である ⑥枝条の展開幅は小さく 直立性で耐倒伏性である
⑦条径は「しんいちのせ 「はやてさかり」よりやや細い、⑧収量は「しんいちのせ」より多」
く 「はやてさかり」と同等か、やや多い。特に、夏秋期に多く、密植栽培で顕著である、⑨、
萎縮病には弱いが、縮葉細菌病には強く、裏うどんこ病は「はやてさかり」よりやや強い、⑩
接木の活着性並びに挿木発根性は良好である、⑪蚕飼育による飼料価値は「しんいちのせ 、」
「はやてさかり」と同程度に良好である。

９．本品種の適応地域は、四国、九州の平坦地および中山間地帯の密植および普通栽培に適し、
夏秋専用として夏秋期の壮蚕用桑に適する。萎縮病抵抗性は弱いので、本病常発地への導入は
避ける。

（1996）167．青紫色素を生産する微生物の分離と色素の利用法
Janthino-白田 昭 塚本貴敬 安居拓恵 加藤 弘 早坂昭二 小島 篤 1997 生糸から分離した、 、 、 、 、 （ ）

による青紫色素の生産および色素による染色．日本蚕糸学雑誌 ：bacterium lividum 66(6)
377-385

１．青紫色素を生産する細菌を汚染絹糸から分離し、 （ジャンシノバクJanthinobacterium lividum
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テリウム・リビダム）と同定した。
２．菌体から色素の描出を試みたところ、水では抽出されず、メタノールなど極性の高い有機溶
媒で抽出された。

３．本色素は、絹、羊毛、綿などの天然繊維だけでなく、ナイロン、アセテートなどの化学繊維
も染めることができる。天然繊維は青紫色に、ナイロンは濃紺に、アセテートは紫色に染色さ
れる。

４．本色素の安全性を、毒性物質に感受性の高いヤママユガの卵巣に由来する細胞を用いて調べ
たところ、色素は培養細胞に全く影響を与えず、安全性は高いものと推察された。

５．本色素は、抗生物質の一種ビオラセイン（ ）を含む２種類の物質であった。violacein

（1996）168．ヒラタケから分離された非病原細菌によるキノコ腐敗病の防除
Tsukamoto, T., A. Shirata and H. Murata (1998) Isolation of a Gram-positive bacterium effective in

Pleurotus ostreatus Agaricussuppression of brown blotch disease of cultivated mushrooms, and

, caused by . : 273-278bisporus Pseudomonas tolaasii Mycoscience 39

１．腐敗病に罹病したヒラタケから黄色の非病原細菌（代表菌株 9405、以後 5と略称）を分S S

離した。 5は、 によるトラシンの生産を完全に阻害する。S Pseudomonas tolaasii
２． 5の阻害効果は極めて強く、分離菌の混合割合が の1 100でも十分に認められた。S /P tolaasii.
３． 5は の増殖を全く阻害しない。S P tolaasii.
４． 5は生産されたトラシンの活性には影響を与えない。S

５．トラシン生産の阻害効果は、 5の菌体のみに認められ、培養ろ液には認められなかった。S

６． 5の菌体を100℃で処理すると、阻害効果は消失した。S

７． を接種する前に、 5の懸濁液をヒラタケに散布したところ、発病は著しく抑制さP tolaasii. S

れた。
※白田 昭、塚本貴敬「キノコの病害防除剤及び防除方法 （特許登録： 、1999年１月14」 2873931

日）

（1996）169．ハリクチブトカメムシの捕食行動の化学的解発因
Yasuda, T. and S. Wakamura (1996) Behavioral responses in prey location of the predatory stink bug,

Eocanthecona furcellata Spodoptera litura Entomologia, to chemical cues in the larvae of .

: 91-96Experimentalis et Applicata 81

Yasuda, T. (1997) Chemical cues from larvae elicit prey-locating behavior by theSpodoptera litura
predatory stink bug, . :Eocanthecona furcellata Entomologia Experimentalis et Applicata 82

349-354

． 。１ ハリクチブトカメムシ成虫はハスモンヨトウ幼虫に対して定位行動と口吻伸長行動を示した
これらの行動はハスモンヨトウ幼虫抽出物によって引き起こされた。
． 、２ ハスモンヨトウ幼虫抽出物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーを用いて分画したところ
定位行動を引き起こす成分がヘキサン溶出画分に、口吻伸長を引き起こす成分が15％エーテル
／ヘキサン画分に存在し、それぞれ異なる成分であることが示された。

３．ヘキサン溶出画分から誘引物質としてペンタデカンを、15％エーテル／ヘキサン画分から口
吻伸長活性物質として -フィトールを同定した。E

４． -フィトールはハスモンヨトウ幼虫の餌に含まれるクロロフィルに由来し、ハスモンヨトE

ウ幼虫の餌中のクロロフィル量がハリクチブトカメムシの捕食行動に顕著な影響を与えること
を示した。

、 「 」（ 、 ）※安田哲也 若村定男 ハリクチブトカメムシの誘引剤 特許登録： 1996年４月16日2507919
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安田哲也、若村定男「ハリクチブトカメムシの摂食刺激剤 （特許登録： 、1998年３月」 2754201
６日）

（1996）170．アルカロイド医薬物質としての昆虫性フェロモン
Leal, W. S., P. H. G. Zarbin, H. Wojtasek, S. Kuwahara M. Hasegawa and Y. Ueda (1997) Medical

alkaloid as a sex pheromone. : 213Nature 385

１．野外で採集した約2000匹のウスチャコガネの雌成虫から空気捕集法によって得た成分をエー
テル抽出によって分画し、雄成虫に対して誘引性の高い物質を単離した。

２．誘引活性物質をガスクロマトグラフ質量分析計とガスクロ直結フーリエ変換赤外吸収分析装
dimethy H H quinazolinedione N N’ dimeth置によって化学構造の決定を行い、1,3- 1-2,4-(1 ,3 )- [ , -

- ]と同定した。この物質は哺乳類に対して消炎・鎮痛作用を示すアルカロイyl benzoyleneurea

ド化合物で、自然界からは初めて単離された。
３．化学合成した上記アルカロイド化合物のデータを比較したところ、ウスチャコガネ雄成虫に

、 。対して誘引性の高い物質のスペクトルと完全に一致し フェロモン物質であることを確認した
４．合成フェロモンを用いて野外試験を行ったところ、ウスチャコガネに対して極めて高い誘引
活性が認められた。

（1997）171．蚕遺伝資源データベース
木下晴夫、小瀬川英一、廣川昌彦、立松健一郎、永易健一、山本俊雄（2002）カイコ遺伝資源の

データベース化．日本シルク学会研究発表要旨集録 ：166-167第50回
１．蚕遺伝資源のデータベースを蚕糸・昆虫農業技術研究所のホームページに作成した。特性デ
ータは、系統、化性、眠性、最終齢日数、全齢日数、卵色、蟻色、斑紋、体色、繭色、繭形お

http://ss nises affrc go jp/nisesDB/bombygen/tablemaster htmlよび遺伝子組成の12項目である。 . . . . .
２．各品種ごとに蚕（幼虫 、および繭の画像データをリンクした。）
． 、 （ 、 、 、 、３ 入力した蚕遺伝素材は 地域型蚕品種 日本種在来種 同改良種 中国種在来種 同改良種

、 、 、 ） 、 （ 、 、 、欧州種在来種 同改良種 熱帯種 眠性種 295種 突然変異種 卵形質 幼虫形質 繭形質
蛹・蛾形質、生理的形質、染色体異常、複合形質）168種の合計463種である。

172．カイコのキサンチン脱水素酵素欠失型突然変異における
（1997）皮膚の着色と妊性の回復法

Tamura, T., T. Kanda, N. Komoto, K. Yukuhiro, T. Hasegawa and H. Fujii (1999) Rescue of , andoq og
mutants by injection of xanthine oxidae. 111-117og J. Seric. Sci. Jpn.t 68(2)：

１．カイコではキサンチン脱水素酵素の活性が欠失しているために皮膚が透明となる突然変異
および が存在する。一方、カイコのキサンチン脱水素酵素遺伝子はクローニングさog og oq、 t

れ、構造が明らかにされている。この遺伝子をマーカーとして用いれば、これらの突然変異を
形質転換のためのホストとして利用できる。しかし、これらの突然変異体は不妊であり、ホモ
型の個体から次世代を得ることができない。そのため、この突然変異の妊性を回復させる方法
を開発する。

２．正常なカイコの幼虫皮膚は白色・不透明であるが、キサンチン脱水素酵素欠失型の突然変異
、 および の幼虫皮膚は透明である。これにキサンチン脱水素酵素と同じ働きをする市og og oqt

販のキサンチン酸化酵素を の培養液に溶かしたものを注射すると、皮膚が正常化し、白Grace

色不透明になる。これは注射した酵素が幼虫の体内で働き、尿酸が合成され、皮膚に蓄積する
ためである。

３．キサンチン脱水素酵素欠失型の突然変異はすべて不妊であるが、不妊性の程度は種類により
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異なる。 および では雌は全て不妊で、雄の一部にのみ妊性があるが、 では雌雄共にog og oqt

不妊である。しかし、キサンチン酸化酵素を幼虫期に注射することにより、いずれの突然変異
でも妊性は回復し、突然変異同士を交配し、後代を得ることができる。

４． このことから、カイコのキサンチン脱水素酵素欠失型の突然変異 、 および の不妊og og oqt

性はキサンチン脱水素酵素活性の欠如が原因であると判断される。
※田村俊樹、行弘研司、長谷川毅、河本夏雄、神田俊男、藤井 博「蚕のキサンチン脱水素酵素

欠失突然変異 油蚕、 油蚕及び 油蚕の妊性と表現型の回復法とその後代の利用og og oqt

法 （特許登録： 、1999年10月８日）」 2987431

（1997）173．細繊度・広食性蚕品種「ほのぼの」
山本俊雄、間瀬啓介、山田敏子、長坂幸吉、岡田英二、榎島守利、伊坪友子、熊井敏夫、和泉清

二、宮島たか子（1998）特徴ある蚕品種：日513号×中514号（愛称：ほのぼの ．技術資）
料 ：1-2第134号

日513号１．
化性：二化性。系統：日日固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて細繊度・広食性系統として育成した二化性白繭系の日日固定種である。
蟻蚕は暗褐色を呈し、幼虫の体色は淡赤系で、斑紋は形である。幼虫の経過は日137号に比

べて稚蚕は大差ないが、壮蚕は約１日長いので、注意を要する。飼育中は眠起は良く揃い、春
および夏秋蚕期とも飼育取り扱いは容易であるが、５齢期はややしめ飼いとした方が産卵成績
が良い。繭は浅縊俵形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と「中514号」とを交配する場合、両品種の取り扱いがほぼ等しいときは、本種の催青

着手を５日早くすればよい。蚕種の人工孵化は、即浸では５分、冷浸では６分の塩酸浸漬時間
が適当である。
中514号２．
化性：二化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお

いて細繊度・広食性系統として育成した二化性白繭系の中中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、幼虫の体色は青系で、斑紋は雌が形蚕、雄が姫蚕となる限性形質を有
している。幼虫の経過は支146号よりやや早く、全齢で約１日短い。また、強健で飼育取り扱
いは容易である。なお、上蔟から発蛾までの期間が短いので、蛹期の取り扱いには注意を要す
る。繭は楕円形で、ちぢらは普通である。越年卵の卵色は帯緑藤鼠である。
本種と「日513号」とを交配する場合、両品種の取り扱いがほぼ等しいときは、本種の催青

着手を５日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は、即浸、冷浸ともに５分前後の塩酸浸漬時間が
適当である。

３． （愛称：ほのぼの）日513号×中514号
化性：二化性。系統：日中交雑種
本種は日中二元交雑の白繭種で、繭糸繊度が細く、しかも広食性を有する特徴ある蚕品種で

ある。幼虫の体色は青系に淡赤系を混じることがあり、斑紋は形である。１～４齢の低コスト
人工飼料育によく適合する。
幼虫の経過は「しんあけぼの」に比べて稚蚕期及び壮蚕期ともほぼ等しい。幼虫は強健で、

稚蚕、壮蚕とも眠起はよく揃い、飼育取り扱いは容易である。５齢期は短めで盛食期の食桑は
やや少なめであるので、給桑量に注意する必要がある。４齢まで低コスト人工飼料で飼育する
と、解舒率が多少低くなることがあるので、上蔟時には通風・換気を行い、多湿にならないよ
う注意する必要がある。繭は白繭の楕円形で、ちぢらは普通である。繭糸繊度は２.２デニー
ル内外である。
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本種は低コスト人工飼料育による細繊度繭糸の生産が可能であり、全齢人工飼料育による通
年多回育による高品質繭の計画生産ができる。用途としては極細高級生糸用及びハイブリッド
シルク用に適する。

※山本俊雄、間瀬啓介、長坂幸吉、岡田英二、宮島たか子、伊坪友子、榎島守利（2000）細繊度
・広食性蚕品種「ほのぼの」の育成．日本蚕糸学雑誌 ：31-3769(1)

（1997）174．極細繊度蚕品種「はくぎん」
山本俊雄、間瀬啓介、山田敏子、長坂幸吉、岡田英二、榎島守利、伊坪友子、宮島たか子、熊井

敏夫、和泉清二（1998）特徴ある蚕品種：中514号×中515号（愛称：はくぎん ．技術資）
料 ：3-4第134号

１． （前出）中514号
中515号２．
化性：一化性。系統：中中固定種。来歴：本種は農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所にお
いて育成した細繊度蚕品種の中505号を、更に極細繊度系統として改良した一化性白繭系の中
中固定種である。
蟻蚕は黒褐色を呈し、幼虫の体色は青系で、斑紋は形である。幼虫の経過は支146号よりや

や早く、全齢で約１日短い。また、強健で飼育取り扱いは容易である。なお、上蔟から発蛾ま
での期間が短いので、蛹期の取り扱いは注意を要する。繭は白色の浅縊短俵形で、ちぢらは粗
である。越年卵の卵色は藤鼠である。
本種と「中514号」とを交配する場合、両品種の取り扱いがほぼ等しいときは、本種の催青

着手を１日遅くすればよい。蚕種の人工孵化は、即浸、冷浸ともに４分前後の塩酸浸漬時間が
適当である。

３． （愛称：はくぎん）中514号×中515号
化性：中514号が母体のときは二化性、中515号が母体のときは一化性。系統：中中交雑種
本種は中中二元交雑の白繭種で、繭糸繊度が極細の特徴ある蚕品種である。幼虫の体色は青
系で、斑紋は形である。しかしながら、中515号を母体にしたときには、形蚕斑紋の淡い幼虫
が分離することがある。
幼虫の経過は「しんあけぼの」に比べて稚蚕期及び壮蚕期ともやや短く、全齢では約１日短

い。また、稚蚕、壮蚕とも眠起はよく揃い、飼育取り扱いは容易である。５齢期が短く盛食期
の食桑はやや少なめであるので、給桑量に注意する必要がある。
繭は高品位性が求められるので、飼育取り扱いに注意し、ばらつきが少ない品質の揃った繭

を生産するよう努める必要がある。また、繊度が著しく細いため解舒率が不安定になりやすい
ので、上蔟時には通風・換気を行い、多湿にならないよう注意する必要がある。
繭は白繭の楕円形で、ちぢらはやや粗である。繭糸繊度は１.６デニール内外である。用途

としては、本種は繭糸繊度が著しく細い特長を持つので、極細高級生糸用に適する。
※山本俊雄、間瀬啓介、長坂幸吉、岡田英二、伊坪友子、宮島たか子、榎島守利、熊井敏夫、和

泉清二（1999）極細繊度蚕品種「はくぎん」の育成．日本蚕糸学雑誌 ：125-13268(2)

（1997）175．絹フィブロインフィルムを素材とした細胞培養床
坪内紘三（1998）絹フィルムを素材とした細胞培養床．蚕糸昆虫研ニュース ：4No.39
１．絹糸を溶解、透析した後に、フィブロインのα型、β型およびアモルファスの分子形態を示
すフィルムを作成し、この３種のフィルムをそれぞれの細胞培養容器の床に無菌状態でコーテ
ィングした。

２．これらの細胞培養容器でヒト表皮角化細胞（ケラチノサイト）を培養し、細胞の形態変化を
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観察したところ、一般に使用されているポリスチレン培養床と比較して、絹フィブロイン培養
床では、培養床表面への細胞の付着、増殖が均一であるとともに、細胞相互の接着性、細胞層
成長の伸展性等において極めて優れている。

３．３種の分子形態の中でα型（分子はヘリックス構造）絹フィブロインフィルムは表皮細胞培
養床として最も優れている。

※坪内紘三、高須陽子、山田弘生「表皮細胞増殖活性化素材 （特許登録： 、2000年８月」 3094125
４日）

（1997）176．絹糸を利用した人工腱・靭帯用素材
Tamada, Y., T. Furuzono, T. Taguchi, A. Kishida and M. Akashi (1999) Ca-adsorption and apatite depo-

J. Biomater. Sci. Polymer Edn,sition on silk fabrics modified with phosphate polymer chains.

: 787-79310(7)

１．絹の生体親和性とその力学的特性が生体腱のそれに近いことを利用して、人工健・靭帯用素
材の開発を行った。人工健・靭帯用素材には、骨結合性が要求されるので、まず、絹に骨結合
性を付与する技術を開発する。

２．アシル化反応によりカルボキシル基を導入した絹には、顕著なカルシウムの吸着量の増大が
観察された。

３．リン酸基をもつモノマーを用いてグラフト重合した絹には、未処理絹に比較して、10倍以上
のカルシウム吸着が観察された。

４．リン酸基を導入した絹を疑似生体溶液（無機イオン濃度が体液とほぼ同じ）中に１週間浸漬
することにより、結晶物が材料表面に付着していたが、未処理の絹では付着物は観察されなか
った。

５．付着した結晶物の 線解析結果により、この結晶物には、骨の主成分であるハイドロキシX

アパタイトが含有されていることがわかった。
300※玉田 靖、塚田益裕「改変絹タンパク質、その製造方法および骨結合性材料 （特許登録：」

、1999年11月26日）5667

（1997）177．絹を利用した吸水・保水性材料
玉田 靖（1998）高吸水性絹の開発．蚕糸の光 ：18-1951巻
１．絹をクロロ硫酸／ピリジン溶液で処理し、中和、洗浄、乾燥処理によって、吸水・保水性材
料が製造できることを見いだした。

２．本処理により、絹分子への硫酸基の付加と絹分子間の架橋が生じていることを確認した。
３. 反応条件により、吸水率（吸収した水分量／自重）が異なる。
４. 未処理絹の吸水率は30％前後であるのに対し、本材料は120％以上の吸水率を示した。
５．本材料に吸収された水は、室温下で１ヵ月放置してもその60％以上が保持されていたのに対
し、未処理絹では20％程度の保持であった。

※玉田 靖「吸水・保水性材料及びその製造方法 （特許登録： 、1999年12月３日）」 3007957

（1997）178．人工葉を用いたエビガラスズメの屋内採卵法
Agrius convol-Shimoda, M. and M. Kiuchi (1998) Oviposition behavior of the sweet potato hornworm,

(Lepidoptera; Sphingidae), as analysed using an artificial leaf. . :vuli Appl. Entomol. Zool 33(4)

525-534

１．エビガラスズメ（ ）は、人工飼料による累代飼育法が確立されているが、Agrius convolvuli
通年飼育を行うには、採卵のために寄主植物であるサツマイモを常時栽培する必要があった。
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本種の安定供給と飼育の省力化のため、簡便な屋内採卵法を確立する。
． 、 、２ 短冊状に切断したサツマイモ生葉100 にエタノール320 を加え ４℃に約３日間おくとg ml

。 、生葉中の産卵刺激物質が溶液中に抽出される 得られた抽出液は-20℃で一年間保存した後も
産卵刺激活性が失われなかった。

３．厚さ1.5 ､直径12.5 のディスクを本体とする人工葉を設計した。上面には濾紙を重ね、cm cm

常に生葉抽出液が供給されるようにし、下面には産下卵を回収するためのプラスチック盤を取
り付けた。

４．交尾雌は飼育箱内の人工葉の前でホバリングし、活発に産卵した。濃度約50 の生葉描mg/ml

、 （ ）出液を用いると サツマイモの鉢植えを用いた場合とほぼ同じ産卵数 雌１頭当たり約500卵
が得られ、産下卵の多く（70％以上）は下面のプラスチック盤に回収された。

５．人工葉を用いてエビガラスズメの産卵過程を調べたところ、産卵刺激の受容には触角と脚の
ふ節の両者が関与しており、寄主識別には脚のふ節よりも触角による化学受容がより重要であ
ることが示された。

（1997）179．酵素免疫測定法を用いたエクジステロイドの定量法
塩月孝博、津金胤昭、 1997）酵素免疫測定法を用いたエクジステロイドのS. Gee, B. Hammock（

定量．1997年度日本農芸化学会大会（東京）講演要旨 5
１．昆虫に特有な幼若ホルモンおよび脱皮ホルモン（エクダイソン）等の機構を解明する上で、
ホルモン濃度を測定することは必須であり、後者のエクダイソンは主にラジオイムノアッセイ
（ ）で測定されてきた。実験施設に制約のあるラジオアイソトープ（ ）を使わない定量RIA RI

法として、酵素免疫測定法の条件を検討し反応系の最適化を行う。
２．ウサギ抗20-ヒドロキシエクダイソン抗体を用い、エクダイソン・西洋ワサビペルオキシダ
ーゼ複合体をトレーサーとする競合法による反応系を設計した。

３．抗体をマイクロプレートに固定する方法として、直接法とヤギ抗ウサギイムノグロブリンＧ
抗体を用いる間接法を比較した結果、直接法の方がバックグラウンドが低いことを示した。

４．抗体を固定した後のブロッキング処理では、無処理や１％ウシ血清アルブミン処理に比べ、
１％カゼインを用いた場合が最もよい結果を示した。さらに、トレーサーとの競合反応条件で
はウシ血清アルブミン非存在下0.05％ 20添加の場合が最もよい結果を示した。さらに、Tween

トレーサーとの競合反応条件ではウシ血清アルブミン非存在下0.05％ 20添加の場合が最Tween

もよい結果を示した。
５．本条件で、実際に昆虫体内で主に機能しているエクダイソンと20-ヒドロキシエクダイソン
の標準曲線を作成すると、 と同程度の測定感度を示した。RIA

６．エクジステロイド生合成活性の異なるカイコ前胸腺を培養し、培養液中の分泌量を とRIA

本法で測定するとよい相関が得られた。また、エビガラスズメ幼虫の終齢脱皮後、成虫になる
までの血液中エクダイソン濃度変化を本法で測定した結果、近縁のタバコスズメガで詳しく調
べられている濃度変化によく一致した。

（1997）180．昆虫起源セルラーゼの遺伝子構造
Watanabe, H., H. Noda, G. Tokuda and N. Lo (1998) A cellulase of termite origin. : 330-331Nature 394

１．近年、昆虫自身もセルラーゼを生産していることを示唆する実験データが公表されている。
筆者らはすでにヤマトシロアリのセルラーゼを精製し、免疫学的手法により唾液腺に蓄積され
ていることを明らかにした。

２．ヤマトシロアリ全虫体より を抽出し を作成、ファージにクローニングした。mRNA cDNA

それをヤマトシロアリセルラーゼ（ ）に対する抗体を用いてスクリーニングすることにRsEG
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より の部分配列を得た。またアンカー 法によって のすべてのアミノRsEG cDNA PCR cDNA

酸コード領域をクローニングした。
３． の配列よりさまざまな遺伝子特異的プライマーを作成し、イントロンを含むゲノム上cDNA

のアミノ酸コード領域をクローニングした。その結果、平均長592 の８本のイントロンを含bp

む計6.1 の遺伝子がクローニングされた。kbp

RsEG cDNA DIG PCR DNA４ をテンプレートとして プローブを作成し ヤマトシロアリゲノム． 、
のサザンハイブリダイゼーションを行ったところ、ゲノム上に遺伝子配列より予想される長さ
の断片を含む遺伝子断片を検出し、 遺伝子がヤマトシロアリゲノム上に存在することをRsEG

証明した。
５． 特異的プライマーを用いた - により、本遺伝子が唾液腺で発現されていることcDNA RT PCR

が確認された。
６． 配列および翻訳アミノ酸配列より本酵素が活性ドメインのみからなるシングルドメイcDNA

ン構造をもち、セルラーゼファミリー および炭水化物加水分解酵素ファミリー9に属する新E

規セルラーゼであることを解明した。このことにより、昆虫がゲノムにセルラーゼ遺伝子を持
つことを初めて証明した。

※野田博明、徳田 岳、渡辺裕文「昆虫由来のセルラーゼ遺伝子 （特許登録： 、2000年」 3030349
２月10日）

（1997）181．チャバネアオカメムシから分離した新規ピコルナ様ウイルスの性状
Nakashima, N., J. Sasaki, K. Tsuda, C. Yasunaga and H. Noda (1998) Properties of a new picorna-like

-virus of the brown-winged green bug, . : 151Plautia stali Journal of Invertebrate Pathology 71

158

Plautia staliSasaki, J., N. Nakashima, H. Saito and H. Noda (1998) An insect picorna-like virus,

intestine virus, has genes of capsid proteins in the 3’-part of the genome. : 50 58Virology 244 -
１．チャバネアオカメムシから直径30 の球状ウイルスを精製した。このウイルスは8.9 のnm kb

一本鎖 と４種の構造蛋白質（33､30､36､4.5 ）を持つことからピコルナ様ウイルスのRNA kDa

一種と判断し、宿主昆虫の消化管で増殖することから、 （ ）とPlautia stali intestine virus PSIV

命名した。
２． ゲノムの全塩基配列を決定し、高等動物や植物のピコルナ様ウイルスでは知られていPSIV

ない独特のゲノム構造を持つことがわかった。今まで数多く報告されているが詳細な性状が未
解明となっている昆虫ピコルナ様ウイルスの中にも 類似の遺伝子構造をしたものが多くPSIV

含まれると推察される。
３．非感染虫と３齢幼虫期に を摂食させた感染虫との生存日数を比較したところ、感染虫PSlV

の平均生存日数は羽化後約13日であった。チャバネアオカメムシ雌成虫の産卵前期間が約14日
、 。間であることから が野外でチャバネアオカメムシの生息密度を下げる要因となりうるPSIV

４． は福岡県、広島県、大分県、茨城県で採集されたチャバネアオカメムシから検出されPSIV

ていることから、国内各地に広く分布していると考えられる。

（1998）182．カイコの ライブラリーBAC
Wu, C., S.Asakawa, N.Shimizu, S.Kawasaki and Y.Yasukochi (1999) Construction and characterization

of bacterial artificial libraries of the silkworm, . . : 698-706Bombyx mori Mol. Genet. Gen 261

１．支108と 50（大造）の５齢幼虫から後部絹糸腺を採取し、アガロースに包埋して除蛋白をp

行った。得られたアガロースプラグを制限酵素 Ⅲで限定分解して （パルスフィーHind PFGE

ルド電気泳動）でサイズ分画した後、 ベクター - に挿入し大腸菌にエレクトロBAC pBAC Lac
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ポレーションした。得られた形質転換体（支108：13,824個； 50：23,040個）を96穴マイクp

ロプレートで凍結保存した。
２．平均挿入断片長は120.8 （支108）および134.5 （ 50）であり、ライブラリーの規模は全kb kb p

体でカイコのゲノムの約９倍に相当した。
３．目的とする配列を有する を単離できる系を構築するために、３次元 スクリーニンBAC PCR

DNA p DNA STS Sequenceグ用の プールを調製した 50の プールを用いて29遺伝子座の35個の。 （
）による の単離を行ったところ、全ての により３-11個（平均6.1個）のtagged site BAC STS

クローンが単離された。

（1998）183．カイコ卵への外来遺伝子の微量注射による形質転換体
（1998）（トランスジェニックカイコ）の作出法

Nagaraju, J., T. Kanda, K. Yukuhiro, G. Chavancy, T. Tamura and P. Couble (1996) Attempt at trans-

genesis of the silkworm ( L.) by egg-injection of foreign DNA. .Bombyx mori Appl. Entomol. Zool
: 587-59631(4)

. . 、 .田村俊樹、神田敏男、勘場麻里、 、行弘研司、長谷川毅、河本夏雄、E Abraham M Frazer F

1999）トランスポゾン によるトランスジェニックカイコのChantel P Couble、 . （ piggyBac

作出．日本蚕糸学会第69回学術講演会講演要旨集 57
Tamura, T., C. Thibert, C. Royer, T. Kanda, E. Abraham, M. Kamba, N. Komoto, J-L. Thomas, B. Mau-

champ, G. Chavancy, P. Shirk, M. Fraser, J-C. Prudhomme and P. Couble (2000) Germline trans-

Bombyx mori piggyBac Natureformation of the silkworm L. using a transposon-derived vector.

: 81 84Biotechnology 18 -
１．トランスポゾン にマーカーとしてＧＦＰを挿入したベクターをヘルパーとともにpiggyBac
注射し、約220蛾（約80,000頭）の次世代を得た。

２．蛍光実体顕微鏡により、220蛾の半分から孵化した約40,000頭の次世代幼虫をスクリーニン
グした結果、３蛾区からおよそ100頭の個体で の発現が観察された。GFP

３． の発現が観察された個体からゲノム を精製し、サザンブロッテイングにより調べGFP DNA

た結果、 を発現している個体はゲノム当たり１～３コピーの 遺伝子が挿入されていGFP GFP

ることが分かった。
４．ゲノムに挿入された 遺伝子の構造を調べた結果、 の標的配列である にGFP TTAApiggyBac
このトランスポゾンの末端逆位反復配列が挿入されていた。このことから、カイコヘの遺伝子
の挿入は、トランスポゾンの転移機構を介して起きていることが分かった。

５．形質転換体をさらに交配して次の世代における分布を調べた結果、挿入された遺伝子はメン
デルの法則に従って安定して次世代へ伝わった。

（1998）184．サクサンフィブロインの遺伝子構造
Sezutsu, H., K. Yukuhiro (2000) Dynamic rearrangement within the silk fibroin geneAntheraea pernyi

is associated with four types of repetitive units. . : 329-338J. Mol. Evol 51

１．サクサンフィブロイン遺伝子の全長を含む約９ の の塩基配列を決定した。kb DNA

２．塩基配列より推定されたサクサンのフィブロインのアミノ酸配列を解析した。この約93％は
ポリアラニンブロック（アラニン残基が10-15個達なった部分）と非ポリアラニンブロックか
らなる連続した79個の反復単位からなっていた。

３．反復単位は非ポリアラニンブロックの配列の組成より４タイプに分類された。この内 1Type

、 （ ）-1は特定のアミノ酸座位における多型に基づき 1-2はグリシン グリシン チロシンType - - GGY

トリプレットの反復数の違いよりさらにサブタイプに分類された。
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４．反復単位 1-3には、フィブロネクチンの細胞接着シグナルに対応するアルギニン-グリType

シン-アスパラギン酸（ ）トリプレットが存在することを確認した。RGD

（ ）185 昆虫ポックスウイルス封入体による核多角体病ウイルスの感染力の増進． 1998
Mitsuhashi, W., Y. Furuta and M. Sato (1998) The spindles of an entomopoxvirus of Coleoptera

( ) strongly enhance the infectivity of a nucleopolyhedrovirus in LepidopteraAnomala cuprea

186-188( ). :Bombyx mori Journal of lnvertebrate Pathology 71
１．核多角体病ウイルス（ ）を害虫防除のための微生物農薬として実用化する上で、その感NPV

染力を増強することが重要であるが、近年、アワヨトウ昆虫ポックスウイルス（ ）の封入EPV

体がアワヨトウを寄主とする の感染力を著しく増進することが発見され、その効果は他NPV

の感染増進物質よりはるかに高いものであった。
２．カイコの２齢、３齢および４齢幼虫において、虫体由来のカイコ核多角体病ウイルスの感染
性はドウガネブイブイ昆虫ポックスウイルス（ ）のスピンドルの添加により、いずれAcEPV

も１万倍程度増進された。
３．クワゴマダラヒトリ５齢および６齢幼虫では、培養細胞（ - -2 ）由来のクワゴFFPRI Splm AM

マダラヒトリ核多角体病ウイルスの感染性が増進され、6齢幼虫では数千倍以上増進された。
４．これらの結果から、 のスピンドルは が感染しない昆虫由来の の感染力AcEPV AcEPV NPV

を著しく増進することが判明した。

（1998）186．暖地向き密植用桑品種「せんしん （桑農林19号」 ）
岩田 益、市橋隆壽、水本文洋、樋田仁蔵、山本 賢、内田 満、町井博明、小山朗夫、山ノ内

宏昭、長沼計作（1999）桑の新品種－「せんしん （桑農林19号 ．技術資料 ：」 ） 第135号
1-10

． 、「 」 、 、１ 近年 先進国型養蚕業確立推進事業 が推進され 養蚕経営の規模拡大を志向する多回育
省力化技術等が現場へ普及しつつある。採桑作業の省力化をねらった密植機械収穫体系の導入

、 、 、を想定した場合 バインダ型条桑収穫機等の安価な小型機械では 中間伐採が困難であるため
全蚕期を通じて基部またはそれに近い部位で伐採せざるを得ない。しかし、小型条桑収穫機に
よる基部伐採を繰り返して行った場合、樹勢低下による枝条の先枯れあるいは桑萎縮病多発等
により、安定した収量の確保が困難になることが懸念される。これまで暖地向き密植栽培用桑
品種として「みつみなみ 「ひのさかり」および「みつさかり」が育成されており、いずれ」、

、 、 、も枝条が細く 直立性で機械収穫に適した形態的特性を有しているが 前述した枝条の先枯れ
桑萎縮病抵抗性等については、必ずしも欠点のない桑品種とは言い難かった。
そこで、暖地における多回育に適応し、年間を通じて安定的に良質多収で、萎縮病抵抗性を

備えた優良桑品種の育成を目標とした。
２．蚕糸試験場九州支場において、桑萎縮病抵抗性育成系統「九68-52 （育成系統「 .3118」」 No

×「国桑第21号 ）を母本に、代表的な桑萎縮病抵抗性品種である「大島桑」を父本として、」
昭和53年に交雑を行った。同年に実生苗を養成し、昭和54年から58年まで個体選抜を行い、優
れた特性を有すると認められた１個体に系統番号「九78-40」を付し、昭和59年に接木法によ
り増殖した。
． 、 、３ 昭和60年から平成２年にかけて系統選抜試験を行ったところ 優秀な成績を収めたことから
昭和63年から平成４年まで鳥取、徳島および鹿児島の各試験地で桑萎縮病抵抗性検定試験（特
性検定試験）に供試するとともに、平成６年から９年まで、岐阜および宮崎の２試験地で系統
適応性密植検定試験に供試し、栽培試験並びに蚕の飼育試験を実施した。

４．その結果 「九78-40」は収量および葉質については「はやてさかり」と同等であるが、先枯、
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れが少なく、桑萎縮病抵抗性を有するといった従来の桑品種にはない優れた特性を有すること
、 「 」 。 、が明らかになったため 平成10年８月に桑農林19号 せんしん として命名登録された なお

本品種の育成については、昭和58年12月に蚕糸試験場から九州農業試験場へ、平成８年10月に
は九州農業試験場から蚕糸・昆虫農業技術研究所へ移管されている。

５．本品種はログワ系に属し 「先進国型養蚕業」に代表される多回育を前提とした密植機械収、
穫桑園に適した特性を持つことから「せんしん」と命名された。その特性の概要は以下のとお
りである。①樹型はやや展開であるが、耐倒伏性を有する、②枝条は「はやてさかり」よりや
や長く、揃いは良好である。節間長はやや短い、③枝条数はやや多いが 「はやてさかり」と、
比較すれば同等かやや少ない、④葉は春～晩秋蚕期を通じて欠刻がなく、やや大型で、緑色を
呈し、葉面は平滑で光沢がある、⑤花性は偏雌性であるが、着椹は少ない、⑥春の発芽は「は
やてさかり」並か若干早い、⑦枝条の先枯れは「はやてさかり」より少なく、前年中間伐採さ
れていない枝条で特に少ない、⑧夏秋蚕期中間伐採後の再発芽性は良好で、晩秋蚕期の葉の硬
化は遅い、⑨収量は「はやてさかり」と同等でやや多い、⑩桑萎縮病および桑縮葉細菌病に強
い。桑裏うどんこ病にはやや弱い、⑪蚕飼育における飼料価値は「はやてさかり」と同等で良
好である、⑫春秋兼用、夏秋専用のいずれの用途にも適する。小型条桑収穫機による機械収穫
適性も高い。
．「 」 、 、６ せんしん は四国 九州地域の平坦地および中山間地並びに本州中部以西の地域において
春秋兼用または夏秋専用密植栽培による壮蚕用桑に適する。特に多回育に対応した小型条桑収
穫機による基部伐採を通年行う収穫体系に好適である。

※小山朗夫、市橋隆壽、町井博明、山ノ内宏昭、水本文洋、岩田 益、樋田仁蔵、山本 賢、内
田 満、長沼計作（1999）桑新品種「せんしん」の育成．蚕糸・昆虫農業技術研究所研
究報告 ：81-117第21号

（1998）187．果実採取に適した桑系統「 -01FRM 」
Koyama, A., H. Yamanouchi and H. Machii (2001) Screening of mulberry genotypes suitable for fruit

Jpn. Agric. Res. Quarterlyproduction and development of high-yielding strains with large fruits.

: 59-6635(1)

１．桑系統「 -01」は、遺伝資源として保存されている桑品種・系統の中から、果実生産用FRM

に有望な品種として摘出されている「カタネオ」のポット植えの株にコルヒチン処理を行い、
倍加している可能性が最も高いとみられる1枝を翌春接木法により増加して育成した。

２ 「 -01」は２倍体と４倍体の細胞が混在する混数体で、２倍性細胞に比し、４倍性細胞． FRM

が多く存在する。また、倍数体的な形態を示すことが観察されているにもかかわらず、気孔の
大きさは「カタネオ」と大差ないことなどから、生長円錐の第一層のみが２倍体で、第二層以
下が４倍体の安定した周縁キメラであると推定される。

３ 「 -01」の果実の熟期、収穫期間及び着生数は「カタネオ」と大差ないが、果実が大型． FRM

化し、植付２年目の果実収量は約60％多く、豊産性が認められた。

（1998）188．カイコ脱皮ホルモン受容体（ ）の脱皮、変態過程における発現BmEcR
Kamimura, M., S. Tomita, M. Kiuchi and H. Fujiwara (1997) Tissue-specific and stage-specific express-

ion of two silkworm ecdysone receptor isoforms: Ecdysteroid-dependent transcription in cultured

anterior silk glands. . : 786-793Eur. J. Biochem 248

Kamimura, M. and M. Kiuchi (1998) Effects of a juvenile hormone analog, fenoxycarb, on 5th stadium

larvae of the silkworm, (Lepidoptera: Bombycidae). . : 333-Bombyx mori Appl. Entomol. Zool 33

338
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Kamimura, M. M. Takahashi, S. Tomita, H. Fujiwara and M.Kiuchi (1999) Expression of ecdyson

receptor isoforms and trehalase in the anterior silk gland of during an extra larvalBombyx mori
Archives of Insectmolt and precocious pupation induced by 20-hydroxyecdysone administration.

: 79-88Biochemistry and Physiology 41

１．昆虫の脱皮、変態は脱皮ホルモンと幼若ホルモン（ ）により制御されることが知られてJH

いるが、それらの作用の分子的機構の詳細はわかっていない。そこで、脱皮ホルモンの細胞内
情報伝達系の最上流の因子である脱皮ホルモン受容体（ ）の発現様式が脱皮から変態BmEcR

への切り替えを制御する機構を調べる。
２．５齢期のカイコ前部糸腺では、脱皮ホルモン受容体 アイソフォーム（ - ）と 1アA BmEcR A B

イソフォーム（ - 1）の は同調して発現し、ともにワンダリング期に発現のピBmEcR B mRNA

ークをむかえるが、４齢期には - が齢期の前半で強く発現し、 - 1が齢期の後BmEcR A BmEcR -B

半で強く発現することから、前部糸腺の脱皮ホルモンに対する幼虫脱皮および蛹化時に特異的
な反応が - と - 1の発現のタイミングにより制御されている可能性が示唆されBmEcR A BmEcR B

る。
３． 活性物質フェノキシカルブおよび20-ヒドロキシエクジソン（20 ）を処理することによJH E

り、脱皮回数や終齢期間の長さを増減した8種の実験系の全てで、 - が - 1にBmEcR A BmEcR B

先行して発現する時には幼虫脱皮時の変化（前部糸腺では内膜クチクラ層の分解と再生）が誘
導され、両者が同調して発現する時には蛹化時に変化（プログラム細胞死）が誘導される。

４．５齢０日の前部糸腺を20 とともに培養すると、５ 以上の20 により両方のアイソフE ng/ml E

ォームの転写が濃度依存的に誘導される。この閾値は５齢期に両者の 量が増加しはじmRNA

める時期の血中エクジステロイド濃度と等しく、５齢期にはエクジステロイドの少量の増加に
より - と - 1の転写が同時に誘導されることが示唆される。BmEcR A BmEcR B

（1998）189．繭糸から直接作製するインテリア用の絹新素材
高林千幸、彦部孝吉、宮崎栄子、伊坪友子、中村邦子（2000）立体形シルクシェル繰製機構の開

発とその製品化．日本蚕糸学雑誌 ：215-21969(3)
１．立体形の繭糸構造物“シルクシェル”の製造方法には円筒形（円錐形）および球体形の２種

、 、あり これらは共に繭から解離した繭糸を円筒形あるいは球体形の型に濡れた状態で巻き付け
乾燥後その型を取り除きランプシェード等の製品とする。

２．シルクシェルは黄繭、笹繭、天蚕繭等の天然の色をそのまま製品に生かすことができる。
３．平面状の絹新素材として “フラットシルク”および“プレスドシルク”の２種開発した。、
フラットシルクは大きな円筒に繭糸を交錯することなく１本１本横に並べる形で巻き付け、金
属様光沢を有するペーパーライクな素材としたものである。プレスドシルクは色繭及び普通繭
で繰製したシルクウェーブ（多くの繭から一度に繭糸を引き出した無抱合繭糸束）を混繊して
任意の大きさに広げ、湿潤状態で高温プレスした織物風の素材である。これらは従来の絹和紙
（短繊維絹糸とポリエステルとの混繊紙）とは異なり、襖紙・タペストリー等のインテリア製
品としての展開が期待される。

※高林千幸、中島健一、田村泰盛「繭糸による立体形状構造物の製造方法並びに装置 （特許登」
録： 、1999年６月18日）2939528

（1998）190．抗菌蛋白質カブトムシディフェンシンの蛋白質工学的改変
Saido-Sakanaka, H., J. Ishibashi, A. Sagisaka, E. Momotani and M. Yamakawa (1999) Synthesis and

characterization of bactericidal oligopeptides designed on the basis of an insect anti-bacterial

paptide. : 29-33Biochem. J. 338
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１．カブトムシディフェンシン（アミノ酸43残基）のアミノ酸12残基からなる部分ペプチド64種
類を合成し、黄色ブドウ球菌に対する抗菌活性を測定したところ、 - 2（1LCAAHCLAIGRR NH

9 -30 - 2）がディフェンシンの約20％の抗菌活性を示した。L R NH

L R NH C HCLAIG２．19 -30 - 2をもとにさらに短いペプチドを合成したところ、 末端側８残基の
- 2まで活性がみられた。19 -30 - 2、９残基の - 2（22 -30 - 2）RR NH L R NH AHCLAIGRR NH A R NH

およびそのアミノ酸を一部置換したペプチドの最小増殖阻止濃度（ ）を測定したところ、MIC

いずれも黄色ブドウ球菌に対して、カブトムシディフェンシンに匹敵する活性を有していた。
３．これらの改変ペプチドは、カブトムシディフェンシンが抗菌活性を示さない大腸菌に対して
も活性を持ち、さらに 、緑膿菌に対して活性を示すものも見られた。MRSA

４． スペクトルの測定から、これらの改変ペプチドはリポソーム存在下でαヘリックス構造CD

をとることが示され、リポソームからのグルコースの漏出実験から、細胞膜に作用することが
示唆された。

５．これらのペプチドは、ウサギ赤血球に対する溶血活性を示さなかった。
※山川 稔、石橋 純、坂中寿子「抗菌ペプチド及びこれを有効成分とする抗菌剤 （特許登録」

： 、2002年２月１日）3273314

（1998）191． によるヒメハナカメムシ類の種の識別PCR-RFLP
川崎建次郎、清水 徹、村路雅彦、日本典秀（1999）PCR-RFLPによるヒメハナカメムシ類の識

別．蚕糸昆虫研ニュース ：4No.45
１．普通に見られるヒメハナカメムシ類は日本に５種が分布しているが、そのうちの１種を除い
て形態的に酷似しており、雄成虫の交尾器を調べないと識別が非常に難しく、雌成虫や幼虫で
は識別が困難である。そこで、 多型による種の識別法を検討した。DNA

２．同所的に分布するナミヒメハナカメムシ（ナミ 、コヒメハナカメムシ（コヒメ 、ツヤヒ） ）
メハナカメムシ（ツヤ 、タイリクヒメハナカメムシ（タイリク）に加えて、琉球列島以南の）
みに分布するミナミヒメハナカメムシ（ミナミ）を材料とした。

rDNA RNA ITS Internal Transcribed Spacer３． （リボソーム 遺伝子）中の非コード領域である 1（
1）領域の - によって種の同定を試みた。ヒメハナカメムシ成虫は、１個体ごとにキPCR RFLP

チナーゼ処理またはプロテイナーゼ処理をしたものを テンプレートとして を行っDNA PCR

た。塩基配列情報から、制限酵素による切断片の電気泳動像での識別に適していると考えられ
る Ⅲを用いて、多型を検出した。Hae

４．制限酵素 Ⅲを用いた の 1領域の - によって、ミナミ以外の主なヒメHae rDNA ITS PCR RFLP

ハナカメムシ類を区別できた。
５．ミナミ以外はナミ６、コヒメ３、ツヤ２、タイリク３の複数系統を用いたが、種内で一貫し
た結果が得られ、識別手法として有効であることが示された。

（1999）192．カイコ体液に反応して形態変化するカイコ胚由来培養細胞株
今西重雄（2000）体液に反応して形態変異するカイコ培養細胞株の樹立．蚕糸昆虫研ニュース

：2No.48
Imanishi, S. (1997) A role of hemolymph in the development of the neurites of neurons cultured in cell

Bombyx mori 2nd Intnl. Conf. on "INSECT-Chemical,line derived from the embryonic brain of .

. 81-87Physiological and environmental aspects"

１．カイコ品種「五眠白」の器官形成期の胚の断片化した頭部組織を培養して、グリア細胞状の
形態を示すカイコの連続継代性培養細胞株（ - - 5）を樹立した。 5培養細NISES BoMo BEN BEN

胞株は 400培地（血清無添加）＋10％牛胎児血清＋3％カイコ体液（5齢3日目）の継EXCELL
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代用培地で通常培養されている。細胞は付着性であり、培養開始後球型細胞が線維を伸長して
緊密な網目構造を形成し、その後活発な増殖がみられる。

２．上記の性状は培地の組成により変化する。即ち、 5培養細胞株は 400培地＋10BEN EXCELL

％牛胎児血清で培養すると細胞の線維形成は低下し、形状は、多くの細胞が球形のままで複雑
な網目構造を作らない。また、 400培地＋10％体液で培養すると線維の伸長は顕著でEXCELL

あるが、細胞の増殖はみられない。本培養細胞株は継代用培地から無血清 400培地にEXCELL

移しても培養はできる。
３． 5培養細胞株は上記のように形態変異を起こすことから、変異を指標に生理活性物質やBEN

薬物等の検定系として利用が期待できる。また、線維の網目構造の形状はグリア細胞に酷似し
ており、今後確認の上、神経系培養細胞株として農薬等の検定系としても利用が望める。

※今西重雄、原 敏夫、西川茂道「カイコ培養細胞系 （特許登録： 、2000年２月25日）」 3035616

（1999）193．脱皮ホルモン生合成を抑制するカイコ新規神経ペプチド
Hua, Y-J., Y. Tanaka, K. Nakamura, M. Sakakibara, S. Nagata and H. Kataoka (1999) Identification of a

274prothoracicostatic peptide in the larval brain of the silkworm, . .Bombyx mori J. Biol. Chem

: 31169-31173(44)

． 、１ 前胸腺の器官培養とラジオイムノアッセイを組み合わせた前胸腺抑制活性検定方法を用いて
2,000頭分の５齢幼虫脳を出発材料として精製を進め逆相液体クロマトグラフィーなど６段階
のステップを経て前胸腺抑制因子の単離に成功した。この因子は９個のアミノ酸からなる分子
量が1,090のペプチドであり、前胸腺抑制ペプチド（ ； ）と名付Prothoracicostatic peptide PTSP

けられた。
２． は甲殻類の脱皮抑制ホルモンとは全く異なる構造であったが、タバコスズメガで既にPTSP

単離されている筋収縮抑制ペプチド( - - ）と全く同じ構造であり、また、フタホシコMas MIP I

オロギから単離されたアラトスタチン（ - 1）や脊椎動物のガラニンとも高い相同性Grb AST B

を有していた。
３． は単独でエクジステロイド生合成活性が高い吐糸期の前胸腺を強く抑制した。また、PTSP

終齢幼虫の摂食期の前胸腺に と を同時に投与すると、 によるエクジステロPTSP PTTH PTTH

イド合成の活性化が阻害された。したがって、 は吐糸期や眠期の後半において前胸腺のPTSP

P活性を抑制することでエクジステロイド濃度を低下させるか、吐糸期や眠期の直前において
の作用を阻害することでエクジステロイド濃度上昇のタイミングを調節している可能性TTH

が示唆された。

（1999）194．硫酸化絹フィブロインの抗血液凝固機構
Bio-Tamada, Y. (2004) Sulfation of silk fibroin by chlorosulfonic acid and the anticoagulant activity.

: 377-383materials 25

SF１ 絹フィブロインをクロロ硫酸処理することにより 濃硫酸処理した硫酸化フィブロイン． 、 （
）よりも50倍以上の抗血液凝固活性をもつ硫酸化絹フィブロイン（ ）を創出できた。IB SclFib

２． はアンチトロンビンⅢ（ Ⅲ）の存在に関わらず、凝固因子Ⅱ 、凝固因子Ⅹ を阻SFIB AT a a

害しなかったこと等から血液凝固機構の最終段階であるフィブリンに作用することにより、血
液凝固を阻害しているものと推察できた。

３． は、 Ⅲの存在下で凝固因子Ⅱ と凝固因子Ⅹ を阻害したが Ⅲ非存在下ではSclFib AT a a AT

両者を阻害しなかったこと等から、ヘパリンと同様に Ⅲ活性化による凝固因子Ⅱ や凝固AT a

因子Ⅹ の阻害により血液凝固を阻止している機序が示唆された。a

※玉田 靖「抗血液凝固剤およびその製造方法 （特許登録： 、1999年７月２日 ）」 ）2945954
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（1999）195．絹の超微粉末化と化粧用素材化
坪内紘三「結晶性絹超微粉末の製造方法 （特許登録： 、2002年10月25日）」 3362778
坪内紘三、藤浦粧子「結晶性絹超微粉末を含有する化粧料 （特許登録： 、2003年12月26」 3505677

日）
１．粉体は粒子が細かくなると表面積が増え、粒子は軽くなるため、物質固有の性質に粉体とし
ての特徴が加わる。したがって、粉体技術においては粒子の微細化は大きな課題である。

２．絹糸の形態や高次構造の変換によって、新しいバイオ素材として絹糸機能の利用開発が要望
されている。これまで粉砕による絹糸類の粉末化は、平均粒子径３μ 程度までが限界といm

われてきた。
３．超微粉末化には絹物質の引張強度を均一に低下する必要がある。そこで、原料の分繊化を十
分に行い、絹糸のアルカリ処理による強度低下を100℃以上の高温で行った。
４．物理的粉砕においては、一種類の粉砕機では微粉化の程度に限度があるので、機種の異なる
粉砕機を組み合わせて粉砕した。

５．得られた粉末の成形物の曲げ破断強度は、3μ 程度までは粒子径が小さくなるに従って増m

加し、絹粉末のみで化粧用の粉体固形物が成形できる。
６．結晶性絹超微粉末粒子は絹糸と同様の複屈折を示し、水不溶性である。
７．絹糸が有する生体親和性と染色性、結晶性絹超微粉末が有する成形性と付着性等を利用すれ
ば、結晶性絹超微粉末100％で固形ファンデーション等の化粧品として利用できる。

（1999）196．繭糸を原料とする平面絹“プレスド・シルク”
高林千幸、宮崎栄子、中島健一、中村邦子、寺本英敏、味澤宏重（2001）平面絹“プレスドシル

ク”の開発とその製品化．日本シルク学会研究発表要旨集録 ：114-115第49回
１．煮熟繭から解離された繭糸1本1本を分離した状態で乾燥しながら繰糸した繭糸束（シルクウ
ェーブ）を原料とし、繭糸1本1本がランダムでしかも平面状になるように広げ、それに適度の
水分を与え、繭糸の保有する粘着性のセリシンを膨潤軟和したのちに140℃でプレス加工する
ことにより、平面絹“プレスド・シルク”が形成される。

２．シルクウェーブを繰製する際に、通常の白い色の繭や繭色に特徴のある黄繭・笹繭・紅繭あ
るいは天蚕等を用いることにより、これら天然の色をそのままインテリア製品とすることがで
きる。

３．平面絹は、インテリア製品としてランプシェード（写真 、襖紙、障子紙、タペストリー等）
への利用や、空気清浄用フィルターあるいは工業用フィルター等へ利用できる。

（1999）197．生糸またはハイブリッドシルクを用いたシルクブラシ類
高林千幸、中村邦子、中島健一、田村泰盛、宮下伸一、菅沼光勇（1998）シルクブラシの開発と

その特性．日本シルク学会研究発表要旨集録 ：88-89第46回
１．シルクブラシの製造には、生糸あるいはハイブリッドシルクを材料とする。ボディー用など
比較的硬めのブラシやたわしには800デニール（約370μφ）や1000デニール（約410μφ）な

、 。どの太繊度生糸を用い この繰糸は生糸に撚りを掛け丸みを付与する撚糸繰糸機によって行う
２．化粧用の柔いブラシに用いる10デニール（約40μφ ・14デニール（約50μφ）の生糸は、）
細繊度繭を原料とし通常の自動繰糸機で繰製する。

３．以上の生糸はタンニンによるセリシン定着を行った後にブラシやたわしに成形し、長期間使
用（乾・湿潤状態）による性状変化試験及びモニター調査を行った。その結果、セリシン定着
を施したものは水浴中で実用に耐えうる形態を保持し、肌触りが非常に良く、ボディー及び洗
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顔用に適することが分かった。
４．セリシン定着を施さないものは乾状態での使用が適当であり、化粧用・ボディー摩擦用（乾
布摩擦の代用品）などの日用品あるいは工業用ブラシなどへの利用が可能である。

（1999）198．再生研究の新しいモデル実験動物ヤマトヒメミミズ
EnchytraeusMyohara, M., C. Yoshida-Noro, F. Kobari and S. Tochinai (1999) Fragmenting oligochaete

: A new material for regeneration study. . : 549-555japonensis Develop. Growth Differ 41

Inomata, K., F. Kobari, C. Yoshida-Noro, M. Myohara and S. Tochinai (2000) Possible neural control of

asexually reproductive fragmentation in (Oligochaeta, Enchytraeidae).Enchytraeus japonensis

: 35-42Invertebrate Reproduction and Development 37(1)

Enchytraeus japonensisSchmelz, R. M., R. Collado and M. Myohara (2000) A taxonomic study of

(Enchytraeidae, Oligochaeta): Morphological and biochemical comparisons with .E. bigeminus
: 505-516Zoological Science 17

Yoshida-Noro, C., M. Myohara, F. kobari and S. Tochinai (2000) Nervous system dynamics during

Enchytraeus japonensis Dev. Genesfragmentation and regeneration in (Oligochaeta, Annelida).

. : 311-319Evol 210

１．ヤマトヒメミミズは通常の飼育条件下では専ら砕片分離と呼ばれる無性生殖によって増殖す
る。すなわち、成長した個体は一度に約10断片に分裂し、各断片はそれぞれ約４日で完全な体
に再生したのち、約10日で元の長さにまで成長して再び砕片分離を行うことがわかった。
． 、 、２ 分離断片からの個体再生において 頭部と尾部の再生は再生芽形成を伴う付加再生であるが
消化管を含む中間部分の再生は古い組織の分化転換を伴う形態調節によって行われることが明
らかになった。
． （ ） 。３ 砕片分離 無性生殖 は個体の頭部を切断することによって誘導できることが見いだされた

４．飢餓個体を寒天培地から腐葉土に移して低密度で飼育すると、約2週間で有性生殖が誘導さ
れることが明らかになった。

（1999）199．メチオニンに依存しないウイルス外被蛋白質遺伝子翻訳開始機構
Nakashima, N., J. Sasaki and S. Toriyama (1999) Determining of the nucleotide sequence and capsid-

coding region of Himetobi P virus: a member of a novel group of RNA viruses that infect

insects. . : 2051 2058Archives of Virology 144 -
Sasaki, J. and N. Nakashima (1999 Translation initiation at the CUU codon is mediated by the internal)

ribosome entry site of an insect picorna-like virus . : 1219 1226in vitro Journal of Virology 73 -
Sasaki,J. and N. Nakashima (2000) Methionine-independent initiation of translation in the capsid protein

of an insect RNA virus. USA. : 1512 1515Proceedings of the National Academy of Sciences 97 -
１．生体中で行われる蛋白合成は、常にメチオニンから始まると考えられている。これは、リボ
ソームが に結合する以前の段階で、翻訳開始専用に使用されるメチオニン がリmRNA tRNA

AUG AGG AUCボソーム小サブユニットに結合するからである 従って たとえ 以外のコドン。 、 （ 、
など）から翻訳が開始される場合でも合成開始のアミノ酸にはメチオニンが使われると信じら
れてきた。ところが、チャバネアオカメムシから分離した小型 ウイルス、チャバネアオRNA

カメムシ腸管ウイルス（ , ）の外被蛋白質遺伝子には、翻訳開P autia stali1 intestine virus PSIV

始コドンとして一般に用いられる コドンが存在しない。 コドンを使用せずに外被AUG AUG

蛋白質遺伝子の翻訳を行う機構を解析した。
２． の外被蛋白質遺伝子は、キャップ構造非依存的にリボソーム内部認識機構によって翻PSIV

訳される。
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． 、３ 外被蛋白質コード領域直前に形成される の高次構造が外被蛋白質の翻訳に必要でありRNA

この の高次構造（約250塩基）があれば、メチオニンを使わずに蛋白質の合成を行うこRNA

とができる。
４． 以外にもヒメトビ ウイルス、コオロギ麻痺病ウイルス、ショウジョウバエ ウイルPSIV P C

ス、 の外被蛋白質遺伝子においても同じ機構で、メチオニン以外のアミノ酸から蛋白合RhPV

成を開始していると考えられる。
※中島信彦、佐々木潤「蛋白質への翻訳活性を促進する および該 を用いて蛋白質遺DNA DNA

伝子から効率よく蛋白質を合成させる方法 （特許登録： 、1999年11月19日）」 3002724

（1999）200．植物が植食性昆虫から身を守る新たな化学メカニズム
Konno, K., C. Hirayama and H. Shinbo (1997) Glycine in digestive juice: A strategy of herbivorous

insects against chemical defense of host plants. : 217 224J.Insect Physiol. 43 -
Konno, K., H.Yasui, C. Hirayama and H. Shinbo (1998) Glycine protects against strong protein-

-denaturing activity of oleuropein, a phenolic compound in privet leaves. : 735J.Chem.Ecol. 24

751

Konno, K., C. Hirayama, H. Yasui and M. Nakamura (1999) Enzymatic activation of oleuropein: A

protein crosslinker used as a chemical defense in the privet tree. USA :Proc.Natl.Acad.Sci. 96

9159 9164-
． （ 、 ） （ ）１ イボタ モクセイ科 という低木は葉にオレウロペインLigustrum obtusifolium oleuropein

というフェノール性のイリドイド配糖体を多量に（葉生重の3％）含んでいる。この物質自体
は特に目だった活性を持たず、安定な状態で葉細胞の液胞または細胞質に蓄えられている。

２．一方イボタの葉細胞のオルガネラ内にはβ-グルコシダーゼやポリフェノールオキシダーゼ
など、オレウロペインを活性化する酵素がオレウロペインとは隔離されて存在している。

３．葉の細胞が植食昆虫の食害により破壊されると、オレウロペインと活性化酵素との間の隔離
がなくなり、オレウロペインは強力なタンパク質変性架橋物質に変換される。特に葉のβ-グ
ルコシダーゼがオレウロペインのイリドイド配糖体部分のグルコースを切り落とすと、この部
分がタンパク質変性架橋試薬として知られているグルタルアルデヒドと類似の構造に変化し、
タンパク質中のリジンの側鎖のアミノ基と共有結合してグルタルアルデヒドより強力にタンパ
ク質分子を変性架橋する。アウクビンなど様々なイリドイド配糖体が多くの植物中から知られ
ているが、これらのものもβ-グルコシダーゼにより同様に活性化される。

４．結果として変性したタンパク質からは必須アミノ酸のリジンが失われ、昆虫に対する栄養価
がなくなる。一般の昆虫はこの植物を食べても成長できないため、イボタの葉のオレウロペイ
ンによるタンパク質架橋変性活性はイボタにとって有効な防御となっている。一方、イボタを
専門的に食べるイボタガなどの昆虫は、消化液中にグリシンを分泌しそのアミノ基で変性作用
を中和・阻止して葉を食べているため、イボタの葉で十分に成長できる。

201．昆虫ポックスウイルスを利用した
（2000）遊離核多角体病ウイルスのカイコへの経口接種法

Furuta, Y., W. Mitsuhashi, J. Kobayashi, S. Hayasaka, S. Imanishi, Y. Chinzei and M. Sato (2001) Per-

oral infectivity of non-occluded viruses of nucleopolyhedrovirus and polyhedrin-Bombyx mori

negative recombinant baculoviruses to silkworm larvae is drastically enhanced when administered

with entomopoxvirus spindles. : 307-312Anomala cuprea Journal of General Virology 82

１．多角体（封入体）に包埋されないいわゆる遊離のカイコ核多角体病ウイルス（ ）野BmNPV

生型粒子をカイコ幼虫に餌とともに経口投与しても通常感染しない。同様に多角体を形成する
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タンパク質をコードする遺伝子を削除して代わりに有用遺伝子を挿入することによって作成す
る組換え も、細胞外へ放出されたウイルス粒子は経口的には感染しない。そのため、BmNPV

遊離 の接種には主として皮下への注射法が用いられるが、この方法には労力がかかるBmNPV

という欠点があり、組換え による有用物質の大量生産における問題点である。そこでBmNPV

労力の少ない経口接種法の開発が求められている。
２．遊離の野生型 粒子とコガネムシの一種であるドウガネブイブイに寄生する昆虫ポッBmNPV

クスウイルスの封入体の一種であるスピンドルを人工飼料に混ぜてカイコ幼虫に経口投与する
とウイルス感染が成立する。

BmNPV S３ 遊離の組換え 粒子 外来有用遺伝子として 血液凝固抑制タンパク質プロリキシン． （ 、
の を含む）とスピンドルを人工飼料に混ぜてカイコ幼虫に経口投与するとウイルス感cDNA

染が成立する。
※佐藤 守、古田要二、三橋 渡、早坂昭二「ウイルス感染方法 （特許登録： 、2000年」 3030430

２月10日）

（2000）202．硫酸化絹フィブロインの抗 活性HIV
Gotoh, K., H. Izumi, T. Kanamoto, Y. Tamada and H. Nakashima (2000) Sulfated fibroin, a novel

sulfated peptide derived from silk, inhibits human immunodeficiency virus replication .in vitro
: 1664-1670BioSci. Biotechnol. Biochem. 64(8)

１．クロロ硫酸処理により硫酸化したフィブロインの抗血液凝固機構はヘパリンのそれと類似し
HIVていることから、他の生理活性の存在も期待できる。そこで、硫酸化絹フィブロインの抗

活性を検討した。
/ mmol/g mmol/g２．絹フィブロインをクロロ硫酸ピリジン複合体で硫酸化することで、0.8 と0.5

の硫酸基を導入した硫酸化絹フィブロイン（ 1, 2）を合成した。SclFib# SclFib#

３． 1 と 2 は、13.2μ の効果濃度で 感染Ｔ細胞（ - 4）の細胞障害を防SclFib# # g/ml HIV HIV MT

いだが、導入硫酸基量に関しては、この範囲では抗 活性に影響がなかった。 に感染HIV HIV

していない細胞（ 4）は、高濃度の硫酸化絹フィブロインを添加しても細胞毒性が観察されMT

なかった。各種の 株に対しても有効であった。HIV

４．フローサイトメトリーの結果から、 粒子の 4 細胞への吸着を硫酸化絹フィブロインHIV CD +

が阻害している抗 機構が推定された。HIV

５．多核巨細胞形成が抑制されることから、硫酸化絹フィブロインは エンベロープ糖タンHIV

パク質 120と 4 分子の結合を阻害しているものと推定された。gp CD +

※玉田 靖「抗ウィルス剤 （特許出願： 、2000年３月23日 ）」 ）2000-81476

（2000）203．絹を利用した骨結合性材料
Furuzono, T., T. Taguchi, A. Kishida, M. Akashi and Y. Tamada (2000) Preparation and characterization

of apatite deposited on silk fabric using an alternate soaking process. :J. Biomed. Mater. Res. 50

344-352

１．生体適合性と力学的強度に優れた絹を有機成分として用いた骨結合性材料を開発する目的で
基礎的検討を行った。

２．カルシウム溶液とリン酸溶液に交互に浸漬する交互浸漬法により、絹にはナイロンやポリエ
ステルよりも効率よくハイドロキシアパタイトが複合化できることがわかった。

３．絹と複合化したハイドロキシアパタイトは、 解析から結晶の配向性や - や 分XRD FT IR XPS

析により生体骨類似成分組成をもつことがわかった。
４．リン酸基を側鎖にもつメタクロイルオキシエチルフォスフェートでグラフト重合したハイブ
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リッド絹へは、未処理絹に比べより効率よくハイドロキシアパタイトが複合化できた。
５．ラット大腿骨に埋植したハイブリッド絹は、埋植初期（１ヶ月）では骨からの試料の引き抜
き強度が未処理絹に比較して大きく、ハイブリッド化により骨結合性が向上していることがわ
かった。

※玉田 靖、古薗 勉「修飾絹の製造方法 （特許登録： 、1999年10月８日 ）」 ）2987442

（2000）204．マルチプライマー 法を用いた新しい微粒子病検査法PCR
畠山吉則、早坂昭二（2001）マルチプライマー 法を用いた新規微胞子虫検出方法．日本蚕PCR

糸学雑誌 :163-16670(3)
１．微胞子虫は絶対寄生性の原生動物で、これまでに約1000系統が分離されている。微粒子病は
経卵や経口によって感染するために伝染性が非常に強い。

２．カイコ微粒子病は、これまで母蛾検査法によって未然に防止されてきた。しかし本法は、胞
子の検出による判別が主であるため、胞子を形成していない初期感染の病原を検出する事は困
難であった。

３．これまで難しかった蚕種検査にも応用できる新しい微粒子病の検査方法を開発する事を目的
として研究を行い、マルチプライマー 法を開発した。PCR

４．既に解析されている遺伝子配列をもとに各微胞子虫を特異的に検出することができるプライ
マーを設計し、個々の微胞子虫ゲノム を鋳型に を行った結果、目的の微胞子虫にDNA PCR

のみ予定された大きさの 産物を生じた。DNA

５．各微胞子虫を特異的に検出するプライマーを複数混合し、マルチプライマー を行ったPCR

場合でも目的の微胞子虫のみを特異的に検出することができた。
６．蚕種から抽出した を鋳型にマルチプライマー を行った結果、目的の微胞子虫をDNA PCR

含むもののみを検出する事ができた。
※畠山吉則、早坂昭二、米村真之「マルチプライマー 法による病原生物検出法 （特許登録PCR 」

： 、2003年７月11日）3449961

（2000）205．温暖地向き密植機械収穫用品種「なつのぼり」桑農林20号
町井博明、小山朗夫、山ノ内宏昭、尾暮正義、長沼計作、片桐幸逸、松島幹夫、木内美江子、横

第137号山忠治、原島典雄（2000）桑の新品種「なつのぼり （桑農林20号 ．技術資料」 ）
：1-10

１．近年、先進国型養蚕の推進などにともない、養蚕経営規模拡大をねらって、蚕の年間飼育回
数を増す方向で技術開発が進められている。さらに、桑栽培についても省力化、低コスト化を
図るため、密植機械収穫桑園が推奨されている。これらに対応する桑品種の具備すべき条件と
しては、直立性で条径が細く、条桑刈取機による基部伐採を繰り返しても再生長が旺盛で、萎
縮病の発生が少ないことなどがあげられる。

２．しかし、温暖地向き品種として既に育成され、普及も進んでいる「しんいちのせ」は、枝条
の伸長は良好であるが、春先の枝条の先枯れにより春蚕期の収量が不安定であったり、条径が
太いため、密植栽培やバインダ型などの小型条桑刈取機による収穫には必ずしも適当ではなか
った。また 「ときゆたか」および「たちみどり」は樹勢強健で、萎縮病抵抗性を有している、
が、枝条の伸長が劣り、夏秋期の再発芽性に問題があるなど、桑の生育期間が四国、九州地方
などと比較して短い関東地方をはじめとする温暖地では、年２回の基部伐採を前提とした機械
収穫に高い適性を有するとは言えなかった。このため、温暖地における多回育に適応し、年間
を通じて安定的に良質多収で、より優れた機械収穫適性を備えた優良桑品種の育成を目標とし
た。
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３．昭和61年（1986年）に蚕糸試験場において、葉質良好で、多収性の「一ノ瀬」を母本に、耐
倒伏性で枝条の揃いが良好な育成系統である「 .3001」を父本として交雑を行った。昭和62No

年から平成２年にかけて個体選抜を行い、優れた特性を有すると認められた１個体に系統番号
「本86－60」を付し、平成３年に接木法により増殖した。

４．平成４年から育成地では系統選抜試験に、愛知、徳島および鹿児島の各試験地で特性検定試
験（萎縮病抵抗性）に並行して供試し、優秀な成績を収めたことから、平成８年から11年まで
千葉および山梨の２試験地で系統適応性密植検定試験に供試し、栽培試験および蚕の飼育試験
を実施した。

５．その結果 「本86－60」は収量および葉質については「しんいちのせ」と同等であるが、先、
枯れが少なく、直立性で枝条伸長が良好であり、条径も細めであるといった従来の桑品種には

、 「 」ない優れた特性を有することが明らかになったため 平成12年８月に桑農林20号 なつのぼり
として命名登録された。

６．本品種はカラヤマグワ系に属し、特に夏季の枝条伸長が良好で、温暖地における密植機械収
穫桑園に適した特性を持つことから 「なつのぼり」と命名された。その特性の概要は以下の、
とおりである。①樹型は直立であり、耐倒伏性を有する、②枝条は「しんいちのせ」よりやや
長く、揃いは良好で、条径はやや細い。節間長はやや短い、③枝条数は「しんいちのせ」より
やや多い、④やや大型の４裂葉を着生し、葉色は「しんいちのせ」よりやや濃く、葉面は平滑
で光沢がある、⑤花性は両性であるが、着椹は少ない、⑥春の発芽は「しんいちのせ」より１
～２日程度遅く、中生である、⑦枝条の先枯れは「しんいちのせ」より少ない、⑧夏秋蚕期中
間伐採後の再発芽性は良好で、晩秋蚕期の葉の硬化は遅い、⑨収量は「しんいちのせ」と同等
でやや多い、⑩桑縮葉細菌病に強く、桑裏うどんこ病にもやや強い。桑萎縮病には中程度の抵
抗性を示す、⑪蚕飼育における飼料価値は「しんいちのせ」と同等で良好である、⑫古条挿木
発根性は「しんいちのせ」より劣る、⑬春秋兼用、夏秋専用のいずれの用途にも適する。小型
条桑収穫機による機械収穫適性も高い。

７．関東地方の平坦地および中山間地を中心とした広い地域において、春秋兼用または夏秋専用
密植栽培による壮蚕用桑に適する。春蚕期の新梢中の正葉割合がやや低いことから、蚕飼育に
あたっては、給桑量不足にならないよう留意する。また、生育が旺盛であり、過剰に繁茂した
場合、株元の日照通風などの環境の悪化によって枝条基部の落葉が多くなるため、収穫は適期
に行うよう心がける。さらに、挿木発根性が劣るため、接木法による増殖が推奨される。

（2000）206．強力な異性体分離能を持つキラルカルボン酸
2 (1Harada, N., M. Watanabe, S.Kuwahara, A. Sugio, Y. Kasai and A. Ichikawa (2000) 2-Methox- -

-naphthyl propionic acid a powerful chiral auxiliary for enantioresolution of alcohols and) ,
Tetrahedron:determination of their absolute configurations by the H NMR anisotropy method.1

1249-1253Asymmetry 11:
Ichikawa, A., S. Hiradate, A. Sugio, S. Kuwahara, M. Watanabe and N. Harada (2000) Absolute config-

uration of -methoxy- - -naphthyl propionic acid as determined by the H NMR anisotropy2 2 (2 ) 1 -
2669-2675method. :Tetrahedron: Asymmetry 11

１．農薬として使用される多くの化合物はラセミ体（2個の鏡像体の混合物）として生産、使用
されている。ここでは、天然有機化合物の３次元の立体構造の解析と、光学分割に役立つ強力
な異性体分離能を持つキラルカルボン酸を開発し、光学活性体農薬の合成を効率化することを
ねらいとする。

２．2-メトキシ-2-（1-ナフチル）プロピオン酸（ α 酸）と2 メトキシ-2-（2-ナフチル）M NP -

プロピオン酸（ β 酸）は４級炭素原子の不斉中心を持つため、酸とアルカリに対して化M NP
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学的に安定であり、高純度の光学活性体を作ることができる。
３． の立体選択的合成方法と核磁気共鳴（ ）スペクトルの解析によりキラルカルボPrelog NMR

。ン酸 α 酸と β 酸の絶対立体配置がそれぞれ ( )-( )であることを明らかにしたM NP M NP S +

４．今回開発した新規キラルカルボン酸は１級および２級アルコールについて強力な異性体分離
能を持っている。これまで既存の光学分割剤では不可能だったシトロネロールの光学分割が可
能になった。

５． α 酸誘導体が β 酸誘導体より高速液体クロマトグラフ（ ）分析についてM NP M NP HPLC

優れた分離を示すことが多い。
６． α 酸誘導体は順相系シリカゲルカラムで良好な分離を示す。順相系カラムは逆相系M NP

カラムより大量に分離精製を行うことが可能なため、実用上都合が良い。ODS

（2000）207．昆虫抗菌性蛋白質改変による抗炎症ペプチドの作出
Ishibashi, J., H. Saido-Sakanaka, J. Yang, A. Sagisaka and M. Yamakawa (1999) Purification, cDNA

cloning and modification of a defensin from the coconut rhinoceros beetle, .Oryctes rhinoserus
: 616-623Eur. J. Biochem. 266

． 、 、１ カブトムシディフェンシンの活性中心を改変した４種類の合成ペプチドは 黄色ブドウ球菌
大腸菌、 、緑膿菌やミズムシ菌（カビ）に対して低濃度で抗菌活性や抗カビ活性を示しMRSA

た。
２．４種類の改変ペプチドは、リポソームからのグルコース漏出実験から細菌の細胞膜に作用す
ることが示唆され、またネズミの繊維芽細胞に毒性を示さないことや、ウサギの赤血球に対し
て溶血活性がないことが分かった。

３．ネズミ由来のマクロファージ培養細胞を用い、 で活性化した α遺伝子の発現に対LPS TNF-

する改変ペプチドの抑制効果を調べた結果、３種のペプチドは強く抑制した。
４． α遺伝子発現を強く抑制した３種のペプチドは、ネズミを用いた生体実験で 感TNF- MRSA

染の高い治癒効果を示した。しかし、 α遺伝子発現を抑制しなかった１種は治癒効果がTNF-

なかった。

（2000）208．培養細胞を用いたウォルバキアの培養
Noda, H., T. Miyoshi and Y. Koizumi (2002) In vitro cultivation of in insect and mammalianWolbachia

cell lines. : 423-427In Vitro Cell. Dev. Biol.-Animal 38

１．節足動物に広く感染している細菌の一種ウォルバキア は、宿主生物に細胞質不和Wolbachia
合性（卵が発育しなくなる現象 、産雌単為生殖（雄が出現せず雌だけの集団となる現象 、） ）
雌性化（雄を雌にしてしまう現象 、雄殺し（雄だけが死んでしまう現象）などの性や生殖に）
係わる特異な現象を引き起こす。この細菌の機能研究は、基礎的にも応用的にも重要な課題で
ある。しかし、このような細胞内共生微生物は、培養が困難なものが多い。そこで、培養細胞
を利用して、ウォルバキアを培養する。

２．蚊から樹立された培養細胞 - -2（ 0277）を、 -41（ 11405）培地NIAS AeAl RCB IPL Gibco BRL

。 、で培養した ウォルバキアに感染したヒメトビウンカ の卵巣を解剖してLaodelphax striatellus
その一部をこの培養細胞に加えて、28℃で継代維持した。
． 、 、 。３ ウォルバキアを接種した細胞では 非接種の細胞と比べて 細胞の外観に変化が認められた
ギムザ染色により細胞内に細菌が観察でき、 でもウォルバキアの存在が確かめられた。PCR

電子顕微鏡観察でも、多くの微生物が培養細胞の細胞質に認められた。 7700塩基配列検出ABI

装置を用いて、定量 を行うことにより、ウォルバキアが増殖していることを確認した。PCR

BCIRL HZ AM L４ 蛾の培養細胞 - - 1でも ウォルバキアの感染が確認でき また 哺乳類の細胞． 、 、 、
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Drosophila simulans929 マウス由来 でもウォルバキアを維持できた また ショウジョウバエ（ ） 。 、
のウォルバキアも培養に成功している。

蚕糸試験場、蚕糸・昆虫農業技術研究所で育成された蚕品種名の付け方
１．蚕糸試験場、蚕糸・昆虫農業技術研究所育成の品種名は数字号名とする
２． 01号～ 稚蚕人工飼料育品種 例：日01号、中01号

1号～ １化性品種 例：日８号、支17号
101号～ ２化性品種 例：日122号、支122号
501号～ 特殊用品種 例：日501号、支502号（ラウジネス）

日505号、日506号、中505号、中506号（細繊度）
601号～ 広食性変種 例：日601号、中601号

平田保夫（1991）蚕糸昆虫研資料 8 23-87より:

第２部「主な試験研究成果」についての解説
１．昭和63年までの研究成果については 『蚕糸・昆虫機能に関する主な試験研究業績（創、
立10周年記念 （平成10年10月発行）を参考にし、蚕糸試験場から蚕糸・昆虫農業技術）』
研究所に移行してから後、平成12年度までの研究成果については 『研究成果情報（蚕糸、
・昆虫機能 』を参考にした。）

２．それぞれの課題については、出来る限り、関係する原著論文を紹介することとした。特
許登録（公開）されているが原著論文が書かれていない、という場合には、特許名を掲載
した。学会発表が行われているが論文等が書かれていないという場合には、関係する技術
資料、成果情報名、場合によっては学会講演要旨のタイトルを記載した。

３．各課題については、内容が理解できる程度の要約をつけた。それらは、原著論文の場合
は、摘要、要約を記載したが、論文中にそれらがない場合には、要約を行った。特許の場

、 。 、 、 「 」合は 出願書類の要約を記載した 技術資料 成果情報の場合は それらの 内容・特徴
部分を記載した。

４．研究成果は、学会発表や特許の出願が行われた年度の研究成果としてエントリーされて
いるため、関係する原著論文が書かれた年や特許が登録された年との間には数年の差が生
じているという場合もあるが基本的に、研究成果として発表された年を記載した。

（野崎 稔）
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