
ゲ 産叩絶力検定鴇 の 縁語親 電（ヨる客筋）  

♯蹄金工   名金清一  

／ はじめに  

藩閥能力裸足が者鵠時lこ産卵座の向上に音訳しているニ℃Iま、硬いをら   

7二ないものどあるが、湊範凝鼻の上からみると、王らlこ琵健也、飼料の訓   

辞層、塾一握排どののこされた患、左党明し、ニれらボ亀喜上どのような影   

響藍もつものぞ、めるかを示すことtま置穐基経琶するものはもどより、繁姐   

象にとっても空車なことと葛スられる。  

ニのような縁賓詞真についこlま、アメリカにおいこはすぞ、に広範囲に虻   

にって黄濁ユれており、その／フのオ沫ごあるランダム・サンプリンブ〒ス  

トのオ扱lこついて、わが国lこむいて毛パ種々諭敬され、毎威鼻謹直壕、オ欒   

異練台啓蟄楊、山梨昇竜善款疾場などにがL．1てはすでに美漉されこ打り、   

帯向においても北日本裡褐研究費で爽潤されておる塀ぜごある。  

当番義博においても解和3く∠草紙より釈東の慶醐㌍カ検定鞠についてそ   

の■軽語調査■を解せ行ってみゐ。   

本臥よ3占牢詞の威観を並べ、て大方の卿総和産舞いたしl。  

2 礪真のオ讃   

ノ）間蛋二相恩窺と調査所呵、錦魯  

牽印舵力俊足現象紺匿とし、台車レグホン車／帝／♂君／告件、棟蕎  

70リマスロ、ソフ票塾∠件、ロードアイランドレッド蓉／咋のヱク岬ヱ戊ク詞  

について、3占年／／珂ノロ牒、らラグ卑ノ∂声′占戸車での3∫ク日間  

ドゥいて行った。  

笥舎ば、軽薄調査家主体とした打乾規ご、あればケージ、飼蓉と平田い  

館苓とにかナて行うべそであるが、壁・果の検定親愛押取としたのど準伺  

で朽ワァこ。   

ヱ）簡約鈴与万象、琶理  

給与しrこ餅科は寮／の渡りで、塞吸取創ま全敗鯉の鹿茸野寺家僕牒し、  

その噸裾lま考佼老経由して、一皮黍璃儒が賂入する価牒とし、とらもろ  

＝し、小感ぼ葛生直のもの監牒牒し、ぎの価帝は、床材払下邑曹滴萌葱   

が贈入サる価格虻し、戻棺、大豆鞄、生来糠ば市販のものを悶し、、その  

殿入府格により飼料葬言張出した。  
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廣■1   鯉与筒料の配合削合  

■  暴虎死金  難出めこし  IJ＼ 考  生米獲  櫛吉  桑絶   鱒   C・P  TD八   

A 園料   
ー■ ■・占♂1－・  ∵一丁－14   

／3  ．∋   ／∂   ／β ♂  ／曾、ヱ  るス孟   

B 飼料   、倉、r   ／∫   ／古   倉  ／♂   ／ク♂  ／ア．之  ‘き、2   

養聴取合の内訳   

A固執ま3占年／／貝／日よつ／′河jO官給与し、8飼料は3d牢／2   
月／日よク37年／0月／占日まで給与した石窟による区別lま行なわヂ   
給与方法は粉河の不断拾与とし・／日／何千接給餌寮内で凍飾ヒし、そ   

の腐取量は群別に甚月末判定し乾。凍軒は干前′河／帝考古∂㌢程夜給   

与し、モの他一鞭飼柊奇習は筆⇒象の併行1てよク行左った。  

3）生産岬の常備  

生産紳は食餌￥して静聴した。その顕定価格lさ各日の日太を清新肉、   

関東御中腹の乎将をもって売上高蜜算出し、／ケ3C㌧多以下の叩は害頭   

帯板芥薗畠とし生産卵から聴き、破紳は飼養管理の寒ぎにより生じたも   

の匡生産卵として放射、儀の東商訂ど■＝より生じたものぼ簡〔lた・  

諮叩の珂馴僚礁はオ2表のとおりご窃る。   

オ2畏 鶏卵の価格（日本軽薄湘南、閏真鯛中値平博／K多生）  

戸別  ／／胃   ／ヱ胃   ／胃   2芦l   3胃   4日   

紳帝  ヱ／ユ円∂♂  ヱ／3、7改  ／7タ、3ヂ  ／ク♂、タグ  ／7ク、〆∫  ／・∫∠、Z∂   

閂別   ∫月   占閂   ク肖   きR   9日   ／∂閂   

碑価  ／占〃、．～＃  ／∠∫、7∠   ／ク∠、∂よ  ／タ汐、タ／   ヱク∠、よヱ   ヱ／♂、ク♂  

註）／♂声＝言／ロから／占甘苦での錦岡ビある．  

3j 珊真実輸の辞傾  

（イ）訝査蹄倫時の辞価（轟成要兼卓）  

軽涛蘭重太東からいえぼ、如生鍵ぞ一哉取り車域所懐基調象レてその  

街路老出すべきご、あるが、鹸弓削こなってから雲台する虜斉囁安打照と  

しておるのど、育成異についてぼ涛棍あ状茨より夜糾して終章／に多  

望リ3♂β円、囁据／君／∂（フFトビして静僻した。  

（ロ）市蛮稔了鱒の評価  

額定中止鶏はともかく奮岬樽／ケ琴の終了濁空合附として評備丁る  
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ことば濁当なことと官思われ訂いが、炊更のバランスを簡便にみ・るた  

めに評価草津左足めてぞの時頼における市況に診てはめて前職した。  

その基準、評価現匪牙3若の顔ご密る。   

オ3嘉  終了濱、中止絡の評噸  

嘩禦   繋   出   の  菱  濃   鯖  寿   

丈乙   台疋の／♂％磨いぐする   兼嗣頑ど／羽／、ク尺多以上   

日本愚者新園、丙固、十瞳、市瘍  
宙レブで／、g！く多以上のもの  

宙 ‡乙   の複勝の宰相囁傍の／♂％音ヒす  

烏∴促し／ク％鼻とば矧送中の体  

蜜の頒登讃び、玲送穐粟とする。  
賛同垂ど／、グ～／、gK多のもの   

白 丸  白礼のヱ∂％安どする   一本垂／、丘へ 八3火鉢の卓の   

下 火  宙丸の戌ク％安こする   紘壷／、∂パ多以下のもの  

後見終了時の辞職  

日本痘清新圃、額際、両国、ヰ住の辛抱  

3ク草ノク胃ノア甘、／き日の平輯値  

／尺多些   ／〟ク円丘♂妻   

4）窺温、歎実、鶉軽費その他  

堵軽費として、署生虫客陳訂ピー摩に行うもの家計上した∴  

簡隻、敷革など罪侍すべきであるが、通年東泉置鋼1こおいて匿、簡倍  

折壁とからんこ≠乾煉敗茫するより、むしろ孤軌二零しんごし1る憎憾も牒  

るのど僚外レた。  

徒然も生壁貴、医入憶港など地区lこより取替の巾があるのぐ僚外した。  

その他、破談償却費、金利、公温、公課、貸金など空瓶草することが  

適当ぐ祈るが療硬の横猿化宏±けるために瞭外した。  

以上の方法ご、碕査した轟黒ぼ次の濁りご磨る・  

3 碑畳床複並に考察   

静糾蘇金成壊はオ4、牙富顎に示すとおりで、収透た影響した条仲ヒし   

て群夢＝こ汝£壱に節した。ニわらにつし 

ようご、芥る。   

り 湿健也  

／革／♂珂の川司教の韓について、その乾死詞敦、中止珂敢宅もって  

桑津低空詭ずるこどはで彗なしlか、妊港率／♂ク杉の橋浮ぼ特殊な霹空   

席いて1言利義金卑牌位の上位にあわ、生停車の低いものは剣呑金額囁位  
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の下イ立にある。  

鞄死線はノ群中に同塵の象轟によるものが2羽以上もある群があった  

ことは覆鶏攻宣上留意すべきこ迂ざ患う。  

生年牽の重曹他について、魚群の到轟lま／許の縛産経数によって済ま  

り、その比重は約言∂に当り、その置岬数を決定するものに生産宰が符  

〃ク左占めるといわれ子おり、生存率の副費に占める部会の高いことを  

示している。   

2）産卵檻  

熱意紳慣牧は産岬率と生存率に支配され、終書房河童量は牽印字ヒ卵牽、  

堕落単に支配される。産岬個叔と産卵真の多い少しlは利益に募も影啓す  

る蓼茶ごある＝とぼし1うまぐ、もない。  

ヽ 一利蜃金額吸血∫位までの熱帯は濠卿撃量／オク尺矛以上ごあり、‘位  
以下の帯革には／g♂K多以上のものはノ窄もなし＼。静産卵個教の漂も  

多＝弾が制式噴や／位ど、あり、頗憂紺碧竜の棄哲多し1熱帯か削轟曙位の  

∫位にあゐこと」ま、倭斑プリマスロツアぞ体隻が牽い前原から帝句碑教  

暦嶺も高く、飼料勿宰も少しおとる麻原で参る。／ケ当の御車の重いこ  

とぼ同じ、塵肺教の借金、当・暦産卵要旨か多くなるから空しいごどである 

が、神童と産附慣教とに掛蔓の相由が牒るので善に産卵楕教とにふり合  

において音大るべきことどあると思う。   

3）飼料・の利昭塵  

飼料希放置の密集ぼ畦儲養討取、象印率、体里、儲＝担の削ヒ吸収真に  

よって生ヂるが、珊／尺多生盈に蓼した解終の重要飼料要求率ご、みると  

上位′ク砲弾ヰフ、占より温いるのは2憩帯と、あり、／／位以下のもので  

2、占よりよしl呑のば／魚鉾あるのみぐ頗る。むかイ本妻の空し1錦群ぼ額・料  

ヽ 要求学力ヾやゃおとる頃向かある・   

受）野砲時好鰭螢（萬政孝）の嘩可閂教  

同鳴時評価額（毒歯茎）生活皇帝垢嘩の列強にユリ素引き騰和のでき  

た胃致モ南蛤時評個現（竜虎責）の儒印日数とした。  

潤も反間珂に席却のできた錦群lま、3、クケ胃ど栗毛長所同左畢した鶴  

舞はク、3ケ胃ど平t雪々、占ケ胃萱啓しておる。  

酔間領域印荊lこ集死羽乾の名し、辞l才矩死し．た蔑の横軸幸宏生存笥が賃  

増するために長胴何重重しておる．  
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欝〃喪  径う膏検定葬列筒合成棉  

愚萄  産  
惑  旺硯  

卵  終了頑ヰ止親許億  
1揮 ＞＼  

一号   羞抑固ち  審問車ち  誼の金喝宅  体 屯  左の金鞄   
ヱ久∠4ク、ヱ3l  

．2   〃   山 ∂久三彩、象〈‾  
3   ク   ヱ占．9／g、占／  

攻   ◆   プチユノス9♂】  

ゴ／、ク／∠、9占  

占   〃   ぶ．7∠／、  

7   ■   
ヌ慶、7乃；、′殊  

。争   〃   
ユタ、♂gタ、ク9け  

ヲ   

イ   

ク   ヱ占、7鮎、押星∃ 利明叫i  
／ノ   ◆   射線i占羞 

／ユ   ク   竺竺  
／、き   ウ   ヱ？、女フ少、引用   
／々   ◆   身、3／録酬  

／∫   〃   2スユコ♂、  

媒、即玖招  

／∠   卑クぞP、  

／ク   ク   、主ヲ∫沙デフタ  

′9   ク   ち㌢♂♂  ．2、／／ノ  ／／え♂／ヱ．∫  エフ、♂タグ、と材  ／∋、／∠ク  2′〃符．2ヲ    ヱ〃，搾、占ク  

・′ア   ◆   コ／、8d7、乃ク  

／ク及／タ汐、‘  

タ久クタ♂、瑚  

・   鮨′ガ、  

－gダー   



帝  料  同塵＝持留針価  支  出  引 
藷軽費   

摂取畢多  定の金  体  軸  定の金鞄  奨  賓   

H 2クくヱ紆  玖クgクノ占  ／ケ、クj古】  占．3ヱ∂、古ひ  ／氏β♂  ／g、勿ア、占占   ∫、ヱ3占、∫7   

3占g、、⊆z∂  ′2ノ33、占ヱ  ／古、ざクg  ∫、占クエ、∫∂  きク、♂♂  ／穴掬、／J  ′2、βク牙、ク3   

3g2、〃∂ク  ／／、る♂与、∠ク  ／占、3ク∫  ∫、グ／J、∫ジ  ヱ〃、ク∂  ′スgタコノダ  ク、ヨク3、4ユ   

ヱフ3、7／∂  ／ヱ、3ク∫、／ヂ  ／タ、a∠ク  占、タゞ∂、（兜〉  ヱ〃、♂∂  ／究コ曾7、／ク  一 久ダ3ク、ク／   

∫占タ、甜ク  ／J、ノアク、き¢  ／∫、7♂倉  ∫、タ3∫、£ク  コケ、♂♂  ／久秘、き攻  トj、♂7〃、屯   

jよ／、ク久ケ  ／／、gコ∠、3∂   ／久〃Jク  g、ユヱ占、∂ク  ブスク♂  ／久クワアjや．  ／4グよ2、／デ   
ヱヱ2、¢ヱク  ノ汐、占／dJタ   ノ7、ア缶  ‘、32占、gク  ヱ∧♂ク  ／ぜ、ク∠〃ノダ   ク、ぎ／／、ク〃   

3％、％♂  β、3タ占、∫ク  ／ア、占玖㌻  占．．2タ／、gク  コスクク  ／ク、言占〃、クエ   

．きさ汐、∂∠∫  ノコ、∫／ユ、メタ   ／J、3穂  ∫、9♂3、∫汐  jβ、ク∂  ／∂．〃露、／タ  
1 3よタ、上之㌻  ／／、汐ヱ7、タア  ／d、∫邦‾  ∫、ダフ曾、丘ク  ヱ〃、♂ク  ／ア、P〝、女7  鼠戸々古、J／            毒  ほ  ダ、多才久ヱき  艮‘∫、アぐク  ／ユ、∂改ユ、／タ  ／7、♂／∫  dノ♂〃、5汐  ニ？スク♂  ノヂノ73、ょぎ  ．∴ク、7ヱク、甜   

3砧、g符  ′ロ、アユク、占哲  ／∫、∠如  よdダ古、クク  3ク、ク♂  ／伊、〃、£）、ぎタ  トク、ク♂スヨぎ   
∋玖〃∠ク  ／3、／gユ〕と   ／スノ∠・♂  占、／釘房、♂ク  3ク、クβ  ノタ、∋∋∂、／g  蓋／・＝ノ庶、乃   
3富士、33≦■  ノブ、‘鉱≦殻  ／｛、ヱ占よ  よ∫クク、、わ  ∂♂、♂♂  パ㌢、ヱグ∫、喫  ／ゴ、ク？∋、象ヱ   

奴、／ヱ古  ／3、3ク古、クエ  ／7、∠占古  ∠′ヱクデ、g∂  ヱ∂、♂ク  ／久占お、みコ  豊 7、∫鍾ゝ館   

4／〝、タブク  ′3、占占〃、忍  2／、∋館  ク、〃♂∠、∫ワ  ．Zアクク  ヱ／、クダア、ス告   グ、∠れコ  

〃3∠、♂ク∫  ／七ど、j∫7J毎  ヱノ、7♂♂  久古3ク、♂ク  ヱ久♂ク  コ／、9／g、〃5  ／／、言％、℡占   

3鎚、〃3よ  ノユ、アユ伊、首∠  ユ4、占／よ  g、高津一女ク  ／∂、∂ク  ユ／、／3♂、鎚   島々プリ、♂／∫  ′占妙、∂ク久Jク  ．ヱ、臼、ぎ♂倉さ  夙／、／〟／、劇  3タグ、クク  阜㍗、d去∴ごノ：  ≡．′∫3、ニ占7＼クク l訂                                        j′＃〃／、タ／l   
j♪∠、∠ヱ∂  ノク、／ク／、才占  ／倉、47∠）  d、∫虐ソ、♂♂  ／員クク  ／d、d占♂、3ム  ∠、7♂7㍉呟   

／、蛮紳、′jク  ∫久ぎ∫／、〃占  g‘、ココ♂  コタ、∂〟、♂♂  タク、ク♂  倉ク、8♂ク、勿  ⊇ク、39／、コア   

吻．ク／∂  ノ女、ぐ′′又々d  ヱ炎、クヨg  乳鉢杉、古ク  き♂＼♂♂  ユ～、デ占ク、ダ占   ケ、／ユ2、♂4 

7摘、ク蛮‘  錬〃∠g、2g  3占す、クゴ∂  J叉〃ヱ9、♂♂  ∫′ヂ、ク♂  タ7ミタ／3．2き  ／∂7、ア身ク、37   

「紀ニ   



茂吉最  短清検定韓別線合成頭（私利謹順旺）  
’  

収  入 

l   叩  

慣 敢ヶ  壷   喜多  金   冨違憲安吾   
j．∫♂♂  3′♂／5  ∠2、ヲ忘5、β  ヱ久∂′冴、え2  ヱ、3P貝〃占  3j、ぞ7管、3き盲  

〃   耶号数！    簡  
___I 

計支 

豊ユ圭〃  
円   

／ユ  ヱ、2〃デ、23   
// 8 ク   3′⊇占3  コ′∠磁  ノ友吉、針砧、富  ユ∠、紀、コケ  2、♂〃つ、コ9  ユぎ、8免、上る   

ト   

〃   

ヰ  ヱ′ラム‘  ヱ．占クタ  ／4占、グ∠／、ク  コア、／ゼ／、ノj  ／、9エア、9ア  コえ♂占戸、クク   
／♂  皿  〃   3．郷  ヱ．幼  ／々′、々ク♂、♂  ヱ占、／ク∂、丘7  コ、ココ‘、き∫  卑33ク、4ヱ   

∋  ／ユ   ク   3′／∂〃  コ′々♂占  3〃、クタ占、忘  コ〃、Pヱき、占ノ  ／、タ∂7、クβ  ユ占、9／よ、占／   

9  ／J   ク   3．／♂だ  プ′フグg  ／きク、∠♂d、古  2古、ユ卓8、／7  人出ヱ、占／  ヱ占、ア鍵、ク曾’   
ア  ヱ、捉／  2．ヱ占ア  ノ耳コヨふょ  之ヨ、′き安、∋∂  ／、∫戸／、符  ヱ久77ム′3ti  

／畠   

／告  

．2ク  

′   

／ク  ′ヂ  ロック  ユ．73よ  ／．クク3  ／ク∫、クウノ、、ど  ／ク、∫〃／、≠β  ／、∂ヱ占、コア  ユノ、3占スクク H   

／倉  ユノ夢ク葺  フ′／／／  ／／グ、クノJ、古  ユ2、♂タグ、〃ク  ヱ、セア5、23  2〃、古クコ＼∠7  

平均   3．コ〃ア  ヱ，4′丹  ／〟ク、72∂、フ  2古、戸島〕、占ク  ユ、／7グ、∂ノ  ユき、ノ富戸、鎗】毒   

－♂∠－－－   



l l奴更萱顔皇  
飼  料  

（狙即養）   

摂 取二 ㌔  金   南 塩 親  諾鑑牒  琶  針  貿         額 電  ・’l▲ 長・・ゝ  ギ  

∂ク戸、々∠♂   ／3、／∫ヱ、／丘‾   dノ友∂、♂♂  Jク、♂ク  ノヂ、∋♂♂、／1㌻   ／ヱ、／碕ユ3  

3dデ、き牙♂   ／J、／7久居せ   よ、舛∫診  コア、ク♂   ／スク〈こ2、昌呟  ／3、♂ア≠、g占  

∋酪、ヨラ古   ／ヱ、占輯ふ≠   、ヒ∫7久古ク  ヨク、♂♂   ノaユダ丈β々   ／∋、クプ3、＆2  

J占伊．＼よ～∂   ／⊃、／33、占2   ∫、占クヱ、ぐク  3ク、クク   ／乙診∋d、／j   ノユ、∂ダ♂、73  

タさ∠、∂邦   ／ク、3∫ア、炎ヨ  ス∫ヲク、♂ク  ユ／、グ／ぎ、声3   ／／、∫タク、タ占  

き古／、ク紺   ／／、gヱ∠、3∂   ∠、ヱコ占、ク∂  ユ7、ク♂   ／7、クケアヨ♂   ／ク、タきJ、／タ…  

【∋g占、gク冨   ′2、フェス∂含   よ占鉛、♂♂  ゴク、♂ク   ／a〃ごヱ、野  〝、7♂久3∂I  
十⊥十、、∵   ／ヱ、ク友ヱ、／さ   占、／ク〃、ミり  ヱ7、♂ク   ／尻／ア5、dgi′ク、7ヱβ、さタ  

i           u  37占、9占ク   ／ユ、3ダ∠、∫ク   d、コ宕ソ、ぐク  コア、クク   ／牟ア甜、♂ク  ／ク、3占タ、クコ  
ラ乃、ア／∂   ／ヱ、3∂∫、／グ   占、クよぎ、クク  ヱ攻、♂♂   ／タ．ヱぎク、／タぎ   ダ、プラク、7／  

∋矛∂、ク占古  王 ／ヱ、g′ヱ、△9   j、グ♂ヨ、∫ク  ∋♂、♂ク   ／P、4クd、′タ  圭 ダ、身形、コ3  
I I 

3まコ＼ぞ♂♂  ／′、占∂古、dヲ   、ぐ、タ／／j、．∫ク  ヱ4、クク   ／ス丘■〃J、／タ  タ、ヨ73、女コ  
∂gク、ぐヱ∫   ／′．旨3ク．タ7   よ、ダフ∂、、≦り  ．2＃、♂ク   

3ユユ、4ヱ∂   ／ク、占／∠、占9   ∠．葺ヱ占、∫ク  コ／、クク   ′ム、タ占どノダ  H ； ク、∂／／、舛・  

《／ど、タタク  ！／よ∠祓、フ∫   久ダク〆、告汐  コア、ク♂  コ八♂タグ、グぐ  7、壬生空」  
〃♂〃、／j合   ／j．3ク丘、究之   ∠．フタタ、甜  きク、クク   ／タ＼d3∫、犯童  7、£紺、の＝  

〃α♂、ク／ク   ′ぞ、ぐ／ア、4d   ♂、4j♂、如  ラ♂、♂ク  コヱ、タ占ク、タ占  ； 7、／エフ、∂占き  
‾1  

： 

2アg、コ＆倉   グ、∂∠久／∠   ‘、3⊃♂、5∂  ／ぎ、♂ク  ／∫、≠クスd占  ぐ，ユゴ占、ぐ7ぎ  

∋♂d、占2ク   ／クノク／、∋占   

3クコ、きa2  ′j、コア5、⊇／   3朗、如古  ／J、ア2g、ふ∠   ∠．よ〃／、♂♂  ／♂、クク  ／∠、∠占久3占  ‡攻、ア♂スヨ≠を       孔ふ坪、≦D  ′♂、クク  ユ八／き♂、斤占  3、〃々／′、合／  
占．¢フ／、4ク  コ富、戸∫  ／夢、フグク、d占   ク、3∂タ、。2   

－‡■アー   



茅占表  し㌔迅に形饗した条件  

璃  肇   健一  催  館 料 ⑦  産  卵  性  
利  

群   生   顔   中   集  産卵  琵珊  塵   
1‾   

番  の 濾  
存   存   止．  櫓教．  楕艶  醐  

岡里   ヌ招   飼料・                        昏求   
埠                                 死珂                                     雷  1Ⅱ   卒％  雫％  熟珂   （A）   （β）   率  

／可／   包レ〆  ／クク  ／クク   ♂   ク ー  3♂／ヾき  3ク′、、∋  ぎd、／  、㌻タ、／  2、皮宜  友∂、8   

∫  ．2  1′   クg   クク・∂  ／  2タス♂  3♂～、∂  g占、3  上4、タ  ．ク、∋／7  （乙2、コ   
′〈∠  、∋  グき   グク   ク   ／  ユ㌢久∂  コぎう、9  牙／、3  ∫占、∂  プ、4＿2  〃／、8  

ユ  ≠  ′ノ  ／ク♂  ／♂ク   ク   ♂  コア占、♂  2％、0   ク訝、ダ  よ（∫  コ、く∠′  〃／、占   

／7  古  ロ、ツ7  ク∫   きク   ク   2 ■  コ占aユ  ユタ八占  きク、ヂ  ‘2、2  ヱ、∠／  瑚■   

る  占  台レブ  ク／   タ♂   ♂   ／  2伴、♂  コ塩g、き  クあ、女  ∫♂、戸  2、（ど彙  必久㌢   

ノユ  ア  〃  ／クク  ／クク   ク   ♂  ユ云占、∫  コ∠占、古  クる、／  倉4、さ  2、占g  3ア、夢   

ノ／  ∂  ケ  ク占   タ   ♂   ／  コ占宣〃  ユタくデ  ア訊ク  彪、昏  コ、∫／  ∋9、∂弓   
∂   2  コ占久グ  ヱアク、／  ク7、古  ∫∠、3  プ、よク  3タ、♂   

／   ゲ  ／ク  ク   クク   合♂  ／  2彪ぐ、∂  ヱク4占  ケア、7  ∫♂、ダフ、古き   3才、融   

／∂  ′／  ク   クタ   クク   ／   ♂  コ〃年♂  2〟〝．7  クク、♂  古ぎ＼ク  コ、dP  37、コ   

3  ／．2  ク   タグ   ∂♂   ∂   2  2〃卑占  2タ玖P  ♂ク、／  古言、タ  2、d、タ    ∋合、／∃   

ク  ノ3  ノン   ク／  ∠♂   ／   ∋  2フ只、亡  弥占  クコ、／ H  ∠ク、ク  2、占′  きき、8   

ク  ′（Z  ケ   g〃   クク   ク   、5  エフヨ、9  2占〃、8  ク古、タ  舌吏、ア  2、宣‘7  5き、ぎ書   

亘  ／古  ロ、シク  クワ   ♂ク   ク   ．2  コ4宍3  ヱ古3．ク  グヨ、古  告∠、9  フ、汚  3〃、ヱ   

′、∫  ／占  台レグ  ′ク∂  ／ク♂   ク   ♂  2⊇ユ二女  プま乙4  占占、〃  l∫7、グ  3、♂∂  きヲ、き   

．2∂  ′7  ロード  クク   クク   ♂   ／  コ符、ノ  2ク∫、7  タグ、ク  宣2、ク・  ヨ、♂∋  吉3、♂L   

／  ′冒  台レゲ  ク古  ■ j∴ク   ／   〃  ／ク∂、／  コ〃∠、／  クヱ、々  合よ、ヱ  2、∠ユ   

／9  ′9  ロック  ク∂   ∠♂   ♂   〃  ′グク、J  ヱ言ぇ／  占タ、る  克、コ  フ、買．2   

／g  ．Z♂  〃   ∂♂‘  β   ♂   古■■  上ン／、ノ  ユ瑚、／  ノアS■、ユ  gr∠、〟  j、コ｛   

害十  
平個  タ3   タコ   〃   き♂、き  

－－ぜ曾一   



利．碍 蛙   帝 査 為 の 諺 佃  利  

叩額  1日  
質漕纂  

1羽   
益   帝  竺、〆’ 

ヒヒ   の  一誓l 

摂取量  体重  体重   償却戸数  馳噸の蒙  牽   

鎮ヨ、7  ／／々、′  人フ／占  ′きク伊  3、クケ用  3、7〃阜∫女  占牙、♂   

一生2、コ  ′／／、ヱ  ／、よ，戸  ／、占ヱ吉■  J、、g   j、古クヱ．息女  フ王≧、9   姪御薯洞数 
＝生解  

4う．∠と  ／ノ′、含  ′、∫ヱケ  ／、ア4∫  々、ク   嬢毘開巻調教X5却甘 

如、／  ／ク倉、j  ／、∫∫ぎ  人J♂♂  3、彙   占戸、古            3、古き置フグ   
＝産礪（A）  

4g、7  ／3／、∫  2、／冴  フ、き8／  々、7   敬  

タ3、ユ  ／♂久タ  ／、ク〃j  ′、才4昏  3、ア   j、g£久コ訝  占′、；ヲ   

タフ∴2  ′／久古  ′、∫∠ぐ  ∧クワ∂  4、ク   j、α〟丘二7ア  占才、g‾   
㈹喝弼卿肘  

裡、き  ／ク敢∂  ／、アクヱ  人P／∂  々、〃   額 
＝飼料屡繋留  

女∫、ク  ′ノJ、ク  ′、クg／  人∂jセ  々、／   4、3孟3、S3  ∫古．女   

鵬、′  ′／＆′  ／、？ぎょ  ～ノフ撃  j■、／   4■、¢∫邑ぎ♂  ■ f′、・g   納受量 
＝紬勃畢  

タグ，ヂ  ′クえ／  八∠言古  人∠dク  〃、之   飼料摂取斜  

4占、占  ′′タ、g  ／、g3夢  ／．gク／  4、る   ゴ、クコ古、α  宣言、＃   

〃∠、タ  ／／J、ク  ′占占ク  ／、古7き  3、‘7   
館閂一霜  

鶏網代金 

〃g、ぎ  ／クデj  人ク7占  ／、7∂古  、ア   顎牒＝象覇  
＝利益率  

支出金額  

上∂、冒  ／／よよ■  ／、7占ア  ／、冒7∫  〃、∂   3、ぎ3／．4占  8ぎ、る   

よ〃、j  ／ヱ占、7  2、αアと  ．2、〃形〉  占、占   南頓時評価額（萄或費）星  

4占、∫  ／ク、〃倉  ／、7ク〃  ノ、7う1r  、∫、ク   倹定細像の引痘で摩i  

士／、7  ′／、ユ／  人P々タ  ヱ、09．2  占、々   補した快走開絵役の閂i  

∫ク、占  ′J、ク名  フ、夏占2  フ、ムヨ2  ア、8   今＝嘩冊数 

〃7．J  ／／、〃♂  再現  ／、ク．ヨユ  d．占〟  孝、2乾ミ9  劇、∂   

－タグー   



g）刹盗牢について  

放下受益に対する利益の劉含を求めゐために収入金額から貴地金額忌  

引しlた収支葦顔色支出金頭ど倹した数字窒利逸畢と名ブけてみた。  

利益孝の夜着はクコ、ク％ど穀偲ばノd、ヨ形と扱高最肱の中lま梓動こあ  

る。  

蟄環孜熟ま軌こ利養車の面上に何？ぞなエれなけれぼならむい。利益  

率の向上にば亀膏饉牒全敗に象っての陛十ヾ祈温ぎメ行う松雪があり、－叔  

壊卵覆鬼豪において与味の淳一入lこぼ時に慢蚕な若者左払わなけれぼなら  

むいこと宏二店芹＼してし＼ゐと思う。   

∠）還壱別について  

爵確別の残額は津7衷のとおりご、白色レグホーン種に比駁しこ樺簸  

プリマスロ＼ソク裡ば環礎蛙、産卵指数、餌料の引閂瞳、開場時評価額の  

各項軌こついて劣り、平均印璽厚僚れこ分る。摂下車本に対する利益率  

は台魯レーブホーンの∫占％lこ卸して3々％ピある。  

ロードアイランドレ＼ンド凄ぼ茨伊佐、象印積数はまさって㌢5カナ、平  

悶紳垂、飼料の引網嵯、南時間啓値頃の償叩ぼ劣り、利益雪牒苫／％ど  

ある。  

生活孝和上に亀蓉筏琴の糾弔lまl幹男なこ￥こぃあり、卵内票閂穣の改頂  

は柿兼のために車蓼なことであると愚ろ。   

夢ワ蓉  苛謹別辞合成穣  

頑  窺  健  也  産  叩  畦  

塵 肺  平摺  
生色牽   搾存率   中止空   舜死率     積 数  

類   ％  ％  宛  ク♭  （A）  （β〉  帥‾重                      クら   

白レグ  ′£   デ〃  gよ  3  ／j   2皇3、♂   コ7ク、ク  アク、／   g占、3   

ロック  々   タ‘  占ク  ク  j ∋   コ2ダ、？   2占ヱ、告   ク∫、∂   Jぎ、ク   

ロード  ／  ／ク ∂  タ♂  ク  ／♂   コア£、／   コア∫、ク   フグ、ク   仁2、？   

痩  飼 料 の 利 同 姓  調 査 簡 の て鞍 砺  

餌蟄  飼料   卵餌   】 日   岡地時   終了時  
紫蘭－l   帝樽柿屈汀   利益  

額   執事   比  覚．ご  

台レブ  ／告  iフ、吉g  タ貝／   4くア   ノ／／、ノ7   ／、占毀   ／、クぎょ   久二≧   〃♂45、占9   ∫∠、々   

一口ード、   ／  5、♂j  53、ク   全〃．ヱ   ／コ∠、7  ロ、ソク  〃  ユ．グ∂  タ々、g   よ／、7   ／2∠、ク  
－アクー   



ク〕 ヨ∫年鶉と3占尊徳の比較  

3占質璃の成領についてヨざ等親の成繹ヒ比醸すると、堕落牽、秦岬   

牲、飼料費肩車についてわすいかで、ばあるが向上してし・＼る0  

簾℡表  3∫窒親と5る専簡の比較  

東  僅  蛙  

厨沖積教  窟附満鉄   産卵牢 乎昭岬望  （A）  （β）   ％   

匡   間    旺   l                 24g、ヱ  二Zg∠、ぎ   ア∠、ノ  ∫‾占、エ  コせダ、S一  ．コg占、、ぎ   ク∠、∂  ∫∠、4′       利i  
遽  

要晶雷   雷翳評胃管   季  

／タフニコ  ∠、クP  ■女♂、∫  

受、占安  倉♂、∂   

資
質
糾
 
 ／占、∫  クコ、♂  ′7ク、＼～‾   

／占、∫  g／、S－   

飼 料 の 都 岡1生  

珂軌要求率  岬 餌 ヒヒ  11ヨt 君   
環 軍．委  

／／∫、ヱク  ∫♂、・占   

∠／ク、ユ  ／／4、汐∂  

堅寝訓  質平埼岬囁／ぺ多重  終了時呼値の楓簡略将当  平増飼や・雲Ikタ皇   

二∋含   ／g〃円〃ヂ牽   ／占‘）円   34円24ぎ枝豆   

言占   ／冴占円デ7要   ／417Fトタイ‾車   32円ク♂ザヂ壇   

々 きうどがき  

以上当場における産卵篭刀横更笥の径清淵喜の耽茨を虚べたが、このよ   

ぅむ小羽数の閻査成標をもって、各収韓考の笥の扇否定萬ヂる＝ざぼでき   

ない○  

泰穐鐙富も￥の立地条件に応じた爾湊形矩有卦こよって行われてしlるも   

のであって＝の戒根笠全面㊥に又そのままあてぼめることは尿酸であるが  

1可等かの参薯になわば季どある。  

なお本軽漆調克と謹鴇改良どの結びつヨば合銀の空襲肝完裸領ど参って、   

環状のよう訂小網教の威環をもって改同書直のるこどは蕾だ困鮮裸さわる   

ところぐあるが、／禾統の代表均確愚を父華lこする写一腹言出して後足を行   

ラ＝とにより￥の父観の爽快的囁像家ある雇養酔憫し締る彰の左愚ら。丈   

画一禿談の台薮検定の渾徴ど比穀検討する＝とにより更に正膳な系繚的確   

債判定に役立つものと思われる8  

／つ．′  
■，′′‾   


