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ケ カビがあるが J
Jのも のは t｡
ハンや 果物 '穀物等

このヵビに良‑似たも のにムコールと いわれ る

僻病は このヵビが仏き起す のである｡

相当あるが､有害なも のも少な‑な い､け 詔 の軟

カビ (分類上は擬似酵 母菌族に舶す )はデ マチウ

又和爪や洗た‑物に巣 S
,
斑点を つけ る始末の 悪 い

とも いわれ 'はめ板を隅らす有告な カビである｡

ビで表面に涙 のような水滴を生ず るので 1名涙蘭

見 つける車があるがtJ
Jれは メル‑ウ スと いう カ

(ソウジ ュツ)とも いわれ薬用にもなるそうであ

る多年性草本で林田は食用 もなり ､根 は 蒼 求

｢おけら ｣は 日本絹物図鑑によると山野に自生す

気払 いに ｢おけら ｣をた‑と いう事である.

でも漢方薬尿では ､薬草をしまってある倉内の湿

ムと いう カビで'秘徽虫 の養分でも良‑紫雛す る

アルコール類を主成分とす る)を含んでおり tJ
J

るO ｢おけら｣の根の成分中には '精油 (一種の

に

に良‑発生し '特に味噌常油のJ
Jうじ製造にS
T‑

T
Ll
上が日ごろ我 々の家庭内でしばしば臼につ‑ カ

がり 'この揮発成分が水分を吸収し て室内を乾燥

れが‑す ぶると搾発し て空気中に煙と l緒にひろ

湿度がん過ぎた場合発生し ､J
Jうじを悪‑す る彰

一
､カビを生やさないためには

ビ

である｡

がある.色は灰色又はか つ色を呈し ている｡ムコ
ールにも醸造上有用なも のが相当多 い.第1..画 に

カビは既に述べたように湿気の多 い所には ､極

たのであるが要は梅雨ときには '湿気 の多い日当

させる と いう ことである｡以上は参考までに述べ

示したも のがケカビである｡

微鬼 の養分でも良‑繁殖す るのであるから t J
J
れ

第川図は 'だれにも良‑知られ ている' こうじか
びで'学名はアスペ ルギ ルスと呼ばれ ' 味噌 '紫

などは絶えず乾燥状態に保 つよう 工夫す る事であ

を防ぐには '室内や戸だな ､タンス'押入れ の中

里

興

信)

(二)の場合を溶 脱 ' (≡)の場合を脱窒と学問
上はよんで います｡

てしまう のです｡ こ こで (こ の場合を洗亡

(
宮

心がけが肝心だと思う次第である｡

り の恋 い室内や合併等には特にカビの生える余地
を与えぬよう隅 々まで気を配り絶えず宿潔にす る

油､潜等を つ‑ る有用な カビであるO これ等 のカ

行なったそうであるが '相当効果があるようで今

る｡背は日本内地の地力では､梅雨どきに ｢おけ
ら ｣と いう野草 の根を 'た いて室内 の湿気払 いを

ビ類 の中には以上 の如‑飲食品の生産 面に利別さ
れ ている有益なも のも少な‑な いが'この外 に変
わった榛類のカビもある｡湿気 の多 い 台所 のはめ
板 の裏側に赤や白色 のまじつた気味の悪 いカビを

(つづき)

前述 の (一)や (二)の場合は アンモ ニ了や 硝

六､忍術っかつて消えるチッソ肥料

酸がそのまま の資で逃げるのですから '別に理屈

ア ンモ ニア小僧が空中脱走 の名人とす れば'硝

げられ て作物を青 々と育 てるわけですから作物 の

うま‑作物 の根にぶつか るとたちまち根に吸 い上

にとけ て土粒 の間を フラフラし ているわけです｡

この逃げ方は 'ご‑最近発見されたば かり の方

アミを張って患かねばあつつかな いことになりま

すから これは大変です｡農家もうんと科学知識 の

をかえ てあげ‑ の巣は姿を‑らまし てしまうので

の場合は'土に施されたチッソ肥料が いろ いろ姿

酸嬢もすぐさそ いにのるうわき娘でたちまちかけ

根も何とか この硝 酸嬢を つかまえようとアミを張

法ですからよ‑心にとめ て下さ い｡ この発見の功

もな いみた S
,
な簡単な ことですけれども ' (ニl:
)

患ち てしま います｡硝酸態 チッソを含むも のは硝

るのですが 'そうすきまなしに張るわけにも いか

労者は元'農林省西 力原農事試験場の技官'塩入

さ て先月号でちょっと述べた通り'硝酸嬢は コ

安だけであってこれは琉球では余り板扱 っていな

ず 'その大部分は' (l)雨水で洗 い流されたり

松一
二郎先生です.塩入氏は ヨー ロッパ の細で実験

ロイドに いつも ヒジ チッでけられ ています ので水

硝酸態窒素にはけ てい‑からです｡

亜硝酸菌と硝酸菌と 5
,
う二種類 の微生物によって

逃げるチッソを逃がさぬ知 識
先月はア ンモ ニアの発中脱走につ いて説明した
が､今月は硝酸 のかけおちからお話し致しましよ
ら
ノ〇
心ウキウキ硝酸娘

いから別に心配す るJ
Jとは いら ぬと考えるのは大

(二)地下水にもぐり込んで流れた‑ 'ある いは

五'

違 いで'硫安や下肥やその他有 機物等 の窒素肥料

(≡)還元され て気体のチッソにな って逃げ出し

す｡

ンモ ニア態窒素と変わり'更にそのア ンモ ニアは

を使 つても結局微生物 の作用によって最後には ア

(5)

の効果に比べていつも低 いと いう ことに気付きま

のですが'どうもおかし い'畑にはど こした硫安

されたアンモ ニアの効果を 日本の田園で実験した

あるので酸化侭用が起り'アンモ ニアの窒素と化

いろ いろのガ ス体がまざり合っている)が豊富に

は酸素ガ ス､窒素ガ ス'アンモ ニアガ ス'その他

面 (酸化朋)には水にとけ ている等気 (その中に

Bt天水田で用水 の不足な所は雨の降 る天候をよ

し て整地す ると硫安は深‑仝層に混合す るo

布し てから深‑すき起し'砕土し てただ ちに海水

At普通乾田の場合は離水前に圃場 の全表面に散

の例をあげ て説明しましよう｡

‑見計 って出来る限り直前にある いは'准水 の予

した｡そこでSろ いろと 研究した結 果次のような
とになります｡このようにし て酸化したも のは硝

定が立てられ てから､蔽水す る宵前にAの場合 に

合し て いる二..
C
lの水素は酸素とおきかえられ るJ
J
酸 (NO 3)に化け て'窒素脱走の第 1段階とた

ます その 一つは酸化の汝対で､酸素と化合し て

還.
九のカは少しやつか いで'二つの意味が あり

そこに施せば酸素欠乏の場所ですから酸 化し て硝

ァンモ ニア懲窒素を施すように工夫す るJ
Jとです

き込んで酸化層を滞‑す ることと､琴 花柄 の所に

屑施肥法は土地 の事情によってまちまち であ‑'

計画等が着 々実を結んでいますO琉球でも山地開

エツトでは 大じかけな等高線畑や '大防風林植樹

りません. これをどう防ぐかについて米国やソビ

た いな い串でその折淫は実に大き いと いわねばな

るJ
Jとをよ‑御覧にな ることでしょう.仝‑も っ

川や海岸近‑ の海が川I九口もか つ色にな ってい

したりあるいは洗 い流し てしま います｡台風雨後

ら '作物を作る大切な炎土ま で根 こそぎ吹きとは

ム
‖
風が多 いからたま‑ません 折角入れた肥料や

は前述 の通りですが'沖純は雨風 の伴な ってS
,
る

施された窒素肥料が雨水によって逃亡す る こと

トお話し致しましょう｡

問題とな っている土壌保全 のことにつ5
,
てチ ョツ

来たが'最後に肥料 の逃亡とも関係が決‑ '最近

これま で窒素 の逃げ方についていろ いろ述 べて

八､雨風と共に去りぬ

によって流亡す るのを防ぐよう工夫す ることです

な いと いわれ てS,る｡ ここでは雨水叉はかけ流し

ct湿田では 一般に酸化膚が生成し難‑脱窒は少

硝酸態に変わるま での期間は川I石口付であると
いわれます｡

化け て逃げ ると いう ことですO普通施肥し てから

鞭水が遅れ ると前述 のようにアンモ ニアが硝 酸 に

J
JJ
Jで注意しなければならな いことは硫安施用綬

準 じてや るとよ いo

素 の化合物である硝酸からも酸素を萄 いと って硝
酸は還 元され てしま います｡その還元がもとのア

そこで水にとけ ている酸素はもとより､酸素と等

であるためますます酸素が必要とされ る所です

に更に有機物 の分解に必要な微生物の繁殖が盛ん

におち て来ますc J
Jの層は酸素が欠乏し ている上

Jんで いって還元桝 のと ころ
純水と共に下えし みJ
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次に酸化暦に施され て硝酸 に化けた窒素 分は 離
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るわけです｡

脱走から ‑りを明らかにしたのであります｡
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田に水が張られ ると 田の土は二つの層 に別れ

ます 上の朗は赤味を患びた約 lミリ位 の薄 い層
で酸化朋と いわれ '下の層は青炊色 の厚 い層で港
元帖と呼ばれ ていますC こJ
Jでチ ョツト酸化と還
元について説明し て患きましよう
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｢酸化す る｣と いう J
Jとは､あ る物質 か酸 素′
O)

J
Jと)水蒸気 (t
･
I20)に

例えは' 水素 (H)か燃え て (
もえ ると いう こ

と化合す ることです｡

合 す る

ンモ ニアにもど るなら結構 ですが､独立した雫素

とは､酸素と化
たり '･:
1Sが オ コツて択 酸 ガ

ガ スとなり臼にもとまらぬ早さで搾中 へ逃げ糾し

(CO 2)とな るの

はどちらも酸化です｡鉄 (
Fe)がさび て赤 い酸化

て行き脱走成功となるわけ です｡

ス

秩 (Fe
203) になる のも酸化です｡さ て酸素は

それ では これら の逃亡を防ぐにはどうし たF
､よ

七'アンモニア監禁術､ふか肥

の豊富にある牢気中や､箆 い水中では盛んに酸化

他 の分子と非 常に化合しやす 小柄発な元素で酸茅

いるも のが離船す るJ
Jと ですO他 の 一つは水素と

酸 にかわり逃げるような ことは致しません｡そこ

いか'それには緑肥や堆雌肥等 の有機物を沢 山す

化合す ることも還元と いいます｡ここでアンモ ニ

で田にやるアンモ ニアはふか把にせよと いわれ る
珂由です｡

が患J
Jなわれ ています .

7 (NH 3)は紫兵が.
■
'
つの水菜と 化合し ている
服もすすんだ還元の状態にあ
のですから 'これは=

自分 で工夫しなければなりま せん｡ここで 二 二

J
Jのふか肥を仝桝施肥法とも いって5
,
モすが金

さ てこのよ うにし て二つに別れた層 のある田 圃

ると いえます｡
に′ンモ ニ了を施したとします｡す ると､田の表

(6)

<.実績をあげ ているが'どうも土壌保全 につい

発が叫ばれ 'パ イ ン茶等 の増殖計画が立 てられ宕

対策を 研究 工夫す る心構えが必零であることを つ

合は土壌が流れ出さな いように慣斜地 では傾斜と

す る場合は予め､防風林を致し '作物を植える場

吾)

直角 の方向 に畦間を作 る等各自 の圃場に適 応す る

信

ては未だ 関心が薄 いよう です ｡悔を千才 に残す こ

汁‑ わえ てこの稿を終ります ｡
(
比

をし てやらなければならな いOすなわち '完全な

L t草が生えな いので風通しがよくなり 'ウ ンカ

水がな‑な るo旺畔 の近‑ にも 肥料がよく ま わる

塗り の手間がは ぶけ ､ モグラや鼠の苔 が防げ て漏

コンクリI卜旺畔 の利点とし ては '旺 打ち や'畦

整確の水田では 'あと で困ることも考えられ る｡

韮球と平行し て行なえば効果は いちぢ るし いo未

ると計算し ているが tJ
Jれは 面積の小さ い田畑ほ
どふえ るO両税が増す J
Jとは確実 であるが､区画

末期から行なわれ ている.耕地 面積が八%も ふえ

コンク‑1トで昧畔を作 ることはす でに明 袷 の

つぎに コンク‑ートと 7ゼ道即ち畦畔と の関係に
ついて述 べて見よう 0

嘉

と のな いよう日頃から対策を講 じて頂きた いも の
です ｡
そ こで常に兵船雨､畢魅を念頭 におかれ て開 墾

コン クリー ト の
農地 への利用
コンクリートの葦生
セメントが固ま るのは '水と結合し て固ま るので
あって､J
Jの作用を水和と いうが'水和には二つ
の段階があって'最初凝結し てある程度 の強さに
なり ､次に長時 日にわた って強度を高め てい‑硬
化 の段階 にな る｡水和作用は最初に柄発で二八 日
間 にその コンク‑1ト強度 の八〇 %の力が出 て､
残りは数年間かか る｡そこで我 々の設計 で最高強
度を 目機とせず tだ いた い二八 日のも のをと って
なお安全率を みているのである｡そこで卑 S間に

硬化をさまたげ る日光 '風雨 ､寒冷などによ る害

るから ､修理の手間が いらず '大雨 のとき の破損

など の病虫害が少な‑な る｡また永久構造物 であ

強度を出させるため '将来強‑す る ため に､養生

からまも るため 'むしろなど でおお い'暑 いとき

仏と い湿 田で'腰ま でつか るような水田では '沈

もな いJ
Jとなどがあげられ る｡

は水をま いて十分湿気を与え て露 出面を保護す る
硬化中に十分湿気を与え ると水和作用が つどうよ

畔を コンク‑1トに改善す ることはきわめ て望ま

ば無 甥であるが '普通 の水田で用水路と鞭 用に畦

下す るおそれ があるので'排水設備 ができなけれ

‑進行す る上に'硬化中 の収縮が少な‑な って細
か いヒビが入 るのを防げる.このようにし て コン
ク‑I卜 の表面も内部も 同様 に乾放させ ていく J
J
とが最も 大切 である｡

Jとである｡土畦畔に鮭豆を植え る習 慣 の地
し いJ
方も あるが､些且のため に畦畔沿 いの稲 の減 収は
苅〇%化にもな ると いわれ畦畔に 草を生やしたと
きと同 l結 果であることから みて､ コンク‑1ト

作りにしたカが､米 の増収とな‑ 利益が大となろ
ら
ノ｡

コ ンク‑Iト陛畔 の形は地質や土地 の条 件 によ っ
て いろ いろなも のが考えられ る｡

図‑A‑も っと も普通 の形で 上E九 I 二 一
センチ
メート ル法 1‑1
二分'高さは 土地 の状況によって
異なり へ土質によ って根入れも違 って‑ るが tだ
いた い川O Ilh
TO センチメート ル
図 ‑BI旺畔高が低‑土質 がよ‑沈 下のう れ いの
な い水田に用 いるも のでt m九I 二 言 ンチメー

センチメート ル‑ら 小でよ いOブ ロックの厚み以

ト ル図 ‑cI従来 でき ている土舵に コンク‑1 ト
のブ ロックを 張 ったも ので'ブ ロックの厚みは t
E

Lに虻を 削 って張 る｡
阿‑D‑山間部や高低差 の いちぢ るし い水田で附
近に玉ホや岩石 のある場合 ' コンク‑1トの配合
は ㌻･
二 ⁚州化にし て玉石と コンク‑1卜を よく
竹前す るよう入念 に施 lL
Jす るほうが等全 である｡
厚みは二〇 センチメート ル'軟練りにL t必要が
あれば モルタルを塗 る｡
地髄 の老 いと J
Jろ では図‑EIFIのようにす る
阿‑EI底に 玉石を打ち込んで基礎 工事をす る｡
図‑Flも つと地盤が悪けれは松丸太を 一メート
ル間隔に打ち込んで地抗にし て'このとに コンク
‑1トを打 つ｡また丸太抗を打ち 込ん でこれを技
‑と穴があ‑から 'これ に コンク‑1ト を 流し 込
んで コンク‑1ト抗とし てもよ い｡現場打ち コン
ク‑ートでは岡 ‑GIの様な弛わ‑を用 いる.
5
･
ま問 IA‑の てい形 で上E 二 一
セ ンチメート ル
底E二 一センチメ ート ル高さ四五 センチメート ル
のも のと tB の知形 でm 一二 センチメ ート ル高さ
MTH.
セン チメIト ルの コ ンク‑tト畦畔長さ 1メ
ート ルあたり の資材を求め るとだ いた い第 ･
.
表の
通りとな る｡
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