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け,食物 戸棚等にかたづけ皇 しよう｡戸や容器

に巣を作ります｡台所は常に乾燥す るように心が

の表紙や のりのついた衣料を食.I
(ます｡物 の隙間

ろ に夜分 ,這 い出してきます.食物をかじり '本

粟をまきます｡
●))) ● 室内の暗やみに年中 いるのです が特
(
ゴキブリ )
●((( ● に台所の水気が多‑食物のあるとこ

ます｡最初は汲板碑後にまき' 1週間に 一回づつ

ンゾ ールの入った乳剤を処法通‑にうすめ て用 い

す｡便所 のウジを殺す には'オ ルソジク ロールベ

〇cc化ま いておきます｡但しペ ンキを塗 った壁

剤がありますが天井や壁に 一メIトル四方に約三

天井 の換気孔'床と土台との間等'外から露人す

き所は'流しの排水管'風呂場の排水口'床下'

てこな いような構造にす.I
(きです｡婿に注意す.
'(

から家を新等 ノ
る殿は'外からネ ズミが家に 入っ

くずも整理し て繁殖場所を与えな い事ですO これ

ネズミの求める食物を片づけることと､ポ ロや紙

点きます｡ネズミを殺した後は出入穴をふさぎ'

ミの通路にわなをしかけます｡あるいは殺そ剤を

し て､そこから約三〇 センチほど離れた所のネズ

通路はなかなかかえま せん｡まずネ ズミの穴を探

メ,
,
/
は'患‑ぴようですからも の倭 を好みますし

効果があるようです｡
●))) ● ドブネズミはドブの近‑ の穴に住み
(
ネ ズ ミ)
●((( ● イ エネズミは天井巽に住みます｡ネ

あきやす い虫ですから色 々粟を変え ていった方が

ごをつ‑ つて食べさせる方法もあります｡然し'

ホウ酸をじゃが いも のつぶしたも のとまぜ てだん

㊥ネズミ' ハエ､.
コキブ‑ (
油虫)t等 の繁殖を

@水は満解に保ちましょう｡ (
井戸等 )

④調確前'食前に手を沈 いましょうO

㊥野菜類はよ‑洗 いましょうO

㊤清潔な'管理の行き届 S
,
た店で買物を致しまし
よ久
ノ｡

①食品､食器 の管理を怠らな いようにしましよう

経口伝染病や食中毒を防止す る ために次 の項 目

か'金網を適当に使うと防止す ることが出来ます

るのによ い場所になって小寒 すので穴あきの蓋と

ハエ放り ‑ボ ンか又は､折鶴に粟をま いてつりさ
げるとか､ノレンに柴をま いてお‑とよ いも ので

(
外

間

ゆ

き)

合も､カビが生えたと いつているが'実はあれは

味噌の表面や哲油 の液面に白 い膜が出来 ている場

もら いましょう｡

㊥大衆 の食事を扱う人は定期的に健康診断をし て

いたしましょう｡

⑦汚染された食物は いさぎょ‑捨 て'食器は消毒

防ぎましょう｡

に注意しましよう｡

の蓋はし っかりしめ て患‑ ことです｡静虫剤には

には向きません｡天井でとびまわっている ハエは

油剤 ､乳剤 '‑ん煙剤 '粉剤などがあります｡又

∵‑
梅雨ど善 のカビのいたずら‑
∴
肉眼で見る事はなかなか困難で､菌数と称す る下

カビとは,その生酒の単位をなし ている個 体は

l､カビはどのようにして生えるか

カビではな‑ある種 の酵母なのである｡

殊にこの事をはっきり認識させられ る｡即ち閉め

等植物に属し ているも のである｡このも のは '沢

一､カビという生物

きっ た部屋は'じめじめし てカビ臭‑なり '台所

れ ている｡専門的には糸状菌のみを カビと いう の

カビの櫨子は ･空気中 ､水中'土 の中 '到 る処

押紙昼 局温多湿 の国であるが雨 の時期になると

の隅 々'下駄箱の中､あるいは戸だなや押入れに
至る までとにか‑家中が カビだらけになり ､実に
,
を させられ る 事があ
うっとうし 不愉快な 思 5
るO尚 これらのカビは､遂には我 々の日常 の粒で
ある食 品にまで飛込んで来 て､悪 臭を発散したり
腐敗させたりす るのである｡J
Jのように雨 の季節

であるが､普通に我 々が カビと いう望 口
は 'こん

にあって･肉眼では見えな いが､我 々の周囲には
いろ いろのカビの種子が充満し てい るのであるo

来る｡
体形は糸状を呈し ているので通常糸状菌と呼ば

子が飛んで来 て'つ‑からである｡

自然にカビが湧 いて来 るも のではなく カビの種

りどり のヵビが生え て来る場合があるが ､それは

ような カビや赤 ､黄'緑'青と いったように色と

や､餅 の表面あるいはその他 の食品等に'綿毛の

戸だな の中に'二･三日影き忘れた御飯 の表面

にな ると カビのいたずらが激し‑な るが' 1体 こ

ただ漠然と カビと呼んで いるようである｡例えば

な厳密な区別はな‑ ､飲食物に生えた微生物類を

山集合し て‑ると肉眼でも明らか に見る 事が 出

のカビなるも のは､どうし て生え て来るのか '以

い

下これ等について述べてみた いと思う｡

(3)

ると いわれ ている｡カビの稚子は環境と栄養 の条

北秘 の群を飛んで世界中 に広が っているカビもあ

いる)に伸び て増徴L t脹 熱 す ると '稚子 (カビ

件がよ いと発芽し て'糸状 (これを菌糸と呼んで
の頼 子は胞 子と いっている)が出来 て又飛び散 っ
て5
,
‑ のである.これら のカビが増殖す る時に'
それぞれ のカビに特有な生坪作用が行なわれ て'
食物を柘敗させたり '悪臭を発したりす るわけ で
ある｡
)'カビの生える珠現
カビの発育は '養分'水分､温度 ､空気 等によ
って彫響され るが '特に水分 の多少は生育を著し
‑ 左石す る｡即ち ‑1般 に水分 の多 いと ころでは '
勿論種類によっては '乾燥に耐え るも のも あるが

良‑確育L t乾燥したと ころでは殆ん ど育たな い

水分が多ければ ' レンズ '刀の刃､靴や皮革製品

食品に害を 及ぼす程 の繁殖は殆んど見ら れな い｡

る｡尚汗のついた衣類や ､すすぎ の不十分な耽た

等にもわずか の養分さえあれば良‑生え るのであ
‑物にも良‑生育し て､黒 い星を つけ たりす るの
カビ の発育温度は ' +L般に最低は〇度Cから‑i
=

であ.
る‑

にと つては その生溝の最良 の時期である｡叉 カビ

る事があるが これは ペ ニシ‑ウ ムと いう アオカ

餅 'ミカンこ ハン切れ等 に禄 ' 帯 の別点が川 来

近 に見かけ るも のは主とし て次のようなも のであ
る｡

最適 の時期 である｡沖組 の小満 ｢種 の時期は カビ

度Cであるが '最減の温度は二.i度Cから1
1
..
八度
Cである｡従 って夏季に向う雨 の時期には '気温
も縞‑ '空気 の湿度も長 いから 'カビの繁弗には

るも のである｡従 って日当り の惑 い､湿気 の多 い

は ､日光を嫌 い日Tり の悪 い暗がりに良‑繁殖す

だ靴等 にも '牡え るも ので形は第 1岡 の如‑先の

到 ると ころに散在し て患‑ '下駄箱にしま い込ん

ビ類 のな す わざ で' このも の は竿先中 ' 土鳩中

l'カビの種如

台所等は カビにとつては鼓適の場所である｡
カビの稀 類は非付pL
J
.
多5
,
が ､熊 々がR浦最も身

方が 'ほうき状父は袋状にな って胞子が つ‑ ので

ある｡これは ペ ニシ‑ ソを つ‑り川す カビと同類

次に野菜‑ずや残飯 ､廿謂等に白‑綿 毛状に仕

である｡

えたも のを見 つけ る部があるOこれは ‑ゾ Iブ ス

形をし ている｡J
Jのヵビには醸造上有 用なも のも

と いわれ る 〃ク モ ノ スカビ 〃 で第二 岡 のようL
･
L

(4)

第 三t
2] ム コ ール (ケ カ ビ) ｡

ア ス ペル ギル ス ･オ リーゼ (コ ウ ジ カ ビ)

第 四国

ペ ニ シ リウム (
青 力 ビ) ｡
!
汚‑ 固

リソ ー ブ ス (ク モ ノス カ ビ) ｡

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)

