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子どもの時分

私らの子供の時

分は、ちょうど大

東亜戦争が始まっ

た年で、どうして

も林業や農業の学

校行きたいとか、

専門学校行きたい

とかは、ないね。

戦争一色、勝たな

いかんちゅう事

で。長男は山に残

って家を継いでく

れっちゅうのが親

の願いですけれ

ど、言うてる何も

ありゃしませんよ。私らも兵隊に志願してて、採用が

きたってんけども、８月に終戦になってしもたさかい

に、行かなんだで。

戦争が終わってからは、弟は就職っちゅうことで他

考えたけども、私は山に残った。戦争で、植林した所

が荒れたりしてるさかい、それの後片付けがあったも

んやで。林業やけんど炭焼きやとか、木ぃ伐出、そう

いう仕事をしておりました。

燃料革命～薪炭から椎茸へ～

40年ほど前まではみんながご飯炊くにしても、薪と

柴で炊いてはったし、ここらでは火鉢に炭を入れたの

が暖房やった。それが、プロパンが流行りかけて、ど

んどんと普及されてきた。その時分の言葉が燃料革命。

炭焼きとか割り木とか、長い仕事は続くけど、もう

杉・ヒノキの建築材になってくると、伐採する職人が

決まってくるさかい。山で薪炭作っている人が失業し

てしもたっちゅう。

ほんで、雑木は余ってくるから、椎茸やらんかっち

ゅうことで、県の職員さんらに勧められて作ってみた

ら、簡単にできるし、それが病み付きになって、ほれ

から、椎茸。昔から、自然椎茸はあったもんやけんね、

だいたいは分かってたんやけど、県の普及員の方が協

力して教えてくださりました。

菌を打った※１後、仮伏せ※２して、井桁に組んで※３

搬出、陰の場所まで、杉の木林とか、雑木林へ運ばん

ならんですわ。運んで植菌せんと直射日光でやられて

しまうさかいに、そういう当初の運搬がなかなか大変

やったし、それでは１年くらい遅れるんですよ。とこ

ろが、そのまま置いといた奴が（菌が）案外よくまわ

って※４ね。その場で伏せて※５もうて、シバかけて※６

しまうと、ほんでオッケーですさかい。温度がね、日

中は暖かくて、夕方から夜になってくると、ぐうっと

温度が下がります。その寒暖の差っちゅうのがね、大

いに役立ってるんですよ。ここら辺では、まあ5度よ

りは低いです。昼と夜の差が、冬には15度くらいの差

になります。天然に置いた方がね、よっぽど効率もえ

えし、もう生食らいにはもってこいなんですよ。露地
ろ じ

伏せともゆうし、裸路
はだかじ

伏せともいうわけなんです。そ

れやと、もうあくる年完全に発生するし、椎茸のでき

た品質もええ、人の手間から何から大いに助かるさか

いに、ああこりゃもう一番ええわっちゅうことで。

原木椎茸が出来るまで

Ⅰ.原木を切る

原木栽培をやろうと思ったら、ええ原木を作る、え

え原木を作ろぅ思ったら適期伐採がしてなかったら絶

対できませんわ。ちょっと赤うなりかけたなぁゆうく

らいの三分紅葉した時分で伐採する。反対に、あんま

青々した状態になってくると、今度は栄養の関係があ
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るんですよ。葉が落ちる前が一番木に栄養が蓄積され

る。そんで葉も水分採らないかんし、栄養欲しいし、

二重で考えて、その時期が一番ええとして、その時期

に伐採します。

Ⅱ.水分を抜く

ひと月以上そのままの状態で葉から水分抜かしてし

もって、水分の少ない原木をこしらえる。根は切って

しまっとくさかいに、あるだけの水分を抜かしてまえ

る。生木では椎茸はまわってくれんし、水分が多いん

やったらどういう風にして水分を抜くかっちゅう事が

技術的な問題です。水分が抜けるとね、木が軽う感じ

るし、抜けてないと重う感じる。重う感じるとなるべ

く水分抜かすように井桁に組んで、雨に当てて水分吸

わせると、これが一つの水抜きになる。逆療法か知ら

へんけど、雨かけてその雨が流れていく時に一緒に残

っとった水分も一緒にひきだしてくれるっちゅう。水

分が少のうてまわって、ほやかて、水分抜きになった

ら、菌がまわらへんさかい。

そこら辺はね、慣れで、身を持ってやってかなあか

へん。木でも成長のいい奴と悪い奴があって、悪い奴

はどうしても水分が抜けにくい。それだけはチェック

して、（目印に）赤のスプレーでもかけると、菌植え

る時にこの原木はちょっと水分抜こうかとか、そうい

う事を考える。それは自分で、目で見て、水分の抜け

る状態に持ってかんといかんのやっちゅう事。私ん所

の標高500の所の山は、雪が降ってまうともう入れま

せんので、葉っぱの付いたなりで3月までほっときま

す。

Ⅲ.菌をまわす

雪が消えたら玉切り※７して植菌する。原木の中の

菌には害になる奴もあるし、共存しとる奴もある。領

地取りと一緒ですわ。早いこと椎茸の菌で領地を取ら

せてまうといいけど、トルコデルマっちゅう椎茸の菌

を食う害菌が出てくると、その分椎茸の領域が段々と

減らされる。椎茸の菌を早いとこ一面に蔓延させて、

原木１本が全部椎茸の菌になってしまうと、少々の害

菌でも手が出せへんさかい。そこらへんが植菌してま

わす為の一番の要です。

原木が一番大事やけど、今度まわすようになってく

ると、そういうようなことも大事な一つの事柄なんで

す。それが為に、お日さんに当てたらあかんとか、そ

ういうような手立てをしてかないかん。

菌がまわってくると、白っぽくなってくる。植えた

ところの近くから段々と菌が繁殖していって、それか

ら新しい所にずっと行く。生木やと、黒かったり。切

ってみるとようわかるんですよ。

Ⅳ.椎茸をとる

思ったように、大きい椎茸で採れると楽しいですね。

山男の小胆
しょうたん

で、品物さえ、ええもんが出たら楽しいん

や。ちょっと時期が遅れると、細かい椎茸ばっか100

も200も出よるやろ。ほんな時には、えらい事しても

うたなって感じるんやけどね。ちょうどええ時期に大

きいやつが出よって、これならええなっちゅう。

もう我が子育てるみたいなやり方ですよ。

小さいなりに「工夫」

10月中旬には、山に伏せ込んどく木を、モノレール

で積んで下ろして。モノレールは20何年前から買うて

ますよ。あれで50本くらいは木ぃ積めますでね。県の

人が、こんな急な山はモノレール買うたらどうやっち

ゅうて、買うたんや。山の雪があっても、ちょっと位

の所やったら、とんとんで行けますやろ。うんと省力

できますわ。裸地伏せもほれがあるさかいにできたっ

ちゅう事ですね。

他の道具としてはチェーンソーが主役やね。それと

搬出用の田植え機を改良した運搬車。運搬車はね、木

を降ろしてきて、ハウスん中、入れるようにも持って

ったり。私らもね、規模は小さいんですよ。小さいん

やけれども、小さいなりに工夫してるからかしらんけ

ど、みんなが見ると、どうたらこうたらいって。モノ

レールの時も、新聞に載って。そないな事で、林研※

８で発表会がある時に、全国大会の東京までも行って

きましたよ。人と接して、いろんな話してる間に、い

つの間にやらこんな名人なんかにしてもろうて。何を

してきたんかしらん、あんまりええ事もしてこなんだ

のになぁと思って。

椎茸以外にも･･･

椎茸以外には伐採。それに植林、ほれから、草刈。

雪が降ると木起こしせんならんでしょ。４、５年は木

も50センチ位で、雪

が降ると寝てまいま

すがね。ほれを、山

の傾斜に縄でまっす

ぐに起こす。それが

大変な仕事。ロープ

持ってって、片方を

木にくくっては、も

う片方を雑木の草刈

った後の丈夫なとこ

にくくる。１年中草

刈やら何やらいうて

ると、その仕事にお

われる。後半はほう草刈機
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いう山林の雑役みたいな格好で、ほとんどもう従事し

てましたね。今の言葉で言うと、山林ローム班っちゅ

うやっちゃですね。

山の中での考え事

木ぃ切る時は、１人では万一って危険性があります

やろ。木が倒れる場所が悪くて下敷きになるとか。そ

ういう事があってはならんから、２人以上で山へ行く

方法はとってますね。危険な所は１人立って見て作業

するっちゅう。滑りそうやったら、腰に綱もって１人

が木に巻きつけてもってるとかね。万全を期してかん

と。椎茸の原木切るくらいは１人で行ってますけどね。

木ぃ切ってる時、１番考えるのは、この木ぃ倒した

時に、あっこに行くか、そうすると私ら被害ないかな、

つるは大丈夫かなとかそういうようなことで。切って

る時にでも、今日は弁当のおかずはなんやらなって事

も考えます。

他にも時々変わった鳥が鳴いてくれると、「これは

なんちゅう鳥やろうな」ってそういう楽しみはありま

すね。時たま、変わった鳥が移動してきてくるさかい

ね。四季において通っていっているさかい、「ああ、

もうそういう時期が来たかな」って。一時ね、鳶もお

らなくなったんですよ。それが去年頃から帰ってきま

して。鳶の餌、蛇とかウサギとか、彼らあたりも餌が

なかったら来ませんさかい。結局どっかでまた生活す

るようになったんかなって。蛇が出てきや、蛙も増え

とるはずやしね。それは循環的に回ってきてる。一時

的におらんようになっても、また回ってできるように

なったんかなって。そういうね、色んな事を頭に描き

ながら作業してるとね、いつのまにか１日、じき経っ

てまう。退屈しません。極端に言うと、そういう楽し

みもしょって山に入ってるっていうのもあります。

ＶＳ中国

中国から安い椎茸が入りましたでしょ。それで値段

ががたぁと半値くらいに落ちてしもた。それがのうて

も老齢化してるのに、そこへ値段で叩かれたさかい、

もうこんなの算盤にあわんちゅうことで、やめられる

方もおった。菌床栽培ってご存知ですか。トイレット

ペーパーを一回り大きくしたようなのに植菌してやっ

てやる。中国産はみな菌床栽培。トウモロコシのとっ

たあとを発酵させて、椎茸作ってる。菌床あたりでは

ね、トルコデルマを防ぐ為にある程度の防御の菌・薬

が入ってるという事らしい。防腐剤が入ってるもんで、

人間にはよくないんだっちゅうような事でね。けれど

も今の段階でいうと、菌床栽培のほうが大盛況でね。

昔からの、本当の原木栽培はほとんどないようになっ

て。結局、椎茸栽培する人も少なくなってきてたっち

ゅうことでね。原木栽培なんてね、今になくなります

よ、残念ですけど。

終戦から60年

木材の使用量の８割は輸入で、２割しか国産使って

くれへんのやで。例えばマンション。内装材は、外国

から入ってくる白っぽい木でみな作ってるんです。終

戦の復興のためにやね、木がどんどん要って、植林を

しなさいと。杉やヒノキやったら、この辺が適木の場

所やけど、それが尾根までずっといって、ちょっとく

らい不利でもみな植えたんや。無節のやつをこしらえ

て、間伐して捨てるもんは捨てて、ええもんを残して。

それが今ちょうど60年たって、適木になって、柱材と

か何でも使える材料になったら、いりませんよやろ。

日本の木ってほんまに使ってくれへん時代。

生半可な気持ちではダメ

私らの時分はみんながえらい（きつい）仕事やって

た時代やけど、この頃えらい仕事ってほんまにしてる

者、ありゃしませんやろ。原木栽培は肉体労働。原木

で乗り切れるだけのことをしようと思うんやったら、

もう生半尺な気持ちではダメですね。若い子がやるん

やったら、腹くくってやってもらわん事にはあかん。

私は椎茸で一生終わるって気持ちでやってもらわんと

困るなぁと思う。応援はするけども、私らは言葉だけ

の応援やさかい。

山男から新たな世代へ

中学校はね、５、６年以上前に、校長先生が椎茸や

りたいんやということで話し合って、私に教えてもら

うっちゅう事になったんで。今までのおがくず菌※９

や駒菌※10は、２年かかります。それを今度（の菌）

は植えた年の秋にでる。これが原木椎茸用の菌として

は最先端をいった菌ですわ。形成菌※11っちゅうて、

菌と発泡スチロールの蓋もセットになった奴を、ドリ

ルで穴開けて差し込んだら、ほんでもうええと。他の

もんの半分でできるさかい。３年生は４月初めに打っ

て、卒業するまでに椎茸見られる。来年もやる予定は

してる。

教えるのは楽しいですね。彦根市がね、去年まで

「ちびっこ大学」やってましたやろ。ほれの時にも、

椎茸と炭焼きを教えてました。山男は山男の仕事がい

くらでもあります。



※１ 菌を打つ　原木に穴を開け、椎茸の菌を打ち込

む作業

※２ 仮伏せ　植菌後、菌がきちんと着くよう促す処

置で、枝葉などで覆う事

※３ 井桁に組む　菌が蔓延するよう、ほだ木（植菌

した原木）を組む組み方の一つ

※４まわる　菌が原木に蔓延する事

※５ 伏せる（伏せ込む） 菌が蔓延するよう、ほだ

木を組んだり雑木の枝をかぶせる事

※６ シバ（を）かける　伏せ込みの一つで、柴（雑

木の枝）をかぶせる事で直射日光を防ぐ

※７ 玉切り　伐採した原木を一定の長さに切りそろ

える事

※８林研　林業研究グループの事

※９ おがくず菌　のこくず菌とも。のこくずに栄養

剤を配合し、菌糸を培養した種類

※10 駒菌　きのこ菌糸を木片に純粋培養した種類

※11 形成菌　おがくず菌を駒菌型に培養した種類

プロフィール

氏名　澤　増雄

生年月日　昭和４年１月25日（現在77歳）
出 身 地　彦根市武奈町
職　　業　原木椎茸栽培
経 歴 等　昭和40年 鳥居本しいたけ振興会結成 初代会
長。平成17年 大日本山林会会長賞受賞他多数･･･。地域
の小中学校で椎茸栽培を教える等、子ども達への活動も
行う、とても元気な名人です。

原木栽培～伐採から収穫まで～

名人：「チェーンソーはこうやって持
ちます。」
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モノレールは、カーブ（上）も急な登り坂
（下）もおてのもの。

ビニールハウスの中の椎茸




