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　１　甲賀は生涯の故郷

　私は中
なかもと

本清
せ い じ

治と申します。
　昭和 15 年１月 13 日生まれで、70 歳になります。今は子
供も大きくなって、家内と二人暮らしです。
　生まれも育ちも甲賀で、小さい頃は山で栗やアケビを
採ったり、虫捕りしたりして遊んでたな。私の親もおじい
さんの代から山仕事してはったから、ようついていって、
山で木登りなんかもしてたし、６〜８ｍ位は登っとったか
な。カブトムシやクワガタもよう捕りに行った。今はクヌ
ギとかが植えてあるけど、子供の頃はそんな植えへんかっ
たから、山に行って、捕ったわけや。

　２　継続は力なり

　今から 40 年あまり前やろか、高校を卒業してな、家の所
有林で何かできへんかと思っとって、その頃に家内とも出
会ったんや。それで、「シイタケやったら、二人でもできる
な。」って言うことになって、それがきっかけでシイタケを
作ることになったんや。
　最初は趣味的なもんで、当時は仲間も５人ほどおったん
やけど、シイタケ栽培は植菌してから２年ほどせんと収穫

できんから言うて、皆やめていってしもうた。米や野菜は
植えたら、その年で金になって還ってくるけど、シイタケ
はそういうわけにはいかんからな。
　それからは家内と二人で続けていった。健康食品が見直
されてきて、だんだん軌道に乗ってきたわけやけど、最初
は大変やった。その頃は冷蔵庫も乾燥機もまだ無かった時
代やから、その日のうちに売らんと黒くなってくるし、そ
のときはまだ素人やったから、原木に雑菌が入ってダメに
なったり、いろいろ失敗もあった。それに採れた物を売る
んにも苦労したな。そこらの会社や市場に家内が売りに
行ったりしたけども、量的にまだまだ少なかったから、定
期的に出すこともできんし、品質もあるし、市場にも叩か
れた。大きな生産者を優先するから、辛い所もあったしな。
やから私らは売りに歩いて、チラシを配って、地道にやっ
てきて、それで「あそこから貰ったんが美味しかったから、
送ってきてくれ。」とか口コミで広がって、やっとここまで
になったんや。
　お茶や米もやっとるけど、今ではシイタケが経営全体の
８割ぐらいやから、中心になったな。
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　３　シイタケは量より質

　シイタケは年中栽培するのに苦労したな。夏は浸水しな
いと出てこんし、自然相手やで、自然に近い状態にせなあ
かんな。今は菌床栽培なんかで、温度も湿度もコントロー
ルできるし、手軽やから、スーパーにも出やすいし、安定
供給もできる。でも原木はそういうわけにはいかない。そ
れでも、お客さんが一番やさかい、「何日にどれだけほしい」
とか注文があれば、それにあわせて、その日に採れるように、
冬はハウスを薪ストーブで暖かくして、夏は冷たい水を
使って、生産調節をするんや。それは難しいし、手間もか
かるけどな、その分、菌床シイタケよりも原木シイタケは、
味も歯ごたえも格段に違うし、しっかりしたシイタケにな
るわけや。焼いても型くずれせえへんしな。

　４　原木の質は伐採時期に決まる

　シイタケに一番適してる原木はコナラよりもクヌギや
ね。皮が分厚いで、良い品質のシイタケが採れるし、コナ
ラより成長が早いからな。でも難点もあって、木を切る時
期いうのは、３分〜７分紅葉までやけど、クヌギは３分紅
葉までに切らんとあかんし、絶対に遅れたらあかんのや。
その分、コナラは５分〜７分紅葉までに切ればええし、遅
れても大丈夫やで。葉が落ちてからやと、中の水分もぬけ
んし、ぬけんかったら芽が出てきてしまう。シイタケは死
物にしか出てこんから、いいホダ木を作るには、伐採時期
はとても大事なんや。

　５　多種多様なキノコ栽培

　もう何年前やろか、山行ったら数えきれんほどの種類の
キノコがあるやろ。やから、好奇心と遊びで 100 種類位い
ろんなキノコを作ったことがあるな。でも、それはさすが
に無茶で、今はシイタケの他に、ヒラタケとナメコとクリ
タケと、あとはシメジと、マイタケも少しだけやっとって、
クリタケは今（11 月）が最盛期なんや。
　シイタケは、木に直接植えたら、アリが入るで、オガク
ズとコメヌカを交互にして植えたら一番ええ。ヒラタケは、
そのままの状態で育てると、キノコバエがもってきたセン
チュウが繁殖してもうて、笠の裏にブツブツができてしま

うんや。食べられるけど、見てくれが悪いし、質も落ちるし。
やからヒラタケだけは、網を上からかけとかんとな。でも、
ヒラタケは置いとったら、土や、近くに置いとったスギや
ヒノキの材からも生えてきよる。でも、不思議なことにス
ギやヒノキに直接植菌した場合は出てこんな。
　あと、気をつけなあかんのは、ブナシメジを原木に植え
とって、最初の時、いっぱい黄色いキノコが生えてきたこ
とがあったんや。やから生えてきたなと思とったら、ニガ
クリタケいう毒キノコやってな、危ないと思った。同じよ
うな話で、ヤマナラシにナメコを植えとって、最初出てき
たんが、ヌメリスギタケいうキノコで、それがよう似とっ
てな。色は違うけど、ぬめりもあるし、でも中毒例がある
らしいで、食べん方がええ。

　６　原木を０から作るのは、なぜ？

　この辺はコナラとかがもともと多かってんけど、30 年ほ
ど前から、拡大造林で、雑木を切ってはスギ、ヒノキを植
えていって、今では、スギやヒノキが多くなった。最初は
切られた雑木を分けてもろうて、原木にしとったことも
あったけど、それでは安定供給ができんと思うて、そっか
ら原木を育てようと思たんや。昭和 59 年に初めて植えて、
使って、更新したんが、今は根元が 10cm 以上になっとって、
十分、原木に使えるな。
　今、やってる方法は、まず山からドングリを拾てくるやろ、
それを二日間ほどスミチオンいう殺虫液につけて、虫をと
るわけや。それで、そのドングリをプランターに植えるんや。
で、30cm の深さに埋めとくんやけど、絶対に春にまくこ
とが大切。何でか言うたら、秋まきしてもうたら、ネズミ
なんかが食べてしまうからな。それから２年ほどしたら、
だいたい 80cm 程度に育った苗木ができるから、その苗木
を山に持っていって植えるわけや。

　７　適地適木は絶対

　昔から、適地適木言いますやろ。今まで松やった所に６
反ほどクヌギを植えたことがあるんやけど、全然育たん。
今までいろんな所に植えたけど、ヒノキ林にはヒノキ、ク
ヌギ林にはクヌギやな。あと、畑やった所にはクヌギがあ
うな。ヒノキも植えてみたことあるけど、あかんかったわ。
やっぱり栄養も、土の成分も違うんやろ。
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　８　植林の新たな挑戦

　私が今、挑戦しているものの一つに、シイの実を植える
ことがあんねんけど、ここらはシイが無いんで、和歌山の
潮岬におる知り合いにもろて、こっちはクヌギの実を送っ
て、交換したりしますね。常緑樹は冬も光合成するから環
境にええわ。
　それに、環境言うたら、最近、松枯れがひどいやろ。そ
れで松枯れに強い抵抗性品種を森林センターで改良してる
けど、どこまで抵抗性があるんか気になって、松枯れした
所に 200 本ほど抵抗性品種を植えたんや。この後どうなる
か楽しみやけど、マツは横材によう使うで、少なくなった
らどうなるんやろ。
　ほんまに温暖化は深刻なもんで、冬でも昼間が暖かいこ
とが多いやろ。シイタケはこの時期、低温菌を使うけど、
低温刺激が少ないから、今年は良くないな。
　そういえば、ナラ枯れも多くて、カエンタケっていう赤
い毒キノコが大量発生しとるけど、これも環境の変化やろ
か。
　あと、５〜６年前から山栗を 20 本ほど植えとって、普通
の栗よりも小ぶりやけど、味が濃くて、美味しい。たい肥
を少しやると、すぐ大きくなるし、原木にも建築材にも使
えるしな。他にも、ケヤキを 500 本、エノキもヒラタケの
原木になるんで植えてます。

　９　自分で育てた木で自宅を

　23 〜 24 年前までは、
仕事場が家やった。こ
の建物は 100 年以上前
のもんや。今は、ここ
から５km ほど離れた
集落に自宅があって、
自分らの林の木を使っ
て、建てたんや。
　大工さんに見積もり
してもろて、夏の終わ
りに伐採して、葉枯ら
しして、水をぬいてな。
11 月〜 12 月に林から、
ひっぱりだこで木を出
すんやけど、地

じ だ び

駄曳きでは 350kg 位なら出せるな。それ以
上やったら滑車をつけたらいけるわ。それで、あとは１月
に製材して、その材で建てたんやけど、自分で育てた木が
使われるのは、何とも言えん嬉しさがあったな。

　10　妹の衣装が買えた

　今は材木が安いから、植林はしないで、間伐して太い木
を作っとるな。間伐は、５年〜７年に１回は必ずせんとな。
せんかったら、竹みたいに細くなって、災害にも、害虫に

も弱い林になってしまう。
　でも、昔の建築ブームの時は、材が高くて、昭和 34 年の
伊勢湾台風の時も、ねじれて折れたスギやヒノキでも全部
もってったな。でも、その売ったお金で、妹の結婚式の衣
装が買えたんや。

　11　悩みは後継者不足

　今、一番の問題は後継者がおらんこと。前も言ったけど、
シイタケは米や野菜と違って、すぐに金になって還ってこ
ないし、乾燥機とか、ある程度の設備も必要やでな。
　あと、農業者年金と言うのがあって、野菜や米はできる
けど、シイタケは林産物になるで、きかんのや。うちらは、
農業もしてて、今は子供に営業移動をして、21 年間かけと
るんやけど、年間 35、6 万円ほどしか入ってこん。昔は一
ぺんに、300 万円とか入ってきたこともあったのに。
　それに、地元に愛林クラブって言う団体があるんや。そ
こには、いろんな森林に関する組合なんかがあるんやけど、
同じ林産物でも自然薯組合はあるのに、シイタケ組合は無
いんや。昔はあったんやけど、する人が町の中でも３人と
か４人位しかおらんから、無くなってしもうた。

　12　原木栽培を未来に残すために

　大阪府の豊中市と、地元の緑の少年団との交流があって、
愛林クラブの協力で、毎年 140 人位の人に来てもろて、山
の体験学習をしています。シイタケとナメコとヒラタケの
植菌体験や、実際に食べたりしてな。それと、夏は 3.5ha
の原木林でカブトムシやクワガタ捕りもできるしな。
　他にも、授業の一環で小学生や高校生にも植菌の仕方を
教えたりしてるけど、一人でも興味を持ってくれたらと思
いますね。

　13　健康のお手伝いがしたい

　シイタケ狩りをしに、都会とか遠い所から来てくれる人
もいてやけど、多くても１日１組限定にしてもろてるんや。
何でか言うたら、大人数になったら二人ではとても対応で
きんし、来てくれた全てのお客さんと対話できるようにし
たいしな。それに、お客さんが、「採りたてをすぐに食べた
ら美味しいんやろな。」って言うさかい、「そしたら、焼い
て食べましょうか。」ってなって、冬にハウスの暖房とかで
使う炭があるから、それを持ってきてな。炭火で網を敷いて、
焼きシイタケにして食べて。やっぱり、一番美味しい状態
で食べてもらいたいと思うんでね。お客さんが「来て良かっ
たな。」「また行きたいな。」って思って帰ってもらうように
心がけてるんですわ。
　それと、電話で注文してもろたお客さんにも、お礼の気
持ちで、私らも直筆で手紙を書かしてもろたりするんです。
少しでもええから、やっぱり皆さんの健康のお手伝いがで
きればと思うんでね。



293

　14　思いついたことをしてみたい

　山に行ったら、面白い形した物とかあるやろ。例えば、
木の株とか、ヒノキの大きなコブとか。そういう物を拾っ
てきて、持って帰って加工して、置き物とかを作りたいっ
て思っとるんやけど…。最近、忙しくてなかなか時間が無
くてな。余裕があればしたいな。
　それと、苗木の獣害とか虫害を防止するために、ヘキサ
チューブというやつが、今まであってな。それもかぶせとっ
たんやけど、これでは、十分に日光が当らんやろ。やから、
木がもやしみたいになってしまうで、網にしたらどうなん
やろと思て、会社に言うて、作ってもろたんや。そしたら、
それがなかなか良くてな。とにかく、そういう思いついた
ことをしてみたい。
　他にも、シイタケをスライスしてな、それを乾燥して、
少しだけ戻して、それでキムチ味とか、カレー味とか、明
太子味とか味付けしてな。で、また乾燥機にかけてカラカ
ラにして、シイタケのチップみたいなやつを作ったことが
あって、それが結構好評やったんや。
　あと、肉厚のシイタケだけを選んで、加熱をしてな、そ
れを漬けて、かす漬けを作ったこともあるな。これも好評で、
またしたいと思うんやけど、する時間が全然無いからな。
でも、それでシイタケが苦手な人とか、普段食べない人とか、
一人でも多くの人に、味わってもらいたいなと思いますね。

　[ 取材を終えての感想 ]

　僕は高校でシイタケの栽培作業を行っているので、ある
程度知っているつもりでしたが、未知なことばかりでした。
まず、学校で使っている原木はコナラが大半で、自分の中
でも最も適しているのはコナラだと思っていましたが、名
人にコナラよりクヌギと言われた時は驚きよりなるほどと
思いました。
　また、原木林や３万本に及ぶホダ場も見せていただきま
したが、この他にも 70a の茶畑や 120a の田、山も 10ha 所
有されているそうで、その管理も大変だと思います。僕は
名人に驚かされるばかりで、自分にはとても真似できない
と思いました。でも、この機会に少しでもお役に立てれば
と思います。

　今回、取材させていただいた中本さんには、取材中にお
茶をいただいたり、キノコも食べさせてもらい、帰りには
おみやげまでいただきました。本当に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

氏　名：中本　清治（なかもと　せいじ）

生年月日：昭和 15年１月 13日　70歳
職　　業：シイタケ農家
略　　歴：昭和 30年より自己所有林にて原木でのシイタケ栽
培を始め、40年以上にわたり従事している。平成３年からは
滋賀県の指導林家として、後継者育成に活躍され、小学生や
高校生への栽培技術の指導も行っている。さらに愛林クラブ
の一員として、地域のクラブ員に皮剥ぎ間伐材の伐採、集材
について研修指導を行うと共に間伐材の意義、重要性につい
て普及啓発を行っている。また、林業に限らず、農業やお茶
の栽培も行い、平成 19年の緑茶品評会で３位になる等、幅広
く活躍されている。

● プロフィール


