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千葉襲試研事長（Bull.Chiba Agric. Exp. Stu.) 25 : 79～93 (1984〕

食用薗によるせん定枝の有効利用に関する研究

第 1報 ナシせん定枝によるヒラタケ栽培法＊

古｜刊Ubl郎・北口美代子

i 緒 日

ゼん定枝は，栄樹栽培において毎年多量に廃出される。

本~，lにおける主要果樹のナシでは， 1 a当たり50～70K9

にも達し，そのうち7096前後を l年生校が占めている。

これらは有機物として果樹悶土壌に滋元ずることが望ま

しいが，そのまま投与すれば紋羽病七誘発するおそれが

あるのので，現住は廃棄されてほとんど利用されていな

し、。

それらのせん定枝を有効に利用すゐため，食用菌を栽

培l，，分解を促進してからご上演に選JCすれば，紋羽病を

誘首きすることなしに釘機物を供給することができるので，

その裁培法を検討した。この ti的のためには，栽携が容

易で，キノコの生産が安定し，栽培係費が安く，ナ、ノ栽

僚と労力的に競合せず，短年でキノゴの16生が終って堆

肥化することが之さまれる。

したがって栽陪法は，線料tてあまり予告f加えない原木

裁J:firこi乏し、；方法がてきましいので，これを中心に検討する

こととし，葱種t主ヒラタケ （Pleurotusostreatus (Jacq. 

付X Fr.) Que！.）を用いること止した〉ヒラタケは活力が

強く 7), I京木栽土当ではナシ樹に発生L＇，守 i蚤繭接種の適

WJ由； 2～3月でf詰rメ

7’＂ 9），ナシ栽j汚と労力的に競合しなし、なと守の利点があ
、F
Q 

こで＇， 1978：：＇下に校条結束淡培法の検 ι対から始め，

1980年には著者らの：考案したが切充てん法を確立するこ

とがでぎたので，それらの結5誌を報汗する。

本夢f党セ実施？ゐに当たり，千実：弘主任林業専門校術

（~[fl 口｝バ郎氏， 「議~Y，~ilf業式験場まと江返事1夫上言及び、財団

法人日本キノコ五ff沼J9i＇常務理 lト将司：n!SLI:;から炎ゃな御

後示会いただいた〉これらの力 •t，：がずごにI策論1の泊、セだす

る3

味 本詩iの l誌は， 去ので＼r をは；＇iγ 二ぺれ千fl56〆Ei主 f~ 季大会

f三ti守Itぷ

日 校条結束栽培法によるとうタケ栽培

絞条結束栽惰法は，原木の小枝，クワの残条などを束

ねて木lJj窃に積良iを後種して伏せ込む原木栽培の一方法

であるI,5, 6, 7，的。！京木栽±f'iではナシ附にと子タケが発

生ーすることが報作されているし 9）ので，ナシのせん定校

に対する本法の適用性を検列した。

1. 材料及び方法

試験は千葉県設業試験場ほ場（以下蕊試という〉及び

市川市柏弁済i本川松氏方林地内（以下混合むという）でJ実

施Lた。

せん定枝は， j浅z武では1978年 2Plに，現地では1977年

12JJから1978年 l月までにせん定した忍部の飽食q～2

cmの l年生校をff]いた。これらの校は，使用直前にメLの

こで30cmのえさ潤JI三）に切断し， I郎主20cmに束ねた〉なお，

！；＇.）；試では対照とじて， ヒラタケ栽培に最適な樹稔とされ

ているエノーザ， 4,5,8，ののほ程度の太きの校を同様によ時

3返して}flし、た。

三ラタケ殺菌t主，森注業株式会社重県二憶が滋菌！ぬ生種を

用いた。

伏せ込み渇所は？幾，；式では日当たりの良いほJ訪（腐植

tn 1凶 作表結来栽まff法の｛犬せj~ ろに断l扇 l'4

、、ノ1
4
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資火山灰土〕，現地てれは北i苅緩傾斜の林地内（腐00質火山

灰土）で＼両所とも排水は良好で、あった。

伏せ込みは，段試では1978年8月18日，現地では 8月

15日に実施しf::o伏せ込み方法は，浅潜を搬り，第 1凶

のように校東を l二部2仰が地表i請に出るように 5cmの間

隙をとって並べ，束の潤には土を入れた。おが綴菌は細

かく砕き， l束当たり 100mQを水を加えてガ－ ~c，上に拡

げ，そのガーゼを校束の木口商に貼りつけた。その上に

濡らした新聞紙とこもをかけ，さらに床とにパイプでト

ンネノレをつくり，こもをかけて遮光した。

伏せ込み後， E差試のものは校東を被覆した新関紙が乾

燥するのでたびたび潅水したが，現地は半日陰であまり

乾かなかったので潜水は行なわなかった。

10月上旬， トンネノレと校来上のこもを徐去しp 約5倒

の長さに切新しずこ稲わらを木口面が隠れる斜度にかけ，

問時に発生子？を没てた。農試の発生舎はパイプハウスを

遮光率95%のダイオシートで被覆し，現地のものは合掌

裂のわら小法を主主てた。 12月下旬以降の厳祭期には，発

生命の外面てどビニーノレで被覆して保温した。潅水は 2～

8日に 1巨lffなった。

子一楚体の収穫は，カサの民径が 2～Bmに育ったとき

に行なったヴ収拾調査は，設試では枝束 8来（ι ノキは

45f'J，現地では15束の子だ体収量を調べた。

2目結 果

(1) 菌糸のまん延状態

農ぷの場合，梅雨あけ前の 6月下旬の観察では，ナシ

校は健全な状態で生存しており，木口聞にはカノレスの形

成もみられ，種殺が容易にr,35努できない状態であった。

エノキ校では木Jl部を白色の遺糸がとり巻さに活若じて

いるのが認められた。 9jj l：勾の観察で、は z ナシでも校

束中の数本の校に溺糸の芳生が認められるものもあった

が，大部分の校は枯死織委jしていた。

現地の場合は， 10月上旬の綴察によると木口tfilに菌糸

がまん延していろのが認められたので，校を縦析したと

ころ逆行回全域が災白色を以じて強い蔚巣があり，言自糸が

まん延していることが確；認された。

(2) 子安体収量

12月上旬，附所とも関奮が発生したが低温のため発育

がきわめておそし収機は12月下旬に始まり，翌春2月

下旬まで継続した。農試及び現地における子爽体収監は

第 1表のとおりであった。

農試の場合は，対照、としたエノキ校では原料枝議没の

約11%の収王立がえられたが，ナシ校での収設はきわめて

少なく， 1%に過ぎなかった。これは前述のように，ヒ

ラタケ菌がほとんど活字？で~なかったためで、ある。

現地の場合は， fyj(料校3重量の約19%の収設が得られた。

大森のによれば，［lj!:木栽培における子実体治生霊は，原

木王立量の約20%とみられており， また，松凶らめ t土グワ

の残条を利用して床弱綴 1m＇当主こり 10.9Kgの奴設をえて

いるので，それらにほぼ匹敵する収穫が得られたことに

なる。発生後の校は，指先で容易に折れる斜度にもんく

なり， 2王手汀の発生は非常に少なかったので， 1 'cf-uで

大部分の発ljとが終了したものと考えられる。

3. 考察

差是試におし、て，ナシ校は伏せ込み後かなり長刻問にわ

たり活力た失わずに生存し，積繭がほとんど活替できな

かったが，対照としてflj¥,、たエノキ枝では比較的良く種

菌が活ノ斉した。横山9）は，エノキをヒラタケ栽培に最も

適する樹穏に，ナシを危ノ主オる樹績にあげているが，樹

種間のi趨｛咲の差が，活lfの難易にあらわれたものと考え

られる。 3らに，伏せjふみ床の設霞場所が日当たりの良

いほ場で，手電磁を接穏した木口一而が乾燥しやすい条件に

あったことも，ナシ校への活滑にJ悪影響を及ぼしたもの

とさ？えられる。

これに対し現地の場合は，せん定後比較的長期間絞過

して活力が低下した校セバれ、たことと，半日践の比較釣

冷涼でi詫iすにくい林地r"Jvこ伏せ込んだため袴i決が長鶏間

良好な：伏怒に保持され犬、ことが手当まって，好結:'4~がもた

ら3れたものと推祭される。

これらのこことから，ナンでも校条結束法によ，Sヒ7タ

ケの栽清が1iJ能ではあるが，最適樹稔とされるコノキに

くらべて検潟の活清が符渇ではないので，ぜん定校の状

同公設

当~L& 校条結束裁常法によるナシ 1今川せん定枝及びエノキ細校のヒラタケl収没

試験地 樹穏 調奈束数
、》ノc

’
 

v
h
 

f
t
、、

t"J: ＇武
ナシ

ノキ

8 21. 1 

4 17 3 

£JI, 1¥g ナシ 15 60。0 186 

112 

原料校 1
当fこり

( g) 

広 lm＇勺ずこ 収機期間
り収 tit

終(Kgl 
}j・ii

。目 32 2. 10 2. 2♀ 

5.82 12.25 2. 14 

9. 00 12 30 記.23 

10 
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車誌や3辺境条｛c↓ーによって成績が左右されやすく，安定性に

う：けゐきらいがあるものと思われた。さらに，せん定校

合主Lのこで切断して束ねるのに多くの労力を要すゐこと

も難必、て、あ〆〉？こ。したがって，本法によるヒラタゲ栽主告

は， ＇｝＇.用化U二期待が持てないと思われた。

日i短切充てん；去によるヒラタケ栽培

校条結束：裁i元法が実用化に期待が持てなかったので，

救惜の安定十主と原料校の調製法~￥ 1ta とを口標に，カッタ

ーで刊士ん定校合切断し，これに校片間を充てんするため

の材料（おがくずなど〕を混介lノて伏ぜ込む方法，すな

わち，短切うえγこんf去について197811ゃから1980'.ij三まで8年

間にわたって検討した。

1978f1之は予備試験を行なった。ナシ 1年生校を 5cmの

士之さに切断し，これにナシまたはユノキの太校から製造

して風乾したおがくずを校片手立況の 8；；討の割合でお訪日し，

らに種菌（校条結束栽培法によるヒラタケ栽培試験と

friJじ）と水を加えて混合し，小穴を多数あけたポリ L チ

レン製袋に門付：犬〔直径19crn,J:主予25crn）に 4袋ずつ詰

めた。これわの袋は， f苅口音f）が地支から少し出るように

土中に埋め込ふ，以後は枝条約交栽培法によるヒヲタケ

栽培ぷ験と frfj校に行理した。

校片にエノキおがくずを混介しすこ［涯のすべての袋から

は子1主体が発生し，校片三E王量の19.7~ぢ t乙相当する 1二ラタ

ケ収j,l:

三》く発F主せv「，校片手は羽詰変してい了こ。

このことかん，ナシの 1i]' 生校マ短切し，おがくずを

添加して伏ゃ込む方法についてヒサタケ1先生官の見通しが

得られると土もに，添加するおがくず、の種類によってヒ

ヌタヶ菌の緊殖及び子実体の拾す三に顕著な主主があること

が切らかに3れた。

そこで1979年から1980年まで，ナシ 1年生せん定校を

カッヌーで切断し，その枝片におがくずなどの充てん物

々混令してι河！みに伏せ込む方法守り羽化するため，以下

の試験を実≫包した。

試験 i 絞片長、おがくずの穏類及び添加量の検討

1 材料及び方法

(1） 材 料

｛共式校は， 19791半2月一i～rjr勾仁せん定した法二%の白；

ffカミ 1～2cm, j之さ90～ 150cmのナシ l1j一生校c1；真 1) 

を，使用時支で＊ねて日除tこ匁fよそしてお守，伏ぜi主みll'l

- 81 

写真 1 供試したナシ 111マIJ：校

1lUにilJ本拠fJJlJl-5製カッター〔BRC-・25S型）で切断して

)jj¥,、7ニコ

おがくずは，ナシ主主ごはよ乙ノキの ＇.f,1(11"二校から， 1114:

後｛十i9ト処オガオート（YOM07型）セ用いて裂だし，夫

tl給総1てから｛当JHLtょ。

ヒ子タケ:f1f1；京HJ:, ~iミ陀玄一株式会干士松長；か稀：河＇1"t料を

ill L、た。

(2）方

：：~j床のわくは， T!f；引役議式数＇lt詰i内の版社Wet火Llll.!A'：士：

のほ場ト：~. i'i~ ~ l訪問，中ォ 100cmのものセれのぬ竺板てイ！

っ， 11ム勺kり75crn問似に仕切ったClrく勺たり 0.75 rr仏

処J'lli＇.は，校 J1j勺おがくずの料類，おがくゲ.7）添加

そ止の括経汎セぷl(tl~ て： 4; 2ぷに1j;Lt;こ処問f.{~ど没定し9

3U絞とした。

t三月－ J;~は，｛立mu二カサターの滋格下より切断＂11ists:

2. 5 cm］えび 6cmのi対処開いてぞろぞへとした。おがくずの春季領

は，ナシlo力、〈ず〔以下ナゾおがといラ〕， 11.I ヤ行が

くす（以.fISノキたがという）｝えひナンおがしコノ ρお

カペ：10: 1 のrlt~1Utで、長·Ml しす： jキタ!J114!1iぺをみ；乙ど Lt：、《 お

う－~子（風流物） U）添加；ぷ土， t;n十10に対しおがくγ

1. 2'.i さ i~ I土2.5の%が・）：七て、添加 tィ！く及＜f怒号、ぷ1/Jr1l校片

ill.)fj)の件処烈［＂：ヲど没定 Lt.：仁、 ヂップにLilt三被fi所幾ー

ヅハーヲ（CP・30A ll;IJ）℃安心＇il. tこコ才色1'+'.H雪、科：i；＼付与l,f'

もin＇汁t:・) 1, 500 mQ としf二。

ji~~J:j 人〈ヱえに1979寺. 3 )J 2813～1JJ 1 Iけ一千jts:'', ；羽衣

わく♂＇－ l5crnのfl‘℃le[).f U）切jlj;j＜了材料1,.2没に治め込ん

"/". 校Jiーとおが（ずは，おかぐデヶぁr,/J通じめ，Y主で十分

に滋lノてからぬ合しj " ti民1:.}fr iコ！是正Y〆1Wz，；；，材料のす

守 7.5 cmのN ：＇立に，／；＂め，ぷj 下〉し t.： 茅~/HJ*Jl; をかレr, 二乙の

J:f'-*¥11かく伴L、主こがi;'ij子〉半fええ1技晴ilノ， f守〈）くじみらし7～新

開通I!;1、後 ，fι 2 l'): l I v工！.!0UI f司H:IF処 iを！ろノ：（］なし， .¥ 
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第 2表処理区と処理方法（1979)

r2'ζ 

短枝片・ナシおが

：！三枝片・ナシおが

鋭校片・こたノキおが

短校片・ナシおが｛音量：

短校片・ナシおがエノキおが倍議

短校片単用

i是枝片当主用

ヂップ

校）十長
(cm) 

2.5 

6 

2.5 

υ 

II 

／／ 

時

チップ

注 !. 校片長以カッターの況絡値による

2. ：おがくずの混合杯最及び使用泣は胤給物；詮

3. おが種；立の接総裁は l,50 J mQ ( 9f0 g〕／m'

4. 処fH！.区11主総はO.75m', 31；記復

らに淳さ0.02mmのボリ L チレゾフィルムで被綴し，その

上へこもと稲わらをかけた。遺跡：上には治生択を兼ねて

間J::J2. 4 m, t時lr≪'&1. 8 mのパイプハウスセ建て， i底光率

95%のダイオシートで被覆した。

5月上旬，調床上のポリエチレンフィノレムのみを除去

し，以後は床友而のおIf／迫紙が立ちくたびに鴻f主総水を行な

った。 10.H初勾，議持ミ土三のこもと；稲わら合除去し，切り

わらを床i而がかくれうね度に散布し，総水最前三 1週間 2

[.<ij程度に増やして子だ体の発ノ色に備えた。

子実体の収機は， 1 ；株中の力サの技大f(f.径が 3cmに達

したときを目やすに行なった。 12月上旬以降は低温のた

め子実体の発なが巡滞したので，予3也会外国告さビニーノレ

アィノレムで被援ナるたともに， ftJ!t.；守内の床上にトンネ

'L＂をつくり， f*iはマッ 1で被浸した〆

2. 結渠及び考察

(1) 菌沫の状態

伏ぜ込なから2013を経過する駁から，行区（／） 遺床Jミ面

プr被浸した新！主j紙J：にカビ状に 7タケ；者糸の伸長がみ

られ， 5月上勾にはー泌に拡がった》しかし， 5 Jl i＇勾

ばから，温床の中心部が褐1'.Iに宮之内ヒラタケ有糸が枯死

一「る3党議tが，おがく「ぢdlf,イ干したアべての［.＜｛ニfOtj:_lた。

十のfJ！設は）！，j辺lTilト二内〉て之、迷に拡大し， 30～50℃に発

熱して発込々放ち ニの弐J治没後IJイ殺をによることが確

ぶされたう ）＇~！五~ff/）￥ 主Mミ七五紛の20～409りさで拡大して止っ

7こ。モれらの泌総のたノ村主処理t二lxJi.iミiJ・なく，時 ・j弘子11

i入；でもノ；コソク j；司で会長少の窓：らもはあ〆イーが令 、下均的にふ

おがくずの
縁類

ナシ

II 

パ‘ノキ

ナシ

枝混
口片

4人げ

Jdルリ九、AUHベF

がJ見

ノ＼今

す比

10 : 1. 25 

fl 

I/ 

10・2.5 

校議使
片床

71 

／／ 

II 

／／ 

／L、4・i

が当〕
お2m川匂

ずり没
くた

4.7 

fl 

II 

9. 4 

ナシ10: ,JOノキ 1混合 II ／／ ／／ 
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校3科目 ／／ 。
II fl ／／ 

fl 51 ／ノ

て各区長i程！乏であった。

しかし，おがくずを混イ干しなかった奴校片平丹j区？長

校片単周区及びチッフ、区には対常がみられなかったので，

；菌防：の発酵は校片に混合し止おがくずが原因と考えられ

た。また， I道床の厚3とmMの関係については，別式験

の河床の厚きを 8cmとして ／•i］様に伏せ込んだ拝例lめでは

危群現象がみられなかったので，三者床が発隠したのは床

が万すぎたためと考えられt：. したがって旅の！享さを 8

cmf'.,H変に去年くすみことに上り，発陣現後は[fl]）段できるも

のと Jt.Jわれたっ

6月初日，床同の！道糸のまん延状態てど発酵しなかった

iii）分につし「て調Jだしたとこる，定i校片・ナシおがエノキ

t.；ヴイき込区!J~最も良長子で， 台頭が（Jむの菌糸t二袋われ，

L可抗Jの下関主で湾糸のまん延が認められた。鋭校片..r. 

ノキおがl玄がこれにつぎ，鋭校）十・ナシおがii守主t区は！道

糸の伸長は忍められたが，支ん延状？おはさらに劣った《

長松片・ナシおが区及び長J校片・デンノ；何が区はi迂糸のみ

られない部分が今く，まん遜ム状践は不良であった。短校

JtJ1"HJI ＜及び長絞片｛花月~Iえ：：a匁糸が伐とんどなられに

すわめて不良であっT二。チソプ。iノ三のW1ftiのぶi糸のまん延

状態は，土立校片’ナ乙おぶ r ノムおかれ蚤：！〈予と｜司程t'i；で、

〈ヲわめてfL'J込つれが．仁／1 ·~ 1ごN号にははとんど流糸が伸長

l (: 1，、な方、 ＇f.:.o

、これらの縁祭から，｝二 Fタァ：河の繁殖は校片に添加し

れ；；がくずの線総及t子治によっ湾しく J,:ti；＇.＇れ，ニニノキ

iuf! sくずはナンねがくずよリ i三Hミのイ中えが良好であり，
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同~1重類のおがくずで、は添加が寸：多い方が優れているこ

とが明らかになった。また，校）「を詩IF目した場合はきわ

めて不良であった。

(2) 子実体収量

f'k'体は1979年10月Ii＂旬から 19800'下2月下旬まで4[tIJ 

にわたって発生した。

発修した iff5分を除いたほ床泌の子実体収震はill~ 3表の

とおりであった。言書床 lば芝生たりのi奴濯がlOKg以上で最

も絞；立がi：るかったのは短校片・ナシおがコ二ノキおが倍没

lズで， JJ［｛支？「・エノキお／〕：rx~I~ こ）＂長校片・ナシおが区が

これに＇＞ !<' 1 m＇当たり 6Kg以上Tあった。短校片・ナヅ

おが倍没｜主はこれらのI互についだが， 1 m＇当たり収最は

約 2Kgで、かなり劣った。鋭校Ji・ナシ：おが区，鋭校）十一位

）百［,Z:，長枝）十単用区及びチップlζの収泣は 1m＇~当たり 1

Kg 未満で~しく不良であった。

これらの収濯のj煩伎は，長絞j十・ナシおがl豆を除~.

HJにおけるl寝床の選糸のまん廷のIミ11子と A：後し， E喜糸

の主ん廷が良好であったKほど~'J.翠が九かった。ただし，

f三校片・ナ、ン：同がi玄は菌糸の支ん延状態が良好でなかっ

たにもかかわらず収泣か比較的libく， tl:rniの見かけ以 k

に校！十内への猪糸の r芝ん延がfUIJでめったものと）(f:,l、われ

る（

~ 3｝ミの給来安処関！)I［叶別に枚J討すらため立与4表に核

開した〉校j十のj之さにつし、ては，ナシおがくずを用いた

場合は 6油が 2.5 cmより？？しく惚れており， i毛枝片♂の万

が交史l，た成績を綴持でrる毛のと；3われた。しかし

鋭校片でも，短校j十・ナシおかL ノキおが｛包ぺ主iベやjd校

片・ L ノキおが［〈のようにおかくすごの総類や添加1.i置が

布i41< 処＃！＇.混同別ヒ Jタケ4止すよの比絞 (1979)

i＇；~ 3表各処用！区のヒラタケ収量（1979)

lえ

H校Jt・ナシおが

長校片・ナシおが

伐校片・エノキおが

主i校片・ナシおが｛ぎ量

J;ci校月・ナシおがエノキおが倍量

鋭校片単尽

jく校｝十ヰ＇lJjj

F ップ

歯床 1m＇台たり収量
(Kg) 

0. 75 c 

6. 25 ab 

6. 65 ab 

2. 14 be 

10. 66 a 

0. 71 c 

0. 17 c 

0. 44 c 

il: !. 収iむ訂正が発匝干した郊分担f除外して調交

2. l奴縫j()J間は1979年10月1711～1980年2JJ28日

3. a, b 異なる文字!HJは 5%水準有主主差

なる区では長校片・ナ、ンおがi玄の収量を上回どj場合もあ

るので，充てん物の条件二によっては，及、片のまζJi¥iの影響

が大きく表われないように怒、われた。校片単J!]の場合t立，

土色気l両校片iノヘとも •ji!f しく不良であった。

おがくずの穏I類については，エノキおがくヂがナ、ンお

がくずにくらべ格段に優れていた。しかし，ナシおがく

ずに少量のL ノキおがくずを混則した場合には，エノキ

おがくずに匹敵十る効果が得られた。したがって，ナシ

討がくずも有効で、はあるが，効；誌が不安定なので，ナシ

おがくずを丹l~ 、み｝参合にはエノ干おがくずを少設混用ナ

ノ3乙とがきわめて一有効と考えられた。

おがくずの添加法については，校片10に対しおが＜ f 

2. 5の割合マmL、た｜ポが1.25の消合で用いたI＜にま 3灼，

閃 要［i;lの内々 ？〔，；主＂.1Iペ） 保i 考

tx 片 伝 6 cm C:!.i:t立片・ブ γおが） > 2. 5 cm （鋭校）十・ナシおが）

6 cm uazJ.fJi1川） 2. 5 cm (J;ri校片m用〉

ドがくずの エノキ会i/J;U:i1苛J1・；cノキiiが）＞ナ、ンおぶ（が於片・ナ、ンおが〉

ナシオJが＋二乙ノキおが Gl校Ji・Tシ討がこノ会？？が倍宅）

＞ナシぶ/J;（鋭校片・ナシドがfj-J，十〕

ト；かく寸h 10・2.5 ruれJi・7シねがg這：） > 10 : 1. 25 ( /Jttミ片・ j・ :/:t;点、〕

1111 加 ；よ 10: 2. 5 け己防・It•ナ手けが一一ノキおが倍以）

> 10 : 1. 25 （知れ片・エノ子おなお）

，ケ〈ずの 有 C:Lt之）＼－ .ナ ／ .f;が ):i校j十・ 1 ノペおか，匁校Jt· ・ナ γ お介コノキおがff~ ：，u

イf 表幹 〉然（f.！校；十数用， H：校j；単片j，チップ〕
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おがくずの添加透が多い方が安定した効果が得られるも

のと思われた。

おがくずの有無については，おがくずを｛9＇.わない区は

きわめて不良で、あり，おがくずは好適な種類を適正な添

加量で用いれば，よい、使用効来が期待勺きるものと考え

られた。

試験E 原料枝の状態、枝片長、充てん物の

穣類と添加議及び穣菌接種j去の検討

1. 材料及び方法

(1）材料

f共議校t土， 1979'.ff.12月中匂から1980王子 2Jj 1二匂までに

せん定した試験 iにJtJいたものとi弓形状のナシ 1年生校

を用いた。これらの枝は試験 Iと同様に集積しておいた

が，乾燥してしわが生じたものもあったので，使用直前

に束のまま基部30cmを水中に校し， 2目指j吸水させてか

ら用いた。

充てん物は，試験Iと間終に製治したナシ及びエノキ

のおがくずのほか，製材所から入 Fし1：木材おがくず（ア

メリカツガとスギの混合物，以下木材おが土いう）及び

ライスセンターから入手したもみがら奇用いた。木材お

がは水に 1週間授潰してからお？庄で 1ll年間ぷ気消毒をし

第 5表処瑚ll！＇.~と処:Fl＼方法（1980〕

天日乾燥して使用した。もみがらは， 2日間水に浸演し

てから木材おが同様に蒸気消毒，乾燥して使用した。

ピラタケ稲辺は，試験Iと同じおが種週早生極右用い

k.。
(2）刀法

処理I副主試ぬIで切らかにされた要閃についての詳細！

な検討のほか，原料校の状態，充てん物の種類，種繭の

接種催、などの検討事項を加え，第5表に示した11処思区

合設定し， s u：復した。
燦燦｜べは，試験 lの結果に基き，好適と考えられる言者

三宮図を組合せて設定した。すなわち，原料校はせん定後

1カ月以上主主過した校を使用I宣言1Jに吸水さぜ，えさ 6cm 

に笈！紙して使用した。充てん物はナシおがくずとエノキ

おがくずを官。 1の重量比で混合して用い，校jずと充て

ん物（風乾物）の混合幸子最上七は10:3とした。稔爵の接

締法は！河床表i散布とした。

棟続l主以外は，標準区の各処理要因につし、て 1嬰凶の

みをそれぞれ伴えた10処問l玄を設定した。すなわち，校

のが：民？についてはせん定後10日以内の新鮮な校を用いた

j｛［後校！.｛，校の活力を低下させる目的で校東をどニーノレ

ブィノレ人で包んでビニーノレハウス内（晴天時の設高気温

約40℃）に 7～10日間放置した高翻校区，直後校を高温

校iζと同様に処理した直後・高温校i乏を設定した。校｝十

区 せん定枝の取扱レ 充てん物の種類

物
り
設

ん
た

r
L
はゴ

回

）

充
2m
用
be

－

（

 

片
床

校
議
使

物
比

ん
量

て
J
J

充
答

片
ム
口

2
3
b
 

↓
小
泉
位

樗 書長 1ヵ月以上二放j［，：後吸水

l!T 後校吠ん定後101i以内

(6 5言 校 約畿校高をどピ、ご
スで、 tin立にさらす

liT後・高温校 jf［後校を向上処理

包 校片 1カ月以上放（！＂i:後放水

お が半量 ／／ 

ナ シおが I/ 

？にノキおが II 

木 材おか I/ 

もみがら II 

i専 もも I/ 

校片長
（臼R〕

6本 ナジおが9.エノキおか 11.紛有 10 : 3 34 6.0 床反面

II II I/ 37 II II 

// ／／ II 35 ／／ II 

II If If 36 If ／／ 

2.5** II ／／ 34 ／／ II 

6 Fノ l 0 : 1. 5 I/ 3.0 ／／ 

／／ ナシおかく －r 10・8 II 6.0 II 

／／ :r.ノキお泊、く寸z ／／ II II II 

木材立すが〈ず // // 5.2 r’ 

ii も みカa r' 10 : 4 ／／ 3.8 Ii 

／／ ナシおfJ'9：♂ノ おかl福!Jjj 10 : 3 ／／ 6 0 浪人

注 1. れが一三〈は hヅダ干の？え絡古今によふ。校片の J：際のす＇:i1.Jiろが、は線長支 6.1叩L Ill{;' l O c瓜料長；； 2. 8叩， ［（ff三1Ocm 

2. え・cん物σ）lfil ・( (i; i,ut及び佼)i]j之は滅乾物泣

3. .pji，河，I）接税澄は喜（｝円以（ 480詰〕／m'

l. 処Jli!IζI面積はo.75ば， 3）之絞

84 -
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長については 2.5 cmに切断した短校片［7；を設定した。

充てん物の使用量については，おがくずの使用量を標

準Iきもの半設とし7こおが半澄区を設定した。

充てん物の積翼民については，ナシおが，エノキおが，

木材おが及びもJょがらの各区を；設定した。

穏蔚のJ長総法仁、〉し、ては，標準区 λ ［ 11J:l設の種涛を J)j~料

に均一に混合し7ニヨ混区を設定した。

言喜床t主；式益金 Iの結果にきEき淳させど 8emVとする〈；ととし，

E奇I+：のわくは深 59 cm，紹 100cmのものを杉のぬき校（と

ラタケはが繁厳しないようにどニー／レブイノLムで被覆〕

で作り， 11＜.当たり 75crnごとに仕切ケ上最語、が地表から

3 cm高くなるように試験Iと同じほ坊に燦設した。伏せ

込み前，床上には，f，＼験 Iと同様に発生〆つを建てた。

伏せ込みは，：・n1ブロックは1980年 2月28日～29日に

行ない，直後校，間後・高温校のf可Iえな除き， 1979'.fJ三12

月 10 口～28 日にせん定した校てど月3~ 、たコ第 2 ブロックは

せん匁； (12月～ 2Jl) 

1 年生校

材

料

準

備
束ねて Fl桧に集積 （1ヵ月以JJ

2 Jj下旬～ 3Plド匂

{)¥ 

吸 水

6 cmに切断（ 500 Kg/ h) 

せ

込

8月10日～13日，第8ブ問、ゾクは 3月26日に行ない， i直

後校， ra後・高温校のi可lζを除き，ともに 1月20日～ 2

月 3Fl にせん定した校合弁J~ 、た。

標準区の伏せ込みガ松は，第 2図のブ戸ーチャート及

び第8閣の菌床断面図にンjくした要領で実施した。すなわ

ち，使用il'l前に切断した校片と，直前に水を加えて撹J'f

したおがくずを混合して材料な調裂した。床の！氏へは新

潟紙を後ぎ，材料を 8cmの1学さに＂きめ，上へ濡らした新

関紙をかけた。新潟紙 j~ic. おが種還を 1 m＇~たり 800 mQ 

散布し， i当び濡らした新聞紙1ぞかけ f::.o この菌床面を厚

さ0.02mmのポリ L チレンノィノレムで被覆し，さらにこも

と稲わムなかけて保護した》それ以外の各Iぎは，標準肢

と異なる ift5分を除~，際~Iぜど同一に耳元扱った。

6月2811に標準｜玄の釣床の氏まで菌糸がまん延してい

るのを線認して， i蛮床をf被援したポリニ乙チレンフィノレム

を除去しれ。 9月30日に：努i去を被復したこもと稲わらを

多年 生校 コ司ノキス；校

！ 日立国＇＇＇~t•r;
ナシおがくず エノキおがくず

天い 1：ん
保： 干子 保 存

み

混合

i末詰め cwの厚さ 8cm) 

有fl高桜穆（ 800 mQ / m') 

収穫

li(; 2は 去1匂j交可ん，；：、のブコ』チ M いチト〈於~d':)

岡
山
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稲ワラ

おが平安｝誌

yドリフィルム（0.02mm) 

新筒紙

ミ（~ 3凶 i道政〈首；＠ii図 (1980)

除去し，切りわらを散布し ＋・日本の発1tに備えた。

蔚床の潅水はよi験Iと目録鎖でだ施した。

子実体の収穫及び今期間のた生子？の保温は，試験Iと

問要領で行なった。

(3）調査項目

吸水処潔前のぜん定校及（コミ伏モー凡なUTぷiのtzH・のえ11'、

率は，乾量基準｛~［ （水分rf(／む物1長＜ 100）でだわしたο

ヒラタケ繭糸の支ん延状態は， ·1JJ ～ 9 月 rill~こ 3 ftiJ, 

菌床表i弱の新関長fl;下の床面てど鋭ぞそして，以下のJまがによ

り1（不良〉～ 5 〔i河 口の 5段階お数法で評定しれl

4月17日， 5 )]15 IJ 線交時の判定基~·

1：強糸が，l:.::loところに，うすい力ご状にイljlj七1

ている。

2 . ；顎糸が~＇悶iに， う‘「い力ヒ：·~＊に｛r~長している〉

3 : 2の状Jl.81こ／Jilえ，どこゐどニんに約Et犬にまと

まった勾糸か見える。

4: -1商に紛ら状に繭糸力、f市上としているけ

5：濁糸の筏tll:；か5らに約加して令国か白くなって

いる〉

9月25日調子王将の判よヰ警

1 : I寝床ゅん浴~~.,li'li'J1ちのじij糸トオゥ、で＂＂ているl!1iM

の刻イ7 0 ～~0?6 

2：向 20～紛れ

8：向 40～6o'・a

4 : f;ij 60~，80ガ

5 : liiJ 80～100 °.; 

=r楚体収l,h工1:r1Pえひ 2"! l iのた・u，：：九’調査し，同

床函f；＇（当7こっ jえコ11:1.料乾物浄、官fこり守｛ド夜、ぐぶわ仁子3

2. 結果及び考察

(1) 1t~ぷ校の？？小手：

伏セト込hjむ¥1Jの供z武松UノミぷぶLJ:?f¥6ょの！；すりヴつあっ

た。初 I/pッタド!Jj~、 fこ干支は，ぜんど後記～ 2.5 カ Jj

を絞冶し， 'lo:尚tこしわJ今、＂ll て：11｝：.糾之る4＇•，；支でれトし

86 

ていたが，吸水処践によってしわが消失し，会水率は79

%まで、回線した。 ?l¥2ブμ ックに用いた校はぜん定後

l. 5カ月前後計惜し，わずかにしわが見やれるものも

おざって：氾りえ水平は75移であったが，吸水後の含水率

は83"J.）となり，丸(l;1 l p ックの吸水後の合水率と同程度

であった。；；g3プ H ヅグに月j＼，、た校は，第2ブロックと

f,u時期にせん〉乏した絞をmいたので，者~ 2ブロックの校

より吸水llllの冷1Jc料工低下していたものと足、われるが（吸

水前の合水Jド品交はi施しなかった〉，！汲水後の含1.Kヰま

は 108がで，写I2アヨックの含水率より高くなった。

ばk~l&t計C)J必fi"vま友 Illめによれば，原木の含水率が80

%のi毛inこ：河糸の主ん延が最も良好であるが，；芯 l，第

2伊Jlロックの校の吸水後の合水不はこれにほぼ該当す

み〉したがって，ぜん定i月期が異なり，；Jく分状態がかな

り終な／〆校を1！：局する場イ？でも，このような吸水段作に

者16 1Jt試校の1:kせiらみ日寺の合水率（予約

ブロ ツ
。

~： 
2 3 平均

干 6；己 31メムイピ~宇i く ・dベ 7吉本 83** 108 90 

Lf! fそ 校 110 110 114 111 

ドリ (Iii tz 79 92 110 94. 

直後・尚 '(jJ校 101 92 113 102 

仔ょ
間 2i128日3月10日 3月26日

i主 L if）・窃
引 ~29臼～13日

jj 1 汚水ノ長代 Jお·~；会＇·＇·＇！｝＂依 L水分室／流物z立× 100)
~. ［＜＂（；それl 九， 1!"(ji；，・，.·~お校区を除、各hv主tl'!fJi訪れこ

2 Ii [::Jr汲水三せナ

3. 株吸水Ir"f.到の〆、 13'ノf¥H54%

持勢初；f_;{f•\IJC~ ；~J. 十三』モ 75%

4. 凶i安打iベp 【／f；令，（＂6/iJ校区以外は第 iブリ p クは12

IJ 1Q !l 、~；行 i i‘;:fi" / p ック及び＇il3 iロノタは l!l 

20i"'・2 JI? :I t二ヤん：・＇＇した是主を 1'1＇月J
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よってヒラタケ菌糸のまん延に好適とされる含水率に調

製することが可能と考えられる。第8プロックの吸水後

の校の合水率が向くなったのは， 8月末旬で催IJ'Wlに当

たったため，吸水作用が日干盛に行なわれたものと思われ

るけまた，この時期になると，枝先や芽の胤辺がti1iれ込

む校が増加し，保存状態が怨化した。

直後校の含水ぶは 110～ 114%で各アロックとも間程

度におかった。 （b滋校区及び痘；佼・ iミ湿校IRのデ？水ぷは，

多少の変革bはあるが高温処忍を主むきなかったそれぞれの

合水本に近く， ：；；水ヰ互に対する，：M1ii処理の影響は小きか

った。

(2) 菌糸のまん延状態

第 7表は菌i床i泊におけるヒラ担ケ遡糸のまん延状様で

ある。

4 Jl17日の観さきでは，エノキおがlζの菌糸の仲まくぷ最

も優れ，擦当主区，高温校［8:，短校片iζ，おが半；主h，菌

混iまなど同 4 原料校及びftてん物をj若いた各区がこれに

つぎ，直後校区， fl主後・高溢校区，ナシおが区，木村お

が［ZJえびもみがら［三はややおくれていた。しかし，全く

菌糸の伸長がみられない区はなかった。ブロック別~~＇＇v主，

立高7；表 繭炉｜くにおける議糸のまん延状態 cm数〕

区
調 月日

4. 17 5. 15 9. 25 

標 準 3.0 4. 3 5. 0 

ui: 後 校 2.3 4. 0 4. 7 

r：与 おi 校 3.3 4.3 5.0 

[{[fi多：・高温校 2. 3 3.3 1. 7 

士主 校 3.7 4. 0 5. 0 

おがえ＇ j＇：最 3.0 5.0 4.7 

十シおが 2. 3 4.3 5.0 

ーにノキおが 4.3 4.7 5.0 

木材おが 2. 0 3.3 4.3 

たみがら 2. 0 4. 3 3.7 

7手3 ltil 3.3 4.7 .s. 0 

3.4 4. 2 4. 8 
＊ 

、／＂サク 2 3. 1 4.6 4. 7 

3 2. :l 3. 6 5.0 

l' 1. 指数 1 （不良）～ヨ UHflたたし， i)117:1, 5)1 

15 Eld＼ヲ烹と 9｝~2) 'lユ均育：t工判完＇！1

ふ

2. * ,.. ツグ F、］五ト抱Lよ＂rifメ.•）三F Jlj作¥ 

3. 三l1 ・／ロックは 21]28 2ワ iヨ， i!t~ 2: " ')'VJ 3 Jl 

10へ 13!i，第.3.，ゴソク ¥rl3fJ~G'i 伏エト)j、 7,.

87 

伏せ込み時期のおそい第3プ口ッグがややおくれてし寸こ。

5月15日には，直後・高調校区，木材おが［えが若干劣る

傾向があったが，その他の区では写真2のようによく菌

糸がまん延していた。フロック聞では第8ブロックがや

やおくれていた。

9月25日の観察では，床面にフェノレ卜状の菌糸層が・18

iさしていた。もみがら区ではその発達がやや少なかった

が，その他の各区はまんべんなく菌糸討に遺言われており，

いずれも良好な状態であった。ブロックi替には主主がみら

れなかった。

以上のように，技終的には各｜え各プロックとも菌糸

がよくまん延しており，とくに劣る［えはなかったが， 8

凶の観察を総合し，こ乙ノキおが区は最も良好であり，木

材おがIζともみがらl豆はややまん延がおくれる傾向があ

った。ナシおがくすごまたはエノキおがくず令充てん物に

用いた各i涯の繭糸のまん延状態を試験 Iの場合と比較す

ると，すべての区が試験 Iにおいて最良であった絞校ff.

ナシおがエノキおが倍盈区と向,jf,！度もしくはこれを上回

る状態をあった。これは，ナシおがI孔以外のすべての区

にエノ子おがくずが準用または混用主れていること，お

が半量：lζ以外は充てん物の使用量をキくしたこと，菌床

を簿くしたため同くがf塩酸したかったにことなど，好条件が

組合わされた結泉と考えられる。

菌床i活の調査とは別に， 7月 8日，標準I乏の箇床に小

穴をあけ，菌床断凶を観察したと」ろ，写；＇ J,:3のように

葱沫の氏まで葱糸が均ーにまん延し，：認がくずは選糸で

結束されて白色の塊状となり，校片 tJ.＇.チ真 4のようにお

がくずに繁婚した＇ !W糸にとり巻かれていた〉校）十の表皮

は紫系住に変って火ぶ（れ状のしわを生じ，木質部は写

真 5のように蒸fJeに変って強い！弓込があった。これら

の状況から，まず乞てん物にまん主£WI嫡した菌糸が，さ

らに校ii~r勾にi，奇心支ん延したものと判断された。

(3) f実体l以Jjt

第 8たは 1'r11s；よび 2年目の子rだ体以没であゐ。 1

f有？？討と 2if三iIO）絞迭さど比較するとはγ よって多少の.~~は

あるが 1年はが83～ 100~揺を占め， 1年；iに大部分のj奴

F警が終コていゐ。したがって 1fj三＇Iクlll又干さな中心に検討

をすす／ゐる。

各｛〈ともブロック問の変効がかたり大守かったか， 1 

年目の収量がくるか〉たほは，標的三｜士， L ノキおがは，木

材おかl七点吋t¥iペ7ょ止の：キ｜ごγ＇：n-,t..， 二れらの｜壬：の収

をは！有it；、lrn＇勺 i：りlOK9, I衣料泌物 lKg''itこり 400立以

けこ設しており＇ It；~木紘i吉の 1t'l :,1＇ρ，7) ~二見合 ·j もの

であった》



千薬県袋業試験場研究報告第25号 (1984)

高温校！ふ短校片！正，ナシおがiぇ：，もみがら区の各区

は，標準区の80～90%で，溺 1のグノレーフ。についでかな

りよい、収盆であった。もながら阪の標準区に対する際料

乾物量当たり収量の比数が，繭床面積当たり収量：の比数

より約10%高くなっているのは，充てん物が軽いたゐで

ある。

標準区の50～70%で主主も低いグノレープであ】た。

直後校区，直後・高温校区及びおが半治区の収認は，

ブロック問の比較では，区によって必ずしも一様ではな

いが， 2月下旬～ 3Jj cp旬に伏せ込んだ第 l，第 2両プ

ロックに対し 8月 F旬に伏せ込んだ第 8ブ日ックの収量：

がやや低い傾向があった。これは， 4月まれは 5月の観

察にみられたよう仁，初期における繭糸の主ん延のおく

れが彩饗してL、るものと思われた。

第 S表 各処理iζ及び各ブ口ックの今二次'i]ljヒラタケ収泣〔1980)

；河1*1 m2当たり収盆（Kg) 原料乾物 1Kg当たり収量（ g) 
i又

1年 i1<'80) 2年 EH’81）合 H l今El（ちO) 2年目（’81）合 計 1年目収泣割合防）
一一一一一一一一一

除、 準 10.30 ~ 100) 0. 94 ( 100〕11.24〔100 436(100) 40(100) 476 ( 100) 92 

1fl: 後 校 6. 84 ( 66 ) 0. 53 ( 56 ) 7. 37 ( 66〕 294( 67) 23 ( 58〕 317( 67) 93 

民与 lffil 校 9. 35 ( 91 ) 0. 38 ( 40〕 9.73〔 87) 390 ( 89 ) 15 ( 38) 405 ( 85) 96 

凶後・高温校 4. 92〔 48) 0. 44 ( 47) 5. 36 ( 48) 209 ( 48〕 19( 48) 228〔48) 92 

t;i 校 片 9. 10 ( 88) 0. 02 ( 2) 9. 12 ( 81 ) 383 ( 88) 1 ( 3) 384 ( 81') 100 

お が 半量 6.62〔 64) 1.00( 106) 7.62( 68) 318( 73) 47( 118) 365 ( 77) 87 

ナシおが 8.73 ( 85) 1. 50 ( 160) 10. 23 ( 91) 375 ( 86) 63 ( 158) '!38 ( 92) 86 

エノ キお が 11.27( 109〕 2.29 ( 244 ) 13. 56 ( 121) 481 ( 110) 96 ( 240〕 577〔121) 83 

＋.：材おが 11.83 ( 115) 0. 46 ( 49) 12. 29 ( 109) 527 ( 121) 23 ( 58) 550 ( 116〕 ヨ6

もみがら 8. 22 ( 80) 1. 28 ( 136) 9. 51 ( 85) 387 ( 89) 58 ( 145) 445 ( 93) 87 

l河 住；＼ 10. 40〔101) 0.83( 88) 11.23( 100) 444〔102〕 35( 88) 479 ( 101) 93 
一一一一一 一一一一一一…ー

1 8. 77《100》 1.46《100》10.23《100》 369《100》 62《100》 431《100》 86

ゾロック＊ 2 10. 14《116》0.83 (( 57》10.97《107》 433《117》 36《 58》 469 (( 109》 鉛

3 7. 70《 88》 0.35《24》8.05《79》 355《 96》 16《 26》 371《 86》ヨ6

f主 1. ( ）は熊毛主況を JC）としたi七数
2. 《 》t主等l1ブロックを 100としたよ七数

3. ＊プロッケ内うで処花区の平均値

第9表 機首長｜又の処J~l要因と対応処理の i二戸タケ収j計二及ぼす影持（1980)

雲寺 凶

せん定枝の取扱い

校｝ 十 長

充てん物使用設

だてん物の椅受託

手重 i蓄の採平家法

棟建主［返り処 :f~＇.内容

せん定後 1カ月以と

無処＃11

6 cm 

校）十10：充てん物2

ナシおが 9.エノキおが 1llMIJ 
／／ 

II 

II 

床の友商へ散布

88 

、、＇
〆”

、、
，〆

〉
／ 

に

〆
〉

対応処理の内務 L該竺iiベ）

吋ん定TIT後（直後校〉

['.:j lM処理（高温校〉

2. 5 cm （短校片〉

校）十10：充てん物 1.5 （おが半途〉

fγ ：らが（ナシおが）

ーにノキおが（エノやおが〕

木材おが（木村おが）

も／久がら〔もふがん〕

村料へ混入（清 ilD 
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2生Fr::1の収泣は，絞商のエノキおが［＞（でも菌床lrn＇当

たり 2.3 K9，原料乾物 1K9当たり 96gで， 2年間合計収

設の17銘に過ぎず，実用的には無視できる程度と考えら

れた。

つぎに，収裁に及ぼす要因別の影響を検討するため，

標準IKの収量と，同｜涯の処理要｜刃にそれぞれ対応十る各

区の収盆との関係を整理して第百表に示した。

せん定から伏せ込みまでの鶏f習にv丸、ては， 1力月以

とを経過した校の方が，ぜん定法後の新鮮な枝より良好

な結果が得られた。原水栽培の場合は大森のによれば，

原水がとtの主乏だと原木内への潟糸のまん延がおくれる

ので，原水tJ＇枯れる刃j聞を見込んで，種薦を接種するi時

期の 1カ月ぐらL、前にl京木を伐採するのがよいと 3れて

いるが，本法においても同様なことかきえるようである。

枝の活力ちと低下させる目的で行なった高並立処理は効巣

が認められなかった。

校！Hぷこっし、ては 6cmの方が 2.5 cmより優れており，

試験 Iと跨傾向であったが，試験 Iの場合のように著し

い差ではなかっfC.o これは，試験Iの；場合より，充てん

物の椅類，添加韻：が適切であったために，校片誌の影響

が大すく表われなかったものとほわれる。

充てん物の添加最については，添加泣の多いJJが収没

が高く，試験Iの傾向と一致した。菌糸のまん延状議の

項で述べたように，額i笥はまず充てん物に活着まん延す

るので，充てん物が多い方がヒラタケ潟の初期繁殖がIII

盛になり，校片への活着・まん延も！順調に行なわれるも

のと考えられる。

充てん物の種類については，ナ、ンおがくずにエノキお

がくずを10%混用したものを基準にした場合，ナシおが

くずは主；マ劣り，エノキおがくずは同寺さもしくはやや優

れ，試験 Iと向｛じゅjであった。原木裁主？？において，エノ

キはヒラタケ栽れに最適な樹稀であり：，4,5,8,9〕校条結束

栽培法によるヒツタケ栽熔試験ではエノキ校とナシ枝と

で顕著な主主が認められたが，おがくずか二鋼製しても両者

の差が依然として存釈していゐことが明らかである。し

かし，ナシおがくずに少量：のエノキおがくずを混入する

ことにより，エノキおがくずに近い安定した効染が得ら

れることが確認された。

木材おがくずは｛優れた効果が得られ？ものの一つであ

ったが，原料の木材の穐類， fil'1究が一司定でない二とが葉監

Ai 

ま使用で、i':るか夫令うかについても検討する必要きがある。

もみがらは， J際準15｛の80必ずさ！芝の収泣であったが，草寺

易に入手で汗，そのま交の形状で、使用できる材料として

~10反 発生時期別ヒラタケ収量（原料乾物 1K9当たり収泣g' 1980) 

区

擦 警手z

jQ 後 干支

i¥'1 i鼠 4支

直後・高温校

jJi. 校 片沼

おが＇ f ；：，；~ 

ナシおが

エノキおが

木材おが

もみかん

f司

谷区平均

第 1 pi] ；~-a 2 回第 3 同第 4 [u] 

くlHI5 El～21 El) (11JJ22EI～12月5El〕 (12f:l 10日～iFl 4 ll) (1汚告ヨ～3f:l30EJ) 

222〔51) 105 ( 24) 88 ( 20) 23 ( 5) 

151 ( 52〕 54 ( 18) 73 ( 25〕 16 ( 5) 

179(46) 82 ( 21〕 97 ( 25) 32 ( 8) 

107 ( 52) 53 ( 25〕 40 ( 19) 9 ( 4〕

201〔52) 121 ( 32〕 49 ( 13) 12 ( 3 ) 

117 ( 36) 72 ( 23〕 94 ( 30) 35 ( 11 ) 

168 ( 45) 80〔21) 95 ( 25〕 32 ( 9) 

188 ( 39) 123 ( 26) 125 c 26) 45 ( 9) 

174(33) 198 ( 38) 106 ( 20 ) 4:J ( 9) 

138 ( 35) 84 ( 22) 104(27) 61 ( 16 ) 

195〔44) 134 ( 30) 95 ( 21) 20 ( 5〕

167 ( 43 ) 101 ( 26〕 88 ( 23) 30 ( 8) 

メ〉、
t二2 言十

438 ( 100) 

294(100) 

390 ( 100) 

209〔100)

383 ( 100) 

318 ( 100 ) 

375 ( 100) 

481 ( 100〕

527 ( 100) 

387 (100) 

444 ( 100) 

386 ( 100) 

一一一一

165〔45〕 94 ( 25) 81 ( 22) 2ヨ（ 8) 369 ( 100) 

ブロック球 2 189 ( 44 ) 106 ( 24〕 101 ( 23 ) 37 ( 9) 433 ( 100) 

3 148〔41) 102 ( 29〕 81〔23) 24 ( 7) 355 ( 100) 

1主 l （ 〉は時期自IJW(話判合（勾〉

10月下旬に少廷のだ叶ーがλFわたが， 1L"1'c》 JjY 設にぐ·~;J，た

3. ＊ブロ F タ内うどiiの子i今自主

89 -
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期待されるO 本試験では蒸気消毒をして使丹nノたが，橋

本らd〕は稲わらせど無殺葱の状態で用いてヒラタケを栽培

し，無菌的な場合にはやや及ばなかったが，湿潤状態で

の原料重の18~話に紹当ずる収量：を得ているので，もみが

らもそのままでの使用を検討する必要があるD

積；者の接種法については，；着床表面に散布する方法と

材料全体に混入する方法で、は収量に援がみられず，いず

れの方法で接積してもよいと思われたが，作業性は後者

の方が若干優れていたc

第10表は 1年 t3の発生時期別の収量であゐυ10月下旬

にごく少没が散銭的に建生したが，本格的な名生は11月

初旬より始まり， 3月下旬まで 41司の発生のwがみられ

た。第 1[ri]の収穫期間は13日間，第 2回は16日間であっ

たが，これは各iζの発生時期にγれがあったすニゐ収縫期

間が長くなったので，個々 の［＞＜：の 1回の発伎の収穫期間

は5～6日間で，次回力発生；拐さではほとんど発生しな

かった。 ~3 回の発生は厳寒晃ijに当たったため，発育が

緩慢で、収穫期間が士とづい、た。第 4聞はごく少設が散予告的

に発生しただけであった。

各n寺期別の収量は，木材おが｜互を除き第 I[rijが最も多

く，各区の平均では総収量の4396を占め，ミ話 2凶と箔 B

[rl]は間程段で20～30%であった。ただし，木材おが｜ζの

みは，第2回の収｝；＼：か::rn1凶を上回った。事生向の収：量

はごく少？まで＇ tJ詩的には無視で；する程度であった。

原料校は， l年Hの治生が終了した時点で，太い校）十

以外は指先で符渇に折れる程度に腐朽化していた〉

W 総合考察

従来より行なわれている校糸結束栽培法ぜそナンの 1年

生せん定校に適月Hノたとこん，設培条件によ、て極予告の

j,f;着が左イi~~れ，交え：性に欠けるきらいがあった i これ

はナ、／校が伏性~A, ;z,,1そも長期間j，~カセ失なわず，ヒチタ

ケ薄が符坊には治tf''iすないためと思われず〈》 さ世こ，校

束の y調製仁多くの＇）］ i )/y> ·~－‘T ることも多誌の甘ん＇£校を

給与的に処絡するには不向（すで、あった。したがって校条

約采栽培法によるにラタケ稔貯は， riJ能ではあるか定用

化に期待が持て以かつに J

：干、二で，交定（tJ,!181'主的t:c絞培法をliKli:-J…るため， 1 

3手！＼ 校をカッターボとLt之jし， 二れにおがく γ手の材料を

M合して伏せ込すTJHJ;公 3今！日jにわた〉て1'!Uれたとこ

ん， 1980年には， 15；~料乾物 l交の 44～ 18ノイの j ）！体収？まを

J1'ii;.j芝であげ6」 3こがで：？？：〉ニれは／;j（料11{t;rL13tこり

F二換浮ずらた23~2シっとなゐので，原本淡町でのえう＇L 量

207）～304, 5〕%に見あう高い収益である。

本法は緒言においてあげた栽土庁上に翠まれる諸条件を

おおむね満たすものであり，今後若干の検討セ必要とす

るが，手－法の基本は凝立されたものと与えられたので，

手法上の特徴により，短切充てん法と呼称することにし

？こ。

(1) 鋭切充てん法の特徴

封切充てん訟の特徴は，紛校を短切し，校片の間隙ヘ

ヒサタケ菌の繁殖に好適する充てん物（好適樹種のおが

くず等〉を添加することである。校をi封切するねらし寸土，

衰弱枯死を早めて種須の活着を促進することと，校の調

製険率を向上することである。充てん物を添加するねら

いは，種演をまず充てん物に繁殖させ，これを火だねと

して校片への／，'fi着を促進することと，例々の校片i笥の繭

糸の連結を緊密にし，校対の栄：条を子実体のJ形成にまん

べんなく利用3ぜることであるc

(2) 短切充てん法の構成要悶

i 伏せ込み時期とせん定枝の取扱い

伏せ込ふl1年期は， 2月下旬から 8月下旬までの期間で

はいずれの時期でもよいと忠われる。しかし， 8月下勾

に伏せ込ん行場合は，初期のE責糸のまん延や子実体収設

が 8月中旬以1l1Jに伏ぜ：らんだ場合より劣る傾向が見られ

ることと， 8月下旬以降は原料校の保守状態が窓イヒする

ことも合わせ，できふだけ 3月中旬までに伏せ込むのが

よ＼，、と ic~われる。
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阪料のナツ 1年生校は，せん；担任後よりもせん定後 1

カJJ以上粍過した校を用L、る万がfg、】せん定作菜は12

月から強保 2}jまで、長期間にわたるので，せん定から｛犬

せ込み乏で、のWJ聞の主主なる校が終夜される3 そのため，

ぜん定後長期間経過した校は使用時にかなり乾燥してい

るか，佼用前の吸水処球がすわめて有効で，この処設に

よ川て好適合水~zまでi司復 3せゐことかできる｝

校片三えはカッターの規格により決定~れるが， 6 cmと

2‘5仰の比較で、はlllJj奇の方が健れてL、7ニ。しかし，充て

ん物の本華類j二i添加誌が災切な場合には，大きな y主は＇lじ

なL、ものと思われ心

ii tてん物の稀績と添加治

7!J +;Iリ充てんii；、では充てん物に速やかに飛糸をまん延び

せふことがき喜点であるから？ ヒテタケ災の繁高司tニ好通し

た冗てん物の選定｝二適切な添加法の協定が方全｝めて治安

である。

ナシおがくずとエノョおぶくずでは，；J者糸のさんyJ[状

態七子＇ IHキ：収i，＇（も t変身古明らかに優れ・n、 t~ ＇ l か l'

ナj おが〈ずにエノキおがくずな10みれ¥tをの少 ε立滋m・;-
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ることにより，エノキおがくずに近い安定した効果を得 きた。本法を短切充てん法と呼称し，実用に供すること

ることがで、きた。コニノ苧おがくずの効果は高くても，原 とした。

料を恒常的に多：還に確保すゐことが困難であるから，せ 3. ぜん定枝は， 1カ月以上経過した枝を吸水させて

ん定枝の太校から製造で ~0 ナシおがくずを一主体に用い， から用いることにより，好結果が得られた。

効果を安定させるために少：誌のエノキおがくずを混用す 4. せん定校を切断する長3は， 6cmの方が 2.5倒よ

るよヴにすれば，原料か石安保するうえで有利である。 り良好であった。

木村おがくずは様準［？（と同程度，もふがらは標準区の 5. 充てん物は， z ノキおがくずまたはナシおがくず

80%ね度の収量が得られたが，容易に入手で＜＇＜＇，原形の に少泣のエノキおがくずをど混mした場合に良好な結果が

まま使用できる点で，ともに期待が持てる材料とj忍われ 符られた。また，木材おがくず及びもみがらも使用する

る。本試験では蒸京消みをして使用したが，そのまま利 ことができた。

用できれば実用性が向上するので，然消会での使用効果 6. おがくずの添加震は，校片10に対しおがくず 3（風

を再検討する必突がある。 乾物〕の容量：比の場合に良好な結果が得られた。校片単

充てん物の添加遣につし、ては，無使用では羊わめて不 用またはおがくずの添加最が少ない場合はきわめて不良

良であり，校片10に対しておがくず8の容塗比までは， であった。

おがくずの使用ー誌が多いほど好結果が得られ，このね度 7. ヒラタケ種菌のま車種は，菌床の表面市に散布しても，

の添加没が必要と考えられる。 材料全体に混合してもよし、。

iii 種菌の接待万法 8. 2窓床の厚さは 8crnj限度が適当で、あった。

おが種菌を菌床反面に散布する方法と，材料全体に混

入する方法とでは効果にぷがみられず，いずれの方法で 引用文献

媛J隠してもよいと忠われゐ。ただし，作業鑓左手は材料に

混入する方法の／jが優れてし、る。

iv i翠床の厚3

試験 Iにおいて渇床の月；3を15crni二没定したところ発

隊没後が発生した。試後Eでは言菌床の浮きを 8cmに設定

したど〈ころ発酵はなら士しr.；奇い収設が得られた。した

がって趨床の厚3は8叩＇；］1J後が適当と考えられる。

v 1道i末の使用年限

j’J廷体は 2年11司にわたっ＇（発 lj:したものの，収量の大

部分は l年自において伶られたので，収穫は 1年間で打

、切るのが，発生会資材または跡地利用の点で、効率的と

考ふられる。

V 摘 婆

十シのせん定校右犠3巴化1て栄樹i認土模に送J己する手

i交として，ヒラタケを紋rtfする方法そ検社し，絞切ft；て

んu；ケ考案した。

1. 1年主せん匁校生｝＼jい，校長長結束筏土thtによゐヒ

ブ告 •1 l&l'音セ検dしたとニん， ,f~Jiiv 土日J縦であったが安

定ず！γーク：け，校友内調完投γ4多大な＇Jj）］~＜＇泌するので，

uu化t一期待がnてな刀、 J 't:。

2. 1 fFノtせん辺枝々 ；う yタ～て切断l＇ナシまた tt 

L ／司ーの校11ミウ製，；：＇il. f，：オ；力、く t1dU'1しでイたせ込けお

じ：V枚；，］－し，阪本裁f去に民数する収；，：ろとあげふことがて

1 ）荒井 滋： ヒラタケ．中村克古誌編，キノコ事典，

初版， 363-391，朝食九店 (1982). 

2）荒木隆男．紫紋羽病，自紋羽病の発生と土壌条件．

l::t技研報 c 21 : 1 -109 〔1967〕．

3) HASHIMOTO, K. and z. TAKAHASHI: Studies on the 

growth of Pleurotus ostreatus. 東洋食品工業短

大研被 13 : 79-87 (1978) . 

4〕久京壮：ヒラタケ・ナメコ・エノキタヶ・＃！Uガン

キノコ類の人工栽tr;法的被1l~i. 15 124〔1977). 

5〕汁IH亥之助：キノコ類のた7養法．再訂2版， 330 -

335，地球社（1974).

6）松lB正人・矯木和た・宇佐見光三：桑条利用による

立続的．千葉蚕試概要． 141 -144 (1969) . 

7〕大森I寿美子・ 1ニラタケ． ご者13版， 9 -74，段LL!漁村文

化協会（1976). 

8〕対Jll｛：次郎・ヒラタケの人工栽培法．農及!RI 44. 

393 -396 〔1969〕．

当〉横山子し：に 7タケ．大森清寿・庄司 当総，

ートノ 2栽培．沼14版， 169 196，築山漁村文化協

(1979〕．

10）人関西良~. ~ttl f代子.1 i橋寛己.ft)lj勾にdるぜ

ノJ宅伐のち効利片］にi現すゐ研究：r12司i H切九てん

が、におけゐ材料の検l下t.I日祁56与度i羽芸F土fri手怪大

dJi ),;){j去をさij.72 -73 (1981) . 
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二子業県差是業試験場研究報告 第25サ (1984)

Studies on Efficient Use of Pruned自ranchesby Cultivating Mushroom 

I. Cultivation of Plθurotus ostreatus using pruned branches of Japanese pear 

Shiro YOSHIOKA and Miyoko KITAGUCHI 

Summary 

Cultivation method of Pleurotus osteatus (Jacq. ex Fr) Quel. using pruned branches of Japanese 

pear for the purpose of returning them to orchard as a farmyard manure was investig昌ted.This method 

devised in this study was named "The method of short cut branches with filling materials". The results 

were summarなedas follows: 

1. Cultivation of P. ostreatus by using binded pruned branches was possible but not expected to 

be practicable because of lacking in stability and requiring a great deal of labor for adjustment of binding 

branches. 

2. The cultivation method by using annual pruned br叩 ches(cut to be 6 cm long) mixed with 

sawdust of Japanese pear or Chinese hackberry (Celtis sinensis Pers. var. japonica N品kai)was obtained 

the sam官 yieldas tree trunk cultivation method. This method was named after the materials“the 

method of short cut branches with filling materials." 

3. It was good to use the water-absorbed branches that were pruned before more than one month. 

4. The suitable length of cut pruned branch is 6 cm, not 2.5 cm. 

5. Satisfactory results were obtained when sawdust of Chinese hackberry or Japanese pe昌rmixed 

with a little sawdust of Chinese hackberry were used as filling materials. It was possible to use sawdust 

produced in sawmills or chaff and so on. 

6. Good results were obtained to use three parts of air dried sawdust to ten of cut branches by 

capacity. Cut branches without sawdust or with a little one made poor harvest. 

7. The same results were obtained in both inoculation of P. ostreatus, one is to distribute it on the 

surface of the bed and the other is to mix the materials wholly. 

8. The suitable depth of the cultivating bed was about 8 cm. 
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写真3 菌床断面における菌糸のまん延状態

標準区 7月3日

穴周囲の茶色のものは床面を被覆した

新聞紙

写真 5 校片の断固

標準区 7月3日

左より 6本は菌糸がまん延して黄白色

右端校片は菌糸が活着せず褐変

93 

菌床表面における菌糸のまん延状態

標準区 5月15日

菌糸にとり巻かれた枝片

標準区 7月3日
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