
      合成堆肥を使用した      合成堆肥を使用した

(マッシュルーム　施　設　栽　培　方　法)

　　　　　※ マッシュルームの自然栽培をご希望の方は秋作になります。
堆肥準備の関係上、秋作は地方によって異なりますが8月下旬から9月中旬の間に
堆肥づくりを始めます。

マッシュルーム菌の特性

・ 菌糸の伸長温度は8～27℃程で、適温は23～25℃です。

・ キノコの発生温度は13～18℃で、適温は15～16℃です。

・ 堆肥のpH（水素イオン濃度)は最初7.0～7.5に調整しておきます。

・ 菌糸が繁殖すると次第に酸性になっていきます。

・ 換気は菌糸の伸長期間中あまり必要としませんが、キノコの発生期間中は新鮮な空気(酸素)が必要となります。

・ 光は菌糸の培養期間中あまり必要としませんが、キノコの発生期間中は必要です。

・ 直射日光は厳禁。

・ 栽培後の堆肥にはマッシュルーム菌によって植物繊維が分解されており、作物に対する有機肥料として最適です。

マッシュルーム栽培に必要な施設・備品及び原料

　　1.簡易施設　　

・ 高温・高湿（60℃、90％以上）に耐えられ、換気が出来る清潔な部屋

　　2.備　品

・ 農業用フォーク（稲わら・麦わらを切り返す為）

・ 棒状温度計（堆肥造成時と栽培時に使用、金属ケース付で100℃用2本）

・ 加温機器（後発酵時に55～60℃に加温、石油ストーブ等）

・ 加湿器（部屋の湿度を70～90％に出来る物)

・ 簡易ＰＨメーター　（堆肥造成時に使用）

　　3.原　料

・ 稲わら・麦わら

・ 窒素肥料（石灰窒素・尿素・硫酸アンモニウム・過リン酸石灰）

・ 赤玉土　中粒（堆肥の表面に被せる為、覆土用）

きのこ発生

収 穫

60～120日

温度 湿度

適温 堆肥 覆土 栽培室内 堆肥 覆土

培養期間 23～25℃ 65～70％ 適宜 65～75％ 7.0～7.5 7.0～7.5 必要でない 少

発生期間 15～16℃ 65～70％ 適宜 80～85％ 7.0～7.5 7.0～7.5 間接光必要 多

表1．マッシュルーム栽培の作業手順と日数

堆肥作り 菌床作り 菌糸培養  菌糸培養

10～14日

環境

マッシュルーム施設栽培

表2．マッシュルーム栽培の環境要素
PH

光 換気

堆積→切り返し 床詰→後発酵 植え付け→覆土 覆土～発生操作 

16～18日 7日 10～14日

水分



               合成堆肥の作り方（一次発酵）　
マッシュルーム栽培には菌糸が繁殖する堆肥とキノコの発生に使用する覆土の状態が、収穫量や雑菌に
よる被害などに大きく影響するので、極めて重要です。一般に稲ワラや麦ワラは繊維質が豊富ですが、
これだけでは窒素量が少ないために発熱発酵ができず、良い堆肥になりません。そこでワラに窒素源を
加えて発熱発酵を促して堆肥を作ります。ワラを堆肥にすることから合成堆肥と呼ばれています。自然環境下
での栽培は、キノコの発生温度（秋～冬）を考慮して逆算すると、地方によって異なりますが夏の終り頃から
堆肥を作り始めると良いでしょう。

重量比率

　・稲ワラは腐敗していない

1 　・新鮮で乾燥したものがよい。

0.5 　・雨露・直射日光の当たらない所

1 　・屋根のある場所

2～3

200

※稲ワラ（水分：１０％　重量：約200Kg）を使用した例　（弊社種菌3、000cc/袋を約2袋使用）

１．　原材料等の準備と堆積
①　ワラを20㎝～30㎝位に切断します。この時、できるだけ稲穂を入れないようにします。

②　切断したワラを約６分割にし、石灰窒素と尿素を各５等分にしておきます。

堆積枠　W：９００　D：９００　H：９００　板厚：１２㎜

200ｋg

　尿素（１㎏）

水 400ﾘｯﾄﾙ

2.0kg

1.0kg

三回目の切返し時

堆積時と切返し時

備 考使用時期重量

堆積時

堆積時

堆積時

二回目の切返し時

材料

稲ワラ

石灰窒素（２㎏）

　稲ワラ（２００㎏）

石灰窒素

尿素

硫酸アンモニウム(硫安)

過燐酸石灰(粉状の物)

表3．稲ワラを用いた合成堆肥の配合例

100

2.0kg

4～6kg



③　堆積枠に切りワラの６分の１を入れ十分散水し、よく踏み込んで全体を平らにします。

④　平らにしたワラ表面に小分けした石灰窒素と尿素を枠の周囲10㎝位を残し均一に散布し、
　　 表面から見えなくなるまで均一に散水します。

⑤　③～④の手順（操作）を５回繰り返します。最後はワラのみ積んで散水し、よく踏み込みます。
　　 上面を通気性のあるもので覆います。（例：遮光ネットなどを利用）

レンガで通気をはかります 温度計を2か所設置してます

⑥　空気の流れを作り堆肥の発酵を促進する為に堆積枠全体をレンガなどで10㎝程度引き上げておきます。
　　 レンガは、堆積時と各切り返し作業ごとの終わりに行い通気をはかる様にして下さい。
　　 最後に堆肥の中心部と引き上げた下部に温度計を差し込み、堆肥温度を毎日３回程度
　　 決めた時間に記録して観察していきます。

散布 散布



２．　切り返し
　　　（堆肥の発酵を均一にする為に行います。）

◎　【1回目の切り返し】
　 　　５～６日経過後に行います。その際、堆積枠を外しワラに空気が入る
　　　 ようフォーク等でよくほぐし、堆肥の内側と外側を入れ替えるように軽く踏み込みながら再び
　　　 堆積枠に入れます。ワラが乾燥しているようなら、少し散水しながら作業します。



◎　【２回目の切り返し】
　  　１回目の切り返しから３～４日経過後に行います。
　　　ここでは、堆積時と同じ要領で硫安（硫酸アンモニウム）を入れます。
 　　 踏み込みは枠の周辺のみ行うようにして、中央の踏み込みは行いません。
 　　 ワラが乾燥しているようなら少し散水しながら作業します。

◎　【３回目の切り返し】
  　　２回目の切り返しから３～４日経過後に行います。ここでは、切り返し
　 　 作業をしながら過リン酸石灰を入れてよく混合し堆積枠に入れて行きます。　踏み込みは
　 　 行わないで、フォークで軽く押さえます。ワラが乾燥しているようなら散水しながら作業します。

過リン酸石灰（4～6㎏）

硫酸アンモニウム（2㎏）



◎　【４回目の切り返し】
　  　３回目の切り返しから２～３日経過後に行います。
　　  ここでも踏み込みは行わず堆積枠に入れます。 　　 ワラが乾燥しているようなら散水しながら作業します。

　  　４回目の切り返しから２～３日経過後、堆肥の状態を確認し二次発酵（後発酵）を行います。

良質堆肥の特徴
　◎　ワラの形状は原形を保っており、色はムラのない栗色
　◎　アンモニア臭（嫌気発酵）などの臭気がない
　◎　手触りは柔軟で弾力があり、両手で引っ張ると抵抗があるものの容易に切れる
　◎　水分は６５％～７０％（堆肥を強く握って指の間から少し水がにじむ程度）
　◎　pH（水素イオン濃度）は７．０～７．５



　※7日間程かけて行います。

１．　　二次発酵（後発酵）
①　二次発酵（後発酵）の目的は、堆肥に生存する有害な雑菌や害虫及び害虫の卵を
　　 殺菌除去する事と、堆肥の均一な熟成をはかる為です。
②　栽培舎（保温、保湿、及び換気ができて床がコンクリートなどの部屋）を利用して栽培します。
　　 二次発酵（後発酵）と栽培する室は同じ場所になります。
③　部屋の入口に下足消毒用に塩化ベンザルコニウム液の２５０倍希釈液入の容器を準備して置く。

換気口（外気取り入れ口・防虫ネット取付）

換気扇外側（防虫ネット取付）

扉の内側に厚手のビニールシート取付 下足消毒液入の容器を設置

④　一次発酵が終了した堆肥を、暖かいうちにフォークでよく混ぜてから底に通気のある容器
　　 （カゴ・コンテナ等）を利用して均一に堆肥を詰めます。（床詰）　　この時、板やコテ等を
　　 用いて少し強めに押さえ堆肥の厚さが２０㎝位になるように表面を平らにします。

合成堆肥の作り方（二次発酵）

栽培舎（全体の様子）

換気扇（一般家庭用）



⑤　通気のある台（コンテナ等）を下に敷いて、その上に堆肥を入れた容器を２～３段に積み
　　 寄せて置きます。　床詰した容器を集積する事で堆肥の発酵促進になります。

（堆肥に温度が均一にいきわたる様にします。）

⑥　栽培舎の室温を温風ヒーターやストーブ等で、堆肥の温度が６０℃になるように調節し、
　　 その状態を６時間持続させます。
　　 この間、室内は高温多湿状態となりますが、必要に応じて床に十分散水し湿度を保ちます。
　　 これにより、堆肥に再度均一な発酵を行うのと同時に低温殺菌ができ、栽培舎の消毒も行えます。
　　 堆肥の表面が過乾燥な状況になる様なら、軽く散水します。
　　 また、室温を均一にする為に扇風機（一般家庭用）を間接的に使用します。
　　 その後、堆肥の温度を４５℃～５５℃に保ち、4日間経過させて堆肥内の微生物の増殖を
　　 はかり、余分なアンモニアを放出して堆肥を熟成させます。

二次発酵（後発酵）後のワラの表面に微生物が増殖している様子

(上の写真の微生物とは、放線菌・糸状菌・細菌の事です。）

⑦　その後、換気扇等を用いて接種準備の為に堆肥温度を２４℃～２５℃に下げます。

二次発酵（後発酵）中の様子



２．　種菌の植え付けと培養

①　堆肥温度が２５℃以下になったら、種菌の植え付けを行います。
　　 種菌を開封前にほぐしてから、清潔な紙またはプラスチックコップ等の容器にあらかじめ
　　 分けておきます。接種量の目安はコンテナ（容器）１個に種菌を約２５０ｃｃ使用します。
　　 そして、堆肥の乾燥防止の為、空容器（コンテナ等）の内側の側面に下部５㎝位を除いて
　　 ビニールを張っておきます。（堆肥を移し入れる直前のコンテナに順次行っていきます。）

（弊社の穀粒種菌　　3,000cc/袋　2袋使用）

空容器を用意します 種菌を分けておきます

②　種菌の植え付け時は、清潔を保つ為にアルコール等で消毒しやすい手袋、容器を消毒して行います。
　　 空容器（堆肥を詰めた容器と同容器）に、堆肥をほぐしながら移し種菌を植え付けます。
　　 表面は軽く押える程度で強く押えつけないようにし、最後に種菌を表面にまき軽く押さえておきます。

堆肥をほぐします 種菌を植え付けて混ぜます

平らに整えます 上部表面にも種菌をまきます



③　堆肥の温度が２４℃前後になるようにし、栽培舎の湿度も６５％～７５％位で培養します。
　　 この時、保湿、保温、雑菌を防ぐ事と、ＣＯ₂（二酸化炭素）濃度を高める為に表面を透明な
　　 有孔ビニールで覆います。植え付けをした容器は地面に直に置かず通気のあるコンテナ
　　 等の上に設置して培養します。

　　　　　種菌の培養開始時の様子

　　　堆肥への菌糸の伸長の様子 表面上部の菌糸の状態

横から見た菌糸の状態 横から見た菌糸の状態

　　　　　種菌からの発菌の様子



３．覆土の準備と作り方

①　室の温度によりますが、白色の菌糸が堆肥全体に伸長したら園芸用の赤玉土の中粒に
　　 炭酸カルシウムまたは消石灰を混ぜ水を加えて準備しておきます。（目安として市販の
　　 赤玉土（中粒）１４ℓに炭酸カルシウム２００ｇまたは消石灰１６０ｇ、水３ℓ）

◎　覆土の調整

稲わら（２００㎏×覆土厚み3㎝）の配合例

※ｐH7.0～7.5になるようにしてください。

154ℓ
2.5ℓ

原　料

33ℓ

赤玉（中粒）
炭酸カルシウム

水

重　量 容　量
99㎏
2.2㎏
33㎏



②　覆土直前に堆肥表面を上からコテ等で押さえて平らにし、堆肥の厚さを１８㎝～２０㎝
　　 程度にします。
　　 その上に準備した赤玉土を堆肥表面に厚さ3㎝程に平らに覆土します。
　　 ※ここでは高さ3㎝のリングを用意して作業をしています。

　　　　堆肥表面を押え平らに

　　　　　　　リングを取り外す

　　　　　覆土作業完了の様子

③　覆土完了後は、室温を23～25℃に保ち、湿度は80～85%にします。
 　　また、覆土が乾燥してくる様であれば、噴霧器で覆土が濡れる程度に散水管理します。

　　　　覆土表面を平らに整える

　　　　リングの高さを目安に覆土



４．　発生の準備

①　菌糸が覆土表面の全体に伸長してきたら、キノコを発生させる準備に入ります。

横から見た菌糸 全体を見た写真

②　換気扇を作動させて換気口から室内に外気（新鮮な空気）を取り入れ、室温が１５℃（適温）
　　 になる様に３～４日位かけて室温を徐々に下げます。（発生温度範囲は1３～1８℃）
　　 室の湿度は８０％～８５％に維持します。(ここでは、遠心加湿を使用し調整しています。）
　　 また、床や壁に散水して保湿を補います。（換気扇や加湿器にタイマーを付けると、室温と
　　 湿度の調整がしやすいです。）
　　 室温や湿度を均一にする為、扇風機を24時間作動させます。

　　 この状態を維持すると粒状の白い塊（ピンヘッド）が発生してきます。この一部が成長して
　　 キノコとなります。
　　 ピンヘッドが発生するまで覆土が乾燥しない様に散水管理をしていきます。
　　 散水は覆土が湿る程度にし、堆肥にまで水が浸みこまない様にしてください。
　　 しかし, ピンヘッドができてきたら小豆粒位になるまで散水を控えます。

覆土表面に菌糸が伸びた状態

もうすぐ収穫ピンヘッドから小豆粒になる様子

全体の写真



５．　収穫

①　マッシュルームのピンヘッドが形成されて大きく成長し、傘の裏の膜が巻き込んでいる
　　 状態の時に収穫します。
　　 収穫方法は、傘を軽くつまんでねじる様な感じで少し倒すようにすると簡単に採れます。
　　 収穫後は散水管理をしますが、まだ生育途中のキノコがある場合は、キノコに直接水が
　　 かからない様にします。　(キノコに水が直接かかると変色して病気になりやすいです。）

つまんで

柄をカットする

②　収穫期間は約９０日（3ヶ月）位ですが、収穫数量は段々と少なくなり長くて１２０日（4ヶ月）位
　　 となります。室温によって異なりますが、発生周期はおよそ７日～１０日位の間隔になります。

　　　　　発生初期の頃の様子

６．　終了
収穫の終わった廃床は、農作物に施すと速効性のあるよい有機肥料になります。

ねじる

　　　発生から約３ヵ月経過後の様子


