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暮らしの中の阿波和紙 現代生活に阿 波和紙はマッチするんじょ！
　阿波和紙の魅力は、洋紙と違って一
枚一枚に豊かな表情があることです。
　日本の美学と伝統が育んできた和紙
は、原料や厚み、手法によって無限の魅
力が引き出されます。
　また光と空気を通す和紙は古くから障
子紙として私たちの暮らしの中に使用さ
れていましたが、現在は新しいデザインで
照明器具や壁紙に使用され、モダンな
住空間を演出しています。
　昔も今も変わらないこと。それは和紙
の持つ暖かさや柔らかい光が、いつの時
代も人の心を和ませてくれることです。

手すき和紙は洋紙よりも保存性が強く、破れにくい特質
があります。実際に奈良の正倉院には大宝2年（702
年）の美濃・筑前・豊前で作られた戸籍に使われた和紙
が残されていて、和紙の保存性がいかに優れているかを
証明しています。
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阿波和紙ができるまで　和紙はこうやってつくるんじょ
和紙原料の種類
　古くから和紙の原料は、楮（こうぞ）、みつまた、雁皮（が
んぴ）の靭皮（植物の外皮の下にある柔らかな内皮）繊
維を中心に使われてきました。
　それぞれに優れた特質があり、いずれも繊維が長く強
靱で、光沢があり、和紙の特徴である薄くて強い性質を
持っています。
 これ以外に、麻、桑、竹なども原料として使われ、書道用
紙には木材パルプ、藁（わら）なども使われています。
　最近では、野菜、野草、土などを入れて美術用、工芸用
和紙を漉くこともあります。

楮（こうぞ） 三椏（みつまた）

雁皮（がんぴ）

楮はクワ科の落葉低木で、成木は3メート
ル余りになる。繊維は太くて長く強いの
で、障子紙、表具用紙、美術紙など原料と
して最も多く使用されている。阿波和紙は
徳島県から高知県境に栽培されている黒
皮を使用している。

三椏はジンチョウゲ科の低木植物で、枝
分かれの状態がほとんど三つになってい
る。成木は2メートル余りになり、苗を植え
てから三年ごとに収穫できる。繊維は柔
軟で細くて光沢があり、紙の表面がなめら
かで上品な印象を持つ。日本銀行券（お
札）の原料として使用されている。

雁皮はジンチョウゲ科の低木植物で、成
木は2メートル余りになる。生育が遅く栽
培が難しいので、自生している雁皮を生
剥ぎにして捕獲する。楮の強さと三椏の
光沢感を兼ね備え、繊維が細く短いため
に半透明で光沢のある紙が漉ける。虫が
つきにくいため、文化財の補修にも使用さ
れている。

❺打解（だかい）
たたき棒で板の上にのせた束をたたいて、繊維を一本
ずつばらばらにする。現在では機械を使用して繊維を
水中に遊離分散している。

❻紙漉（かみすき）～「流し漉き」と「溜め漉き」～
流し漉きには「掛け流し」、「調子」、「捨て水」の三つの
工程がある。漉き上がったら、桁から簀をはずして紙床
板（しといた）に手前から向こうへ剥がして積んでいく。

❼圧搾（あっさく）
湿った紙を重ねてできた「紙床（しと）」を一晩置いて自
然に水を流した後、板ではさみ圧縮機で、紙の層を傷
めないように次第に強く、6時間余りかけて圧縮する。

❽板張り～乾燥
一枚ずつ干板に張りつけ天日で乾かしたり、乾燥機で
乾かす。仕上がった紙は用途により「ドーサ」、「こんに
ゃく」、「柿渋」等を塗ったり、さまざまな加工が施される。

手漉き壁紙
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❶黒皮の収穫
楮は落葉した後11月か12月に収穫され、四尺（1.2メ
ートル）に切りそろえられる。剥がされた黒皮は束にし
て風通しの良い所で乾燥させる。

❷皮剥ぎ
数時間から一晩水に漬けて柔らかくなった皮を、ナイ
フで青皮を削り取る。出来上がった白皮は、乾燥させ
て冷暗所に保管する。

❸原料の煮熟（しゃじゅく）
保存してあった楮を水に漬けて柔らかくし、アルカリ液
で煮る。煮沸後2時間位で、指で引っ張ってちぎれる
ようになったかどうか検査する。

❹ちり取り
煮熱完了後、一昼夜放置し蒸らす。その後、流水に
入れてあく抜きをし、非繊維物質を取る。次に水中に
かごを入れて丁寧にちりを取る。

簀桁（すけた）
手漉き和紙は簀桁（すけた）という用具を使って作
られる。簀桁は竹ひご、萱ひごを使って編まれた簀
に桁を取り付けたもので、漉く紙の種類によって
竹ひごの太さは異なる。桁はひのき材を使い狂い
が生じないように、また原料をくみ込んだときに水
平になるように、わずかに山形に湾曲させて作ら
れている。上桁と下桁で簀を鋏み込み使用する。



和紙のいろいろ 紙にはよ～け 種類があるんでよ！

手漉き和紙
昔ながらの「流し漉き」と「溜め漉き」の技法を使って、職人
が一枚一枚丁寧に漉いている。「耳」と呼ばれる、手漉き
ならではのランダムな四方を生かしてさまざまな製品に用い
られている。

藍染和紙
藍染めは人工的な染料と違って、藍一色でその濃度を変
えることによって柄を作り出していく。藍液に浸す時間や回
数によって色が微妙に変化することから、熟練した職人の
技を要する。

加工紙
後染めした和紙に、にじみ止めのコーティング剤を施す
「ドーサ引き」や耐水性を持たせる「こんにゃく引き」、和紙
を二枚に貼り合わせて強度を持たせる「貼り合わせ」をして
制作する。

染紙
出来上がった和紙を後から染める「後染め」の技法の中に
「揉み染め」や「板締め染め」「雪花染め」「藍染め」などが
あり、それぞれの染めに豊かな表情を持つ。

透かし入り
道具に型紙を貼るとその部分だけ薄くなり、透かし模様と
なる技法を用いて、ロゴやトレードマークなどをはがき・便箋
に入れたり、校章を卒業証書に入れたりして使用される。

漉き込み
和紙の主な原料以外に麻や木材パルプなどを混ぜた
り、透かし模様を入れたりして、違った風合いを持つ紙
は、阿波和紙の特徴の一つとしてさまざまな試みが行わ
れている。

実際に阿波手漉き和紙と、いつも使っている洋紙に同じペンで字を書いて
その違いを実験してみよう。

あわっ子
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Q紙によってどれだけ字が
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和紙 コピー用紙
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阿波和紙の魅力を発見 いっしょに阿波 和紙を漉きにいけへんで？！

　館内は「作業スペース」「体験実習スペー
ス」「展示・多目的ホール」「ミュージアムショッ
プ」があり、年間を通して多くの人が訪れます。
特に体験学習スペースでは、小学生から大人
まで、たくさんの人が実際に手漉き体験をして、
ハガキや半紙を制作することができます。

す

阿波和紙伝統産業会館 開館時間 午前9:00～午後5:00

休館日 毎週月曜日（祝祭日の場合は火曜日）

入館料 一般300円/学生200円/小中学生　150円

 20名以上の団体になると、それぞれ2割引になります

住所 徳島県吉野川市山川町川東141 tel.0883-42-6120 

展示について 基本的に、1～2ヶ月で展示の内容を入れ替えています。

あわっ子手漉き和紙体験レポート
 「ハガキができるまで！」
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係の人の説明を聞きながらスター
ト！まずは漉き桁（けた）に漉き簀
（す）を入れて親指で枠をしっかり
押さえて持ちます。

好みのクッキーの型を置いて色水
を流して行く。水が引いたら型がは
がれやすくなるように切り離すよう
に周りを抑える。

色染めしたこうぞ100％の原料を
ちぎって絵柄を描く。ぼかしたい所
に色水を流したらデザイン終了。

桁からゆっくり簀を外して、絵付け
側を下になるように乾燥機の上に
置く。水分を吸収させるために1往
復、巻き簀を外して2往復させる。

ローラで表面を平らにし、でこぼこ
にならないように周辺にのりを塗っ
てから蒸気で15～20分乾燥させ
たら完成！

楮（こうぞ）と木材パルプを調合した原料
を水で溶かした液体に漉き桁を入れて向
こうから手前に水を切るようにすくい、揺す
りながら表面を平らにする。2～3回、好み
の厚さに漉き、枠をはみ出た部分を縦にち
ぎるように取って四方を整える。

思ったよりも難しかった。
でも家族みんなで何かを
作るのは楽しいですね。
今度はデザインを考えて
から挑戦します。

楽しかった！最初はひよこを作っていたけど、
同じ黃色なのでひまわりに変えました。宝物
ができたので家に帰って机の前に飾ります。

娘の方が私よりも手早くて上手に作れてい
たのでびっくり！子どもの成長を見ることが
できて嬉しかったです。
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阿波和紙とは 時代とともに受け 継がれてきたんでよ

織り始め式

和紙を板に張って天日乾燥

紙漉きの様子

原料の叩解（こうかい）

昭和30年ごろの工場の様子

楮の枝から皮を剥く

「平成の大嘗祭に伴う貢進」山崎忌部神社から運ばれる大嘗祭用のあらたえ

あらたえという麻の織物

 和紙を作るには、たくさんのきれいな水が必要で、昔から、
川があり、付近の山に原材料となる植物（楮、三椏、雁皮
など）が沢山ある所で、紙漉きが始められました。
 明治時代には、徳島県でも紙を漉く家が500軒ほどあ
り、そのうち200軒が吉野川市（旧麻植郡）山川町にあり
ました。

あわっ子
MEMO

　阿波和紙は、古語拾遺（こご
しゅうい）（807年）に、神代の時
代(今から1300年ほど前)に阿波
の国では忌部族（いんべぞく）と
いう朝廷に仕えていた人たちが、
現在の徳島県吉野川市山川町
の地に入り、麻や楮を植えて紙や
布の製造を盛んにおこなったとい
う記録があります。和紙の生産は
西暦650年ごろから始まったので

はないかといわれています。
　この地方を麻植（おえ）（現：吉
野川市）と呼ぶのも、その忌部
族が麻や楮を植えたことに始ま
るといわれています。
　以来、忌部族の始祖天日鷲
命（あまのひわしのみこと）を紙
の始祖神として崇め祭ることに
より、その技術が伝承され現在
に至っています。

　また、阿波和紙は、江戸時代
には阿波藩の藩札や奉書、仙
画紙などの御用紙の他、特産の
藍を使った藍染和紙により全国
にその名が知られ、明治２３年に
はパリ万国博へ出品されるなど、
時代と共に暮らしの中へしっかり
と根を下ろし、紙漉戸数も明治
の最盛期には吉野川流域に
500戸を数え、特に川田川流域
には200戸ほどの紙漉戸数が
あったといわれています。
　昭和51年（1976年）に経済
産業省の伝統的工芸品に指定
され、現在は阿波和紙伝統産業
会館において、伝統を守りながら
常に新しい挑戦を続け、現代の
生活空間や若者に新鮮な感性
を届ける和紙作りが行われてい
ます。
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