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福井県の伝統工芸のひとつ、越前和紙。名前を知ってはいても、そのスゴさは意外と知られ
ていないのでは？越前和紙の歴史をひもといてみると、織田信長や豊臣秀吉といった武将から、
横山大観や平山郁夫など日本を代表する画家たちとつながっているから驚き！ 
郷土の誇り、越前和紙をもっと知って、みんなに自慢しちゃおう。 

本誌掲載記事などは、自主取材のほか、原著作権者の許諾を得て掲載しております。いずれも無断転載はできません。 

思い出のモノローグ 

　　[撮影：長 賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー]
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本誌は、古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

流域の皆さんの川へのさまざまな想いをまとめてみました。 

 白山地区はほっとするくらい美しい場所で、走りながらつ
いつい目が奪われました。目印がないから迷わないでと言わ
れましたが余計なものが目に入らない自然の美しさに癒され
てきました。　　　　　　　　　　　　　　　 （鍋屋　祥代） 

 
 長い歴史を持つ伝統工芸の世界はやっぱり奥が深くていいですね～。カッパも久し
ぶりに和紙で手紙を書いてみようかな、なんて思いました。毛筆でサラサラと。かっ
こいい! ところで、カッパはいつ国宝になれるのでしょうか…。  

（カッパ／坂口　よし子） 
 

　紙漉きが何故、冬の風物詩なのか、分かっていただけたでしょうか？（えっ、分か
らないって?!ヒントはとろろあおいですよ）寒い季節に冷たい水で作業するなんて、
考えただけでも大変。横に置いたお湯で手を温めながら作業するためか、職人さんの
手は、赤くプックリとしていました。この手から作られるのか思うと、和紙は温かい
人間味がある紙だなぁと、つくづく感じました。　　　　　　　　　（谷川　みどり） 
 
　取材に行った先々では、皆さんお忙しいにもかかわらず、丁寧にたくさんのことを
教えてくださいました。福井は自然も豊かですが、その自然の中で育った方々や、自
然に魅了された方々の心も豊かなんだなぁと感じました。自然の大切さを改めて教え
ていただいた皆様に心から感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　（小林　桂子） 

▲ハッチョウトンボみつけたよ 

 
 
  
　昨年11月に行われた「第41回全国
野生生物保護実績発表大会」で、林野
庁長官賞を受賞した武生第五中学校。

白山地区の生物調査や育成に関する活
動が評価されました。活動は2004年
から総合学習の時間を利用して行われ、
希少生物の生息状況の調査や、希少植
物であるミズトンボやオオニガナを、
根から取りだし移植するなどの植物保護、
とテーマを設けて活動してきました。 
　今年度は、かつて白山地区に飛来し
ていたコウノトリを呼び戻そうと計画。
えさとなる生物を増やすために白山小
学校と連携して冬の間も水を張ったま
まの「冬水たんぼ」を作ったり、川と

たんぼを繋ぐ魚道を設置しました。まだ十分な結果は出ていないそう
ですが、初めての冬を越えて春以降変化があるのでは、と期待してい
るそうです。この活動を通して生
徒の中からは、「改めて白山の自然
の豊かさ、大切さを感じた」「白山
に生まれてよかった」という声も
聞かれ、守り伝えていこうという
意識も強まっているようです。生
徒達の心に芽生えた思いと今後の
活動に期待したいですね。 

▲こんな大きなバッタがいることも！ 

福井県立図書館 
〒918-8113 福井市下馬町51-11 
TEL 0776-33-8860 
開館時間：平日9：00～19：00 
　　　　　土･日･祝9：00～18：00 
休館日はHPなどで確認してください。 
HP：http://www.library.pref.fukui.jp/

 
 
 

　趣味は登山です。３千メートル級の山か
らの下りでは、山頂の涸れた沢が平野の広い流れになるまでひたすら川
を横目に歩くことになります。急峻な下山路で、川は時に唯一の道とな
り、また別の場所ではのどを潤す貴重な水場となり、一雨降ればその流
れは激しい素顔をむきだしにします。そして自宅にもどり、水道をひね
れば山の中とはまるっきりちがう姿をみせる「水」･ ･ ･。年に一度の山
行きは、自然の恵みである水のありのままの姿を目にする貴重なひと時
となっています。　　　　　　　　　　　　　　　 （福井市／すぎまる） 

 
 
 
　野球ができる広場と家の近くの川。それが子どもの頃の遊び場でした。
洗濯の排水が流れる自宅裏の用水からミミズを取り、釣り竿片手に川に
向かいます。狙いはフナやコイ。彼らは釣具店で販売されているエサよ
りもミミズを好みます。素足で川に入り、針を落とすポイントを探して
いると･ ･ ･、危ない！橋脚付近の少し深い場所に魚はいるのですが、一
歩間違えると深みにはまってしまいます。川は子どもに様々な知恵を授
ける場所です。魚を釣るための工夫、水面の色から危険を見抜く能力。
川に出かけてみよう。自然の中の先生に教えてもらうことも多いはず。 

（福井市／tomo‐zoo） 

▲魚道を作って田んぼに生物を呼ぼう！ 

しら やま 

　足羽川の南側に位置する、福井市下馬町
の福井県立図書館へ訪れたことがある人は
多いでしょう。暖かな春になったら、借り
た本を、図書館の外で読んでみてはいかが？ 
実は、図書館の建物の屋外は、知る人ぞ知る、
とっても素敵な場所です。小山や坂など、
起伏に富んだ広い敷地は芝生に覆われ、遊
歩道に沿うようにして、ところどころにベ
ンチが設置されています。建物に面したと
ころには池があり、アメンボやおたまじゃ

くしが見られることもありますよ。遊具は何もないけれど、思いっきり駆け
回れる広さに子どもは、それだけで気分が解放され
るよう！　時には、ベンチや木陰で本を読んでみると、
いつもと違った気分で本の世界に入っていけるかも
しれません。詩集を片手に、木々の間を散策という
のもいいですね。一度足を運んだら、きっとお気に
入りの場所になると思いますよ。 

▲空と芝のコントラストに、心も開放開放 ▲空と芝のコントラストに、心も開放 

水辺の校歌♪ 

写真提供／スタジオ ヤマシタ 

　各校の校歌には、自然豊かな里、山、川がうたわれ、自然環境の大切さを忘れないように
との思いが強く感じられます。自然と人との共生を願い、川をうたっている校歌を紹介する
シリーズが、今号から新しくスタートしました！ 

～森田小学校（福井市）～ 

　第１回は、まさに目の前に九頭竜川を望む森田小学校です。マラソンやお祭りなどで川原に出かけ
ることも多く、子どもたちにとっても九頭竜川はなじみ深い川です。 
　作詞は、福井市長や参議院議員を務められ、九頭竜川、日
野川、足羽川の治水事業に貢献された、故 熊谷太三郎氏。学
校やその周辺地域が、これまで水害や地震に巻き込まれな
がらも、試練を乗り越えてきたことをうたっている歌詞から、
校歌を通して郷土の歴史や自然の大切さを学んでいるそう
です。教室からは、川の四季の移り変わりを望むことができ、
窓から見える景色も、校歌と共に代々と受け継がれています。 

～白山地区の美しさを守り、伝える～ 
越前市　武生第五中学校 
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工場敷地内にある4つの井戸で
隣接する川と日野山から源水
を供給し、貯水槽に貯めておく。 

処理をした際に出てくる小豆
色のスラッジというものが帯状
になって出てくる。スラッジは
焼却され、スラッジと分離され
た排水は工場で再利用される。 

薬品で沈殿物を凝固
させ、脱水処理をする。 

使用済みの水は工場内のタン
クに集められる。 

 全国に数ある和紙の産地の中でも、1500年もの長い歴史をもつ越前和紙は、昔から公家の公文書や、日本画などの芸術作品と
して使用され、その高い品質と技術が評価されています。越前和紙の里として知られる旧今立町の、不老、大滝、岩本、新在家、
定友の５つの集落は、五箇地区と呼ばれ、地区を流れる岡太川に沿って、今も多くの和紙業者が軒を並べています。この地域で、
紙漉き産業が今日まで受け継がれてきた背景には、水との深い関係があるようです。 

取材協力／紙の文化博物館 

お い ず  

ご 　 か  

おか もと 

みくまりのかみ いまきのてひと 

はん さつ 

じん  ぴ 

▲ 楮 ▲ 楮 

▲ 受賞作「糸、つながり」 

1 皮をはぐ 

２ 白皮を煮る 

３ 塵をとる 

４ 煮た皮をたたく 

５ ねり 

６ 紙を漉く 

７ 圧搾する 

８ 乾かす 

◎和紙の原料 
　楮、三椏、雁皮、麻などが代表的。 
 
 

原料を蒸気で蒸し、熱いうちに冷水をかけて皮をはぐ。 

★洋紙は植物の木質繊維（枝の内部）を用いるのに対して、

　和紙は皮の繊維（靭皮）を用いる。 

 
 

紙に有害なものを取り除き、繊維をほぐれやすくするため、

草木からとった灰汁やソーダ灰などで1～2時間煮る。 

 

 

灰汁を水で洗い流し、さらに、流水

で洗いながら、細かい塵や汚れを取

り除く。 

　　　　　　 

 

 

叩いて繊維を解きほぐす。叩いた皮

をきれいな水の中で洗い、でんぷん

質などの不純物を流す。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 

 

とろろあおいの根の部分を臼でついて、粘液『ねり』を採る。 

＊『ねり』は、漉舟の中の原料が早く沈まないよう浮遊度を

高める働き、漉簀の上に長くとどまる

ようにする働きがある。さらに、漉きあ

げて重ねた紙が、乾燥してもくっつか

ないなど、不思議な性質を持っている。 

 

 

 

 

 

紙の漉き方には、『流し漉き』と『溜め漉き』がある。 

『流し漉き』･･･竹簀を張った漉桁で

紙料を汲み上げては前後左右にゆす

る。汲んでは揺すり、紙の厚さや風合

いを決める。奈良時代の終わりから

平安時代の初めに、ねりの発見とと

もに開発された日本独特の漉き方。 

『溜め漉き』･･･金網を張った桁の上に紙料を1回ですくい

上げ、桁を水平にして前後左右に細かく揺り動かして漉く。

卒業証書や証券など、透かしの技法にも利用される漉き方。

古代中国から伝わった。 

 

 

漉き重ねた紙は、一晩水切り

した後、天秤を利用し、石の

重みをかけて徐々に圧力を加

えて水分をしぼる。 

 

 

紙を1枚ずつ干し板にハケで

貼り付けて乾かす。 

すき  す 

こうぞ みつまた がん  ぴ 

たけ  す す  げた 

　越前和紙と言えば、岡太神社・大瀧神社なくては語れません。この神社には、全国唯一の紙漉きの神様「川

上御前」がまつられています。今から1500年ほど昔に、大滝町の岡太川の上流に美しい姫（川上御前）が

現れて、「田畑の少ないこの里は清らかな水に恵まれているから、紙漉きをして生計をたてよ」と、紙漉きの

技を伝授したという伝説が残っています。水をつかさどる水分神と継体天皇の時代に渡来した今来才伎が

融合した技術神とも言われています。 

　現在残っている最古の紙は702年のものですが、古文書など紙は水で溶かしてリサイクルされてしまう（そ

んな昔から紙のリサイクルがあったことも驚きですね！）ので、ひょっとしたら、もっと昔から紙漉きの文化が

あったかもしれません。紙漉きの歴史で最も古いのは越前で、越前から全国へ広まったという説もあります。 

 

 

 

 江戸時代 （1661年）、福井藩は「藩札」を発行しました。これが日本で初め

ての紙幣といわれていて、その用紙には、越前和紙が使われていました。また、

明治元年、明治政府が発行した「太政官金札」にも越前和紙が使われ、日本で

最初の全国に通用する紙幣として、現在の紙幣のもとになっています。第二次

世界大戦中は、大蔵省印刷局の抄紙工場が、ひととき五箇地区に建設されてい

たこともあり、当時の百円、千円札を漉いていました。越前和紙の里は、まさに“お

札のふる里”なんです！ 

 

 

 

 

　和紙にはいろいろな種類があり、用途に応じて使い分けられています。そして、

実に様々なところで越前和紙は活躍しています。記憶に新しいところでは、皇

室の愛子様や悠仁様の命名の儀で使用されたのも越前和紙で、大高檀紙と呼

ばれるものでした。檀紙とは、昔から公家で使う紙と言われていたものです。毎

年一月に行なわれる歌会始で使われる紙も越前和紙です。 

　また、画壇でも支持され、多くの日本を代表する画家から、注文を受けてい

ます。横山大観や平山郁夫が使用するのは麻紙と呼ばれ、原料に麻を使った

強度に優れた和紙で、名高い紙漉き職人の手によって漉かれたものが使用さ

れています。 

　一般的に使用される物では、証券や株券、結納包みから襖紙まで幅広く、平

成11年の地域振興券も県内全域をはじめ、多くの地域のものを手がけました。 

 

 

 

 平成元年 を記念して完成した世界最大の手漉き和紙「平成大紙」

は、7.1ｍ×4.3mもあります。18畳以上もある大きな漉桁を、地元

の和紙職人12人が息を合わせて漉きました。20枚漉いたうち、ス

ペインの芸術家ハビエル・マリスカル（バルセロナオリンピックの

マスコットキャラクターを手がけたことで有名）が描いた絵が、『紙

の文化博物館』に展示されています。偉大な作品は、見ごたえあり！ 

 

 

 

 

　戦国時代、織田信長による一向一揆の制圧で、紙漉き職人の組織の中核を担っていた大滝寺は焼き討ち

に遭いますが、紙漉き職人は助けられたという歴史が残っています。それほどまでに、貴重な技術を持って

いたということでしょう。その後、越前和紙の品質を認める奉書紙には印章が捺されるようになり、越前和

紙のブランド性を確固たるものにしていきます。印章には、織田信長をはじめ、豊臣秀吉や徳川家のものも

あり、幕府の御用達とされていたことがうかがえます。 

 

 

  五箇地区では、毎年5月３～5日に、『紙祖神 岡太神社・大瀧神社 春季例大祭』（県無形民俗文化財指定）が行わ
れています。山の上にある神社の奥の院から、ご神体の川上御前を御輿で里宮にお迎えして、五箇地区の神社５ヶ所を
回る御輿渡りなどが行われます。 

おお たか だん  し 

ふすま 

◆和紙漉きの工程◆ ◆和紙漉きの工程◆ 

 
 
 
 
　地元越前市の小学校では、自分たちの卒業証書を自分たちの
手で漉いて作っていて、今年度も含めると4740名の児童が思い
出深い卒業証書を手に巣立っています。昭和55年度に旧今立町
の岡本小学校でスタートし、町内の小学校で取り組まれたもので
すが、今年は旧武生市の
４校も加わりました。 
　今後も更に各学校に
広がる予定。和紙の里で
育ったことがいつまで
も心に刻まれる…素敵
なことですね。 

機械による紙漉き 

 水の恵みを受けて受け継がれてきた伝統産業の和紙。緊密性や大量生産といった利点
から近年では機械漉きの和紙も生産されてきていますが、手漉きであれ、機械漉きであれ
紙漉きは水が命です。紙漉きの歴史や工程とともに使用後の水のゆくえも気になりますね。
いったいどのように処理されているのでしょうか。越前市にある「梅田和紙株式会社火打ヶ
端工場」で排水処理について伺ってきました。 

 本来な らば川に流れたはずの沈殿物が、このようにして焼却処理されていき一部の水
もまた再利用されていきます。越前市(旧今立町)の和紙業者の多くはこのような排水処
理をしているそうですが、そのための設備投資はかなりの経済的負担もあるようです。そ
れでも「川かみにいる人は川しもにいる人のことを忘れたらあかんから」と最後に梅田修
二社長はおっしゃっていました。 

薬品を投入して、PH
調整計でPHをコント
ロールしながらポンプ
を通して処理槽に送ら
れる。 

工場地下のパイプ
を通って屋外のタ
ンクに溜まる。濃
縮された沈殿物が
10分おきに排出
され、沈殿物を含
まない水は川に戻
る。 

　現在、三郎丸地区では、日野川と足羽川の流れをよくする
工事を実施しています。 
　なお、護岸には環境に配慮し、植生が生育しやすいタイプ
を採用しています。 

　福井河川国道事務所では、昭和５３年から日野川五大引堤事業として、九頭竜川合流点より５地区で川幅を広げる工事を進めています。現在、大
安寺地区、安竹地区が完成しています。 
 「福井豪雨」災害の再発防止のため、福井県が整備する足羽川と合わせて、日野川の深谷地区と三郎丸地区が激甚災害特別緊急事業に採択され、
日野川の川幅を広げることにより足羽川の洪水時の流れを良くします。深谷地区は平成１９年３月末に完成予定であり、三郎丸地区においても平
成20年３月末までに完成目標で進めています。 
　また、残る下市地区についても平成２４年完成目標で工事を進めています。 

▲ 流し漉き ▲ 流し漉き 

あっ  さく あっ  さく 

 
 
 
 

 今立の和紙産業は商業と しての土台が全国的にも高く、受け入れ態
勢が成り立っており、特に関西方面から紙漉きの修行に来ている人た
ちがとても多いのです。２年前から岩本町の和紙職人のもとで手漉き
和紙の修行をしている妹尾直子さんもそのひとり。もともとは京都造
形芸大で洋画を専攻していましたが、油がどうも性に合わないと、洋画
から木版画に転換。そこで素材である和紙に関心を持ったそうです。紙
漉きの職人になりたいと徳島、高知、島根、岐阜、東京…全国の和紙産

地を巡った末に今立にやってきた妹尾さん。そのバイタリティーはすごい! 仕事で紙漉きに
精を出す傍らで和紙を使った作品づくりにも挑戦。昨年の「第
25回今立現代美術紙展」では 氏賞を受賞。定期的に習字を
習いに京都に帰るほど書道も大好きだそうで、受賞作品は
和紙と書が絡まりあったものになっています。8月末からは
京都のギャラリーで県外から和紙修行でやってきた仲間た
ちでグループ展を開く予定があります。毎日触れているから
こそ伝えられる和紙らしくない、和紙の作品をつくり、驚き
と意外性を提示してみたいとか。 
 「山が多く、山が雪を蓄えて、雪
解け水が川に流れ、その水が引き
締まった紙をつくる。和紙をつく
るのにとってもいい環境ですよ」
と語る妹尾さん。これからも縁あっ
て出会った地で紙漉きにたずさわっ
ていきたいそうです。 

アイ 

� �　
　
�A A'掘削して川幅を広げます 

掘削したところに護岸を設置して堤防を守ります 


