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世界中で使われている 

世界の古代紙の伝播図 

Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft.  

by Dard Hunter,１９４７ より 



ダード・ハンターの残した空白エリアでの 

フィールド調査 ～２００２ 

  2002年までのフィールド調査の多くは、国際交流基金アジアセンターの     

  助成で行われた。 

 成果品として….. 

 『アジアにおける歴史的文書史料の修復保存総合調査第2回報告書』
(1998年) 

 『季刊和紙』17号（1999年）「ベトナムのモーは魔法か？ 雲南手漉き紀
行」、 

 『季刊和紙』19号（2000年）「インドネシアの幻の紙ダルアン」、 

 『ベトナム中南部における少数民族歴史文書現地調査』(2001年) 

 『ACADEMIA』No.71号(2001年)「ヴェトナム・チャンパ王国と歴史文
書」 

 『吉備国際大学社会学部研究紀要』12号（2002年）「ヴェトナムにおける
チャム、ラグライ族の伝統文書と製紙技術」 など 

 



インドネシアにおける樹皮紙 

フィールド調査  2003～ 

 



Ｄａｌｕｗａｎｇ(Jawa） 



影絵絵巻Wayang Beber(Jawa) 



Ulantaga(Bali） 



Local Beaten Bark Beaters  

in Indonesia 
(樹皮を叩き延ばす道具） 



Fuya(Central Sulawesi） 



Beaten Bark Culture  

in Indonesia 
Fuya(C.Sulawesi) Daluwang(Jawa) Ulantaga(Bali) 



樹皮紙はインドネシア固有では 

なく、世界各地に？ 



樹皮紙は「紙」の源流である、という確信を 

抱かせたリンテル２４のレリーフ 
（マヤ・ヤシュチラン遺跡） 

2007年10月5日神戸市立博物館「インカ・マヤ展」にて撮影 



世界に広がる樹皮布/樹皮紙文化  

by Henry M. Leppard(edi.), 1961 The Univ. of Chicago 



新石器時代に起源が… 

Baton type Beater 
＜Upper：Taiwan (左：5500years B.P.）、Lower：Mexico＞ 



遺跡から見つかった  

Racket type Beater 

<Upper: Mexico, Lower: C. Sulawesi>  



Taiwan was the Homeland of 

Austronesian? 

 



Challenges to Reconstruction  

in Taiwan 



紙とは、何か？ 

 世界の「紙の定義」はISO(4046)やJIS( P 0001 /4004)で規定され
ている。 

 1998年以前のJIS定義は、「水中に拡散させた繊維状物質を、物質自
身の結合（自己接着）によって結合させて、薄いシート状にしたもの」だっ
た。現在は、「 植物繊維その他の繊維をこう（膠）着させて製造したもの。
なお，広義には，素材として合成高分子物質を用いて製造した合成紙の
ほか，繊維状無機材料を配合した紙も含む」となった。 

 上記の定義で製作された「紙」は、英語でTrue Paperと称され、今のと
ころその種の最古の痕跡は、紀元前3世紀頃のものとされ、パピルス全
盛期よりもかなり新しい。True Paperとされる技法には、澆紙技法
（pour method）、抄紙技法(dip method)が知られるが、それ以前に
「紙」はなかったのか？  そのような疑問を持ち続けた。。。 

 

 手に取って調べた樹皮紙の美しさ。 殊に、「透かし模様water mrk」を
加工できるレベルは世界最高の和紙と同等か勝る。 

 

 

  

 



左上：澆紙技法（pour method） 

左下：抄紙技法(dip method)/右：ベトナム龍騰紙 



樹皮紙Beaten Bark Paper（叩き延ばす技法） 

左：Wayang Beber 

 



Fuya making in C.Sulawesi 



西洋紙の透かしWater-mark 



考古学者、民族植物学者、現地博物館スタッフ、
樹皮紙アーティスト、ペーパーコンサバターらに
よる中央スラウェシ合同調査（2008年7月） 



新石器時代からの樹皮布/樹皮紙を 

インドネシア・中央スラウェシに訪ねて 



中央スラウェシへの玄関口パルPalu 

   上空から見たパルの街              はるか海の向こうから古代のカヌーは来た 



巨石像と暮らす中央スラウェシ 



Landscape in Ｂａｄａ valley,C.Sulawesi 



Water-mark(motif) on the Bark cloth 
Bada valley,Central Sulawesi 



Bark cloth Stone Beater with Motif  

in C.Sulawesi 



Bark cloth Stone Beater with motif 
Mexico 



Mexican Manuscripts(Beaten Bark Paper)16c  
<left: Library of Congress,  right: Newberry Library> 

 



Modern Mexican BeatenBarkPaper(Amate) 



 

Stone Beaters in Mexico 



Trace of Beaten Bark Paper 
～left : Yaxchilan site,Mexico AD709.Oct.28 



Templo Mayor de 
Tenochtitlan(Mexico 

City）出土樹皮紙 

Ofrenda 102 

 



メキシコと中央スラウェシには謎が多い… 



近年出土した“透かし模様”を加工できる
石器ビータStone Beater 

中国・宝鏡遺跡出土 

（約4,000年前） 

メキシコ・マヤ遺跡出土 

（ジャガーⅢ世治世 8世紀末） 



不思議な紋様 
(Upper left：Templo Mayor)(Upper right：Ｃ．Ｓｕｌａｗｅｓｉ） 

（Lower left：C.Sulawesi)(Lower right：Yunnan) 



透かし模様を加工する木製ビーター 
 (Hawaii) 



透かし模様Upena Pupu(Hawaii) 



透かし模様の加工された昔の樹皮布 
（Hawaii） 



文書に使用された樹皮紙 
Cham tribe, Vietnam 



原料樹木 カジノキ 
（Broussonetia papyrifera vent. Sieb.) 

Middle：Fruit, Upper right: Male flower, Lower right: Female flower   

at Taitung, Taiwan 2007 



カジノキ（Broussonetia papyrifera vent.) 
left: Kyoto,  right: C. Sulawesi 



カジノキBroussonetia Papyrifera vent.等のDNAデータ例 

2013.3.３０ 



日本古来からのカジノキ  
Upper：Coat of arms of the Suwa shrine 

Lower right：Traditional Star festival乞巧奠 of Reizei family 



Bibliography： 

 『季刊 和紙』19号 「インドネシアの
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佐助の紙のタパ起源説再考」
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 『BIOSTORY』12号 ｢樹皮布文化と
オーストロネシア語族」 2009.12 

 『民族藝術』27号 「新石器時代に世
界へ伝播した樹皮布/樹皮紙」 
2011.3 
 

 
 



危機にあるアジアの樹皮布/樹皮紙 

インドネシアでの様々な“樹皮布/樹皮紙” 
支援活動に、お力添え下さい!! 



伝統樹皮服 復興支援 
Bulili, Bada Valley 



ご清聴有難うございました 


