
　●環境活動への応援！　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　町民課さわやか環境推進班　　℡.0242-84-1500 　
　

町民課さわやか環境推進班は、環境に対しての活動を応援しています。

　平成１４年度は、まちづくり委員会との「協働」で、①自然に宛てた手紙～ケナフ栽培、②里山
がっこう、③花のまちばんげ、を実施しました。
　今回は、ケナフ栽培についての報告です。

①自然に宛てた手紙～ケナフ栽培
　ケナフはCO2の吸着率が広葉樹の２～５倍あることから、地
球温暖化防止に効果があるといわれ、昨年実施したケナフの栽
培を１３年度に続き、実施しました。
　具体的には、中央公民館西側の空き地をを使い、坂下小学校
６年が栽培したケナフを原料に紙すきをする、というもので
す。紙すきは坂下小以外の生徒も体験し、絵手紙コンクールに
は多くの応募がありました。

ケナフの記録　栽培～紙すきまで
　自然に宛てた手紙～ケナフ栽培

file:///C¦/Documents and Settings/kanno.SENDAI/デスクトップ/kenaf/index.htm [2003/04/08 10:12:19]



自然に充てた手紙　　ケナフ
●「ケナフ」って何？

●「ケナフ」の育て方

１　さあケナフを育てよう！

２　育てケナフ！　　

３　ケナフの収穫

４　ケナフ栽培記

５　パルプ化の作業

６　パルプで紙作り～紙すき

７　自然に宛てた手紙コンクール

※ちょっと待って！　(ケナフの再考）

　 　

成長の様子や紙すきの様子を
ストリーミングムービーでお楽しみ頂けます。

Windows Media Player(Win)でご覧ください

紙すきの様子
　１・紙すき①　
　２・紙すき②　

ケナフの成長記録
　１・成長の記録

　

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ムービーを再生するには
Windows Media Playerが必要です。

Aizubange
会津坂下町 作成：平成１５年１月

自然に宛てた手紙～ケナフ
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●「ケナフ」って何？
ケナフ(学名：Hibiscus cannabinus Linn.)
　　アオイ科フヨウ属の一年草植物。
■どんな植物？
アオイ科ハイビスカス属の一年草で別名をホワイトハイビ
スカスとも呼ばれます。成長が極めて早く、約半年で茎の
太さ約3～5cm、高さ3～4mに達します。皮の部分（靱
皮）、芯の部分、全て紙の原料として利用できるなどまさ
に木材に替わる最適な非木材資源とされています。

■新しい植物？
ケナフは西アフリカ原産と言われており、古くはエジプト
のミイラの包帯にも使われていた植物です。ケナフは数千
年も前から利用され、繊維を被服材料として使われたり種
から油(約20%)を採取したりしていた様です。
　 　

なぜケナフが地球環境にいいと言われるの？

(１)地球温暖化STOP。
　ケナフは生長時に空気中の炭酸ガス(CO2)を一般の樹木の４倍以上吸収し固定化します。それ
により空気が浄化されるため、地球温暖化にストップをかける【環境保全植物】として注目をあ
びています。

(２)森林伐採を防ぐ。
　ケナフの茎の繊維は木材パルプに似ているため紙の原料になります。また一年草のため毎年収
穫が可能です。そのため、森林伐採を防ぐ代替素材(非木材紙)として期待されています。

何に利用されているの？

古紙のリサイクルペーパーとならんでケナフ紙が注目されています。紙のほか、ティッシュペー
パー・紙コップ・天ぷら敷紙などでは、すでに実用化がされており、また、壁紙・建材などや家
畜の肥料などと、さまざまな利用法が研究されています。

 

●「ケナフ」って何？
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●「ケナフ」の育て方
◆種まきの時期

○ ケナフは気温が20度以上で発芽します。５月か６月が望ましい。

○ 種まきの前日少量の水に浸し、沈む種は発芽しやすく、水に浮く種は熟成しておらず皮
を破るパワーが不足しているので、砂にまぶして軽くゴシゴシと表皮に傷を付けると発
芽することもあります。

○ 種まきの数日前に、次の処理をしておくと発芽率が上がるそうです。
1.  皿の上にティッシュペーパーを敷く。
2.  その上に種子を置き、種子がかくれる程度に水をはる。
3.  ゴミなど水に浮くものを取り除く。

◆種まき

○ 発芽には気温条件が大切です。10日も芽が出ない場合は発芽のエネルギーが寒さで失わ
れ、腐ってしまったかもしれません。

○ 深さ２～３センチ穴に１粒ではなく、２～３粒の種を一緒に植えることが発芽率を高め
るようです。（さみしがりや？です。）

◆苗の管理

○ ３～７日で芽が出てきます。移植する場合は根を痛めない
ようにしてください。花壇などに植える場合の苗の間隔
は30～40センチ程とし、素材事業化や緑肥、飼料などの
用途には密植がよいでしょう。また深く耕し根が深いほど
大きく育ちます。発芽して１～２週間後に間引きし、１本
立ちにするとよい。

○ 水は土の表面が乾かない程度に与えます。初めは成長が遅
いですが、ひと月程で根が充実し20センチ程に育ち、ふた
月目から目立ってどんどん伸び始めます。肥料は特別必要
としませんが、造成地や荒れた土地は堆肥や窒素系の肥料
を少量土に混ぜておくとよいでしょう。

○ 休耕田や低地で雨季に水没する場所では、畝を高くしてく
ださい。根元への土寄せは大切です。

発　芽

３０日

◆開花

○ 初秋から霜が降りるまでホワイトハイビスカスと呼ばれる
うすい黄色の花が、一日花ですがつぎつぎに毎日のように
咲きます。肥料を与えすぎると花がつかない場合がありま
す。

３ヶ月半

●「ケナフ」の育て方
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◆刈り取り

○ 10月下旬から11月上旬に収穫する。作業は、葉や枝を落とし、ノコやナタで刈り取り、
もちやすい太さに束ねて、天日や日のあたる屋内で良く乾燥させます。刈り取ってすぐ
のケナフは、約８０%の水分を含んでいますが、３～４週間後には１０％程度まで乾燥し
ます。

　

畑と肥料

●畑の土は特に選ばない。どんな土でも大丈夫です。タネや苗を植えるところをやわらかくして
耕して、元肥をまぜましょう。肥料は、草花・野菜用肥料を１００㎡あたり２～３キロで十分で
しょう。

●畑は日のあたりの良い場所を選びましょう。多少湿った土地でも大丈夫ですが。また、水をや
りやすい場所もポイントです。ケナフは乾燥を嫌うので、ウネは高くしない。平ウネか、やや低
くして植えると良い。大きく育つにつれ、草刈を兼ねて根元に土を寄せ、少しずつ土もりを高く
して倒れないようにしましょう。ウネは観察や世話がしやすいように、１ｍ５０cm～２ｍの幅に
する。株と株の間は３０～４０ｃｍくらい。

●成長したら強風で倒れないように、支柱をたてるとよいでしょう。また草丈を抑えるには主芯
を切って側枝を伸ばすようにします。10月ごろ薄黄色の花が咲きます。

プランター・鉢での育て方

●プランターは幅60cm以上、鉢は直径20cm以上の深鉢が適当です。プランターの場合は約20cmの
間隔、鉢の場合は中心に深さ2-3cmの穴をあけ、３-４粒のタネを蒔き、土をかぶせます。水は
たっぷり与えます。

●1週間程で発芽します。発芽して2週間程したら、良い芽を1本残して間引きします。夏の日差し
をあびてグングン成長し４-５ヵ月後には約２m程に成長します。

●成長したら風で倒れないように、２ｍくらいの支柱を深く埋め、ひもで支柱に固定しましょ
う。２～３本組んで立てれば、安心である上、支柱の本数も少なくて済む。

 タネまき 除草、支柱立て　 開花　　 収穫
 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

【平成14年度の栽培経過】
5/31種まき　7/8移植作業　 8/31支柱立て

9/9開花 10/30刈取り
(約100日目)

●「ケナフ」の育て方
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[　ケナフで紙すき２００２の経過 ]
１　さあケナフを育てよう！

　昨年度から、坂下小学校で実施しているケナフの紙すきですが、今年は、「喜多方ケナフの会」に応援をいただ
き実施することになりました。　5/24 高橋宅で撮影

ケナフの会会長：高橋さん ポットに入れて育てます ケナフの会の作品

　いよいよケナフ栽培のスタート。まずは種まき。今回は市販のタネと「ケナフの会」から買ったタネと両方を坂
下小学校6年生が植えました。　　5/31撮影

一人三粒づつ栽培します さて、うまく育つかな？ 先生も実際にやってみます

　地温が１８～２０度以上にならないと育たないので、始めはポットで栽培し、移植する方法をとりました。苗を
植えるところを肥料を混ぜてやわらかく耕します。肥料は草花・野菜用のを畑全体で２袋入れました。（100㎡あ
たり5kg程度か？）　　7/8撮影

約40日でやっとこの大きさに 畑の石拾い 畑に移植。間隔は40cm

１　さあケナフを育てよう！
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２　育てケナフ！　8/31支柱立て

　梅雨があけて気温が高くなると、成長が目に見えてわかるようになります。特に夏休みの間はぐんぐん伸びま
す。丈が高くなると、強い風が吹くと倒れやすいから、台風が来る前に支柱を立てる必要があります。２ｍくら
いの支柱をうめて、ひもで支柱に固定しましょう。２～３本組んで立てればもっと安心です。

道具･･･1.8m支柱、ロープ、掛や ２、３本まとめてしばります 9/9 強風にも耐え開花しました

　

２　育てケナフ！
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３　ケナフの収穫　（晴天に恵まれました！　10/30撮影）

　収穫したケナフは、きれいな紙にするため枝の部分と表皮だけを使います。そしてパルプ化しやすいように２
ｃｍ程度に裁断します。裁断機があると作業がはかどります。それから天日などで乾燥させますが、ケナフの水
分は乾燥により８０％→１５％以下になります。
　乾燥ケナフは、２～３年保存することが可能です。

のこぎりを使って刈取り 皮むきの作業 枝部分も剥ぎ取ります

表皮部分のみを使います 2cm程度に裁断します。 屋内プールで乾燥

３　ケナフの収穫
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４　ケナフ栽培記

　ケナフの育て方はとても簡単です。タネをまくと２～３日で芽が出ますが、1ヶ月までは２０ｃｍくらいであま
り大きくなりません。しかし夏を境に大きくなり、４メートルくらいまで成長します。
　しかし、ことしのケナフは２ｍくらいまでであまり大きくなりませんでした。調べてみるとケナフは非常に連
作障害をおこしやすい作物なのです。ケナフは４～５ヶ月ぐらいで４メートルにも成長するのですから、相当な
勢いで土壌から無機栄養分を吸収しています。したがってこのケナフの栽培は、土壌の力（地力）を弱めること
になることを頭に入れておかなければなりません。

7月15日
　移植から1週間経過

7月22日
　ケナフ畑に看板を立てま
した。

7月29日
　50cmぐらいに成長

8月5日
　葉の形に変化。葉の形は
様々7つに別れている。

8月12日
　1mを超える大きさに。成
長にばらつきも。

8月19日
　夏休みの間で大きくなっ
たのがわかります。

8月26日
　そろそろ台風対策が必要
です。

9月2日
　支柱を立てる。東側の生
育が悪いようです。

9月9日
　開花を確認！

9月23日
　次々と咲きます。

9月30日
成長は止まった？

10月21日
　台風の影響で傾いた

　★喜多方ケナフの会とは？？
　３年前に新聞で「ケナフ」の存在を知り、高橋季吉さんが中心となり
「蔵の里きたかたケナフの会」(60名)を発足させました。同会では、技術
指導はもちろん、会員の自宅で栽培したケナフから、ハガキやうちわなど
製品化して販売もしています。製紙作業の過程は「切る・叩く・つぶす」
といった高齢者にとっては重労働の作業が多かったのですが、市から補助
をもらうことで、機械化を進めるなど積極的な展開を図っています。

４　ケナフ栽培記
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５　パルプ化の作業　（小雪が舞う寒い日でした　11/13撮影）

　ケナフから紙をすくには、まずパルプを作らなければなりません。牛乳パックからでも紙すきは出来ますが、
植物の繊維からパルプをとって紙をすくなんて、すごいと思いませんか？
　方法は、裁断したケナフの表皮をアルカリ水（今回はソーダ灰を使用）で煮て布袋や土のう袋に入れてたたい
たりして繊維をほぐし、さらにミキサーを使ってやわらかくさせます。最後に紙を白くするため漂白剤を入れて
おきましょう。

３日前から水に浸し、パルプ化しやす
いようにします

環境への影響の少ないソーダ灰を入れ
ます

30,000kcalの高出力バーナーで２時間
煮込みます。

効率の良い業務用ミキサーを使用しま
した。必ず水を入れること

煮込んだケナフは、土のう袋へ入れま
す

足で踏むことで、繊維をほぐす効果
と脱水の効果があります

漂白効果をあげるため水で洗う 杵と臼を使って繊維をほぐす さらにミキサーをかける

異物は手で取り除きます 漂白剤を２本づつ入れました ３日後、ここまで白くなりました
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６　パルプで紙作り～紙すき　　11/16､18撮影

○準備と道具

紙のすきの道具一式は、喜多方ケナフの会から借用しました。市販されている、はがき大の紙すき型枠は、1000
～2000円位だそうです。

※準備品 ケナフの会･･･紙すき枠､スポンジ､枠取りへら､枠大の板､ぼろ布
町側で準備･･･ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ､ｶｯﾀｰ､輪ｺﾞﾑ､発泡ｽﾁﾛｰﾙ6､2cm角材50cm×12本､ｱｲﾛﾝ3台

紙すきの型わく、脱水用スポンジ 発泡スチロール容器を使います 紙を白くするためのこうぞ。貴重品

ケナフとこうぞ、でんぷんのりを混ぜ
てミキサーにかけます。

技術及び道具の援助を「喜多方ケナ
フの会」にお願いしました

準備完了。説明を聞いて、いよいよ紙
すきの開始です

○紙すきの方法

紙のすき方は、静かに型枠を両手で均一に持ち上げることがこつです。すき上がった紙は、発泡スチロールに置
いた角材の上に置き、その上からスポンジで押して水を吸い取ります。

はみ出た部分はへらを使って取り除き、型枠を静かにはずします。ベニヤ板をその上から軽く押し付け水を絞り
ます。水を絞れたらベニヤ板からめくるように湿紙をはがし、あて布をかぶせてアイロンをかけます。あとは
ボール紙にはさんで重石をし、しばらく置くと出来上がり。

①最初によくかき混ぜましょう ②奥からゆっくり型枠を入れる ③均一になるようゆっくりと

６　パルプで紙作り～紙すき
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④もみじの葉を入れるときれいです ⑤手ですくい足して均一にします ⑥上からスポンジで押し脱水します

⑦ごみはピンセットでとります ⑧はみだし部分はへらを使う ⑨枠をゆっくりはずしましょう

⑩裏返しし再度スポンジで脱水 ⑪きれいに仕上がりました ⑫枠から板に貼り付けます

⑬さらに板からはがします ⑭アイロンがけで乾燥させる ⑮最後にボール紙にはさみ重石する

６　パルプで紙作り～紙すき
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2,3日たつと乾きます。

できあがり！

６　パルプで紙作り～紙すき
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７　自然（ふるさと）に宛てた絵手紙コンクール～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/13撮影

ケナフから作ったはがき、牛乳パックから作ったはがき、などで「自然」宛てた、絵手紙を書いてみ
ましょう。そのコンクールとして町内外から作品を募集しました。

～自然（ふるさと）に宛てた絵手紙コンクール～
　 入賞された作品

会津坂下町長賞
会津坂下町立金上小学校

２年　齋藤 駿くん

まちづくり委員会委員長賞
会津坂下町立片門小学校
４年　田部貴美恵さん

　 　

まちづくりセンターに展示してあります。
　応募された作品は「まちづくりセンター」に展示されています。街の中心部にあるため誰でも気軽
に見れます。

表彰式の風景

７　自然（ふるさと）に宛てた絵手紙コンクール～
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※ちょっと待って！

環境に良いとされているケナフですが、帰化の問題を含め、まだわからない部分があります。
環境教育を「紙すき」に終わらせないためにも、一度読んでおくことをお奨めします。

～福島大学教育学部理科教育教室黒沢研究室のホームページより抜粋～

　環境教育の名の下でケナフを栽培している学校が沢山あります。
栽培そして活用に大きな労力をかけて行われている例が多いように
見受けられます。 　ケナフは大型一年生草本なので成長及び二酸化
炭素吸収は速いですが、固定した二酸化炭素は樹木のように有機物
として蓄積せず、枯れれば分解され、環境に放出されます。ケナフ
が二酸化炭素削減に貢献したとしたらそれは紙として残った分だけ
です。また、ケナフから紙を作るために消費したガス・電気から発
生する二酸化炭素や製紙段階での廃液処理などが環境に与える悪影
響も忘れてはなりません。
　今のところケナフは日本に帰化していないようですが、今後も帰
化しないと断定するのは難しいと思います。組織的に大規模にケナ
フを植えたり、種子を無差別配布することは、帰化の可能性を増や
します。そしてなにより、大型一年生草本は自然植生に侵入して大
きな影響を与える可能性があります。大型一年生草本の帰化植物で
生態系に大きな悪影響をおよぼしている植物の例としては北米原産
のオオブタクサが有名です。
　しかし、ケナフは「一年草なので生態系への心配はない」「作物
だから帰化しない」とホームページ上で書いている学校が多いのも
事実です。帰化植物の多くは一年生植物です。悪名高いセイタカア
ワダチソウもかつては観賞用に導入された一年生植物でした。
　これらの過ちは、少し調べればおかしいとわかることなのに「正
しいものの見方・考え方」が欠けたから生じたものと言えるでしょ
う。
　ということで環境教育の一環としてケナフを栽培している、ある
いはしようとしている方々には、次の点で再考することをお奨めし
ます。

セイタカアワダチソウ
【キク科】
　高さが２～３メートルにもな
る北米原産の帰化植物。最初は
観賞用として渡来したとされる
が、第２次世界大戦後に急激に
分布域が広がり、北海道でも群
生するほどになった。
　空き地や荒れ地、路傍などに
群生し、地下茎から他の植物の
生育を阻害する物質を分泌し
て、生育範囲を広げるといわれ
ている。

１.二酸化炭素削減への貢献が目的の場合は，木を植えるのが一番です！
　ケナフ栽培で紙作りをした場合の二酸化炭素削減は、作った紙を保存するときにのみしか効果があ
りません。それに対し，木が生えていない場所に木を植えると，年中、幹に有機物として蓄えられる
ため二酸化炭素削減へ貢献します。樹種や産地に注意を払ってその地域の雑木林をうまく復元できれ
ばビオトープにもなります。
２.木材資源を大切することが目的の場合は，無駄紙を減らしたり，紙のリサイクルに取り組みましょ
う。
　ケナフで紙を作ってもそれを普段使っている紙の代用にしない限り，パルプの削減につながりませ
ん。
３.学校で紙すきをすることが目的の場合は，コウゾやミツマタはどうですか？
　ケナフはパルプの代用としての価値はありますが，和紙の原料としての価値はほとんどないようで
す。地域に自生していたり古くから栽培している植物を用いれば，地域の自然や文化の勉強にもなり
ます。

※ちょっと待って！
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４.ケナフを植えることが目的の場合は，花壇などで小規模に植えましょう。
　組織的に大規模に植えたり，無差別に種子を配布することは，帰化の可能性を増やす行為です。ま
た、急速に成長するケナフは、その分、地力も衰えさせます。
５.総合学習の時間への対応が目的の場合は，所属する学校で立地や地域性などを活かしてどんな特色
のあることができるかを考えることから始めましょう。
　既存のプログラムを安易に利用することは，総合的な学習の時間の本来の趣旨から大きく外れてい
ます。ケナフについても「紙すき」に終始している例が多く見受けられます。地域の歴史，文化，自
然を調べることから始め，その後どのようなことができるかを検討し，活動を展開していくことが必
要なのではないでしょうか。
　ケナフは話題性もあり，環境を考える最初の入り口としての価値はあるかもしれません。ケナフを栽
培して紙作りをした後，ケナフのもつ環境問題に目をつぶってケナフ運動に邁進する学校が多い中で，
そのおかしさに気づいてより環境に配慮した次のステップへ進んでいった学校も出始めています（富山
県朝日町立南保小学校など）。このような学校が一校でも多く増えていくことを期待しています。

（富山県朝日町立南保小学校のホームページから）

ケナフは環境教育に適しているのか
　ケナフは、帰化の危険性があると話題になり、育てた後、余ったケナフが二酸化炭素を発生し、
「環境教材の植物」としての疑問をもち、１年で栽培をやめました。紙としても、和紙の代表的な

コウゾ
　そこで富山県朝日町立南保小学校では、コウゾを栽培し、和紙づくりを始めました。
　始めは、まだコウゾが小さく、文集の表紙を作るくらいですが、数年後には、卒業証書の原料を全
部自給自足できるということです。
　つなぎに使用するのが、トロロアオイ。根を叩くと粘りけが出ます。

紙のはたけ全体 ミツマタ･･･紙幣の紙の原料となる コウゾ･･･卒業証書の原料

※ちょっと待って！
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