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１．	 はじめに 

 本研究は、青森市で開催される青森ねぶた祭

にて制作される「青森ねぶた」の造形的変遷と

その背景について考察を行うものである。 

 ねぶたとは、針金と角材による立体的な骨組

みに和紙を貼り、墨とロウで書割りと模様描き

を施し、染料や水性顔料で彩色したものを、内

部から照明を当てて光を灯す立体造形物である。

大きさは時代によっては異なるが、現在の青森

ねぶたは、運行用の台車を含めて高さ 5メート

ル、幅が 9メートル、奥行き 7メートルにも及

ぶ。台車上の造形物はねぶた師と呼ばれる職人

の手により毎年作りかえられており、日本や中

国の史実、伝説を表現した勇壮華麗な武者人形

を表現することが多い。筆者は 2016 年に青森市

内の個人や機関に協力を仰ぎ、戦後の歴代の青

森ねぶた約 1300 台の写真資料を「青森ねぶた全

集」としてまとめた。本稿は 2016 年に発行され

た青森ねぶた祭の研究論文を集約した『青森ね

ぶた誌 増補版』における一部の先行研究を引用

しつつ、自身の手元にある膨大な写真資料群を

分析した統計の数値を織り交ぜ考察を重ねてい

る。なお、昭和 20 年代（1940 年代）以前のね

ぶたに関しては、白黒の写真や絵葉書が一定数

確認されているものの、具体的な制作年まで特

定できるものは少ない。ここでは、現時点であ

る程度時代が判明している絵葉書をもとに、台

車を含めたねぶたの形態の変遷、表現されてい

る題材を中心に、その造形的変遷の概略を述べ

たい。 

 

２．	 江戸時代 

 青森のねぶたを具体的に伝える記録は残って

おらず、わずかに弘前ねぷたの様子から想像を

巡らす程度である。天明八年（1778 年）に描か

れた『奥民図彙』（図 1）1によると、七夕祭りの

性格が強かった影響か、灯籠様式であり、人形

灯籠は見られないようである。「長い竿の先に角

形や宝珠形の灯籠をつけた一人持ちのものや、

上部に扇の飾りや樹木の飾りなどがついた大型

の角形で五、六人で担いでいるもの、あるいは

大型の甕形のもの」2とあり、角灯籠を中心とし

ながらも灯籠毎にある程度の差別化が計られて

いたようである。 

 文久年間（1861～1864 年）のねぷた行列を描

いたとされる『津軽風俗画巻』（平尾魯山筆,図 2）
3では、前述の角灯籠に加え人形灯籠も確認され

ており、最大のものでは高欄（人形灯籠の下に

ある台を指し、ツノと呼ばれる張り出しなどを

含んで言う）も取り付けられ、現代にも受け継

がれる台車様式が登場していた。表現されてい

るモチーフも「牛若丸と天狗」など、現在でも

見られる内容である。 

 なお、人形灯籠の出現期に関しては、1981 年

に青森観光協会が発行した公式パンフレット内

のコラム「青森ねぶたの変遷」によると、「歌舞

伎なぞを題材にした、人形ねぶたが登場したの

は、平民藝術が爛熟期を迎えた文化年間〔1804

年～1818 年〕であろう（〔〕内筆者）」とある4が、

史実として定かではない。 

 弘前ねぷたの様子が徐々に判明する中、青森

でもねぶた祭と並行して行われていた青森総鎮

守神である毘沙門堂の祭礼の様子が伝えられて

いる。この祭礼はねぶたの約一ヶ月後の旧暦八

月初旬に催され、山車が町中を練り歩いた記録

が残されている5。この山車の一部に「恵比寿」

や「猿田彦」などが表現されていたらしく、当

時の人形ねぶたにも影響を与えていたものと想

像できる。いずれも推測の域を出ないが、「猿田

彦」などのモチーフは現在でも頻繁に取り上げ



らていることから、可能性としては十分にあり

えたであろう。 

 

３．	 明治時代 

 明治時代になると、様式に関わる具体的な記述

が確認されるようになる。『青森市沿革史』明治

二年（1869 年）の記事には、高さ十一間（約 20

メートル）にも及ぶ巨大な担ぎねぶたが制作され、

100 人かけて担いだと伝えている6。この他にも

50 人程度で担ぐねぶたなど、一人持ち以上の小

型ねぶたが多数登場したようだ（図 3）。祭の担

い手である各町内会は、他所の町内に対する競争

心からか、他の町内のねぶたよりも大きく、見応

えのあるものを出そうとしていた。電線がなかっ

たこの時代、競争心はねぶたの高さに反映され、

現在の五所川原立侫武多のような縦長の担ぎね

ぶたに結晶していく。しかし明治三十一年（1898

年）には「侫武多取締規則」が改正され（明治十

五年にも一度発令されている）、ねぶた喧嘩の防

止とともに、電線の切断事故を受けて高さの制限

をより厳しいものとしている。町の近代化を背景

に、祭の山車（練り物）であったねぶたもその影

響を反映し、徐々に小さいものとなっていった

（図 4）7。なお、この当時の素材は竹であり、竹

の骨組みの中に蝋燭を灯していた。 

 競争心の現れが山車に影響したため、取り上げ

られる題材も華美なもの、風流なもの、人の目を

引くものが多く好まれた。武者の合戦や和漢の故

事に由来する縁起物、現代的な素材などである。

『青森市沿革史』明治二年（1869 年）の記事で

は、題材に「宝船 神功皇后」、「牛若 鼻天狗」、

「漢高祖白蛇を斬る」、「相馬将門 千両箱」など

があったと伝えている。同じく明治三十四年

（1901 年）の記事では、「漢の沛公大蛇を討つと

ころ」、「趙雲」、「鬼若丸」とあり、いずれも現在

の題材に通ずるものがある。モチーフも概して日

本、中国の英雄豪傑が大半であり、明治時代まで

の浮世絵、絵本挿絵などによく登場する人物たち

である。 

 

４．大正時代 

 この時代の記録に残るねぶた制作者の一人に、

柿崎琴章という人物がいる。この頃のねぶた制

作は、現在のような専任の作り手がいたわけで

なく、町内の手先が器用な人間が担っていたと

される。柿崎は絵が得意で凧絵を描いて売って

いた傍らで、ねぶたを制作していた8。彼が得意

とした画題に歌舞伎ものが挙げられ、ねぶた制

作でも好んで取り入れていた。また、同じ大正

時代（1913 年/大正 2 年）には、現在の青森市青

柳二丁目・本町五丁目付近に歌舞伎座が開業し

ており、柿崎ら含め青森市民の娯楽の殿堂とし

て根付いていた。実際、大正期のねぶたを写し

た絵葉書に歌舞伎演目『積恋雪関扉』の「大伴

黒主」を表現したねぶたが確認でき、歌舞伎座

で鑑賞した演目をねぶたに表現したと想像する

こともできる。 

 もう一人特筆すべき人物に坂田金作がいる。

坂田は武者絵を得意とし、従来の題材観である

「英雄豪傑」ものを推し進めた。実際、大正期

の東奥日報（大正六年八月二十二日付）には、「女

を配したもの」が 4台、「風変わりなもの」が４

台と記載がある一方、「武張ったもの」（勇まし

いもの）が 18 台挙げられている。その中に「真

田大助猪切り」（戦国武将）、「松王桜王」（歌舞

伎演目「菅原伝授手習鑑・車引きの段」の登場

人物）などの記録があり9、制作者の記載はない

ものの、柿崎や坂田らの影を見ることができる。

現存する絵葉書にも、近世の武人の逸話「堀尾

茂助の猪退治」のねぶたが確認できる。 



 このような時代背景に制作者の趣味嗜好も加

わった結果、大正期には新たに歌舞伎など「芝

居」ものが多く取り上げられ、題材観に影響を

及ぼしたと思われる 

 この時代の台車上の造形物では、やはり人形

モチーフが多かったようで、江戸時代に見られ

たであろう角灯籠の様式は、祭と山車の大型化

に伴い徐々に衰退していった。人形は題材に応

じて男性、女性、童子と分け隔てなく表現され

ている。担ぎねぶたの形態の中でも一人担ぎの

ものが増えた影響か、台車上の人形も大きいも

ので高さ二～三メートル、幅二メートル前後で、

明治期よりも大幅に縮小されている10。数名で

担ぐためには台車は狭い方が好ましく、人形の

舞台となる高欄は正方形に近い形で、そこに人

形が行儀よく据え置かれる形式であった。人形

は基本的には一体の据置型、二体の対峙型であ

る。明治時代の形態を踏襲した縦長の空間に、

人形は基本的に立ち姿勢で多くが正面を向い

ている。余計なモチーフは登場せず、全体的に

簡素な印象を与える。 

 

５．昭和時代前半（～昭和 30 年代/1960 年代前

半頃まで） 

 この時期の基本的な様式は前述の大正時代の

ものを継承しており、基本的にはやはり担ぎねぶ

たが主流であった。しかし戦後になると、近代都

市化を目指す青森市は復興の一環として国道を

敷き、ねぶたも国道の幅に合わせて幅広く、大型

化する傾向になる。大型化したねぶたは担ぐこと

に負担を強いるため、次第に台車に載せて曳く形

態に替わり始める。その背景にはさらに、照明が

蝋燭から電球に替わったことも影響している。電

球を灯すためには発電機を搭載するため台車が

必要となり、ねぶたの運行には欠かせないものと

なった11。 

 造形に関しては、骨組みに使用されていた素材

が竹であったこともあり、人形の姿勢にはやや硬

直感が認められる。曲線部分を自由に表現できな

いことや手足が短いために「ビヤ樽に手足」と揶

揄されることもあったようだ12。そのため、手先

なども指一本一本を細かく造形することが叶わ

なかったため、複雑な身体表現はせず、所々に単

純化・省略化がみられる（図 5）。グローブ上の

手の表面に、墨線で指を書き分けていくといった、

平面的な表現が主流であった。基本的に台車上の

空間は人形だけで構成され、十分な余白があり質

素ながらも美的な印象を与えている。この時期に

も基本的には２体の人形が対峙する構図が主で

あり、1950 年代の人形数別の数値を見ても「人

形２体」が 61 台、「人形１体」が 12 台、「人形 3

体」が 9 台と、他よりも圧倒的に多いことを裏付

けている。 

 また題材も長い山車としての歴史を踏襲し、表

現内容も芝居演目や合戦ものが主流のままであ

った。1950 年代の主題分類毎の記録を確認する

と、上位から「史実」が 61 台、「芝居」が 56 台、

「伝説」が 52 台となっており、残りの「物語」

31 台、「宗教」5 台よりも多数登場したことが伺

える。中でも演目の一つ「曽我物語」はねぶたで

も積極的に表現され、「曽我兄弟の仇討ち」や「草

摺引」として戦後多数の記録が残っている。昭和

時代初期には北川啓三13など一部の制作者によ

り毎年のように取り上げられ、その場面に相応し

い形式・趣向が追求されていたと伝えられる14。

事実、戦後の記録に残る題材の中で最多なのは先

の「曽我物語・曽我兄弟仇討ち」をテーマとした

もので、45 台登場している。その中でも 35 台は

昭和 20 年代・30 年代の記録であり、平均すると

この時期少なくとも毎年一台は登場していたこ



とになる。 

 昭和 30 年代（1950 年代後半）より台車は徐々

に横にワイドなものとなり、然るべく人形も

徐々に肥大化していく。その先駆けとなったの

が北川金三郎15《勧進帳》（1957 年,東北電力,図

6）16である。人間らしく造形された人形三体が

並ぶ構図で、台車も当時としては珍しい横に幅

広いものであった。金三郎は台車の幅に合わせ

てより大きく躍動感のある人形の姿勢を追求

し、単なる起立姿勢ではなく腰を捻り、立ち膝

の姿勢から片足を台車前方へ伸ばす構図を編

み出したという17。この構図が横にワイドな型

にピタリとはまり、以降多くの制作者が模倣す

るようになった。また金三郎は、素材に針金や

蛍光灯を多用したことでも知られ、《勧進帳》

も従来の竹では表現できない指先など細部ま

で細かく表現している。こうした技術革新、そ

れに伴う新しい構図の開発などを経て、昭和 30

年代には台車形態の変化、針金や蛍光灯の使用、

ねぶたのワイド化など、現代の青森ねぶたの基

礎が築かれた。 

 

５．昭和時代後半（昭和 40 年代～/1960-80 年代） 

 前述の北川の技術革新は他の制作者にも影響

を及ぼし、昭和 40 年代（1965-74 年）には多く

の制作者に影響を与えた。昭和 40 年代前半まで

は竹と針金の併用が見られたものの、同時期後半

には針金が主流となった。これにより竹では表現

できなかった曲線部分の表現が可能となった。人

形は徐々に筋肉の凹凸などを写実的に表現する

ようになり、一方で波や炎など湾曲部分を伴う自

然景物も毎年のように登場するようになる。 

 中でも、鹿内一生18《項羽の馬投げ》（1970/S45

年, 青森市職員互助会,図 7）では、馬を投げる人

形が筋骨隆々に表現され、青森ねぶたにおける人

体のデフォルメの可能性の幅を十分に示す結果

となった。 

 好敵手とされる佐藤伝蔵19も同じ昭和 40 年代

に《国引》（1972/S47 年,日立連合,図 8）で、鹿

内と同じくプロポーションがしっかりとした人

体表現を見せている。この頃より人形の表現は

徐々に写実的なものへと発展し、従来の表面的な

達磨形状の人形造形は姿を消していくことにな

る。 

 昭和 50 年代以降（1975 年～）には台車幅一杯

に手足を広げた人形が定着し、戦後 70 年間の中

でも以降 20 世紀末まで１人ねぶた全盛期となっ

た。人形数が１体のものは 1970 年代に 16 台、

1980 年代には倍以上の 45 台、続く 1990 年代も

49 台を記録している。次の 2000 年代（H12-21

年）には 17 台と落ち込んでいることから、この

流行を裏付ける数値が得られている。 

 これら「迫力」を求める作品とは別に、人形を

抱え上げる構図や仰け反った姿勢、波が人形に覆

い被さる構図など、「躍動感」ある構図も開発さ

れていく。同じ題材を繰り返し制作し、題材に相

応しい型の追求をする一世代前の作風から脱し

たもので、新鮮味を求める傾向であろう。 

 一方、表現される題材では、従来の戦国武将な

ど「日本もの」や「芝居演目」に加え「中国もの

（「三国志」や「水滸伝」など）」が頻繁に登場す

るようになる。江戸川大学の阿南透はこれを、

1972（昭和 47）年の日中国交正常化による中国

ブームの影響かと指摘している20。1950 年代

（S25-34 年）に 8 台、1960 年代（S35-44 年）に

13 台だったところ、1970 年代（S45-54 年）には

31 台と倍以上の数となっている。その後は一貫

して 10 年間ごとに 20 台以上を記録している。

その時代の社会背景が作品に反映されていると

いっても過言ではなさそうだ。実際、先に述べた



佐藤伝蔵の《国引》（図 8）は、日本の国引き神

話を同年 5 月の沖縄返還になぞらえて制作した

ものであった。 

 他、日本神話や仏教関連の題材が流行の兆しを

見せる。これは鹿内一生ら一部の制作者が題材に

精神性を求めるようになった影響と思われる。彼

らが病を患い制作に支障をきたした時、仏教信仰

へ傾倒したことを語っており21、以降ねぶたの題

材に神仏を表現するようになる。「宗教」ものは

1970年代に6台であたが、1980年代（S55-63,H01

年）には 22 台、1990 年代(H02-11 年)には 28 台

と数を伸ばし、着実に定着していく 

 

６．	 平成時代前半（20 世紀頃まで） 

 昭和時代後半、特に昭和 50・60 年代に見られ

た形式的特徴が平成にも受け継がれている。人形

の人体表現はすでに一度完成された感があり、特

に一人ねぶたは前述の通り 20 世紀が終わる頃ま

で毎年多く作られた。便宜上、昭和と平成を区切

って論を展開しているが、昭和 50 年代(1975 年

～)以降から 20 世紀末までのねぶたの表現は、一

貫して似通っている。この時期の造形的特徴とし

て「豪華絢爛」「哀調」「殺伐」「グロテスク」の

四つの要素が挙げられている22。青森ねぶたを扱

った地元雑誌などによく見られた形容表現で、こ

の時代の青森ねぶたを端的に表現したことばで

ある。別の雑誌では「勇壮」「異形」「華麗」「哀

調」「殺伐」の五つの要素を挙げている23。いず

れも共通して「華麗（豪華絢爛）」、「殺伐」、「哀

調」、「グロテスクさ（異形）」が挙げられている。

「合戦」、「歌舞伎」、「神仏」などの題材観とも合

致し、青森ねぶたの様式を決定づけるものと言え

る。 

 平成に入った 1990 年代(H02-11 年)には、三

内丸山遺跡発掘を取り上げたねぶた（図 9）が

制作され、「郷土」ものが頻繁に登場するよう

になる。千葉作龍24をはじめとした制作者が、

ねぶたの題材に津軽東北人としてのアイデン

ティティーを求めた結果、東北や青森を舞台と

した題材に積極的に取り込むようになった。千

葉の弟子である竹浪比呂央もまた、従来の歌舞

伎・合戦物とは別に、ねぶたの題材に取り上げ

られなかった信仰や文化に関するテーマを好

んで表現している。 

 数値で確認すると、「田村麿伝説」に代表され

る「郷土」ものは、1960 年代(S35-44 年)には 7

台、1970 年代(S45-54 年)に 2 台と一桁であった

が、1980 年代(S55-63,H01 年)では 20 台、1990

年代には「縄文ねぶた」も登場し 32 台、2000 年

代にはさらに 42 台を記録した。30 年の間に着実

に数を伸ばしている。先の「縄文シリーズ」や「北

前船」など、特に青森の民俗、風俗に関わるもの

が 1990 年代より登場した。1990 年代(H02-11 年)

には 7 台、2000 年代(H12-19 年)には 6 台と、他

と比べ決して数は多くないものの、ねぶたの題

材・表現の幅を広げたものとして特筆すべきもの

がある。 

 

７．	 平成時代後半（21 世紀以降） 

 戦後復興してから半世紀が経った 21 世紀には、

昭和時代の様式を踏襲する一方で、新しい構図・

表現手法を開拓するようになる。20 世紀末に流

行した一人ねぶたは次第に減少していき、モチー

フ数が多い「３人ねぶた」や「２人ねぶた」に動

物を加えた構図が急増する。主要モチーフ数毎の

統計を確認すると、「主要モチーフ３体以上」は

1990 年代(H02-11 年)には 63 台、2000 年代には

99 台、2010 年代（H22-28 年の 7 年間）では既

に 118 台と、確実に数を伸ばしている。一方で「１

人ねぶた」は衰退し、1990 年代に 49 台だったも



のが 2000 年代には半分以下の 17 台、2010 年代

の7年間では5台まで数を減らしている。徐々に、

複数のモチーフを如何に空間内に無駄なく構成

するかに意識が向くようになる。その構成要素の

一つに人形や動物以外の自然景物などを積極的

に取り入れ、こうした装飾物が徐々に空間を支配

し始める。例として、21 世紀最初のねぶた大賞、

制作賞25を受賞した北村隆26《諸葛亮孔明と南蛮

王》（2001/H13 年,JR,図 10）では、題名にある人

形二体に加え、その脇に虎と象の上半身が置かれ

るという空間構成になっている。緻密に計算され

た構図に赤と青の華麗な炎も加えられ、現代の青

森ねぶたの特徴を表す代表的な作品となってい

る。 

 こうして、人形１～２体の構図はマンネリ化を

背景に、多数のモチーフ構成、装飾物の多用に趣

向が置かれるようになった。一方で、従来の形容

表現であった「殺伐」、「異形（グロテスクさ）」

が衰退し、生首や血飛沫、女性の半裸表現などは

青森ねぶたに相応しくないとして、次第に見られ

なくなっていった。事実、鬼面を除く生身の人間

の生首表現は 2002/H14 年に、乳房を露わにした

女性の半裸表現は1999/H11年を最後に登場して

いない。 

 表現される題材では、20 世紀末に登場し始め

た新興題材（「郷土」、「宗教」）が徐々に定着し、

特に郷土青森の文化・風習や、埋もれた伝承・偉

人が頻繁に取り上げられるようになる。一方で、

流行するモチーフ多数の構図には合致せず、型が

決まりきっている「芝居」が衰退の一途を辿る。

歌舞伎ねぶたは実際の芝居演目を模倣としたも

のであり、そこに新たに装飾物を加えても型を崩

すだけ、という作り手の考えが反映されている。 

 昭和時代の主要題材の一つ「芝居」が減少する

中、同時代に上位を占めた「史実」、「伝説」もの

は平成に入っても継続的に好まれる題材である。

21 世紀の登場台数（2000 年代と 2010 年代の合

算）を確認すると、「史実」111 台、「伝説」113

台、「物語」57 台、「宗教」57 台とある中、「芝

居」は 24 台と数を落としている 44。 

 2000 年代後半(H18 年頃)からは、より装飾を

前面に押し出す構図、或いは装飾を背景全体に広

げる構図が流行する。先駆けとなったのは第６代

名人・北村隆の作品で、3 年連続でねぶた大賞、

最優秀制作者賞を受賞した３点の作品が挙げら

れる。 

 2006/H18 年《日天・水天》（青森山田学園,図

121）では、対置された二神の身体を取り囲むよ

うに、波と炎が巡らされている。従来、波や炎は

下部や背景に留まることが多かったが、この作品

を契機に、徐々に装飾的に機能し前面に押し出さ

れるようになる。続く 2007/H19 年《聖人 聖徳

太子》（青森山田学園,図 11）では、人形配置は対

峙型で定番的であるものの、中央後方に佇む千手

観音像の多数の手が背景全体から前方にかけて

作られ、二体の人形を丸々囲い込んでいる。

2008/H20 年《忠臣 児島高徳》（青森山田学園）

でも背景全体に団塊的な桜を散りばめ、装飾が支

配する空間を作り上げた。 

 これら 3 作品はいずれも人形二体の対峙型で

あったが、装飾が前面または背景全体に広がり人

形を覆い込む構図となっている。こうした作品の

登場を機に、波や炎、閃光をより装飾的に機能さ

せる趣向が見られるようになる。装飾が大体的に

取り上げられる一方で、圧迫されるかのように人

形は華奢で小振りとなり、一世代前の筋骨隆々な

人形とは言い難いものが増加する。一部のねぶた

では胴回りや腕周りが細く、筋肉的と捉えられな

い平面的な人形表現が認められる。こうした人形

の矮小化傾向が全体的に見られたのは戦後で初



めてである。現代の青森ねぶたから装飾を取り除

いて人形だけにすると、さながら大正・昭和初期

の人形灯籠のようである。 

 前述した従来の形容表現の中では「勇壮」、「華

麗」に主眼が置かれ、残りの「異形」「殺伐」「哀

調」は徐々に見受けられなくなる。なお、青森ね

ぶたにおける「哀調」とは概ね“送り（台車後方

部）”を指して言い、迫力ある正面の武者人形とは

一転して、過ぎ行くねぶたの後ろ姿が哀愁を漂わ

せるものとされている。昭和時代には舞台背景と

なる山紫水明の風景等が取り上げられることが

多かったが、平成時代（特に 2010 年代/H20 年代）

には祭後の転売目的も兼ねて正面同様人形を多

数配し、創意工夫を凝らした送りが多く見られる

ようになった（風景ものが無くなった訳ではな

い）。中には鬼が引っ張り合いをするなどしたユ

ーモアな送り（図 12）も登場し、「哀調」から少々

離れたものも見受けられている。 

 題材では、過去のものの焼き直しが増えマンネ

リ化が嘆かれる他方で、歴史的名場面や偉人では

なく民族文化・郷土信仰に焦点を当てた題材が

徐々に定着、開花し始める。例として竹浪比呂央
27の作品が挙げられる。竹浪は 1994 年より青森

菱友会のねぶたにて「青森再発見」をテーマに掲

げ、青森の伝説、信仰、風習を積極的に取り上げ

続けている。2014 年には《大間の天妃神 千里眼

と哪吒》（青森菱友会）で青森県・大間の天妃様

行列から発想した作品を発表。続く 2015 年には

《つがる新田 信政公と水虎様》（青森菱友会,図

13）にて、津軽平野に伝わる水虎様信仰を取り上

げた。信政公が行司となり、河童である水滸様達

が相撲をとるというユーモアな創作表現であっ

た。さらに2016年《夷ケ島夷酋と九郎義経》（JR）

では、既出の義経北行伝説にアイヌ民族を加えた

新たな題材の作品を発表した。これは江戸時代後

期の画家・蠣崎波響によって描かれた傑作『夷酋

列像』から着想を得たもので、同年の北海道新幹

線開業を祝ったものである。こうした青森県、或

いはその周辺のローカルな題材を取り上げるこ

とが、ここ数年の評価対象の一つである。他にも

2011 年以降には、同年 3 月に発生した東日本大

震災を受け、震災復興を祈願した神仏ねぶたが多

く登場した。2009 年には千葉作龍《義と愛 直江

兼続》（サンロード青森）が登場し、同年に放映

されていたNHK放送の大河ドラマの主役をねぶ

たに表現した。21 世紀にはこうした従来の題材

観に左右されない自由な発想で、震災復興祈願や

新幹線開業、大河ドラマの主人公など、社会・文

化面を反映する傾向が一段と増加する。また、エ

ジプトのファラオ王など、現時点では異色と言え

る題材も登場するようになる。 

 

８．	 おわりに 

 本稿では視覚資料に見る青森ねぶたの造形的

な変遷とその背景について考察を行った。概略

は以下である。 

 江戸時代では七夕祭りの性格から角灯籠であ

ったものが、徐々に手の込んだ人形灯籠へと移

り変わった。明治から昭和にかけては、年の近

代化の影響を受け、サイズの縮小・拡大が図ら

れた。戦後には担ぎねぶたから台車に載せ曳く

形態に変化し、加えて竹から針金へ、蝋燭から

電球へと技術革新が起こり、湾曲表現が可能と

なる。その結果、自然景物の表現や人体の表現

が発展する。 

 戦前の青森ねぶたは一貫して日本の史実・伝

説または芝居演目を題材としたものが主流で、

必要最低限の登場人物が基本的に1～2体据え置

かれるものであった。昭和時代初期の担ぎねぶ

たでは、高欄上の空間が縦長ということもあり



人形の多くが起立した姿勢で正面を向く形式を

とっていた。二輪台車の形態をとってからは台

車が横に長いものとなり、人形も合わせて肥大

化、立ち膝姿勢へと変わっていった。昭和 30 年

代以降には、横に広い空間を最大限に生かす構

図が次々と開拓されるものの、大半は人形同士

の組み合わせに主眼が置かれたものであった。

題材観にも変化があり、神話や神仏を表現した

もの、地元青森の伝説を表現したものが登場し

た。 

 平成時代に入ると、モチーフ数は増加する傾

向にあり、併せて装飾物も多く取り入れられる

ようになる。照明に LED 電球が使用されること

も相まって、全体的にねぶたは明るいものへ変

貌を遂げる。題材もその幅を広げつつあり、近

年は文化・信仰を取り上げたものが評価を受け

ている。戦前の「合戦・芝居」の題材観は一変

し、民衆の生活に目を向けるものが登場するま

でに至っている。 

 以上のように、青森ねぶたの台車形態や造形

の特徴、表現される題材観は、各時代の世相や

社会背景を反映し、現在にまで発展を遂げてい

る。本研究は、青森ねぶたの表現の拡大を受け、

市民や関係者間に蔓延した「青森ねぶたの伝統

とは」という問いに対して、膨大な視覚資料と

制作の裏側を知る制作者等の証言をもとに、現

在までの造形的変遷を辿ったものである。2018

年現在には、さらに新たな視覚資料が発見され

ている。今後も引き続き、新資料の発見の度に、

考察を重ねていくつもりである。なお、 
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グラフ 1, 戦後のねぶた人形数の変遷・5年毎 

グラフ 2, 戦後のねぶた題材の変遷・５年毎 
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