
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」の造形的構成と、

その分類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 5m、幅が 9m、奥行

き 7m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。東北芸術文化学会誌・

芸術文化第二十二号（2017 年,東北芸術文化学会

編集委員会）掲載の筆者拙稿「青森ねぶたの造形

的変遷に関する一考察」では青森ねぶたの時代毎

の造形的変遷を追い、第二十三号（2018 年,同）

掲載の続稿「̶の造形的構成及び分類に関する一

考察」では台車上の造形物と構成の細分化及び分

類を試みている。本稿は青森ねぶたの造形に表現

される主題（題材）に焦点を当てた続稿に当たる。

各図のねぶたの詳細や統計値の詳細は、巻末〔図

版リスト〕、〔添付資料〕に掲載している。本稿で

示す各項目のねぶた台数は 2019 年分までの約

1500 台中の統計結果としているが、時代を遡る

に連れて不確定なものが多くため、ある程度題材

が判明している 1950 年代以降に特に焦点を当て

ている。 

 

 

２．	 従来の分類観 

 青森ねぶたの題材は一貫して日中の歴史的名

場面や著名人を表現する傾向が強く、観光 PR の

際には「勇壮華麗な武者人形」という謳い文句が

よく使用される。一方、時代が下るにつれ題材の

幅が広がってもいる。戦後から何度も登場する題

材もあれば、過去に一台しか登場していないもの

も数多い。本稿ではこれら題材の分類を合理的に

分析し、主に戦後の年代別統計調査を行う。まず

は過去の分類例を参照する。 

 

(1) 主題に関する分類例 

 青森ねぶたを特集した書誌内の記事「題材にみ

る青森ねぶた」iでは①歌舞伎もの、②中国もの、

③歴史もの、④源平もの、⑤伝説・物語、⑥神様

もの と分類している。これは、戦国武将の合戦

の題材、歌舞伎の演目を元にした題材などが繰り

返し制作されていることから、一般的にも「ねぶ

た＝合戦、歌舞伎」という認識がなされていたこ

とを裏付けている。他方、「源平もの」を独立さ

せているが、歴史的事実として捉えるのであれば

「歴史もの」にも含まれるはずである。「歴史も

の」の中でも、当時までに突出して多かった「源

平もの」を独立させた点は、統計が変化した現在

では混乱を招きかねない。 

 

(2) 地域に関する分類例 

 地域別に関する分類例では、江戸川大学の阿南

透が論文「青森ねぶた祭におけるねぶた題材の変

遷」iiにて①日本、②中国、③青森、④歌舞伎、

⑤宗教、⑥その他 の６つに分類している。歴史

や神話などフィクションに関する分類を廃し、新

たに地域別の分類を試みている。1990 年代（平

成時代初期）から増加した青森に関する題材、仏
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教など思想を反映する宗教の題材を独立させて

まとめ直した上で、各分類にさらに小分類を設け

場面毎の傾向を考察している（例：「青森」の小

分類として、「南祖坊と八之太郎」、「縄文人」、「津

軽為信」、「義経渡海」など）。最初に地域別に振

り分け、それぞれの題材の詳細を追う順接的な分

類方法としているが、漠然とした大分類とは対照

的に小分類ではすぐに詳細を述べているため、ど

こか統一感の無さを感じてしまう。 

 

３．	 本稿での分類方法 

 そこで本稿では、阿南の分類方法をもとに、兼

ねてからの主題別分類を加えた方法で題材の振

り分けを試みる。阿南は「大分類」→「小分類」

という形をとっていたが、本稿では「地域分類」、

「主題分類」、「題材分類」の三分類構成とし、よ

り統一的な分類を図る。まず「地域分類」で題材

の場面となっている地域を小分けにし、同時に

「主題分類」でその題材の主題性を振り分ける。

これら二つの視点から同時にアプローチすると、

ある程度限定された「題材分類」が絞り出される、

という考えである。例えば「壇ノ浦合戦」という

題材は、従来は「歴史もの」「日本もの」といっ

た分類であったが、本稿では「①日本」の「②歴

史」と捉え「③日本×史実」という分類にする。

ここでは①が地域分類、②が主題分類、両者を組

み合わせた③が題材分類として考えている。以下、

本稿における各分類の定義を述べる。 

 

４．	 各分類の一例と特例 

(1) 地域分類 

①	 日本（1076 台・74％） 

 まず「日本」は日本国内を舞台とする題材のう

ち、「郷土」に含まれないものを振り分ける。関

連する後述の主題には「史実」、「伝説」、「物語」、

「芝居」、「宗教」があり、他の地域分類に比べ圧

倒的に数が多い。 

 

②	 郷土（145 台・10％） 

 日本国内のものの中から、青森県とその周辺

（北海道、東北）をテーマにした郷土志向の題材

を含めた。青森県に限定しないのは、現在の 47

都道府県の境界が題材の舞台となった時代のそ

れと正確に一致せず、題材によっては県境を跨ぐ

場合を考慮したためである。源義経が蝦夷地へ渡

ったとされる「義経北行伝説」は青森県と北海道

を跨ぐことになり、征夷大将軍・坂上田村麻呂に

よる「蝦夷征伐」では、東北以北が舞台となる。

関連する主題はこうした「伝説」「史実」に加え、

地元青森の文化、風習を取り上げた「民俗」を設

定している。 

 

③	 中国（190 台・13％） 

 現在の中華人民共和国に由来する題材である

が、歴史的には古代の三国時代、漢楚春秋時代な

どが相当する。『三国志』や『水滸伝』などの「物

語」ものが多い。 

 

④	 異国（6台・1％未満） 

 他、日中以外の特異な海外の題材を「異国」と

して設定した。モンゴルの「チンギス・ハーン」

や古代エジプトの「ファラオ王」など数台のみで

ある。 

 

⑤	 その他（20 台・1％） 

 これら、日本と他国の地域分類のいずれにも属

さない題材や詳細不明のものを「その他」として

いる。分類不可能であったものは、太陽系の惑星

を擬人化したねぶたが登場した（千葉作龍《海

王・冥王》2001/H13 年,ナショナル）iii。写真は



確認されていないが、1954 年（昭和 29 年）には

「ジャングルの決死行」、翌 55 年（昭和 30 年）

には「銀の盃」というねぶたの記録が残っている。

この二台は共に歌舞伎座（当時営業していた青森

市内の映画館）が出したねぶたで、同タイトルの

洋画の広告を兼ねた題材であると思われる。他、

1953 年（昭和 28 年）には青森平和会「平和のハ

ト乱舞の図」というねぶたの記録が残っているも

のの、現時点で詳細は不明である。この項目に振

り分けられた題材は、今後も精査を要する。 

 

(2) 主題分類 

 前述のコラム内の分類例を基本として考えた。

加えて、美術史における絵画の分類（「歴史画」、

「芝居絵」、「風俗画」、「宗教画」など）も一つの

参考としている。 

 

①	 「史実」（423 台・29％） 

 一般的に実際に起こったものとして記録が残

っている歴史的な出来事、人物を含めている。日

本であれば歴史の教科書に載るような内容で、主

に近世までの時代毎に分けられる。青森県内の史

実題材としては、津軽藩主・津軽為信ら藩政時代

の出来事が多く、二代藩主信枚の家臣・森山弥七

郎による青森開港も含まれている。 

 

②	 「伝説」（454 台・31％） 

 史実とは別に地域に伝わる伝承など、歴史的事

実として確証が少ないものをここに振り分ける。

場合によっては「史実」にも「物語」にも成り得

る可能性が高い題材もあるが、題材名や詞書から

制作者が「伝説」と見なしている場合はここに含

める。基本的に古代・中世の出来事が多く、日本

であれば神話や○○退治伝説など、郷土であれば

十和田湖伝説など各地のローカルな伝説が挙げ

られる。他、古代中国の逸話は伝説の中でも歴史

的事柄のニュアンスも強く、「故事」として独立

させている。 

 

③	 「物語」（210 台・14％） 

 伝説とは別に具体的に題名が与えられている

書物を元にした題材を限定して分類している。童

話、小説、漫画など多岐にわたり、特に中国の小

説『三国志（演義）』や『水滸伝』が代表格であ

る。 

 

④	 「芝居」（199 台・13％） 

 「芝居」では歌舞伎や能などの演目を取り上げ

たものを扱う。そもそも各芝居の演目は、既成の

史実や伝説、物語を取材したものであるが、ここ

でも詞書などより制作者が芝居演目として取り

上げている題材は「芝居」としている。「暫」や

「勧進帳」に代表される歌舞伎十八番ものが多い

中、その他の歌舞伎演目「義経千本桜」「菅原伝

授手習鑑」など幅は広い。能の演目としては「猩々」

「連獅子」「高砂」などがある。また、雅楽の曲

目の一つ「蘭陵王」もこちらに含めている。「蘭

陵王」とは古代中国・北斉の蘭陵武王・高長恭の

逸話にちなんだ曲目で、ルーツを辿ると「中国」

ものと見做すことができる。 

 

⑤	 「宗教」（129 台・8％） 

 「宗教」には仏教や神道（修験道、陰陽道）の

題材を振り分ける。仏教では主に信仰対象の仏と、

実在した仏法僧を含めている。例として「毘沙門

天」や「不動明王」、「風神・雷神」など天・明王・

菩薩・観音の各階級ごとに多数確認できている。

なお、観音は大半が決まりきった姿で造形され、

明王や天ほど自由に“ねぶたらしく”表現される。

僧侶の例としては「空海」、「達磨大使」、「日蓮上



人」などが登場した。なお、京都・三十三間堂に

おける「通し矢」など、寺社行事の題材もこちら

に含めている。 

 

⑥	 「民俗」（21 台・1％） 

 「民俗」ものでは、特に地元青森県の郷土文化・

風習、信仰、その他人々の暮らしを取材した題材

を分類している。大間の鮪業や天妃様行列、津軽

地方の水滸様信仰、北前船、縄文時代の狩猟生活

などが挙げられる。なお、信仰を扱ったものは後

述する「宗教」にも分類可能であるが、青森県内

にのみ伝わるローカルな信仰は地元住民の文化

風習に密接に関わっているものとみなし、本稿で

は「民俗」に分類している。 

 

(3) 題材分類 

 漠然とした上記二つの分類により絞り出され

る具体的な題材（固有名詞）の分類とする。日本

神話や源平合戦など、前述したコラムの分類の大

半がこれに相当する。一例を以下に示す。 

 

①	 「日本×史実」（362 台・25％） 

 日本国内の歴史的な出来事や人物を取り上げ

た題材とする。主に時系列順になり、古代もので

は「女王卑弥呼」「崇仏論争」「大化改新」「平将

門の乱」「藤原純友の乱」などがある。中世では

「源平合戦」が圧倒的に多い中、鎌倉・北条政権

下の「鶴岡の暮雪」「元寇」や「運慶」「左甚五郎」

など鎌倉仏師、南北朝時代の動乱「三井寺合戦」

「村上義光錦旗奪還」、その他「織田信長」「武田

信玄」らを始めとする各戦国大名や戦国時代の合

戦が挙げられる。いずれもやはり武者ものが多い。

中世・近世ではこうした殺伐とした題材が好まれ

るが、反対に天下泰平の江戸時代の題材は少ない。

「徳川家康」「築山御前（徳川正室）」など中央政

権の人物の他、「盗賊・石川五右衛門」や「画家・

葛飾北斎」などの文化人・大衆的な人物も取り上

げられている。他、幕末の動乱である「池田屋騒

動」「戊辰戦争（会津・白虎隊）」の題材もあり、

この後の明治時代以降の歴史的出来事は基本的

に取り上げられていない。これは、近代の戦争場

面や洋服・髪型の表現が人形灯籠の様式表現に合

致しないことや、国際問題になり兼ねないデリケ

ートな題材であることが主な要因となっている

ようだiv。 

 

②	 「日本×伝説」（355 台・24％） 

 鬼退治伝説に代表される、異端な存在とされる

ものを退治する題材が多い。鬼退治では渡辺綱の

鬼退治「羅生門」や「茨木」、源頼光や坂田金時

（公時）による「大江山酒呑童子退治」が大多数

を占める。「土蜘蛛退治」や「鵺退治」、「狒々退

治」など、想像上の動物を退治したとされる伝説

も挙げられる。退治伝説以外には、中世以降の戦

国武将等の逸話も含めている。「百合若大王」「文

覚上人の荒行」「袴垂保輔と鬼童丸の妖術合戦」

「仁田四郎神霊を見る」「新田義貞の龍神祈願」

などである。また前述の通り、その物語性から「日

本神話」もここに分類している。 

 

③	 「日本×物語」（74 台・5％） 

 日本の小説、童話、漫画に関わるもので、多い

題材で「児雷也豪傑譚」や「南総里見八犬伝」「椿

説弓張月」が主だって多い中、少数で「三国妖狐

伝」「本朝水滸伝」がある。童話の題材は「桃太

郎」や「浦島太郎」、「花咲か爺さん」「一寸法師」

「かぐや姫」「金太郎」を確認している。日本の

小説では『南総里見八犬伝』の他、少数で芥川龍

之介『地獄変』や吉川英治『鳴門秘帖』『神州天

馬峡』、菊池寛『恩讐の彼方に』などがある。ま



た、1954 年の漫画『赤胴鈴之助』も大型ねぶた

として登場している。 

 

④	 「日本×芝居」（197 台・13％） 

 前述の通り、歌舞伎（十八番）や、能・雅楽の

演目に関するものである。歌舞伎十八番の具体例

としては「暫」「助六」「象引」「鳴神（雷神不動

北山桜）」「戻橋」「矢の根」「勧進帳」「鎌髭」「押

戻」があり、その他の歌舞伎演目では「曽我兄弟

の仇討ち（壽曽我対面）」「狐忠信（義経千本桜）」

「仮名手本忠臣蔵」「め組の喧嘩（神妙恵和合取

組）」「伽羅先代萩・床下の場」「国性爺合戦」が

よく登場した。歌舞伎の題材は幅が広いものの、

記録上一回しか登場しない演目も多数あり「白浪

五人男 弁天小僧（青砥稿花紅彩画）」「関の扉（積

恋雪関扉）」「神霊矢口渡」「阿古屋琴責（壇浦兜

軍記）」「夏祭浪花鑑」「幡随院長兵衛」などが挙

げられる。能では「猩々」「石橋」「高砂」「一角

仙人」「鏡獅子」「連獅子」、雅楽曲目として「蘭

陵王」が登場している。但し、文末の資料では「蘭

陵王」のみ「中国×芝居」としてカウントしてい

る。 

 

⑤	 「日本×宗教」（128 台・8％） 

 日本の宗教である仏教や日本神道の神仏に関

する題材となる。仏教関連の神仏としては、 “菩

薩”に「文殊菩薩」「北辰妙見菩薩」「閻魔大王」

が確認でき、“明王”では「不動明王」「軍荼利明王」

「大元帥明王」「曼荼羅」が登場した。これらに

比べ“天”は圧倒的に多く、「風神・雷神」「四天王

（毘沙門天＝多聞天・広目天・増長天・持国天）」

「金剛力士（阿形像・吽形像）」「仁王」「執金剛

神」「十二天（火天・風天・水天・日天）」「阿修

羅」「帝釈天」「龍王」など幅も広い。その他“垂

迹仏”として「蔵王権現」「金毘羅大権現」もある。

なお、“観音”は「千手観音」や「浅草観音」など

で登場するが、これらの中では主役に抜擢させる

ことはなく、舞台背景の装飾物として扱われるこ

とが大半である。前述の通り、仏教僧である「空

海」「天海」「達磨大使」「日蓮上人」「羅漢」など

も含めている。日本の神道では「安倍晴明」の陰

陽道、「役小角」の修験道がある。ほか、日本神

話で取り上げられない「七福神」などの神仏もこ

の項目にまとめている。 

 

⑥	 「中国×故事」（19 台・1％） 

 漢楚春秋時代に関わる内容を含めており、「鴻

門の会（樊噲）」「陳勝呉広の乱（劉邦）」「白梅（豫

譲）」、他「石に立つ矢（李広）」「背水の陣（韓信）」

が確認できた。他、「太公望」や「殷の滅亡（雷

震）」を扱った題材もある。 

 

⑦	 「中国×伝説」（34 台・2％） 

 「七夕伝説」「和合二仙人」の他、古代中国の

皇帝を扱った「鍾馗伝説（玄宗皇帝）」「秦の始皇

帝（荊軻）」「琢鹿の戦い（三皇五帝の黄帝）」も

ある。題材の少なさから、中国故事との差別化ま

たは統一化の精査が今後必要である。 

 

⑧	 「中国×物語」（135 台・9％） 

 弘前ねぷたと同じように、この項目で大多数を

占めるのは『三国志（演義）』や『水滸伝』であ

る。その他、孫悟空を描いた『西遊記』や中国明

代の神怪小説『封神演義』がある中、一度だけ登

場したもので『東遊記』『北遊記』『南遊記』があ

った。 

 

⑨	 「郷土×史実」（59 台・4％） 

 「坂上田村麻呂の蝦夷征伐」や「津軽為信の津

軽統一」に代表される。他、「大河兼任の乱」「津



軽萩ノ台合戦」「安東水軍」「藤田民二郎の直訴」

「森山弥七郎の青森港開港」「進藤庄兵衛」「版画

家・棟方志功」「津軽三味線奏者・高橋竹山」（図

86）など、歴史的な争い事や文化人が挙げられる。 

 

⑩	 「郷土×伝説」（64 台・4％） 

 前述の「源義経北行伝説」、「十和田湖伝説（八

之太郎と南祖坊）」の他、各地域に伝わる伝承が

多い。例を挙げると、「奥内伝説（貝倉明神）」「下

北伝説（箭根森八幡）」「今別伝説（大泊の鬼）」

「赤倉山伝説（赤倉山の鬼神）」「蓬田村伝説（金

光上人）」「津軽富士見湖伝説（鶴の舞橋）」「小田

原湖伝説（道忠幻生）」「龍飛の黒神・男鹿の赤神」

「善知鳥伝説」などがある。また、特定の人物に

関するものでは「大嶽丸」「秦の徐福」「義人権太

夫」「刈田麿伝説」「鬼神のお松」「津刈丸」が登

場した。その他、「龍の毛伝説」や平成初期には

『東王流外三郡誌』を受けて「東王流荒覇吐王国」

関係のねぶたが登場した。 

 

⑪	 「郷土×民俗」（21 台・1％） 

 地元民族の文化風習に関するものを分類した。

江戸時代中期の「北前船」や「大間の鮪漁業」、

尾上町（現・平川市）猿賀神社の神道行事「鬼面

奉射」、江戸時代の天明の大飢饉「天明卯辰簗」

が登場した。他、近年多く登場しているものとし

て、郷土風習ものが挙げられる。「大間の天妃様

信仰」や津軽地方の「水滸様信仰」などである。

加えて、平成初期（1990 年代）の「縄文」シリ

ーズがあり、「三内丸山」「亀ヶ岡」「小牧野環状

列石」「八甲田山大噴火」と一定の種類が確認で

きた。描かれたシーンも狩猟、漁業、六本柱建築、

祈りの儀式など様々である。 

 

 

⑫	 「異国もの」（6台・1％未満） 

 上記で示した通り、数少ない例として中国以外

の諸外国の題材がある。異邦人ではモンゴルの

「チンギス・ハーン（成吉思汗）」やエジプトの

「ファラオ王（覇邏王）」が登場した。また日本

人であるが、江戸時代前期にシャム（現・タイ）

に渡った「山田長政」は、日本と異国の双方にカ

ウントしている。他、能の演目「国王と一角仙人」

も、分類上は「日本×芝居」であるものの、ルー

ツを辿るとインドに至るため、地域分類では山田

長政と同様に日本・異国の双方にカウントしてい

る。 

 

 分類を進めると上記の各項目に至ったが、同じ

題材分類でも主題が異なる場合があることに注

意したい。例えば、「源平合戦」という題材分類

でも、史実としての合戦もの（宇治川争いなど）

もあれば、正史ではない言い伝えをもとにした伝

説を扱った題材（牛若丸と烏天狗など）もある。

また、同じ題材分類でもより具体的な場面詳細ま

で区別できるものは、都度細分化した（例：「源

平合戦」→「倶利伽羅峠合戦」「一の谷合戦」「鵯

越の逆落とし」「壇ノ浦合戦」等）。同様に、他の

「日本神話」や「戦国合戦」、「三国志」などは具

体的な場面詳細まで分類した。 

 

５．	 題材の統計調査 

 以上の分類定義の元で、戦後の青森ねぶたの題

材の統計調査を行った。以下、各分類における台

数と全体に対する割合を示していく。 

 地域分類別で最も多かったのは「日本」で 1076

台(74％)にも及んだ。続いて「中国」190 台(13％)、

「郷土」145 台(10%)という結果となった。弘前

ねぷたでは「三国志」や「水滸伝」など中国の題

材が多く取り上げられている一方、青森ねぶたで



は日本の合戦や歌舞伎の芝居演目が多く登場す

ると言われているが、それを裏付ける数値が打ち

出された。他、少数派として「異国」が 6台で全

体の 1%にも及ばず、題名から分類不可だった「未

分類」が 20 台で 1%となっている。 

 主題分類別で最多なのは「伝説」で454台(31％)、

次いで「史実」が 423 台(29％)となった。他の項

目に比べ割合が多く、合計で全体の６割を占める。

続いて「物語」が 210 台(14%)、「芝居」が 199

台(13%)と均衡した。近年多く登場している「宗

教」は 129 台(8％)、人々の風俗を描いた「民俗」

が21台(1％)と、他に比べまだまだ総数は少ない。

これら流行の兆しを見せている題材も、全体的に

は一割程度であった。 

 題材分類別では、上位から順に「日本×史実」

362 台（25%）、「日本×伝説」355 台（24%）、「日

本×芝居」197 台（13%）と、全時代的に登場し

ている題材が各々全体の１～２割以上を占めた。

次点で「中国×物語」135 台（9%）、「日本×宗教」

128 台（8%）と、近年登場数が多いこれら題材も

全体では１割には満たなかった。他の題材は 5%

以下に留まり、全体的に題材幅の広さを感じさせ

つつ、題材間の登場台数の差が顕著に現れる結果

となった。 

 なお、これら分類は便宜上のものであり、題材

の幅が広がるにつれ、その時々で改訂を要するも

のと思われる。 

 

６．	 題材の史的変遷 

 江戸時代からの青森ねぶたの題材の記録を遡

ると、時代に応じた主題性の流行を垣間見ること

ができる。なお、造形物と併せた変遷の詳細は筆

者拙稿「青森ねぶたの造形的変遷に関する一考察」

にてまとめており、本稿では題材変遷の概観を記

したい。 

 江戸時代の弘前での七夕祭りを描いた比良野

貞彦『奥民図彙』（1788 年、国立公文書館内閣文

庫蔵）には、扇や植物の飾りが上についた角灯籠

が確認できる。約 100 年後の文久年間のねぷた行

列を描いた平尾魯山『津軽風俗絵巻』(1861～64

年、個人蔵)では、さらに武者人形やタコの造形

など、より題材の幅が広がっている。数少ない記

録から見られる江戸時代のねぶた（灯籠）の表現

としては、現代の勇壮華麗なものではなく、身近

な縁起物や飾りを主としていた様子が伺える。 

 明治時代は、町内間の競争意識がねぶたにも反

映され、より華美なもの、風流なもの、人の目を

引くものが表現されるようになった。『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」、「相馬将門 千

両箱」などの記載があり、現代に通ずる勇壮な題

材と、縁起を意識した風流な題材が混在している。 

 大正時代の新聞記事（東奥日報 大正六年八月

二十二日付）には、「女を配したもの」（4台）、「風

変わりなもの」（4 台）、「武張ったもの」（18 台）

の記載があり、明治期までの題材幅を残しつつ、

徐々に勇ましい武者が登場する題材が主となっ

た経過が確認できる。 

 昭和時代の特に戦前から終戦後間もなくの頃

までは、これらの傾向に大きな変化は見られず、

毎年同じような武者や歌舞伎の題材が好んで繰

り返された。表現の主眼は「勇壮華麗さ」に絞ら

れ、かつての「縁起物」や「女もの」は徐々に姿

を消すようになる。他方、映画と同名のねぶたの

記録（前述の「銀の盃」等）も残っており、題材

の幅が一時期大衆的になった様子も伺える。 

 昭和時代も 40 年を過ぎた頃には、同じ題材の

反芻はマンネリとなり、制作者の視野拡大が顕著

となる。結果、社会問題を風刺した題材や、精神

世界へ傾倒した題材が新興する。結果、「日本神



話」や「神仏」の題材が登場し、昭和後期から平

成時代までの定番となった。対して、繰り返し登

場した「歌舞伎」の題材は型が決まりきったもの

として新鮮味が無いとされ、平成時代にかけて台

数が減少傾向にある。 

 平成時代では郷土文化への傾倒が見られ、青森

県や東北地方の伝承や伝説、史実をもとにした題

材、民俗的な風習や信仰をもとにした題材が登場

し始める。加えて近年は、震災の復興祈願を意識

した縁起ものの題材（観音や無病息災に絡んだも

の）、女性や童子が登場する可憐な場を表現した

題材、大河ドラマの主人公を取材した題材など、

一時期流行を見せた題材が再び登場するように

なる。その中、「ファラオ」や「海王冥王」など

従来の枠に留まらない題材も一部新出し、青森ね

ぶたの題材幅の広がりに可能性を与えた。 

 令和時代を迎えた今後、従来の勇壮さ・風流さ

を意識した題材観に加え、異国情緒や女性像を表

現した斬新な題材が登場することが期待される。 

 

７．	 おわりに 

 以上の通り、青森ねぶたの題材はある程度幅が

あるものの、やはり一貫して日中の歴史的名場面

や著名人を表現する傾向が強いようである。観光

パンフレットやポスターによく記載されている

青森ねぶた像を反映する統計結果が得られた。 

 条例等における文面上の制約があるわけでは

ないものの、歴史的変遷の中で淘汰された領域が

現在に伝わっているため、その領域から外れたも

のは批判の対象となるようだ。前述の「ファラオ

王」のねぶたが良い例で、賛否両論となり物議を

醸した。同じような題材で、2015（平成 27）年

に中型の「スター・ウォーズ」ねぶたも登場した。

これも「異国×物語」と捉えられるが、上記の分

類例から考えられる現在の題材観からかけ離れ

てしまっている時点で批判対象だったのかもし

れない。 

 第五代名人・千葉作龍は自身の著書において、

制作者の中にも洋物はタブーとする暗黙の了解

が築かれていると述べているv。祭の山車から発

展してきた経緯も踏まえると、既存の領域（日中

の史実伝説）から離れた新興題材は、それが受け

入れられる土壌が整っていないと批判対象とな

る。一方で、ある程度既存の領域内に留まりなが

らも、これまで表現されていない題材を取り上げ

ると賞賛の対象となる。 

 青森ねぶたの題材感は、長い時間をかけて上記

のような取捨選択を繰り返し「伝統的」な題材像

が構築されたようである。現在の青森ねぶたでは

「日中の歴史的名場面や著名人」という内容がそ

れであり、これに反する題材は批判の対象になり

かねない。しかし、幸いにも青森ねぶたでは題材

を厳格に制限する制約はなく、ここ十年では郷土

風習に目を向けた新興題材が増加している。長い

目で見ると、現時点で異質と思われる題材も許容

範囲に収まる可能性が十分あり、今後も変貌して

いくものと思われる。他地域のねぶた・ねぷた祭

の題材観の比較も視野に入れ、今後も定期的に調

査を進めたい。 
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