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はじめに 
 
 2020年 7月 4日（土），5日（日）の 2日間にわたり，ビデオ会議ア
プリの Zoomを使用して「第 1回 オンラインねぶたゼミ」（以下，「ね
ぶたゼミ」と略します。）を開催することができました。コトの発端は，
私の単なる思いつきとツイートです（図 1）。ねぶたに何らかの接点が
ある人が，自分の興味のある分野の文献やねぶたに関する考察を持ち寄
って，“ねぶた” ないし “津軽地方の灯籠文化” に関する〈知〉を共有
できるような場があったら面白そうだなあと思い，企画しました。あり
がたいことに，「興味がある」「参加したい」といった前向きな意見を多
数いただきました。同時に，こういった企画をしているということを私
の師である竹浪比呂央先生に伝えたところ，竹浪比呂央ねぶた研究所の
後援で開催できることになりました。一研究生である私に，ねぶたゼミ
を主宰することを快諾してくださった竹浪先生には，この場を借りて厚
く御礼申し上げます。 

図 1 ねぶたゼミ企画の契機とな
ったツイート 

図 2 1 枚目のチラシ 
大まかな目的や内容，日時，方法などを記載したチラシを
5月 26日にTwitter 上に公開しました。 

図 3 2 枚目のチラシ 
発表者および演題を記載したチラシを 6 月 12 日に
Twitter 上に公開しました。 
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 ねぶた，あるいはねぶた祭りは，制作・囃子・ハネト・運行はもちろん，その他にも芸術・文化・教育・
歴史・民族学・観光・行政をはじめ，様々な要素を含有しており，それぞれの視点から考察・発信してい
くことが可能であると考えています。これまで，ねぶたについて研究されている方やねぶた制作者，ねぶ
た祭関係者が一般市民を対象に講演会を行うなどの機会は数多くありました。しかしながら，学術的な
世界と一般市民とをつなぐ，いわゆる “架け橋” になるような機会は決して多くはありません。そのよ
うな背景をふまえ，講演会のような “一方向” ではなく “双方向” をめざしました。発表者それぞれが
独自の切り口でねぶたについて語り，ディスカッション（質疑応答）を行うという形式をとりました。 
 発表者の選定方法についてですが，ねぶたゼミの 1 枚目のチラシ（図 2）を Twitter 上で公開して以
降，「ぜひ参加したい」などと直接メッセージをいただいた方の中から選び，発表を依頼しました。発表
者は 6 月上旬に決定し，6 月 12 日に 2 枚目のチラシを公開しました（図 3）。具体的な日時および参加
方法を記載した 3枚目のチラシは 6月 27日に公開しました（図 4-A, B）。 
 みなさんがご存知のように，青森ねぶた祭は毎年 8 月 2日から 7 日に青森市中心市街地で開催される
祭りです。祭りは主に，「ねぶた」とよばれる人形灯籠の運行，囃子，ハネトから成り立っています。さ
らに，青森市内全域において，地域ねぶたも行われています。また，青森市内だけではなく県内各地に広
く目を向けると，弘前ねぷたまつりや五所川原立佞武多祭りをはじめ，同一の起源から派生したと考え
られる人形灯籠を中心とした祭りが数多く存在します。そして，“ねぶた” および “ねぶた祭” が派生し

図 4 3 枚目のチラシ 
具体的な日時および参加方法などを記載したチラシを6月 27日にTwitter 上に公開しました。A：1日目の演題一覧お
よび参加方法。B：2日目の演題一覧および参加方法，注意事項など。 

A B 
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たことによって生まれた “ねぶた文化” が全国各地に存在しています。 
 ねぶたゼミでは，青森ねぶた祭のみに焦点を絞るのではなく，様々な視点から広くねぶたをとらえる
ことを目標としました。1日目のテーマは「祭り」と設定し，私が「総論̶青森ねぶたの歴史とこれから
̶」，新毛稔理さんが「自由に表現する跳人衆」，佐々木啓祐さんが「立佞武多の魅力と祭りのこれから」，
浅利匠さんが「社会学から見るねぶた」という演題で発表しました。2日目のテーマは「芸術・文化・教
育」と設定し，工藤友哉さんが「ねぶた文化 ∈ 美術文化」，野村翠さんが「ねぶたと芸術学 祇園祭と
の比較から」，根城颯介さんが「ねぶたから派生した灯籠文化」，私が「ねぶたの色々な楽しみ方̶ねぶた
と医学・芸術とのつながり̶」という演題で発表しました。11頁以降で，これらの発表内容をまとめて
います。 
 青森ねぶた祭は，主に 3 種類の人々によって成り立っています。（1）ねぶたは市民の祭りであり，た
だ単に楽しめれば良いと思う人々，（2）ねぶた祭を，観光客を呼ぶためのツールとして活用したいと考
える人々，（3）制作・囃子・運行などにおいて技を競う場であると考える人々，の 3 つです。さらに現
代においては，ねぶた本体の芸術性が高まり，ねぶた作品を造形作品として発表する作家や，ねぶたにつ
いて研究を行う研究者が多く現れつつあります。このように，様々な考えをもつ人々によって構成され
る祭りであるがゆえに，時に意見の不一致が生じることもあります。わかりやすい例でいうと，青森ねぶ
た祭の観光化に伴う “見せるためのねぶた” と “市民が楽しむためのねぶた” との間のジレンマが挙げ
られます。しかしながら，このようなことは，ねぶた祭に関わる様々な人々が “ねぶた＝単なる祭り” と
いう従来からの固定観念のもとに無秩序に議論することによって生じています。ねぶた祭とねぶた文化
とを切り離して考え，意見交換することで，ねぶた祭における課題がより明瞭になるのではないかと考
えています。ねぶたゼミが青森ねぶた祭だけではなく様々な所属の人々が発表し，さらに，祭りとねぶた
文化を分けて議論した（＝テーマ別に 2日に分けて開催）のは，以上のようなことを考慮したためです。 
 最後に，ねぶたゼミ開催にあたり，発表依頼を快諾していただき，準備から発表まで多大な時間と労力
を割き，非常に面白く興味深いお話をしていただいた，工藤友哉さん，新毛稔理さん，野村翠さん，佐々
木啓祐さん，根城颯介さん，浅利匠さんには大変お世話になりました。この場を借りて，心より感謝申し
上げます。本当にありがとうございました。 
 

2020年 9月 弘前にて 

津川 創 
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▼ 

1 日目 

テーマ「祭り」 

11



  津川 創 

総論 

̶青森ねぶたの歴史とこれから̶ 

 

竹浪比呂央ねぶた研究所 研究生 

津川 創 
 

 
 

■ はじめに 
これから，「総論̶青森ねぶたの歴史とこれから

̶」というテーマで発表させていただきます。ま
ず，簡単に自己紹介です。小学校 5 年生の頃から
竹浪先生にお世話になっております。高校卒業後，
1年間，仙台で浪人生をしまして，現在は，弘前大
学の 3 年生です。私がどういうものを制作してい
るのかということを少しだけ紹介します。図 1は，
昨年（2019年）の下絵コンクールの最優秀作品の
原画を立体にしたものです。時間が前後してしま

いますが，図 2 は，高校 3 年生の時（2016 年）
に制作したミニねぶたです。このねぶたは新青森
駅に展示していただきました。ありがたいことに，
市川海老蔵さんが巡業で青森にいらっしゃった際，
このミニねぶたをバックに撮った自撮りの写真を
ブログに載せてくださっていました。また，図 3
に示すのは，いわゆる「ねぶた」とは違うのです

図 1 作品例① 
発表者制作《津軽為信 六羽川の戦い》木材・針金・内部照
明 ・ 和 紙 ・ 墨 ・ ロ ウ ・ ア ク リ ル 絵 具 ， H 
1500×W2000×D1400 mm，2019，青森市蔵。第8回 
全国小・中学生 ねぶた下絵コンクール（2018年）の中学
生の部で最優秀賞を受賞した，むつ市立大湊中学校3年生
（当時）の真勢孝哉さんの《津軽為信 六羽川の戦い》をも
とに制作。 

図 2 作品例② 
発表者制作《八之太郎と南祖坊》木材・針金・内部照明・
和紙・墨・ロウ・アクリル絵具，H 1500×W2000×D1400 
mm，2016。2016年 6月～2017年 6月，JR新青森駅
に展示していただいた。 
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オンラインねぶたゼミ 1日目 

が，成田本店しんまち店のショーケースにオブジ
ェを展示させていただきました。これは一昨年
（2018年）の冬に制作して，昨年（2019 年）も
展示されていました。ねぶた以外の作品としては，
                                                        
1） ねぶたの源流については，「都市祭礼源流説」と「村落行事源流説」の2つの方向性が考えられる。前者は，ねぶた
祭りは，記録が残る初期の時代から「都市―町場の祭り」であったため，その源流を都市の祭りに求めるという考え方で
ある。後者は，弘前や青森の都市の「ねぶた祭り」は，農村地域で行われていた「七夕祭」や，仕事の進行を妨げる「眠

竹浪先生から日本画の技法を教えていただきなが
ら日本画を描いて，研究所で開催する展覧会で展
示していただいています（図 4）。また，このよう
な油絵も描いたりしています（図 5）。 
それでは，ここから本題です。主に，3つに分け

て話していきます。1つ目が「青森ねぶたの歴史」
について，2つ目が「ねぶた祭とねぶた文化」につ
いて，3つ目が「青森ねぶたのこれから」について
です。 
 

■ 青森ねぶたの歴史 

● ねぶたの起源 
青森ねぶた祭は，七夕祭りにおける燈籠流しの

変形であろうといわれていますが，その起源は定
かではありません1）。奈良時代に中国から渡来した

図 3 作品例③ 
発表者制作《冬華》木材・針金・内部照明・和紙・ロウ，
H 2000×W4000×D300 mm，2018。ねぶたの技法を用
いて制作したオブジェを成田本店しんまち店に展示して
いただいた。 

図 4 作品例④ 
発表者制作《八之太郎と南祖坊》和紙・水干絵具・墨，H272 
× W242 mm，2018。 
 

図 5 作品例⑤ 
発表者制作《Prologue》カンヴァス・油彩，H910 × W727 
mm，2016。 
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  津川 創 

七夕祭と，古くから津軽にあった習俗や精霊送り，
人形，虫送りなどの行事とが一体化して，紙や竹，
ロウソクが普及すると燈籠になり，それが変化し
て人形ねぶたや扇形のねぷたになったと考えられ
ています。 
 
● ねぶた流し 
初期のねぶた祭の形態は七夕祭であったと思わ

れます。そこに登場する練り物の中心が「ねぶた」
                                                        
気」を追い払い流し捨てる行事（眠り流し）が起源であるとする説である。ねぶた祭りは初期においては「七夕祭」，「ね
ぶた流し」と称し，寺社との結びつきがない祭りであったことから，農村で行われていた民俗行事に源流を求める説であ
る。これまでの主要な源流研究は，柳田國男に始まる民俗学的なデータをふまえた「村落行事源流説」にのっとったもの
である（小松 2016:9）。 
2） 青森ねぶたの「ねぶた流し」は，堤川の下流において行われていたといわれるが，いつ頃まで行われていたかは不明
である。1947年（昭和 22），新しい趣向としてねぶたの海上運行が行われたという記録があることから，戦後，ねぶた
流しは行われていないことがわかる（清野 2016:107）。 
3） 全国各地の農山漁村において，七夕の日を中心とした「眠り流し」の習俗がある。信越地方には「オネンブリ流
し」，「ネンブリ流し」という行事がある。関東地方には「ネブチ流し」，「ネム流し」，「ネボケ流し」，「ネムタ流し」，「ネ
ムツタ流し」という行事がある。東北地方においては，秋田や山形などの村々でも「ネブタ流し」が行われていた。これ
らは眠気を流す行事であるが，このような民俗語彙の分布と方言学の成果とにもとづき，「ねぶた」は「眠り」が転訛し
たものと考えられる（小松 2016:10）。 
4） ⻘森ねぶたの起源について，享保年間（1716-1735）または享保15年（1730）に，大浜（現・青森市油川）では弘
前の真似をして，ねぶたを担いで踊り騒いだとしているものがみられ，これをねぶたが登場する最初の記録であると解説
しているものが存在する。確かに大浜は青森市街地に近いが，この記述には推測も多く含まれているということを鑑みる

とよばれる燈籠でした。七夕祭では，7 月 7 日の
夜に，穢れ（けがれ）を川や海に流す，禊（みそぎ）
の行事として燈籠を流し，無病息災を祈りました。
これが「ねぶた流し」（図 6）とよばれ，それは現
在の青森ねぶたの海上運行に表れています2）。 
 
●「ねぶた」という名称 
「ねぶた」や「ねぷた」という名称は，「ねむり」

が訛（なま）ったものと考えられています3）。 
 
● 古い記録 
青森のねぶたに関する古い記述についてです4）。

図 6 ねぶた流し 
ねぶた［北川啓三《誉の消義隊》1964（昭和 39），消防
第三分団野脇］を堤川上流に流している様子。かつてのね
ぶた流しは環境保護の観点から行われなくなった。青森ね
ぶたにおいて，ねぶたは堤川の下流に流していたが，ねぶ
た流しがいつ頃まで行われていなのかは明確ではない。戦
後はすでにねぶた流しは行われておらず，昔を懐かしんで
それを再現する趣旨で一部のねぶた団体で行われていた
という。この写真は，ねぶた流しの再現行事が撮影された
ものである。図版引用：青森まちかど歴史の庵「奏海」の
会：藤巻健二写真集．青森まちかど歴史の庵「奏海」の会，
2018，p 64． 
 

図 7 比良野貞彦《子ムタ祭之図》1788（天明 8） 
『奥民図彙』に載っている絵である。描かれているのは弘
前のねぷたの様子である。「旧暦の 7 月 1 日から 6 日ま
で，たくさんの燈籠を持って練り歩き，7日にはそれを流
す」と書かれている。燈籠の形は，長い竿の先に角形の燈
籠をつけた一人持ちのものや，大型で5-6人で担いでいる
ものもみられる。図版引用：宮田登，小松和彦（監）：青森
ねぶた誌 増補版．青森市，2016，p 85． 
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現在の青森ねぶたにつながる記述は，『柿崎日記』
（1842年（天保 13））に認められます。この文献
から，ねぶたは町内単位で大人が作り，子どもた
ちも参加して，毎年行われる行事であったことや，
七夕祭としての性格を持っていたことがうかがわ
れます。 
 また，図 7は，1788年（天明 8）に比良野貞彦
が描いた《子ムタ祭之図》という，『奥民図彙』に
載っている絵です。これは弘前のねぷたの様子で
すが，青森と大きな違いはなかったと考えられま
すので，参考までに紹介します。これには，（旧暦）
7 月 1 日から 6 日まで，たくさんの燈籠を持って
練り歩き，7 日にはそれを流す，と書かれていま
す。燈籠の形は，長い竿の先に角形の燈籠をつけ
た一人持ちのものや，大型で 5～6 人で担いでい
るものなどもあります。人形燈籠はまだ見られま
せん。 
さらに，図 8は，文久年間（1861-1864年）の

                                                        
と，「青森ねぶた祭」に直接つながるものではないだろう（清野 2016:80-81）。 
5） 平尾魯仙が描いた原画の所在は不明で，現在は，魯仙の原画を佐藤仙之が模写したものと，仙之が描いた模写を木村
仙秋が精密に転写したものとが残っている（清野 2016:85）。 
6） 1873年（明治 6），当時の青森県権令［明治新政府から任命された役人で，現在の県知事にあたる］である菱田重禧
による布達である。近代化を進めるため，地方の旧習は悪習であるとみなされ，ねぶたをはじめ，盆踊りなども禁止とさ
れた。禁止令が出された年，弘前のねぷたは完全に中止されたが，1875年（明治 8）には一部でねぷたが出たようであ
り，この禁令がどの程度の効力があったのかはわからない（清野 2016:89-90）。 
7） ねぶたの運行は，ねぶた1台ごとに取締人を立てての許可制となり，一定の大きさを超える大きなねぶたには，その
大きさに制限が設けられた。高さが約5.5 m，縦が約 4 m，横が約 4 m 以内のねぶたに許可が出され，許可を受けたね
ぶたには「官許」と書かれた札が掲げられた（清野 2016:90-91）。 

ねぷたの行列を，平尾魯仙が描いたとされる《津
軽風俗画巻》です5）。正確には，その模写です。こ
の絵を見ると，より複雑化した燈籠が出てきてい
るのがわかります。このように，弘前では，江戸
後期から末期にかけて人形燈籠が作られるように
なったと考えられています。 
 
● 明治時代 
明治の青森ねぶたについて紹介します。廃藩置

県の後，青森および弘前のすべてのねぶたを対象
に，ねぶた禁止の布達がありました6）。その禁令は，
1882 年（明治 15）8 月 2 日に「侫武多取締規則
7）」が定められたことによって，約 10 年を経て，
正式に解除となりました。青森市は，明治期に青
森県の政治の中心地としてスタートし，また，交
通の要地としても重要な地位を占めるようになり，
この頃から青森のねぶた祭りは規模も大きく，華
やかになっていきました。 

図 8 平尾魯仙《津軽風俗絵巻》1861-1864（文久年間） 
ねぷたの行列を平尾魯仙が描いたものである。ただ，平尾魯仙が描いた原画の所在は不明で，現存しているのは，魯仙の
原画を佐藤仙之が模写したものと，仙之が描いた模写を木村仙秋が転写したものとである。この絵から，弘前では，江戸
後期から末期にかけて人形燈籠が作られるようになったと考えられる。図版引用：宮田登，小松和彦（監）：青森ねぶた誌 
増補版．青森市，2016，p 86． 
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● 大正時代 
 次に，大正時代のねぶたについてですが，実際
の写真をもとに説明したいと思います。図 9 は，
大正から昭和初期の頃の青森ねぶたです。今のね
ぶたとは形態が大きく異なることがわかると思い
ます。担ぎねぶたで，縦長の形をしています。 
 ここでは，この頃のねぶたの，ねぶた本体では
                                                        
8） 高欄は本来，橋や廊下などの端の反り返った欄干を指すが，青森ねぶたの場合は，人形燈籠の下に取り付けられた台
のことをいう。 
9） 戦後頃までにおける青森ねぶたの高欄には，反りのある「ツノ」とよばれる張り出しが付いていた。弘前や黒石など
の人形ねぷたには今でもツノが付けられている（成田 2016:176）。 

なく，その下の部分について少し紹介したいと思
います。ねぶたのすぐ下の部分が「高欄8）」とよば
れ，写真からはわかりづらいですが，牡丹の花が
描かれています。そして，その下の，斜めになっ
ている部分は「開き」とよばれ，ここには，青海波
とよばる模様が描かれています。そして，一番下
は「額」とよばれ，ここには「雲漢」という言葉が
書かれています9）（図 10 ）。 
これらの模様・単語について少し詳しく説明し

ます。まず，高欄に描かれる牡丹の紋様は，弘前
藩主である津軽家の家紋です。そして，開きに描
かれていた青海波は，海がもたらす幸を呼び寄せ
る吉祥文様です。この模様からは川や海が連想さ
れますし，かつての燈籠流しに関連させているの
ではないでしょうか。そして，一番下の額に書か
れていた「雲漢」という言葉ですが，これは，天の

図 9 大正から昭和初期の頃の青森ねぶた 
現在の青森ねぶたとは異なり，担ぎねぶたで，かつ形態が
縦長であることがわかる。図版引用：宮田登，小松和彦
（監）：青森ねぶた誌 増補版．青森市，2016，p 99． 

高欄 … 牡丹文

開き … 青海波文

額 … 「雲漢」

図 10 大正から昭和初期におけるねぶたの高欄 
人形燈籠のすぐ下の部分が「高欄」とよばれ，牡丹の花が
描かれている。その下の斜めになっている部分っは「開き」
とよばれ，青海波文が描かれている。さらにその下の部分
は「額」とよばれ，「雲漢」という単語が書かれている。図
版引用：宮田登，小松和彦（監）：青森ねぶた誌 増補版．
青森市，2016，p 101（改変）． 
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川という意味で，七夕を表します。万葉集にも登
場している言葉です。このように，これらの縁起
の良い物，あるいは七夕祭りに関連したものが，
ねぶた本体の下に設けられていたということから
は，この時代のねぶたは，ねぶた本体の〈存在〉自
体が非常に重要で，そのうえ，民俗行事としての
性質が強かったということがうかがわれ，ある意
味，ねぶたは神聖な物として見られていたのでは
ないかと考えられます。 
青森県内のねぶた・ねぷたを見てみると，五所

川原立佞武多や黒石ねぷた，弘前ねぷたなど，ど
れを見ても，現在でもしっかりと高欄・開き・額
が存在します。一方で，青森のねぶたはというと，
ねぶたの下がこれほどコンパクトになっています
（図 11）。現在では，先ほど紹介したような3段
ではなく，開きと額が省略され，牡丹の絵が描か

                                                        
10） 北川金三郎《勧進帳》1957年（東北電力）は当時のねぶたの傑作といわれているが，高欄を取り払い，歌舞伎の舞
台のような感じにしたものであった。この頃から次第に高欄を省略するようになったと思われる（成田 2016:177）。 
11） かつてのねぶたの照明にはロウソクが用いられていた。戦後になって電球が安価になると，次第にねぶたにも使用さ
れるようになった。ねぶたの照明がバッテリーによる電球に変わったのは1947年（昭和 22）である（清野 
2016:107）。また，昭和29-30年頃から，蛍光灯をを取り入れたねぶたがあったといわれている。北川金三郎《勧進
帳》1957年（東北電力）は，造形的にも優れていたが，初めて多くの蛍光灯を胴体部分に使用したことでも当時話題に
なった（成田 2016:244）。 
12） 1970年（昭和 45），大阪で開催された日本万国博覧会に，佐藤伝蔵《草薙の剣》が出演した。この出来事を契機
に，ねぶたの遠征がより盛んになっていく（阿南 2016:297-298）。 
13） 最初の海外遠征は1963年（昭和 38）のハワイ遠征である。佐藤伝蔵が制作した《紅葉狩り》が，松竹歌劇団のハ
ワイ公演の舞台装飾として用いられた。海外で初めてねぶたの運行が行われたのは，1976年（昭和 51），フランス・ニ
ースの国際カーニバルにおいてである。ねぶた（《茨木》）は，石谷進，千葉作龍ら制作者9人が現地に派遣され，17日
間で仕上げた。ニースへの遠征の成功を契機に，世界各国への遠征が始まった（阿南 2016:300）。 

れている高欄 1 段のみとなっています。このよう
な変化はいつ頃起こったのかというと，図 12 は，
今なお名作と言われている，1957 年（昭和 32）
の，北川金三郎の《勧進帳》ですが，この前後から
高欄が小さいねぶたが登場してきました10）。ねぶ
たの作者が，ねぶた本体をより大きく見せたい，
という思いがあったのだと思うのですが，どこを
削るか，となった時に省略されたのは高欄でした。 
 
● 昭和時代 
昭和時代には，照明がロウソクから電球や蛍光

灯になったり11），万博12）や海外遠征13）などがあっ
たりと，ねぶた界にとって非常に大きな出来事が
あったのですが，発表の時間の関係上，申し訳あ
りませんが詳細は省略させていただきます。 

図 11 現代の青森ねぶたにおけるねぶたの高欄 
破線で囲んでいる部分が高欄である。「額」と「開き」が省
略され，牡丹の花が描かれている「高欄」のみが残ってい
ることがわかる。 
 

図 12 北川金三郎《勧進帳》1957 年（昭和 32），東北
電力 
当時のねぶたの傑作といわれているが，高欄を取り払い，
歌舞伎の舞台のような感じにしたものであった。この頃か
ら次第に高欄を省略するようになったといわれている。図
版引用：宮田登，小松和彦（監）：青森ねぶた誌 増補版．
青森市，2016，p 243． 
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● 形態の変化 
このように，青森ねぶたは，高欄やねぶた本体

の形の変化をみても，初期の頃と現在とでは大き
く異なります。初期の青森ねぶたは，七夕祭およ
びねむり流しといった，山車そのものの民俗学的
な存在意義が非常に強かったわけです。しかしな
がら，それが時代の変化とともに，ねぶた制作を
専門に行う作者（ねぶた師）が登場し，祭りも観
光客を意識したようなものになってきました。そ
もそも，ねむり流しのような行事は現代において
はほとんど行われていません。そのような色々な
要素の変化が，ねぶたの形態の変化に現れている
のではないかと考えています。 
 
● 平成・令和時代 
そして，平成時代に入り，令和を迎えました。

2019 年という年は，令和元年ということもあり，
新しい元号にちなんだテーマのねぶたが目立ちま
した14）。このように，ねぶたの題材をとってみても，
その年の社会の状況や関心事を意識した作品が作
られるのも青森ねぶたの一つの特徴であると思い
ます15）。そして，今年，2020年ですが，新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受け，祭りの中止が決
定されました。これは，昭和33年に，「青森港ま
つり」から「青森ねぶた祭」に名称が変わってか
ら初めての出来事です16）。 
                                                        
14） 内山龍星《天の岩戸》，北村麻子《神武東征》，北村春一《瓊瓊杵尊と木花咲耶姫》，竹浪比呂央《浄焔 日本武尊》な
どである。 
15） 明治時代の青森ねぶたの題材は，その種類は極めて限られていた。坂田金作や柿崎琴章が出てから，次第にその種類
が増えていった。大正から昭和のねぶた制作者も，得意とする題材の数はそれほど多くはなく，一巡するとまたもとのテ
ーマに戻ることもあった。一方，近年のねぶたの題材には，伝統的な「武者もの」，「中国もの」，「歌舞伎もの」だけでは
なく，地元の伝説や三内丸山遺跡にちなんだものもあり，さらに，その年の社会の状況を意識した題材を設定するなど，
新しいテーマに取り組む制作者も増えてきている（成田 2016:181-182）。 
16） 記録上，青森のねぶた祭りが中止されたのは過去に何度かあった。明治の初期にねぶた禁止令があったということは
すでに述べた。昭和初期，中止が長く続いた期間が存在する。昭和初期においてねぶたがまともに出たのは1936年（昭
和 11）までであり，1937年（昭和 12）から 1945年（昭和 20）までは，満州事変や日華事変，太平洋戦争の影響で中
止が続いた。しかしながら，1944年（昭和 19）には戦意高揚を狙い18台のねぶたが運行された。その題材は戦時色が
強いものであった。1947年（昭和 22），「戦災復興港祭り」としてねぶた運行が復活し，翌1948年（昭和 23）には名
称を「青森港祭り」に改め，1957年（昭和 32）までこの名称が続く（清野 2016:104-107）。 
17） 「地域ねぶた／子供ねぶた」とは，町内会を基盤とした，子どもの育成を目的とする組織が中心になって行う，子ど
ものために運行をするねぶたである。「地域ねぶた／子供ねぶた」運行団体の数は平成10年時点で 45団体ある（青森市
による調査）。近年は制作を手伝ったり祭りに参加したりする子どもの数が減少しつつある。また，時代の変化ととも
に，住民の流動が前提となっている団地社会でのねぶた行事という新しい形態が現れてきている。 

● このご時世だからこそ… 
人間の健康にとって，人とのつながり，社会と

のつながりが重要だというのは以前からいわれて
います。「3つの密を避けましょう」，「ソーシャル
ディスタンス」などといったことが叫ばれるこの
ご時世において，人とのつながりの大切さのよう
なものを多くの人が実感していると思います。ね
ぶた祭の中止が決まって改めて気づきましたが，
青森の人は，ねぶたを通してつながれるという，
非常に重要なものを持っていたのだということで
す。例えば，観光客が多く訪れるねぶた祭本番だ
けではなく，各町内などで行われてきた地域ねぶ
た17）が現在もあります。祭りの観光化が騒がれて
いますが，そのような，地元の人のためのものと
しての祭り，というものならではの良さがありま
す。こういう状況だからこそ，ねぶた祭，ひいて
は祭りの存在意義のようなものを考える良い機会
なのではないかとも思います。 
 

■ ねぶた祭 と ねぶた文化 
続いて，「ねぶた祭」と「ねぶた文化」というこ

とについて話したいと思います。みなさんご存知
の竹浪先生の紹介は省略します。すでにご覧にな

18
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った方も多いかと思いますが，青森公立大学教授
の佐々木てる先生と，そのゼミ生の方が中心にな
って行ったねぶた師を支援するためのクラウドフ
ァンディングでの，竹浪先生のコメントを少し紹
介したいと思います18）。来年以降の青森ねぶた祭
にかける思いについて，という質問に対して，「日
本独特の『灯りのアート』，『紙の造形』として評
価してくださっている方が現にたくさんいらっし
ゃるわけですから，単に『東北の夏祭り』として
だけではなく，『日本の文化の発信』ということも
念頭において，今後も青森ねぶたが未来永劫続い
ていけるように，祭りだけではなく，作品として
もすごいものだ，ということを伝えていきたい」
ということを述べています。 
このように，竹浪先生は，ねぶたの芸術性とい

うものに注目して発信しているわけですが，その
考えがなかなか浸透しない，あるいは強い逆風に
さらされてきた，という現実があります。それは，
色々な考えを持っている人が祭りに関わっている

                                                        
18） ねぶた師支援プロジェクト．“ねぶた師クラウドファンディングのねぶた師コメント（竹浪比呂央氏）” YouTube．
＜https://www.youtube.com/watch?v=WfLZpQ74KQ0＞（2020年 6月 14日閲覧）． 
19） 大嶋憲通 企画：(b^-° ) Good Job!．株式会社リンクステーション，2015，pp 114-117． 

ことによって生じています。具体的にどういうこ
とかといいますと，1つ目が，祭りの本来のあり方
としてもっともな考え方ですが，ねぶたは市民の
祭りなのだから，参加する人が存分に楽しもう，
という考えの人たち。2つ目が，特に行政の方々，
一部のスポンサーや企業の方々ですが，ねぶた祭
を観光客を呼ぶためのツールとして活用しよう，
という考え方。そして 3 つ目が，ねぶた祭りは技
を競う場である，と考える人たち。ねぶた祭には
賞が存在しますから，それを狙って競う，制作・
囃子・運行に関わる方々がいます。つまり，「ねぶ
たは芸術だ」や「研究の対象になりうる」という
ような発言をすると，「ねぶたはそういうものじゃ
ない，“ねぶた” は “ねぶた” だ」と言う方々がや
はり存在します。 
ここで，あるインタビューでの竹浪先生の言葉

を紹介します19）。「ねぶた祭りは青森の財産であり，
私も子供の頃から大好きです。そして，他のねぶ
た師さんと同じように，誰にも負けない良いねぶ
たを作りたいと思っています。でも，青森の財産
をたった 1 週間という祭りの期間にこだわり過ぎ
ているんじゃないか，もっと見せ方を変えればす
ごいものになるのに，でも，それをやろうとする
と『それはねぶたじゃない』と批判されます。そ
れが青森の風土かもしれないけど，ねぶたの可能
性を見てみたいじゃないですか」と言っています。
私も本当にそう思います。 
 こういうことを受けて，竹浪先生がずっと言い
続けていることなのですが，ねぶた “祭” と，ね
ぶた “文化” を “分けて” 考え，発信していこう
ということです。ねぶた祭は，毎年8月 2日から
7日に行われるお祭り，非日常のことであります。
一方で，ねぶた文化というものは 365 日のもので
あるということです。この概念を図にしてみまし
た（図 13）。8月 2日から 7日に行われるねぶた

「ねぶた」と「ねぶた祭」を分けて発信

ねぶた祭
ねぶた、囃子、跳人、運行、etc.

ねぶた

文化、芸術、美術、教育、etc.

… 8/2～7

… 365日

ねぶた文化＝

図 13 ねぶた祭とねぶた文化 
ねぶた “祭” は毎年8月 2日から7日に行われる祭り（＝
非日常）であり，ねぶた “文化” は 365日のものであると
いう概念を示している。ねぶたは，囃子・跳人・運行など
と同様にねぶた祭を構成する一要素である一方で，ねぶた
祭から切り離して考えた際，芸術（美術）・文化・教育・行
政など様々な観点から考察・発信することが可能である。
このような，ねぶた祭の外におけるねぶたに係るすべての
営みを「ねぶた文化」とよぶ。 
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祭というものがあります。ねぶた本体はもちろん，
囃子やハネト，運行，観客など，それに関わる人，
市民，が楽しむためのもの，いわゆる「祭り」で
す。しかしながら，このねぶたというもの，その
ものに注目した時，ねぶたは，その制作技法は極
めて洗練されていますし，ねぶたを生み出した文
化，あるいはねぶたが派生したことによって生ま
れた文化があり，それらを研究されている研究者
もいます。もしかしたら，ねぶたをガンガン教育
に組み込んでいくことも，郷土愛のようなものの
涵養には有効かもしれません。このような，祭り
以外の場で，ねぶたについて探究しよう，あるい
は楽しもう，というすべての営みを「ねぶた文化」
とよびましょう，ということです。ねぶたやねぶ
た祭り，芸術，文化，というものをごちゃ混ぜに
して議論してしまっている現状があるので，例え
ば「ねぶたの芸術性ばかりを追求していては，ね
ぶたが市民の手から離れていってしまうんじゃな
                                                        
20） 京都芸術大学教授の椿昇氏は，京都の大学でねぶたを制作する理由として以下のように述べている。「800人の学生
が一斉に取り組め，かつ協働創造の素晴らしさや達成感を味わうことが出来るテーマを探すのは並大抵ではありませんで
した。」「当時県議をされておられた鹿内市長（当時）からねぶた制作現場の見学にお招きいただくことができました。」
「素晴らしい造形力で圧倒的な美を表現するねぶたの構造が，針金と凧糸とボンドと凧糸だけというシンプルさに衝撃を
受けたのです。『これなら全員が最後までやり遂げることが出来る！』と，同行したスタッフと小躍りしました。」（椿
昇：京都造形芸術大学の取り組み．ねぶたサミット in あおもり，2001．） 

いか」などといった，やや的外れなことを言い出
す人が出てくるわけです。「ねぶた祭」と「ねぶた
文化」を分けて考え，繰り返しになりますが，祭
りは祭りで変わらない，市民が楽しめるものであ
り続けるべきだと思います。 
 
● ねぶた？芸術？ 
ここで，ねぶた祭りの “外” で発展しているね

ぶた文化の具体例を紹介します。代表的なものと
して「京造ねぶた」です。大学の名前が変わりま
したが，ややこしいので「京造ねぶた」と言わせ
ていただきます。京都芸術大学（旧名称：京都造
形芸術大学）の 1 年生の学生が，学科を越えて編
成されたクラスで，1 クラス 1 作品ずつ，学祭の
時期にねぶたを制作しています。ねぶたが芸術大
学の授業に組み込まれているという事例です20）。
このように（図 14），針金と紙のみで造形し，色
はつけません。紙の貼り方や骨組みの影を利用し
た独自の表現がみられます。 
2018 年に，竹浪先生にご一緒して京都に行き，

京造ねぶたの見学と，少しだけですが制作の指導
をさせていただきました。ここから示す写真は私
が撮ったもなので，ブレブレで申し訳ありません
が，こういう感じで制作しています（図 15-A, B, 
C）。竹浪先生も写っていますね（笑）。このように，
青森から離れた場所で，ねぶた文化が独自の発展
を遂げているということを目の当たりにして，強
い衝撃を受けました。この時がきっかけで，自分
の中でのねぶたに対する概念が覆されました。こ
の時の体験・経験は今でも忘れられません。 
 
● ねぶたと教育 
あと，祭り以外でのねぶたということで申し上

図 14 京造ねぶた 
京都芸術大学（旧名称・京都造形芸術大学）では毎年，学
祭の時期に，1年生の学生が学科を超えて編成されたクラ
スで，1クラス1作品ずつねぶたを制作している。青森ね
ぶたとは異なり，針金と紙のみで造形し，彩色は施されな
い。紙の貼り方や骨組みの影を利用した独自の表現がみら
れる。図版引用：京都芸術大学・広報課「『京造ねぶた2017』
受賞作が発表」，『瓜生通信』，2017 年 9 月 15 日
（https://uryu-tsushin.kyoto-art.ac.jp/detail/244 閲
覧日：2020年 6月 20日）． 
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げるとすれば，ねぶたを教育に活かす，というこ
とができると思います。今日は詳しくは話しませ
んが，弘前高校では毎年，クラスごとにねぷたを
制作し，実際に運行しています21）。個人的な意見で
すが，教育において，身体性を伴った学び，とい
うものが非常に重要だと思っています。ねぶたを
通して得られるものというのは，決してねぶたに
関することだけではないと思います22）。何か，弘前
だけではなく，県内でねぶた・ねぷたを教育に活
かすということができないかというのも，一つ思
っていることです。 
 

                                                        
21） 青森県内において学校教育（課外活動を含む）にねぶたが取り入れられている他の例としては，青森県立青森工業高
等学校の「ねぶた部」の活動が挙げられる。ねぶた部では毎年「担ぎねぶた」を制作し，青森ねぶた祭や様々なイベント
に参加しており，学校をあげてねぶたに取り組んでいる素晴らしい実践例である。 
22） ねぶた制作を通じて得られるものは多岐にわたる。ねぶた制作の技術に触れることができるというのはもちろん，ね
ぶた／ねぷたという地域の文化を，実体験を伴って学ぶことができる。ねぶたと教育に関しては，工藤友哉さん，根城颯
介さん，佐々木啓祐さん，野村翠さんの発表内容を参照されたい。 

■ 青森ねぶたのこれから 
最後に，「青森ねぶたのこれから」ということを

話しながら，まとめに向かっていきたいと思いま
す。 
 
● これからのねぶた師 
あるインタビューで竹浪先生は，「もちろん，ね

ぶた祭というものは，これまでと変わらず大事に
していきたいけれども，単なる祭りの『山車』と
いう感覚だけではなく，一つの『造形作品』とし
て評価される作品を作ることのできるねぶた制作
者を育てたい」と述べています（大嶋憲通 企画：
(b^-° ) Good Job!．株式会社リンクステーション，
2015，pp 114-117）。さらに，同インタビューで，
これからのねぶた師に求めるものとして，こうい
うことも言っています。「日本各地に広がるねぶた
文化に携わっている人が，いざ青森に来てねぶた

図 15 京造ねぶたの制作風景（発表者撮影） 
A：制作について，竹浪先生が学生に指導している様子。
B：大学構内各地で制作が行われており，ここに示してい
るのは体育館である。C：教室内を最大限に活用し，高所
の作業には足場を用いている。骨組みと紙貼りの作業が行
われていた。 
 

A 

B 

C 
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を見た時に『やっぱり本家は違うな』と思わせる
ねぶたを作れなくちゃいけない。だから，ちょっ
と絵が描ける，人並みにねぶたが作れる，じゃあ
ダメなんです。青森を語れて，青森の文化も同時
に発信できるような人。それも，日本だけではな
く，世界に対して」と。個人的には，まだまだ，ま
だまだ，竹浪先生のもとで努力を重ねていかない
といけないなぁと思う次第です。 
 
● 個人的な話 
これは個人的な話になりますが，まずは，竹浪

先生が積み重ねてきたことをしっかりと引継ぎ，
それをもとにさらにねぶたというものを発展させ，
そして，自分の次の世代に，しっかりとバトンタ
ッチする，ということを目標にしています。とは
いうものの，自分の根底にあるのは，ねぶた祭が
大好きだということです。だからこそ，なくした
くないわけです。ねぶたは今後も数百年と続いて
いくでしょうが，その存続を裏付ける基盤のよう
なものを作りたいと考えています。 
これは，より個人的な話で恐縮ですが，もちろ

ん，青森ねぶた祭の場に大型ねぶたを出せる制作
者，いわゆるねぶた師になりたい，というのが根
底にあります。しかしながら，今日ご紹介したよ
うに，ねぶたというのは，祭りに登場するいわゆ
る「ねぶた」だけではありません。竹浪先生の影

響も大きいですが，祭りにねぶたを出すだけでは
なく，それを越えて，ねぶたの技法を活用した造
形作品などを発表できる造形作家でありたい，と
いう思いがあります。その中の一部分に，大型ね
ぶたの制作，というものがあると思っています。
そして，ねぶたやその他の作品の制作だけではな
く，ねぶたというのは，芸術，文化，教育，行政な
ど，様々な領域からの考察，発信が可能ですので，
そのようなことに関わる，「ねぶた・ねぷたの研究
者」でありたいと思っています。そして，私は将
来，職業的には医師になるわけですが，この分野
では，診療や，大学での学生に対する教育，さら
には医学研究にも携わっていきたいと考えていま
す。こういった様々な活動を通して，青森を，津
軽の燈籠文化の発信の拠点にしたい，というのが，
何十年かかるかわかりませんが，私が目指してい
ることです（図 16）。 
 
● 産官学民のつながり 
図 17は，ねぶた文化（燈籠文化）の発展，発信

のためには産・官・学・民のつながりが必要，とい
うことを示しています。青森・弘前・五所川原な
ど各地域のねぶた・ねぷたや，流派も関係なく，

造形作家

ねぶた師

ねぶた／ねぷたの研究者

芸術、文化、教育、…

医師・医学研究者

診療、教育、研究、…

夏のねぶた

紙と灯りの造形作品？

青森（特に弘前大学）を
津軽の灯籠文化の

発信の拠点に

個人的な将来の目標（夢）

図 16 青森（弘前大学）を，津軽の灯籠文化の発信の拠

点に 

 

制作

囃子 ハネト 運行

ねぶた文化

青森ねぶた祭

行政 教育 芸術・美術

竹浪比呂央ねぶた研究所

スポンサー

オンラインねぶたゼミ

市民

大学

ねぶた学研究会

弘前ねぷた

県外の灯籠文化

五所川原立佞武多

図 17 産官学民のつがなりの重要性 
青森・弘前・五所川原など各地域のねぶた／ねぷたが，流
派も関係なくつながることのできる環境が津軽地方の灯
籠文化の振興・発展において重要である。それを形成する
のは，祭り関係者および一部の専門家だけではなく，「産」
「官」「学」「民」すべてであり，これら相互の連携が今後
のねぶた界にはより一層求められている。 
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大学や企業が，対立するのではなく，協力・切磋
琢磨することができる基盤が重要だと考えていま
す。とは言っても，現実的には，引っ張ってかな
ければならないのは “学” で，重要なのはそれを
支える “民” で，その間をつなぐものが必要不可
欠です。そこに，今回のオンラインねぶたゼミを
開催した意義もあります。祭りに参加する人や制
作の人，芸術関係の人，ねぶたについて学術的な
研究をしている人などといった色々な所属の人が
考えを共有し議論できる場が，青森ねぶたのさら
なる発展というものを考えた時に必要なのではな
いかと考え，みなさんに声をかけた次第です。 
 

■ おわりに 
「祭りも時代とともに変化する」ということに

関して違和感を感じる人も一定数存在します。数
百年と続いてきた祭りは，伝統そのものであり，
昔から変わることなく伝承されてきたという説明
もしばしばなされるためです。しかしながら，祭
りの長い歴史というのは，様々な試練とともにあ
ります。それらを乗り越えて続いてきた祭りが，
まったく昔のままということはありえません。時
代の変化という波に柔軟に対応し，変化し続けて
きたからこそ，存続していると言ったほうがはる
かに現実的な見方だと思います。つまり，伝統と
は，革新の連続なのです。伝統文化を尊重しつつ，

津軽地方の灯籠文化（祭り文化を含む）に新しい
風を吹かせるべく，ともに諸課題に取り組んでく
れる同志が今後も多く現れてくれることを切に祈
っております。 
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◆ 発表者紹介 ◆ 
津川 創（つがわ・はじめ） 
1998 年，青森市生まれ。弘前大学医学部医学科 3年。ねぶた師（大型ねぶたの制作者）をめざし，竹浪
比呂央先生のもとで勉強中です（竹浪比呂央ねぶた研究所研究生）。幅広い視点からねぶたをとらえ，津
軽地方の灯籠文化の芸術的側面および文化的側面の考察・振興・発展・伝承に貢献できるよう，今後も精
進してまいります。 
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自由に表現する跳人衆 

 

青森ねぶた跳人衆団跳龍會 

新毛 稔理 
 

 
 

■ はじめに 
最近，「跳人1）がつまんない」，「跳人って，だら
だら歩いてるだけだよね」，「囃子に合わせて跳ね
ていれば，それだけで跳人はいいじゃん」といっ
た声を，私自身聞くことがあります。しかし，跳人
は，誰もが一度参加すればわかると思いますが，
ハマること間違いなしですし，ただ囃子に合わせ
て跳ねるものでもないと私は思っています。それ
ぞれが最低限のルールを守って，自由に，思い思
いに跳ねるのが跳人の良さだと思っています。 
私の出身地は，青森県の南部地方の十和田市で
す。ただ，十和田で生まれ，父の仕事の関係ですぐ
青森市に移り，それからずっと青森市に住んでい
ます。所属は「青森ねぶた跳人衆団『跳龍會』2）」
です。物心ついた時には跳人で参加していました。
父に肩車してもらって，思い思いに跳ねている跳
人の光景を見て，また，大人たちの中に混ざって
跳ねているうちに，次第に，ねぶた，跳人に没頭し
ていきました。そして，小学校高学年の時に，たま
たま見たニュースで「跳人減少」ということを知
り，小さいながらにショックを受けました。あれ
ほど楽しいものを，なぜつまらないと思うのか，
何か「跳人って楽しい」と思ってもらえるきっか

                                                        
1） （編者注）：『青森ねぶた誌』（青森市）では「ハネト」という表記が用いられているが，ここでは新毛さんの発表に
もとづき「跳人」と表記する。 
2） （編者注）：ねぶた祭を中心に，各地のねぶた運行に参加し跳人を楽しむ，そして跳人の楽しさを広めることを目的
とし，青森ねぶた祭を中心に全国のねぶた運行やその他ねぶた祭を通じ全国に跳人の参加を呼び掛ける活動をされている
団体である。 
3） （編者注）：じゃわめ-ぐ【じゃわめぐ】〔五自〕とは，津軽地方の方言（津軽弁）で，血が騒ぐ，ゾクゾクするという
意味であり，居ても立っても居られない高揚感を表す。 

けになるような場所はないかなと思った矢先に，
跳龍會の方々と出会いました。跳人の良さ，楽し
さを伝えていく會だと伺い，自分もやっていきた
いと思い，入會しました。今は東北六魂祭や東北
絆祭りなどの様々なイベントや運行に参加して，
跳人の楽しさや魅力を伝える活動をしています。 
今日は主に以下の内容で進めていきたいと思い
ます。はじめに，跳人の歴史や衣装といった基本
的な情報を説明させていただきます。内容は簡単
なものなので，知っている方も多くいらっしゃる
かと思いますが，その中でも少しでも学べること
があれば幸いです。次に，私が見てきた，やってき
た盛り上がり方をいくつかご紹介させていただき
たいと思います。これを聞くと，来年，跳人でその
盛り上がり方で実践したいとか，じゃわめいでく
る3）のではないかなと思っております。最後に，自
由に，思い思いに跳ねている跳人，しかし，実際に
今はそうなのか，私が実際に見た現状を述べた上
で，これから何をしていくべきなのかということ
について，私の考えを述べさせていただきたいと
思います。 
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■ 跳人とは 

● 跳人の歴史 
はじめに，跳人の歴史4）を説明します。まずは昭
和 20・30 年代です。揃いの浴衣や花笠をかぶっ
て，揃って踊る団体が郡部から多く参加して，人々
の目を見張らせていました。このことにより，そ
れまでは襦袢やほっかむりなど様々な衣装を着て
参加していたのですが，揃いの浴衣を着ていくの
が普遍的になっていきます。また，団体の関係者
しか跳人として参加することができず，団体それ
ぞれの揃いの浴衣を着て参加していました。 
昭和 40 年代には，跳人が団体の関係者以外でも
参加が可能になります。そのため，誰でも参加で
きること，また，観光客も巻き込んで一緒に楽し
めるという点から跳人の参加者が激増していきま
す。そして，だらだら歩くだけの跳人や酔っ払い
の跳人も増えて，運行上の問題が出てきます。ま
た，中高生による飲酒問題などによって，昭和 45
年，東青地区校長会で高校生の参加禁止協定が決
まります。これによって，高校生は参加禁止とな
っていましたが，昭和61年，高校生の子どもをも
つ親の間で議論になり，廃止となります。 
昭和 50 年代になると，主にディスコ調の踊りが
目立つようになっていきます。また，跳人のマナ
ーの悪さや乱行が指摘されるようになり，跳人の
逆流といった運行上の問題や統制との揉み合いと
いった警察沙汰が出始めます。特に警察沙汰が起
きたのは暴走族などが祭後に青森の目抜き通りを
暴走していましたが，祭中に跳人の中に入ってい
ったことが一因とされています。 
平成に入ると，それがさらに加速していきます。
喧嘩がどんどん激しくなってきただけではなく，

                                                        
4） （編者注）：昭和23年，新聞記事ではもっぱら「踊り子」とされてきた表現が，「ハネ子」という言葉も使われてお
り，この後「ハネト」という言葉が徐々に新聞紙上にも現れるようになる（清野耕司．第2章 第 4節 昭和・平成時
代．青森ねぶた誌 増補版（宮田登，小松和彦 監修），pp 102-134，青森市，2016）。 
5） （編者注）：ブリキ製の浅い円筒形をした容器で取っ手がついている。ハネトはガガシコをシゴキ帯にくくりつけて
跳ね，囃子に合わせて掛け声をかけながらこれをたたいた。また，これで酒や水を飲んだり食べ物を入れたりする便利な
道具であった。ガガシコは県内の他地域のねぶたにはなく，青森市特有のものといえる。 

花火や爆竹をやったり，ねぶた本体への破損行為
があったり，統制と揉めて骨折などのけがを負っ
たりという問題が次々と起きます。そして，平成 8
年に大きな事件が起きます。カラス跳人の喧嘩に
巻き込まれた県外の観光客の方が重傷を負いまし
た。カラス跳人の方が一升瓶を手に喧嘩して，そ
の割れた破片が観光客の方の首に刺さり，全治 1
ヶ月のけがを負うという大きな事故が起きました。
これを契機に，カラス跳人に対する対策が強化さ
れ，カラス跳人が入るスペースが設けられたり，
警備員や警備ボランティアにより強力な警備態勢
を整えたりしていきます。そして，平成13年に，
カラス跳人とは関係ない人たちも対象に「青森県
迷惑行為等防止条例」，「青森ねぶた保存伝承条例」
が制定され，ねぶた祭の保存や伝承に努めること，
カラス跳人などによる迷惑行為に対しての取り締
まりに関してのルールが決まりました。これによ
り，カラス跳人が急速に減少し，警察沙汰も少な
くなり，安心して跳ねられる環境にはなりました。
しかし，様々なことが規制対象となったことで，
「楽しめなくなった」，「カラス跳人がいた頃のほ
うが良かった」などの意見が多く出始め，跳人か
ら離れる人が加速して今に至ります。 
 
● 跳人の衣装 
跳人の衣装について説明します。足袋と草履を
履いて，オコシをして，浴衣を着ます。浴衣を整え
て，帯でおさえます。そして，赤やピンク，黄色，
青色などのシゴキとタスキをつけて，花笠を被り
ます。最後に鈴やガガシコ5）をつけて，より華やか
にしていきます。柄や色などは色々なものがある
ので，衣装から自分らしさを出してみるのも良い
のではないでしょうか（図 1）。 
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そもそも，跳人はなぜこのような衣装になった
のかと言いますと，これは女装が由来です。跳人
の始まりは，遊郭で遊んでいた若旦那衆が，女郎
から白粉（おしろい）と赤襦袢，腰巻を借りてお祭
り行列に参加したことであるといわれています。
戦前や戦後間もない頃は，浴衣，襦袢，花笠だけで
はなく，ほっかむりをしたり，タスキなど，衣装は
色々だったようです。流し踊りで揃いの浴衣を着
て参加する団体が出てからは，だんだんと揃いの
浴衣で参加する団体が増えて，昭和 45年頃，正装
であれば，運行関係者以外でも，どこの団体にも
参加が可能になりました。 
                                                        
6） （編者注）：ガガシコは古くからあったようで明治頃の資料にも出てくる。ガガシコのいわれについては定かではな
いが，その一つに次のようなものもある。イワシの缶詰が青森に入ってきたのは明治30年代であった。日清戦争の頃は
日本でゴウマル缶といってラグビーボールのような缶があり，それが入ってきた。この空き缶は水も酒も飲めるし，便利
なものだというので紐をつけて持って歩き，ガガシコになったという説である（成田敏．第3章 第 1節 青森ねぶたの
形態とそれを支えた人々．青森ねぶた誌 増補版（宮田登，小松和彦 監修），pp 136-201，青森市，2016）。 
7） （編者注）：「跳人の盛り上がり方」に関しては，実際の動画を用いて紹介していただいた。 
8） （編者注）：ハネトと囃子方の位置関係については図 2（編者作図）を参照。 

花笠が今のように派手になったのは，あの稲田
屋こと，稲田千代吉さんがトコマンポに造花をつ
けて参加したのが最初であるといわれています。
時代が経つと，鳩がついたり，装飾が盛りだくさ
んになったりして，花笠はどんどん派手になって
いきます。 
次はガガシコについてです。昔，筒井の辺りに
マルメロ工場があり，そのマルメロの缶詰に紐を
つけて，握り飯や汁物をかけて食べたり，掛け声
やリズムに合わせて箸で叩き，楽器代わりとして
使用していたのがガガシコになったと言われてい
ます6）。 
このように，跳人は女装から始まり，様々なも
のが加わり，変化していって，写真（図 1）のよう
な衣装になっていきます。 
 

■ 跳人の盛り上がり方 
続いては，跳人の盛り上がり方についてです。
跳人には色々な盛り上がり方があるので，いくつ
か紹介していきたいと思います。跳人の盛り上が
りでまず思い浮かぶのは「囃子跳ね」ではないで
しょうか。〈動画7）〉囃子跳ねというのは，囃子に
合わせて跳ねるといったものです。ただし，特に
後ろ側でないと囃子が聞こえづらいこともあるの
で少し難しいです8）。前のほうにいて囃子に合わせ
て跳ねようとしても，囃子が聞き取れないので難
しいと思います。楽しみ方としては，仲間の方は
もちろん，知らない人とも，囃子のリズムやタイ
ミングを合わせて跳ねていきます。きれいに合わ
さった時にその場の人たちと達成感を感じますし，
跳人や沿道からの歓声が聞こえた時の快感は並大

図 1 跳人の衣装 
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抵のものではないと思います。 
2 つ目は「仕切り」です。〈動画〉今では，お立
ち台に立っている人たちの掛け声に合わせてうち
わをあげて掛け声を返しながら跳ねる団体が非常
に多くなっています。また，企業の名前に合わせ
たり，団体独自の掛け声に合わせたりして跳ねる
団体も増えています。しかし，私が思う「仕切り」
というのは，跳人の渦の中で「ラッセラーラッセ
ラー」という掛け声9）をかけ，その場を仕切って盛
り上げることだと考えています。また，前方で仕
切っている人だけではなく，跳人の渦の中に入っ
て，前方で仕切っている人の掛け声に合わせて掛
け声をかけることで，今度はさらに後方の人が盛
り上がります。これには，後ろ側で仕切っている
人は，前で仕切っている人の掛け声を聞き取りな
がら掛け声をかけなければなりませんし，前側で
仕切っている人も，いつ始め，いつ終わるかを跳
人の疲れ具合を見ながら決めなければならず，高
度な技術が必要です。前から後ろへと，物凄い数
の跳人が同じく「ラッセラーラッセラー」と自分

                                                        
9） （編者注）：「ラッセラー」という掛け声は，昭和37年にある新市内部の婦人団体が流し踊りをねぶたで行った際に
始まったものといわれる。その時に好評を博して賞を与えられ，以後普及したともいわれる（成田 2016）。あるいは，
昭和23年頃からの流し踊りの流行とともに掛け声が「ラッセラー」に変わったともいわれている（清野 2016）。 

たちの声だけで跳ねる光景は非常に圧巻です。 
3 つ目は，「観光客と跳ねる」です。〈映像〉観光
客の方と一緒に盛り上がるという盛り上がり方で
すが，私自身はこれがやはり一番好きです。掛け
声をかけると，お客さんのほうから，うちわを高
くあげて，掛け声を返してくれますし，待ってま
したとばかりに思いっきり跳ねてくれます。その
嬉しそうな笑顔を見たり，また，「青森ねぶたって
最高ですよね」という声をいただいたりする時は，
跳人だけではなく，観光客の皆さんも一体となっ
て一緒に楽しめるという，これが青森ねぶたの最
高なところだと思っています。 
また，今ではあまり見られなくなりましたが，
以前は，ホイッスルを吹いて，その周りにいる人
たちを仕切るという盛り上がり方がありました。
ホイッスルを吹いて，また，丸い空間を作り，人が
その空間からいなくなった瞬間を見計らって「ラ
ッセラーラッセラー」と声をかけると，一斉に「ラ
ッセラッセラッセラー」と返して，そこに跳人が
ガーッと押し寄せるといった盛り上がり方なども

図 2 基本的な運行体形 
現在の一般的な運行体形を示している（編者作図）。先頭には提灯を持った運行責任者や役員等がおり，竹やロープで囲ま
れたハネトが続き，大型ねぶた，囃子方の順になっている。さらに，電線を持ち上げるためのサスマタを持った人が付属
している。ハネトの数が多くなるにつれて，囃子の音がハネトによく聞こえるようにしたり，ねぶたの動きを妨げるハネ
トを太鼓を積んだ台車で押しやったりするために，ねぶたの前に囃子方がくることも多くなっている。 
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あったと言います。今は，危険行為とみなされ規
制の対象とされています。 
また，輪になって盛り上がる，ということもあ
りました。その場にいる人たちと手をつないで輪
を作ります。そして時計回りに回って跳ねます。
今では，大きい輪は運行の遅延につながるとして
規制対象となっていますが，小さな輪や，運行の
妨げにならない程度であれば，輪を作って跳ねる
ことは可能です。 
以上のことから，跳人は，時代や人によって衣
装が異なりますし，盛り上がり方も違います。一
人ひとりが思い思いに片足ケンケン二回で自由に
表現して跳ねるからこそ跳人ではないかと思いま
す。これこそ，「自由に表現する跳人衆」だと私は
思っています。 
 

■ 現状 
しかし，現状は「自由に表現する跳人衆」と言え
る状態なのか，いささか疑問に思っています。私
が思っている問題な点を 3 つ挙げます。①時間以
内に運行を一周しようとするあまり，スピードが
速く跳ねることすらできず，ただ歩くことしかで
きない。②ロープの中にいる跳人がぎゅうぎゅう
詰めとなり，跳ねられるスペースがなく，跳ねる
ことすらできない。③跳人それぞれの盛り上がり
をやろうとしても，運行の妨げだとして止められ
る，です。このような状況で，「自由に表現する跳
人衆」と言えるでしょうか。これらの問題を少し
具体的に説明させていただきます。 
まず，①時間以内に運行を一周しようとするあ
まり，スピードが速く跳ねることすらできず，た
だ歩くことしかできない，についてです。ねぶた
祭を楽しみにして見にきた地元の方や観光客の方
に対して，その日に運行するすべてのねぶたを見
せるということは，素晴らしいねぶたを多くの方
に見てもらえますし，また囃子方の威勢の良いお
囃子を聞かせることができるなど，色々なメリッ

トがあると思います。しかし，一周するというこ
とにこだわるあまり，運行のスピードが速すぎて，
跳人は歩くことしかできず，跳ねることができな
い状況もあります。これでは，参加者も思い思い
に跳ねることはできませんし，ましてや，ねぶた
祭を楽しみにして来た方々にとっても，これでは
がっかりするのではないでしょうか。 
次は，②ロープの中がぎゅうぎゅう詰めとなり，
跳ねられるスペースがない，についてです。跳人
を誘導するため，またカラス跳人が入らないよう
にするためのロープがあることで，安心して跳ね
られると思います。しかし，そのロープによって
跳人がぎゅうぎゅう詰めになり，跳ねられるスペ
ースがなく，右往左往できない状態，それでも「前
に進んでください」と押され，ドミノ状に転んで
しまうこともあります。そして，国道では片側 2
車線空けるところもあり，観客から見て跳人が遠
すぎて，跳人から掛け声をかけても観光客に届か
ない，逆に，観光客の方から跳人に掛け声をかけ
ても，跳人側には何も聞こえないという状況があ
ります。これでは，跳人はただ歩くことしかでき
ませんし，また，観光客は跳人の臨場感や迫力を
感じることができないのではないでしょうか。 
そして，③跳人それぞれの盛り上がりをやろう
としても「運行の妨げだ」として，止められる，に
ついてです。先ほど，跳人の盛り上がり方を何点
か紹介させていただきました。それぞれいろいろ
な盛り上がり方があります。盛り上がるといって
も，カラス跳人のような危険な行為をするわけで
はありませんが，それでも止められることがあり
ます。運行の安全上，進行上のためにも，ある程度
の注意は必要かもしれません。しかし，無理やり
押されたり，無理やり入って行って止められたり
などという様子が見られることもあります。これ
では，安全に，安心して思い思いに跳ねることが
できず，多くの人が祭りから離れていくのではな
いかと思います。 
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■ 自由に表現して跳ねられるため

には（持論） 
では，これまで述べてきた現状を打開するため
にはどうすればいいのか，私なりの考えが以下の
とおりです。第一歩として，まず，運行団体の方や
ねぶた関係者の方々が跳人についてより知ること
が必要ではないかと思います。どうしても跳人は
一般人が参加する場であり，跳人の声をなかなか
聞くことができないと思います。そのため，それ
ぞれの跳人が，今の跳人をどう思っているのか，
何が楽しく，何を問題に感じているのかを把握・
共有していくことが必要だと思います。また，跳
人自身も，なぜ注意を受けるのか，何が規制対象
でやってはいけないことなのかを知る必要がある

と思います。インターネット上に規制対象などを
載せたり，『市民だより』などに掲載したりして，
知る場を設ける必要があるのではないでしょうか。
跳人が跳ねやすい環境がなければ，跳ね，盛り上
げなど，高度な技術を持っている粋な跳人衆やね
ぶたを楽しみたい人が，ねぶた祭には楽しめる場
がないと考え，跳人から離れていくのではないで
しょうか。そうなると，跳人をはじめとするねぶ
た祭の貴重な文化が衰退していくと思います。 
お互いがお互いを知ることで，ねぶた祭をより
理解し，お互いが楽しめるのではないでしょうか。
そして，しっかりとルールや秩序を守って跳ねる
ことが，跳人としての義務です。その義務を果た
した上で，思い思いに跳ねられる環境を手に入れ
ることができて初めて，「自由に表現する跳人衆」
になれると，私は考えています。 
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  新毛 稔理 

◆ 発表者紹介 ◆ 
新毛 稔理（しんけ・みのり） 
1996 年，青森県十和田市生まれ。父の仕事の関係で青森市に住み，物心がついた頃には毎年跳人として
参加しています。１４歳の時に青森ねぶた跳人衆団跳龍會と出会い入會しており，本祭だけでなく東北
絆まつりなどのイベントやステージに参加し跳人の魅力を伝える活動をしています。 
 
 

◆ 感想 ◆ 
一跳人である私がオンラインねぶたゼミで発表という貴重な経験をさせていただき，ありがとうござ
いました。津川さんから跳人について語ってほしいと連絡をいただいた時，真っ先に跳人は自由だとい
うことを伝えようと考えました。跳人はいろいろな楽しみ方があり，その楽しみ方をそれぞれが表現し，
受け入れてくれるのが青森ねぶた祭の魅力的なところだと私は考えています。そのことを多くの方に知
っていただけるためにどうすれば良いか，知識を深めながら資料を作成していきました。今回深めた知
識を活かし，今後の跳人人生の中で跳人の魅力を多くの人に伝える取り組みをしていきたいと思います。 
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立佞武多の魅力と祭りのこれから 

 

弘前大学教育学部2年 

佐々木 啓祐 
 

 
 

■ はじめに 
私は五所川原市出身で，現在，弘前大学教育学
部の 2 年生です。大学入学後は，母校である五所
川原高校の立佞武多同好会のコーチという役職を
いただき，製作1）スタッフの一人として活動をして
います。今，同好会の生徒は割と少ないため，どち
らかというと，コーチが主導している状態です。
私はここ数年，題材の考案や下絵を任されていま
す。他のコーチと相談しながら，下絵を作成して
います。ちなみに次の写真（図 1）は，昨年の高校
の見送り絵の袖絵2）（製作途中）です。時には，自
分一人で描くのでは時間が足りなくなってしまう
ので，経験を積ませるという意味でも，高校の生
徒たちにも少し協力してもらっています。そのほ
かに，小学校 3 年生から，五所川原市の自主製作
団体である「蘭喜會」という会に所属しています。
今は囃子をやっており，私の経験から言うと，囃
子をやるというのは五所川原でも割と盛んなので
すが，青森ねぶた祭のハネトとまではいかなくと
も，色々な形で参加するのも良いのではないかと
思っています。私自身も幼稚園の頃からねぷた3）が
本当に好きで，親に連れられて祭りを見たり参加
したり，また，幼稚園の中でもねぷたの絵ばかり
描いて，それを段ボールに貼って友達と遊んだり
というように，ねぷたを中心に生活してきた感じ

                                                        
1） （編者注）：五所川原市が発行する立佞武多のパンフレットにおいて，立佞武多に関しては「制作」ではなく「製
作」という単語を用いているため，それに従い，ここでは「製作」という表記をする。 
2） （編者注）：「見送り（絵）」とは，山車後部を飾る衝立を表したものである。見送りの両側に「袖（絵）」が付く。 
3） （編者注）：五所川原市周辺では，「ねぶた」のことを「ねぷた」と呼ぶのが一般的である。立佞武多の読み方も「た
ちねぷた」である。「ねぶた／ねぷた」という名称の差異はあるが，同じものを指していると考えてよい。 

がします。 
 

■ 製作風景 
次に示す写真（図 2-A, B, C）は高校の製作風

図 1 製作中の袖絵（2019 年） 
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景です。今回は，大型立佞武多4）ではなく，自分の
経験に基づいて説明しようと思います。5 月のゴ
ールデンウィーク頃に，製作小屋の外で，ねぷた
の顔や手，足の位置決めをします（図 2-A）。まず
主要なものの位置を決めて，そこから骨組みを作
っていく感じです。見ての通り，縦に長い立佞武
多は最終的に上下につなげるのですが，製作にな
るとこのように（図 2-B）上半身と下半身に分け
て別々で作っていきます。そのため，製作してい
る小屋の中で，全体像はまったく見えない状態な
ので，途中から入ってきた人や，小屋で作業して
いる人たちは，全体像を見ずに想像力を膨らませ
ながら製作をするという形になります。そして，
図 2-Cは色つけ作業です。紙貼りに時間がかかっ
てしまうので，どうしても色つけは完成直前の数
日間で一気に行い，完成させます。夜，生徒たちが
帰ってからが本番，みたいな感じになってしまう
んですけど（笑），それでも，毎年なんとか完成さ
せています。 
図 3-A, B, Cは組み立ての作業の写真です。図

                                                        
4） （編者注）：「立佞武多の館」に展示している3台の立佞武多のことである。高さが約23 m，重さが約 19トンの巨大
な山車である。祭りでは，大型立佞武多の他に，町内・学校・愛好会などが製作する中型・小型のねぷたを合わせ15台
前後が運行される。 

3-A は，「高欄」や「開き」といった，「台座」あ
るいは「飾り台」と総称される部分をまず中心の
支柱にはめ込んでいるところです。写真だけを見
ると割と簡単に見えますが，だいぶ風にあおられ
ながらやっているので，想像以上に時間がかかり
ます。図 3-Bは，人形の上部を取り付けていると
ころです。図 3-Cは，以上の作業が終わり組み上
がった様子です。五所川原高校の場合，人形と台
座を合わせた高さは約 10 m です。10 年ほど前ま
ではもう少し高い状態でも作っていましたが，現
在は小屋の大きさの関係上，10 m もしくは 11 m
くらいが限界です。 
 

■ 立佞武多の魅力 

● 立佞武多の魅力，独自性 
私はずっと五所川原にいる人間なので，もしか
したら，青森や弘前など，他の地域に住んでいる
方のほうが立佞武多の魅力に敏感に気づけるかも
しれませんが，以下の 4つを挙げたいと思います。

図 2 製作風景 
A：面や手・足の位置決め。B：ねぷたを上半身と下半身に分割して作業を行う。C：色つけ作業。 
 

A B C 
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まずは製作過程です。先ほど写真でお見せしたよ
うに，立佞武多の製作過程というと，青森ねぶた
や弘前ねぷたと違い，全体像がほとんど見えない
状態で作っていきます。そのため，部分部分で作
業をしている分，組み立てる時のドキドキ感や，
完成する時の緊張感といったものは，五所川原は
少し他の地域とは違うのではないかと思います。 
2 つ目の魅力は，台座（飾り台）です。ねぷたの
下に高欄や開きといった台座を設けるというのは，
ねぷた全体の特徴であるとは思うのですが，五所
川原ほど大っぴらにといいますか，人形以外で魅
せられるのは立佞武多だけだと思います。 
3 つ目の魅力は，作品のモチーフです。大型立佞
武多が平成10 年に復活5）した際，その時のねぷた
を作っていた三上さん6）という方が，それまでのね

                                                        
5） （編者注）：五所川原ねぷたに関する記録としては，蓑虫山人《佞武多縦覧酒宴之図》（明治初期）や，巨大ねぷたの
写真（明治後期）が挙げられる。これらは，幕末から明治にかけて津軽地方各地で作られていたとされる巨大ねぷたの存
在を裏付けている。戦後，五所川原でねぷたが復活したのは昭和23年（1948）である。その頃の五所川原では，青森の
ねぶた師に依頼してねぷたを制作してもらうことや，木造町（現・つがる市）のねぷたを買うこともあった。しかし，昭
和後期，夏祭りの中心は虫送りになり，ねぷたの存在は衰退していった。そのような中で，明治・大正のものとみられ
る，巨大ねぷたの台座の設計図が残されていたことがわかり，明治の巨大ねぷたが平成8年（1996）に有志によって復
元され，その時に「立佞武多（たちねぷた）」と命名された。そして，平成10年（1998），五所川原市の支援により「五
所川原立佞武多」として運行がなされた。 
6） （編者注）：平成6年，市民劇団「橇の音（そりのね）」の演劇『ハルニレとともに』の舞台美術として，市職員（当
時）の三上真輝氏が製作した大型ねぷた（高さ7 m）が契機となり，演劇の脚本を担当した菊池忠観光課長（当時），ね
ぷたの製作・運行をしている三振り会の千葉廣一郎会長（当時），三上真輝氏らによって，「立佞武多復元の会」（発起人
代表は平山誠敏氏）が結成された（平成8年）。 

ぷたの題材にこだわろうとしませんでした。これ
により，今はだいぶどちらかというと青森寄りに
題材も変化しつつあるのですが，それでも，テー
マ設定であったり，特定の歴史上の人物にこだわ
らない作風だったりというのは五所川原独自なの
ではないかなと思います。 
4 つ目の魅力は，大型立佞武多は 1 台につき 3
年間運行して保存するということです。ただ，3年
間保存することによって，メリットもありますが，
今問題になっているのはその維持費など，大型立
佞武多にかかる費用です。この費用がとても負担
になるということで，新作佞武多の製作というの
にも，少し見直しがかかろうとしています。 
 
 

図 3 組み立て作業 
A：台座を支柱にはめ込んでいる様子。B：人形の上部を取り付けている様子。C：作業が終わり組み上がった様子。 
 

A B C 
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● 台座（飾り台） 
上に挙げた 4 つの魅力の中で，今回は特に飾り
台の部分について詳しくお話しようと思います。
台座，飾り台というのは見てわかるように立佞武
多本体の下半分を占め，10 m ほどの高さがありま
す。大型の場合は，“板” といいますか，“パーツ” 
にすると 60 ほどのパーツを組み合わせて作られ
ていて，一面に約 15種類（パターン）あり，15×
4＝60 で，だいたい 60になります。このように，
約 15 種類の模様，パターンを組み合わせていま
す。ちなみに右の写真（図 4）で示しているのは，
春休み中に，面白そうだなと思って，台座のペー
パークラフトを作ってみたものです。これを作っ
てみてわかったことなのですが，これはペーパー
クラフトで作るもんじゃないなあという（笑），と
ても難しいものでして…。見てわかるように斜線・
直線・直角が複雑に絡み合っています。これを作
ってみてやはり，模様の多さや，内部の構成とい
うのがはっきりとわかりました。 
図 5-A, B, Cは，「親子の旅立ち」という立佞武

多です。立佞武多の館（五所川原市）ができる前に
製作されたものです。館ができる前は，骨組みは
変えず，紙を貼り直して，お色直しをするという
「化粧直し」がなされていました。それにより，同
じ一つの作品でも 3 つの色を楽しむことができま
す。この台座の部分を見てわかるように，全然違
う作風になっています。模様だけではなく，一番
下に書かれている「雲漢」という文字も全然違う
ことがわかります。このように一つの作品の中で
も見比べることができて面白いかなと思いますが，
今の立佞武多では化粧直しをしなくなってしまい
ました。 
図 6-Aは，2001 年に製作された「北の守護神」

という立佞武多です。前述の「親子の旅立ち」とは
違った台座の色，作風がみられると思います。作
品によって，台座の色も模様のパターンもまった
く違うので，一つとして同じ模様というのはあり
ません。このように，ねぷたの人形部分と台座の

関連性というのも少し考えながら見てみるのもい
いかなあと思います。図 6-Bは，五所川原市で出
している立佞武多のパンフレットから引用したも
のですが，この台座は，他のものとまた違って，台
座自体が一つつながっています。これは 2004 年
に製作されたものを 2006 年にお色直した立佞武
多の写真です。鯉が上に向かって滝登りといいま
すか，飛び跳ねている様子になっています。「ああ，
すごいな」と一言で終わってしまうと思うのです
が，こういった，一つにつながった作品を作るに
は，少し手間もかかりますし，結構能力が必要か
なと思います。そして，図 6-Cは，昨年の立佞武
多の「かぐや」という作品です。これは，人形部分
と台座部分の模様が一体となっています。この製
作者の齋藤忠大さんは毎年斬新な作り方をしてい
る方です。このように時系列で並べてみると，台
座の部分というのは，形状は同じですが，模様と
しての進化がみられると思います。 

図 4 台座のペーパークラフト 
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■ 今後の課題 
ここからは，五所川原の立佞武多における，祭
りを中心とした今後の課題について少しお話させ

ていただきます。今回挙げる課題は，「参加者の減
少」，「一般市民の製作機会の減少」，「祭りに際し
てのねぷたの賞の基準」，「昔の祭りとの連続性の
欠如」の 4つです。 

図 5 平成 8年に復元されたねぷた「親子の旅立ち」 

 

図 6 台座にみられる表現の工夫 
A：「北の守護神」（2001年）。B：「杙」（2004年）（図版引用：立佞武多を知ってもらう会：立佞武多2007年公式ガイ
ド．2007，p 2）。C：「かぐや」（2019年）。 
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● 参加者の減少 
まず，参加者の減少についてですが，団体の減
少という点が大きいです。残念なことに，特に，立
佞武多が復活してから町内単位の参加というのは
一気に衰退してしまいました。五所川原は元々，
町内単位で参加するというのが主流でした。市内
の町ごとの参加の記録というものがあり，立佞武
多復活直前の祭りの風景などが残されています。
それを見ると，参加者も町内ごとなので，それほ
ど多かったですし，囃子も全然違うし7），といった
ように，今と比べて参加者は割と多かったはずで
す。しかし，立佞武多というものが復活して，それ
が観光化し，良い意味でも悪い意味でも人目につ
くようになってから地元の祭りという意識が少し
ずつ衰退して，新しい祭りとして有志での参加が
だいぶ盛んになりました。それでも全体として参
加者は不足している状態です。 
また，新規会員の不足という点を挙げますが，
例えば私のように，幼い頃から特定の会に参加し
ていれば，おそらく，簡単にそこから抜けたりは
しないと思うので，一旦入ってしまえば，祭りの
参加者として続けることは可能だと思います。た
だ，今これから，あるいは来年の祭りからある会
に入る，祭りに参加するというのは少しハードル
が高いイメージがあります。というのもやはり，
祭りに参加するには囃子がパーフェクトにできな
きゃいけないのではないか，などといった意識が
強く，青森のハネトとは違って，参加するとなる
とやはり囃子としての参加が主流なので，囃子が
できないとどうしても，なんとなく参加資格のな
いようなイメージが根強くあります。 
そのため，このようなことへの今後の対策とし
ては，やはり参加の入り口の拡大というのが必要
だと思います。具体的にあれこれ，というのは難
しいところですが，例えば，私が所属している蘭

                                                        
7） （編者注）：五所川原において，各町内により囃子は異なっていたため，統一する動きがあったが，現在のところ，
すべての団体のねぷたの囃子が統一されたわけではない。今は主に新町の囃子が主流になっているが，田町や平井町では
独自の囃子をしている。 

喜會という会は割とオープンで，新規で入ってく
る人に対しては会費を強制しなかったり，囃子が
できなくても太鼓台車やねぷたの曳き手に協力し
てもらったりという形で，何かしらの形で参加で
きるような，そういう方向で新規会員を増やそう
としています。そういった風潮というか，そうい
った空気が他の会でもみられるようになったらい
いなと思っています。あとはやはり，団体ごとの
祭りに参加するという意志を強く持っていったほ
うがいいかなあと思っています。ここ最近も，団
体が減少するということが起きているので，どの
会も他人事ではありませんし，参加することが当
たり前という意識も少し見直して，参加者一人ひ
とりの当事者意識というのも試されているのでは
ないかと思います。 
 
● 市民の製作機会の減少 
次に，市民の製作機会の減少についてです。立
佞武多の館が出来てから，私が小学生の頃くらい
までは，大型立佞武多の紙貼りや色つけの体験は，
製作場の人に声をかければ無料でというかボラン
ティアで参加できました。しかし，現在は，いい意
味で製作者が凝っている，こだわりがあるので，
一般市民がむやみやたらに製作に関わるという風
潮が少し薄れてきていて，実質予約制で，観光客
優先の製作ボランティアになりつつあります。県
外からいらっしゃった方に紙貼りをしてもらうと
か，あとは，市内でも現地学習などで来た小学生
とかに体験してもらう，というのが優先されるの
で，一般市民が個人で大型立佞武多の製作に関わ
るというのは少し敷居が高くなってしまったとい
う印象があります。 
そして，学校での製作体験の減少もあります。
私は小学生の頃，学校の中の「ねぷたクラブ」とい
う 10人程度のクラブ活動に参加していて，そこで
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は毎年，金魚ねぷたか面などを作るとていうこと
がありました。私の代の数年前までは，その10人
くらいのクラブの人が協力して小型のねぷたを作
って学校の玄関に飾っていたりしたのですが，今
では，学校でもそういう製作はなくなってきてい
るそうです。学校でやらないと，特定の会でやっ
ていない限りは，子どもたちが針金を触ることは
ないのかなあという感じがして少し寂しい印象が
あります。右に示す写真（図 7）は，小学生の頃に
私が実際に作ったものです。針金もだいぶゆがん
で，もう紙を貼り替えてもいいくらいなのですが，
それでも部屋に今でも飾ってあるので，こうやっ
て一度作ってしまうと，自分が今大学生になって
も，あと，大人になってからでも，ほこりを被って
も，大事にしたいなあという，そういう気持ちが
入ると思います。なので，小学校で一回だけでも
作る，そういう機会だけでも，教育現場にしっか
りと残ってほしいなあという気持ちがあります。
私自身も教育学部に所属しているので，これは，
教育活動として少し将来にかけて考えていくべき
ことだなあと思っています。 
この対策としても，やはり市民の意識が衰退し
ているという点では，どうしても市民への呼びか
けが必要です。あと，各団体で製作をさせてもら
えるのであれば，どんどん製作機会を増やして，
若者や一般市民が手をかけられるような環境を各
製作小屋で作っていけば良いと思います。五所川
原市内でも，他の団体の小屋というのはあまり見
ることがないですよね。なので，もっと他の団体
にも関われる，アプローチできるような，そうい
うネットワークを築いていければいいなあという
思いがあります。 

 
● 賞の基準 
現在，五所川原の祭りには 6 つの賞が存在しま
すが8），その審査基準がまったくの不明なものです。

                                                        
8） （編者注）：祭りの合同運行には，大型立佞武多3台の他に組ねぷたや中型・小型立佞武多が参加し（合計15台前
後），優秀なものには「五所川原市長賞」やその他各賞が授与されている。 

そのため，これからは，この基準を少し明確化，周
知し，それによる製作意欲の向上にもつなげてい
きたいと思いますし，観客の一般審査などもこれ
からはあってもいいのではないかなあという思い
があります。 

 
● 昔の祭りとの連続性の欠如 
最後は，昔の祭りとの連続性の欠如という少し
難しい課題なのですが，これは先ほども申し上げ
たように，五所川原の祭りというのは，立佞武多
が復活する以前にもしっかりと祭りがあったわけ
です。それと比べてみると，現在の祭りは囃子も
全然違うし，ルートも台数も，…と色々な点で違
いがあります。このため，ねぷたに触れる機会の
少ない人たちにとっては，昔の祭りのイメージの
ほうが強い人がまだ存在します。教育学部の実習

図 7 小学生の時に製作した面 
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で老人ホームに行った際，年配の市民の方のお話
を伺ってみると，自分たちとの温度差が非常にあ
ることを実感しました。立佞武多になってから，
少し仰々しいのではないか，のようなイメージも
あったりして，市民は，もっと庶民的な，もっと地
域に根差した祭りを求めている方が多いのかなあ
と感じています。以上のような動きがあったり，
昔の方が良い，今の方が良い，という声があった
りしますが，そのようなことにかかわらず，とに
かく，五所川原市に住んでいる人たちがもっと誇
りを持てるような，そして，自分たちの市にある
すごく大きな祭りなのだという意識をもっと強め
ていけるような，そういった動きが市内で盛んに
なればいいなあと思っています。 

 

■ 今後の取り組み 
私事でとても恐縮ですが，先日，東奥日報で私
の活動を紹介させていただきました（図 8）。市民
に祭りのない夏を退屈に過ごしてほしくはなく，
祭りに，あるいはねぷたに関われるような活動を
したいと思い，自分に何かできないかと思い，塗
り絵を考案しました。塗り絵といっても，自分は
まったくのアマチュアだし，誰かから教わったこ
ともないし，絵を描くのも特別上手いわけではな

いので，とても恐縮ではあるのですが。市民が一
人でも楽しんでもらえればなあという気持ちで，
これから活動を少しでも広げていきたいなあと思
います。 
そして，自分が五所川原市に住んでいるからに
は，立佞武多だけではなく，それ以前の五所川原
市内の祭りについて，さらに調査する必要がある
と思っています。大きく「研究」というわけではな
いですが，自分なりに調べていくことも一つの責
任といいますか，市民としての役目でもあるので
はないかと考えています。

 
  

図 8 ねぷた塗り絵 
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佐々木 啓祐 
 

 

◆ 発表者紹介 ◆ 
佐々木 啓祐（ささき・けいすけ） 
2001 年，五所川原市出身。弘前大学教育学部 2年生。小学校3年生からは自主製作団体蘭喜舎に所
属。現在は五所川原高校立佞武多同好会のコーチとして活動している。また，今年はねぷた絵の塗り絵
を通じた街の活性化に努めている。今後は立佞武多以前の五所川原の祭りの調査，研究に力を入れたい
と考えている。 
 
 

◆ 感想 ◆ 
 この度は「オンラインねぶたゼミ」という貴重な機会に参加，発表させていただきありがとうござい
ました。様々な立場の方々のお話を聞いて客観的にねぶたを捉えることができ，ねぶたが作品だけでは
なく文化としての魅力や可能性を秘めていることに改めて気づきました。そして，ねぶたに関して県内
外の多くの人が熱い思いを持っていることを知り，うれしく感じました。 
 私は，ねぶたは全国，世界に誇ることのできる立派な伝統文化と捉えていて，今後もこの考えは変わ
らないと思います。しかし，今年は新型コロナウイルスの影響により祭りが中止になったことで，伝統
行事としてのねぶたの脆弱性を感じています。ねぶたを継承するためにはねぶたを愛する多くの人たち
の支えが必要です。また，現状を守るだけではなく積極的な変革が今後必要になると思います。そこ
で，私たち若い世代が今回のゼミのように意欲的にねぶたを考え共に語り合う機会は非常に重要だと考
えます。 
私もねぶたを愛する一人として今自分にできることに精一杯取り組み，ねぶた祭り，文化の発展に貢
献していきたいと思います。 
 
 
 

40



  浅利 匠 

社会学から見るねぶた 

 

青森大学 社会学部 4年 

浅利 匠 
 

 
 

■ はじめに 
最初に，社会学とは一体何か，と言ってもピン
とこないと思いまして，その説明から入りたいと
思います。ある定義では社会学とは，「社会を統計・
データなどを用いて分析することで解明する学問。
その研究対象は，行為，行動，相互作用といった微
視的レベルのものから，家族，コミュニティなど
の集団，組織，さらには，社会構造や社会変動など
巨視的レベルに及ぶものまでさまざまである」で
す。社会学というのは実際，ここに書いたように，
統計・データを用いて社会について色々と分析や
調査をしていく学問です。と言ってもよくわから
ないので，ざっくり言うと，社会について学び，研
究していると思っていただければ大丈夫かと思い
ます。 
ということで，本題に入りたいと思います。今
回どういうことを話していくのかといいますと，
社会学の観点から見て，主に事例やデータを用い
て，行政・観光という立場からねぶたについて発
表していこうと思います。 
流れとしては，まず「データでみる日本の祭り」
ということで，他県の祭りと客観的に比較した時
にねぶたはどのようなものなのかということを知
っていただいた上で，次に「行政との関わり」で，
ねぶたを支える周囲の方々，主に行政側，青森市
の視点からねぶたを見ていきます。そして最後の
「まとめ」では，これらをふまえて，総括的な話を
します。 
 

■ データでみる日本の祭り 
実際，青森ねぶた祭という祭りの概要はどのよ
うな感じなのかということをまとめます。青森ね
ぶた祭は毎年8月 2日から7日に開催される祭り
で，約 310万人の観光客が訪れます。この観光客
がもたらす経済効果を推計したところ，多い年で
500 億円ほどに上ります。また，1980 年に国の重
要無形民俗文化財に指定されました。 
簡単に青森ねぶた祭を知っていただいた上で，
他の祭りはどのような感じなのか気になると思い
ますよね。ここで紹介したような，観光客がどれ
くらいで，というのは毎年，新聞などで報じられ
ているとおりなので，そういったところではなく，
他の祭りと比較して見たほうがわかりやすいと思
います。この場合，社会学的にいうと，標本調査と
か色々学問的な用語があるのですが，そこは今回
割愛させていただきまして，他の祭りと比較する
にあたり，わかりやすい事例を用います。日本の
三大祭りや，東北各地の祭りと比較しながら紹介
していこうと思います。東北の祭りや祇園祭など，
代表的な他のお祭りと比較することによって，自
分たちも気づかなかったことがわかるのではない
かと思います。あくまで，事例として紹介してい
くだけになるので，起源がいつであるかなど，祭
りの詳細についてまでは触れません。起源とか説
明し始めたら大変なことになるので割愛させてい
ただきます。では，事例を 6 つほど紹介していき
たいと思います。 
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● 事例①：秋田竿燈まつり 
秋田竿燈まつりは，毎年 8月 3日から 6日に開
催されています。竿燈自体が稲穂をイメージした
ものになっているそうで，連なる提灯を米俵に見
立てていて，豊作を祈るお祭りだということです。
こちらもねぶたと同じく国の重要無形民俗文化財
に指定されておりまして，観光客は約 120 万人訪
れ，経済効果のほうは200 億円ほどです。江戸時
代から続く，秋田の伝統的なお祭りです。 
 
● 事例②：仙台七夕まつり 
仙台七夕まつりは，毎年 8月 6日から 8日に行
われるのですが，青森のねぶた祭や秋田の竿燈ま
つりと雰囲気が違いまして，熱気はそれほどなく，
飾りつけを見て楽しむお祭りとなっています。も
ともとは，商店街で豪華な七夕飾りがなされるお
祭りでもあったのですが，ただ見ているだけでは
つまらないということもあったので，最近では，
花火大会などの付随したイベントも開催されてい
るとのことです。こちらの経済効果としては 330
億円ほどの見込みがありまして，観光客も約 200
万人訪れている大変すごいお祭りだということで
す。江戸時代初期に，伊達政宗公が始めたという
説があります。 
 
● 事例③：岸和田だんじり祭 
東北以外のお祭りはどのような感じなのかとい
う話をしていきます。最近，YouTube で動画を見
ていた時に知ったのですが，大阪の岸和田のだん
じり祭というのがあります。毎年 9 月に，大阪府
岸和田市で開催されています。起源が江戸時代の
疫病退散の行事として始まった，ということが書
かれていて，ねぶたに近いものを感じまして，今
回紹介することにしました。だんじり祭がどのよ
うなものかよくわからない方もいらっしゃると思
いますが，「だんじり」というのは西日本での呼び
名で，主に山車のことを指す言葉だそうです。
2013 年に市のほうで調査したところ，経済効果は，

岸和田市で約 25億円，泉州地域全体では約40億
円で，人出が約 46万人も訪れるお祭りとなってい
ます。この年は，台風の影響もあり，人出とともに
経済効果の推計も少なかったようです。YouTube
で動画を見ていただくとわかるのですが，とても
危険なお祭りで，「だんじり」と呼ばれる山車が物
凄いスピードで突っ込んできまして，民家や電柱
に当たることもあるそうです。これはぜひ見てみ
たいお祭りだと思っています。 
 
● 事例④：神田祭 
神田祭は，東京都千代田区の神田明神で，5月の
中旬に行われる祭礼です。日本の三大祭りの一つ
にも数えられています。こちらは，2 年に 1 回の
開催になっています。主に神輿を担いだり，山車
行列を行ったりしているお祭りです。神輿を担い
で行くのですが，町内会ごとの神輿が集まるので，
100 基以上集まるほど規模が大きい祭りになって
います。祭の様子を撮影した写真を見ていただく
とわかるのですが，かなりの人が集まるお祭りで
す。大通りを練り歩く山車行列があり，かなりの
人が集まっているので，地域にとっても経済効果
がとても大きいと思いますので，重要なお祭りな
のではないかなと思います。 
 
● 事例⑤：天神祭 
同じく日本の三大祭りの一つに，大阪の天神祭
というお祭りがあります。期間は毎年 6 月下旬か
ら約 1 か月間，前夜祭・後夜祭など色々含めて行
われる祭りになっています。毎年 100 万人近い観
光客で賑わっています。さらに，この祭りの見ど
ころは，川で船を漕ぎながら，山車行列のような
ことをするのですが，こちらに付随して「奉納花
火」という神事も行われています。こちらの経済
効果は，二百数十億円と算出されています。 
 
● 事例⑥：祇園祭 
では最後の事例です。世界的にも有名なお祭り
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かと思いますが，京都で行われている祇園祭です。
この祇園祭について，色々と話すと非常に長くな
ってしまうので，割愛させていただきます。八坂
神社主催のものと山鉾町主催のものとの 2 つがあ
ります。お祭りの一部の抜粋になってしまいます
が，神輿が出る宵山という 1 日があり，その日だ
けでも 60万人ほど人出が集まるそうでして，さら
にそのお祭りだけで，約 150 億円の経済効果が見
込まれています。 
 
では，ここまで 6 つの事例を紹介しましたが，
これらと比べて見た時に，ねぶたも実は結構すご
くて，銀行のほうで調査したものですが（表 1），
観光客や経済効果を見比べてみるだけでも，東北
の中でもトップに躍り出るお祭りです。さらに，
日本三大祭や祇園祭と比べても，その中でも引け
を取らないほどの人も来ますし，地域にとって重
要なお祭りであると思います。「世界の火祭り」と
いうことをおっしゃる方もよくいらっしゃるので
すが，まさに，世界に誇れる祭りと言っても過言
ではないのかなと思います。 
このように，ここまで数字で見てきましたが，
その数字を見た時に，どのようなことがわかるの
かといいますと，青森にとって，青森ねぶた祭は
重要な観光資源の一つとして数えられると思いま
す。今の青森市の一年間の予算が約 1300 億円と
いうことですが，そのすべてをねぶたでまかなっ
ているわけではありませんが，1300 億円の中でも，
ねぶたが起こす経済効果というのは重要な役割を
果たしているので，ねぶたというのは行政にとっ
てなくてはならないものであるかと思います。で
すので，先ほど津川くんをはじめ色々な方のご意
見の中で，芸術として押し出していきたいという
意見もありますが，行政のほうでは，財政的にも
重要なお祭りですので，地域を盛り上げるために，
観光としてやっていきたいのではないかと思いま
す。 
 

■ 行政との関わり 
ねぶたが青森にとってどういう存在なのかとい
うことがわかったと思いますので，ここから，行
政との関わりということで，行政がどういったこ
とをバックアップしてきたのかということを，い
くつかの事例をふまえて見ていきたいと思います。 
 
● ねぶたと行政の関わり 
ねぶたと行政の関わり，と考えた時に，思いつ
くものはたくさんあると思います。例えば，カラ
ス族のお話もありましたし，条例も制定されまし
た。ワ・ラッセのような観光施設もできました。
色々と考えられると思いますが，ここでは，カラ
ス族の問題と，行政の関わった設備という 2 つの
ことに絞って紹介していこうと思います。 
 
● カラス族って何ぞや？ 
まずは「カラス族」ということで，先ほど新毛さ
んのお話でもありましたが，その概要について話
していこうと思います。カラス族とは，1986 年頃
からねぶた祭に現れ始めた，黒い装束を身にまと
った，少し悪い人たちのことです。この方々はも
ともと，札幌のほうで現れ始めた方々です。札幌
には雪まつりというのがあるのですが，冬なので
ここでバイクを乗るのは危ないということで，暴
走族の一団が歩きながら色々と暴走行為をしてい
たということで，そういった暴走族の方々が今は
カラス族として青森のほうにもやってきたという
ことがあります。学問的な名称になってしまいま
すが，このような方々は「徒歩暴走族」といわれて

表 1 東北地方の祭りにおける観光客数 
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います。 
 
● 徒歩暴走族とは… 
このカラス族，いわゆる徒歩暴走族という分類
なのですが，一体何者なのかといいますと，主に
迷惑行為を行っている方々です。先ほど新毛さん
のお話でもあったのですが，騒音といたしまして，
自分の口から「バリバリ」など大きな音を出した
り，卵を投げつけたり，ロケット花火を打ち上げ
て人に向けたりということをする方々がいらっし
ゃいます。そういったヤンキーの方々が，徒歩暴
走族として，この祭りにとっては困る存在として
やってきたわけであります。 
 
● 迷惑行為等防止条例 
そういったこともあって，祭りを安全に行うた
めには，何かしら対策を取らなければならないと
いうことで，市がようやくここで動き出していき
ます。迷惑行為等防止条例というものが制定され
る前，2000 年のデータでは，カラス族が1万人ほ
ど青森に来ていまして，事件も，先ほど，ガラス瓶
で殴ったという話もありましたが，そういう事件
やカツアゲなども多発していまして，市のほうで
も何かしら対策をしないといけないということで，
この条例を施行したわけであります。この条例を
施行するにあたって，主催者側，いわゆる観光コ
ンベンション協会などのほうも，ねぶた祭のカラ
ス族をどうにかしないといけないということで，
2001 年に一斉スタート方式，今のようにあらかじ
め運行コースにねぶたがいて，時刻とともに練り
歩くというような形が導入されました。迷惑行為
等防止条例が制定されるにあたって，メディアで
も色々と扱われることにより，さらにカラス族が
増えてしまうのではないか，加熱してしまうので
はないかという懸念もありましたが，条例の施行
により，警察も「条例違反ですよ」ということでよ
うやく摘発できるようになったため，悪い輩が減
って事件は激減し，事態は収束の方向に向かいま

した。 
 
● クリオネ族の出現 
以上のように，カラス族は減っていきましたが，
最近，次のような方々を見る方も増えたかと思い
ます。青森ねぶた祭におけるハネトの正式な衣装
では，肩にタスキをかけたり，帯を巻いたりとい
うことがあるのですが，そういった装束の正装を
しない方々が出てきています。これは，「クリオネ
族」という名称で呼ばれています。こういった正
装をしない方々は主に女性の方に多く，振袖のよ
うな形で練り歩いていて，その姿がまさにクリオ
ネのような雰囲気に見えるということで，そうい
った名称がつけられているとのことです。カラス
族とは違い，暴力沙汰を起こすということも少な
いといいますか，ほとんどないのですが，こちら
の場合は，正装ではないので，見ている側から，
「風紀が乱れている」，「治安が悪化するんじゃな
いか」，「モラルがないんじゃないか」といった声
も上がっており，不安に思う方々もいるのではな
いかと思います。 
 
● 輩がいなくなったけど… 
市・行政のほうで色々と条例を制定したり対策
をしたりして，輩はいなくなりましたが，「寂しく
なった」，「活気がなくなった」と感じる方々もい
るという反面があります。モラルは大事なのです
が，祭りなのに楽しまない，そういった現状，それ
でいいのかと思う方々もいるのが難しいところで
はあるのかと思います。 
 
● 地中埋設電線 
行政の対策により少し弊害が起きてしまうとい
うこともありますが，悪いことばかりではありま
せん。そこで紹介したいのが，行政による整備・設
備のことについてです。電柱のことです。実際，電
柱のことと言われてもピンとこない方々もいらっ
しゃると思います。青森市の国道 4 号線沿いなど
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の中心市街地を想像してほしいのですが，主にね
ぶたの運行コースには電線がほとんどないと思い
ます。それが行政の行った施策・政策の一つです。
電線によってねぶたが傷ついてしまうということ
が昔はあったので，それを解消するために，電線
を地中のほうに埋め立ててしまって，ねぶたが通
りやすいように，地中埋設電線の工事がなされま
した。こちらは，景観の改善・防災等の様々な理由
があるのですが，これを行ったことで，ねぶたが
運行コースをスムーズに進めるようになったと思
います。実際，このように電柱をなくしたことに
よってどのような良いことがあったのか，という
ことが気になると思います。 
 
● 五所川原市の事例 
青森市については，詳しい記載が見あたらなか
ったので，詳細が市のホームページのほうでも出
ていた五所川原市のほうから抜粋して話していき
ます。無電柱化により，五所川原のほうでは祭り
が活性化したという事例があります。先ほど佐々
木くんのお話でもあったのですが，もともと立佞
武多が復活した当時，運行コースがなかなかなく
て，一番初めの1996年の武者の立佞武多の時は，
河原のほうで運行することしかできませんでした。
しかし，この無電柱化により運行コースが定めら
れ，今では毎年 100 万人を超えるほどの観光客が
訪れる祭りに発展していきました。祭りにはたく
さんの観光客が来ますから，商店街の方々にも活
気がもたらされますし，地域経済も支えられるこ
とになったという点で，良い事例になったのでは
ないかと思います。 
 
● バックアップ 
こうした活動が祭りを支えることにおいて大事
になってきまして，行政の立場からすると，観光
という点で，地域を盛り上げるための一つのコン
テンツとして祭りは位置づけられているので，そ

ういったことでバックアップが必要になってくる
のではないかと思います。 
 
● が，しかし… 
ですが，なんです。先ほど津川くんの話でもあ
りましたが，市民との間で（意識の）乖離がありま
す。ねぶたを観光としてやっていきたい方々と，
ねぶたをもっと楽しみたいという方々，双方の意
見がぶつかり合っている状態で，今はその折り合
いをつけるところが見つかっていない状況ですの
で，そこを解決していくために何かしら行動を起
こしていくことが今後の課題になっていくのでは
ないかと思います。 
 

■ まとめ 
祭りには，想像以上に力があります。行政や，ね
ぶた師の方々，制作者の方々など，それぞれ立場
は違いますが，やはりみんなねぶたのことが大好
きだと思うので，観光や芸術，教育のほうもそう
ですが，どういった形で折り合いをつけていくの
か，これから考えていくしかないのではないかと
思います。 
さらには市民の協力といたしまして，清掃活動
をする企業がありますし，跳人に企業のほうから
水の差し入れをしたり沿道から応援してくださっ
たりなど，そういった方々もいますので，みんな
でねぶたを支えてやっていくことでベストな方向
に向かっていくのではないかと思います。 
最後になりますが，昨今の新型コロナウイルス
の影響で今年，2020 年のねぶたはなくなってしま
ったのですが，ごくごく一部ではありますが，例
えば古川の地域ねぶたのように，規模は縮小され
ますが，ねぶたを出すということが決まっている
ところもありますので，来年は祭りができるよう
に，そういったことで頑張っていけたらいいので
はないかと思います。
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◆ 発表者紹介 ◆ 
浅利 匠（あさり・たくみ） 
1999年 3月生まれ。青森大学社会学部4年。津川氏と小学生の頃から竹浪比呂央ねぶた研究所に足を運
び，以後，研究所で制作スタッフとしてお手伝い等をする。ねぶた好きの一人として，祭りや制作，地域
貢献に関わっていきたいと思う。 
 
 

◆ 感想 ◆ 
 今回の，オンラインねぶたゼミを通して，たくさんの業界の方の話を聞くことができ，とても有意義な
時間を過ごすことができたと考える。普段，ねぶた制作に携わっていたり，生活をしていたりするだけで
は知り合うことができない人たちと関われただけでも，良かったと思えるゼミだった。また，大学の垣根
を超えて，京都や札幌の現地の声を聴けたことでねぶたを客観的に見られることにもつながり，交流で
きたことで他地域の祭りにも触れられたことは，個人としても嬉しく思う。 
 そして，いろいろな方から話を聞いて共通していたことといえば，どこも担い手不足，後進の育成に手
間取っていたことだ。青森のねぶたは言わずもがなであるが，その中でも跳人は著しく，新聞等のメディ
アでも取り上げられているが，人数が年々減少している。続いて，札幌の高校の話では，過去の作られた
作品の資料が，それまでに無く，作らなければならなかったこと。それにより，作り方を伝えるために，
継承するために不安が残ることなど，各地で問題が起きていたことだ。 
このように，話を聞く場があるだけで，問題の再認識もできるし，情報を共有することで課題解決につ
ながるかもしれない。今回の，オンラインねぶたゼミで確実に言えることは，交流を持ったり，話を聞い
たりできたことだけでも楽しいものだった。今後も続けていけたら，それぞれの発展に寄与できるので
はないかと考える。 
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テーマ「芸術・文化・教育」 
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ねぶた文化 ∈ 美術文化 

 

『青森ねぶた全集』編著者 

工藤 友哉 
 

 
 
ねぶた文化と美術文化の関係性について個人的
に思っていることや，あとは，なぜ私が『ねぶた全
集』のようなことをやっているのか，といった話
をさせていただきます。 
 

■ はじめに 
もともとねぶたが好きで，ねぶた師を目指した
いという志もあり，大好きだったねぶた師さんの
ところにしばらくの間制作のお手伝いという形で
関わらせていただきました。その一方で，弘前大
学教育学部で美術教育について学びました。大学
で色々な方の話を聞いて，ねぶたというのはなか
なか狭いところにいるなあと感じ，その一環とし
て『ねぶた全集』や，様々な活動に派生していきま
した。院修了後しばらくの間，学校の教壇に立た
せていただいて，春からは市内の民間のデザイン
会社に勤めながら，研究活動をしつつ，その裏で
作家活動のようなことをしています。 
 

■ ねぶたとは 
色々な「〇〇ねぶた」という言葉が氾濫してい
ますが，それらをまとめるとおそらくこのように
なると思います（表 1）。まずは一番大事な〈祭事〉
です。「青森のねぶた祭」や「弘前のねぷたまつり」
など，“ぶ” と “ぷ” はそれほど関係ないのですが，
「〇〇のねぶた祭」というようにまずお祭りが前
提にあります。そして，そのお祭りに欠かせない
ものとして灯籠の山車があり，もちろんその〈造

形物〉そのものも「ねぶた」というと思います。さ
らに，最近よく取り沙汰されていますが，ねぶた
の〈技法・技術〉のような形で，ねぶたそのものを
創作するためのテクニックといったものも「ねぶ
たの技法」ととらえられることもあります。後ろ
に「-の技法」と言葉は付きますが。 
特に青森界隈のねぶた・ねぷたについてまとめ
ると次のようになります（表 2）。8月 2日から 7
日の大きな「青森ねぶた祭」に登場するのは「青森
ねぶた」です。8 月 2 日から 7 日以外の市内各地
の町内会のねぶたは，青森ねぶたともいいますが，
小さいということで特に「地域ねぶた」といわれ
ます。そして，1980 年に，青森のねぶたが，弘前

表 1 ねぶたとは 

表 2 ねぶたとは（青森県内） 
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のねぷたとともに文化財に登録された際，今だと
6 月の高田ねぶたから 9 月の浅虫ねぶたまで，そ
れら全部をまとめて「青森のねぶた」というよう
に呼ぶ次第です。“ぶ” というのはどちらかという
と海沿いの地域の呼び方で，中南津軽など山あい
のほうに行くと，“ぶ” が “ぷ” になり，人形ねぷ
た，組ねぷた，扇ねぷたというように名称の違い
が一応あります。最近だと五所川原の立佞武多は，
武士の武と書いて “ぷ”，「たちねぷた」と読ませ
ています。色々なジャンルがあり，それらをまと
めてねぶた・ねぷた。そしてそれらを作っている
のがねぶたの技法，という形でとらえられている
のではないかと思います。 
青森のねぶた祭があり，それに登場しているの
が青森ねぶたです。他の地域に広く目を向けると，
黒石のねぷた，弘前のねぷた，平川のねぷた，むつ
市の大湊ネブタなどがあります。今紹介したのは，
むつ市も大湊だけなのですが，佐井村や川内など
色々なところでやっています。五所川原の立佞武
多や，つがる市（旧木造，柏界隈）のつがる市ネブ
タなども面白いです。 
そして，ねぶたの派生もあります。昨日の発表
で色々な方が触れていましたが，「京造ねぶた」と
いうことで，これも一応「ねぶた」という言葉が使
われています。先ほど，「ねぶた」という言葉には
3 つのニュアンスがあると申し上げましたが，こ
れはどちらかというと，そのうちの後者 2 つのほ
うで，〈技法〉がねぶた，それでいて，作られてい
る〈造形物〉としてねぶた，ただし〈祭事〉には関
係ないよ，というところです。いま，われわれ青森
市民や，青森のねぶた祭を好きな人に，「ねぶたっ
て何？想像してごらん」と言うと，おそらく人形
の山車を想像すると思います。しかし，もしかす
ると今後，京都で生まれて，京造ねぶたをしばら
くずっと見ていて，絶対あり得ないと思いますが，
メディア等で青森のねぶたを全然知らずに育った

                                                        
1） （編者注）： “∈” は数学記号である。これは，「ねぶた」が「美術」の一 “要素” であり，「ねぶた」は「美術」とい
う “集合” に属していることを意味している。 

人に「ねぶたって何？」と聞いたらたぶん「これ
（＝京造ねぶた）がねぶた」と答える人が出てく
る可能性もなきにしもあらずです。このように，
「ねぶた」という言葉には色々なニュアンスが含
まれています。ただ，青森県民にはどうしても祭
りのねぶたというのがメインとしてとらえられて
いるのではないかと思います。この京造ねぶたも，
4 年ほど前に，青森市に派遣で少し小さいものが
一回来ましたけれども，その京造ねぶたを見た市
民の反応はあまり熱狂的ではないといいますか，
冷めているといいますか。「あぁ…これねぶた？」
「いや，ねぶたは祭りでしょ」と。「これはねぶた
の技法で作ったアートでしょ」のような感じで，
やはり，京造ねぶたというか，「アートねぶた」の
ようなものに対する市民権は，青森にはまだない
のかなという気はしました。 
 

■ ねぶた ∈ 美術1） 

●「ねぶた」は「美術」か 
ただ，市民全員が全員そういうわけではなく，
もちろん評価している人はいます。特に県外の方
や国外の方は，「ねぶたはすごいアートだね」とい
うように言ってくれます。それはすごく素晴らし
いことですし，地元市民としてはすごい誇りだと
 

表 3 現状 
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思います。しかし，そのように口で言うのは簡単
なのですが，いざ，それを後世に残そうと思った
時に，ねぶたを美術作品や芸術として判断しても
よいのか，もしくは，してはダメなのか，ダメだと
したらなぜダメなのか，のような考察をしている
人がいるかといったら，あまりいない気がします。 
そういうわけで，少し整理してみました（表 3）。
「美術作品」と「ねぶた作品」という感じで少し広
く並べています。例えば美術作品の欄を見てもら
うとわかりますが，美学・美術史学といった学問
の領域がしっかりとあります。技法のほうでも，
美大・芸大には油絵科や日本画科のように，技法
の教育の体裁のようなものが成立していると思い
ます。しかし，ねぶたを考えると，学問でねぶたを
扱うとなるとやはり社会学や民俗学などの領域が
多く，芸術学の視点で語る人はなかなかいないと
いうのが現状だと思います。次に，作品を作って
いる作家さんのスタイルの話です。時代によって
変わってきているとは思うのですが，美術作品な
どを制作されている画家や彫刻家といった，本当
に純粋な芸術を追求する人は，自分の好きなよう
に，周りの意見というか，しがらみというか，スポ
ンサーからの依頼など，そういうのも特になく自
分で好きなように作る方が多いと思います。しか
し，ねぶたとなると，やはり祭りが基本的な根底
にあって，そこにお金を出資するスポンサーがい
て，そのスポンサーさんの希望や依頼もあったり，
あるいは，賞というものもあったりするので，そ

れを狙うがために万人うけといいますか，そうい
ったねぶたを作る方もいます。本当に作りたいも
のを作っている人はもちろんいるとは思いますが，
ただその裏で少しこういう外からの影響のような
ものも受けやすいのかなという気はしております。
あと，表 3の下のほうをみていきますと，青森ね
ぶたに「美術全集」のようなアーカイブがあるか
と言われたら特にないですし，歴代のパンフレッ
トを集めている熱狂的なファンはいるのですが，
それを一つにまとめたものも特にないですし，博
物館的な施設もありません。ワ・ラッセはもとも
と「ねぶたミュージアム」という構想でしたけれ
ども，ねぶたは見られますが，蓋を開けてみれば
観光施設というということで，市民というよりは，

表 4 学生時代に取り組んだ領域（学問・アーカイブ） 

図 1 青森ねぶた祭へのアプローチ（民俗学・社会学・芸

術学） 

 

図 2 『青森ねぶた全集』 
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観光客が対象かなと思います。そして，あとは教
育的な資源があるかと言われたら，例えば学校で
津軽藩ねぷた村（弘前市）やワ・ラッセ（青森市）
といった所に赴いて，職人さんの指示に従って金
魚ねぶた作ってみるなどということはできると思
いますが，美術や図工など，総合の時間や校外学
習以外の学校の中の授業，教科として，やってい
る方はそれほど多くはないのかなと思います。素
材としてはすごく魅力的ですし，もう少し浸透し
てもいいのではないかなあと思っていました。こ
こまで話してきたのは学生時代に私が思っていた
ことで，自分は何ができるだろうかと思った時に，
攻めたのがこの辺り（学問・アーカイブ）でした
（表 4）。芸術学の学問という見方でねぶたを捉え
る，それでいて，歴代のねぶたの記録をまとめて
もいいのではないかと思いました。 
民俗学や社会学など色々なジャンルがあります
が，そろそろ芸術の視点からアプローチしてもい
いのではないか（図 1），ということで『青森ねぶ
た全集』（図 2）を作りました。好きなねぶたをた
だつらつらと語るのではアカデミックな場には相
応しくないので，一回全部集めましょうか，とい
うことで集めてしまいました。そして，本として
刊行もしました。たくさんあるねぶたを客観的に
どんどん分析していって，一人ねぶた・二人ねぶ
た・三人ねぶた，動物がいるかどうか，炎や波のよ
うな装飾がついているかどうか，のような感じで

分析していきました。 
その辺りについて全部は解説しませんが，図 3
は，とある発表会の時のまとめで作ったスライド
でして，今までの歴代のねぶたの造形を座標軸に
あてはめるとこうなっているのではないかという
ことを表しています。あるいは題材のほうも，こ
れまで出てきたねぶたの題材のジャンルを全部ま
とめて，例えばスターウォーズがダメで，のよう
な話になった時に，どこまでが OK なのか，とい
うのをまとめました（図 4）。 
そして，それらを全部まとめてフローチャート
にしたりしました（図 5）。これは，上のほうが江
戸時代，下のほうが現代なのですが，矢印をたど
っていくと，なぜ現代のねぶたがあのように光り
輝いている，それでいて装飾が盛りだくさんのね
ぶたなのか，といったことの原因がフローチャー
トでわかります。学生時代，このような考察を重
ねてみました。 
学生が終わり，次に高校の教員になりました。
その時に，もう少し他のこともできそうというこ
とで，昨日津川さんの話でもあったねぶた文化や，
祭り以外のねぶたの可能性のようなところも追求
したいなと思いました。そして，高校の教壇に立
つことができたので，美術の授業でねぶたをやっ
てしまおう，ということで，やってきた実践の話
をしていきます。 
 

図 3 造形の変遷まとめ 

 

図 4 題材の変遷まとめ 
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● ねぶた師の前例 
実は，私がこのようなこと言う前に，すでにや
っている先生方はたくさんいて，お世話になった
6 代名人もそうですし，立田先生も県立美術館に
展示された，すごく大きなねぶた，相撲ねぶたを
作っていましたし，津川さんのお師匠である竹浪
比呂央先生も，色・形・音のインスタレーションと
いうことで，ねぶたの技法を使っているけれど，
祭りのねぶたではなくて，でも美しい，そういっ
た，アート寄りのねぶた作品の展開をされていま
す。これは最近，冬にワ・ラッセの脇で飾られてい
て，どんどん市民に浸透しているのではないかと
思います。 
 
● 自身の実践 
それらを見てきて，自分もものを作るのが好き
なので，特に一個一個の説明はしませんが，この
ような，「祭りでやったら怒られるけれど，アート

として展示する分にはいいんじゃない？」という
ようなねぶたを作って発表してきたりしました
（図 6）。コンペに応募して賞を取ったとういうの
はないのですが，自分で好きなように作って，地
元に展示して，そして，祭りに関わっている市民
の方々の反応を実際に生で見て，結構面白がって
見てくれているので，こういうのはどんどん進め
てもいいのではないかなあと思っておりました。
ここ数年はありがたいことにお金が発生する依頼
も受けることもあって，こちらのほうも進めてい
けば，きっとビジネスにもなるだろうし，あとは
単純に美しいし綺麗だし，ねぶたの技法でこんな
こともできるのか，というのを個人的に進めたい
領域でもあります。あとはねぶたの絵を描いたり
もしています。 
 
● ねぶた × 美術教育 
次は高校の教育に関しての話です。昨日津川さ

図 5 造形や題材などに関する変遷のフローチャート 
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んの話で弘高ねぷたが出てきましたが，高校の教
育現場でねぶたを扱うとなると，やはりどうして
も，どちらかというと「祭りに参加する」という学
校単位の行事になるので，教科としてではなく，
課外活動のような感じになってしまいます。実践
例を挙げますと，青森工業高校の担ぎねぶたは有
名です。学校全体をあげて祭りに参加するという，
すごく素敵な取り組みです。毎年恒例で，これは
途絶えることはないと思います。また，東京のほ
うにあるデザインの学校の八王子桑志高校という
ところでの実践もあります。もしかしたらねぶた
を生で見たこともないような関東の学生がこうい
うものを作るので，指導力のある方がいると，ど
この地域でも学校現場でねぶたはできるなという
のを実際に感じました。 
さらに，弘前の「弘高ねぷた」，これも残念なが
ら今年は中止になってしまいましたけれども，学
校全体をあげて，クラスで 1 台作るという素晴ら
しい取り組みをされています。さらに，このあと
発表される，札幌北高校には「行灯行列」というも
のがあるそうです。高校生が短い期間でこのよう
なものを作り上げるとは，なかなか素晴らしいな
と思います。 
そのようなものを見つつ，私自身はどうかとい
うことを話します。せっかく美術の先生として高
校の教壇に立たせてもらったので，地元に転がっ
ているお祭りの造形技法を，祭りだけに消化する
のではなくて，色々な使い方があるのではないか
というのを生徒に訴えかけて実践しました。地元
の祭りについての勉強にもなりますし。実際に作
り上げたものが祭りで使われるわけではないけれ
ども，美しい，とされるような作品展開ができる
ということ，その実験をしてみよう，という形で
授業をやらせていただきました。今皆さんに見て
いただいているのは，授業で実際に見せたスライ
ドの一部抜粋です（図 7）。祭りのことも勉強して，
実際に祭の山車に使う素材や技法に触れてもらい
ました（図 8）。「一体何を描いているんだ」とい

う話にはなりますが，今の言葉を使うと「映（ば）
える」空間といいますか。一応，灯籠インスタレー
ションと銘打って行いましたが，遠目で見るとな
んとなくステンドグラスのような，でも近くで見
ると和紙があって，ロウと染料の跡が見えて，ね
ぶたの素材・技法だとわかります。使い方によっ

図 6 発表者制作作品 
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てはこのような展開もできるのではないか，とい
うことで，実際に街中に展示させてもらったりし
ました。そして，その延長として，少し時間が余っ
たので，切り絵の背景にロウのついた和紙を持っ
ていって透かせば，光輝く切り絵になって綺麗な
のではないかと思いまして，これも授業の課題と
してやってもらいました。 
このように，ねぶたというものが，美術文化，美
術のジャンルにふさわしいか否かというのを考え
た時に，まだまだ足りないなと思ったので，その
ために補完すべきジャンルというか，内容を自分
なりに挑戦して取り組んできました。そういった
ものがいずれどんどん裾野が広がっていって，私
以外にもすでにやっている方がたくさんいるので，
どんどんそれが浸透していくと，50年後，100 年
後には，一美術のジャンルとしてねぶたというジ
ャンルがあって，「本場は青森だ」と，「青森に行け
ばすごいねぶたが見られる，すごいねぶた文化，
美術がある」というようになっていけば幸いかな
と思う次第であります。 
 

■ 但し… 
ここまでつらつらと，ねぶたと美術の関係につ
いて，なんとなく美術のほうが優位のような話を
しているのですが，ただし，あくまで，今になって
技法や素材が美術だアートだ，芸術だというよう
にもてはやされてきて，実際に固めていこう，と
いう動きになっているのですが，根底にあるのは
祭りだということを忘れてはいけない，という話
です。祭り文化も，戦後に復興して，もう 75年く
らいで，今後 100 年と続いていくわけですけれど
も，ねぶたというか，祭りの山車としてのねぶた
というのは結構，伝統という名の様式美がありま
す。やってはいけない，やらないほうがいい，そう
いった表現の制限がありますが，そこにどんどん
閉じこもっていってしまうと，あまり明るい未来
はないのかなと思います。好きに，自由にやるね
ぶた文化，ねぶた作品というものがあって，互い

図 7 授業で使用したスライド（抜粋） 

 

図 8 美術の授業で生徒が制作した作品 
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に刺激し合うといいますか，両立していくことが
できれば，今後win-winな素敵な関係になってい
くのではないかと思います。では，いざそういう
ものがどんどん広がっていって，最終的にねぶた
というものは美術作品として扱っていいのかとい
う話になりますが，現状はなかなか難しいのでは
ないかというのが個人的な解釈です。特に，祭り
の時の姿のまま，ワ・ラッセのような感じですけ
れども，台車があって，提灯がぶら下がっていて，
ねぶた本体があって，という形で，そのまま県立
美術館にぽんっと置いていいのかと言われると，
また少しやはりニュアンスが違うというか，祭り
の姿となるとどちらかというとやはり民俗学や社
会学，考古学といった観点で捉えられてしまうの
で，美術館に置くくらいなら郷土館に置いたほう
がいいのではないか，ということになってしまい
ます。では一方で，京造ねぶたのようにねぶたの
技法によるアートだといいのかというと，広くと
らえれば良いと思いますが，それを「伝統的なね
ぶたですよ」という形で美術館に入れるのもまた
どうなのかな，とも思うので，少しこの辺はなか
なか難しいのではないかと思います。 
 
● 芸術 ≒ アート 
最後に，芸術云々という話を少しだけしますが，
これは人によってとらえ方が違うので，今私が話
す内容は別に強要はしません。人は色々な技術を
持っていまして，技術は英語で technic といい，
語源をたどっていくとギリシア語の techne です。
さらに，アート（art）という言葉もありますが，
これも語源はギリシア語の techne ということで，
本来，アートというものは技術や才能といった力
のことを指しています。そして，その中でさらに
美しさを求めていったアートが芸術なのではない
か，ファインアートと言いますけれども，そのよ
うにとらえる方がいました。 
その芸術の中でも，より高みを目指して自己研
鑽して，自己表現の極地に行っているのが純粋芸

術だといわれます。簡単に言うと，人の手により
作られたアートというものが多くあって，その中
でさらに上を目指しているものが芸術だというよ
うな位になるそうです。これは人それぞれだと思
いますが。 
 
● 芸術の話 
さらに，芸術は芸術でも色々なジャンルがあり
ます。〈純粋芸術〉に至るまでに，〈大衆芸術〉，さ
らにその下の〈限界芸術〉というとらえ方があり
ます（図 9）。例えば，美しさを求めてお絵かきす
るというのは，別にプロじゃなくても，幼稚園児
や小学生でもできると思います。そのような広く
一般の万人が美しさを求めることを〈限界芸術〉
ととらえ，その上でさらに技法・技術を磨いて，そ
れでいて万人受けするものを作って，お金やビジ
ネスの対価を得る〈大衆芸術〉という位にさらに
上がっていきます。さらにそれらを追求していっ
た先に純粋なるもの，最高峰の作られたもの（純
粋芸術）があるのではないか，という水準がある
そうです。 
では，ねぶたで例えるとどうなのかということ
です（図 10）。プロの「ねぶた師」という言葉が
今，一つの基準だと思いますが，そのような人た
ちが出てくる以前の，町内のおじさんたちが作っ
ていた時代のねぶたから，ねぶた師と呼ばれる専

図 9 芸術の水準 
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任的な制作者が出てきて，レベルが高くなってい
ったねぶた，ここまでで〈限界芸術〉から〈大衆芸
術〉へのレベルアップがなされているのではない
かと思います。ただ，先ほども申し上げましたが，
スポンサーからの依頼だとか，出資団体の企業イ
メージだとか，賞争いのための万人うけのコンテ
ンツだとか，そういったものの縛りがあるので，
さらにその中で純粋なものを作っていく，という
のは難しいのかなという気はしております。 
画像で少しまとめると（図 11），左のほうが祭
りの山車です。昔からある技法・技術を使って，今
見ると稚拙かもしれませんが，その当時の人々が
よりカッコよく，より大きく作ってきたねぶたが
あって，さらにそこからちょっとずつプロ化して

きたねぶたがあって，ただし少しお金と縛りが絡
んでいます。そして，そこからさらに脱却して自
分で好きなように作ったねぶた，高みを目指した
ねぶた，そのようなものが充実していって，美術
館などが「ねぶたはやっぱりすごかったんだね」
「芸術として扱ってもいいんじゃない？」と判断
してくれれば，〈純粋芸術〉なる「ねぶた」，という
ものが今後，確立し認められていくのではないか
なという気はしています。右のほうは特に祭りに
関係ないです。私の写真で申し訳ありませんが，
ねぶた文化なる領域も，どんどんお金が絡んでき
たりとか，あるいは本当に美しさを求めて，実際
に美術館に飾られるとか，そのようにレベルが上
がってくるのではないかなという気がしておりま
す。 
大衆芸術というか，今のねぶたはどちらかとい
うとプロ化されているねぶた，という話をしまし
たが，プロ化されてからは，祭りの山車形態とし
て，人形が横にワイドなねぶたという伝統的な縛
りが生まれました。縛りが生まれる前の，町内の
方が各々創意工夫を凝らして，他の町内に負けな
いように頑張って作ろうとしていたねぶたも，今
の大きいねぶたに慣れている我々からすると，少
し，小さいとか，稚拙とか思うかもしれませんが，
この時期のねぶたも，当時の技術の最高水準を目
指していたわけなので，そういったものをもう一
回見直してあげれば良いのではないのかなあとい
うのが個人的な思いです。 
ねぶたの山車ということで，今の形態である，
ねぶた祭の横にワイドなねぶたをそのまま美術館
などに飾るのは違和感がある，という話はしまし
た。少し昔の写真を示しますが（図 12），昔の青
森駅の出入口の上にねぶたを飾っていた時期があ
ったそうです。昭和３０年頃の写真です。歌舞伎
調といいますか，まるで舞台を見ているかのよう
な人形ねぶたです。これはどちらかというと今の
我々が想像する，片足が立ち膝で片足が伸ばされ
ていて，それが横にワイドにびっしり詰まってい

図 10 芸術の水準（ねぶたで例えた場合） 

 

図 11 芸術の水準（ねぶたで例えた場合）（図示） 
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る，というようなねぶたとは少し違って，間が抜
けていて，向きも特に前を向いていなくて，本当
に舞台を見ているような，そんなお人形ねぶたが
ありました。このくらいのレベルだったら，すぐ
美術館とまで言わなくとも，純粋な美術作品の展
示として，蘇らせても良い気はしています。どう
しても，今の大型化された，横にワイドなねぶた
ばっかり注目されるので，少し前の時代の，当時
のおじさんたちが頑張って作っていたねぶたを再
発見しても良いのかなという気はしています。こ
れも個人的な意見です。 
 
 
 
 
 

■ おわりに 
つらつらとねぶたの話をしてきましたが，色々
な見方があっていいと思います。今日私が話した
内容について「いや，全然そう思いません」という
人ももちろんいていいと思います。今日は青森の
ねぶたばかり話しましたが，青森市だけで盛り上
げてもらちあかないなと，オール青森で行かない
と，言い方は悪いですが，いつでもねぶた祭を潰
そうと思えば潰せると思うので，そうされないよ
うに，青森県のお祭り全体で盛り上げていきたい
なと思っています。ねぶた，ねぷた，扇のねぷた，
立佞武多など色々な造形があるので，その辺に関
しても今後視野を広めていきたいなと考えていま
す。 
青森県というすごく狭いコミュニティーですが，
さらに狭い，青森，大湊，五所川原，弘前，平川，
黒石みたいな形でそれぞれの地域にはそれぞれの
地域の祭が存在し，それらは互いの山車に色々な
影響を与えているというように私は睨んでいるの
で，その辺を整理して，色々比較できたらまた面
白いかな，という気はしています。まずそのため
にということで，また資料を集めています。その
辺に関しては『津軽ねふた大全』や『青森ねぶた全
集』のSNSアカウントでたまに告知しているので，
もし，何かしら情報を持っていたり写真を持って
いたり，「これ使ってみたらいいんじゃない？」，
「実家のアルバムにこういう写真あったんだけど」
のようなものがもしあればご提供いただけると幸
いです。 

 
 
  

図 12 青森駅の出入口の上に飾られたねぶた（昭和 30

年頃） 
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◆ 発表者紹介 ◆ 
工藤 友哉（くどう・ともや） 
1992 年，青森市生まれ。2016 年まで第６代ねぶた名人のもとで制作スタッフを経験。 
2017 年，弘前大学大学院 教育学研究科 修了。現在は青森市内のデザイン会社に勤務。 
大学院在学時より，青森ねぶたの伝統性や芸術性に焦点を当て，制作・研究活動を続けています。 
 
 

◆ 感想 ◆ 
 若い学生中心の発表会に，僭越ながら出席させて頂きました。各発表が若々しく，それでいて核心つ
いたものばかりで，忘れかけていたものを色々と思い出した気がします。 
 「全集」では基本的に，祭の最中の一瞬を捉えたねぶたの写真を取り扱っているのですが，皆さんの
発表を聞いて，「そういえば祭には時間が流れていたなぁ」と。すごく基本的なことですが，静的な写
真と何万枚も向き合ってきた私は，すっかり「調査研究＝写真の整理」と錯覚してしまっていました。 
 ねぶたは動く，祭りには時間が流れている。そんな当たり前のことを，若い皆さんの発表で再認識しま
した。毎年，地元含め各地の祭りを見に行っては，囃子を聴き，動くねぶた山車を見て，祭に流れる時間
を肌で感じていたではないか。今後，過去のねぶたと向き合う際に，その時々に流れていた祭の時間を改
めて意識しようと，そう考えさせられた発表会でした。 
 お呼びいただいた主宰の津川さんはじめ，発表された皆様，聴講に参加された皆様に，感謝申し上げま
す。今後このような機会があれば，また参加させてください。 
 

58



  野村 翠 

ねぶたと芸術学 

祇園祭との比較から 

 

京都市立芸術大学 美術学部 総合芸術学科4年 
野村 翠 
 

 
 

■ はじめに 
最初に申し上げると，私自身は，ねぶたあるい
は祇園祭に関して専門的に研究しているわけでは
ありません。あくまで，青森市出身で現在京都に
住み，芸術について学んでいる一学生の個人的な
見解としてご理解いただけると幸いです。私は現
在，京都市立芸術大学1）美術学部 総合芸術学科
の 4年生です。大学では，何かものを作ったり絵
を描いたりということを専門としておらず，卒業
論文を書くことを目標に作品の研究を行っていま
す。 
私の通う京都市立芸術大学（以下京都芸大）に
は，「祇園祭の鷹山の復興プロジェクト」という
ものがあります。これは私が現在研究室で指導し
ていただいている先生が関わっていて，一度調査
の見学をさせていただいたこともあります。同プ
ロジェクトでは，山鉾（やまほこ）2）の復興に際
して，それに関わる裾幕や衣装，法被といったも
ののデザイン制作を行っています。私はこれに直
接関わっているわけではありませんが，京都の大
学ならではの授業だと感じています。 
それと，これは割と余談になりますが，京都市
京セラ美術館という施設が最近オープンしまし
た。これは以前からあった京都市美術館をリニュ
ーアルしたものです。そしてこのリニューアル時

                                                        
1） 京造ねぶたや青森トリエンナーレ等に関連している京都芸術大学（旧名称：京都造形芸術大学）とは別の大学です。 
2） ねぶた祭でいう人形灯籠，山車のようなものです。 

の設計兼館長を務める青木淳さんという建築家
は，実は青森県立美術館の設計もされた方です。
青森と京都って，すごく離れていて何も関係がな
いように思われますが，実はこうした面白いつな
がりがあるように感じています。この京都市京セ
ラ美術館は，私の大学で毎年2月に行われる作品
展の主要会場として使われています。私は大学受
験の時に，所蔵作品の大半を覚えるくらい青森県
立美術館に通ったりもしたので，そういう意味で
もとても縁が深く，特別な思いがあります。 
 

■ ねぶたと祇園祭における比較 
ここから，ねぶたと祇園祭における比較を行っ
ていきたいと思います。今回のテーマであるねぶ
た祭について詳しいことは割愛しますが，開催期
間は 8月の約 1週間となっています。そのルーツ
としては西暦 1700 年頃の資料が残っていて，約

図 1 青森ねぶた祭の山車（人形灯籠） 
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300 年の歴史があります。そこから色々と発達し
て現在に至ります。ルーツも諸説ある，というこ
とを前の発表者の方も色々お話されていました。
ねぶたを知らない人に向けてざっくり説明すると
したら，青森市のねぶたでいう人形の山車（図
1）というわけでもないですが，まずそれが一つ
あって，それを人たちが曳いて，囃子があって，
周りでハネト衣装を着て跳ねる人がいる，という
言い方になるかと思います。 
これに対して，祇園祭はどんなものかを少しだ
け詳しく見ていきます。開催期間については，7
月の丸々1ヶ月が開催期間となっています。た
だ，ねぶた祭のようなお祭りが 1ヶ月フルで続く
というイメージではなく，昼だったり夜だった
り，色々な時期に少しずつイベントが進んでいく
感じです。その中でも，前祭（さきまつり）・後
祭（あとまつり）という時期が特に人が多く集ま
る期間です。これが今年は新型コロナウイルスの
感染拡大の影響で中止，ということになりまし
た。でも，先日撮った写真を示しますが（図 2-
A, B），こういった飾りは一応今もあります。た
だ巡行はやらないという感じなので，なんとなく
祇園祭をやりそうな雰囲気なのに，実際はやらな
いという微妙な空気の中で今，生活しています。
祇園祭は，1000年以上ともいわれる非常に長い
歴史があります。ユネスコ無形文化遺産および国
の重要無形民俗文化財にも登録されています。で
すから予想していただける通り，多くの観光客が
訪れ，経済効果も大きいので，日本でも世界でも
注目されている祭りです。 
ルーツとしては「疫病の原因となる怨霊を鎮め
る」といったことが由来となっていて，京都の中
心地にある八坂神社が主体となって行われていま
す。祇園祭というとイメージされるのはこのよう
な山鉾（図 3-A, B）ですが，これはそれぞれの
町が持っているもので，全 33基あります。通常
これは収蔵庫にあるのですが，祭りの際に組み立
てて，このように設置，あるいは巡行して，終わ

図 2 7 月 3 日の京都の様子 

 

A 

B 
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ったらまた解体されます。ただ，その次の年も同
じものが使われ続けていくという特質がありま
す。 
スケジュールについては，調べたところこれだ
け色々な日程がある（表 1）ということがわか
り，私自身とても驚きました。一つひとつの説明
は省略しますが，例えば山鉾を立てて組み立てる
日，曳き初めの日，山鉾を清める日などがあり，
それぞれが一つの儀式として行われるのが興味深
いです。それから「奉納」という言葉がいくつか
出てきますが，やはり神社が関係している行事な
ので，色々と信仰的な儀式が多く，こういった意
味でもねぶた祭りとは全く違うことがわかりま
す。私が初めて行った時も，本当に何もかもが違
って，これが同じ祭りなのかというような衝撃を
受けました。 
このように比較するにはあまりにも違いすぎる
ねぶた祭と祇園祭ですが，ここで，ねぶた師の方
が制作する人形灯籠，いわゆるねぶたと，祇園祭
の山鉾とを比較します。祭りにおける，人が曳く
「メインオブジェ」として比較した時にどのよう
なことが見えてくるかということを解説していき
たいと思います。図 1は去年のねぶた祭に出さ
れていたねぶたです。山鉾に関しては，例えば写
真のようなものがあります（図は略）。長刀鉾
（なぎなたほこ）です。このようなものはそれぞ
れの地域や町が持っていて，33基それぞれが町
の財産といった認識をされています。ここでは詳
しく触れませんが，私が以前行った三重県の伊賀
のだんじりというのも同じように，町がこのよう
なものを持っていて，それを組み立てて，町ごと

に見せ合うスタンスを取っています。 
 

● 新たに作られ続けるもの／ 
保存され続けるもの 
比較していくとまずいえるのは，新たに作られ
るものか，保存され続けるものかという点が一番
大きいと思います。ねぶたというのは，ねぶた師
が毎年色々なアイデアを出して作っていくもので
あるし，終わったら，もちろん保存されるものも
ありますが，多くは解体されます。その栄枯盛衰

図 3 山鉾 

 

A 

B 

表 1 祇園祭のスケジュール 
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というような一時的なものであるというのがやは
り最大の特徴としてあります。先ほども申し上げ
たように，祇園祭に関してはそういったことはな
く，壊すなんてとんでもないという感じで，ずっ
と長い間保存され続けます。 
 
● 横への広がり／縦への広がり 
それから，これらの写真（図 1, 3）のスケー
ル感を見ていただくとわかると思いますが，横へ
の広がりと縦への広がりという違いがあります。
これは前の発表者の方々もおっしゃっていました
が，最近の大型ねぶたは，正面から見ると横長の
構成が増えてきました。それに比べて，祇園祭は
縦に長いものになっています。初期のねぶたも縦
長だったという話を聞きましたが，やはり京都で
巨大なものが道に置いてあっても，通るのがやっ
となんですよね。もしこの大型ねぶたが京都で運
行されたら大惨事だなって思いますけど（笑）。
それだけスケール感が違うことも特徴です。 
 
● 彫刻的／建築的 
さらに，彫刻的か建築的かということです。ね
ぶたはやはり造形作品としての意味合いが強いと
思っています。色彩であったり，人の表情，手や

足の組み方，炎や水の表現というものが，360°
色々な場所から見ても楽しめる，そういった点で
彫刻的な要素があると思います。祇園祭に関して
は，人が上に乗っていて，それから屋根も付いて
いて，そのような意味では建築に似たところがあ
ります。それから，山鉾は常に移動しているわけ
ではなく，街の通りの真ん中に静止している状態
の時期もあります。私が見学した時は，隣に面し
ている家から通路のような部分が伸びていて，家
の 2階から直接鉾の上の部分に入れるようになっ
ていました（図 4）。 
 
補足ですが，祇園祭の山鉾は「動く美術館」と
いわれることも多いようです。右に示す 2枚の写
真（図 5-A, B）は2年前に祇園祭に実際に行っ
て撮った時のものですが，道端を歩いている人か
らするとこのような見え方をします。鉾や山の側
面にこういった非常に色鮮やかな染織品が垂れ下
がっています。そして，それが意外にも日本っぽ図 4 建築的な山鉾 

図 5 「動く美術館」といわれる山鉾 

 

A 
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くないんです。インドや，ペルシアなどからもた
らされた染織品（タペストリーといわれています
が），こういった，意外と異国の文化を踏襲して
いるところが，祇園祭の実はあまり知られていな
い特徴ではないかと思っています。そして，これ
らの中にはすごく希少価値が高いものも多いよう
で，世界中から専門家が調査に来たりしていま
す。こういった貴重な染織品がタダで近い距離で
見られるということが，実際に行かないとわから
ない祇園祭の楽しみでもあります。 
 
ここまで比較してきましたが，ねぶたと山鉾，
二つを比較してもこれだけ違うということが見え
てきます。これは当たり前といえば当たり前なわ
けですけれども，それでもやはり「祭りといえば
ねぶた」と思っている人と，「祭りといえば祇園
祭」と思っている人との間では，これだけ認識に
差があるということです。これは京都に行ってみ
ないとわからなかった発見でした。 
 
● 平面と立体を自由に行き来する 
その他の比較から，ねぶたに関していえること
としては，平面と立体を自由に行き来するという
のが特徴だと思っています。弘前のねぷたに見ら
れるような扇ねぷただと，平面がメインですが，
扇というもの自体は立体だし，ちょっと半立体み
たいな部分もあるじゃないですか。青森市のねぶ
たに関しても，ねぶた絵というのは 2D（平面）
だけれども，出来上がった時は色々な面から楽し
める立体になっています。しかし展開図は存在せ
ず，面と面の切り返しが有機的で，紙と針金から
作ったものが人間の手や顔のように見える。ねぶ
た師の人が平面で描いたねぶた絵を立体に起こす
時に一体どんな脳みそを使っているのかというの
が，私としてはすごく気になっています。 

                                                        
3） （編者注）：2010年（平成 22）の冬に始まった「あおもり灯りと紙のページェント」は，ワ・ラッセから八甲田丸
を結ぶウォーターフロントエリアや青森駅周辺に，竹浪比呂央ねぶた研究所が制作したオブジェや，市民（子どもが中
心）が制作した紙の雪だるま（「雪だるま～る」）を設置する企画である。 

●「参加」のしやすさ 
それから，参加のしやすさということがいえる
と思います。ねぶたは特別な練習をしなくても，
ハネトの衣装さえ着ていれば，誰でもパッと入れ
ます。入ってみんなの真似をして，一緒に「ラッ
セラー，ラッセラー」と言っていたら，参加でき
るという，この気軽さが良さとしてもっと発信さ
れていいのではないかなと思っています。祇園祭
はやはり町のものという認識があるのか，外部か
ら来た人は綺麗なものを「見せていただく」こと
ができても，それに主体的に参加しているという
意識はあまりありません。 
 
● 子どもたちの認知・興味 
さらに，子どもたちの認知・興味という点に関
してです。例えば小学生の時にねぶた絵コンクー
ル等でねぶたの風景やねぶたそのものの絵を描い
たりする子どもが，青森市では結構多いですよ
ね。制作体験も美術教育ではまだまだ普及してい
ないということを先ほど工藤さんがおっしゃって
いましたけれども，ただそれでも，金魚ねぶたっ
ぽいものを作ってみたりとか，駅前にちょっと灯
籠があったり3）とか，そのような，子どもでも針
金を触ったり絵付けしたりできる機会が，日本全
国で見たら，割と身近にある方なのではないかな
と私は思っています。それからこれは余談です
が，「ダンス『NE・BU・TA』」ってあるじゃな
いですか，青森市民の小学生がみんな踊れるやつ
（笑）。あれも，みんながダンスでねぶたを叩き
込まれるっていう，あの人形のポーズを叩き込ま
れるって，なかなかないなって思うんですよね。
みんな当たり前にやっているけれど，すごく特殊
なことな気がします。 
あとこれは今工藤さんの発表を聞いてちょっと
付け足したのですが，芸術においてねぶたを位置
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付けるとしたら，何になるのかなと考えました。
彫刻という見方を先ほどしましたけれども，やは
り祭り主体である以上は，インスタレーション
4），つまり周りに人がいて，跳ねて，囃子があっ
て，動いていくという，それ全部を含めたものと
して見るのも重要だと思います。それから，既存
の芸術のジャンルでいうとしたら，もちろん作家
がやりたいことをやるという意味ではいわゆる純
粋芸術という美術・ファインアートといわれるの
かもしれないですが，企業とか歴史とか題材と
か，関わる色々な人の期待に応えるという意味で
はデザインでもあると思います。同時に，歴史が
あり，人の手で作っていくという意味では工芸的
な面もあると思います。そして，このゼミではあ
まり触れられていないですが，囃子方というの
も，どんな位置付けなんだろうって思います。
「ラッセラー，ラッセラー」という発声もそうだ
けれども，音楽として，どのように分析できるか
というのも，すごく興味深いところではありま
す。 
 

■ねぶた文化の保存・発信について 
ねぶた文化の保存・発信について，私が考えて
いる課題としては，以下のようなものがあると考
えています。ねぶた祭およびねぶた文化を保存
し，発信したいという動きはやはり色々な人が思
っていることではあると思うのですが，一方でそ
の多くが解体されるものであったり，一年単位で
作られて更新していくものであったり，あるい
は，ねぶたの人形それだけでは語れないないんだ
よ，っていう，「祭り」と一体であるという特質
が，相反する要素です。保存というのと，失われ
るものという，大きなギャップがあります。ま
た，市民の手によって盛り上げられる，地域に密

                                                        
4） インスタレーション：美術において物体だけでなく付随する音や光，香りなどを含めて，展示空間そのものを作品と

みなす手法を指します。 

着したものである一方で，観光資源としてもっと
活かしていきたいという思いや，経済効果をもっ
と出したい，というような思いとか，そういった
経済効果との兼ね合いというのも重要だけれど難
しいです。それから，どこまでがねぶた，何がね
ぶた，という定義に関してです。あの人形の形状
がねぶたなのか，扇・平面もねぶたに入るのか，
あとはねぶたの手法で作られたアート的なものも
ねぶたに入るのかという，定義がやはり人それぞ
れなのが現状だと思います。それについてもっと
突っ込んで研究していくことによって，ねぶたの
位置づけが変わっていくのかなと思っています。
そして，制作者や研究者，発信者だけの中でのみ
語られるものではなく，もっと市民の人がどうい
うふうに思っているのか，というのも知っていく
べきだと思っています。 
 

■ まとめ 
京都に行って祇園祭を見て，青森に帰ってきて
ねぶたを見たりした経験では，やはり外の世界と
の比較をすることによって自分の文化を理解する
というのがいかに大事か，ということを実感しま
した。今回参加されたみなさんの中には生まれて
からずっと青森に住んでいる方や，ねぶたのこと
を第一に考えている方がたくさんいると思うので
すが，そういった中でも，他の地域の人はどんな
見方をしているのかというのを知るのはすごく重
要だし，今後もっと必要だと思っています。なの
で，京造ねぶたなどもそうですが，ギャップとい
うのは絶対にあるので，人と話して，「いや，実
はこうなんだよ」っていうのを話すことによって
自分の文化の良さを知るというのが，今後大事に
なってくる，というふうにまとめたいと思いま
す。私自身は今，美術の研究をしていまして，青
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森にすぐ帰るというのは難しいですが，将来的に
は地元の文化を形に残す協力を何らかの形でした

いなと考えています。 
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◆ 発表者紹介 ◆ 
野村 翠（のむら・みどり） 
1998 年，青森市生まれ。京都市立芸術大学美術学部総合芸術学科 4年。青森市と弘前市のハーフで
す。大学進学で関西での交友関係を広げたことで，自分のルーツや青森の文化について考えることが多
くなりました。大学では北欧のデザイン史を研究テーマとしていますが，どことなく風土や文化に青森
に似た親近感を覚えています。 
 
 

◆ 感想 ◆ 
発表者の方々のお話がどれも興味深く，非常に濃い時間を過ごすことができました。参加された方の
お住まいの地域も様々でありながらリアルタイムで開催できるという，オンラインの良さを最大限発揮
した会だったと思います。ぜひまたこのような機会があれば参加させていただきたいです！ 
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ねぶたから派生した灯籠文化 

―札幌北高校の行灯行列を例に̶ 

 

京都大学 工学部 建築学科 1年 

根城 颯介 
 

 
 

■ はじめに 
私自身は，青森市とはあまり関わりというもの
はなく，青森出身というわけでもないので，部外
者と言えば部外者なのですが，札幌北高校の「行
灯行列」において，ねぶたを模した「行灯」を制作
したことがきっかけでねぶたというものに魅了さ
れまして，ねぶたについて色々見たり調べたりし
ています。 
 

■ ねぶたから派生した祭りの例 
例えば，北海道の例で言うと「知床斜里ねぶた」
というものがあり，これは弘前市と友好都市にな
ったのをきっかけに扇形のねぶたを制作し始めま
した。また，他の北海道の例で言うと「岩見沢ねぶ
た祭」というものがあり，学生団体を中心に活動
していて，竹浪比呂央ねぶた研究所の協力も受け
ています。今年は中止になってしまいましたが，
クラウドファンディングを行い，以前岩見沢で行

われていた祭りを復活させ来年から街で運行する
といったことを目指して活動しています。こうし
た祭りは全国各地で行われていて，青森県のねぶ
たから派生した祭が色々な場所で開催されている
ということがわかります（表 1）。 
 

■ 高校とねぶた 
高校とねぶたということに関しては色々と事例
があり，高校生が何らかの形でねぶたのようなも
のを作るというのが青森県内・県外問わず行われ
ています。先ほど工藤さんのお話でも出てきた青
森工業高校の担ぎねぶたであったり，東京の高校
（六郷工科高校）によるねぶたなどがあります（表

 

 

表 1 ねぶたから派生した祭りの例 

表 2 高校とねぶた 
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2）。様々ありますが，今回取り上げていくのは札
幌北高校の「行灯行列」というものです。 
 

■ 札幌北高校の行灯行列 
1976 年に第一回の行灯行列が開催され，約 40
年続く歴史のある行事です。毎年 7 月の初め，七
夕頃に開催される学校祭の一日目の夜に，行灯を
担いで学校周辺を運行します。制作するクラスは，
1 年生から 3年生までの全 24 クラスで，「行灯」
と呼ばれるねぶたを模した人形灯籠を制作し，運
行します。制作時間は，6 月の初めから 100 時間
ほどです。普通科の高校なので，針金を扱ったこ
ともなければ電気配線なども行ったことがないよ
うな素人がすべて制作しています。行灯行列につ
いて，もう少し詳しく見ていきたいと思います。 
 

■ 行灯の起源について 
先ほど，1976 年から始まったと申し上げました。
何らかの形でねぶた文化というものが流入して，
見よう見まねで作り始めたと考えられています。
こう考える理由としては，「ねぶた」と呼ぶのでは
なく「行灯」と呼んでいることや，例えば他のお祭
りだと，青森県でねぶた制作を実際にやっている
方から最初は教えてもらうという形で始まった場
合が多いのですが，北高行灯ではそのような記録
も残っておらず，作り方などにもねぶたと異なる
部分が結構見られるということが挙げられます。
そうした例を挙げると，ねぶたでは針金の固定に，
糸にボンドをつけたものを用いて固定するのが一
般的だと思いますが，こちらでは，細い針金を使
って固定するのが一般的です（図 1）。紙に関して
も，ロール紙という紙を使っていますし，ねぶた
は白い紙を貼ってから墨で書き割りをして色をつ
けていくと思うのですが，行灯では，色や柄が入
った紙を作ってから貼るとういように順序が違っ
ていたりします。これらは，近年では奉書紙を使

用したり，白い紙を貼ってから色をつけるという
ことが行われ始めているので一概には言えません
が。他にも，囃子やハネトといった文化は伝わら
ず，クラスごとに様々な掛け声で運行しています。

図 1 針金の固定 

図 2 43 期 行灯大賞「甲斐之虎武田信玄」 

図 3 46 期 銅賞「剛将関羽～中原を震駭せしむ～」 
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もちろん，ねぶたに憧れている人がいるクラスが
あると囃子をつけて運行することもあるのですが，
どちらかというとそれは珍しいほうです。 
 

■ 題材について 
例えば，43期 行灯大賞の「甲斐之虎武田信玄」
という作品（図 2）や，46期 銅賞の「剛将関羽～
中原を震駭せしむ～」（図 3）のように，戦国武将
や三国志をモチーフにしたものがみられます。ま
た，69期 金賞の「鳴神」（図 4）や，70期 烈夏
賞の「歌舞伎十八番『暫』」（図 5）のように，歌舞
伎の演目をモチーフにした行灯もみられます。こ
のように，戦国武将や三国志，歌舞伎の演目など，
比較的ねぶたでもよく見られる題材が好まれ，選
ばれています。ちなみに，賞についてですが，24
クラスのうち，学校で一番良いとされるものが「行
灯大賞」という作品で，あとは各学年に金賞・銀賞
というものが存在します。「烈夏賞」というものは
少し特別なもので，旭川のほうで行われている「烈
夏七夕祭」というものがありまして，北高の行灯
の 4～6 基程度を持っていって山車として再利用
するということが行われていて，それに関する賞
となっています。 
 

■ 地域に関係する題材 
青森ねぶたの例で言うと，竹浪比呂央さんは青
森市の伝承や東北地方の伝説といった，地域に関
係する題材をモチーフにした作品を作っていると
思います。北高行灯でもそのようなことが起きて
います。66期 金賞の「洞爺湖伝説『龍神オヤウカ
ムイと疱瘡神』」（図 6）のように北海道の湖の伝
説や，70 期 同窓会賞「レタㇻホロケゥ（雪狼）」
（図 7）のようにアイヌをモチーフにした作品が
みられます。49 期 行灯大賞の「蝦夷ノ巨匠シャ
クシャイン」（図 8）や 70期 銀賞の「蝦夷ヶ島 北
方伝説」（図 9）のように，アイヌの文様を見てい

ただくとわかると思いますが，これらもアイヌを
モチーフにしています。このように，地域に根差
した題材というのも結構見られます。 
また，これは少し例外的なのですが，60 期 行
灯大賞の「魄焰」（図 10）は，モチーフとなった
伝説や事象というものが存在せず，カッコいいも

図 4 69 期 金賞「鳴神」 

図 5 70 期 烈夏賞「歌舞伎十八番『暫』」 

図 6 66 期 金賞「洞爺湖伝説『龍神オヤウカムイと疱
瘡神』」 
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のを作ろうと，色々と要素を詰め込んで作られた
作品になっています。真ん中の人と赤い龍が仲間
で，左上にいる死神と青い龍が仲間で，戦ってい
るという構図，ストーリーを自分たちで作り出し
て作り上げたもの（＝モチーフとなった歴史的出
来事などが存在しないオリジナルのもの）です。
このような題材の選び方といいますか，モチーフ
の表現の仕方は，あまりねぶたでは見られないの

ではないかなと思います。 
 

■ 制作における工夫 
作業期間は，6 月の初め頃から開始して 100 時
間ほどです。作業時間は基本的に，朝と放課後の，
1 日 3 時間くらいです。これは，長年の経験があ
るねぶた師が 1 年かけて作るのとは違い，普通の
高校生が，すべての作業を限られた時間で完成さ
せなければならないという点で，間に合わせるた
めにいかに効率的に作るか，というところが重視
されます。これは少し余談ですが，作業はテント
を職員駐車場に建てて，いわゆるねぶた小屋のよ
うな感じで行われます。 
いかに効率的に作るかが重要，ということを申
し上げましたが，そのために行っている例を挙げ
ていきたいと思います。①「絵や粘土の模型によ
るイメージ共有」というものが行われています。4
月にクラス替えがあり，制作が始まる 6 月までの
およそ 2 ヶ月の間に色々と構想をしていくのです
が，まず題材を決めたら，このような下絵のよう
なものを描きます（図 11-A）。ねぶたの下絵とは
違い日本画的なものではなく，どちらかというと
設計図的なものです。下絵から立体という飛躍が
あるので，クラスによっては，立体的なイメージ
を共有するために，粘土の模型のようなもの（図
11-B）を作ることによって，作りやすくしている

図 7 70 期 同窓会賞「レタㇻホロケゥ（雪狼）」 

図 8 49 期 行灯大賞「蝦夷ノ巨匠シャクシャイン」 

図 9 70 期 銀賞の「蝦夷ヶ島 北方伝説」 

図 10 60 期 行灯大賞「魄焰」 
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という点があります。そして完成したのが，56期 
行灯大賞の「洛水の女神」という作品です（図 11-
C）。下絵や粘土とそっくりな形の行灯が出来上が
っていることがわかると思います。 

                                                        
1） CGで支柱を設計後，木材をどのようにカットすれば無駄なく利用できるかを算出できるプログラミングを使用した
り，スケジュール管理のために企業で使われるようなTrello や slackといったツールが使用されることもある。 
2） 60期大賞責任者が創設。現在は20人ほどで活動。2021年夏にも行灯制作，展示を予定している。 

他にも，②「CGモデリングによる設計」という
ことが行われています。技術がある人のいるクラ
スであればですが，支柱をモデリングで設計して，
木材のカットをどのようにしたら効率的なのかと
いうことを考えたり（図 12-A），CG モデリング
を使って構図を考えたりしています（図 12-B）。
これは確か Maya というソフトを使っています。
そして完成したのがこちらの作品（66 期 銀賞の
「風雲児，姫君の奪還」）（図 12-C）です。このよ
うな技術的なツール1）を使うというのは，あまりね
ぶたでは見られないものなのかなと思います。 
さらに，③「ねぶたや過去作品の模倣」というこ
との例を挙げます。2013年に北村麻子さんが制作
された「川中島」（図 13-A）の武田信玄の面を，
こちらの行灯（67期 行灯大賞の「夏陣」）（図 13-
B）の面にほぼ似たような形でもってきています。
行灯のほうは真田幸村をモチーフにしており，人
物は違うのですが，ねぶたへのリスペクトのよう
なものが感じられます。 
また，55 期 銅賞の「巫儀巡礼」（図 14-A）に
登場する虎がとてもリアルで印象的なものなので
すが，10年後の2学年のあるクラスは，これを目
指して作ったと言われており，それが，65期 2 学
年金賞の「厭離穢土」（図 14-B）です。10年後の
クラスが，どうして 10年前の作品がわかるのかと
いうことを疑問に思った方もいると思いますが，
その点については後ほど少し説明したいと思いま
す。 
 
■ 行灯制作集団「灯雪会」2）について 
私も所属しているのですが，札幌北高校の卒業
生が中心となって 2016 年に活動を始めた，行灯
制作を目的としたサークルです。主な活動内容は，
行灯の制作・発表，そしてその実現に向けての活
動，さらに，「行灯職人への道」というウェブサイ

図 11 56 期 行灯大賞の「洛水の女神」 
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ト（https://satsukita-andon.com）の運営です。 
例えば，初年度に札幌市立大学の学校祭で制作し
たり，同窓会で展示する作品を作ったり，あとは，
行灯行列のライブ配信をしたりしています。メン
バーでねぶたを見に行くこともあります。この 
「行灯職人への道」というウェブサイトを運営し
ているということが，先ほど申し上げた「10年前
の作品を見られる」ということにもつながってい
ます。 
 

■「行灯職人への道」について 

過去の行灯の写真や講評，後輩に技術を伝える
ための作業記録，例えばどのように顔などを作っ
たらよいのか，どのような構図にすると見栄えが
良いのかなど，そういったことが書かれている記
事が掲載されています。先ほど工藤さんが『青森
ねぶた全集』を作ったというお話をされていたと
思いますが，このような情報が，行灯というコミ
ュニティーの中でもデータベース化されていると
いうことによって，技術が後世に伝わる要因に一
役買っているのかなと思います。 
 

■ 行灯の規格について 
行灯の大きさの規格は，横幅が 4.5 m，奥行き
が 1.8 m，高さが2.5 m以内です。道路交通法な
どの関係上このサイズにせざるを得ません。奥行
きは，ねぶたと比べても極端に狭いため，その中

図 12 66 期 銀賞「風雲児，姫君の奪還」 

図 13 ねぶたの模倣 
A：北村麻子氏が制作した「川中島」（図版引用：青森ねぶ
た祭 オフィシャルサイト）。B：67期 行灯大賞「夏陣」。 
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でいかに立体感を出せるかというところが課題に
なっています。68期 行灯大賞の「瀬織津姫」とい
う作品（図 15-A）は，その点を結構うまくカバー
できていて，この赤いラインを入れているところ
（図 15-B）をみるとわかるように，少し斜めに前
傾姿勢に倒すことによって，上から覆いかぶさっ
てくるような効果を与えています。袖の部分の精
巧さや，手の形をした波などの細かい立体感を表
現することによって，綺麗に見せている，すごい
と思わせるような工夫がなされています。 
 

■ 立体感を出すための工夫 
立体感を出すための他の工夫として，55 期 行
灯大賞の「土蜘蛛死ス」（図 16-A）を挙げたいと
思います。この男の人の後ろ側が完全に作られて
おらず，平面的になっています（図 16-B）。裏も
全部描いたものなのですが，弘前の扇ねぷたの平

面的な表現がここに使われていたりしています。 

■ 伝統と進化 
色々と話してきたように，40年の歴史の中で北
高行灯は，伝統を継承しつつも新しいことを色々
と取り入れながら進化している行事だと考えます。
元々はねぶたの模倣から始まったのですが，「北高
行灯」という一つの文化になっています。新しく
入ってきた人も，ねぶたを参考に作るというより
は，先ほど挙げた「行灯職人への道」というウェブ
サイトなどを見て行灯を作ります。すなわち，オ
リジナルのねぶたというものをあまり知らない人
が作っています。そうした状況が今現在生まれて

図 14 過去作品の模倣 
A：55期 銅賞「巫儀巡礼」。B：65期 2学年金賞「厭離
穢土」。 

図 15 68 期 行灯大賞「瀬織津姫」 
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います。そして，学校行事である故，毎年作り手が
違います。例えば 3年生でも，1年生，2年生と 2
回しか経験していない中で作ったり，毎年クラス
替えが行われるので，伝統に縛られすぎない制作
というものが可能になるのかなと思います。また，
様々なスキルや得意分野，例えば CG モデリング
ができる人がいたり，文字を書くのがうまい人が

いたり，絵を描くのがうまい人がいたり，そうい
った色々な得意分野を持った生徒がそれぞれの強
みを活かして集団で作ることで起きる化学反応的
なものによって，クオリティーの高いものが作ら
れているのではないかなと思いました。そうした
進化の例を最後にいくつか挙げていきたいと思い
ます。 
 
● 人一体の構図から複数人へ 
これはねぶたでも結構見られている現象だと思
いますが，昔は人一体を大きく配置する構図が多
かったのですが，人をたくさん配置して装飾など
を色々と取り入れたねぶたが出現したように，行
灯もそうした流れにあります。56 期 金賞の「笑
門来福」（図 17）がとても象徴的なのでここでは
取り上げます。 
 
 

図 16 55 期 行灯大賞「土蜘蛛死ス」 

図 17 56 期 金賞「笑門来福」 

 

図 18 70 期 行灯大賞「天漢織女」 
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● 表と裏の概念がなくなった行灯 
70 期 行灯大賞の「天漢織女」（図 18-A, B）は
昨年度の作品です。今までの行灯だと表にメイン
があって，裏は平面的な絵にするといったものが
割とメジャーだったのですが，こちらのようにど
ちら側にも対等に人間を配置することによって，

今までの概念を一変させた行灯として評価されま
した。 
 
● 影絵という表現 
また，ねぶたではあまり見られない表現の技法
として影絵というものがあります。66 期 行灯大
賞の「紅葉狩」では，傘の中に昼間は何もないので
すが（図 19-A），夜，内側から光に照らされるこ
とによって，男の人と女の人の影が出てくるとい
う（図 19-B），粋な演出をしたりするクラスもあ
ります。 
 
● LED テープの使用 
また，技術的な面に関しては，ここ数年で LED
テープが行灯にも使用され始めてきています。今
までは費用的・技術的にできなかったものが使わ
れてきています。例えば 70期 金賞の「那智滝」
（図 20）では，上の波の部分に LED テープが入
っていて，細かいところまでより光らせるという

図 19 66 期 行灯大賞「紅葉狩」 

図 20 70 期 金賞「那智滝」 

 

図 21 69 期 行灯大賞「小町桜」 
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ことが可能になってきました。 
 
● ロンテックスや奉書紙の使用 
また，69 期 行灯大賞の「小町桜」（図 21-A）
は私が責任者として作った行灯です。ねぶたでは
ロンテックスなどといった紙を使っているという
ことを耳にして，行灯にも取り入れてみました。
この桜の辺りや，女の人の着物にロンテックスを
使い，それまでとは少し違った配色になっている
ことがわかると思います。ちなみに，桜の中に，花
びらの形をしたものを吊り下げて，それが揺れる
ことによって，花びらが揺れているように見える
ような工夫をしましたが（図 21-B），そのような
少しの遊び心が見られるというのも学校祭らしい
のかなと思いました。 
 

● 西洋風の題材 
西洋風の題材ということで挙げたいのが，59期 
銀賞（2学年）の「Κένταυρος～詩われる
神曲・断罪の一矢～」という作品です（図 22-A）。
金髪の弓矢を持ったケンタウロスが戦っていると
いう構図や，鉱物的な感じの表現，色合いが，原色
などを使った今までの伝統的な感じとは違い，少
し西洋風なものを感じさせています。これも，ね
ぶたほど伝統に縛られていないということから生
まれてきたものなのかなあと思います。余談にな
りますが，ちょうど同じ年（2008 年）のねぶた祭
では京野和鴻さんが「覇邏王・ラムセス二世」とい
うねぶたを制作されました（図 22-B）。ちょうど
同じ年になんとなく似たような構図のねぶたがみ
られ，ねぶたでも異質な感じがあるというのが，
偶然を感じて面白いなと思いました。 
 

■ ねぶたを考える 
最後に，「ねぶたを考える」ということで，自分
なりに思ったことをお話していきたいと思います。
「行灯」や「ねぶた」というもののもつ迫力や美し
さ，そこに存在する物語は，見る人に感動を与え，
さらに，私たち作る側にも達成感や充実感をもた
らします。もともとの本場である青森から離れた
北海道の高校生が，単に学校祭の行事といえばそ
れだけなのですが，そうした行灯制作に魅力を感
じて，これほど熱中して作っているということに，
ねぶたを筆頭とする灯籠文化の持つ力というもの
を見出すことができるのではないかと思います。
地域によらず，こうした灯籠文化の持つ力という
ものは確かに存在すると思っています。 
また，教育的観点から見ても，チームで一つの
大きなものを作るという活動の中で得られるもの
は大きいと思います。絶対に完成させなければな
らないので，スケジュール管理をはじめ，いつま
でにこれを作るのか，どこから作り始めるのかな
どといったものを管理する能力が必要です。また，

図 22 西洋風の題材 
A：69期 行灯大賞「小町桜」。B：京野和鴻氏が制作した
「覇邏王・ラムセス二世」（図版引用：青森ねぶた祭 オフ
ィシャルサイト）。 
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一人で作るものではなく，クラスみんなで作るも
のなので，その中で，コミュニケーション能力の
ようなものは絶対に必要になってきます。さらに，
題材を自分たちで決めたりするのにも，歴史的な
ことについて色々と調べますが，そうした中で，
地域の魅力やアイヌ文化といった，歴史的なもの
についての知識が広がります。このように，教育
的観点からみても得られるものは大きいのではな
いかと思っています。 
灯籠文化は，先ほど挙げたアイヌ文化のように，
灯籠文化以外の文化，歴史的な文化を伝えて広め
るデバイスとしての価値というものもあるのでは
ないかなあとも思いました。 
そして，津川さんや工藤さんもおっしゃってい
ましたが，教育の場でこうしたある種のねぶた制
作というものを取り入れることで，若者のねぶた
のへ興味関心の増大につながるのではないかと思
っています。これは私もそうなのですが，もとも
と作るまではねぶたというものに対して，存在自

体は知っていましたが，あまり詳しくは知りませ
んでした。しかし，ねぶたに似たもの（行灯）を実
際に作ってみることによって，「ねぶたってやっぱ
りすごい，あんなの絶対に作れない」というよう
な感動を覚えました。実際に手を動かして作って
みることをすると，興味関心は絶対に増えると思
います。 
また，今行われているねぶたとはまた違った伝
統や表現の誕生ということを，色々な行灯を例に
見てきましたが，その中でも，ねぶたではちょっ
とみられないような表現や作り方があったと思い
ます。そのようなことが他の地域でも行われると，
「ねぶた」というものを全体として見た時に，色々
なことが生まれるというのは，良いことであり，
そうしたメリットがあるのではないかなと思いま
した。 
 
図版引用 
行灯職人への道 https://satsukita-andon.com 

 
 

◆ 質疑応答 ◆ 
工藤友哉さん 私も高校教育に携わっていた人間なので気になったのですが，行灯行列の材料や素材と
いったものは，支給なのですか，それとも自分たちで買うのですか？ 
 
根城さん 学祭の代金として一人当たり 3000 円程度クラスから徴収するのと，補助金として学校の方
からいくらか支給されその中から予算をやりくりする形になっています。行灯行列を含めて部門という
のが 3 つありまして，学プロ（クラスで店を出す），全行（劇を行う），行灯という 3 つに分かれていま
す。その中で行灯行列に割り当てられる予算は，3 年生になるとだいたい 10 万円から 13 万円で，その
中でやりくりします。そして，あっせん販売が行われており，運べない木などはそこで頼むのですが，針
金や紙はネットショッピングのほうが安いこともあるので，一番安いのはどこだろうというのを自分た
ちで探したり，あとは札幌市内のホームセンターを色々と調べて，ここが一番安かったからここで買お
うみたいに，予算を自分たちでやりくりして作っているという形になります。 
 
工藤友哉さん なるほど。では，変な話，買い物の時点でそういうのが始まっているという感じなんです
ね。 
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根城さん そうですね。 
 
チャットから この行灯はどれくらいの距離を担ぐことになるのでしょうか？ 
 
根城さん それほど長くはなくて，だいたい 40 分程度，距離でいうと 1～2 km くらいを運行します。
19 時頃から 1 年生が始めて，3 年生が終わるまでの 1 時間半くらい，20 時半くらいまで担いで移動し
ます。発電機を後ろにつけて，それを押しながら歩くという形です。昔は，自動車のバッテリーのような
ものを積んでいたらしいのですが，それだと重すぎるようで，今は発電機を後ろから押して歩いていま
す。 
 
津川 ちなみに，根城さんは青森のねぶた祭を実際に見たことってあるんですか？ 
 
根城さん それが，見たことないんですよ。今年行く予定だったのですが，残念ながら中止になってしま
ったので，ぜひ，見たいと思っています。 
 
津川 そのような，ねぶたを見たことがない人が，データベースがあるからこそ代々制作技法などが伝
わっていっているというのがすごいなあって思いました。 
 
根城さん あれがあることによって，結構技術などが伝わっている感じがします。 
 
チャットから ウェブサイトを作っているとおっしゃっていましたが，資料はどのように採集している
のでしょうか？ 
 
根城さん 2000 年代前半から存在していた「行灯職人への道」というウェブサイトが 10 年くらい前に
リニューアルして作られたのですが，以前のバージョンに掲載されていた昔の写真を引っ張ってきたり
だとか，あとは，最近だと，「灯雪会」が撮影した写真，あとはOB・OGの方からいただいた写真のよう
なものを集めて載せているという感じですね。あと，他の記事・記録のようなものは北高の人だったら編
集できるようになっているので，記録を残したいクラスがあれば，記事を作って書き込むという形にな
っています。 
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◆ 発表者紹介 ◆ 
根城 颯介（ねしろ・そうすけ） 
2000 年，北海道札幌市生まれ。京都大学工学部建築学科 1 年。母校札幌北高校の学校行事「行灯行列」
での制作をきっかけにねぶたに出会い，ねぶたに魅了される。行灯制作集団「灯雪会」に所属。自らの制
作の他，行灯文化を後世に残し繋げていくための活動を行っている。 
 
 

◆ 感想 ◆ 
今回このような場で，発表させていただいたこと大変光栄に思います。40年続く歴史の中でも，ね
ぶたから派生した母校の「行灯行列」という行事を本場青森のねぶたに関わる方たちに紹介するという
機会はおそらく初めてであったので北高行灯にとって意義のあるものであったと思います。わたくしの
発表から，何らかの知見を得ることができたのならば，嬉しい限りです。それぞれが，それぞれの立場
からねぶたに関して論じ，ねぶたを考えたよい回になったと思います。私自身，大変勉強になりまし
た。この度はありがとうございました。 
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ねぶたの色々な楽しみ方 

̶ねぶたと医学・芸術とのつながり̶ 

 

竹浪比呂央ねぶた研究所研究生 

弘前大学医学部医学科3年 

津川 創 
 

 
 

■ はじめに 
これから，「ねぶたの色々な楽しみ方̶ねぶたと
医学・芸術とのつながり̶」というテーマでお話
をさせていただきます。昨日発表した内容は，ど
ちらかというと，竹浪先生の弟子という立場から，
ねぶた祭あるいはねぶたについて，全体的な話を
「総論」と題して話しました。今日は，どちらか
というと，弘前大学の一学生，あるいは，ねぶた
制作の視点から，その造形について話していきた
いと思います。ねぶたについて研究されている方
が色々なところで話されているのと同じような内
容だとあまり面白くないかなあとも思ったので，
大学での勉強や趣味とも少しだけ関連させて話し
たいと思います。最初に申し上げておきますが，
私は，芸術や美術を専門に学んでいる学生ではあ
りませんので，その辺りの話題が出てきた時は，
温かい目で見ていただけると嬉しいです。 
今日は，次の 2 つのキーワードを中心に，ねぶ
たのひとつの見方・楽しみ方をご紹介させていた
だきます。あくまで，個人的な意見です。一つ目
は「肉体」，二つ目は「絵巻」です。 
 

■ 肉体 
まず，一つ目のキーワードである「肉体」からで
す。 

 
● 解剖の位置づけ 
突然ですが，今，私の話をお聞きになっている
みなさんは，「人」ですよね？一つの考え方として，
漢字で書く「人」というのは，心とからだ（身）か
ら成り立っているととらえることができます。そ
れを「心身二元論」とも言いますが。一方で，医
学・生物学の世界で，human というのはカタカナ
で書く「ヒト」です。この「ヒト」は構造（structure）
と機能（function）から成り立っているととらえる
とわかりやすいと思います。例えば病気では，構
造が破綻して機能に影響が出る，あるいは，機能
が破綻して構造に影響が出る，といったことが起
きてきます。 
医学部で，構造を学ぶのが「解剖学」，機能を学
ぶ，研究するのが「生理学」です。日本の法律で
は，大学の学部学生で人体の解剖を行うことが許
されているのは医学部医学科の学生と歯学部の学
生だけです。私自身も，2年生の時に実習で実際に
解剖を行いました。5 人 1 組のグループで，一体
のご遺体（ご献体）を約 4 ヶ月間かけて勉強のた
めに解剖をさせていただきました。 
 
● 美術解剖学 
そのような解剖（anatomy）ですが，実は，美
術の世界とも深いつながりがあります。みなさん
ご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジ
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ェロ，ラファエロは，実際に解剖を行い，その経
験を自身の彫刻や絵画の制作に活かしたと言われ
ています。現在，一部の芸術系大学では，「美術解
剖学（artistic anatomy）」という科目が開講され
ています。もちろん，医学部ではないので，実際
に解剖は出来ませんが，主に，骨格や筋肉といっ
た内部構造や，それが外形にどのように現れてく
るのか，ということを教えているそうです。ちな
みに，西洋では，美術制作に解剖学的な知識が重
要という考えが古くからありましたが，それが日
本に導入されたのは明治期です。東京美術学校
（現・東京芸術大学）で，「藝用解剖学」として初
めて講義を行ったのは，医師であり作家の森鷗外
です。話すとキリがないですが，実は美術と医学
というのは深いつながりが古くからあるわけです。 
 
● ロダン《青銅時代》 
ここで，一つの彫刻をご紹介したいと思います。
ロダンの《青銅時代》という像です。ロダンは，み
なさんご存知かと思いますが，有名な作品を数多
く残しています。なかでも，《考える人》は非常に
有名かと思います。 
図 1には，筋肉などの名前をたくさん羅列して
いますが，この《青銅時代》という作品には，上半
身だけに注目しても，解剖学的に見て，これだけ
多くのランドマークがしっかりと表現されている
ということを示しています。ここから，それが本

当なのかということを説明していきますが，医学
部の授業ではないので，一つひとつの筋肉などに
ついては深くは触れません。みなさんにどういう
ことを知ってほしいのかというと，彫刻あるいは
人体表現において，ある膨らみや凹みを形成する，
その内部には，その根拠になる筋肉や骨などが存
在しているということです。これを意識すると，
彫刻やねぶたの肉体描写が，また違う視点で楽し
めるのではないかと思います。 
図 2に示すように，腹部には，腹直筋や前鋸筋，

外腹斜筋という筋肉がありますし，骨盤の一番前
の出っ張り，上前腸骨棘という部分があります。 

前鋸筋

上腕二頭筋

大胸筋

三角筋

上腕三頭筋

烏口腕筋

腹直筋

外腹斜筋

上前腸骨棘

肋骨

肘頭

大円筋
広背筋

鎖骨
肩峰

僧帽筋
胸鎖乳突筋

図 1 ロダン《考える人》の上半身にみられる主な解剖学
的ランドマーク 

前鋸筋

腹直筋

外腹斜筋肉

上前腸骨棘

図 2 腹部の主な筋肉と上前腸骨棘 
腹部には，腹直筋や前鋸筋，外腹斜筋という筋肉がある。
また，骨盤の一番前の出っ張りは上前腸骨棘とよばれる。
図版引用：相磯貞和 訳：ネッター解剖学アトラス 原書第
6版．南江堂，2016，p 242（改変）． 
 

上前腸骨棘

肋骨

図 3 腹部の骨格 
骨に注目すると，肋骨や上前腸骨棘がはっきりと認められ
る。図版引用：相磯貞和 訳：ネッター解剖学アトラス 原
書第6版．南江堂，2016，p 243（改変）． 
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 また，骨に注目すると，肋骨の下の斜めのライ
ンがありますし，図 2で言った「上前腸骨棘」と
いうのは，ここで示している骨盤の出っ張りです
（図 3）。 
 皮を一枚剥ぐと，前鋸筋というギザギザした筋
肉や，斜めに走る外腹斜筋がありますし，肋骨の
斜めのラインも見えます。また，上前腸骨棘も見
えます（図 4）。 
 さらに一層剥ぐと，いわゆる「腹筋」と呼ばれ
る「腹直筋」が現れてきます（図 5）。 
 ここで，ロダンの《青銅時代》という像に戻り
ますが，今紹介してきたような筋肉や骨は，図 6
に示しているように，脇腹にあるギザギザした前
鋸筋，斜めに走る外腹斜筋，腹直筋，肋骨の斜め
のラインや，上前腸骨棘が，ロダンの《青銅時代》
には，しっかりと表現されています。 
 次に，肩や腕の筋肉に注目してみると，肩の三
角筋や，いわゆる「力こぶ」の筋肉の「上腕二頭
筋」，胸の「大胸筋」があります（図 7）。 
 また，脇腹の外側のラインを形成している筋肉
の一つに，「広背筋」という筋肉があります。これ
は背中にある筋肉ですが，脇の部分を構成する筋
肉でもあります（図 8）。 
 首を見てみると，横を向いた時にはっきりと斜
めのラインとして体表に現れてくるのは，「胸鎖乳

前鋸筋

肋骨
外腹斜筋

上前腸骨棘

図 4 前腹壁の浅部 
腹部の浅層には，前鋸筋や外腹斜筋という筋肉がある。ま
た，肋骨の斜めのライン（肋骨弓）や上前腸骨棘も認めら
れる。図版引用：相磯貞和 訳：ネッター解剖学アトラス 原
書第6版．南江堂，2016，p 245（改変）． 

前鋸筋

肋骨

腹直筋

上前腸骨棘

図 5 前腹壁の中間部 
図 4のさらに1層下には腹直筋がある。図版引用：相磯貞
和 訳：ネッター解剖学アトラス 原書第 6 版．南江堂，
2016，p 246（改変）． 
 

前鋸筋

外腹斜筋 肋骨

腹直筋

上前腸骨棘

図 6 《青銅時代》に表現される筋肉や骨（腹部） 
《青銅時代》には，前鋸筋や外腹斜筋，腹直筋といった筋
肉や，肋骨弓や上前腸骨棘といった骨のランドマークが忠
実に表現されている。 
 

三角筋
大胸筋

上腕二頭筋

図 7 上肢の筋肉 
肩には三角筋があり，腕には上腕二頭筋，胸には大胸筋が
ある。図版引用：相磯貞和 訳：ネッター解剖学アトラス 原
書第6版．南江堂，2016，p 398（改変）． 
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突筋」という胸骨・鎖骨と乳様突起をつなぐ筋肉
によるものです。また，肩のラインを形成してい
るのは，主に背中に存在している「僧帽筋」とい
う筋肉です（図 9）。 
 ここで再びロダンの《青銅時代》を見てみると，
腕の筋肉の上腕二頭筋，上腕三頭筋，烏口腕筋が
しっかりと表現されていますし，首元の胸鎖乳突

                                                        
1） 現在のようにねぶたの大きさがそろってきたのは，小屋が同じ区画で割り振りされたねぶた団地を作るようになって
からである。ねぶた団地は，最初柳町通りに作られ（1965年（昭和 40）頃から継続），1975年（昭和 50）に，旧野脇
中学校跡地（現在の青森市文化会館・リンクステーションホール青森）に移転した（1980年，浦町小学校（中央2丁目

筋，肩の僧帽筋，脇の広背筋，胸の大胸筋がしっ
かりと表現されています。このように，ロダンの
彫刻には，解剖学的知識に裏付けられた構造が造
形表現に現れているわけです（図 10）。 
 図 11は，3年ほど前，京都造形芸術大学（現・
京都芸術大学）の日本画科を卒業した後，竹浪先
生に弟子入りした田中悠志さんが，大学の卒業制
作として制作された作品です。京造ねぶたの制作
経験と，見様見真似で制作した作品としては，と
てもすごいなぁと思ってしまう作品です。 
 この作品を解剖学的にみると，図に示すように，
腕の上腕二頭筋やその反対側の上腕三頭筋，首元
の僧帽筋や鎖骨，肩の三角筋，胸の大胸筋，腹部
の腹直筋や外腹斜筋といった筋肉が，忠実に表現
されています。さすが，しっかりと美術を学んだ
方なだけあって，人体の観察力と，それを表現す
る力はすごいと思います。 
 
● 昭和ねぶたへの憧れ 
 ここで，竹浪先生の言葉を引用します。「昭和ね
ぶたへの憧れ」と題して，「柳町にあったねぶた団
地1）で見て，その強烈な刺激に身震いした《金剛力

三角筋

大胸筋

広背筋

図 8 広背筋 
主に背中にある広背筋は，脇腹の外側のラインを形成する
筋肉でもある。図版引用：坂井建雄，河原克雅 編：人体の
正常構造と機能［全10巻縮刷版］改訂第3版．日本医事
新報社，2017，p 783（改変）． 
 

図 8 広背筋 
主に背中にある広背筋は，脇腹の外側のラインを形成する
筋肉でもある。図版引用：坂井建雄，河原克雅 編：人体の
正常構造と機能［全10巻縮刷版］改訂第3版．日本医事
新報社，2017，p 783（改変）． 

胸鎖乳突筋

胸鎖乳突筋

僧帽筋

図 9 首・肩の筋肉 
首には胸鎖乳突筋という胸骨・鎖骨と乳様突起とをつなぐ
筋肉がある。また，主に背中に存在する僧帽筋という筋肉
が肩のラインを形成している。図版引用：坂井建雄，河原
克雅 編：人体の正常構造と機能［全10巻縮刷版］改訂第
3版．日本医事新報社，2017，p 822，831（改変）． 
 

図 8 広背筋 
主に背中にある広背筋は，脇腹の外側のラインを形成する
筋肉でもある。図版引用：坂井建雄，河原克雅 編：人体の
正常構造と機能［全10巻縮刷版］改訂第3版．日本医事
新報社，2017，p 783（改変）． 
 

上腕三頭筋
上腕二頭筋

胸鎖乳突筋

僧帽筋烏口腕筋

広背筋
大胸筋

図 10 《青銅時代》に表現される腕・首・肩・脇・胸の
筋肉 
《青銅時代》には，腕の上腕二頭筋や上腕三頭筋，烏口腕
筋，首の胸鎖乳突筋，肩の僧帽筋，脇の広背筋，胸の大胸
筋が忠実に表現されている。 
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士》に《国引》は，今でも忘れることができない。
デフォルメを加えた独自の迫力ある造形を理想と
する制作者がこれまで以上にリアリティーを追求
していき，（中略）ねぶたがより彫刻的に変わって
いった昭和 30 年代後半から 40 年代。（中略）私
の創造の原点はこの頃のねぶたであり，昭和ねぶ
たへの憧れがある」と語っています（竹浪 2018）。 
具体的にどのようなねぶたかを紹介します。例

                                                        
の旧青森中央高校跡地）に移転）。ねぶたの大きさが完全にそろったのは，現在のアスパムに「ねぶたラッセランド」と
いう団地が作られ（1992年（平成 4）），ほとんどのねぶたが集まるようになってからである（清野耕司．第2章 第 4
節 昭和・平成時代．青森ねぶた誌 増補版（宮田登，小松和彦 編集），pp 102-134，青森市，2016．）。 
2） 鹿内一生（1925-1991）は，昭和から平成時代にかけて活躍したねぶた師。第4代ねぶた名人である。 
3） 解剖学的に，“正常” という言葉は，“統計的な標準” を意味する。これは，異常（abnormal）に対する正常
（normal）のことである。統計的な意味で正常からずれている状態を，変異（variation）または破格（anormaly）とい
う（寺田春水，藤田恒夫：解剖実習のてびき 改訂 11版．南山堂，2004．）。解剖学の教科書に載っているのはあくまで 
“統計的な標準” であり，実際の人体は，血管や神経の走行・分枝の状態，筋などにおいて，完全に教科書通りの方は一
人として存在せず，個性にあふれている。本文で紹介している解剖学的な事項は，教科書に載っているような正常構造で
ある。本来，個性に富む人体の形態について「正確」や「正しい」と言うことは適切ではないかもしれない。したがっ
て，これらはカギかっこ（「 」）付きの「正確」，「正しい」であるということを言い添えておく。 

えば，鹿内一生2）が制作した《項羽の馬投》（1970
年（昭和 45））（図 12）です。このようなシンプ
ルな構図は現在では考えられないと思います。写
真を見るだけでも良いねぶただなぁと思ってしま
います。このねぶたにおける筋肉の表現ですが，
これまで紹介したような一つひとつの筋肉を紹介
するだけでは語り尽くせない造形美というものが
にじみ出ています。解剖学的な「正確さ3）」という
点で言えば，リアリティーはかけるかもしれませ
ん。しかし，ここまでデフォルメがしっくりくる
のには，何か理由があるはずです。 
これは違う角度から撮られたものです（図は略）。
この部分だけ見ると，筋肉の盛り上がりや，腕か
ら肩，肩から頭部のつながりに関しても，かなり
デフォルメがなされていることがわかります。人
形一体を，台の端から端まで使って，ど～んと配
置しています。そして，解剖学的に言えば，肉体

田中悠志さん、京造（日本画学科）卒業制作

上腕三頭筋

上腕二頭筋

僧帽筋 三角筋

大胸筋

外腹斜筋

鎖骨腹直筋

図 11 田中悠志さんの作品にみられる筋肉の表現 

 

図 12 鹿内一生《項羽の馬投》1970 年（昭和 45） 
図版引用：青森まちかど歴史の庵「奏海」の会：藤巻健二
写真集．青森まちかど歴史の庵「奏海」の会，2018，p 35． 
 

図 13 佐藤伝蔵《国引》1972 年（昭和 47） 
図版引用：青森まちかど歴史の庵「奏海」の会：藤巻健二
写真集．青森まちかど歴史の庵「奏海」の会，2018，p 34． 
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の表現に関しては「正確」とは言えません。でも，
ねぶたとしてはすごく良い，そのようなねぶただ
と思います。 
また，佐藤伝蔵4）の《国引》（1972 年（昭和 47））
（図 13）という作品も，素晴らしい肉体表現がな
されています。リアリティーを超えたリアリティ
ー，といいいますか，ねぶたとしては完璧と言わ
ざるをえません。デフォルメがしっくりきます。
「どっしり感」，そこに存在している，そこに「在
る」という感じがするねぶただと思います。 
 
● 量感 
ここまで紹介してきたような昭和のねぶたの
「どっしり感」，「そこに在る」という感覚を説明
するのに欠かせない用語として，量感（volume）
という美術用語があります。彫刻家の船越桂さん
が，以前，日曜美術館というNHKの番組でお話し
されていたことを，以下に示します。ミケランジ
ェロの彫刻を例に，「そこに感じるのは，立体感の
強さ。筋肉がしっかり描写されている。でも，筋
肉がしっかり描写されているからと言って，必ず
しも，強い彫刻になるわけではない」「空間を制圧
したり，空間をピーンと張り詰めてしまうような
彫刻は，いくら筋肉の描写が正確になされていた
としても，強い彫刻にはならない」と述べていま
す5）。この中に量感という言葉が登場しているわけ
ですが，船越さんがおっしゃっていたのは，「膨ら
んでくる感覚」です。これを聞いた時に，昭和ね
ぶたの良さというものを語るのに適切な言葉の一
つとして，これが当てはまるのではないかと思い
ました。止まっているのに，こちら側に向かって
膨らみ続けてきているような感覚，ミケランジェ
ロの彫刻には，こういうことが感じられるわけで
すけれども，鹿内一生や佐藤伝蔵といった，昭和
を代表するねぶた師が，肉体表現において極めた
のはこの感覚なのではないかと，個人的には思っ

                                                        
4） 佐藤伝蔵（1925-1986）は，昭和時代に活躍したねぶた師。第3代ねぶた名人である。 
5） 「ミケランジェロ “人間”のすべてを彫る」『日曜美術館』NHK Eテレ，2018年 7月 15日放送． 

ています。 
ちなみに，これはミケランジェロの彫刻である
《目覚める囚われ人》です（図は略）。未完成の作
品ですが，内側から，こちら側に向かって，膨ら
んできているような感じ，ある意味でこれを「量
感」と言うことができるのではないかなと思いま
す。 
鹿内一生の《金剛力士》（1971 年（昭和 46））
を示しますが（図 14），このねぶたは，こちら側
に向かって，内側から膨らみ続けてくる感覚，確
かにそこに「在る」という存在を感じさせてくれ
ると思います。決して解剖学的には正確とは言え
ないかもしれない，しかしながら，そのデフォル
メはしっくりくる。これが，昭和の時代において，
肉体表現を突き詰めたねぶた師の真骨頂だと思い
ます。 
 
● 解剖・彫刻・ねぶた 
例えば，「この筋肉はこの骨からこの骨から起こ
って，この骨に停止する」や「この筋肉や骨は，体
表にこの膨らみや凹みとして現れる」というよう
な，解剖学的な「正しさ」といったものがありま
す。また，ロダンの《青銅時代》を紹介しました
が，それは，解剖学的に正しく，かつ，彫刻的にも

図 14 鹿内一生《金剛力士》1971 年（昭和 46） 
図版引用：青森まちかど歴史の庵「奏海」の会：藤巻健二
写真集．青森まちかど歴史の庵「奏海」の会，2018，p 36． 
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優れていると言うことができました。しかしなが
ら，昭和のねぶた，鹿内一生や佐藤伝蔵のねぶた
を見ていただいておわかりのように，解剖学的に
は決して「正しい」とは言えないかもしれないけ
れども，ねぶたとしては，すごく良い，そういう，
ねぶたとしての「よさ」や「すごさ」というものが
あります。ねぶたの造形というのは，このような
ことの共通項を探求していくことなのではないか
なと思います。それが具体的にどういうことか，
というのは言語化できませんが，それを探してい
くことが，ねぶたを制作することの面白さの一つ
なのではないかと思っています。 
 

■ 絵巻 
次に，「絵巻」というキーワードからねぶたの楽
しみ方の一つをご紹介したいと思います。ちなみ
に，絵巻は英語でemaki ですが，picture scroll と
いう言い方もするそうです。この，scroll という単
語は，後ほどお話する内容とも少し関連している
ので，その辺も少し意識していただけるといいか
と思います。 
図 15 は，竹浪先生が 2017 年に制作したねぶ

た，《剣の護法》です。この題材は，《信貴山縁起絵
巻》という絵巻の延喜加持の巻をもとにしたもの
です。 
図 16-A, Bが，そのねぶたのもとになった《信

                                                        
6） 護法童子とは，仏法守護の護法善神［護法善神：仏法を守護する神。梵天・帝釈天・四天王・十二神将・十六善神・
二十八部衆・堅牢地神など。］に使役される童子姿の鬼神である。 
7） 輪宝とは，仏教伝説の「転輪聖王の宝」の意。転輪聖王の行くところ必ずみずから前進して外敵を破る金輪宝，銀輪
宝，銅輪宝，鉄輪宝の4種があるという。仏法の象徴として崇拝されるようになり，のちに紋章化された。 

貴山延喜絵巻 延喜加持の巻》です。この絵に登場
する，剣を編んで衣にしている護法童子6）や，車輪
のように回転している輪宝7）が，竹浪先生が制作し
たねぶたにも表現されています。これは平安時代
の絵巻ですが，このように，絵巻から着想を得る，
というのはなんともすごいと思います。 
ちなみに，用語の解説として，「縁起絵巻」とは
何かというと，ある寺社が作られた際に，その寺
社がどのような由来で作られたのか，ということ図 15 竹浪比呂央《剣の護法》2017 年 

図 16 《信貴山縁起絵巻 延喜加持の巻》（部分） 
A：《剣の護法》もとになった絵巻である。B：剣を編んで
衣にし，左から右へ飛んでいる護法童子や，車輪のように
回転している輪宝がみられる。 
 

A 

B 
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を，ある意味，伝説のようなニュアンスが強いで
すが，そのような説話を後世に伝えるために，絵
や文章，すなわち絵巻という形にされたもののこ
とを言います。 
ここまでの話は「絵巻」に関しての内容の導入
です。みなさんは，「絵巻」というと，どのような
作品を思い浮かべるでしょうか。今日はこちらの
絵巻を紹介したいと思います。ご存知の方が多い
と思いますが，《鳥獣戯画》です。甲・乙・丙・丁
の 4巻からなる，全長約 44 m の絵巻物です。図
17に示しているのは，その甲の部分の一部分です。
異論もありますが，甲・乙の巻は平安時代末期，
丙が鎌倉時代初期，丁はそれよりやや後に描かれ
たとされています。特に，甲巻・乙巻の制作は後
白河院の治世の頃と考えられており，この時代と
いうのは，先ほど紹介した《信貴山縁起絵巻》や，
検索するとすぐ出てくると思いますが《伴大納言
絵巻》などが描かれた，絵巻芸術の黄金時代とも
いうべき時代でした。 

少し拡大しますと，ウサギとカエルが相撲をと
っています。そして，そのすぐ左側へ目を移すと，
勝負が決した瞬間が描かれています（図 18-A, B）。
このように，「異時同図法」という，異なる時間が
同じ絵巻の中で展開，表現されています。それに
しても，この鳥獣戯画に登場する動物たちは非常
に，いきいきと描かれています。 
絵巻というのは，「手の中の空間と時間」と言う
こともできます。右側に過去が描かれ，左側には
未来が描かれています。絵巻は，鑑賞者が自分の
手でクルクルと動かしていくわけですけれども，
自分の手で，見たい部分，あるいは見たい時間を
コントロールすることができるわけです。時間の
経過が表現されているという点で，アニメーショ
ンの原点ともいうべきものです。 
異時同図法とは，1 つの画面に異なる時間の出
来事が描かれているということです。これは，絵
巻に特徴的で，絵巻の鑑賞の面白さでもあります。
この異時同図法という技法が，ねぶたと関連する

図 17 《鳥獣戯画 甲巻》（部分） 

 

図 18 《鳥獣戯画》（部分） 
A：ウサギとカエルが相撲をとっている様子。B：相撲の勝負が決した瞬間。 

A 

B 
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のではないかと個人的には思っていまして，ここ
まで絵巻の話をしてきました。具体的にどういう
ことかを説明していきます。 
図 19 に示すのは，非常に簡略化した模式図で

すが，図 19-A が絵巻，図 19-B に示している直
方体はねぶただと思ってください。ちなみに，大
型ねぶたは，この直方体でいうと，台車を含めて，
横幅 9 m，高さ 5 m，奥行き 7 m に収まるように
制作されます。 
まずはこちらの動画をご覧ください。〈動画〉こ
のように，ねぶたは，曳き手と呼ばれる人たち，
15～20人ほどの人たちによって動かされます。見
ていただいたように，運行中は，主に交差点では
360°回転しますし，道中も，上を向いたり下を向
いたり，蛇行したりして，沿道の観客にねぶたを
見せながら練り歩きます。 
そして，先ほどの図（図 19）に戻るわけですけ
れども，絵巻では，先ほど紹介したように，絵巻
においては時間の流れは右から左に動きます。鑑
賞者は絵巻の画面を自らの手で動かすことによっ
て，2次元の画面に，時間という要素を加えるわけ
です。 
一方，左下の箱はねぶたを表していると申しま

                                                        
8） 絵巻やねぶたには，表現されている，あるいは切り取られた場面が瞬間として止まっておらず，時間の流れを感じ
る。これは，絵およびねぶたのなかに完全に静止画像があるわけではなく，ある幅のある時間が表現されていることによ
り生じる。つまり，現在だけではなく，過去と未来が幅をもって，厚みをもって描かれている。ここで，一つ言えること
は，感動を生むねぶた作品には〈時間〉が感じられるということだ。3次元の立体造形に〈時間軸〉を加えて「4次元」
的に表現できるか，それが鍵を握っているように考える。 

したが，動画で見ていただいたように，ねぶたは
360°，グルグル回るわけですし，上を向いたり，
下を向いたりします。 
このように，絵巻とねぶたは，2次元の絵画とは
大きく違う点があるわけです。一つの作品を，動
き，を伴って鑑賞するという点です8）。 
この 2枚の写真を比べて見てください（図は略）。
一方の写真はねぶた小屋で撮られた写真ですが，
ねぶたは正面を向いています。もう一方の写真は，
運行中の写真で，ねぶたは前傾姿勢をとっていま
す。2枚の写真を見比べると，小屋で撮られた，正
面を向いているねぶたに見られなくても，もう一
方の，ねぶたが前に傾いた写真には写っている部
分というものがあります。それが，具体的にどの
部分かというのは，あえてここでは言いません。
そのような，見る角度によって見えるもの，見え
ないもの，あるいはある角度で，しっくりくる，
みたいなものがあります。ねぶた祭りのオフィシ
ャルサイトで公開されるような，正面の写真だけ
では伝わらない，作者の意図というものがあるわ
けです。そのような，「この角度いいな」というの
を探すのも，「動く」ねぶたを鑑賞する際の一つの
面白さだと思います。 

絵巻
• 手の中の空間と時間

• 右に過去、左に未来

• 絵画＋ことば
• テキストの分離
• 日本独特の表現。両者が相乗効果をあげる

• 異時同図法の伝統
• cf. 《信貴山縁起絵巻》

過
去

未
来 • 360°の魅力

cf.「送り」の魅力

時間の経過

図 19 絵巻・ねぶたの模式図 
A：絵巻。B：ねぶた。 
 

A B 
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ここで，もう一つ動画を見ていただきたいと思
います。ねぶたの後ろの部分を，正面に対して「送
り」あるいは「見送り」と呼びます。いま，この後
ろの部分，「送り」に注目して見てください。〈動
画〉これが，竹浪先生が制作した《風神雷神》（2018）
の送りです（図 20）。テーマは「御山参詣」です。
中心には岩木山が置かれ，左右には金剛力士像，
向かって右側には阿形，左側には吽形の面があり，
御山参詣で使用される旗も見られます。この送り
を見ると，正面の力強い風神・雷神の姿に比べる
と，簡素ですし，やや落ち着いた雰囲気が感じら
れます。最近では，ねぶたの後ろの部分，送りに
かなり手のこんだ制作が行われているねぶたがた
くさん見られます。それには，祭りが終わった後
に送りを町内会に売って収入にしている方など，
色々な事情があってのことなので，仕方ないと言
えば仕方ないのですが。しかしながら，竹浪先生
が制作するねぶたの送りは，一貫して，このよう
な，簡素な，シンプルな送りです。で，ここで，そ
のような，送りの意義というものをお話しするた
めに，あえてこの 2018 年の《風神雷神》を提示し
ています。 
それを説明するために，「御山参詣」についてご
紹介します。御山参詣は，旧暦の 8月 1日にあた
る，9月中旬に，五穀豊穣と家内安全を祈願して，
登山囃子を奏でながら岩木山神社を参拝する行事，
秋祭りです。よって，御山参詣が行われたという

のを聞くと，いよいよ秋だなという感じがするわ
けです。 
このように，竹浪先生の《風神雷神》の送りのテ
ーマが「御山参詣」であるということに戻ると，
送りには秋という季節が表現されているというこ
とになります。 
図 21 は，個人的な考えをもとに作成した図で

す。横軸は時間の経過を表しています。縦軸は「じ
ゃわめぎ度」と書いていますが，じゃわめぐとい
うのは，津軽弁で，血が騒ぐというような意味で
すので，縦軸は，津軽人というと言い過ぎかもし
れませんが，少なくともねぶたに関わる人の精神
的な興奮度合いとします。春から夏にかけて上昇
していって，極大値をとり，秋から冬にかけて徐々
に下がっていく感じです。そして，ねぶたで言え
ば，ねぶた本体の正面にあたる部分が表現してい
るのは，この春から夏にかけての精神状態の高ま
りだと思います。そして，送りが表現しているの
が秋だと思います。違う言い方をすると，ねぶた
の正面が「陽（＋）」だとすると，ねぶたの送りは
「陰（-）」だと思います。このように，違う時間
を一台のねぶたの中に表現する，これが，ねぶた
の正面と送りの関係性だと思います。まさに，絵

図 20 《風神雷神》の送り 
テーマは「御山参詣」である。中心には岩木山が置かれ，
左右には金剛力士の面があり，御山参詣で使用される旗も
みられる。 
 
 

春
夏

秋

じゃわめぎ度

時間

正面
送り

エネルギー
充填期間

図 21 じゃわめぎ曲線 
横軸は時間の経過を，縦軸は「じゃわめぎ度」を表す。春
から夏にかけて上昇し極大値をとり，秋から冬にかけて
徐々に下がっていく。ねぶたの正面にあたる部分は春から
夏にかけての精神状態の高まりを，送りは秋を感じさせ
る。すなわち，ねぶたの正面が「陽（＋）」で，送りは「陰
（-）」を表現していることが多い。 
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巻の紹介で説明した異時同図法です。いまお話し
したのが，正面に夏，送りに秋のテーマを作るの
が良い，と言っているわけでは決してなくて，あ
くまで，正面には精神的な興奮状態，プラスにな
っている状態，夏に向かってじゃわめいでいるよ
うな感じを表現し，送りにはなんとなく哀愁漂う
ようなもの，なんとなく秋がイメージされるもの，
そういったものを表現すべきなのではないかとい
うことです。 
 

■ まとめ 
それでは，いまお話ししてきた内容のまとめと
いうわけでは全然ないのですが（笑），最後に伝え
たいことを，「まとめ」としてお話しさせていただ
きます。 
 
● 芸術（art） 
改めて，芸術とは何か，ということなのですが，
私は芸術や芸術学，美術を専門的に学んでいるわ
けではないので，偉そうなことは言えませんが，
竹浪先生と日々コミュニケーションを取る中で，
あるいは色々な芸術作品を見る中で，芸術とは何
かということについて色々と考えるわけです。こ
れは芸術の一つの説明ですが，「作品の創作と鑑賞
によって精神の充実体験を追求する文化活動」と
あります9）10）。 
 
● entertainment と art 
芸術というのは，例えば，美しいとか，あるいは
心地いいとか，あるいは癒されるとか，そういう
ものですが，単に見て心地いいというのは “その
場だけ” のものです。「面白い」というのも同様に，
なかなか後を引きません。そういったエンターテ
                                                        
9） 佐々木健一．“芸術”．日本大百科全書（ニッポニカ）．小学館，1994． 
10） 美学・芸術論の立場からみた現代における「芸術」であることの条件として以下の4つを挙げる。①機能（特定の
使用目的）・有用性をもたない，②特殊な技術を用いている，③それ自体で完全性を目指している，④「開いた解釈（コ
ミュニケーション）」の対象である（佐々木健一：美学辞典．東京大学出版会，1995．）。 
11） ねぶたを美術作品として判断してもよいのか，あるいは芸術におけるねぶたの位置づけに関しては，工藤友哉さんお

インメント（entertainment）のものも，われわれ
人間の生活にとってはもちろん必要です。しかし
ながら，そういうものとは異なる，芸術としか呼
べない，何か深いものがこの世界には確かに存在
して，ある人たちがそれを作り出しているのだと
思います。優れた芸術というのは，体の中にある
“何か” にしっかり触れているもの，あるいは優れ
た芸術を通して，人の体の中にある一番深いもの
が見えてくる，そういうものが芸術・美術なので
はないかと思います。ぱっと見てすぐわかるとか，
ぱっと見て「心地いい」，「好きだ」という感覚で
はなく，最初にその作品を見た時に，「何だこれ
は？」「何をやってるんだ？」というような，よく
わからない，よくわかんないけれど，なんとなく
引っかかる，そして，時間が経ってから思い出す，
というようなことを繰り返すうちに，ああそうか，
と思えるものがあるのではないかと思います。一
方で，entertainment のものというのはやはり，目
の前に現れた時にパッと面白くて，ぱっと心地よ
くないといけません。すなわち，芸術というのは，
本当の意味での癒しだと思います。 
ねぶたに関していえば，パッと見た時の迫力と
いうか，圧倒される感じというか，感動というか，
そういうものは確かにあります。でも，「なんかい
いな」と思うねぶたというのは，言葉ではうまく
表現できませんが，日常生活で使わないような，
普段現れてこない，心のある部分，感情の，どこ
かわからないけど，ある部分に，じ～んと訴えか
けてくる何かを感じさせてくれます。そういう意
味で，ねぶたは，entertainment の要素もあります
が，「いいねぶただなぁ」と思うのは，そのような，
本当の意味での癒しを与えてくれる，芸術と呼ぶ
べき造形なのではないかと思うわけです11）。 
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● 科学技術と芸術 
ここで，「科学技術」と「芸術」を比較します。
研究され尽くすことがあるのかという話ともつな
がりますが，例えば「芸術の歴史」と「科学技術の
歴史」があった時，科学技術は時代とともに次か
ら次へと乗り越えられていきます。しかしながら，
芸術は，ある意味で，時代とともにレベルが上が
ってきません。どういうことかというと，例えば，
レオナルド・ダ・ヴィンチとピカソを比べた時，
優劣をつけられませんし，あるいは，レオナルド・
ダ・ヴィンチとギリシャの古代美術を比べた時も，
どちらが上でどちらが下かというのもないと思い
ます。すなわち，芸術というのは，変わらないも
のだと思います。換言すると，古くならないわけ
です。 
ねぶたにも同じことが言えます。科学技術の進
歩によって，照明がロウソクから電球・LEDにな
ったり，骨組みが竹から針金になったり，染料だ
けではなくポスターカラーやアクリル絵具も使わ
れるようになったりしてきました。そのような科
学技術の進歩による制作技術の向上をはじめ，
種々の変化は確かに起こってきました。しかしな
がら，皆さんの心の中にもあるかもしれませんが，
幼い頃に見て，今なお「あのねぶた良かったなぁ」
と思うようなねぶた，印象に強く残っているねぶ
たというものがあると思いますし，あるいは，何
十年も，「名作」と言われ続けているねぶたもあり
ます。そういう意味で，ねぶたに関しても，「ある
意味で」レベルが上がっていません。つまり，今
のねぶたと昔のねぶた，どっちもいいよね，とい
うことです。 
したがって，「芸術」というのは，ある意味で「答
え」なのかもしれないと思います。そして，科学
技術というのはまだ「プロセス」にすぎないのか
もしれません。優れた芸術，あるいはねぶたには，
もしかしたら目には見えない，言語化できない大
切な「答え」のようなものがあって，それこそが，

                                                        
よび野村翠さんの発表内容を参照されたい。 

芸術やねぶたに触れる楽しみなのではないかと思
います。 
これは今申し上げたことの繰り返しですが，や
はり，「名作」と言われるねぶたは，今でも「名作」
です。 
 

■ おわりに 
 昨年まで弘前大学人文社会学部の教授で日本美
術を研究されていた須藤弘敏先生が，『津軽の華』
というねぷたについての本に，「ねぷた絵論」とい
う文章を載せています。その一部を紹介したいと
思います（須藤 2004:120）。ちなみに，私は1年
生の時，教養科目の授業で日本美術史の授業をと
っていて，そこでお世話になった先生です。あと，
この先生は弘前高校出身で，東北大で文学の研究
をして，その後弘前大学に来られた先生で，ねぷ
た，ねぶたが大好きな先生です。この文章はねぷ
たについて書かれているのですが，「ねぷた」を「ね
ぶた」に読み替えても同じだと思いますので，紹
介させていただきます。 
 
 ねぷた絵は展覧会に飾って見る物ではなく，襖や屏風
のようにして眺める絵でもない。夏の夜に咲いてすぐ散

る花がねぷたである。他地域のようにただ飾られるので

はなく，曳かれて歩み続ける絵灯籠なのである。力強い

太鼓のリズムに乗って遠くからゆっくりと近づいたね

ぷたは，燦然たる光彩でわれわれの視野を覆った後，夕

焼けや残月のような印象の見送り絵袖絵を見せながら

笛の音とともに次第に遠ざかっていくのである。華やか

さとはかなさこそ津軽ねぷたの真骨頂で，鮮烈な印象と

もの悲しい感傷のどちらをも描き出す絵師たちの苦心

は，これを民画だとか張りぼて絵だと中傷する者の貧し

さを笑い飛ばしている。 

 
この文章を通して，最後に何を伝えたいのかとい
うと，ねぶた本体の芸術性が取り沙汰されたり，
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ねぶた祭がどこかに遠征して行ったり，あるいは
ねぶた本体がどこか青森ではないところで展示さ
れたり，ということが昨今増えてきました。ねぶ
た本体の芸術性の追究をはじめとし，これからも
竹浪先生が目指しているようなものを私自身も追
究していきたいと思っています。それは大前提と
して申し上げておきます。しかしながら，この文
章で言われているように，一瞬の夏の夜に咲いて，
すぐに散る花がねぶたであり，曳き手によって曳
かれ，青森の街を練り歩き，囃子やハネトととも

に三身一体となり，そういった，青森で見るねぶ
たが，真のねぶただと本当に思います。この地で
表現することの意義というのも，私自身が追究し
ていきたいものの一つだと考えています。 
 
文 献 
・ 竹浪比呂央．昭和ねぶたへの憧れ．藤巻健二写真集，

p 188，青森まちかど歴史の庵「奏海」の会，2018． 

・ 須藤弘敏．ねぷた絵論．津軽の華 弘前大学所蔵ねぷ

た絵全作品，pp 109-120，弘前大学出版会，2004． 

 
 

◆ 質疑応答 ◆ 
チャットから 美術解剖学に関連した質問なのですが，中世人と現代人では体格の発達が異なると思い
ます。津川さんが偉人を描いたり骨を組んだりする際は，やはり解剖学で学んだ現代人の骨格にもとづ
いて制作されているのですか。 
 
津川 解剖学で学んだ知識をそのままねぶたに生かせるかというと，実はそうではないんですよね。な
ので，ねぶたで中世人を表現する際も，基本的には，現代人を表現する時に意識するのと同じような感じ
で作ります。中世人だから解剖学的にこう，といったことはまり気にしないです。どちらかというと，中
盤で申し上げた，佐藤伝蔵や鹿内一生が表現してきたもの，そのような肉体表現を目指していけるよう
にやっています。 
 
野村翠さん 解剖の話を聞いていて，すごく面白いなぁと思いました。解剖を実際にやって，そして，医
学の勉強をすると，筋肉の仕組みや，名前，役割などをすごく学ばれていると思います。私自身は，芸大
に行って，解剖学はとらなかったですが，ヌードクロッキーをしました。ヌードクロッキーと人体解剖の
実習を比べると，ヌードクロッキーは，モデルさんの動きに注目できるのがすごく良いなって思います。
筋肉についてはやはり専門的な知識がなく，私はその時点ではあまり注目できなかったけれども，色々
なポージングをして，手のねじり方や重心のかかり方とかを，やはり芸大のデッサン，クロッキーでは結
構実感することができました。質問というか感想なのですが，筋肉の構造や実際の人間の構造において，
ねぶたの表現に必ずしも正確さが必要だとは思わないというふうにおっしゃっていたと思うのですが，
それもそうだし，一方で，生きている人間と言ったらアレですけど，生きている人の体の動きというか，
重心とかに注目してみることで，ねぶたの見え方がより面白くなってくるんじゃないかなぁと思いまし
た。 
 
津川 外側から見た人体と，内側から見た人体，のようなものの違いの面白さもあって，プラス，ねぶた
を見る上では，ねぶたならではの表現みたいなものを見る面白さもあって…。そういうのを感じますよ
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ね。 
 
野村翠さん そうですね。ねぶただと，中は別に物がぎっちり詰まっているわけじゃないけれど，人の重
みとかを表すために，そういう，違うところでそれを表現するというのはすごく面白いなって思います。 
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◆ 発表者紹介 ◆ 
津川 創（つがわ・はじめ） 
1998 年，青森市生まれ。弘前大学医学部医学科 3年。ねぶた師（大型ねぶたの制作者）をめざし，竹浪
比呂央先生のもとで勉強中です（竹浪比呂央ねぶた研究所研究生）。幅広い視点からねぶたをとらえ，津
軽地方の灯籠文化の芸術的側面および文化的側面の考察・振興・発展・伝承に貢献できるよう，今後も精
進してまいります。 
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おわりに 
 
 2020年は，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により，青森ねぶた祭をはじめ多くの祭
りが中止になりました。祭りがないことへの寂しさを感じつつ，祭りのない夏だからこそ，未来に向けて
じっくりとねぶたの在り方を考えることができる年でもあるのではないかと思いました。 
 ねぶた祭を好きな人々が，「ねぶたを楽しみたい」，「ねぶたをなくしたくない」という想いは同じだと
思います。しかしながら，ねぶたに関わる人，一人ひとりができることには限界があります。それぞれの
ジャンルの「専門家（＝ねぶたを愛する人みんな）」が，それぞれの視点からねぶたについて考え，それ
を共有できるような場があってほしいなぁと考えました。将来のねぶた／ねぷた祭のために，これから，
各々の力を集結していくうえで，そのスタート地点にしたいと思い，今回の「第 1 回オンラインねぶた
ゼミ」を企画した次第であります。 
 

 ここで，2日間の内容を，浮かび上がってきたねぶた祭における課題を中心に振り返りたいと思い
ます。1日目のテーマは「祭り」でした。新毛稔理さん（青森ねぶた跳人衆団跳龍會）には「自由に
表現する跳人衆」という演題で発表していただきました。各人が思い思いに跳ねることができる環
境を手に入れ，「自由に表現する跳人衆」になるための第一歩として，運行団体はじめねぶた関係者
がハネトについてより知ることが必要であるとおっしゃっていました。ハネトは一般の人が参加す
る場であるため，彼らの声を祭り関係者はなかなか聞くことができません。現状をハネトはどう思
っているのか，何を問題に感じているのかを把握・共有していくことが必要であり，同時に，ハネト
自身もなぜ注意を受けるのか，何が規制対象でやってはいけないことなのかを知る必要があるとい
うことを挙げていました。お互いがお互いを知り，ねぶた祭をより理解し，楽しむことで，ハネトを
はじめとするねぶた祭の貴重な文化を保存・伝承していくことができるのではないでしょうか。 
 佐々木啓祐さん（弘前大学教育学部 2 年）には「立佞武多の魅力と祭りのこれから」という演題
で発表していただきました。立佞武多が復活してから町内単位の参加が衰退したということを紹介
されていました。観光化したことで多くの人の目につくようになってから，「地元の祭り」という意
識が少しずつ衰退しているということにも触れていました。参加者の不足という点を課題として挙
げており，この解決には参加の入り口の拡大というのが必要です。立佞武多の製作も専門性が高ま
り，一般市民が製作に関わる機会が減少しているようです。また，「学校での製作体験の減少」や「昔
の祭りとの連続性の欠如」ということも課題として挙げられます。 
 浅利匠さん（竹浪比呂央ねぶた研究所スタッフ，青森大学社会学部 4 年）には「社会学から見る
ねぶた」という演題で発表していただきました。青森ねぶた祭は，青森における重要な観光資源の一
つであり，ねぶたが起こす経済効果というのは重要な役割を果たしています。ねぶたは行政にとっ
て必要不可欠であるので，地域を盛り上げるために，観光産業における一つのツールとして位置づ
けたいのではないかと思います。また，条例の制定により祭りの雰囲気が落ち着きましたが，「寂し
くなった」，「活気がなくなった」と感じる方々もいるという側面もあり，どこにラインを引くかとい
うことも難しい点と挙げていました。このように，市民との間で意識の乖離があります。ねぶたを観
光資源として活用していきたい方々，ねぶたをもっと楽しみたいという方々など，様々な意見がぶ
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つかり合っている状態であり，今後はどのように折り合いをつけていくかを探ることが課題である
と述べていました。 
 2 日目のテーマは「芸術・文化・教育」でした。工藤友哉さん（『青森ねぶた全集』編著者）には
「ねぶた文化 ∈ 美術文化」という演題で発表していただきました。これまで，民俗学や社会学など
の視点からねぶた祭を論じた研究は数多くありましたが，ねぶたそのものの造形や技法を美術（芸
術）的視点から論じた研究は稀でした。このような背景をふまえ工藤さんが取り組んだのが『ねぶた
全集』でした。本ゼミでは，ねぶたが美術文化，美術のジャンルにふさわしいか否かというのを考え
た時に，補完すべきジャンルや内容に挑戦し取り組んでこられたご自身の実践例も紹介していただ
きました。ねぶたの技法を用いた造形作品の裾野が広がり， 50 年後，100 年後には，一美術のジャ
ンルとしてねぶたというジャンル確立され，「本場は青森だ」，「青森に行けばすごいねぶたが見られ
る，すごいねぶた文化，美術がある」というようになっていけば幸いかということもおっしゃってい
ました。しかしながら，今になって技法や素材が美術・アートだというようにもてはやされてきてい
ますが，その根底にあるのは祭りだということを忘れてはいけないということについても言及され
ていました。祭りの山車としてのねぶたには「伝統」という名の「様式美」があります。「やっては
いけない」，「やらないほうがいい」といった表現の制限がありますが，そこにどんどん閉じこもって
いってしまうのではなく，自由なねぶた文化やねぶた作品というものがあり，互いに刺激し合い，両
立していくことができれば，今後win-winな素敵な関係になっていくのではないでしょうか。 
 野村翠さん（京都市立芸術大学美術学部総合芸術学科 4 年）には「ねぶたと芸術学 祇園祭との
比較から」という演題で発表していただきました。ねぶたと山鉾の比較により，その差異が明瞭にな
りました。「違う」というのは当たり前なことではありますが，「祭りといえばねぶた」と思っている
人と「祭りといえば祇園祭」と思っている人との間では大きな認識の差があるということおっしゃ
っていました。また，芸術におけるねぶたの位置付けについても言及されました。彫刻という見方だ
けではなく，やはり祭り主体である以上は，周りに人がいて，跳ねて，囃子があって，動いていくと
いう，これら全部を含めたもの，インスタレーションとしてとらえるのも重要です。さらに，既存の
芸術のジャンルでいえば，作家がやりたいことをやるという意味ではファインアートといわれるの
かもしれませんが，企業や歴史，題材といった，関わる色々な人の期待に応えるという意味ではデザ
インでもあり，同時に，歴史があり，人の手で作っていくという意味では工芸的な面もあります。囃
子方についても，音楽としてどのように分析できるかというのも興味深いと述べていました。そし
て，ねぶた文化の保存・発信に関する課題として，以下のようなものを挙げていました。ねぶた祭お
よびねぶた文化を保存し，発信したいという動きは色々な人が思っていることですが，一方でその
多くが解体されるもので，一年単位で作られて更新していくものという性質や，「祭り」と一体であ
るという特質が，相反する要素です。保存というのと，失われるものという，大きなギャップがあり
ます。どこまでがねぶたかという定義に関しても，人それぞれなのが現状であるため，それについて
より深く研究していくことによって，ねぶたの位置づけが変わっていくだろうと述べていました。
そして，ねぶた／ねぶた祭／ねぶた文化が，制作者や研究者，発信者だけの中でのみ語られるもので
はなく，もっと市民の人がどのように思っているのかということを知っていくべきであり，外の世
界との比較によって自分の文化を理解するということが大事であると結ばれていました。 
 根城颯介さん（京都大学工学部建築学科 1 年）には「ねぶたから派生した灯籠文化̶札幌北高校
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の行灯行列を例に̶」という演題で発表していただきました。「『行灯』や『ねぶた』というもののも
つ迫力や美しさ，そこに存在する物語は，見る人に感動を与え，さらに，私たち作る側にも達成感や
充実感をもたらす」と述べていました。北海道の高校生が行灯制作に魅力を感じ，これほど熱中して
作っているという事実があることに，ねぶたなど灯籠文化の持つ力は確かに存在すると感じます。
また，チームで一つの大きなものを作るという活動を通して，コミュニケーション能力をはじめ様々
な力が必要とされます。さらに，題材を決めるなかで歴史的なことについて色々と調べ，地域の魅力
やアイヌ文化といった，歴史的なものについての知識が広がります。このように，教育的観点からみ
ても得られるものは大きく，教育の場でこうしたある種のねぶた制作というものを取り入れること
で，若者のねぶたのへ興味関心の増大につながるのではないかと思っています。 

  
 本書の冒頭で申し上げたように，オンラインねぶたゼミはWeb 上で参加者を募りました。Twitter の
「ツートアクティビティ」によると，チラシをご覧いただいた方（画像をクリックされた方の人数）は7
月 4日時点で 832 人に上りました［注：ツイートアクティビティとは，どれだけの人がツイートを閲覧したのかなどの統計情
報を示す機能です］。大変ありがたいことに，1日目は約 30人，2日目は約 20人の方に参加していただきま
した［注：途中の入退室を自由としたため，正確な人数を把握できておらず “約” としています］。どのような方々が参加して
くださったのか，詳しくは把握していませんが，大学生の年代を中心とする若い年代の方々が多かった
印象です。さらに，それぞれが特に「ねぶたマニア」といった方々ではなく，とても幅広い所属の人に聞
きにきていただきました。これは，これまで多く行われてきたねぶたに関する講演会などの傾向とはま
ったく異なる特徴であります。 
 今回のねぶたゼミにおいて，発表者の多く，あるいは聴講いただいた方から寄せられた感想に共通し
ていたのは「〈知る〉ことの重要性」です。ねぶた界に限らず，「自分が “知らない” ということを “知る” 
こと」は非常に重要です。自分が所属するコミュニティー内に閉じこもってしまうのではなく，様々なコ
ミュニティーが相互につながりを作り，さらに全体として多方向的なネットワークを形成できるように
なることが，ねぶた祭およびねぶた文化の振興・発展の第一歩ではないでしょうか。 
歴史上，ねぶたの役割は intra-community（コミュニティー内）のつながりを形成するものでありまし
た。この役割は現在・未来においても変わらない，祭りの根底にあるものです。それが現在は，ねぶたは 
inter-community（コミュニティー間）のつながりを形成する手段（メディア）であるとねぶたゼミを通し
て実感しました。ねぶたというテーマを介して，他地域の方々と意見交換することができたと思います。
今後は，ねぶたが global につながりを形成するための媒体になっていくことを期待しています［注：intra-
（接頭辞）「…内の」「…の内部に」の意味を表します。inter-（接頭辞）「…の間」「相互に」の意味を表します。global（形）〈問題・状

況の見方が〉全体的な，広範囲の，包括的な］。地域・所属・流派関係なく交流，意見交換できる空間・意識を涵養
していく必要があるのではないでしょうか。今回のゼミを通して，近い将来それは可能になるという確
信に変わりました。 
僭越ながら，今後数十年間における私の個人的な目標を以下に記させていただきます。第一に，竹浪比
呂央先生の指導のもと，大型ねぶたや小型ねぶた等の制作を通じて，ねぶた制作に関する表現と技法を
習得し，ねぶた師（大型ねぶた制作者）になることを目指しています。第二に，幅広い視点からねぶたを
とらえ，津軽地方の灯籠文化の芸術的および文化的観点からの考察・振興・発展・伝承に貢献したいと考
えています。ねぶた／ねぷたという伝統文化を後世に残すために，青森県唯一の国立大学である弘前大
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学，行政を担う青森県・青森市・弘前市など，教育機関，市民，ねぶた／ねぷた祭関係者などが一丸とな
って，祭りが抱える諸問題に取り組める環境を醸成していきたいと思っています。その第一歩として，私
自身は「弘前大学」という場で，津軽地方の灯籠文化の保存・伝承に微力ながら貢献できれば幸いです。
大学卒業後も何らかの身分（医師／教員／研究者）で弘前大学にはお世話になることと思いますが，その
なかで，具体的な目標の一つとして以下のようなものがあります。祭り関係者だけではなく様々な所属
の人によるレクチャー／研究を通して，津軽地方の伝統文化をねぶた・ねぷたという切り口から学び／
研究ができるような科目／研究室を弘前大学のなかにつくることができればいいなぁと思っております。
その実現に何十年かかるかわかりませんが，今回のねぶたゼミはその足掛かりにしたいと思い，ねぶた
だけに焦点を絞り，ただ単に深掘りするのではなく，津軽地方の灯籠文化を様々な視点から広くとらえ
られるように色々なジャンルの方々に発表していただきました。 
改めて，発表してくださった方々や聞きにきてくださった方々，ありがとうございました。「ねぶた」
といえど，他ジャンル方のお話を聞き，自分の勉強不足さと未熟さを痛感しました。1年に 1回，あるい
は数年に 1 回といったペースで，今回のねぶたゼミのように，ねぶたと “何らかの” つながり（接点）
がある人がそれぞれの視点で意見交換をするのは，非常に有意義なのではないかと感じました。その時
は，またご協力いただけると幸甚です。今後も勉強を重ね，青森県が誇る伝統文化の保存・伝承に少しで
も貢献できるよう精進して参りますので，ご指導ご鞭撻のほど，よろしくお願い致します。 
 最後に，オンラインねぶたゼミの企画から運営まであらゆる作業を共同で進めてくれた，竹浪比呂央
ねぶた研究所のスタッフであり，私の友人である浅利匠くんには，心から感謝申し上げます。 
 

2020年 9月 秋風吹く日に 

津川 創 
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本書の内容に関するお問い合わせは，竹浪比呂央ねぶた研究所 津川創 宛にお願い致します。 

 

 竹浪比呂央ねぶた研究所 

〒 030-0803 青森県青森市安方2丁目 2-8 

電話／FAX 017-752-1616 

http://takenami-nebuken.com 

「ねぶた学研究会」について 

活動趣旨 

竹浪比呂央先生の指導のもと，大型ねぶたや小型ねぶた等の制作を通じて，ねぶた制作に関する

表現と技法を習得することを現在は主としています。さらに，青森ねぶた祭ないし造形芸術とし

てのねぶたを多角的な視点から考察し，次代のねぶたが目指すべき姿を模索しています。また，

青森ねぶたを中心に，津軽地方の燈籠文化に関する研究や創作活動などを行っております。 

主なメンバー 

津川 創   （竹浪比呂央ねぶた研究所 研究生／弘前大学医学部医学科 3年） 

浅利 匠   （竹浪比呂央ねぶた研究所 スタッフ／青森大学社会学部 4年） 

一戸 良太  （竹浪比呂央ねぶた研究所 スタッフ／弘前大学理工学部自然エネルギー学科 4年） 
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