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1．はじめに 

 

 本研究は、青森ねぶた祭に登場するねぶたの題

材の変遷について調査・研究したものである。 

青森ねぶた祭は青森県青森市において夏に行われ

る祭礼行事である。「ねぶた」とは針金の型に和紙

を貼り、墨・ロウ・顔料・染料などによって彩色を

施し、内側から光で照らす立体造形である。現在

は主に武者などを形作ることが多いが、柔軟な針

金を素材としているため、火や水などの複雑な造

形も可能である。大きさは高さ５メートル、幅９

メートル、奥行き７メートルという大きさで、世

界各地に燈籠型の祭りはあるが、類を見ない大き

さであることが特徴といえる。 

青森ねぶた祭の起源は定かではないが、農耕社

会において眠気や邪気を払い、豊作を祈願する目

的による「眠り流し」を原点とした、民俗的なもの

とする説が有力である。近世においては「七夕祭」

という名称で祭が行われ、現在のねぶたの原型と

みられる燈籠が確認できる。1 

1948（昭和 23）年からは「青森港祭り」の名称

で徐々に規模を拡大していった。その後、1958（昭

和 33）年からは現在の「青森ねぶた祭」の名称に

なり、今日に至る。現在の祭りは 8 月 2 日から６

日まで夜の合同運行が開催され、７日の最終日（ナ

ヌカビ）には昼の運行と、選出された数台のねぶ

たが台船に乗って海に繰り出す「海上運行」が催

される。1958（昭和３３）年の日専連全国大会（札

幌）において初めて県外へ遠征し、1963（昭和３

８）年の松竹歌舞伎団のハワイ公演の舞台装飾と

して初めて海外への遠征を果たした。こうして青

森ねぶた祭は、今や青森県の一大観光行事として

全国・世界にその名を知られる祭りとなった。2 

 青森ねぶた祭を構成する要素はいくつかあるが、

大きく分けるとねぶた本体・跳人（ハネト）・囃子

となる。ねぶた本体は冒頭の通りである。ハネト

とは模様の入った白地の浴衣に鮮やかな襷や帯を

締め、装飾のついた笠（花笠）をかぶった踊り子で

ある。囃子は主に太鼓・笛・手振り鉦で構成され、

祭りの直前から終了した後まで数種類の囃子を奏

でて祭を盛り上げる。本研究はそのうち、ねぶた

本体に焦点を絞ったものである。 

 ねぶたは、現在は２２台が祭りで運行されてい

るが、そのすべてが毎年新たに作り替えられる一

年限りのものである。青森ねぶた祭には賞制度が

あり、「ねぶた大賞」からなる総合賞と、制作者個

人・囃子・運行・跳人を審査する部門賞がある。受

賞したねぶたは最終日の海上運行が決定するほか、

現在では青森駅前にある観光施設ワラッセの展示

に組み込むための判断材料としても賞が用いられ

る。そのほか受賞ねぶたの面部分が翌年の公式ポ

スターになることも多いため、制作者にとっても、

運行を請け負う団体やスポンサーにとっても重要

である。 

ねぶたはその一つ一つが「ねぶた師」と呼ばれ

る職人によって制作される「一点もの」である。

「ねぶた師」とは、かつて町内会単位で祭りが行

われていた際にねぶたの制作を請け負っていた

人々に、その技術力に対して敬意を込めて称され

た呼び名である。現在でも１４人いるねぶた制作

者をそのように呼称する。ねぶた師は弟子やスタ

ッフとともに、制作責任者として題材の選定から

下絵の構想、完成までのすべての工程を行う。そ

して、全ての行程の大前提となる課程が、題材の

選定である。題材はそのねぶたの一貫したテーマ

となり、場合によっては前述の賞にも大きく関わ



ってくる重要な要素である。そのため、ねぶた師

はねぶた本体を制作する下絵描きに先行して題材

の選定を行う。この選定には大半のねぶた師が長

く時間をかけ、前年の祭時期までには題材を選定

してしまっていたり、長い年月をかけて構想する

ねぶた師もいる。それほどまでに題材はねぶたに

とって重要な要素である。3 

 

２．調査の目的 

 

 民俗学者柳田国男は、『日本の祭』4 において祭

りを「祭り」と「祭礼」の大きく二つに分類した。

「祭り」は、祭事を営む人と、それを司る神官のみ

によって営まれる宗教的行為。「祭礼」は「祭り」

に直接関わりのない見物人が加わったものを指す。

この定義に基づくと青森ねぶた祭は、祭りを営む

人々と見物人で構成された「祭礼」と考えること

ができる。「祭り」では、神社のご神体を載せた神

輿や、鉾などの「山車」が用いられる。多くの場

合、非常に細かな彫刻が施されていたり、煌びや

かな幕が掲げられていたりすることが多い。柳田

国男は本来神の御前において厳かに執り行われて

いた「祭り」が、見物人の発生によって「祭礼」に

移り変わり、本来の「祭り」と区別して「見られる

祭り（祭礼）」を主催者が意識するようになったと

している。また、神輿や鉾などの装飾的な道具は

近世の平和期以後の文化であるともしている。ね

ぶたの原型は江戸期に出現したとされており、昭

和初期のねぶたまでは本体の下に神輿や鉾のよう

な高欄がつけられていた。このことから、寺社な

どを起源としないねぶた祭ではあるが、ねぶた本

体の形態は神輿や鉾などの「山車」に大きく影響

されていたと考えられる。そこでねぶたと山車に

共通部分があることがわかる。しかし、山車とね

ぶたには祭の特性ゆえに少し異なる点がある。そ

れは山車ならばその装飾、ねぶたならばその本体

の題材である。山車は寺社にまつわるものを題材

にすることが多い。主にはその寺社の縁起に関わ

るものや、神話や仏教にまつわるものが多い。し

かし、ねぶたは寺社を背景にしないため、題材の

幅は極端に言えば無限になる。神話や仏教世界の

テーマのみならず、史実や文学、絵画などからも

題材を取り、郷土に着目した題材も数多く登場し

てきた。大阪天満宮で行われる天神祭において登

場するだんじりの装飾には、石川五右衛門などが

モチーフになるなどして多様化が認められるが、

その比ではないほどにねぶたが制作可能とする題

材の範囲は広い。この題材の多様性こそが山車と

は異なるねぶたの大きな特徴と言える。 

 

３．先行研究 

 

 このねぶたの題材については、代表的な先行研

究が２例ある。一つは江戸川大学の阿南透の「青

森ねぶた祭におけるねぶた題材の変遷」5と、もう

一つは「青森ねぶた全集」著者工藤友哉の「青森ね

ぶたの題材分類と変遷に関する一考察」6の二つの

論文である。阿南の論文では、６つの大分類とそ

れをさらに細かく分けた小分類によって題材を調

査し、それぞれの分類の統計や具体例を挙げてい

る。工藤の論文は阿南の分類法を元にしつつ「地

域分類」、「主題分類」、「題材分類」の３分類構成

とし、統計と考察を挙げている。だがどちらも題

材個々の分類と統計・考察までであり、新規の題

材がどの時期にどれくらい登場したかなどには触

れられていない。かつては同じ題材の集中使用に

よって題材のマンネリ化も起きていたが、現在は

新規の題材を用いると高い注目を集めたり、特に

斬新と認められれば審査に影響したりすることも

多い。よって、本研究においては、阿南・工藤の二

つの論文をベースに改めて題材分類を行った上で、

それらを既出題材と新規題材に分け、その考察を

行う。仮説としては、この二つの分類は増減の波

を作ると考えた。また、その波の規則性と特徴に

ついて掘り下げたいと考えた。 

 



４．研究方法 

 

 本研究は前述の通り、まず題材分類を行い、そ

れに基づいて既出題材と新規題材とにわけ、統計

化と考察を行う。戦後ねぶたのデータは『青森ね

ぶた誌』資料編・戦後大型ねぶた一覧（阿南透）7

を参考にした。題材分類に関しては阿南・工藤の

分類法をベースとし、まず「源平関係」「芝居」「伝

説・物語」「神話」「神仏」「日本の史実（人物・場

面）」「国外の史実」「中国文学」「郷土」「その他」

「不明」の１０個を大分類とし、そこからさらに

細かく分けた中分類と小分類で構成した。例とし

ては「源平」の大分類からは「巴御前」「宇治川」

「一ノ谷」などの中分類、そして「巴御前」の中分

類から「A 巴御前・畠山重忠」「B 巴御前・武蔵三

郎左衛門」「C 巴御前・御田八郎師重」と分かれる。

本研究の主眼は既出題材と新規題材の分類にあり、

ねぶたの中には同じ題名でありながら構成されて

いる人物が異なる場合がある。それにより場合に

よっては場面まで異なる場合があるため、小分類

は題材のみならず、ねぶたの構図やモチーフまで

を包括するものとなっている。なお、構図やモチ

ーフまで包括するにあたり、本研究が題材研究を

意図するものであることから、完全に厳密なもの

ではない。そのねぶたの題材において明らかに重

要な構成要素であるモチーフのみを取り上げ、そ

のほかの脇役的なモチーフはここでは含めていな

い。例えば水滸伝や三国志の題材において、豪傑

が暴れ回って敵をなぎ倒している構図の場合、モ

チーフとしては［豪傑＋倒された敵兵］となるが、

無名の敵である場合などは豪傑のみを分類の構成

要素とする。なお、本調査における用語の定義と

して、主題（テーマ）は大分類・中分類以上のカテ

ゴリーを指し、題材は小分類以下を指す意味とす

る。そのほかの意味での使用に関しても、基本的

には題材の出典となるものを主題（テーマ）とし、

実際にねぶた制作に適用される段階になったもの

を題材と呼称する。 

５．調査対象 

 

 調査対象としたのは 1946（昭和 19）年から 2019

（令和1）年までのおよそ1500台のねぶたである。

まず、1946 年から 1959 年までの 15 年間のねぶ

たを下調査として題材分類を行う。そしてそれ以

降の 1960 年から 2019 年までの 60 年間のねぶた

を、下調査を基準に新規題材と既出題材に分け、

また 60 年間の間で一度出た題材も 2 回目以降は

既出題材に分類する。戦前以降のねぶたも含める

とさらに結果が変わることも考えられるが、資料

不足であるため、今回は見送る。また、2020（令

和 2）年と 2021（令和 3）年の結果も含まないこ

とにする。理由は新型コロナウイルス感染症の蔓

延によって青森ねぶた祭が中止となったためであ

る。2020 年はねぶたそのものの制作すら行われな

かった。2021 年は祭自体が中止になったものの、

大型ねぶた 9 台が制作され、代替事業として「心

に灯せ ねぶた魂」が開催された。しかし、全 22

台がそろっていないため、これも本調査には含ま

ない。ねぶたの題材の選定にはねぶた師のみなら

ず、団体やスポンサーの意向も少なからず影響す

る。本調査の統計は割合によって求めてはいるが、

例年 22 台がそれぞれの団体やねぶた師の個性を

生かして表現しているのに対し、9 台では例年の

統計との差が少なからず生じ、不十分な調査にな

ると判断した。しかし、興味深い題材の選定が行

われていたため、後に分けて紹介する。 

 

6．調査結果 

 

１． 題材分類について 

 

 題材分類を行った結果、小分類は全部で 611 件

の分類に分けられた。その他の分類ができなかっ

たものはこれとは別で 13 件あった。この論考はあ

くまで新規題材の既出題材の変遷に注目したいた

め、ここで詳しく触れることは避ける。分類の定



義などに関しては本調査では曖昧な部分が多く、

控えたいというのも理由である。特に「源平関係」

「伝説・物語」「芝居」などの主題に関してはそれ

ぞれがお互いに不可分な部分が多かった。例えば、

通称「綱館」（若しくは「茨木」「茨木童子と渡辺

綱」など）の題材は、平安時代の武将渡辺綱が茨木

童子という鬼と戦う逸話であるが、そもそもは歌

舞伎がルーツである。そのため、鬼の面に隈取り

を施したねぶたの例も見られ、「芝居」に分類する

ことも可能だが、多くの制作者によって繰り返し

制作された題材のため、年代が下るにつれ鬼の隈

取りが消え、衣装のデザインなども歌舞伎調から

ねぶたオリジナルの表現になっていった。そのた

め、「伝説・物語」の範疇にも組み込むことができ

る上、渡辺綱が源氏の陪臣であるため、「源平関係」

の範疇に入れることも可能である。このような題

材に関しては、時代によって表現が変わり、取り

扱う主題の分類まで変化した例がいくつかあり、

ねぶたが古典の表現を吸収し、典型的な表現を溶

解させて独自の表現を確立したとも考えられる。

それは他の山車祭礼などでは恐らく見られないね

ぶたならではの現象なのではないかと思う。 

 

２．新規題材・既出題材の変遷 

 

 新規題材・既出題材の分類による統計の結果は

次項の表-1 に示す。 

 まず全体的に統計を見てみると、1960 年代から

1970 年代頃までは非常に大きな波状のグラフに

なっていることがわかる。本調査では戦後から

1959 年までの 15 年間を下調査とし、そこまでに

登場した題材から新規題材と既出題材を分けてい

る。15 年という期間は下調査としては少々短く、

また同じ題材が繰り返し制作されていた当時の背

景からしても波の振れ幅に関しては一概にそのま

ま受け入れられるものではない。しかしながら、

1960 年頃は後述する佐藤伝蔵や鹿内一生が本格

的に制作を開始する時期であり、また石谷進、山

内岩蔵、川村伯鳳（勝四郎：戦後すぐにも記録があ

るが、本格的な制作は国鉄の制作を開始した 1965

年からとみて良い）、千葉作龍（当時千葉伸二）、北

村隆・明（後北村隆と北村蓮明でそれぞれ独立）ら

若手制作者が多く登場した年代でもあり、実際鹿

内一生や山内岩蔵は新規題材でデビューしている。

増減の幅に一考の余地があるとしても、新規題材

と既出題材が年ごとに増減していたのは確かだと

考える。 

また大きく見ると、年代が下るにつれて増減の

幅が小さくなっている。1960～1970 年代は新規題

材が多く出た次の年は既出題材が多く出る傾向が

あったが、近年になって新規題材と既出題材の一

年あたりのバランスが一定になり、増減が少なく

なったと考えられる。1960～1970 年代は同じ題材

を繰り返して使用する例が多く、新規題材が出る

と翌年から 2～3 年以内に別の制作者が制作した

りしていた。例えば、1963（昭和 38）年佐藤伝蔵

の「南祖坊と八之太郎決戦の場」から2年後の1965

（昭和 39）年には川村勝四郎が「八ノ太郎と南祖

坊」を制作している。この場合後者は既出題材に

分類されるため、この点で増減の波が発生するこ

とになる。また、曽我ものや水滸伝などは当時特

に好まれて繰り返し制作されていた。新規題材が

増えた翌年に、新規題材への反動としてそれらの

なじみ深い題材が増加していたとも考えられる。

近年増減の幅が小さくなってきたのは、新規題材

を積極的に受容する傾向が強くなったためと考え

られる。後に賞との関わりにも触れるが、近年は

新規題材がねぶた大賞（賞制度の最高賞）を受賞

する例が多くなっている。また曽我ものや水滸伝

等の題材も完全に登場しなくなったわけではない

が、1960～1970 年代に比べると明らかに減少して

おり、同じ題材が何度も繰り返し制作されること

が少なくなった。新規題材が一定の量とリズムで

供給され、既出題材への需要が 1960～1970 年代

に比べると落ち着いてきたため、一年の間で新規

題材か既出題材の極端な増減がなくなり、増減の 



表-1 青森ねぶた祭の新規題材・既出題材の変遷（1960～2019） 

 

幅が小さくなってきたと考えられる。 

 

3．鹿内一生・佐藤伝蔵の関わり 

 

 1960～1980 年代のねぶた制作を強く牽引した

のが鹿内一生と佐藤伝蔵である。 

 佐藤伝蔵は通称「サドデン」と呼ばれ、北川金三

郎（初代ねぶた名人）や北川啓三（第 2 代ねぶた

名人）らにねぶたを学び、昭和 29 年の奥野「岩見

重太郎」から本格的に制作を開始した。昭和 43 年

に東青信用金庫「草薙の剣」（図-1）で初の田村磨

賞（ねぶた大賞の前身となる最高賞）を受賞して

から数度の最高賞を受賞したねぶた師である。優

れた制作者に青森ねぶた保存会や主催者から贈ら

れる、「ねぶた名人（第三代）」の称号を昭和 61 年

に認定された。8 

 鹿内一生は佐藤伝蔵に次ぐ第 4 代ねぶた名人で

ある。川村伯鳳（勝四郎）を師匠とし、戦後まもな

くからねぶたを作り始めた。昭和 40 年消防第三分

団に組「三国志呂布関羽奮闘の場」で田村磨賞を

受賞し、佐藤伝蔵同様数々のねぶたで最高賞を受

賞した。（図-2：昭和 45 年青森市職員互助会「項

羽の馬投げ」）9 

 この 2 人のねぶた師はその制作技術や後進の育

成などで高い評価を受けているが、非常に斬新な

題材を取り上げていたことでも知られている。特

に佐藤伝蔵は当時誰も聞いたことがないような題

材を取り上げて観客や他のねぶた師を驚かせてい

たようである。 

この点に関しては下絵が果たした役割も大きか

ったようである。ねぶた制作にあたって、設計図

としての役割を果たす下絵を初めて本格的に描き
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始めたのが佐藤伝蔵であると言われている。同時

代のねぶた師北川啓三のスケッチ等も残っている

が、彩色を施し、実際のイメージに近い絵を描き

始めたのは佐藤伝蔵が最初のようである。その理

由として、第 5 代名人千葉作龍の著書『名人が語

る ねぶたに賭けた半世紀』に次のように記述が

ある。 

 

「ねぶたの完成予想図でもある下絵が登場 

するのは四十年代初頭である。それ以前は 

下絵らしきものもなく、スポンサーに対し 

ては身振り手振りの説明だけで後は制作者 

に任せられていた。（中略）やがて四十二、 

三年頃になるとねぶたの小冊子が発行され 

るようになり、下絵が必要になったのであ 

る。」 

 

また、ねぶた師竹浪比呂央によると、「佐藤伝蔵

がその身振り手振りでスポンサーに構図を伝えた

際、スポンサーが一向に納得せず、下絵を描いた

ところスムーズに話が進むようになったため、下

絵を描くようになった」11 と説明している。昭和

40 年代以前のねぶたにおいて同じ題材が繰り返

し多くの制作者によって制作されていたのは、テ

ーマがよく知られた題材ならば身振り手振りをつ

けなくても伝わりやすいという理由があったよう

である。しかし、積極的に新規題材に取り組んだ

佐藤伝蔵はその限られた枠組みでは制作すること

ができず、下絵によってその枠組みを超えた。こ

れも青森ねぶた祭の題材の幅が広がった大きな理

由であると考えられる。 

 この 2 人のねぶた師に注目するにあたり、新規

題材が大きく 50％を超える 1971（昭和 46）年に

注目する。次項の表-2 はこの年の新規題材をまと

めたものである。この年登場した 8 台の新規題材

のうち佐藤伝蔵は 3 台、鹿内一生は 2 台のねぶた

が占めている。またそのいずれもが近年の青森ね

ぶた祭でも確認できる題材である。 

 佐藤伝蔵は他にも 1946（昭和 39）年・東青信用

金庫「強弓百合若大臣 別府兄弟を討つ」や 1974

（昭和 49）年・陸上自衛隊青森駐屯部隊「保輔と

袴垂」などで新規題材を取り上げ、1960 年以降制

作した 64 台のねぶたのうち、半数以上の 37 台が

新規題材であった。（新規題材 57％）これは当時の

他のねぶた師に比べても非常に多い割合である。 

 鹿内一生も 1968（昭和 43）年・青森青年経営協

議会「項羽の馬なげ」や、1976（昭和 51）年・青

森県庁ねぶた実行委員会「柳生石舟斎・喝」などで

新規題材を取り上げている。1960 年以降 53 台の

ねぶたを制作し、うち 16 台が新規題材であった。

（新規題材 30％）鹿内一生は新規で取り上げた題

材を自身で繰り返し制作したものも多かったため、

割合はそれほど高くないが、近年の青森ねぶた祭

でも制作される「金剛力士」や「項羽の馬投げ」な

どを制作したほか、仏教や禅の世界観をねぶたで

表現した点でねぶたのテーマを広げたと言うこと

ができる。 

このように佐藤伝蔵・鹿内一生は新規の題材を

取り上げることによってねぶたの一時代を牽引し

ていたと言うことができる。 

 

4．千葉作龍・北村隆の関わり 

 

 第 3 代名人佐藤伝蔵・第 4 代名人鹿内一生に注

目した上で、さらに 2 人のねぶた名人にも注目し

てみたい。 

 千葉作龍は平成 24 年に第 5 代ねぶた名人に認

定された。父である千葉作太郎からねぶた制作を

学び、父の急逝後 1967（昭和 42）年に青森ナショ

ナル店会「船弁慶」で初めて自身の名で制作し、

1973（昭和 48）年・青森青年会議所「十和田湖伝

説 南祖坊と八之太郎」（図-3）で田村麿賞を初受

賞。以後多くのねぶたで最高賞をはじめとする賞

に輝いた。 

 北村隆は同じく平成 24 年に第 6 代ねぶた名人

に認定された。第 2 代ねぶた名人である北川啓三



からねぶた制作を学び、1993（平成 5）年・ダック

シティ青森店「平景清」（図-4）で田村麿賞を初受

賞。以後、数度の連覇で最高賞を受賞するなど、輝

かしい成績のねぶた師である。 

 千葉作龍は芝居や神仏や、その他多くの分野で

新規題材を取り上げている。『平家物語』の「神輿

振」に題材を取った 1972（昭和 47）年・陸上自衛

隊青森駐屯部隊「平清盛と実祖坊」や、芥川龍之介

『地獄変』を題材にした 2010 年（平成 22 年）消

防第二分団ねぶた会・アサヒビール「地獄変」（図

-5）などは文学表現からねぶたへの転換を成功さ

せている。また神仏に関わる題材では、1997（平

成 9 年）青森ナショナルねぶた会「妙見尊星王」

や、芝居の分野では 1983（昭和 58）年・消防第二

分団・青森スバル自動車「悪七兵衛景清」などで新

規の題材を制作している。また、ねぶたの多くは

江戸時代中期頃までを表現の限界としているのに

対し、明治初年の会津戦争を題材にした 1997（平

成 9）年・消防第二分団・アサヒビール「会津・白

虎隊」（図-6）なども新規で制作している。そして

特に注目すべきは、平成 4 年からの発掘調査で

様々な新発見が見つかった三内丸山遺跡に発想を

得たねぶたである。1995（平成 7）年コマツ連合

ねぶた「三内丸山 縄文鼓動」（図-7）は縄文を初

めてテーマにしたねぶたで、縄文や弥生などの古

代文化を表現するねぶたの先駆けになった。1960

年から 2019 年までに 155 台のねぶたを制作し、

うち 81 台が新規題材であった。（新規題材 52％） 

 北村隆は千葉作龍同様幅広く様々な題材を手が

けてきたため、新規で取り上げた題材に関しても

非常に幅広い分野に分かれる。文学作品に題材を

取ったものでは、『竹取物語』から 1987（昭和 62）

年・青森市 PTA 連合会「かぐや姫の昇天」や、郷

土の題材では義経北行伝説より 1988（昭和 63）

年・青森市 PTA 連合会「義経の鬼退治」などの新

規題材がある。神話では 1999（平成 11）年・ダッ

クビブレ青森ビブレ「天孫降臨」、中国文学では『史

記』より 2009（平成 21）年・ヤマト運輸ねぶた実

行委員会「白梅」など幅広い分野に新しい題材を

求めている。そして、代表作の一つである 2003（平

成 15）年・JR ねぶた実行委員会「北前船」（図-8）

は江戸時代に運行されていた北前船の船頭を表現

した。従来の決まった場面を形にするねぶたに対

して、名もない船頭と荒れ狂う海の戦い、という

想像による部分が大きいねぶたであった。 

その作風の特長に関しては澤田繁親著『龍の夢 

ねぶたに賭けた男たち』11において「構図は斬新だ

が、題材はそれほど新鮮ではない」という指摘が

ある。今回の調査では 1960～2019 までに制作し

た 105 台（北村明（蓮明）との合作を含める）の

うち、新規題材は 57 台であり、割合は 54％とな

っている。しかし既に断ったとおり、本調査の分

類は構図まで加味したものになっており、中分類

以上のテーマの次元で考えると、北村隆のねぶた

のテーマは確かに既出のものが多い。しかしなが

ら、題材が既出であるから良くないねぶたという

認識は間違いである。この論文では特に新しい題

材を取り上げたねぶたに焦点を当てているが、そ

れは新規題材と既出題材の変遷の特に片側に注目

した結果であり、既出題材のねぶたを否定する意

図を持ったものでもなければ、新規の題材が必ず

しも良いという結果を示したいわけでもない。 

千葉作龍・北村隆の両名人は、現在までのねぶ

た師の中で最も長くねぶた制作に携わり、多くの

ねぶたを制作してきた。長く制作してきた分、後

に触れる時事問題との関わりによる影響も大きく、

また多く制作してきた分作風や思想の変化なども

あると思われる。多くの新規題材と、既出題材に

斬新なアレンジを加えたねぶたを多く作ってきた

点で、新規題材と既出題材の変遷に深く影響し、

統計からは読み取れない変化も与えてきたと考え

る。 

 

5．時事問題との関わり 

 

 青森ねぶた祭に登場するねぶたの題材は、他の



山車祭礼に比べても表現するモチーフやテーマが

幅広い分野に分類することができ、非常に特異で

あることは〈調査の目的〉の項で述べた。特にこの

時事問題との関わりが、他の山車祭礼の表現とね

ぶたを分けている理由の一つであると考える。 

青森ねぶた祭のねぶたで表現されるテーマは神

話や仏教などの宗教世界にとどまらない。神社仏

閣を背景にした祭礼で使用される山車や鉾の装飾

などに施されているテーマは、近年例外的なテー

マも現れているもの、概ねその祭礼の母体となっ

た神社仏閣に関わる宗教世界にまつわるテーマが

多い。それに対して宗教信仰を背景とせずに成立

し、今日の形になった青森ねぶた祭では、時事の

テーマに重ねた題材選びが行われることがある。 

まず 1972（昭和 47）年の日立連合・佐藤伝蔵作

「国引」（図-9）に注目する。このねぶたは同年 5

月 15 日に、沖縄の施政権がアメリカ合衆国より日

本に返還された出来事をバックテーマとしている。

「国引き」というのは『出雲国風土記』意宇部に記

述されている話で、ヤツカミズオミツノノミコト

が新羅の国の一部を引いてきて出雲の国土に加え

るという内容である。このねぶたにおいては国を

引くという行為が沖縄返還のメタファーになって

いる。佐藤伝蔵はこれより後のねぶたでも同様の

手法で時事問題のテーマに題材を重ね合わせるね

ぶたを制作した。青森ねぶた祭においては、これ

以前や戦時中に作られたねぶたにも時事的なテー

マに重ね合わせているとみられるものもあるが、

明確に時事問題に題材を合わせたのはこのねぶた

が恐らく最初とみて良いと考える。このねぶたは

同年の最高賞を受賞し、青森県立郷土館において

面の部分が現在も保存されている。 

 次に注目したのは、青森県内で三内丸山遺跡な

どの古代遺跡群が発掘されたことによる題材への

影響である。最初に古代文化の題材に触れたのは

第 5 代ねぶた名人千葉作龍である。その題材を取

り上げる上で課題もあったようである。著書『名

人が語る ねぶたに賭けた半世紀』12では、三内丸

山遺跡から出土した人骨に矢傷などの争った形跡

がなかったことが問題であったという。争いの場

面などを中心に迫力ある場面を描くねぶたにおい

て、争いの場面を制作できないのは迫力に欠ける

のだという。そこで千葉は、縄文人の狩りの場面

を制作するアイディアでこの問題を克服した。後

に多くの制作者によって古代文化がテーマにされ

るが、多くはこの狩りや当時の呪術的な祭をテー

マにしたものであった。狩りをテーマにしたねぶ

たの例としては 1999（平成 11）年・JR ねぶた実

行委員会・北村隆「縄文 三内丸山」（図-10）もあ

る。古代文化のテーマは千葉作龍によってそれま

で数度制作されたが、ねぶたには珍しい大きな熊

や、降りかかってくるような水しぶきが高い評価

を得た作品である。他には 2001（平成 13）年・青

森菱友会・竹浪比呂央「亀ヶ岡幻想」がある。これ

は三内丸山遺跡ではなく青森県つがる市で発見さ

れた亀ヶ岡遺跡をテーマに取ったものである。ま

た現在は史実から否定された伝説であるが、1970

年代に発見された『東日流外三郡誌』という東北

の土着神についての文書から、東日流荒覇吐王国

という東北における古代文明の存在が提唱された。

それに題材を取ったねぶたを千葉作龍と同じくね

ぶた師内山龍星が 2000（平成 12）年に制作した。

内山は青森県板金工業組合「東日流誕生・荒覇吐

王国」（図-）、千葉は消防第二分団・アサヒビール

「東日流荒覇吐王 安日彦・長髄彦」を制作した。

どちらも、縄文や弥生だけではない東北の古代文

化の可能性をねぶたで示した新鮮な題材である。 

また郷土の題材に関しては、1998（平成 10）年に

青森市が市制施行 100 周年を迎えた際、青森港開

港に尽力した津軽藩士森山弥七郎をテーマにする

作品が３台登場した。同題で制作したのは青森自

衛隊ねぶた・青森菱友会・日立連合ねぶた委員会

の３団体である。複数の団体で同じ題材が取り上

げられるのはそれほど珍しいことではないが、市

制施行 100 周年という節目に重ねた題材が 3 団体

で重複するのは極めて珍しいことであろう。 



 次に注目したのは東日本大震災が発生した年以

降の題材への影響である。東日本大震災は 2011 年

3月 11日に東日本太平洋沖で発生した大地震であ

る。地震のみならず、巨大な津波が東北太平洋側

沿岸を襲ったことにより多くの方々が犠牲となっ

た上、福島第一原発などの二次災害によって戦後

最悪とまで言われた災害である。この年の青森ね

ぶた祭は被災地への配慮から開催が危ぶまれ、開

催はしたもの、多くの団体が犠牲者の冥福を祈る

テーマや、復興を祈念するテーマを取り上げた。

2011（平成 23）年・サンロード青森・千葉作龍「四

神降臨「白虎と青龍」」（図-11）は森羅万象を司り

東西南北を鎮護する中国の古代思想を元にしてい

る。解説の最後には「未曾有の大震災にみまわれ

た日本、今、この困難を克服すべく四神の降臨を

拝し、森羅万象の平穏を切に願いたい。」 と締め

くくっている。大震災の発生は 3 月であり、ねぶ

たの制作工程の上では既に題材が決定されている

時期である。そのため、2011 年には直接的に震災

からの復興や犠牲者の冥福への祈念を意識したね

ぶたは少なかった。千葉のこのねぶたも「期せず

して自然界に対す畏敬のねぶたになった」12 とい

う。また、青森自衛隊ねぶた協賛会・有賀義弘「不

動と孔雀王」（図-12）は衆生を救済すると言われ

ている仏教の仏をモチーフにすることで、被災者

への慰霊と復興への祈りを重ねている。 

 翌年以降は直接的に復興や犠牲への祈りを意識

する作品が多くなった。2012 年（平成 24 年）・Ｊ

Ｒねぶた実行プロジェクト・竹浪比呂央「東北の

雄 阿弖流為」（図-13）もその一つである。古代東

北を守った蝦夷の族長阿弖流為と、仏教における

北の守護神毘沙門天をモチーフとしており、東北

の鎮護と復興を祈念したねぶたである。また同じ

く竹浪比呂央の青森菱友会「羅漢」では、仏教最高

の修行者を描き、天変地異を鎮める姿に東北復興

への願いを仮託している。 

 このように青森ねぶた祭では東日本大震災や災

害・人災・社会問題などのテーマに題材を重ね合

わせることが近年多くなってきた。一方で青森ね

ぶた祭は一定の観光収益を得るイベントとしての

側面もあるため、このような世相を捉えた題材選

びには慎重さも求められる。しかし注意したいの

は、最終的に題材を選ぶのはねぶた師であるため、

選定された題材にはねぶた師の作家性とともに純

粋な祈りの思いがあることも肯定しなければなら

ない。今や日本最大の観光イベントに成長した青

森ねぶた祭であるが、題材に強いテーマ性も付け

加わった今、本来の「祭り」としての精神性も考え

る必要がある。 

 

6．賞との関わり 

 

 次に、青森ねぶた祭の賞制度の範疇で題材の傾

向を考察したい。青森ねぶた祭では昭和 37 年より

賞制度が設置され、最高賞が田村磨賞（平成 7 年

「ねぶた大賞」に改称）からなる総合賞と制作技

術・囃子・運行などを審査する部門賞が、選ばれた

各団体・制作者に毎年授与されている。次項に示

す表-2 は過去の最高賞受賞ねぶたの題材傾向を示

したものである。 

表からもわかるとおり、当初は既出題材の受賞

傾向が強かったが、近年はほとんど新規題材が受

賞する結果となっている。 

その前の段階として 1980（昭和 55）年から 1986

（昭和 61）年頃まで新規題材が集中した期間があ

る。ちょうど第 3 代ねぶた名人佐藤伝蔵の 4 年連

続連覇に重なる期間であり、実際その期間の 7 台

のうち、4 台が佐藤伝蔵の作である。また佐藤伝蔵

が急逝した 1986（昭和 61）年の最高賞はサンロー

ド青森・千葉作龍・「車引」（図-14）である。歌舞

伎『菅原伝授手習鑑』の車引の場面のねぶただが、

過去のねぶた祭で同じテーマで数台登場している。

しかしそれらは車引の場面に登場する松王丸・梅

王丸・桜丸 3 人がすべて正面に表現されたねぶた

であった。それに対し千葉のねぶたは松王丸と梅

王丸のみが正面に表現されている。歌舞伎の様式



 

年度 団体 制作者 題名 題材 既出or新規

1962（S37） 日本通運青森支店 北川啓三 村上義光　吉野の関所 B村上義光・錦旗奪還 新規

1963（S38） 東北電力青森支店 北川啓三 巌流島の決斗 A宮本武蔵・佐々木小次郎 既出

1964（S39） 該当なし

1965（S40） 消防第三分団に組 鹿内一生 三国志　呂布関羽奮闘の場 A関羽・呂布 新規

1966（S41） 青森いすゞ自動車 北川啓三 勧進帳 A弁慶・富樫左衛門 既出

1967（S42） 国鉄 川村勝四郎 国引 A国引 既出

1968（S43） 東青信用金庫 佐藤伝蔵 草薙の剣 E草薙の剣 既出

1969（S44） 青森青年経営協議会 鹿内一生 三国志 A三国志（場面不明） 既出

1970（S45） 青森市役所職員互助会 鹿内一生 項羽の馬投げ A項羽・馬投げ 既出

1971（S46） 青森市職員互助会 鹿内一生 金剛力士 A金剛力士 新規

1972（S47） 日立連合 佐藤伝蔵 国引 A国引 既出

1973（S48） 青森青年会議所 千葉伸二 十和田湖伝説　南祖坊と八之太郎 A八之太郎と南祖坊 既出

1974（S49） 日立連合 佐藤伝蔵 風神雷神 E風神・雷神 既出

1975（S50） 青森青年会議所 千葉伸二 暫 A鎌倉権五郎時政 新規

1976（S51） 亀屋みなみ流通グループ 千葉伸二 勧進帳 A弁慶・富樫左衛門 既出

1977（S52） 青森木材青壮年会 石谷進 草薙剣 E草薙の剣 既出

1978（S53） 青森市職員互助会 穐元無生 素戔嗚尊大蛇退治 A素戔嗚尊・八岐大蛇 既出

1979（S54） に組消防・東芝連合 鹿内一生 羅生門 A（羅生門）渡辺綱・鬼 既出

1980（S55） 日立連合ねぶた実行委員会 佐藤伝蔵 前田犬千代出世の武勲 A前田利家・桶狭間 新規

1981（S56） 青森青年経営者協議会 鹿内一生 屋島の合戦 A弓流し 新規

1982（S57） 日本通運青森支店ねぶた実行委員会 佐藤伝蔵 八幡太郎義家と荒法師 Ａ八幡太郎義家・荒法師 新規

1983（S58） 日立連合ねぶた実行委員会 佐藤伝蔵 八之太郎と南祖坊 A八之太郎と南祖坊 既出

1984（S59） 日本通運青森支店ねぶた実行委員会 佐藤伝蔵 長尾新六定景と公暁 A長尾新六定景・公暁 新規

1985（S60） 日立連合ねぶた実行委員会 佐藤伝蔵 三浦次郎義澄　頼朝守護の功名 A三浦次郎義澄・長狭六郎常伴新規

1986（S61） サンロード青森 千葉作龍 車引 B松王丸・梅王丸 新規

1987（S62） サンロード青森 千葉作龍 大石内蔵助誉の討ち入り C討入り 既出

1988（S63） 県庁ねぶた実行委員会 鹿内一生 勧善懲悪　不動と龍 B弘法大師様（通例） 既出

1989（H1） に組・東芝 白鳥芳生 項羽の馬投げ A項羽・馬投げ 既出

1990（H2） 東北電力ねぶた愛好会 穐元和生 風雲児信長 A織田信長 既出

1991（H3） ヤマト運輸 穐元鴻生 雷神 A雷神 既出

1992（H4） サンロード青森 千葉作龍 北天鬼神　安倍貞任 A安倍貞任 新規

1993（H5） ダックシティ青森店 北村隆 平景清 A平景清 既出

1994（H6） 青森大学 北村隆 宇治川の先陣争い B佐々木高綱・梶原景季 既出

1995（H7） コマツ連合ねぶた 千葉作龍 三内丸山・縄文鼓動 A縄文人・狩猟 新規

1996（H8） 青森大学 北村隆 張順　水門を破る C張順・水門破り 既出

1997（H9） コマツ連合ねぶた 千葉作龍 縄文鼓動「北のまほろば」 B縄文人・六本柱建設 新規

1998（H10） 青森大学 北村隆 朝比奈三郎・城門を破る A朝比奈三郎・城門破り 既出

1999（H11） JRねぶた実行委員会 北村隆 縄文　三内丸山 A縄文人・狩猟 既出

2000（H12） 青森菱友会 竹浪魁龍 今別の伝説より　大泊の鬼 A義経・鬼 既出

2001（H13） JRねぶた実行委員会 北村隆 諸葛亮孔明と南蛮王 A孔明・木鹿大王 新規

2002（H14） JRねぶた実行委員会 北村隆 陰陽師 B安倍晴明・蘆屋道満 新規

2003（H15） JRねぶた実行委員会 北村隆 北前船 A船頭・海神 新規

2004（H16） JRねぶた実行委員会 竹浪比呂央 孫悟空　閻魔庁を騒がす F孫悟空・閻魔大王 新規

2005（H17） 青森菱友会 竹浪比呂央 小川原湖伝説　道忠幻生 A道忠・勝世姫 新規

2006（H18） 青森山田学園 北村隆 日天　水天 P日天・水天 新規

2007（H19） 青森山田学園 北村隆 聖人　聖徳太子 B聖徳太子・物部氏・千手観音新規

2008（H20） 青森山田学園 北村隆 忠臣　児島高徳と笵蠡 B児島高徳・笵蠡 新規

2009（H21） 日立連合ねぶた委員会 北村蓮明 水滸伝　樊瑞、公孫勝に挑む N樊瑞・公孫勝 新規

2010（H22） ヤマト運輸ねぶた実行委員会 北村隆 海幸彦　山幸彦 A海幸・山幸 既出

2011（H23） サンロード青森 千葉作龍 四神降臨「白虎と青龍」 W四神聖獸 新規

2012（H24） サンロード青森 千葉作龍 奥州平泉の栄華　阿弖流為と清衡 B阿弖流為・清衡 新規

2013（H25） 日立連合ねぶた委員会 北村蓮明 于吉仙人、小覇王を倒す A于吉仙人・孫策 既出

2014（H26） サンロード青森 千葉作龍 戦国武士華「前田慶次」 A前田慶次 新規

2015（H27） 日立連合ねぶた委員会 北村蓮明 三井寺合戦　仁田四天王大暴れ B新田四天王（前２人） 新規

2016（H28） JRねぶた実行プロジェクト 竹浪比呂央 蝦夷ヶ島夷酋と九郎義経 D義経・夷酋 新規

2017（H29） あおもり市民ねぶた実行委員会 北村麻子 紅葉狩 A平維茂・鬼女 既出

2018（H30） 青森菱友会 竹浪比呂央 岩木川　龍王と武田定清 A武田定清・龍王 新規

2019（R1） 青森菱友会 竹浪比呂央 紀朝雄の一首　千方を誅す A紀朝雄・千方・四鬼（前2）新規

表-2 最高賞の題材分類 



美を重んじれば 3 人表現のねぶたになるのだが、

千葉のねぶたは歌舞伎の様式美を、ねぶたの迫力

を求める表現に落とし込んだ作品である。 

 1995（平成 7）年に、前述した初の古代文化を

テーマとしたねぶたが最高賞を受賞してからは、

同様の古代文化をテーマにしたねぶたが高い評価

を受けることが多かった。また当時評価が高まっ

ていた、竹浪比呂央（当時：魁龍）による青森菱友

会での県内に取材した題材のねぶたが、2000（平

成 12）年・青森菱友会「今別の伝説より 大泊の

鬼」で初の最高賞を受賞してからは、2005（平成

17）年にも同じく青森菱友会（竹浪比呂央）「小川

原湖伝説 道忠幻生」（図-15）で受賞し、郷土の題

材への評価も高まったと思われる。その後 2018

（平成 30）年にも青森菱友会・竹浪比呂央「岩木

川 龍王と武田定清」が県内の題材で最高賞を獲

得している。 

 また 2006（平成 18）年から 2015（平成 27）年

までは北村隆・千葉作龍・北村蓮明のみが最高賞

を数度ずつ獲得しているが新規題材の割合が非常

に高い。それに対して平成 24 年にデビューしたね

ぶた師北村麻子は 2017（平成 29）年・あおもり市

民ねぶた実行委員会「紅葉狩」（図-16）で最高賞を

獲得している。鮮烈な紅葉と鬼女のおどろおどろ

しさが鋭く表現されたねぶたであり、新規題材が

多く最高賞を受賞する中で、既出題材の可能性も

見直させるねぶただった。 

 既に述べたとおり新規題材が必ずしも良いねぶ

たの定義に当てはまるわけでもなければ、既出題

材のねぶたが古い型の使い回しという訳ではない。

新規題材は青森ねぶた祭の題材の分野にほどよく

刺激を与え、既出題材は過去の同題をベースに、

より斬新な表現に挑むものである。表の結果では

近年新規題材の受賞が著しいが、ねぶたの表現が

発展していくためには既出題材の探求も不可欠で

ある。受賞したねぶただけでなく、既出の題材に

アレンジを加えたねぶたの表現にも注目する必要

がある。 

 

7．初出陣団体の題材傾向 

 

 青森ねぶた祭では長い歴史の中で何度も参加団

体が変遷している。その中での題材の傾向も調べ

た。次項表-3 でその傾向を示す。 

 記録では戦後、22 台の団体が新規で参加してい

る。13（うちマルハ佞武多会は 1964 年に復活の形

で新規参加）前項の賞制度での調査では新規題材

がほとんどであったのに対して、団体の初出陣で

は逆の結果になった。22 台中新規題材で初参加し

たのはわずか 5 台である。（新規題材の割合：22％）

だが、注意しなければならないのは新規の団体が

参入している時期である。1960～1990 年頃までは

15 団体が参入しており、平均およそ２年に 1 台は

新規の団体が参加していた。しかし 1990 年に青森

菱友会が参加してからは 2002 年まで新規の参加

団体がなくなっている。また 2003 年から 2019 年

の間も新規参入はない。当時や現在の日本の経済

状況などが理由であろうが、決して無視できる期

間ではない。その期間には郷土の題材や特に古代

文化の題材が注目されていた頃である。ここでの

仮想論は避けたいが、この空白の期間に参入する

団体があれば、また異なる結果になったかもしれ

ない。 

 初出陣の団体が既出主題を選ぶ傾向にあるのは、

制作者の選定による理由が大きいと思われる。表- 

の結果を見てみると、初出陣の年の制作者が当時

のベテラン制作者である場合が多い。例えば、JR

（当時国鉄）は 1964（昭和 39）年に「富士の誉 

曽我五郎と御所五郎丸」（既出題材）で初めて参加

している。制作者は当時それまで 33 台のねぶたを

制作し、数々の賞も受賞していた第 2 代名人・北

川啓三である。しかし、翌年からは川村勝四郎（伯

鳳）が制作を替わっている。現在のマルハニチロ

佞武多会も最初の 3 年は初代名人・北川金三郎と

北川啓三が制作を担当している。1969（昭和 44）

年からは、この団体を以後 20 年にわたって制作す



表-3 初出陣団体の題材傾向 

 

る石谷進に替わっている。このように初参加から

数年はベテランもしくは中堅のねぶた師に制作を

頼んでいる団体が多い。ここには青森ねぶた祭に

参入する上で確実なクオリティのねぶたを制作で

きるねぶた師に頼みたいという団体の心理がある

と思われる。そして特に新規の参入が多かったの

は 1980 年代までである。その頃は戦後からねぶた

制作をしていた北川啓三が新規の団体をしばしば

請け負っていたり、ねぶたにおける古典的な題材

（例えば「曽我五郎と御所五郎丸」や「戻橋」な

ど）を好んで制作していた石谷進や山内岩蔵など

も新規団体を請け負うことが多かった。高いクオ

リティのねぶたによる初参加をしたいという団体

の意向と、そこで選定されたねぶた師の題材を選

ぶ傾向が、初出陣団体の題材傾向に影響している

と思われる。 

 また、『青森ねぶた誌』の第五章青森ねぶたの現

代 14において執筆者阿南透は、「ねぶたが従業員や

家族の慰安の手段であり、メンバーの親睦を深め

る格好の機会であった」という点を、当時の新聞

などの記録を参照しながら示している。青森ねぶ

たに新規で参入した企業などの中には、全国規模

の大企業もあるが、実際には青森市内の支店が中

心になって団体を結成している。そのため、地元

の大学や企業などと変わらず、あくまで地域に根

ざした祭りへの参加を企図していたと思われる。

そして、地元の人々による団体でねぶたに参加す

る際、初年は斬新な題材ではなく、馴染みのある

題材で参加したいという心理もあったのではない

かと考える。 

 

8．ねぶた師のデビュー年の題材傾向 

 

 次にねぶた師がデビューする年の題材を選ぶ傾

向を調べた。次項の表-4 にその結果を示す。 

 調査しているねぶた師は初制作年が明確にわか

っているねぶた師や、本研究の調査対象である

1960 年以降に活躍したねぶた師から選んでいる。

年度 団体 制作者 題名　 分類 既出or新規

1951（S26）に組 稲田千代吉 曽我五郎と御所の五郎丸 曽我A（曽我五郎と御所五郎丸） 既出

1952（S27）消防第二分団 柴田吉五郎 勧進帳 勧進帳A 既出

1947（S22）日本通運 稲田千代吉 曽我の五郎と御所の五郎丸 曽我A（曽我五郎と御所五郎丸） 既出

1950（S25）NTTグループ 北川啓三 武田信玄　上杉謙信　川中島之合戦 川中島A（武田信玄と上杉謙信） 既出

東北電力 川村伯鳳 壇ノ浦合戦 壇ノ浦A（八艘飛び） 新規

1958（S33）青森市役所 北川金三郎 桜と児島高徳 児島高徳A（単体） 新規

1960（S35）青森自衛隊 織田竹容 日蓮上人 A日蓮上人 新規

1961（S36）県庁 北川啓三 坂上田村麻呂蝦夷征伐 B坂上田村麻呂・蝦夷征伐 既出

青森ナショナル 秋田覚四郎 仁田四郎富士の巻狩 F曽我十郎・仁田四郎 新規

1964（S39） JR 北川啓三 富士の誉　曽我五郎と御所五郎丸 A曽我五郎・御所五郎丸 既出

マルハ（復活） 石谷進 玉藻之前 A玉藻の前・陰陽師 新規

1965（S40）日立連合 佐藤伝蔵 羅生門　渡辺綱と茨木童子 A羅生門（渡辺綱・鬼） 既出

1968（S43）青森青年会議所 石谷進 戻橋 A戻橋（渡辺綱・鬼女） 既出

青森板金工業組合 石谷進 曽我の五郎と御所の五郎丸 A曽我五郎・御所五郎丸 既出

1971（S46）+B16:E20青森大学 山内岩蔵 連獅子 A連獅子 既出

1974（S49）私たちのねぶた 秋田弘 紅葉狩　 A平維茂・鬼女 既出

1977（S52）サンロード青森 山内岩蔵 文覚と不動明王 B文覚・不動明王 既出

1979（S54）ねぶた愛好会 石谷進 鍾馗 A鍾馗・鬼 既出

1981（S56）青森市PTA連合会 北川啓三 坂上田村麻呂と和 B坂上田村麻呂・蝦夷征伐 既出

1985（S60）ヤマト運輸 穐元鴻生 波切不動 A波切不動 既出

1990(H２) 青森菱友会 竹浪博夫 幕上げ五郎 A曽我五郎・御所五郎丸 既出

2002（H14）市民ねぶた 白鳥芳生 仁王 A金剛力士 既出



表-4 ねぶた師デビュー年の題材傾向 

 

結果としては対象とした 41 人のねぶた師のうち、

既出題材でデビューしたねぶた師は 22 人、新規題

材でデビューしたねぶた師は 19 人という結果と

なった。かなり僅差の結果となったが、もう一つ

注目すべきは新規題材と既出題材がほとんど偏り

なく分布していることである。すなわち、ねぶた

師がデビューする際の題材が既出か新規かは、少

なくとも年代による影響はほとんどないことがわ

かる。初年に制作したねぶたの題材傾向が、その

ままそのねぶた師の題材選びの傾向に直結するわ

けではない。どちらの題材を選ぶ場合も、師匠が

得意であった題材の選び方や制作法が大きく影響

していたり、そのねぶた師本人にとって印象に残

っていたり、特に好んでいた題材が取り上げられ

年度 団体 制作者 題名 分類 既出or新規

1954（S29） 小倉魚店 佐藤伝蔵 岩見重太郎狒々退治 岩見重太郎B（狒々） 既出

1960（S35） 荒川横笛クラブ 鹿内一生 怪猫　佐賀の夜桜 A佐賀の夜桜 新規

1961（S36） 青森市役所議員組合 堀内北民 仁田四郎と曽我十郎丸 F曽我十郎・仁田四郎 新規

1962（S37） 陸上自衛隊青森駐とん部隊 佐藤直市 加藤清正の虎退治 B加藤清正・虎 既出

1963（S38） 小田工務店 小田正一 源三位頼政と猪早太ぬえ退治 C源頼政・猪早太・鵺 既出

1964（S39） 丸水魚市場 石谷進 玉藻之前 A玉藻の前・陰陽師 新規

1965（S40） 東青農協協同組合 山内岩蔵 土蜘蛛 A源頼光・土蜘蛛 既出

永沢興業 細川長三郎 宮本武蔵と阿厳法師宝蔵院流の決斗A宮本武蔵・阿厳法師 新規

1966（S41） 青森青年会議所 北村隆・明 曽我五郎小林朝比奈草摺引 A曽我五郎・朝比奈三郎 既出

1967（S42） 青森ナショナル店会 千葉伸二 船弁慶 A弁慶・平知盛 既出

1970(S45) 消防第三分団（に組） 一戸泰英 風神雷神 E風神・雷神 新規

1972（S47） に組若者一同 穐本清有 平将門 A平将門 新規

1973（S48） 青森県板金組合・三晃金属工業
川村甚一・若佐

谷七五三穂
鬼若丸の鯉退治 A鬼若丸 既出

1974（S49） 私たちのねぶた自主制作実行委員会 秋田弘 紅葉狩　 A平維茂・鬼女 既出

1976（S51） 私たちのねぶた自主制作実行委員会 秋田弘・福地誠朗曽我五郎と御所五郎丸 A曽我五郎・御所五郎丸 既出

1977（S52） 盛岡鉄道管理局 森次男 大国主と少彦名、国経営 B大国主・少彦名 新規

自衛隊ねぶた運行協賛会 工藤寛 佐野源左衛門、鎌倉一番乗り A佐野源左衛門 新規

1979（S54） 自衛隊ねぶた実行委員会 田中巌 俵藤太のむかで退治 A藤原秀郷・百足 既出

1982（S57） に組消防・東芝 白鳥芳生 布引の滝 B悪源太義平・平清盛 新規

1983（S58） 国鉄青森 鹿内春峰 茨木 A（綱館）茨木童子・渡辺綱 新規

1984（S59） 私たちのねぶた自主制作実行委員会 柳谷優浩 国引 A国引 既出

1985（S60） 国鉄青森 穐元和生 雷神 A雷神 新規

1986（S61） 自衛隊ねぶた実行委員会 木村富美男 賤ヶ岳の奮戦　加藤清正 A加藤清正・山路将監 既出

1987（S62） 青森青年会議所 内山卓也 浪裏白跳張順 C張順・水門破り 既出

NTTグループねぶた 福井祥司 蒲生氏郷　巌石城合戦の勇名 A蒲生氏郷・巌石城の戦い 新規

日本通運青森支店ねぶた実行委員会 黒旋風李逵　刑場破り D黒旋風李逵・刑場破り 新規

日立連合ねぶた実行委員会 季広の一念岩をも通す C季広 新規

1989（H1） 青森大学 竹浪博夫 青春 A公時 既出

1991（H3） 青森PTA連合会 渋谷昭雄 跳べ牛若丸 A牛若丸・弁慶（五条大橋） 既出

2002（H14） に組・東芝 村元芳遠 朝比奈三郎地獄の屈服 A朝比奈三郎・閻魔大王・鬼 新規

2005（H17） ヤマト運輸ねぶた実行委員会 大白我鴻 「悪源太義平」雷神と化す A悪源太義平・難波常房 既出

青森自衛隊ねぶた協賛会 有賀義弘 平貞盛　天誅の一矢 A平将門・平貞盛 既出

2007（H19） あおもり市民ねぶた実行委員会 京野和鴻 喝　執金剛神 A執金剛神 既出

ねぶた愛好会 諏訪慎 象引 B山下源内左衛門・蘇我入鹿 新規

2009（H21） あおもり市民ねぶた実行委員会 外崎白鴻 地蔵菩薩　閻魔王「嘆願」 S閻魔大王・地蔵菩薩 既出

2011（H23） NTTグループねぶた 北村春一 正義の神　阿修羅の怒り Ｉ阿修羅・帝釈天 既出

私たちのねぶた自主制作実行委員会
相馬寿朗と私た

ち一同
太公望と周の文王 A太公望・周文王

新規

2012（H24） あおもり市民ねぶた実行委員会 北村麻子 琢鹿の戦い A黄帝・蚩尤 新規

2013（H25） 公益社団法人　青森青年会議所 立田龍宝 倭し美わし A日本武尊 既出

2014（H26） マルハニチロ佞武多会 手塚茂樹 雷神 B雷神・雷獣 新規

2017（H29） 日本通運青森支店ねぶた実行委員会 林広海 斉天大聖孫悟空 G孫悟空・金角大王・銀閣大王 新規



ていただろうと思われる。以下いくつかの例を示

す。 

 まずは 1970(昭和 45)年に消防第三分団（に組）

「風神雷神」（図-17）でデビューした一戸泰英で

ある。一戸は川村伯鳳（勝四郎）を起源とする、鹿

内一生による流派に属していた。流派の祖である

川村伯鳳は 1967（昭和 42）年・国鉄「国引」に代

表されるように誇張された筋骨の肉体表現を得意

としていた。師匠である鹿内一生も 1969（昭和 44）

年・に組消防若者一同「龍王と金剛力士」のように

デフォルメされた筋骨の表現を受け継いでいた。

一戸のデビュー作もそれらと同様に肉体を大胆に

表現した上裸のねぶたである。しかし師匠たちと

異なるのはその題材であった。現在までに「風神

雷神」は大型ねぶたや地域の小型ねぶたなどでも

良く見ることができる題材である。一戸は師匠た

ちの筋骨表現を受け継ぎつつ、新しい題材でデビ

ューに臨んだ才知に富んだねぶた師あったと言え

る。 

 さらに注目したいのは 1987（昭和 62）年にデビ

ューした福井祥司である。福井祥司は第３代名人・

佐藤伝蔵の弟子であったのだが、この前年に佐藤

伝蔵が急逝したため、急遽それまで佐藤伝蔵が請

け負っていたすべての団体を引き継いだ。デビュ

ーした年に 2 台以上制作したねぶた師は記録上福

井以外にはいない。相当な重圧があったはずなの

だが、福井はすべてのねぶたで新規題材を取り上

げた。その分野も、史実・中国文学（『水滸伝』・『史

記』）と多様に構成されており、題材だけに注目し

ても師匠である佐藤伝蔵からの確実な継承を伺わ

せている。 

 また 2014（平成 26）年にデビューした手塚茂樹

のデビュー作、マルハニチロ佞武多会「雷神」（図

-18）も、雷神を表現したねぶたは多く制作されて

きたが、それまでにはなかった雷獣を構成した点

で新規題材に分類した。本来既出題材となるとこ

ろを、それまでにはなかったアイディアで再構成

したねぶたである。 

 

9．制作技術革新による変遷 

 

青森ねぶた祭の制作技術の進歩に注目する場合、

まず欠かせないのが針金である。そもそもねぶた

は竹で形を作り、ろうそくを照明として制作され

ていた。それから初代名人北川金三郎もしくは２

代名人北川啓三が、ねぶたの骨組みの一部に針金

を使用し始めた。当時は針金が高価であったため、

竹で表現できない複雑な部分などに限定して使用

していたようである。151956（昭和 31）年・青森

駅前海産物商業協同組合・織田竹容「戦国武士の

華」（図-19）は初めて全面的に針金を用いたねぶ

たであるという。傑作との評価が高い翌年の東北

電力青森支店・北川金三郎「勧進帳」（図-20）も着

物の袖や裾の部分がきれいな曲線で作り込まれて

おり、竹ではやや困難な造形であることから、こ

の頃から針金が使用されていた。針金による表現

がもたらした効果はいくつかある。 

 まず一つはねぶたに空気感が生まれたことであ

る。空気感とはその場所や人の存在を感じさせる

感覚を指す。藝術などにおいて風や光などの雰囲

気を感じさせる表現がこれであり、現代では写真

などでも空気感を強調する作品が多く見受けられ

る。ねぶたが竹で制作されていた頃は、竹で可能

な表現には限度があり、全体的にダルマのような

丸い造形になっていた。現在のように風になびく

衣や髪の毛は到底制作できなかった。そして針金

が使用されはじめて竹から置き換わると、着物の

ひだや髪の毛などが細かく作り込まれるようにな

り、ねぶたの台の上で風の流れや人物の動きを表

現できるようになった。それまでは、衣装が大き

めでダイナミックな構図を必要としない歌舞伎の

題材が中心であり、それ以外の題材を選ぶとして

も竹の表現を越えるねぶたを作ることはできなか

った。それまで檜舞台の上に立つ歌舞伎役者等が

そのままねぶたの台の上に形作られていたものが、

針金による空気感の創出によって外界の表現が広



く可能になった。これは、後の題材の幅が広がる

動向の基底になったと考えて良い。 

 もう一つの効果は現象の表現である。具体的に

は燃え上がる炎や波しぶき、雷光、風など言葉で

直接言い表すのが困難な自然現象である。針金の

技術が発達する以前は、照明がろうそくであった

ため、燃えないようにするために細かい造形を避

けなければならなかった。しかし針金による細密

な表現と、ねぶたに電球が使用されるようになっ

たことで、前述のような自然現象を表現すること

が可能になった。 

水（波）の表現は戦後ねぶたの早いうちから見ら

れ、1950（昭和 25）年・東北配電株式会社青森支

店・川村伯鳳「壇之浦合戦」（図-21）では海上の船

とともに波が表現されている。波しぶきまでは作

られていないが、はじめはこのようなうねる波の

曲線を表現するところから始まり、最終的には現

在のように派手な波しぶきの表現につながったと

思われる。発達した波しぶきの表現の例では、1987

（昭和 62）年・日産青森会・北村明「那智の瀧」

や、2018（平成 30）年・青森菱友会・竹浪比呂央

「岩木川 龍王と武田定清」（図-22）等が好例で

ある。また、2007（平成 19）年・に組・東芝・村

元芳遠「石川五右衛門 命の叫び」（図-23）では熱

湯の表現も試みられた。従来の青系統の色ではな

く、薄いピンク色も使用し、温度感の表現に挑ん

だねぶたである。 

 火の表現は 1962 年の古川公益魚菜市場、佐藤

伝蔵「紅葉狩 平維茂鬼女退治」（図-24）において

鬼女が口から火焔を吹いているのが確認でき、こ

の辺りで火や水の表現が用いられ始めていると考

える。火を吐く、という表現については、歌舞伎や

能などではあまり見られないが、文楽で見られる

演出表現であり、「菅原伝授手習鑑・天拝山の段」

において菅丞相が火焔を吐く場面があり、その影

響もあるのではないかと思う。さらに同じく佐藤

伝蔵の 1968（昭和 43）年・東青信用組合・佐藤伝

蔵「草薙の剣」では大きく燃え上がる火焔が表現

されている。1972（昭和 47）年・陸上自衛隊青森

駐屯部隊・千葉伸二「平清盛と実相坊」の送り（ね

ぶたの後方）にも同様な火焔が確認される。どち

らも波と同じく、この時点では炎の先端までは作

り込まず、うねるような表現である。1977（昭和

52）年・日本電信電話公社・千葉作龍・「森蘭丸と

安田作兵衛」の送りや、1984（昭和 59）年日立連

合ねぶた委員会・佐藤伝蔵「不動明王破邪の剣」

（図-25）などでは炎の先端まで表現されている。

また、赤色単色ではなく黄色も使用したり、デフ

ォルメが加わった炎の形などに、ねぶた独特の火

焔表現の試みが見られる。1984（昭和 59）年・青

森県板金工業組合・北村隆「軍茶利明王」では青色

の炎が表現され、非常に独創的なイメージを残し

ている。 

 その他の表現に関しては、雷光は 1974（昭和 49）

年・日立連合・佐藤伝蔵「風神雷神」（図-26）が初

期において代表的である。黄色の直線的な稲妻が

表現され、後のねぶたにも大きな影響を残したと

思われる。また、2005（平成 17）年・ヤマト運輸

ねぶた実行委員会・大白我鴻「『悪源太義平』雷神

と化す」（図-27）では白い水しぶきのような雷光

も表現されている。風に関しても 1974（昭和 49）

年・日立連合・佐藤伝蔵「風神雷神」において黒雲

が風によって渦を巻く表現がなされている。その

ほか雲や、怪しげな妖術の気のような表現など、

ねぶたでは言葉で簡単に言い表すことのできない

自然現象まで表現している。これは絵画や彫刻の

ような空間藝術の特徴を大いに孕んでいるとも言

える。 

 また、電球の発達による制作技術向上も重要で

ある。当初はろうそくを照明としていたねぶたが、

蛍光灯を使用するようになり、近年では LED 電球

の使用も積極的に行われている。特にテープ型

LEDの使用が近年注目されている。2017（平成29）

年・ＪＲねぶた実行プロジェクト・竹浪比呂央「剣

の護法」において初めて使用され、翌年の青森菱

友会「岩木川 龍王と武田定清」や 2019（令和 1）



年・青森菱友会・竹浪比呂央「紀朝雄の一首 千方

を誅す」（図-28）において高い評価を得ることに

なった。テープ型 LED は従来の電球とは異なり、

電球一球ごとの配線を必要とせず、細長く変型が

利くため、より細かく複雑な構造にも対応する。

耐久性や劣化による光色の変化などの課題はある

が、より発展すれば、雨やより多様な植物の表現

も可能になると思われる。 

 このような竹から針金、ろうそくから電球・新

型照明など、ねぶたは多様かつ時代に合わせた進

化をしてきている。そのような制作技術の向上は

見る者を驚かせるだけではなく、それまで制作技

術の面で断念されていたかもしれない題材への可

能性を広げることでもある。制作技術の向上と題

材の幅の広がりは不可分である。今後の科学技術

の発展などにも呼応して、より高度な技術と斬新

な題材が共に生まれてくると予想できる。 

 

１０．異国テーマについて 

 

 異国のテーマに関して、第 4 代名人千葉作龍は

その著書において「洋ものはタブーという暗黙の

了解がある」16としている。実際、戦後の青森ねぶ

た祭に登場したねぶたの中で、日本国外に題材を

求めたものは極端に少ない。青森ねぶた祭を取り

巻く人々の「ねぶたとはこうあるべき」というよ

うな観念や、着物などの表現をねぶた的表現に落

とし込んだ場合、異国のオリジナルからかけ離れ

てしまうという問題があると思われる。記録上ね

ぶたに西洋人が登場するのは戦中の 1944（昭和 44）

年に登場した「桃太郎のルーズヴェルト退治」で

ある。団体や制作者は不明だが、本来鬼を踏んで

いるはずの桃太郎が、背広を着た当時のアメリカ

大統領フランクリン・ルーズベルトを踏んで退治

しているという構図である。このねぶたは、日華

事変の頃から中止されていたねぶた祭が一時的に

許可されて行われた際のねぶたで、当時の世相を

反映するものになっている。 

 戦後の青森ねぶた祭において、最初に異国をテ

ーマにしたのが 1981（昭和 56）年・日本通運青森

支店・佐藤伝蔵「国王と一角仙人」である。これは

天竺すなわちインドを舞台にしたものである。国

王の肌の色や衣装以外はやや異国風な表現だが、

全体的に中国風にまとめられ、ねぶたそのもの違

和感は少ない。題材となった逸話は平安時代の『今

昔物語集』に収録されたものである。『今昔物語集』

は全体的に天竺部（インド）・震旦部（中国）、本朝

部（日本）の構成になっており、この題材はその天

竺部に出典がある。当時このねぶたに対して題材

の是非を問う論争などは特に起こらなかったため、

『今昔物語集』などの国内の古典に出典がある場

合は比較的受け入れられやすいと思われる。 

 次に登場したのは 1983（昭和 58）年・青森県板

金工業組合・北村明・北村隆「山田長政」（図-29）

である。山田長政は江戸時代にシャムに渡って活

躍した人物で、ねぶたは日本風の甲冑を身につけ

た山田長政が象に乗り、現地の敵勢力と戦ってい

る構図になっている。正面は象以外日本と中国の

雰囲気にまとめられている。ねぶたの送りには東

南アジア風の風物を表現しており、正面では異国

風な表現を避けているように思われる。 

 江戸時代の島原の乱に取材した天草四郎のねぶ

たも出ている。1993（平成 5）年・青森青年会議

所・内山龍星「魔界天昇・天草四郎」と 2017（平

成 29）年・私たちのねぶた自主製作実行委員会・

私たち一同「天草四郎 昇天」（図-30）の 2 台で

ある。天草四郎は、どちらも和風な着物に襞襟と

呼ばれる洋服の襟が表現され、十字架を配してい

る。また前者のねぶたに比べて後者はマリアとイ

エス・キリストの胸像と見られる意匠も配置され、

全体的に異国風な雰囲気が増している。ただこれ

も、ねぶたに対する評価は高くはないが、基本的

には国内で起きた出来事に取材しているためか、

否定的な意見は多くは出なかった。 

 問題となったのは 2008（平成 20）年・あおもり

市民ねぶた実行委員会・京野和鴻「覇邏王・ラムセ



ス二世」（図-31）である。古代エジプトの大王に取

材したこのねぶたは、正面は完全にエジプト風の

衣装を身につけたラムセス二世とコブラが表現さ

れ、送りも古代エジプトの遺跡のような意匠であ

った。このねぶたに対しては前者までのねぶたと

違い、否定的な意見が多かった。京野和鴻は鹿内

一生が結成した我生会のメンバーであるため、作

風は我生会のものに忠実であった。問題とされた

のは題材とその表現であった。この否定されたね

ぶたとそうでないねぶたを比較すると、いくつか

の共通点も見いだせる。まず表現に関しては、基

本的には和風の着物をベースに襞襟や冠などの異

国風な意匠を加えている場合が多い。それに対し

て問題のラムセス二世は全身が古代エジプトの衣

装に忠実で、ねぶたの正面と送りの全方位で和風

の表現を一切取り払ったものになっている。また、

題材にも注目する必要がある。ラムセス二世以外

の異国的なねぶたは、国内の事件・伝説（文学）に

取材するか、国外の場合でも日本人が関わるもの

となっている。それに対してラムセス二世はその

どちらにも当てはまらない。つまり、ラムセス二

世のねぶたに否定的な意見が多かったのは、①完

全に異国的な表現であること。②題材が日本や中

国に接触する部分が完全にないこと。の 2 つの理

由が考えられる。しかし、従来の題材の枠を超え

た、全く新鮮な題材を取り上げたという点は評価

すべきである。ねぶたの伝統という理論を盾にす

ればこのようなねぶたは簡単に否定される。しか

し大きな視野で考えると、ねぶたの題材の幅が広

がったのは近年になってからである。つまりねぶ

たの題材の幅は、その制作技術やその他様々な要

因でこれからも拡大していくと考えられる。ラム

セス二世のねぶたはその可能性を示唆するもので

あり、藝術における現代アートのように受容され

る可能性も十分考えられる。 

 

7．2021 年出陣ねぶたに見るテーマ性 

 

2021 年の青森ねぶた祭は新型コロナウイルス

感染症拡大によって中止され、同年 9 月 27 日代替

事業「心に灯せ ねぶた魂」が行われた。この調査

では必要な情報が不十分であると判断し、調査の

対象には含めていないが、ここではその代替事業

に参加した全 9 台のねぶたについて考察を加えた

い。また、このイベントでは金賞・銀賞・銅賞の賞

制度も設置されたが、審査の方法、観点などに疑

問が残る点が多いため、ねぶたとの相関には言及

しない。 

まず参加したねぶたの情報と新規題材か既出題材

化の分類を次項表-5 に示す。 

 まず、あおもり市民ねぶた実行委員会・北村麻

子「雷公と電母」は神仏系の新規題材であった。雷

公と電母は悪人を懲罰する夫婦神であり、このね

ぶたでは悪人を新型コロナウイルス感染症（疫病）

に見立ててその調伏を重ね合わせたものである。

つまりは本論中の時事問題に重ねたねぶたに近い

ものとなる。この年のねぶたは、既に前年から感

染症が流行したため、このように感染症収束に重

ねた題材が多く見受けられた。北村麻子は女性や

子供の表現に定評がある。迫力を重視するねぶた

では、女性の表現は迫力を減衰させるとして避け

られる傾向が強いが、このねぶたでは雷公との対

比によって巧みに表迫力とのバランスを取ってい

る。 

 に組・東芝・北村隆「水滸伝～黒旋風李逵」は中

国文学からの既出題材である。第 6 代名人の威厳

を示すかのような迫力あるねぶたで、特に李逵の

振るう大戦斧が迫力を引き出している。それによ

ってなぎ倒された敵兵も、主役である李逵の強さ

を強調している。また、送りねぶたに表現された

布袋と子供は、繊細かつユーモラスな表現で、正

面のねぶたと合わせると既出題材ながら非常に豊

かな表現を展開している。 

 サンロード青森・千葉作龍「安倍晴明・泰山府君

を鎮める」は古代・中世期の伝説に基づいた新規

題材である。大胆に据えられた中心の五芒星が目 



表-5 2021 年代替事業参加団体の題材傾向 

 

を引くねぶたで、水が変化した龍などに千葉名人

独特の表現が見られる。また鯰がねぶたに登場す

るのは、鹿島大明神の地震鯰を抑える題材のみで

あり、それ以外で鯰を表現したことにも注目すべ

きである。中心の五芒星はテープ型 LED を使用す

ることによって細くシャープな表現を実現してお

り、最新技術も捉えたねぶたとなっている。 

 公益社団法人 青森青年会議所・立田龍宝「市

川團十郎白猿 不動の睨み」（図-32）は芝居にテ

ーマを取った新規題材である。ほぼ 1 人ねぶたに

も近い大きさで市川団十郎が表現され、歌舞伎ね

ぶた独特の様式美と迫力を表現している。また鳥

の頭を模した炎や白龍などはねぶたの表現が取り

入れられ、様式美と絶妙なバランスで構成されて

いる。歌舞伎の衣装は派手ではない色のものも多

く、このねぶたの市川団十郎も黒っぽい衣装だが、

面の周りの頭巾が明るい色であることで面がしっ

かりと強調され、全体的にも色彩の不足を補って

華やかなねぶたである。現代の人物へのリスペク

トが表現された題材は、過去には急逝したねぶた

師穐元鴻生への敬意を込めた 2006（平成 18）年・

青森市役所ねぶた実行委員会・穐元和生「光芒一

閃 炎の面」などがある。しかし、現代を生きる人

物は表現することが難しいため、立田龍宝による

希少な題材分野への挑戦とみて良い。 

 日本通運ねぶた実行委員会・林広海「牽牛・織女 

天の川」は七夕に題材を取ったもので、牽牛と織

女の組み合わせから新規題材と判断している。非

常にユニークであったのは小学生によって書かれ

た短冊がねぶたの全体にあしらわれていた点であ

る。青森ねぶた祭は戦後の観光課と企業の参入に

よって、地域の祭りとしての正格を切り離された。

大型ねぶたが完全にプロの世界であって、一般人

が制作に関われない現状にあって、このねぶたは

子供たちが伝統文化に触れる機会を試みた点で、

高く評価するべきねぶたである。また、このねぶ

たも女性と男性がバランス良く対比されたねぶた

である。色彩も華やかなだけではなく原色を活用

しており、ねぶたらしい配色ながら新鮮味のある

色彩である。 

 日立連合ねぶた委員会・北村蓮明「疫病祓『スサ

ノオ神話』」は日本神話を基にした既出題材である。

大きく目を引くのは大きな赤い竜頭である。従来

の龍の表現を一新したねぶたで、既出題材ながら

表現によって現代に対応させたねぶたである。や

や細かな表現が多いものの、色彩のまとまりによ

って雑然とした印象にはなっていない。このねぶ

たも八岐大蛇を感染症に見立てており、世相に題

材が重ね合わされている。 

 青森山田学園・北村隆「犬村大角礼儀と大山猫」

は江戸時代の文学を基にした既出題材である。非

常に大きな赤い化け猫と、白い水しぶきが効果的

な対比になっている。物量が多いねぶたではある

ものの、空間内の情報量は少なくまとめられてい

るため、物量が迫力に直結されている。このねぶ

たも既出題材を活用した好例であると言える。 

 青森菱友会・竹浪比呂央「雪の瓦罐寺」（図-33）

は中国文学からの新規題材である。構図だけなら

団体 制作者 題名 題材分類（大分類）題材分類（小分類）

あおもり市民ねぶた実行委員会 北村麻子 雷公と電母 神仏 ア雷公・電母 新規

に組・東芝 北村隆 水滸伝～黒旋風李逵 中国文学 D黒旋風李逵・刑場破り

サンロード青森 千葉作龍 安倍晴明・泰山府君を鎮める 伝説・物語 E安倍晴明・泰山府君 新規

公益社団法人　青森青年会議所 立田龍宝 市川團十郎白猿　不動の睨み 芝居 市川団十郎 新規

日本通運ねぶた実行委員会 林広海 牽牛・織女　天の川 伝説・物語 A牽牛・織女

日立連合ねぶた委員会 北村蓮明 疫病祓『スサノオ神話』 神話 A素戔嗚尊・八岐大蛇・奇稻田姫

青森山田学園 北村隆 犬村大角礼儀と大山猫 伝説・物語 B庚申山（猫退治）

青森菱友会 竹浪比呂央 雪の瓦罐寺 中国文学 B”九紋龍史進と魯智深（瓦罐寺） 新規

ＪＲねぶた実行プロジェクト 竹浪比呂央 術競べ　袴垂保輔と鬼童丸 伝説・物語 A袴垂保輔・鬼同丸



ば「九紋龍と魯智深」という戦後初期のねぶたで

何度も制作された題材なのだが、厳密にはこのね

ぶたと物語内での時系列が違う上、場面も変わる

ため、新規題材と判断した。このねぶたの解説に

は、「2020 年が弘前ねぷたの青森ねぶたが重要無

形民俗文化財の指定受けてから 40 年の節目であ

るため、二つの祭りがこの先も発展していくこと

を願って、弘前ねぷたで多く登場している九紋龍

史進と花和尚魯智深を表現した」、と述べている。

文化財指定からの節目と他地域の祭りに注目して

おり、新しい切り口で時事に重ねた題材である。

撃砕された松を中心とした正面と見送りの構成は、

まるで歌舞伎の廻り舞台（回転を可能とした歌舞

伎独自の舞台装置）のようである。また、日本画の

揉み紙を応用した雪の表現はこれまでにないもの

であり、高い評価を得たねぶたであった。 

 ＪＲねぶた実行プロジェクト・竹浪比呂央「術

競べ 袴垂保輔と鬼童丸」は平安時代の人物を江

戸時代に浮世絵で構成した、浮世絵を基とする題

材で、既出題材である。大きく目を引くのは 5 頭

の大蛇で、それらが一つの目標に向かって襲いか

かっており、非常に迫力ある表現になっている。

妖術を操る袴誰保輔の周りには、妖術の怪しげな

気のような表現がある。幕末から明治初期の浮世

絵師・月岡芳年の《豪傑奇術競》17では、寂寞道人

の火遁の術に似たような表現がある。このねぶた

も既出題材ながら様々な表現を盛り込んだねぶた

である。また、解説から、「術競べ」が東京オリン

ピックのメタファーになっており、世相に合わせ

たねぶたであることもわかる。  

 この年のねぶたは新規題材の場合は新しい切り

口による題材の開拓が見受けられ、既出題材の場

合も秀逸な表現を盛り込むことによって現代に対

応させたねぶたであった。 

 

8．おわりに 

 

 この調査は新規題材と既出題材の分類を中心に

行ったが、他の統計調査のように傾向がはっきり

と示されるものではない。むしろねぶた師や団体、

時事等によって不規則に変遷している。しかし、

細かく見ていくと様々な要因が絡み合って統計が

変化していることもわかった。そしてそれらは、

ねぶたの造形や技術の進歩と不可分の関係にあり、

決して一元的に題材が発展してきているわけでは

ない。本論において何度も述べたように、新規題

材は題材の幅を広げ、制作技術や表現の分野に進

歩を要求する。逆に既出題材は過去に出た題材を

ベースにして、より斬新な表現を試みるものであ

り、新たな表現はときに新しい題材の創出を可能

とする。つまり両者はお互いに密接な関わりを持

っており、互いに刺激を与え合いながらねぶたの

進歩の根底に関わっている。本論においては新規

題材ばかり取り上げる内容となったが、既出題材

を表現によって素晴らしいねぶたにアップデート

してきた例は数多く存在する。新規題材と既出題

材は今後もお互いにバランスを保ちながら推移し

ていくと思われる。 

 

次項に資料として本文中に示した図を載せる。 
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