
r難聖の昆虫凧につ

､土じめZこ

凧は紀元前500年頃に中国で生れたといわれ、いつしか日本へ入ったものとさ

れている。その日本の凧はリアルな中国の凧に較べ、世界に例をみないほど形態

に工夫を凝らして作ってある。

しかしながら日本の大切な行事にも深くかかわり、伝統の中に育まれてきた各

地の優れた凧も細々と残存しているにすぎず、完全に滅び去ったものも数多い。

事実、筆者の郷土姫路市でも昔は蝉の形をしたセミ凧があっという（日本玩具博

物館・井上重義館長談） 。筆者は昆虫民俗上、多くの昆虫方言を調査したことが

あるが、 その地方の昆虫方言も親から子へ子から孫へと言い伝えられてきた。 し

かし、 ともすれば忘れられ廃語になる運命にある。

この昆虫凧にしても全く同じことで、 その土地に遠い昔から親しまれてきた凧

とその土地の人ですらその存在について何も知らないことが多い。筆者の興味

ある分野、昆虫を題材とした和凧は数も少ないが、今も各地で見られる郷士の昆

虫凧を紹介してみよう。

く謬毒‘琴凌二繩》

中国にはリアルでまたカラフルな蝶凧が極めて種類､数とも多いが日本には極

端に少ない。つまり、 日本の古くからの民間伝承では、蝶は死者の霊魂が乗り移っ

たものと考えられており、吉祥柄（おめでたい模様）としては用いられることは

かったようだ。これらが凧の流行時に影響があったのではないかとおもう。

愛知県安城市桜井

有名な柿の木金助物語にちなむ。名古屋城の金のしゃちほこを大凧に乗りう

ろこを3枚はがして盗んだため、役人につかまり、 それ以後は名古屋近辺には大

凧の製造は絶対禁止のお触れがでたという。そのため凝った小さな虫凧が多くみ

られる。岩瀬仙松氏、岩瀬良吉氏が現在も制作中。

山口県下関市安岡
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蝶凧の歴史については伝承者、安本白州氏によると戦後70才位のおじいさんが

亀山八幡宮（下関市）の凧揚げ大会に於いて揚げていたという。大変なデザイン

で（模様がなんとなく戦国時代の鎧をほうふつさせる）ルーツを調べたそうであ

る。揚げていたおじいさんは、大分県豊後高田巾出身という。 しかしルーツは四

国方面にあるのではという感触を得、安本白州氏はそうおもわれていたという。

しかし凧に詳しい愛媛大学の村卜教授によると、 そんな話しは聞いたことがない

ということである。いまだ下関安岡の蝶凧のルーツはわからない。安本白州氏、

豊住国義氏が制作される。

香川県高松市

お土産用で組立式の蝶凧。

ようである。

㈱木下商店で制作されていたが現在は廃絶している

郷士のチョウ凧 ’

〆

山口

香jl県高松市
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《進舜ご．三″＞

昆虫凧の中で、〒番多くデザイン化されているのがセミ凧である。

真夏の代名詞ともなるセミを、お正月や節句に揚げるのはなぜだろうか。

凧の専門書をひもとけば、セミは次々と生まれ変わるため再生を意味し､縁起が良く、長

生きにあやかろうとセミの姿を揚げたとある。さらにもっと詳しく調べたものには故新坂

和男氏が｢凧の話」に記されている。

すなわち「昆虫の中でセミが選ばれたのは、清水完治「満玩吉祥譜」 （「鯛車」{ｫ号）に

よると、セミは「高木に止まるを以て陽に近きものとなし、 また脱殻するところから未来に

復活するの意を表す」とある。すなわち高木に止まることにより、陽つまり太陽に近づくこ

とにより縁起がよいとか、セミが殻から脱け出る蝉脱の意味は、いわば古い習慣や形式を捨

てて全く新しくなるということにより復活を意味し縁起がよいのであろう。

また新坂氏によると「中国の漢矧篭にあっては、地中に長くあってから地上に出てくるそ

の生命力から、セミが再生を可能にすると考えていたらしく、死者の口中へセミをかたどっ

た玉を副葬品として入れたといわれる。 」

「セミ凧の形はこの玉のセミの形とよく似ているので、おそらくともに‘未来に復活する’

ことを意味し、吉祥にあやかつたものであろう。 」とある。

セミの縁起のよさにもまだ意味がありそうなので辞典類で調べると、いろいろある。つま

り
秘,け蝋

蝉蝸(蝉溺） 上品で美しい

鮒 セミのぬけ殻｡つまり世俗をぬけ出ること

鱸 ｾﾐがやかましく鳴く｡つまり人々が.がやがやとやかましく騒ぐ様。
これは、凧を揚げることにより賑やかで華やかな様子に通じる。

などが考えられ､セミ凧が一番縁起のよい昆虫凧にふさわしかったのではなかろうか。

またセミ凧の稿を終わろうとしたら、セミについて次のことが分かった。セミ

は幼虫及び成虫になっても木の汁を吸うだけで何も食さない。つまり上品な昆虫
であるのも一つの縁起の事実であろう。
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大分県杵築市

温泉で有名な別府から約30分313号線を北_こしたところに大分県杵築市がある。

武家屋敷のつづく海辺のまちで、小京都とも称され、国東半島の入口にあたる。

この杵築には、長崎系の角立四角形の次郎次凧という、制作者福田次郎次氏の

名をとったセミ凧があった。 しかし次郎次さんの死亡とともに廃絶となってしまっ

た。

福岡県戸畑

大正年間から作られている一文凧（子供用の安物凧）で、創始者の竹内孫次氏

の名を冠して孫次凧という。竹内孫次氏が昭和45年、 85才で没して後、跡継ぎの

ないまま廃絶したかにみえたが、昭和45年以後は孫の竹内義博氏及び夫人の日出

子氏が受け継がれている。

戸畑港に入港する船の船員たちに賞揚されたものらしく、セミを童画風に描い

たその作品は面白く、 ここまで発展してきたもの。戸畑駅裏の民芸店・カイトハ

ウスで制作中。

静岡県大須賀

遠州の大須賀は多種類の変形凧があることで知られている。中でもこのセミ凧

は人気のある昆虫凧のひとつで、ユニークな形態である。九州などのセミ凧は目

が大きく突き出しているが、 この凧では本体の中にすべてを図案化して入れ込ん

である特徴がみられる。心棒は丸竹、弓うなりと縄尾が付く。

凧絵師・柳瀬松太郎氏亡きあと、子息・柳瀬重三郎氏および地元の一二三（ひ

ふみ）会が受けついでいる。 しかし今も、全国から注文が殺到するため制作はお

そくなる。

香川県三豊郡詫間

ともかくカラフルな蝉凧である。 また美しく目立つ。詫間駅の近くに住まれる

磯崎なつえさんは、三代目の女凧師である。最も得意なセミ凧は、夏によくセミ

が鳴き子供の気持ちになり、喜ばしてやろうと思って25年余り前に創作したとい

う。紙は宇陀紙を使い、 目玉の丸い部分は竹の皮を使う。胴体部分は身と皮のつ
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いた竹を使って制作されている。割合にセミ凧は形状が複雑でけつこう手間がか

かるといっておられた。

たまたま握った筆で自由自在に彩色されるためか、 このセミ凧にはひとつとし

て同じものがないのも魅力のひとつである。

大分県高田市

豊後高田のセミ凧は大きな目に特徴がある．形態が大変面白く、配色が今ひと

つというところか。 しかし、 これがその土地で生れ育まれた民芸凧なのかもしれ

ない。制作者・藤原三郎氏亡きあと子息・靖彦氏が受けつがれている。日本の凧

大全集によれば、九州のセミ凧のデザインはマチス、 ピカソにも負けない素晴ら
しさと賞賛されている。

山口県下関市安岡

、詳い､ことは分からないが、 フグ凧を創作された有名な凧師・安本白州氏によ

れば、当年82才の安本白州氏の子供の頃から伝えられてきた安岡のセミ凧である

との事である。その形態からはまさしく九州に伝わる大きな目の特徴がある。

愛知県名古屋市

古流名古屋凧として知られる。ある資料によると寛永年間より作られ、大人の

遊びとして発達したものといわれる。 また江戸時代後期に作られたとの説もあり

本当のことはわからない。当時武家の隠居などが暇にあかしていろいろ工夫、制

作されたもので、大変に精巧かつ作り方が凝ったものとなっている。竹にしても

季節に関係なく揚げたため、冬期、伊吹おろしの強風に耐えるため普通の竹では

狂いが生ずるため、わざわざ煤竹を使用していた。新しい竹で作ると一度揚げた

だけで、風のため骨がたわみ元に戻らないからという。

天保・明治の文献を手探りに、佐藤昌明、野田実正氏などが復活制作されてい

る。

その他神奈川県秦野市、大阪市西成区（廃絶） 、沖縄県那覇市、東京都、静岡県

三川（廃絶）などがある。
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郷士のセミ凧『一

へ

大分県杵築市 香)1県高松市

｝

＝ q

I

愛卸県名古屋市
静岡…賀

東京都
東京都
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香川県詫間 沖縄県那覇市山口県下関

↑郷士のセミ凧 ↓郷士のアブ凧

畢

鐸

神奈川県伊勢原市(4躯）

I

官

、
、
4

愛知県名古屋 愛知県名古屋
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く畠房参ア卿渉

リアルな凧ぞしられる中国でも､どのアブ凧はみかけない召昔は家畜を飼うと

ごろが多く､〆:そのためアブが多く発生し耐jそれをモデルにしたも⑳:とおもわれる。

』いろいろ鞍病気の媒体としてｱブが考えられたためか､韓奈順伊勢原市では
子供が､はしか.ほうそう&百日咳な”病気が流行すぎ謹軽冬病羅畢がるよう
にとの願いを込め、アブを凧にデザイン化し、魔よけの邑産毒加る誌で塗って空
に揚げたものといわれている､しかし現実にはセミ凧との区別が画きにくいもの

≦ …: ＝；ず， ‐-

も多く出来上がった凧の形で名がついたのかも知れない6－‐

神奈川県伊勢原市

アブ還モデルに明治30年代、伊勢原市東大竹大宝寺住職（当時）の加藤明粋氏

によって制作された。その後､アブ凧作りの技術は加藤明粋氏から東大竹白徳院

住職（当時）の堀井天祐氏および川口定吉氏へと伝えられた。川口定吉氏の子息・

勇吉氏の時に最盛期を迎え、神奈川県の子供たちに深く愛用された。

当時のアブ凧は、一般にせんみ凧（セミ凧）とよばれる凧で、現在のものより

横に細長く全体的にスリムに出来ていた。そ“後､，州掴勇吉氏の妹で厚木市七沢

の青木きく氏がこの技術を継承北伝総をまも渤だが〈-蕪がて製作が中止され廃絶

した。 10年近く途ざえていた会:ブ職、臓爆愈顛岡の三川由利五郎氏によ
り復元され現在にいたっている。 ‐: ： ニル三:f:ご‐

愛知県安城市桜井

一般的にはセミの形に似ているためセミ凧ともよばれる6ｺその優れたデザイン
＝f 4

と半立体の形は素晴らしく、骨組も手が込んでいる。セミ凧と同じく岩瀬仙松氏、

岩瀬良吉氏が制作書れている。 ： ‐

埼玉県鴻ノ巣

駄菓子屋で売られてし､た一文凧で昭和の初期に廃絶しでしまった。木版に手彩

でより安価にするため、極度に描彩や形態を単純化してある。現在この地方での
好事家により復元されているようだ。

－20－



埼玉県岩槻市

鴻ノ巣同様、駄菓子屋で売られていた一文凧。単純な図柄で、木版手彩（

る描彩である。昭和初期に廃絶してしまったが、最近、復元されつつある。

単純な図柄で、木版手彩色によ

以上のほか愛知県名古屋市の古流凧、岐阜県各務原市などがある。

郷士のアブ凧

埼玉県岩槻市

、

神詞|際伊勢原市 （3稲）

埼玉県泌ノ巣
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く一ｸD壼言″ｱ湯

中国にも多くのハチ凧がみられるが、 日本にも少しは郷士凧としてみられる。

ハチは古代から人間と深い係わりがあったからもっと凧として利用されてもよかっ

たのではないだろうか。

愛知県名古屋市

セミ凧とおなじく天保・明治の文献を手さぐりに佐藤昌明氏たち名古屋の凧の

会員が古流凧を復活させている。やはり狂いの生じない煤竹を使用している。

愛知県安城市桜井

形態が凝っており、素晴らしい昆虫凧である。岩瀬仙松氏、岩瀬良吉氏が制作

している。

以上のほか和歌山県伊勢山田（廃絶） 、和歌山県新宮（廃絶） 、東京都の印刷
B

凧千葉県川崎市などがある。

郷士のハチ凧
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《ア窪>〃〃沙

詳しくは分からないが埼玉県秦野市に昔からあったとの事である。作者に復元

を依頼中。

《。筆銅”ｧ湯〃湯

ムカデ（百足）は昆虫ではないが、いわゆる昔の虫として紹介しておこう。日

本に残るムカデ凧は中国大陸にあるムカデ凧の模倣であろうといわれている。

しかし、ある文献によると幕末明治の頃、神奈川県小田原の城下町に大久保家

伝来のムカデ凧があったといわれており、純粋の和凧であるかも知れない。

そもそもムカデは毘沙門天のお使いだといい、各地の毘沙門様をまつっている

ところにはムカデの絵馬が多くみられる。本来気味の悪い虫であるムカデを柔ら

かく美しく描かれる「百足」は「お足が多い」とかついで、大阪商人がよく絵馬

をあげる。つまり商売繁盛、千客万来を願ったものという。ムカデ凧もいわば目

出度いときに使う凧かもしれない。

中国のムカデ凧は龍頭ムカデ凧といって一番最初の部分は龍の頭になっている。

しかし日本のムカデ凧はまったくなっていない。これらのことからムカデ凧は必

ずしも中国伝来とは考えられないとおもう。

福岡県柳川市

福岡県柳川市は北原白秋の里であり、ロマンあふれる郷土の凧があったという。

郷土凧は明治20年生まれの故山下仁三郎氏により創始されたものであったが、戦

前にすべて廃絶した。しかしその後、白秋の系統を踏む趣味家で詩人でもある北

島勉氏の手で凧は復活していた。この北島氏も10年余り前、惜しまれながら逝去
されたという。 しばらく柳川の郷士凧を受けつぐ者はいなかったが、柳川トラベ

ルの代表者・坂田信義氏により最近復活されているo

ムカデ凧は、坂田信義氏によると僅か2点だけ柳川市に色あせたものが残って

いたそうで、苦労して復元したという。有名な四国香川県のムカデ凧と大きさ等

はあまり変わらないが、色相がより南方的なのとムカデの顔が面白い。口からひ
げが出ているのと目が立っているユーモラスさは、一度見たら忘れられない。色

付けの時に蝋（ろう）を使って書くのも大変珍しい。
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香川県高松市

大変有名な立体凧で、ルーツをたどれば中国から渡来したものというのが定説
である。木下嘉一、井上麿雄という名凧師がいたころは、海外にまで輸出してい
たという。 しかし昭和48年のオイルショック以来生産数は落ちていったそうであ
る。 ともかくムカデ凧の佳品としての風格を漂わしている。

その他福岡県浮羽郡田主丸町に、しだ凧とよばれるムカデ凧があるが、最近は
制作されていない｡ 、

郷士のムカデ凧

福岡県柳川市 香川県高松市

主う素つりじこ

筆者は全国で昆虫凧を制作されている、いわゆる凧師の方ともおいおい接触を

持ち調べてきたが力不足で間違いも多いのではと心が痛む。しかし、ある凧師は

ながいこと凧を作っているが、 そんな分野で凧を調べている人は初めてだ．頑張っ

て下さい。私の死に土産に最後の凧を作ってあげよう。しかし歳のためミニ凧で

許して｡…｡そんな理由なら昔から保存していた2つのうちの1つを分けてあげ

よう。といってくれた老いた女凧師など、郷土の昆虫凧の伝統を守ってきた凧師

が消えゆくこの実情をみると、凧師の群像や生いたち実情等を調べ､ その凧が廃

絶し、色あせたり、骨組みもわからなくならないうちに調べて記録し、昆虫凧の

みならず郷士の凧を収集保存したいものである。なんらかのかたちで、この拙文

が役立ってくれれば幸いである。尚、 この稿は平成2年、姫路市立科学館の特別

展「凧の科学一凧はなぜあがるのか－」に執筆したものに修正加筆をしたもので

ある。
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