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古典和凧古典和凧古典和凧古典和凧「「「「隠岐隠岐隠岐隠岐いぐりいぐりいぐりいぐり凧凧凧凧」」」」のののの魅力魅力魅力魅力とととと、、、、そのそのそのその進化進化進化進化をををを求求求求めてめてめてめて 

隠岐いぐり凧保存会・富山支部 

長谷川病院風神会 長谷川眞常 

                          大場 和夫 

                     凧絵担当 代谷 松男 

１１１１））））隠岐隠岐隠岐隠岐いぐりいぐりいぐりいぐり凧凧凧凧のののの起源起源起源起源とととと特徴特徴特徴特徴 

日本海に浮かぶ絶海の孤島「隠岐の島」には、古典相撲、牛突き（闘牛）、

民謡など、本土ではあまり見かけない、島の人々によって守り継がれて来

た独自の文化が残されています。隠岐いぐり凧もその中の一つで、その起

源は遠く天保年間に遡るとされています。 

この凧の特徴は、まず強い風に耐え得る構造を持っていることで、隠岐

の島を吹きぬける春先の強い季節風から身を守るため、格子状に組んだ竹ヒ

ゴの一部に女竹を配し、更に凧の縁には三度笠、親耳、横耳、下耳、などと

言った、竹ヒゴを半円形に曲げた１０個の耳が取り付けられており、その上

に凧専用の厚い和紙を張り付けてあるため、少々の強い風でも凧の縁から紙

が破れることはまずありません。 

障子戸のような四角い凧が、周りに耳の付くことで、１０箇所えぐられ 

たように見えるところから、島の方言「えぐる」が訛って「縁のいぐられた 
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凧」、即ち「「「「いぐりいぐりいぐりいぐり凧凧凧凧」」」」と呼ばれたようです。 

強い風を利用して揚がる凧に、島の人々はもう一つの楽しみを付け加えま

した。それは凧の背中に、風の強さに共鳴し、大きな唸り声を発する弓を取

り付けたことです 

自分の背丈の１．５倍もある長い丸竹の棹に、「弦」として荷作り用のビ

ニールテープを張った弓が、風の強い日など、凧の背中にくくり付けた途端

に「早く揚げてくれ」と言わんばかりに唸りだす様は、一瞬その凧に「魂」

が乗り移ったかに見えるから不思議です。 

背中に大きく手を広げたような弓を取り付けた凧が、空に揚がってバラ

ンスを失うのは必定です。島の人々はここでも知恵を絞っています。 

女竹で作った凧の芯棒の下３分の１に、それより太い破竹を接続、配置

し、いざ凧揚げの直前になって、前述の弓を背中にくくりつけると同時に、

その破竹の下端に、自分の背丈と同じ長さの女竹で作った尻手竿を接続し、

さらにその先端に１０尋（約１５メートル）前後のわら縄をくくりつけて飛

翔に備えます。 

ロープをもって走り出す揚げ手に呼応し、ひときわ高い唸り声を響かせ

ながら、 長い尻手でバランスを保ちつつ、真一文字に大空に向って上昇す

る隠岐いぐり凧の姿はまことに勇壮であり、大の大人を魅了し、虜にする 
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「「「「魔力魔力魔力魔力をををを秘秘秘秘めためためためた凧凧凧凧」」」」となります。 

上空で風を捉えた凧は、弦の響きで風の強弱を揚げ手側に伝えながら、安

定した飛翔（座る）に入ります。 

風に強く、強い風だからこそよく揚がり、楽しむことの出来るこの隠岐い

ぐり凧は、海が荒れ、出漁出来なくなった漁師達が仲間を誘い、強い風の日

の陸上での娯楽にと、子供達のためと言うよりもむしろ大人の遊び道具とし

て創り、長い年月を掛けて改良を重ね、守り伝えて来た、極めて勇壮且つ完

成度の高い凧であり、風の強い土地柄ゆえに生まれた、「隠岐の島」独自の

凧と言う事が出来ます。 

またその凧には、大津波や大波を引き起こす海魔を鎮圧するために、祖神

地霊を呼び起こす切部「霊鬼」の鬼太鼓（photo.1）が元絵として描かれてき

たこと（注１）、更に漁師達にとって、手元にある網用のロープの中から、そ

の日の風の強さによって自由に

揚げ糸を選択できた有利さなど

から考えても、やはり隠岐いぐり

凧の発祥の地は隠岐西郷の漁師

町に行き着くように思われます。 

 

２２２２））））携帯用隠岐携帯用隠岐携帯用隠岐携帯用隠岐いぐりいぐりいぐりいぐり凧開発凧開発凧開発凧開発のきっかけのきっかけのきっかけのきっかけ 
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さて誰から見てもすばらしいこの隠岐いぐり凧にも、泣き所が無いわけ 

ではありません。竹ヒゴを何 10 箇所も紐で結び、糊で固めた骨組みを作っ 

 

た上に、さらに和紙を張って出来上がるこの凧は、水浸しになる以外容易に 

解体は出来ず、大きくなればなるほど保管場所に苦労し、持ち運びにも難渋

します。まして凧揚げ会場まで運び入れる段になると、大型トラックを持た

ない者にとってはその運送費も馬鹿に出来ません。 

昨年の夏も終わりに近いある日、隠岐いぐり凧保存会の方々から、大き

な木枠に納まった立派ないぐり凧が送られて来ました。(photo.Ⅰ) 

一本一本の竹ヒゴはカンナで削ったかのように滑らかで、且つ太さの揃っ

たヒゴを整然と組み、弛みとか無理のかかった箇所が全く見当たらず、凛と

張った骨格に、ピンと張った厚い和紙と、どこを取って見ても全く隙のない、

これぞ自分達、「島の男が創り、守

って来た隠岐いぐり凧です」と言

わんばかりの見事な出来ばえで、

まさ古典和凧古典和凧古典和凧古典和凧のののの一一一一角角角角をををを占占占占めるめるめるめるに

相応しい、 芸術の域に達した素

晴らしい隠岐いぐり凧でした。 

(photo.Ⅰ．Ⅱ)         
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芸術品だったら当然、と言われてしまえばそれまでですが、それにして

もその包装の仰々しさには驚かされました。 

これでは次の隠岐いぐり凧祭りに富山から持参し、島の人々に見てもらお

うと考えていた、自分たちで作った

四畳半大、一双のいぐり凧（風神

号・雷神号）(photo.Ⅲ)を、自分たち

で荷造りし、送り込むためには大変

な労力と経費が掛かります。  

 

この日をきっかけに、私たちの改良型隠岐いぐり凧の開発計画が動きだ 

しました。 

極力、隠岐いぐり凧の伝統を守りながら、分解して運び、現地で組み立

て、揚げることの出来る凧。言い換えれば組み立て式の「携帯用いぐり凧」

の開発に向けて、試行錯誤が始まりました。 

昔と異なり今の時代は、凧作りに利用できそうな道具、品物が、店頭に

色々並べられています。 

和紙の代わりの薄くて軽く風を通さない布、接着力の強いボンド、竹ヒ

ゴの組み立て分解にあたって、従来の紐以上に固く結ぶことが出来、かつ簡

単に解除できる結束用のビニールバンド等など、これらの品々の良い所を存
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分に利用しながら、出来るだけ隠岐いぐり凧の原形を保ちつつ携帯用いぐり

凧を完成することが出来ました。 

 

３３３３））））自作自作自作自作携帯用携帯用携帯用携帯用いぐりいぐりいぐりいぐり凧凧凧凧のののの紹介紹介紹介紹介                                                                                    

撥水性の布のため凧絵は描けなかったものの、風をはらんでまともに揚が

ってくれた試作１号機 (photo .Ⅳ)。 初雪を冠る白馬山系をバックに快適な

飛翔を示した試作２号機「ペガサス号」(photo.Ⅴ)。 

 

このように、布で作り、その場で組み立て、揚げてみたいぐり凧が、従来

の紙製のいぐり凧と比べて何ら遜色のない機能を発揮したことは、私たちに

大きな夢と希望をもたらしました。 

次の隠岐いぐり凧祭りには、現在製作中の 4.3 畳大の携帯用のいぐり凧、

新しい一双の風神・雷神号（凧絵：代谷松男画伯）を持参し、隠岐いぐり凧

保存会の皆さんにその出来栄えを見てもらい、ご評価を頂きたいと考えてい
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ます。 

亦、さらなるステップとして、この凧をスキーキャリヤにくくり付け、程

よい風を求めて全国各地をまわり、隠岐いぐり凧のもつ魅力の紹介と普及に

努めて見ようかナ？と、新しい年を迎え夢を膨らませています。 

何時の日か、日本のどこかの空で、皆様との出会いを楽しみにお待ちし

ています。                                                  

                    注１ 隠岐いぐり凧製作テキストより 

                       隠岐いぐり凧保存会発行 

                       事務局長   冨田 績  

                          TEL 08512-2-1399 
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後編後編後編後編：：：：携帯用隠岐携帯用隠岐携帯用隠岐携帯用隠岐いぐりいぐりいぐりいぐり凧凧凧凧のののの作作作作りりりり方方方方 

  １１１１））））はじめにはじめにはじめにはじめに 

隠岐いぐり凧は竹、紙、糸の 3 部品から構成されます。   今回

開発した分解・組み立て式携帯用隠岐いぐり凧（以後携帯用いぐり凧

と略す）も、紙紙紙紙をををを布布布布に変えただけで、形の上からは隠岐いぐり凧の基

本を守っています。 

しかし従来のいぐり凧の和紙にくらべ、携帯用いぐり凧に用いた布

では、ただ絵を描いて貼るだけで済まされず、骨組みを支え、構造の

一角を担う大事な役割を担わせたことが大きな特徴となっています。 

 

２２２２））））携帯用携帯用携帯用携帯用いぐりいぐりいぐりいぐり凧作凧作凧作凧作りをりをりをりを手掛手掛手掛手掛けるけるけるける前前前前にににに 

  強い風に耐え、その強い風を利用して揚げ、楽しまれてきた隠岐い

ぐり凧は歴史も古く-、細部に渡って気配りがなされており、また構造

の上からも極めて完成度が高く、骨組みが複雑で強固に出来ています。                   

従ってその構造と特徴を知る上からも、携帯用のいぐり凧作りに取り

組む前に、一度隠岐いぐり凧保存会から出されているテキストに従い和

紙を用いた隠岐いぐり凧を作ってみた上で、その後、携帯用いぐり凧作

りへの挑戦をお勧めします。 
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３３３３））））携帯用携帯用携帯用携帯用いぐりいぐりいぐりいぐり凧作凧作凧作凧作りのためにりのためにりのためにりのために準備準備準備準備するものするものするものするもの 

竹竹竹竹：骨組みの素材となる眞竹で作る竹ヒゴ、要所に配された女竹、女

竹と破竹を組み合わせて作る芯棒、弓と尻手竿。これらの各部品の作

り方、扱い方については隠岐いぐり凧保存会から出版された「「「「隠岐隠岐隠岐隠岐いいいい

ぐりぐりぐりぐり凧製作凧製作凧製作凧製作テキストテキストテキストテキスト」」」」に詳しく解説されているので詳細は省略し、吾々

の開発した携帯用いぐり凧の作り方について要点のみを記載します。 

  布布布布：通気性が低く、撥水性でない薄くて軽い白い布地（タフタ） 

    ベルト芯用の厚手の生地（インサイトベルト）、 

伸縮性のあるゴム入りインサイトベルト 

  糊糊糊糊：速乾性木工用ボンドとアイロン 

  ヒゴヒゴヒゴヒゴをををを強強強強くくくく締締締締めめめめ、、、、固定固定固定固定するためのするためのするためのするための器具器具器具器具：結束用ビニールバンド 

     穴穴穴穴あけあけあけあけ用用用用具具具具：：：：ハンダゴテ  

 

４４４４））））携帯用携帯用携帯用携帯用いぐりいぐりいぐりいぐり凧凧凧凧のののの作作作作りりりり方方方方とそのとそのとそのとその手順手順手順手順 

隠岐いぐり凧では竹ヒゴを組み、骨組みが出来た上に和紙を張り付

け、凧絵を描き、糸目糸を付けて完成しますが、紙の代わりに布を用

いる携帯用いぐり凧では、竹ヒゴを組み、その骨格を布上にトレース

し、その骨組みを一旦分解し、再び組むといった工程が必要なため骨骨骨骨

組組組組みのみのみのみの正確正確正確正確なななな再現性再現性再現性再現性が強く求められます。 従って、 
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（（（（１１１１））））ベニヤ板を並べ、その上に今から作ろうとする凧の大きさより

もやや大きめに段ボールを張り合わせて下敷きをつくり、その上にタ

テ・ヨコの竹ヒゴの配置図配置図配置図配置図（原図原図原図原図）を原寸大原寸大原寸大原寸大に描き込みます。（この段

階で耳は描きません） 

 

（（（（２２２２））））その原図の上に竹ヒゴをならべて、結束用ビニールバンドを用

い 2 重、時には 3 重に硬く組んでいきます。格子状の骨組みが完成し

たら、さらに耳ヒゴも硬く組み込んで、仮仮仮仮のののの骨組骨組骨組骨組みみみみを完成させます。 

 

（（（（３３３３））））今、出来た耳耳耳耳のののの輪郭輪郭輪郭輪郭をををを段段段段ボールボールボールボール上上上上ににににトレーストレーストレーストレース（凧の原図）した

あと、骨組みは一旦段ボール上から別の場所に移動します。 

 

（（（（４４４４））））あらかじめ凧の大きさに合わせてミシン縫いした布を、表側を下

にして段ボールの上にぴんと張り、押しピンで固定し、画用木炭を用い

て、まず段ボール上に描かれていたタテ・ヨコの線を布の裏面にトレー

スします。 

次いでその線上に先程の骨組みを乗せ、位置合わせをした後、しっか

りと固定し、油性ペンを使って布面に耳ヒゴの輪郭をトレースします。

（布面上布面上布面上布面上にににに凧凧凧凧のののの原型原型原型原型ののののトレーストレーストレーストレース完完完完了了了了） 

本来ならばそのトレース線に沿って約３～４センチの糊しろ部分を
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残し、布を裁断することになりますが、その前にもう一つの大切な作

業があります。 

 

（（（（５５５５））））ヨコヒゴヨコヒゴヨコヒゴヨコヒゴ固定用固定用固定用固定用ののののベルトベルトベルトベルトのののの貼貼貼貼りりりり付付付付けけけけ 

ゴム入りインサイトベルトと硬いベルト芯用のインサイトベルトを重

ねて縫い合わせた特製特製特製特製ののののベルトベルトベルトベルト（図 1、photo.○1 ,○2 参照）を、先ほど布

上にトレースしたタテ・ヨコの線の各交差点上に木工ボンドで貼り付

け、乾くのを待って穴をあけます。 
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このベルトの土台となっている生地は厚めで，糊付けの施された化

繊製品のため、錐の代わりにハンダ付け用のコテの先端を利用し、熱

で穴をあけます。この穴は後から、タテ・ヨコに交差するヒゴを強く

結び、固定するための太めの紐（凧の表側ではこの紐が糸目糸の支点

となる）を通すことを考え、各ベルトごとに、タテ・ヨコのヒゴを挟

んで斜めに 2 個の穴をあけておきます。 

 

  （（（（６６６６））））ここでようやく耳の糊しろ部分を残して布布布布のののの裁断裁断裁断裁断を行います。耳

の切れ目の部分では輪郭の線上まで鋏を入れ、切れ目の補強と同時に、

ヒゴの挿入口となるトンネルの補強を行います。（図 2、イ,ロ、、、、参照） 
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（（（（７７７７））））糊の乾燥を待ち、次は耳耳耳耳ヒゴヒゴヒゴヒゴをををを通通通通すすすすトンネルトンネルトンネルトンネル作作作作りりりり（図２、ハ、

photo.○3 ）の作業に入ります。 

   

半円形の耳の輪郭線に沿って竹ヒゴを通すトンネルを作りながら糊付

けを進めます。トンネルを確実に確保し、糊付け部分ではより強固な接

着を確保するため、アイロンを用いながら作業を進めます。またカーブ

によって生ずる布の襞はピンセットで処理しながらたたみ込み、ヒゴを

進める方向とは逆方向に倒して、これも糊付けをしてアイロンで固めま

す。 
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「均等均等均等均等なななな襞襞襞襞のののの配列配列配列配列」」」」この作業は

難しいけれども、そこにはコツ

が隠されているようです。       

最後に耳の切れ込み部分、即

ちヒゴの出し入れ部分に補強

用の布切れを貼り（図２、ニニニニ）、

耳ヒゴ用のトンネル作りは終

わります。 

 

（（（（８８８８））））タテとヨコの竹竹竹竹ヒゴヒゴヒゴヒゴのののの先端先端先端先端をををを受受受受けけけけ止止止止めめめめ、、、、固定固定固定固定するするするするポケットポケットポケットポケット（図３、

photo.○4 ○,5参照）は、厚手の糊付けの施された硬い布（インサイトベル

ト)を折り曲げ両サイドをミシンで縫った板状の硬い袋のため、布にト

レースされたタテ・ヨコの線に合わせ、耳の縁から 1センチ飛び出した

状態で、糊で貼り付けておきます。これは仮止めの状態で、耳に竹ヒゴ

を入れ固定したあと、トンネルの布とポケットの布板は、2 箇所縫い合

わせ、固定します。針を通すポケット側の穴あけには、やはりハンダゴ

テの先端の熱を利用したほうが便利です。 
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芯棒と両サイドの女竹の頭の部分は皮製皮製皮製皮製ののののポケットポケットポケットポケットを作り

（photo.○6 ）、ミシンミシンミシンミシン縫縫縫縫いといといといと手縫手縫手縫手縫いでいでいでいで固定固定固定固定します、また芯棒の尻手側の

固定にはなめし皮に 3 箇所結束バンドを通す穴を開け、ミシン縫いで固

定しておきます（photo.○7 ）。 
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（（（（９９９９））））組まれた竹ヒゴに番号をいれ、ニッパを用い結束結束結束結束バンドバンドバンドバンドをををを切断切断切断切断し

ながら竹ヒゴを回収し、ヨコヒゴヨコヒゴヨコヒゴヨコヒゴをををを上上上上からからからから順番順番順番順番にににに固定固定固定固定バンドバンドバンドバンドをくぐらをくぐらをくぐらをくぐらせせせせ

ながらながらながらながら推推推推しししし進進進進めめめめ、先端部をポケットに治めた後、尻側の端は布の張り方

を見て長さを調整し、手前のポケットポケットポケットポケットにににに収収収収めますめますめますめます。。。。 

 

（（（（１０１０１０１０））））ヨコヒゴをすべて収めた後、次はタテヒゴタテヒゴタテヒゴタテヒゴのののの固定固定固定固定です。まず芯

棒の頭を皮で出来たポケットに収め、布を縦方向に充分引き伸ばし、尻

手側の皮で竿を包み込むようにし

て結束バンドで 3 箇所固定します

(photo.○8 )。 両サイドの女竹とタ

テヒゴはその場で長さを調整しな

がら収めていきます。これだけで

はタテヒゴはまだグラグラです。 

 

（（（（１１１１１１１１））））先ほど触れたヨコヒゴ固定用のバンドにあけた斜めの二つの穴

にタコ糸７号の紐を通し、タテヒゴタテヒゴタテヒゴタテヒゴととととヨコヒゴヨコヒゴヨコヒゴヨコヒゴをしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと結結結結びびびび固定固定固定固定し

ます（photo.○9 ）。結び方は色々あるかと思われますが、われわれは、

タテヒゴとヨコヒゴを一重結びの後、ヨコヒゴに 2 重に絡め、その後、

さらにタテヒゴとヨコヒゴの間をひと巻きして結び付けるため約 50 セ
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ンチ（女竹の場所では 60センチ）

の紐を付けるようにしています。

またこの紐の両端は抜け出てこな

いように、それぞれに結びを入れ

ておきます。 

 

（（（（１２１２１２１２））））紐を結びタテ・ヨコのヒゴの固定が終わったところで、次は耳耳耳耳ヒヒヒヒ

ゴゴゴゴのののの固定固定固定固定です。 

布で出来たトンネルを通す耳ヒゴは、あらかじめサンドペーパーを掛

けて表面を滑らかにし、さらにパラフィンを刷り込んで滑りを良くして

おきます。それでも引かかり易いヒゴでは、先端を丸め、少し曲げてお

くと引かかりを回避できます。また事前に何回かヒゴを出し入れし、挿

入口と出口をあらかじめ決めておくのも便利です。 

耳ヒゴの配置と、タテ・ヨコヒゴとの上下関係にはそれなりの意味の

ある完成度の高い凧です。隠岐いぐり凧保存会によるテキストを熟読し、

その思いを理解しておいて下さい。 

 三度笠，親耳、横耳。下耳の順にヒゴを通し、固定していきますが、

背中側に出てきた耳ヒゴは、布がしっかり張っているのを確かめつつ、

結束結束結束結束バンドバンドバンドバンドでででで2重重重重あるいはあるいはあるいはあるいは3重重重重にににに締締締締めめめめ付付付付けけけけ、、、、固定固定固定固定して下さい(photo.○10 )。 
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以上以上以上以上でででで携帯用携帯用携帯用携帯用いぐりいぐりいぐりいぐり凧凧凧凧のののの組組組組みみみみ立立立立てててて作業作業作業作業はははは完成完成完成完成ですですですです。。。。 

凧絵を描き、凧の表面に顔を出

している、タテ・ヨコヒゴ固定用

に用いた紐を利用し、これを支点

として糸目糸を張り、弓を背中に

くくりつけ尻手竿に藁縄を付けて、

いざ凧揚げの段階に入るのですが、糸目糸の調整、弓の作り方と取り付

け方、尻手の調整、凧の揚げ方などについての詳細は、隠岐いぐり凧保

存会から出版されているテキストをご参照下さい。 

 

５５５５））））分解分解分解分解とととと搬送搬送搬送搬送 

        凧揚げが終わったら、糸目糸糸目糸糸目糸糸目糸をををを束束束束ねたねたねたねた後後後後、弓、尻手竿をはずし、耳ヒゴ

を固定していた結束用ビニールバンドをニッパを用いて切断し、各々の耳

ヒゴを抜き取り集めます。芯棒の尻手側を固定していたビニールバンド 3

本もニッパではずし、あとはタテ・ヨコのヒゴを結んでいた紐を解き、タ

テヒゴ、女竹、芯棒をはずして一箇所に集めます。布の部分はヨコヒゴを

付けたまま表を向け，束ねた糸目糸、タテヒゴ、女竹、芯棒を一緒にまと

めて中に収め、尻側から糸目糸が絡まないよう気をつけながら包み込むよ

うにして丸めていきます（photo.○11）。その後、全体をビニールシートで
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くるみ紐をかけ（photo.○12）、弓、尻手竿とともにスキーキャリヤに繰り

つけ帰途に着きます。3～4名の人手があれば約 30分で作業は終わります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６６６６））））おわりにおわりにおわりにおわりに 

  いろいろ試行錯誤を繰り返しながら、持ち運びに便利な分解・組み立て

式携帯用いぐり凧を作ってみました。 

この凧を通し、富山の人々と隠岐の人々との交流がさらに進み、親睦の

深まるきっかけともなれば筆者としてこの上ない喜びであり、またこれを

機会に、海の男たちが長い年月を掛けて創りあげ、守り続けてきた隠岐い

ぐり凧の持つすばらしい魅力を、全国の凧愛好家の皆様に認めていたくき

っかけともなれば望外の幸せです。 

            隠岐いぐり凧保存会・富山支部 

               長谷川病院・風神会事務局 

               TEL 076(422)3040  受付 大場和夫 


