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             長谷川病院風神会 

                 長谷川眞常  

大場 和夫 

代谷 松男（凧絵担当) 

                  要旨要旨要旨要旨 

「本題の要旨はすでに本年６月に発行された日本の凧の会・夏号、（７９号、８２ページ参

照）にその概要を紹介しましたが、その後、凧のさらなる軽量化に取り組み、それまで用

いていたポリエステルタフタ、 品番７９２１（２２５)に替え、より薄地でより軽い、高

密度軽量タフタ 品番２１０５を凧の布地に利用したことで軽量化が実現し、今までの凧

と異なり、弱い風でも容易に揚がる富山型いぐり凧が完成しました。 

しかし生地が薄地となった点に加え、軽度の撥水性をもつ布のため糊付けが困難となり、

アイロンの使用で生地に皴を生ずるなど、従来の手法ではトンネル作りが困難なことが判

明しました。 

その難問を解決するため今回著者は虫ピン、接着用紙テープを使った新しい手法を考案

し、仕上げに当たってミシンの使用を容易にし、従来に況してより精巧で合理的なトンネ

ルを作ることに成功しました。 

その新手法を紹介すると共に、どのような長さにも対応可能で、左右バランスが良く、

持ち運びにも便利な富山型いぐり凧ならではの独自の弓の作り方についても併せ紹介した

いと思います。」 

   

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 部品で構成されます。 今回開発

した組み立て式携帯用・富山型隠岐いぐり凧（以下富山型いぐり凧



と略す）は、紙紙紙紙をををを布布布布に変えただけで、形と骨組みは隠岐いぐり凧の

基本を厳重に守っています。 

しかし従来の和紙で作った隠岐いぐり凧にくらべ、富山型いぐり

凧に用いた布には、ただ絵を描いて貼るだけではなく、骨組みを支

え、構造の一角を担う大事な役割を担わせたところに大きな特徴が

あります。 

 

２２２２））））富山型富山型富山型富山型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始始始始めめめめるるる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、富山型いぐり凧作りを始

める前に、一度隠岐いぐり凧保存会から出版されたテキストに従い、

和紙を用いた隠岐いぐり凧を作ってみた上で、その後、富山型いぐ

り凧作りへの挑戦をお勧めします。 

 

３３３３））））富山型富山型富山型富山型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「「「「隠隠隠隠

岐岐岐岐いぐりいぐりいぐりい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、われわれの開発した富山型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：やや撥水性を持つが、通気性が低く、薄くて軽い白い布地 

（高密度軽量タフタ 品番２１０５） 

  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、接着用紙テープ 

  ミシンミシンミシンミシン：：：：布及びなめし皮用 

     ナイロンバンドナイロンバンドナイロンバンドナイロンバンド（長さ２０３ｍｍ、幅２，５ｍｍ)：竹ヒゴを強 

く締め、固定するための結束バンド      

ハンダゴテハンダゴテハンダゴテハンダゴテ：：：：穴あけ用具  

 

４４４４））））富山型富山型富山型富山型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

を用いる富山型いぐり凧では、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 組骨 組骨 組骨 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、 

（（（（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、結束用ナイロンバンド

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

上に（布の裏面）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、骨組み内の耳ヒゴは画用木炭で、

外縁の耳ヒゴの輪郭は油性ペンを使って布面に

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）（写真１） 

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（写真２)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まず補強用の小

さい四角形の布切れを木工ボンドで貼った後、そ

の上に重ねて特性ベルトを貼り付け（図１)、乾

くのを待って穴をあけます。 

 

写真１ 

写真２ 



このベルトの土台となっている生地は厚く，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、ヨコヒゴを強く結び、固定する

（凧の表側ではこの紐が糸目糸の支点となる）ための太めの紐を通

すことを考え、各ベルトごとに、タテ・ヨコのヒゴを挟んだ斜めの

位置にそれぞ 

れ 2個の穴をあけておきます。（図２) 



（（（（６６６６））））ここでようやく耳ヒゴを通すトンネルを作るための縫いし 

３～4ｃｍ幅を残した布布布布のののの裁断裁断裁断裁断を行います。 

（（（（７７７７））））耳の切れ目の部分ではトレース線上まで鋏を入れ、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作業を行いま

す。（日本の凧の会７９号、８７ページ図○6 参照） 

 （（（（８８８８））））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（同上図○7



参照）の作業に入ります。 

半円形の耳の輪郭線に沿って縫い代となる布を内側にたたみ込み

トレース線上ギリギリで 2 重に重なった布に虫ピンを指し、下敷き

の板に固定しながら、同じ操作を 2～3ｃｍ間隔で次の切れ目まで進

めます。虫ピンで固定された縫い代部分の布には自然に襞が出来ま

す（図３)。 



この襞を紙製接着テープで拾いながら竹ヒゴの進入方向側に折りた

たみ、テープで固定してゆきます。ミシン操作時を考え固定が足り

ない場所では、耳のカーブに沿って横に長くテープで固定（写真３)

した後、虫ピンを抜き取ります。同じ作業を 10 個の耳で行います。

（写真４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（９９９９））））タテとヨコの竹ヒゴの先端を受け止め固定するポケットは、

布が厚く糊ずけした硬い素材で出来た袋のため、タテ・ヨコの線に

合わせ、耳の縁から 1cm飛び出した位置にボンドで貼り付けておき

ます（写真３参照)。以上でミシン縫いの為の仮固定の作業は終わり

ます。 

写真３ 写真４ 



（（（（10））））耳ヒゴを通すトンネルを作るため、耳の縁に沿って１．５

㎝の幅で仮固定用のテープ、さらにポケット用の厚手の布も一緒に

その上からミシンで縫込みを進めます。補強を必要とする場所では

２重・３重に針を進めます（図４)。 

 



（（（（11））））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

（写真５）、ミシンミシンミシンミシン縫縫縫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（日本の凧の会７９号８８ページ写真○8 ）。 

布布布布のののの操作操作操作操作のののの終終終終わったところでわったところでわったところでわったところで、、、、骨組骨組骨組骨組みのみのみのみの解解解解

体体体体、、、、そしてそしてそしてそして凧本体凧本体凧本体凧本体のののの組組組組みみみみ立立立立てててて操作操作操作操作にににに入入入入りまりまりまりま

すすすす。。。。 

（（（（12））））解体を前に、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ます。 

組組組組みみみみ立立立立てててて 

（（（（13））））ヨコヒゴは上から順番に固定バン

ドをくぐらせながら推し進め、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ながら長さを調整し、手前のポケットに収め

ます。ヨコヒゴをすべて収めた後、   

（（（（14））））先ほど触れたヨコヒゴ固定用のベルトにあけた斜めの二つ

の穴からタコ糸７号の紐を通し、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。この紐は凧の表面では糸目糸の支点となるため簡単に緩まな

写真５ 



いよう３重・４重に結び、また裏面ではタテヒゴを重ねたとき結び

目が邪魔にならないよう結び目はヒゴの横に納めておきます。（図５) 

 

 



（（（（15））））次はタテタテタテタテヒゴヒゴヒゴ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

込み、結束バンドで 3 箇所固定します。 両サイドの女竹と残りの

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。 

タテ・ヨコヒゴの交差部で、結束結束結束結束用用用用ナイロンナイロンナイロンナイロンバンドバンドバンドバンドををををヨコヒゴヨコヒゴヨコヒゴヨコヒゴのののの

下下下下をををを斜斜斜斜めにくぐらせめにくぐらせめにくぐらせめにくぐらせ、、、、タテタテタテタテ・・・・ヨコヨコヨコヨコヒゴヒゴヒゴヒゴ一緒一緒一緒一緒にににに強強強強くくくく締締締締めめめめ付付付付けけけけ、、、、余った

先端部を切り取ります（図５参照)。固定をより強くするため同じ操

作で十文字にナイロンバンドを掛けておきます。 

（（（（16））））結束用ナイロンバンドでタテ・ヨコのヒゴの固定が終わっ

たところで、次は耳耳耳耳ヒゴヒゴヒゴヒゴのののの固定固定固定固定です。 

布で作ったトンネルに通す耳ヒゴは、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。 

強い風の下で生まれた隠岐いぐり凧は、骨組みが強固で複雑です。

耳ヒゴの配置でも、タテ・ヨコヒゴの上におくか下におくか、その



位置関係はそれなりの意味を持つ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 重重重重ああああるいはるいはるいはるいは 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。 

以上以上以上以上でででで富山型富山型富山型富山型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、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ナイロン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



たナイロンバンド 3 本もニッパではずし、あとはタテヒゴ、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

み、同時に弓・尻手竿もビニールシートでくるみ、紐をかけスキー

キャリヤに繰りつけて帰途に着きます。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

み立て式富山型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喜びです。 

             

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 

                                                隠岐いぐり凧製作テキスト出版元 



               隠岐いぐり凧保存会事務局長 冨田績 

               TEL０８５１２（２）１３９９ 

 

 

 

付記付記付記付記：：：：富山富山富山富山型型型型のののの弓弓弓弓（（（（隠岐隠岐隠岐隠岐ではではではでは籐竹籐竹籐竹籐竹とととと呼呼呼呼んでいるんでいるんでいるんでいる））））のののの作作作作りりりり 

隠岐いぐり凧の魅力の一つに上空で風を受け、大きな唸り声を発

する弓が取り付けられていることです。弓の素材は破竹で凧の大き

さで弓の長さも決められています。 

凧の背丈の１．５倍、３メートル（大きさ約 4.5 畳大）大の凧で

は 4.5 メートルの破竹が必要で、程ほどの太さで、元（もと）と末

（うら）の太さがあまり変わらない竹が要求されますが、理想の竹

はなかなか手に入りません。 

われわれは 2 本の竹を元で合せ、使用時これを接合して使う弓を考

案しました。 

 

 

材料 

 

１． 接合部に被せる鞘（外筒）の部分 

 弓の長さ 4 メートル以上のものを作る際にはホームセン

ターで内径 3ｃｍのステンレス製のパイプを。3メートル台



の弓の作成では内径 2.4 センチのビニールコーティングさ

れた鉄パイプを準備する 

２． 竹 

 パイプの太さにあわせ 2 本、１対の竹（2ｏｒ３メートル）     

  を準備する 

３． 接合部の竹の芯棒を作る（図６)  

 接合しようとする 2 本の竹の端末部から幅 5 ミリの筒を

切り取り、一方接合部の節から節までの長さにあわせて皮の



部の多くついた竹ヒゴを用意し（中心部には太目のヒゴ）、

たっぷり糊を付けて束ね、先ほどの 2 個の筒に収めます。

隙間を見てさらにヒゴを送り込み筒一杯にヒゴを詰め込み、

さらに糸を巻きつけてヒゴ同士の弛みをとって一晩乾燥さ

せます。 

   翌日外側の筒、糸を取り除きグラインダーで余分な糊の

塊を取り除くことで、接合部にぴったりあった芯棒が出来

上がります。 

   あとは隠岐いぐり凧保存会のテキストにならいビニール

テープを張って弓を作りますが、1 本の竹と異なり上空で振

動に耐え切れず捻れ現象を起こすことがあります。よく唸

るところで、外筒のパイプと竹をビニールテープでしっか

り固定した後、凧に取り付けてください。 

   分解して持ち運びに便利なだけでなく、バランスが良く

どんな長さにも対応出来、それなりの唸りが得られるとい

う合理性から見ると富山型いぐり凧の特徴の一端を担って

余りある弓といえます。 


