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抄録

現代に江戸時代の名残を残す、大相撲にまつわる文化は、知れば知るほど奥深く、興味深い。相撲という競技

をより魅力的に見せるために磨きぬかれた工夫、知恵、技術、美意識が、ふんだんに盛り込まれているからであ

る。私はこの大相撲にひかれ、これまで力士たちの日常生活に息づいているマゲと着物について研究してきた。

次に、相撲界から世間に発信、そのイメージを形づくっているものとして私が注目したのが、番付を書くのに

用いられている独特の肉太書体の「相撲字」である。歌舞伎の看板文字が、華やかで充実した役者の表情と舞台

を見事に象徴しているように、相撲字は大相撲のイメージ表現に最適の文字となっている。もともと番付は江戸

時代、大相撲興行の招き看板として始まったもので、力士名をランク順に並べて書したものである。そのうち木

版刷りの印刷物となり、ポスター、チラシ的な力を発揮するようになり、現在に至っている。単に地位と出身地、

名前しか書いていないものなのに、相撲の番付表は視覚的なインパクトが大きい。それはその墨黒々とした手書

きの力強い文字の意匠からくるものである。

やがて相撲字は、土俵周りではもちろん、さまざまな場面で用いられ、大相撲文化の公用字、いわば包装紙と

もなっている。

本稿は大相撲のタイプフェイスである相撲字の特徴と魅力を探り、その新たな活用法等について考究していく。

キーワード：番付 書写体 デザイン 無名の業 墨跡

はじめに

相撲は実力勝負の世界。番付が何よりも優先する。

力士の強さのランキングを記載した番付は相撲界の

象徴でもある。相撲ファンがまず手にするのは相撲字

と称される字体でつづられたこの番付である。

墨黒々としたその書体は、同じ楷書体なのに私たち

が書道的に書く文字とは明らかに表情が違う。肉太で

歯切れがよく、たくましい。

型にはまった筆文字だということで、芸術的、書道

的には評価されにくい面もあるが、時には禅宗のお坊

さんの墨跡のような格調の高さを感じさせる書きぶ

りもある。日本人には筆太の文字を好む傾向があり、

江戸時代はお家流という書きぶりが公用書体でもあ

った。歌舞伎勘亭流はそれを極端なまでに強調した意

匠文字である。そういう流れの中にあって相撲字は縁

起の良い文字として多くの人に愛されている。型には

まった同じスタイルの文字のようだが、興味を持って

見比べているうちに、そこには書く人によって大きな

個性の違いがあることもわかってきた。

現在、この相撲字は行司の職掌で、彼らの特許デザ

インもしくは民芸品となっている感がある。しかしそ

れだけに、仕事として書いている意識がという意識が

強く、パターン化した絵柄作りに止まっている例も多

い。多くの人から好まれている相撲字の特徴を生かし、
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これを積極的に用いた作品の幅を広げていけば、相撲

字が芸術としても存在しうるのではないだろうか。

そこで、相撲字の成り立ち、環境について調べると

ともに、相撲字の特徴と魅力を様々な角度から分析し

つつ、これまでにない作品の制作を提案、実験を行っ

てみた。

序章 相撲字は芸術である

相撲字と芸術的な書ではどちらが人々に喜ばれる

比率が高いかというと、どちらともいえない。実用に

重きをおいた日用品でも磨き、極め尽くせば立派な芸

術となる。縁起文字としての相撲字も同様である。

そこで、以下のように章立て、相撲字の過去と現在

を考究し、相撲字の積極的な活用と、大きな可能性に

言及することとしたい。

第１章．筆遊びの結晶・江戸文字各種

１－Ⅰ「江戸文字」についての解釈と概念

“永”字八法を例に、江戸文字について概説する

１－Ⅱ．歌舞伎「勘亭流」について

歌舞伎文字の縁起と成立事情を概説する

１－Ⅲ．寄席文字について

寄席文字の成り立ちと特徴に触れる

１－Ⅳ. 相撲字について

相撲字の特徴を様々の角度から分析する

１－Ⅴ．三種書体の具体例

「満員御礼」を【江戸文字三種】で示し、その

イメージを解説する

第２章．江戸文字の模索と創意工夫

２－Ⅰ．番付の書きぶりの変遷

時代によって番付の書きぶりが変化してきた

ことを示す

２－Ⅱ．相撲字の点画分析

【相撲字の基本筆法】を例示する

２－Ⅲ．相撲字の風景

相撲字の風景、相撲字の様々な場所での具体的

使用例を示す

相撲字の書き手としての行司の役割、ならびに

修業方法について

第３章．相撲字応援団

３－Ⅰ．相撲字の必然

相撲字の一般的な評価について考察する

３－Ⅱ．相撲字と書道

３－Ⅲ．相撲字から広がる新たな世界

相撲字芸術の新展望

第１章．筆遊びの結晶・江戸文字各種

１－Ⅰ「江戸文字」についての解釈と概念

現在、江戸期に磨かれた濃密な筆文字は総称して江

戸文字と呼ばれ、江戸の粋を色濃く残す社会で、根強

く生き残っている。意匠を凝らしたいくつもの書体が

考案され、粋な場面で日常的に用いられている。

江戸の息吹を感じさせる書体として活用されてい

るのが歌舞伎の勘亭流、寄席の寄席文字、大相撲の相

撲文字の三種である。江戸文字に関する様々な著書が

多く刊行された昭和四十年代、江戸文字ブームが起こ

り、この三種が江戸を代表する書き文字だという評価

が定着した。この当時その代表的な書き手として注目

を集めたのが、勘亭流の竹柴蟹助、寄席文字の橘右近、

相撲字の鏡山勘太夫で、盛んに発行されたレタリング

の書籍にたびたび登場したばかりでなく、テレビで実

作風景がよく紹介された。

以上三種のほか、浄瑠璃文字なども芝居の背景とし

て登場することが多い。また、千社札や提灯を中心に

半纏などに用いられる四角の中をいっぱいに使った

角字、輪郭を魅力的に生かした籠字、字の勢いを強調

するヒゲ文字、円の中に収める牡丹字等、知恵と工夫

をこらした意匠が時代とともに現れてきた。

さて、江戸時代一般に広く用いられていたのは、鎌

倉期に尊円法親王（１２９８～１３５６）が創始した

豊満で活気あふれる御家流（青蓮流とも言われた）と

いう書風である。「字体」と「書体」また「書風」と

いう語は、その意味や用法について混用されているこ

とが多く、明確な定義を下すことは困難である。しか

し、本稿では主に、楷書・行書・草書など時代によっ

て変化した文字の形体を「字体」と呼び、明朝・ゴシ

ック体などの活字字形を「書体」、書法の流派や風格

など文字の書きぶりに違いを「書風」と表現すること

とする。

一時流行していた点画の難しい極端な草書を穏や
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かで流麗な崩し方に改めたため、多くの人に迎え入れ

られた。その後御家流は、江戸幕府が読み間違えから

来る事故を防ぎ、施政の円滑化を図るため、寛永三筆

の一人で御家流の名手だった松花堂昭乗に指導を仰

ぎ、実用のための公用書体として採用したものである。

これにより、一気に全国規模で広まった。

この御家流が庶民の手に渡って基礎となり、さらに

それぞれの職業で江戸文化を彩るものへと工夫され、

変化、発展していった結果、氾濫といってもいいほど

の文字文化が生み出されるに至ったのである。

本稿では、相撲字を研究するにあたり、現在でも需

要の多い勘亭流と寄席文字を比較の対象とする。日常

目にすることの多い字体と比較することによって、相

撲字の説明がしやすくなるからである。同じ書体でも

流派があり、個性が分かれることは当然だが、無用な

混乱を避けるため、ここでは詳述しない。

また、印刷業界で勘亭流とか相撲字として通用して

いるタイプフェイスのほとんどが、それぞれの社会の

専門家に言わせれば、「よく似てるが、少し違う」と

いう状態で出来上がっているという事実についても

同様に詳述しないこととする。

図１－Ⅰ 【“永”字八法】24)

左から勘亭流、寄席文字、相撲字

１－Ⅱ．歌舞伎「勘亭流」について

江戸文字らしいものを見ると、どんな書体を見ても、

判で押したように「勘亭流」だと言う人がいるが、直

線的な相撲字と、曲線を生かした勘亭流とは明らかに

別物である。

芝居文字である勘亭流は、安永８年（１７７９）歌

舞伎の中村座興行で手習い師匠の岡崎屋勘六が筆を

取って、その独特の書きぶりが評判となったもので、

勘六の号から勘亭流名が生まれたとされている。

墨量もたくさん、四角い枠いっぱいに（左右。字高

は変化あり）、肉太に、懐を広く、筆を内へ内へと巻

き込む要領で書かれる。1 字における点画のつなぎ線

やはね、横画押さえの線を意識して装飾化する感じで

書かれる。ただし看板の字であるため、どんなにくず

しても連綿はせず、すべて一字内で処理するところに

特徴がある。さらに字間を詰めてびっしりと書き、一

見読みにくいものにして、歌舞伎通の優越心を刺激す

ることも行われている。

１－Ⅲ．寄席文字について

寄席の看板、演目書きに用いられている寄席文字は、

ポスターという名称が日本に固定する前に、びら（宣

伝）に用いられていた意匠文字である。例えばびら字

には印半纏などを染めていた紺屋職人・栄次郎が、

様々な字を扱った経験から新しく編み出した直線的

なデザインで、江戸庶民の心意気を示しているとして

一世を風靡した（天保時代＝1836～37）ものなどがあ

る。

初代（明治）、二代のびら辰（大正～昭和 10 年）が、

この流れを受け継いでいたが、大震災から戦争と続く

うちに寄席もびら屋も大打撃を受け、一時この世から

消えかかっていた。

それを戦後、筆法を合理的に改め、より読みやすい

字体にし、寄席文字として甦らせたのが橘右近である。

右近の書風は丸みを持った打ち込み、やや右肩上がり

で、筆押さえに特徴がある。撥ねなどの派手な装飾線

も工夫されていてユーモアがあり、歯切れのよい書体

は人々の心に定着したといえるだろう。

１－Ⅳ．相撲字について

相撲字の特徴は、文字の歴史にのっとった書写体を

骨に、たくましい肉付けを行うところにある。

相撲字は、直線を生かすと同時に、勘亭流や寄席文

字では強調されるハネはたくましくもひかえめに処

理しながら、土俵上での抜群の肉体を持った力士が押

し合いへし合いする力闘のさまと、相撲場の隅々まで

お客さんがいっぱい入るようにと大入り満員の縁起

を表現する。

「大」や「天」の字などの最終画や、「進」のしん

にょうなどの右払いを、丸く止め戻すことにしたのは、

客を流してしまうことを嫌っての縁起担ぎだという。

そしてこのことは相撲字書風独特のたくましさをも

たらす大きな要素となっている。
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図１－Ⅳ．① 大と進の筆押さえ 23)

相撲字は楷書ゆえ真面目さと堂々たる態度が素直に

伝わる。ただ字形の組み立てでは活字の明朝体に影響

を受け、さらに進んで現代風に通じる幅広の文字、ま

た偏と旁、冠と脚などの文字構成比の変更も見られる。

番付という限られたスペースの中で字形を組み立て

られ磨き抜かれてきた書風のため、文字枠の拘束もも

のかは長体平体も自由自在である。勘亭流と同じく字

の高さの設定にも柔軟に対応することも、相撲字の特

徴の一つである。

図１－Ⅳ．② 字の幅と、字の高さのバランスに注目 23)

図１－Ⅳ．③偏と旁の関係。普通の字 24)（上段）

では筏をつないでいるように、両者がズ

レている。下段の相撲字では、偏を極端

にすることで文字枠いっぱいに表現し

ている。

図１－Ⅳ．④ 長い字と平たい字をうまく組み合わせ、

字間を詰める、相撲字独特の形 23)

最近は昔ながらの筆文字よりも、活字のほうが「正

確な」字だと思っている人が多いようである。しかし、

活字はあくまで活字としてのデザインされたもので、

実際に手で書く場合には不自然のものもある。

たとえば「言」の字の第一画。活字では横棒になっ

ているが、国語の書き取りないし授業なり習字では、

斜め点なり、縦に筆を入れて書き始めることを教わっ

たはずである。活字が「正確」とはいえない例である。

また、デパート髙島屋の髙などに使われる俗に「ハ

シゴの高」なども、もともとの形は「髙」である。楷

書体として伝統的な字であると同時に、その方が書き

やすく形が整えやすかったからだと考える。

そしてそれが活字になったときに「高」となる。こ

のように当初の書き文字と活字は別のものなのであ

る。
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図１－Ⅳ．⑤ ハシゴの髙（左）と高（右）23)

手書き文字が当たり前だった時代、人々は点画が簡

単で書きやすく、美しく表現しやすい、いわゆる「書

写体（異体字ともいう）」を用いたのは自然なことで

あって、これを間違い字だとするのは大きな間違いで

ある。ちょっとした筆癖を捕らえて、相撲字ほか江戸

風文字の点画が間違っているとすることは避けなけ

ればならない。相撲字はあくまで「書き文字」が出発

点なのである。

１－Ⅴ．三種書体の具体例

ここでは、興行会の活況を表す「満員御礼」という

言葉を材料に、三種類の書体を見比べてみる。右から

相撲字、寄席文字、勘亭流である。これらをよく眺め

ると、同じ江戸文字でも、偏と旁の置き方から、組み

合わせ方、またその筆の入れ方．運び方、収め方まで、

様々な違いがあることがわかる。

参考までにほかの字体もいくつか示しておく（日向

数夫編「レタリング字典」13））。相撲字の骨となる形

として、楷・行・草にわたる「御」の字の種々相も参

照に供したい。（江守賢治著「楷行草総覧」）。

図１－Ⅴ．① 【江戸文字 3 種】（満員御礼）

勘亭流 24) 寄席文字 24) 相撲字 23)

図１－Ⅴ．② 【レタリング字典より】13)

これらの字が、それぞれの世界で大き

く変貌を遂げる

図１－Ⅴ．③ 【御の字 書き方あれこれ】21)

長い歴史の中で、楷・行・草にわたっ

ていろいろな書きぶりがされてきた

全体を俯瞰して、大まかに言うと、相撲字が楷書で、

勘亭流が行・草書、寄席文字がその中間に位置すると

いえるだろう。

これらの江戸文字の書き手に共通するのは、スペー

スに合わせて長体平体自由自在、なんでもござれとい

う習練に裏付けられた自信である。

また、これらを現代に通用させようとした場合、漢

字はたいていのものはこなすことが出来る。ひらがな、

カタカナ、アルファベットを書こうとした場合でも、

字の丸みを特徴とする勘亭流と寄席文字はおそらく

こなすことが出来るだろう。しかし、直線的な楷書を
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モットーとする相撲字では、ひらがなとアルファベッ

トの処理にはかなりのセンスが書き手に要求される

ことになる。

いずれにせよ、これら「江戸文字」は、庶民が文字

を楽しんでいたからこそ生まれたものである。

第２章．江戸文字の模索と創意工夫

２－Ⅰ．番付の書きぶりの変遷

番付は大相撲に発祥するもので、力士、行司、年寄

の序列を表す一覧表のことである。土俵入りと同じく

顔見せ勢ぞろいで、看板的意味合いがある。

元禄年間（１６８８～１７０４）にはすでに存在し

ていたもののようで（相撲大事典「番付の歴史」1））、

最初は板に書かれていた。江戸相撲最古の紙の番付が

木版で発行されたのは宝暦７年（１７５７）１０月で、

書体は当時用いられていた典型的なお家流。以降明和、

安永、天明のころは版下の書き手によって書体はまち

まちだった。

上位を思いっ切り筆太に書く現在に近い形に落ち

着いたのは寛政のころである。これが相撲字の原点で、

次第に豊満な体の関取衆が狭い土俵で押し合いへし

合いする格闘技である大相撲のイメージを仮託した

意匠文字として工夫され、「番付や筆の力も相撲ほ

ど」と川柳にもうたわれるようになった。

その太いながらも締まった風姿を確立させたのは、

明治半ばの根岸版元の兼吉という優秀な書き手から

と言われている（伝・番付筆者鏡山勘太夫＝別冊相撲

「国技のすべて」３））。間隙の少ない構成はまた、勘

亭流、寄席文字などほかの縁起文字と同様、相撲場を

お客さんが隙間なく埋めてくれるようにとの縁起か

つぎを兼ねている。

宝暦の初出版以来、この番付を印刷、発行していた

のは、幕府や寺社奉行との交渉役も務めていた三河

屋・根岸治右衛門代々だった。当然、その当主もしく

は番頭が筆耕にも携わっていたため、寛政以降に整え

られた番付の書体は根岸流とも呼ばれていた。

【番付の書きぶりの変遷】図２―Ⅰ．①～⑥

図２―Ⅰ．① 宝暦 13 年 10 月番付（典型的な御家流）

図２―Ⅰ．② 明和 3 年 10 月番付

図２―Ⅰ．③ 寛政 7 年 3 月番付（上位をより太い字

にした現在の番付の大元と言える形）
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図２―Ⅰ．④ 明治 27 年 1 月番付（極端なまでに線

が太くなり、相撲字書風が完成）

図２―Ⅰ．⑤ 昭和 34 年 3 月場所番付（文字の骨格

をしっかり表そうとしている）

図２―Ⅰ．⑥ 平成 20 年 11 月場所番付（現在の相撲

字。読みやすいよう、近代的なレタリング

感覚が働いている）

２－Ⅱ．相撲字の点画分析と特殊性

筆による書法について述べるからには、本来ならば、

書道の世界で言う「永字八法」（永の字に書の基礎と

なる８つの点画が全部含まれている、とする教え）な

どを用いて説明するのが常道であるが、そうすると一

般の方にはなじみの薄い専門用語を使うことになり、

興味をそぎかねない。

また、本稿のねらいはあくまで相撲字の魅力分析に

あるので、ここでは意匠のひとつとして扱い、より一

般的な用語を使って筆法を例示するにとどめた。

【相撲字の基本筆法】図２―Ⅱ．①

図２―Ⅱ．① 相撲字の基本筆法（エレメント）23)

さて、ここからは相撲字字形の特殊性について述べ

る。

まず、現在相撲番付で使われている字は、教科書的

にいうと、誤字としてみられかねない字が多い。

しかし、昔から書かれてきた、筆にムリが掛からな

い書写体が基本であるためである。さらに、相撲字な

らではのバランス感覚、書き方が厳としてあり、そこ

には実に大らかで大胆な理由付けがある。たとえば海

の字では旁の２画目のあとにバランスを取るために

点を補うのが相撲流である。
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図２―Ⅱ．② 右上の補点が常識となっている｢海」

の字 23)

逆に字画が少ない例として、番付の中央に大きく書

かれている「蒙御免（ごめんこうむる）」の「蒙」の

字に注目してみる。

「蒙御免」とは江戸時代に行われた勧進相撲で、寺

社奉行から興行許可をもらった、お許しを得たとして

大上段に振りかざした文字である。

なお、「蒙」を極端に大きく書くのは、高くこの札

を掲げたときに、下から見上げてバランスよく見える

ようにとの配慮からきた口伝とされている。

この字の左側の下部には左払いの斜めの線が「豕」

のように３本なければいけないところを、右側下部に

合わせて２本ですませている。江戸時代の番付を見て

も、たまに正確に３本書いてある場合もあるが、いつ

しか２本が伝統になった。幕府側もこの字形について

は、特に取り締まるようなことはしなかったようであ

る。

図２―Ⅱ．③ （左）現在の番付中央に頭書されてい

る「蒙御免」の字。下部中央が垂直に下ろ

され、その左右の打ち込みと払いの線が 2

本ずつでバランスを取りあっている。

図２―Ⅱ．④ （右）「蒙」の字を一応正しく書くと

したらこうなる。23)

番付の字はおおむね極端な長方形でできている。その

ためデザイン的な理由から、偏と旁を上下に並び替え

ることなど自由自在である。峰は簡単に峯となり、松

も枩、嶋も嶌、海も水
毎

となる（毎の下に水を書く。こ

れらは実際に昔からある書き方である）。

図２―Ⅱ．⑤ 「松」の部首を並び替えて「枩」23)

図２―Ⅱ．⑥ 「嶋」も嶌に 23)

図２―Ⅱ．⑦ 「海」も「水
毎

」。弘法大師の空海もこ

のような字を書いていたという 23)
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横綱の横の字は極端に木偏の幅を狭くし、たくまし

いい旁の２本～３本の縦線との調和を図っている。か

と思えば「大関」の「関」の字は、行書の形をそのま

ま楷書風に書いたもの。「前頭」の「前」の字も大量

に並べて見たとき、続く「頭」との続き具合、バラン

スを見て、「前」の字の左下に横画を 1 本余分に入れ

ておいたほうが引き締まるとしたのかもしれない。

図２―Ⅱ．⑧ 横綱から前頭まで、その字を眺めるだ

けでも興味は尽きない。いろいろなことが

考えられ、伝承されて、このような形が出

来上がった。その際一字一字も大切だが、

番付は全体を眺めるものという感覚も必

要だ。特に「前頭」は同じ字を並べるため

に、大きな工夫がされていると考える。

２－Ⅲ．相撲字の風景

昭和に入ってから行司が番付を書くようになり、相

撲字もまた様々な場面で使用されるようになった。番

付はもとより取組編成の原簿になる巻き（横綱以下序

ノ口までの全力士の名を番付順に一覧記載した巻紙

のこと）、顔触れ（対戦する両力士の四股名を書いた

紙）、電光掲示板、部屋の看板、稽古場の名札、巡業

地の宿舎割り、大入袋への名入れ、千社札、イベント

看板・役割、各種表紙題字、浴衣のデザイン文字、額

字、熨斗袋等、相撲風景に欠かすことはできない。

以下、まずは様々な相撲字場面を集めてみた。

【相撲字の風景】図２－Ⅲ．①~⑳

図２－Ⅲ．① 行司が呼出しとともに明日の取組（顔

合わせ）を披露する『顔ぶれ言上（ごんじょう）』

図２－Ⅲ．② 江戸時代の『顔ぶれ』。当時の行司は

袴（はかま）と裃（かみしも）を着用、烏

帽子は被っていない。現在の行司とは装束

が異なっている。

図２－Ⅲ．③ 大筆で一取組ごとに１枚ずつ書く『顔

ぶれ』。行司の仕事。番付の字より幅広で

線も太い
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図２－Ⅲ．④ （左）相撲場入口の正面に飾られる大

きな板番付。招き看板の意味がある。行司

の手書き

図２－Ⅲ．⑤ （右）江戸勧進相撲の名残を残す御免

札。興行するにあたり寺社奉行のお許しを

得た。それを高く示したものが「御免を蒙

（こうむ）った」ことを示すこの札（後述）

図２－Ⅲ．⑥ 御免札を書く行司。木のため失敗は許

されない。しかし堂々と書き進めねばなら

ない。ここに来るまでには多くの修練を必

要とする。

図２－Ⅲ．⑦ 番付や取組を編成するにあたって原本

となる巻き。力士全員の四股名が上から順

に東西に分けて書いてある。肉太線。形も

平体である。

図２－Ⅲ．⑧ 3 月大阪で行われる春場所の正面玄関

の看板

図２－Ⅲ．⑨ 本場所のポスター。タイトルは相撲字

図２－Ⅲ．⑩ 稽古場に掲げられた部屋所属力士の連

名木札。場所ごとの番付に応じて名札の順

序が入れ替わる。

図２－Ⅲ．⑪ 行司の順位と担当役割を記した連名。

国技館の行司部屋に掲示されている。
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図２－Ⅲ．⑫ 相撲部屋で所属力士の毎日の勝敗を記

入する星取表。

図２－Ⅲ．⑬ 相撲教習所に掲げられている相撲実技

の「基本動作」。

図２－Ⅲ．⑭ その部屋の道場訓なども相撲字で示さ

れる

図２－Ⅲ．⑮ 協会内での連絡事項にも相撲字が用い

られている（巡業日程の発表）

図２－Ⅲ．⑯ 相撲関係の雑誌や書籍の表紙も、大相

撲を象徴する相撲字が飾る

図２－Ⅲ．⑰ 相撲情緒を盛り上げる相撲甚句の歌詞

を書いたもの（名所甚句）



山野研究紀要 第 18 号 2010 61

図２－Ⅲ．⑱ 力士の哀歓を唄う相撲甚句のＣＤにも

相撲字が書かれている

図２－Ⅲ．⑲ 本場所で大入りが出た（「満員御礼」

になったとき）相撲協会関係者に配られる

大入り袋。中身は 10 円だが、縁起物とし

て喜ばれている。

図２－Ⅲ．⑳ 祭りの奉献札（大相撲の地元両国の町

会）にも相撲字が使用されている。

行司は勝負を裁くばかりでなく、書記方も担当して

「行司は習字」といわれるゆえんである。そのため入

門するとすぐ相撲字修業に入る。

相撲字の書き方についてはあくまでも「楷書への肉

付けが基本」である。しかし書道経験者でいくら器用

な人でも、そうそう書けるものではない。長年の試行

錯誤を経て出来あがったイメージに近い相撲字を書

けるようになるには10年は掛かると言われている（番

付筆者・30 代木村庄之助談）。

そのくらい特殊でむずかしい技術でもあるのだ。だ

から「一生勉強」と、行司たちは番付の上下を問わず

相撲字の修練を怠らない。

さて、そのように苦労して身につけた技でも、書道

作品のように揮毫者の名が明らかにされることはほ

とんどない。どんなに傑作を書いても、あくまでも縁

の下の力持ち、どこまでも無名の業である。

長年の修業時間を一般の書道に振り向けていれば、

大した書家になっているかもしれないのに…と惜し

まれるような人が、行司には何人もいるといわれてい

る。そのように抜きん出た相撲字を書くためには、多

くの修練が必要とされている。

第３章．相撲字応援団

３－Ⅰ．相撲字の必然

これまで述べてきたように、相撲字は伝統的に番付

で用いられ、一般社会には存在しない文字である。し

かし伝統的に書かれてきた文字という実績は何より

も強い。

「相撲字ではこう書く」という伝統・信念・社会通

念がこの相撲字にはある。

筆順というものがある。その書体の字を楽に、形よ

く書くためにはどんな順序で書いたらいいかという

経験則である。

相撲字は、書道を本業としている人の目には、感心

できない書き順で書く場合がある、だが、それは漢字

に対する教養がないのではなく、限られたスペースに

隙間なくダイナミックな字を書くために相撲字書風

から必然的に要求される筆順を実践しているに過ぎ

ないのである。

それが証拠に、行司が気合を入れて相撲字を書いた
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場合、筆の勢いに任せて失敗するということはほとん

どない。

多くの装飾線を必要とする、勘亭流、寄席文字に比

べて、筆を入れなおすことは少ない相撲字だが、書き

上がった字画をなぞるなどして形を整えることがあ

る。

書道では一筆書きを尊び補筆を嫌うのが一般的だ

が、相撲字では理想の線を出すために手を加えるのだ

という立場を取る。できれば、書道のように一筆で決

めたいが、必要な書線を手にいれる為には重ね書きも

するのである。

３－Ⅱ．相撲字と書道

相撲字のたくましい姿に共感を示さない人がいる。

「あれはいくらなんでも太りすぎ、あれは墨の豚、墨

猪（ぼくちょ）だ」と酷評する。確かにレタリングに

走り、太いだけをイメージした相撲字もあるだろう。

昭和の書家、青山杉雨は相撲字に関して、「相撲字

の技術は結構むずかしい。しかし彼らが目指す形はど

うしても同じようなものになってしまう。そういう独

創性が乏しくなってしまうところが、難しい業、修練

を要するものとはいえ、芸術と呼べなくなってしまう

ところなのだ」と語っている。さすがは日本を代表す

る書家、認めるところは認めた上で、相撲字に対する

現在の日本書道界における結論を出している。

しかし、字を書くのだという意識を持って精進して

いる人であれば、「書に皮・肉・骨あり、三者具わり

て後に品位生ず」（梧竹堂書話）の例えや意味もわか

り、その骨太の体（書）に程よい張りを持たせつつ筋

を通すこともできるに違いないと筆者は考える。

３－Ⅲ．相撲字から広がる新たな世界

さて、ときに「印刷のようだ」と表現され、人々に

溜め息をつかせるほど鮮やかな相撲字書法は、長い伝

統と、書き手の習練あればこそ可能となったものであ

る。

力士の名を書くだけ、大相撲の公用書体として活用

するだけではもったいない。もっといろいろな場面に

この相撲字を提供することにしたらどうだろう。

たとえば茶掛けの書などに合うのではないか。また、

座右の銘や漢詩、お経などを書いても面白い。

筆者はこれまで禅宗の僧侶が書いた肉太の墨跡を

見るたびに、相撲字と共通するものを感じてきた。な

らば長年の修業で身につけた相撲字技法を用いて僧

侶に引けを取らぬ気迫あふれる表現をすることがあ

ってもいいのではないか。どんなに判定が難しい場合

でも勝負決定の一瞬に、東西どちらかに軍配を上げな

ければいけない試練が続く行司の土俵上の覚悟と境

地を考えたら、その書が墨跡をしのぐものとなってい

てもおかしくはないはずだ。

筆文字の可能性を追求し、何を書いても無名という、

縁の下に徹してきた事実はいったん横において、自ら

の名で新墨跡的な作品を追究して見てはどうだろう。

制限された文字枠が、魅力的な書線を生み出したのだ

から、今度は、書線の力強さはそのままに字形を少々

伝統的な楷書体に戻せば、相撲字は縁起文字を超えて

深甚な書の世界に移行させることが可能になるので

はないだろうか。

最後に、変わり種番付、また有名な墨跡に習った実

験作をいくつか提示する。今後、相撲字が足かせ手か

せを取り払い、広い社会に進出することによって、新

たな活躍の場が広がることを期待したい。

【相撲字芸術の新展望】図３－Ⅲ．①～⑫

図３－Ⅲ．① メニュー代わりのちゃんこ鍋番付 24)
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図３－Ⅲ．② 防火防災の心得(標語）を番付にした

もの 24)

図３－Ⅲ．③ 相撲字は祈りの字でもある。

お経を書いたもの 24)

図３－Ⅲ．④ 大燈国師の｢関山号」(上)18)と

相撲字(下)23)

図３－Ⅲ．⑤ 虎関師錬の｢花屋号」(左)17)と

相撲字(右)23)

図３－Ⅲ．⑥ 無準師範の「潮音堂額字」（左）17)

と相撲字（右）23)

図３－Ⅲ．⑦ 一休宗純の「七仏通戒偈『諸悪莫作 衆

善奉行』」18)と相撲字（右）24)
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図３－Ⅲ．⑧ 慈雲飲光の｢主人公」(左)17)と

相撲字(右)23)

図３－Ⅲ．⑨ 白隠慧鶴の「定」(上)16)と

相撲字（下）24)

図３－Ⅲ．⑩ 白隠慧鶴の「巌頭和尚語『暫時不在 如

同死人』」（左）18)と相撲字（右）23)

図３－Ⅲ．⑪ 白隠慧鶴の「南無地獄大菩薩」

（左）18)と相撲字（右）23)

図３－Ⅲ．⑫ 山岡鉄舟の「龍虎」(乕は虎の書写体)

(上)17)と相撲字（下）24)
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