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下家 由起子 
 

抄録抄録抄録抄録 

明治維新の断髪令が強力な政府の意思を持って施行されたなか、男子社会で断髪をまぬがれ、マゲを許され

て生き残ったのが大相撲のマゲであった。以来力士たちは実生活の中で、マゲを結い、日本の伝統和風文化を

実践してきた。土俵には屋形、四色の房といったしつらえ、神事における所作という演出のもと、マゲに廻し

の力士たちが力と技を競い合う相撲競技は、江戸時代の趣を現代に魅力的に伝えている。その力士たちの整髪

料である「梳油」には髪を漆黒に輝かせ、髪を整えるという本来の目的のほかに、特有のにおいを発するとい

う大きな特徴がある。上は横綱から下は新弟子に至るまですべての力士が平等に用いる整髪料の香りは、いま

では多くの人に「お相撲さんのにおい」と印象付けられている。本稿は、この梳油の周辺を調査し、主に「に

おい」という観点から、梳油に関する歴史的、比較文化的な考察を試みたものである。 

 

 

キーワード：日本髪 髪油 におい 結髪 伝統 

 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 筆者はこれまで、日本の伝統文化の一つとしての大相撲

に着目し、力士の象徴であるマゲを入口に、それを支える

床山たち、力士の生活に息づいている和装文化、大相撲を

ビジュアルに表現する意匠文字（相撲字）について調査し

てきた。今回は、マゲを改めて研究するにあたって、これ

までどおりにひとのマゲや結髪の過程を第三者として観察、

鑑賞するだけでなく、マゲを結ってもらう力士の気持ちも

体験するために、自身の地毛で大銀杏を結うことを思い立 

 

った。そのため、大きな髻を結えるまで2年以上を掛けて

髪を伸ばした。そして実際に大相撲の床山に大銀杏を結っ

ていただき、結髪から断髪までを一気に経験した。そこか

ら改めて見えてきたものは、大銀杏結髪における、いわゆ

るビンツケ（この社会では「梳油」と呼ばれる独特の髪油）

の効用と魅力だった。 
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（本論）（本論）（本論）（本論）    

１．整髪料としての梳油１．整髪料としての梳油１．整髪料としての梳油１．整髪料としての梳油    

    

髪油について髪油について髪油について髪油について    

髪は古来より、古史や埴輪などの考証によって、単な

る人体の一部としてではなく、宗教的なものであったり、

特別な意味合いを持っていたとされる。そして、日本では

男女ともに艶のある髪が尊重され、美しいとされてきた。

（これは、中国・朝鮮半島との行き来により風俗の影響を

おおいに受け、直髪*で漆黒の髪は憧れの象徴であったの

だろう・・・*古来の日本人にも縮毛の人はいたが、ここ

でいう直髪はアフリカ人などの丸く短く縮んだ縮毛との違

いをあらわす） 

そのため、男女ともに髪の色艶をよくし、また結髪の

かたちを整えるために、頭髪に油を塗ることが古来より行

なわれてきた。その髪油は植物性の脂肪を原料とした膏油

であったといい、日本において頭髪に油をつけることは、

上古よりすでに行われていたらしい。 

奈良時代の話という「日本霊異記（日本現報善悪霊異記）」

によると、ある茶会の席で、髪に色艶を出そうと猪の油を

つけた女性が、その髪のあまりの臭さに、茶会を催した僧

侶から、席を外させられたという話が記されている。これ

が、おそらく後世の鬢付け油（以降ビンツケと表記する）

の初めであろうといわれている。 

その後、上流階級を中心に、「油綿」といって綿に丁子

油を浸して用いることが行なわれていた。 

中世の頃になると五味子（さねかずら）の茎を水に浸し

てそれから染み出る粘液を利用した。江戸時代（貞享・元

禄年間）には特に盛んに使われたという。そのため五味子

は俗名を美男葛といわれるようになった。ビンツケは、も

ともとローソクの蝋の流れに松脂を入れて油を作ったもの

で、はじめは町人の男伊達など髭の垂れないように用いた

のであったが、のちにはこれに香料を加えて練り上げ、髪

の乱れるのを防ぐこととなり、結髪の際の必要品となっ

た。 

 また「伽羅油（きゃらあぶら）」は寛文年間に多く使用さ

れたが、これはビンツケに「伽羅油」を配合して、その高

い香りも称美したものである。この頃の男子は伽羅油、女

子は五味子を用いていたという。「梳油」もまた、この時

代に現れ、毛髪を梳く際にこれをつけて毛髪の垢を除く必

需品となっていた。 

武士や、武士に仕える者たちが、威勢を張ろうとひげ

を生やしていた.そのうえひげをピンとさせることができ

ればなお格好がよい。そのためにもにおいのいい油にこだ

わった。 

 日本髪を美しく結うためには、髪のまとめやすさ、櫛の

通りやすさ、乾いた後の艶や感触、見かけの張り等までも

念頭においた髪油が必要だった、言い方を変えれば髪油が

発達したことによって髪の形も変わっていくことになる。

髪油なくして日本髪はない。その日本髪のための髪油の発

達には男マゲ側の要請が、大きくかかわってきたのであ

る。 

    

男髪を取り入れて発達した日男髪を取り入れて発達した日男髪を取り入れて発達した日男髪を取り入れて発達した日本髪本髪本髪本髪    

 明治維新の際、唯一断髪令を免除され、自身の頭にマゲ

を残した大相撲の力士たちは、女性の髪型にもとても敏感

だった。彼らが好んで口ずさむ唄に相撲甚句というものが

ある。短く粋な前唄、長めの物語唄である本唄、そして

次々と謳われる唄と唄の間をユーモアたっぷつなぐラップ

調のハヤシ唄で構成されている。戦後にうたわれたという

そのハヤシ唄に次のようなものがある。 

 

（アー ドスコイ ドスコイ！） 

あー 髪の形も数ある中で （ハイ） 

ちょいと巻いたがハイカラで （ハイ） 

娘結うのが高島田 （ハイ） 

小粋で小憎い丸髷か（ハイ） 

銀杏返しは二心（ハイ） 

親の意見は耳隠し（ハイ） 

モダンガールは断髪で（ハイ） 

パーマネントは雀の巣（ハイ） 

誰が付けたか～  

相撲
す も

取り頭を 

チョンマゲー、チョンマゲッ！ 

（アー ドスコイ ドスコイ！） 

 

以上のような、女の髪型を列挙し、巡業などで披露す

ると、なんとないおかしみに多くの拍手が沸くようだ。 

ここでこの歌詞を持ち出したのは、日本人のマゲへの

こだわり方は昔から同じで、日本髪の代表とされる島田髷

のお洒落が、もともと男性の若衆髷に触発されたところか

ら始まったものだというところにある。 
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歴史的に見ると、女性は垂髪が上古以来の本来の風俗。

しかしこれだと実生活では非常に動きづらい。そこで庶民

の生活の知恵として日用の便宜のために行われていたのが、

結髪という手段だった。だが、男たちはすでに髪を結んで

動きやすさからおしゃれまでを楽しむようになっていた。

江戸泰平の代になると、「日髪（ひがみ）」といって毎日結

髪に髪結床に通って髪を直す洒落者の男たちまで現れたほ

ど。 

女髪に変革をもたらしたのは、当時の自由人であった

遊女たちだった。一種異様な風体で演じることが喜ばれた

女歌舞伎を演じるに当たって、彼女たちは若衆髷をヒント

にこれを改良し、純然たる女髷を再生し、近世に至る女性

風俗を作り上げていったのだ。ちなみに女歌舞伎が生まれ

たのは、江戸時代の始まる慶長８年（１６０３）、年表的

にも社会環境の変動と社会思潮を雄弁に物語っている。 

 

時代は無臭に向かう！？時代は無臭に向かう！？時代は無臭に向かう！？時代は無臭に向かう！？    

 振り返って見ると、日本では香道が発達し、身の周りに

溢れていたので、女髪のほうでは総じて髪油までことさら

香料を用いてその香をきく必要はさほど感じてていなかっ

たように思われる。文献を見ても、後に梅花香が登場する

程度で、洗髪したり、整髪するにあたって、香料の記述は

ほとんど出てこない。特別の日の日本髪を除いて、香道の

強烈なにおいはにおい消しに使われていた。 

 その後現代に至って、日本髪を地毛で結う人が少なくな

り、カツラのほうが優勢になると、さらににおいのしない

方を多くの人が好むようになった。余談だが、あるカツラ

業者の話によると、いまでいう「おめでた婚」が急激に増

えた昭和 40 年代後半、式や披露宴の最中、料理を初め身

おいが強いものが出てくると、気持ちが悪くなる花嫁が続

出したという。その頃までは、結婚式だけは洋装だけでは

なく、やはり日本髪でも行うのが好ましいとされた時代だ

った。特に自分の鼻に一番近いカツラのにおいに反応する

人が増えたので、式場からもにおいをできるだけ取る方向

に向かったのだった。 

 

 

２．匂いのニューファッションの登場２．匂いのニューファッションの登場２．匂いのニューファッションの登場２．匂いのニューファッションの登場    

 

相撲協会御用達の梳油メーカー相撲協会御用達の梳油メーカー相撲協会御用達の梳油メーカー相撲協会御用達の梳油メーカー    

前髪（まえがみ）、鬢（びん）、髱（たぼ）、髷（まげ）

と４つの部分（以下見た目の読みやすさを考慮して、本論

では、髪のみ漢字を使用し、その他をビン、タボ、マゲと

表記する）からなっている日本髪は、従来その部位によっ

て硬さ（３種類）の違う油を使い分けてきた。カツラ業界

でも、前かき・かき上げの部分は軟らかいもの（梳油＝す

きあぶら）、後ろに張り出すビンは硬い油（ビンツケ）で

極め、額の横のタボの処理にはその中間の硬さのもの（中

練り）を用いるのが常識だった。 

 しかし、もともと個人のセンスに頼る技術であるため、

基本は以上のようであっても、床山によって油の使い方も

違ってきている。今では中練りだけで結う人もいるとい

う。 

 さて、力士のマゲを結うのに用いられている甘くも強烈

な香りを放ち、「お相撲さんのにおい」として知られてい

る整髪料は、一般にはビンツケ油とされているが、大相撲

では梳油と呼ばれている。ただ、梳油とはいうものの、日

本髪用と比べると油はかなりの硬め。力士の床山たちが用

いるのはほとんど、この梳油一本。ごく稀に天然パーマ系

統の力士の髪に苦労したり、より丁寧な仕事をと志す床山

がビンツケを用意して用いている程度だという。 

 現在この力士結髪用の純植物性の油（商品名『オーミす

き油』）を製作し販売しているのはただ一社、東京は江戸川

区江戸川の「島田秋広商店」である。それゆえ当主の島田

秋広氏と跡継ぎの次男・陽次氏は、島田と言う苗字よりも

“油屋さん”として大相撲の世界に親しまれている。現在

島田秋広商店では、力士用の梳油のほかに、ヘアローショ

ンや花嫁支度のカツラに使う油など主に頭髪関係の商品や

印刷に使う油も扱っている。 

さて、秋広氏が入店した当時の浅草の川原商店では『近

江』という商標でビンツケ油やポマード、水油、椿油など

整髪料を中心として化粧品を作り、販売していた。 

「あのころ、ビンツケ油を作っていた店は浅草周辺だけで

も４～５軒あったんじゃないかなあ。お相撲さん用の油も

作っていて、わずかだけどそれぞれにおいも違っていたの

で、お相撲さんも使い分けていたようですよ」 

 ただし、香料の値段が高いこともあって、そのころはに

おいにしても微香という程度の品物だったらしい。 

 

現在の現在の現在の現在のにおにおにおにおいいいいのののの確定確定確定確定…………実は新しい梳油実は新しい梳油実は新しい梳油実は新しい梳油のののの歴史歴史歴史歴史    

 戦後という言葉がまだまだひっきりなしに使われていた

時代、生活をはじめ人心も趣味も急速に様変わり、中でも
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下町娘から花柳界に至るまで、急速に日本髪離れが進んで

いった。その中で店主も次なる需要を見出だすべく、各方

面に働きかける努力を重ねた。マゲと切っても切り離せな

い大相撲に目を向けたのもその一つ。力士のマゲに対する

愛着をより深め、彼らのマゲ姿をより引き立てるための新

製品を志したのだ。 

昭和３０年頃、出入りしていた２軒の香料屋と何度も

検討を重ねては試作品を作り、相撲部屋に持ち込んでは髪

を結ってもらい、力士の感想と意見を繰り返し聞くことを

した。 

さまざまなやり取りがあり、最終的ににおいは2種類か

ら1種類に絞られた。さらに賛否両論はあったものの、力

士はよく汗をかき、体臭が強い上、長い髪を洗うのも５～

７日に１度のペースだから、香料もやはり、体臭を消すな

ど、さえぎるぐらいににおいの強い方がいいという意見が

多数を占め、ようやく現在の梳油が完成したという。歴史

的に評価すれば、大相撲の一大ファッション革命とも言う

べき新製品の登場である。 

以来半世紀を超え、今では誰もが「お相撲さんのにおい」

と信じて疑わない。新しい伝統がこのとき確かにできたの

である。それ以来、この梳油の製法、匂いの調合は一切変

わっていない。今の力士たちはもちろん親方たちも入門し

たときからこの匂いで育ったひとたちばかり。ほかの整髪

料を使うことなどもはや思いつかない。土俵や四色の房、

締め込みや明け荷などと同じように伝統様式美の一部とし

て認識されている。特注品はなく、天下の横綱から昨日入

った新弟子まで同じ品を使う。それでいい、それがいい、

が、力士の髪を扱うプロ集団・大相撲のベテラン床山さん

たち 23人へのアンケート（2008年。山野研究紀要16号）

から得られた、この梳油に対する姿勢である。 

問 13．力士のマゲに、プライベート等でおしゃれの可能

性があるとしたら 

１ 今のままでいい。何も変える必要はない   （１７） 

２ 金銀・紅白の元結などの使用        (０)         

３ すき油に代わる新しい整髪料、香料の採用  （２） 

４ 昔のように違った形のマゲがあってもいい   （３） 

５ カンザシ、飾りグシなどアクセサリーをつける 

              （０） 

６ その他                       （１） 

 

 

話は戻るが、浅草の日本髪関係の店も昭和 39 年の東京

オリンピックを境に斜陽産業となった。「ウチの店がつぶ

れたら、お相撲さんも明日から困るだろう」という言葉を

店主から受けて、島田さんは独立を決意した。時に昭和

40 年。以来、大相撲の“伝統”は島田氏一家の手によっ

てしっかり守られている。 

 

 

 

３．梳油の製造事情 

 

梳油の主要成分 

 力士になくてはならぬ整髪料。しかし、その存続には思

いもかけぬ危機もあった。平成３年、長崎の普賢岳が噴火

したときである。なぜなら、梳油を作るのに欠かせぬ木蝋

の原料となる最高級の櫨（はぜ）の木の産地だったからだ。

それが火砕流で全滅。翌年は気候の変動で凶作。完全に品

薄の状態になってしまった。ただそこの蝋を扱う蝋屋さん

とは何十年も１軒だけの契約をしていたので、「相撲界の

ためになんとか…」と頼み込み回してもらった。そんな努

力も含めて国技の一翼を担っている心意気と誇りが、温和

な職人の表情から見て取れた。 

 主成分である「櫨の木」と木蝋については辞書に次のよ

うなわかりやすい記述がある。 

 ※はぜのき【黄櫨・櫨】ウルシ科の落葉喬木。高さ薬10

メートルに達する。ちの山地に自生。葉は羽状複葉。５、

6 月ごろ、葉腋に黄緑色の小花をつける。果実は灰黄色扁

円形。実から蝋を採り、樹皮は染料となるので栽培される。

ハゼ。ハジ。ハジノキ。ハジウルシ。ハゼウルシ。ヤマハ

ゼ。漢名、野漆木。（以上広辞苑） 

 ※もくろう【木蝋】ハゼノキの果皮から圧搾または浸

出して得る脂肪。主成分はパルミチサングリセリドで、化

学的には蝋ではない。採取したままのものを生蝋（きろう）、

脱色・精製したものはさらし蝋という。日本特産で蝋燭の

ほか、艶出し・化粧品・医薬品などに用いる。はぜろう。

はじろう。（スーパー大辞林） 

むかし一般に梳油とされていたものは、和蝋燭とほと

んど同じ成分だった。つまり植物から採る油としてはかな

り硬い脂肪の塊だったこと、そして「櫨の馬鹿蒸し」とい

う言葉もあるほど、少しの加熱でも溶けやすい性質がある

ため、手で延ばしやすく、持ちもよいので、梳油として使
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った場合も、髪の形を長く保つことができるためだったと

いう。  

 機械の発達している現代だが、力士の梳油だけは今でも

手作りで、練りが重要工程のためかなりの力仕事。原料は

櫨（はぜ）の実から作った木蝋とひまし油、菜種油、そし

て高級輸入品の香料からなっている。 

 工場には大きなガス台、攪拌機、濾過器。まず直径 50

センチ、深さ 40 センチの鍋に、まず製蝋業者から仕入れ

た木蝋（白蝋）を入れて火にかけ溶かし、そこに菜種絞油

を混合する。そしてこれを火から下ろして冷まし、直径

60 センチほどの真鍮の大鍋に移し換える。これをもう一

度１００度くらいに熱し、自然冷却すると徐々に固まり出

す。頃合いを見て香料を加え、樫で作った練り棒で練り叩

きし、粘りと光沢を見ながら仕上げていく。 

これが大変な重労働。見る見るうちに固体化していくの

で、鍋の中をくまなく混ぜ続けなければいけないし、少し

も手を休めることができない。しかも重い。 

「やっぱり確かなのは機械より長年の勘なんですよ。粘

着度が高くないと、粘りや艶の微妙なところは出てこない

し、ここで失敗するとせっかくの髪形も崩れることになる

のでね」と島田氏。使い勝手を考えて冬は軟らかめ、夏は

硬めに練っている。真鍮製の大鍋は普通の鉄鍋と違って

「熱の伝わり方がやわらかい」ので、江戸時代から使われ

ているものなのだそうだ。 

 そしてこれを先代から譲り受けた榛（はん）の木で作っ

た台の上に移し、練りながら缶に詰めていって、ようやく

製品となる。ビンツケはもう一工程こねたたきの手間をか

けるという。 

 

香料の配合は門外不出香料の配合は門外不出香料の配合は門外不出香料の配合は門外不出    

 さて、肝心の「お相撲さんのにおい」である香料の詳し

いところはやはり“企業秘密”。現在３軒の香料屋から取

り寄せたものをブレンドしているが、香料屋自体も自分の

ところの商品の配合を教えてくれることはないという。そ

の香料もピンからキリまである中で、梳油の魅力となって

いる化粧用の香料は高級輸入品で、それも相当量を使わな

いと、ここまでの匂いは出せないという。  

また、たとえ香料の原液の配合を他人が何かの拍子で

知ったとしても、こういった微妙な化粧品は製品となって

できあがったものをトータルで見ないとわからない。第一、

出来上がったばかりの品は生産者にもにおいがツンと来る

という。何日か経って落ち着き、完全な商品となっても、

この店をようやく訪ねてきて「お相撲さんが髪の毛に使っ

ている油をください」と言って購入するお客さんの中には、

缶に納まった梳油のにおいをかいで、「あのお相撲さんの

においと違う」と首をかしげる人がいるというぐらい微妙

なものなのだ。 

「要するに油は生きているんですよ。外気に当たって飛

ぶものあり、残るものあり。その繰り返しだから、毎日の

使い方によってもどんどん違ってくるんです。その中でも

甘い香りは相当残ります」と島田氏。 

 力士は毎日は洗髪することはないので、油も付け足し付

け足し使っている。飛んでしまうにおいとそうではないに

おいがここで入り混じる。だから同じ油を使っていても力

士によってにおいが違い、日にちによっても違いを生じて

くる。同じものを付けていても様々な要素が絡んで、皆が

同じにおいとは限らない。缶の油と力士が漂わせるにおい

が違ってくるのは当然なのである。 

 昔から「お相撲さんのにおい」の大本は丁子にあるので

はないかといわれている。つまり、アロマテラピーが普及

した現在、エッセンシャルオイルとして販売されている

「クローブオイル」ではないかと。もちろん島田氏はこれ

を肯定も否定もしない。だが、「オーミ梳油」の実物は、

素人が嗅いでももっと複雑なものだ。そこでにおいの成分

の分析はさておき、においに関心のある人（香りの専門家

や美容師）たちに梳油のにおいの感想を聞いてみたところ、

様々な回答があった。 

なかでもある香りの専門家は、「これから花柳界に遊び

に出掛けようとするお相撲さんの心の華やぎ」という表現

をした。確かに、仕事に向かう感じではない。ましてこれ

から激しく闘おうとする男に適するにおいでは決してない。

あくまでも土俵を離れたプライベートな時間に属するにお

いだろう。 

もしこれから整髪料として梳油の人気がでて今までと

は違った香料の油を使ったとしたら、大いに流行るのでは

なかろうか。 

そんな話をし、失礼ながら新商品の試作品などを作っ

てみたらどうか、と意見をぶつけたところ島田氏からはあ

っさりこんな答えが返ってきた。「時折そういうお勧めも

いただきます。でも、商品の性格上、お客さんのお土産に

するといっても数は限られてくるし、これを主に消費する

のは力士たちですからね。それにそういった場合はパッケ
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ージも換ええなくてはいけないし、第一、そう拡販できる

ものではありません」 

 

  

「オーミすき油」メモ「オーミすき油」メモ「オーミすき油」メモ「オーミすき油」メモ    

○ 値段＝靴墨缶大の缶の容器に 60 グラム入り 希望小

売価格＝１０５０円 

大昔は縦横 3センチぐらいの丸いボール箱にパラフィ

ン紙に 16～18 グラム包んだものを入れていた。戦後

時代が落ち着いてからは缶に入れて売るようになり、

現在の缶のパッケージは昭和 59 年にデザインを一新

したもの。今となってはこの道一筋を示す証拠ともな

っている。 

 

写真①，丈夫な缶に納められた梳き油① 

 

 

写真②，梳き油② 

 

 

○ 梳油を使っていると髪が黒くなる。力士の頭がその証

明――といわれているが、これは髪自体がもともと油

を付ける光沢も出て黒く見える性質を持っていること

を示すもの。土俵上では髪黒々と見える力士でも、洗

髪して油を完全に落としてみると、そこそこ赤い毛の

持ち主も少なくない。油に天然のビタミンを加えてい

るが、これは油の酸化を防ぐほうに作用していると思

われる。 

○ １人の力士が使用する量は、５～７日に１回髪を洗う

として１週間に一個が平均。洗髪したときに大量に使

い、後は髪を結うたびに少しずつ使っていく。 

○ 髪油の生産者としての要望＝最近は相撲部屋によって

は床山と関取衆の数のバランスが崩れているため、急

いで大銀杏を結う必要が出てきた。そのため十分にク

セ揉みをして髪を延ばし、油を刷り込む時間が足りな

くなってきている。だから油がよく溶け切れず、結髪

の際に細かい油の屑となって力士の肩に落ちたりする

事例が増えた。しかしこの油は十分に手の平で練り延

ばしし、体温で熱して溶かせば、よく髪に染み込み、

艶も粘着力も出るように作られている。ビンやタボの

並び具合、隣り合った髪の毛のくっつき具合が不自然

な場合が出てくるのも、急いだ場合である。ぜひ時間

をしっかりとって力士の髪のケラチン分子に水と油を

染み込ませ、マゲをきれいに“セット”してあげてい

ただきたい。 

 

写真③，ビンツケ油は使いやすい円柱形に整えられ、パラ

フィン紙に包まれている 

 

 

写真④，同社の硬さが違うカツラ用の油3種 

（左から、すき油、中練り、びん付） 

 

 

写真⑤，日本相撲協会からの（梳油製作への）感謝状 

 

大銀杏を床山に結ってもらいながら感じた大銀杏を床山に結ってもらいながら感じた大銀杏を床山に結ってもらいながら感じた大銀杏を床山に結ってもらいながら感じた    

床山の技術と、梳油の床山の技術と、梳油の床山の技術と、梳油の床山の技術と、梳油のにおにおにおにおいの効用いの効用いの効用いの効用    

 今回私の頭を結っていただいたのは、元大関霧島の陸奥

部屋の床山・床大（とこだい）氏。後ろ髪が腰のところま

で伸びた私の髪の毛を、これだとちょっと長いが、ほんと

うにこの髪を切って調節していいのかと、まず本気で心配
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してくださった。 

 間違いなくいらない先端を先ず切り落とし、前髪が鳩尾

（みぞおち）の長さになったところから、作業は始まっ

た。 

 女性である筆者の髪の毛は、河童のように頭の中央を刈

り、剃りを入れて（これを中剃りという）、髪の毛の量を

調整している力士と違ってかなり多いはず。床大氏はまず、

タオルで髪全体に水を付けながら髪をもみ始めた。これは

髪に水分を含ませて軟らかくし、伸ばす狙いがある。 

 次いで、缶から油を一つまみ取り出しては左手の平に置

き、右の親指でつぶし広げ、両手の平をこすり合わせて延

ばしながら、毛を前髪、後ろ髪、両タボ部分四つに分ける

と、頭の生え際から毛先まで両手で揉みながら、それぞれ

の髪に丁寧に油をつけ始めた。通常の作業では力士たちの

髪には洗髪したとき以外はきちっと油が回っているのでく

しのすべりもよく、この作業がいらない。まして今回は髪

が多いので大変だ。 

15 分ほどかけてようやく髪全部に櫛が通るようになっ

た。次に髪を上に引っ張りながら  

髪をまとめ、根をそろえていく。鏡を見ていても見ていて

も、髪がどんどんまとまり一つの生き物のように形が整っ

ていくのがわかる。 

 一通りまとまり、根が揃ったところで、指尺で髪の毛の

長さの割合を量って確認する。そして第一元結を掛けた。

元結の片方を奥歯で噛み、左手で髪をつかみながら、右手

で元結をくるくるッと回し、ぎゅっと締めて結ぶ。両先端

は切らずにそのまま残している。この元結を強く結ぶ作業

は並の女性では力不足になるという。昔から大相撲に女性

の床山がいない理由でもある。長い間やっているうちにそ

の男性の床山の歯もボロボロになるという。床山はそれほ

ど激しい力を要するもののようだ。 

 その間も、床大氏は要所で結髪の要領を教えてくれる。

髪の毛を上手に引っ張られる心地よさと、梳油の甘い香り

に載せて、静かながらも豊かな会話が弾み、時間が過ぎて

いく。改めて梳油の効能に驚かされる思いがした。 

 もとどりもきちんと決まり、いよいよ念願の大銀杏に取

り掛かる。マゲ棒を使い、チリッ・チリッ・ゾリーッと快

い音を立てながら、ビンやタボが張り出されていく。結わ

れるほうにも緊張感が走る。 

 形もある程度出来上がったところで、張り出し部分を両

手で上から押さえ、落ち着かせる。 

 そしていよいよマゲと先端部分の処理に入る。髪が多い

ので、ふだん見慣れた土俵上の大銀杏よりもその昔、西洋

人がマゲを初めて見てピストルだと驚いたという銃身の部

分の太さが気に掛かる。床大氏はマゲ棒を第一元結の結び

目に先端を当てると額で押さえながら、銃身を親指でこす

りながら笹の葉のように広げ始めた。その髪の固まりの不

思議さ、形の美しさ！ 人の結う大銀杏を眺めているだけ

の時には、単なる過程としか認識していなかった場所だけ

に、この発見には感動せざるを得なかった。 

分厚い笹の形を作り終わると、次に一番広がり凹みを

つけた部分に、太めの紐を掛けた（これを先縛りという）。

それからそこを中心にグイッと髪を前方に折り返した。こ

れがいわゆるマゲの部分である。そこで元結が掛けられた。

折られた部分は野菜料理で言う銀杏切りのような形。 

最後の仕上げは先端部分。ここに大銀杏を大きく美し

く開かせるのだ。前回挑戦したときは頭頂よりぐっと後ろ

でそれも小さいものしかできなかっただけに、期待は大き

く高まる。このために何カ月も髪を切るのを我慢してきた

のだ。 

床大氏はゆっくり両方の親指を使って器用に先端を広

げると、次に左手の平をその銀杏に当てながらマゲ棒の先

端を使って櫛のように細かく目を通しながら形を整えてい

く。 

そして遂に完成。著者の頭に見事な銀杏が咲いた。刷

毛先に、後頭部に、そしてマゲ部分に――。ビンからタボ

への流れもきれいに揃って美しい。 

大きな汗を拭きしながら少しも手を抜くことなく時間

を掛けて仕事をしてきた床大氏の目は真剣そのものだった。

そして、ごく短時間で慣れたこの強烈な梳油のにおいが、

約 25 分の結髪中、不思議なことに要所要所で新鮮に、優

しく感じられたことを思い出していた。それだけこのにお

いは大相撲の世界の人々の嗜好と心理に叶ったすぐれもの

だったのだ。 
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写真⑥，⑦，⑧，⑨，⑩，⑪，（左上上段より） 

上段は今回結ったもの 

下段は２年前に結ったもの 

長さは10数センチ違うが、マゲの大きさ、マゲの先端（銀

杏）部分、タボの張り出し方の違いに注目していただきた

い。 

 

 

結論結論結論結論    

 力士がマゲを結うのに用いている唯一のブランドで商品

の「オーミすき油」は強烈なにおいを持つという点で、歴

史的にもユニークな整髪料であり、大相撲の人間もこれを

魅力と感じている。その画期的な発明以来わずか半世紀し

か経っていないが、日本中の人々が大相撲300年の力士の

伝統と認識している。開発当時の必要性、時代の趣味から

誕生したものがこのようなにおいとなっていることは、こ

の強烈な「におい付け化粧品」が、一般の使用に耐えなく

とも、大相撲の世界の特徴を多いにアピールするのに欠か

せぬものであることを物語っている。 

 大相撲は、危機を迎えるたびに、驚くべき改革によって

甦ってきた社会であることが知られている。古臭い別社会

のように思われながら、実は思い切った変革を豪気果断に

繰り返しながら、国技のイメージにふさわしい“伝統”を

新しく作り出しているのが、大相撲の持つパワーと実績な

のである。 

 昨今、様々な問題に揺れ動き、その存続すら危ぶまれて

いる相撲界であるが、筆者はそのたくましい残り腰を期待

し、今後も、“大相撲の大いなる伝統”にまつわる見事な

知恵を、様々な観点から学び、研究を深めていきたい。 

謝辞謝辞謝辞謝辞    

 力士の梳油の製造販売を一手に引き受けている島田秋広

商店ご一家には、お忙しいところ長時間の取材に快く応じ、

あらゆることに示唆を与えてくださったことに深く感謝申

し上げたい。日本髪の門外漢といってもいい人間だった筆

者にとって、職人中の職人の熱い情熱と強固な信念、日本

髪業界・社会の趨勢に対する分析眼はまことに的確で魅力

的だった。今後も大相撲のために、日本の伝統文化のため

にさらなるご活躍をお祈りするものである。 
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