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近代における大相撲の改革とその変遷

下谷内　勝　利

1．はじめに

　私たちの目には、今日でも頭に丁髷（ちょんまげ）をのせて、外出時の正装は着

物を着用し、履物は雪駄か下駄という大相撲の力士たちの出で立ちは、どのように

映っているのであろうか。もしかすると、スタイリッシュな着こなしをしている私

たちには、まるで異文化の様相を呈しているのかもしれない。あるいは、伝統的な

格好と受け流しているのかもしれない。「散髪脱刀令」1）が明治 4（1871）年 8月
に布告されてから 130年以上も経過しているにもかかわらず、現在でも近世さな

がらのスタイルは異様とさえ言えなくもない。

　それだけではなく、大相撲を取り巻く環境に目を転じてもそこには現代のものと

は性格を異にするものが点在する。相撲の殿堂といわれる国技館の入り口付近には

本場所ともなると幟 2）が立てられ、櫓太鼓 3）が鳴り響く。その入り口は木戸と呼ばれ、

木戸を抜けて館内に入場するとそこにはお茶屋（相撲案内所）4）が軒を連ねている。

お茶屋を通り抜けて中に進むと桟敷と呼ばれる観客席が広がっている。その中心に

は舞台ともいえる土俵が据えられおり、花道が東西に延びている。土俵の上には神

明造の屋根と屋根の四方からは四色の房が垂れている。これらの装飾こそが大相撲

を大相撲たらしめている舞台装置といえるものである。

　このように改めて大相撲を眺めてみると伝統芸能とおぼしきものがあちらこちら

に点在しているにもかかわらず、大相撲はあたかもスポーツ（＝近代スポーツ）で

あるかのように扱われている 5）。その好例が「国民スポーツ」あるいは「国技」（national 

sport）6）と称された大相撲が、今日ではモンゴル出身力士をはじめとする外国人力

士の台頭で、あたかも「国際スポーツ（international sport）」7）さながらの状況とな

っていることから推測されよう。
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　そもそも大相撲とは何なのだろうか。それは公益財団法人日本相撲協会の興行、

つまりはプロ（professional ＝専門家、本職）による相撲、あるいは相撲を生業と

する人たちによる興行のことである。大相撲という呼称は、近世の営利目的の「勧

進（かんじん）」大相撲から発生した呼び名であり、その当時、職業力士が本場所（定

期の場所）を興行することを大相撲と呼んだことに由来するという。また、「勧進」

とは、寺社・橋梁などの建立・修復のための資金調達を目的とし、人びとの喜捨（寄

付）を募ることである。このような喜捨が功徳を積むことになるとして人びとを教

化・勧化し、自発的な喜捨を募るのが勧進のあり方である。この意味での勧進相撲

は中世にはじまり、後に営利目的の勧進相撲へと変化していったのである。そして、

大相撲の由緒をさらにさかのぼると、古代の相撲節会（すまいのせちえ）にまで行

きつく。このように故実（こじつ）に支えられている大相撲は、ときに日本の伝統

文化あるいは「伝統スポーツ（traditional sport）」8）と称されることもある。

　今日、私たちが「国技」あるいは「スポーツ」（いわゆる近代スポーツ）につい

て語ることは、好むと好まざるとにかかわらず、その背景には「近代国民国家（modern 

nation state）」9）のことが同時に語られている。なぜなら、国民国家あるいはスポー

ツはともに近代という時代の産物であり、私たちは「近代」という時代を通過した

時代を生きているからである。つまり、私たちはヨーロッパ産の文化（スポーツ）

が世界制覇した時代を生きていることになる。それゆえに「国技」あるいは「国民

スポーツ」が、その国（つまり「近代国民国家」）を代表する特有の武芸・競技・技芸、

または競技人口の多いスポーツ、すなわち近代スポーツをその国の国技とすること

からも理解できるであろう。そして、皮肉なことではあるが、近代スポーツがグロ

ーバル化したことによって伝統スポーツがより一層鮮明になった時代が現在なので

ある 10）。

　このように踏まえるとさまざまな様相を呈する大相撲が近代において行った改革

11）は、その時代を生き抜くために必要な改革ともいえよう。そこで本稿は、大相

撲が近代において展開した改革に着目して、究明することによりいかにして存続し

たかを明らかにしたい。
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2．明治維新と大相撲

　明治維新あるいは文明開化という社会の動向は、近世の社会・文化に深く根ざ

していた大相撲にも深刻な影響をおよぼした。欧米流の近代国民国家の建設を推

し進める過程は、すなわち欧米文化を受容するプロセスでもあった。それは後進

地域であるアジアを脱して、先進国であるヨーロッパの仲間入りをしようという、

明治初期の国家的スローガンである「脱亜入欧」という言葉が端的に表現している。

先に触れた「散髪脱刀令」は旧来の風俗、慣習の改廃であった。「散切り頭を叩い

てみれば、文明開化の音がする」とはやされて人びとの頭から髷が切り落とされ

た時代に、力士の髷姿は蛮風とみなされた。また、公衆の面前で大男が裸で組み

合う相撲は野蛮で、裸踊りではないかとの厳しい批判も受けた。これを受けて相撲

のような非文明的なものは廃止すべきだという声も上がるほどであった 12）。「裸体

禁止令」布達の背景には、裸体は外国人に見られた時にみっともなく、国の対面を

汚す、という理由が存在した。当時の外国人は外交官や技術者がほとんどで、東京

に集中していたという事情もあり、彼らの日本観を念頭においた布達だったのであ

る。東京を本拠地に活動していた東京相撲 13）にとっては災難となった。しかしな

がら、幸いにも明治新政府内にいた好角家 14）である伊藤博文、黒田清隆、後藤象

二郎、板垣退助らの政治家によって、散髪令などの相撲社会への適用は免れた。い

ずれにせよこの当時、大相撲に対する風当たりは非常に厳しいものであったことは

間違いない。

　このような危機を打開する動きとして、明治 2（1869）年に明治天皇が京都から

東京へ遷都される際には力士が錦旗の旗手となって東海道を行幸した。そして、同

年の九段招魂神社（現、靖国神社）の火の鎮座祭に際しては相撲を奉納している。

さらに翌 3年 4月の明治天皇による陸軍 初の観兵式には、鬼面山・境川らの上

位力士が錦旗捧持の役を仰せつかり、同 5（1872）年には招魂社神殿の造営にあた

って力士を工事に従事させている。終には春秋の例大祭に際して奉納相撲が挙行さ

れることがならいとなったのである。

　また、従来は晴天 10日間の興行で、千秋楽に限って女性の入場が許されていた

が、明治 5（1872）年からは本場所の 2日目以降の見物が婦女子に許された。そして、
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同 10（1877）年には初日からの見物が可能となり、以後これが通例となったので

ある。

　さらに、明治 9（1876）年に東京相撲会所（興行を運営する年寄による組織）は、

力士たちの社会奉仕活動によって世評を和らげようと「力士消防別手組」の設置を

政府に願いでた。幕下・3段目で構成された「力士消防別手組」は、いくつかのテ

ストを経たのちに活動の許可を得て 2年間にわたって東京市内の消防活動に従事

した。ここに明治新政府や軍部に対して協力的な姿勢を示しながら、世間の逆風に

抗して生き延びようとする相撲界の努力を窺うことができる。

　このほかに明治 2（1869）年の版籍奉還、同 4年の廃藩置県は相撲社会を揺る

がす特記すべき事項である。長年、諸大名に庇護されてきた相撲年寄やお抱え力士

たちは扶持を失い、経済的支えを失って非常に不安定な生活に陥ったからである。

近世において力士たちの多くは大名に代表される相撲組織以外の経済勢力からの扶

持によって、生計を立てている場合が多く、「士分」の待遇を受けて比較的安定し

た生活を送っていた。それは相撲社会の外部にありながら、相撲社会の構成員にと

っては事実上不可欠の補完的なシステムであった。そうしたシステムによる支えを

失うことは、相撲社会にとって重大な衝撃であった。しかしながら、新政府の「富

国強兵」政策のもとで育成された資本家たちに「贔屓（ひいき）」の主体を変化さ

せることによって延命を図ったのである 15）。

3．興行組織の改革

　いっぽう、相撲社会の内部では従来の相撲興行組織が分裂の兆しをみせていた

16）。吉田司家（よしだつかさけ）を頂点とした故実支配体制が江戸幕府体制の崩壊

により、大きな後ろ盾を失うことになった。これを契機にときの実力第一人者であ

る陣幕久五郎が江戸を去って帰阪し、長い間江戸相撲の風下にあった大阪相撲に身

を投じた。東京を中心とした三都勧進大相撲興行体制から分離し、京都相撲と連携

しつつ、独立再建に尽力した結果、単独興行できるまでになった。東京相撲と対抗

すべく基礎が構築された。同様に京都相撲も復興の兆しをみせていた。

　しかしながら、相撲社会の内情は旧態依然のままであった。当時の相撲会所は、
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筆頭、筆脇など一部の年寄たちの絶大なる権力に支配・運営されていた。本場所や

利益金などの収益損失は不明瞭で、年寄・力士たちに給金を分配する際は実にいい

加減で、お金の入った箱から桝でお金を掬って手渡すという、まさに「どんぶり勘

定」の状態であった。番付編成においては実力主義にはほど遠く、年功序列制度が

公然とまかり通っていた。体格が小さく見栄えしない者は、実力があってもなかな

か出世できず、不平・不満などは公に主張できないのが現状であった。

　この状況を打開するために幕内力士・高砂浦五郎を盟主とする有志は、明治 6
（1873）年に力士の待遇改善を要求し、旧態以前たる会所内部の改革を東京相撲会

所に迫った。会所側はこれを拒否し、高砂とその同調者を除名処分することで応え

た。これに対して高砂らは名古屋を本拠地に「改正組」を結成し、会所側と対立した。

ところが同 11（1878）年 2月に警視庁が「相撲並行司取締規則及興行場所取締規則」

を発布したことによって、職業力士・行司は警視庁により鑑札の交付を受けなけれ

ばならず、さらに東京における相撲興行の組合は 1組に限定され、鑑札のない者・

組合に所属しない者は相撲を営むことができなくなった。東京会所は直ちに鑑札を

受け、組合として許可されたが、地方巡業中の改正組はこれを受けることができな

かった。このため、東京での興行ができなくなった改正組はたちまち苦境に立たさ

れることになる。しかし、政治家の仲介もあって同年 5月に改正組の会所復帰が

実現した。

　このような状況のなか、「相撲営業内規則」が制定されてようやく会所の改革が

現実のものとなり、年寄として復帰した高砂が後年には取締となって会所の実権を

掌握することになった。この制定によって、力士・年寄らに対する給金の規定や、

組合取締年番（従来の筆頭、筆脇）の選出規定、役職の名称変更、待遇改善、年寄

名跡の限定などが定められた。これが明治 19（1886）年、同 22年、同 29年に改

正を重ねて、次第に詳細にわたって整備されていった。また同 22（1889）年には

会所の名称も「東京大角力協会」と改称されるなど、相撲興行組織の体制が整えら

れていったのである。

　大阪においても明治 6（1873）年以降、分裂抗争が繰り返し発生した。そのなか

でも大きな出来事としては、同 21（1888）年の 80名余人の力士が大阪相撲会所

に対して種々の苦情を申し立てて脱退、「広角組」という組織を結成し、その後 7
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年間にわたって「旧社」と称した残留組とは別に興行したことである。こうした事

態を改善するため、大阪相撲会所はようやく同 30（1897）年に組織改革を断行し、

会所の名所を改めて「大阪角力協会」を発足している。

　相撲社会の混乱を収拾し、退勢を好転させる契機となったのは、明治 17（1884）
年 3月 10日に芝延遼館で催された天覧相撲であった。これまでに明治天皇の天覧

相撲は、明治改元以前の慶応 4（1868）年の大阪坐摩神社をはじめとして、明治 5
（1872）年の大阪造幣寮、同 14（1881）年の東京津島侯別邸において挙行されて

いた（1・2回目は京都相撲、3回目は東京相撲）。けれども、4回目にあたる同 17
年の天覧相撲は、規模も格段に大きいものであった。天皇をはじめ、皇族、政治家、

役人などが勢揃いで陪覧するという社会的影響は大きく、新聞報道でも紙面を割い

てこの慶事を報じて世間の関心を集めたのである。

4．国技館の誕生とルール改革

　明治初期に苦境を味わった相撲社会も、明治後期になると欧化政策への反動から

くる「国粋」的な風潮のなかで徐々にその人気が回復し、興行として安定しはじめ

た。東京では常陸山谷右衛門と梅ヶ谷藤太郎（2代目）両雄を中心に土俵は展開され、

年 2回（1月・5月）の本場所は国民的な恒例行事となり、すさまじい盛況ぶりを

呈した。このため、従来の「小屋掛け、晴天興行」という形態では、集客能力に限

界が生じた。本場所ごとに小屋を掛け、雨が降れば「入掛」と称して興行を中止し、

天候が回復すると興行を再開する方法では、10日間の本場所を終えるのに 2カ月

以上を要する場合もあり、興行の安定を欠いていた。そこで、ある程度安定した観

客動員を期待できると判断した東京大角力協会は、悪天候でも興行に影響しない常

設相撲場の建設に踏み切ったのである。

　明治 42（1909）年 5月、両国元町に落成した常設館は、辰野金吾博士の設計に

よる日本初のドーム式円形建築であった。翌 6年 2日の開館に際し「国技館」と

命名された。名称は直前まで決まらず、板垣退助が提案した「尚武館」とする案が

有力であった。しかし、開館式のために相撲好きの作家、江見水蔭の起草した披露

文に「相撲は日本の国技なり」とする一節があることに年寄の尾車（元大関大戸平）
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が着目し、「国技館」の名称を提案した、と言われている。収容能力は従来の小屋

掛けのおよそ 2000人程度から 1万 3000人と 6.5倍に増加した。この月に国技館

ではじめて 10日間の本場所が興行された。国技館の評判に刺激されたのか、明治

末から大正の初めにかけて両国のほかにも浅草、横浜、京都、名古屋、富山、熊本、

大阪と各地に次々と相撲常設館が建設されていったのである。

　国技館の開館にともなって土俵を取り巻く制度改革が行われた。これには先の吉

田司家の吉田追風（二十三代）が深く関与していた。追風は「相撲は興行的にはう

まく行っているものの、式は乱れており、品行もいかがわしいものがある」として、

この是正を図るべく、同 41年夏場所終了後に力士および行司一同を回向院境内に

集めて訓示を述べている。このことが国技館の誕生を機に、土俵を取り巻くルール

改革に反映されたのである。

　従来、幕内力士は千秋楽には出場しなかったのだが、これが 10日間全日出場に

改められた。また、幕内の取組を東西対抗の形式とし、10日間通算の勝敗数によ

って団体優勝を争う制度が発足した。勝った方には優勝旗が授与され、勝った方が

翌場所の東方を占めることになった。さらに、個人 優秀力士には「時事新報社」

から優勝額が贈られ館内に掲げられた。その後、大正 15（1926）年に個人優勝制

度が定められ、公のものとなった。

　このほか、投げ纏頭（はな、投げ祝儀、投げ花とも書く）の禁止、土俵上での作法、

場所入りの際には羽織・袴の着用の義務（今日は着物）が申し渡され、力士の品位

向上も努めた。そして、この場所から「故実」に倣って、正面（南）から見て右側

であった東方が左側に変わり、土俵上の東方・西方が逆転して今日に至っている。

明治 43（1910）年の 5月場所からは行司の装束が裃姿から烏帽子・直垂姿に改め

られた。なかでも、優勝制度の制定は勝負へのこだわりを生じさせ、引分・預な

どはこれを契機に減少傾向を示し、大正末の個人優勝が制度化した際に廃止され

た。取り直し、不戦勝の制度も、個人優勝制度を機に導入された。優勝制度にと

もなう競技ルールの変更は、従来までの大相撲の性格を大きく変容させる要因と

なった 17）。

　相撲興行の基盤が安定していくなかで、協会の経営システムや力士らの待遇改善

（労働条件）にも変革がおよぶことになる。お抱え力士のシステムが消滅後も、力
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士たちの生活を保証する制度は十分ではなかった。実質的には相撲界外部の「贔屓」

の後援に依存することが多く、抜本的改革が待ち望まれていた。このため、力士側

からは待遇改善が再三要求された。明治29（1869）年の「中村楼事件」18）、同44（1911）
年の「新橋倶楽部事件」19）、大正 12（1923）年の「三河島事件」20）がそれにあたる。

協会経営の明確化、力士の待遇（特に養老金問題）改善などをかかげて、力士によ

るストライキにまで進展したものである。これに対して、協会側はその度に善処す

るが、抜本的な改革は先送りにされた。もっとも、明治末期から大正年間において

は世界的な不況の影響や関東大震災や失火などで二度にわたり国技館が全焼するな

どの悪条件が重なったこともあって、協会幹部は既得権益の確保で精一杯であった。

明治 4（1871）年以来、東京相撲との合併興行に依存していた京都・大阪の相撲協

会においては東京以上の苦境にあった。京都相撲は明治 43（1923）年に養老金問

題に端を発した事件が起こり、幕内力士の半数が土俵から去る結果を招き、衰退の

一途をたどったのである。

5．興行組織の統一

　このよう状況のなか、大正 14（1925）年 4月に赤坂東宮御所で皇太子（のちの

昭和天皇）の台覧相撲がおこなわれた。そのときの下賜金により東宮杯（現在の天

皇杯）が造られ、翌年から正式に個人優勝者に授与する制度が確立した。これが契

機となって大阪協会との一本化の道が開かれることになった。東京協会はその栄誉

を相撲界全体で共有すべきであるとして大阪協会を説得し、同年 7月に両協会の

合併の調印をみるに至った。11月には合同番付を作成するために、実力審査とし

て第 1回連盟相撲（前半戦）を京都で開催した。12月には財団法人設立の認可を

文部大臣から受け、「財団法人大日本相撲協会」が誕生した。翌年 1月からは引分

け・預りを廃止、取直しの制度を定めた。3月に連盟相撲の後半戦が大阪で開催され、

10月には大阪で第 2回連盟相撲が合同番付で行われるなど、準備は順調に運んだ。

昭和 2（1927）年 1月、東西両協会が正式に合併し、「大日本相撲協会」の名称と

なった。ここにようやく相撲興行組織の統一をみるに至ったのである。この月、東

京で合併後初の本場所が開催された。この年より春・夏の東京場所、3月・10月
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の関西場所、年 4回の本場所が興行されるようになった。関西場所は昭和 7（1932）
年まで続けられた。

　昭和に元号が変わっても、改革は引き続き行われた。昭和 3（1928）年 1月に

ラジオ放送の実況中継が開始されることにより、それまで無制限であった仕切り時

間が、幕内 10分、十両 7分、幕下 5分と定められ（現在は幕内 4分、十両 3分、

幕下以下 2分以内）、土俵に 60㎝の仕切線（現在は 70㎝）が引かれた。同 5（1930）
年に土俵上の 4本柱に座っていた勝負審判を土俵下に降ろし、検査長を新設して検

査役は計 5人となった。翌年には直径 13尺（3.94m）土俵を、15尺（4.55m）に

拡大し、二重土俵を一重に改め、土俵の上にある屋根も入母屋造りから神明造りに

変わった。

　このような改革とは別に、昭和 7（1932）年 1月、関脇天龍ら西方出羽海部屋

の力士たちが東京大井町の料亭春秋園に立てこもった「春秋園事件」もしくは「天

龍事件」は、相撲興行システムの抜本的な改革を迫るものであった。10ヶ条から

なる協会改革の要求はまさに革命的なものであったが、実際は明治以来いくたびか

の粉擾事件において、力士側から繰り返し要求されてきた事柄であった。この時代

までそのことが繰り返されたことは、相撲社会における近世システムからの脱却・

改革の歩みがいかに遅れていたかを世間に露呈することとなった。

　これに対して協会側は、財政状況の困難さを指摘しつつも改善努力の方法を示し

た。けれども、具体的な改善策の提示を要求する力士側との交渉は一向に進捗を見

出せずにいた。その結果、力士側は協会からの脱退を表明し、「新興力士団」を結

成した。これに呼応して東方力士の一部も「革新力士団」を結成して協会を離脱し、

両派合同による大日本相撲連盟を結成し、自主興行を実施した。

　いっぽう、幕内力士の過半数を失った協会側は、役員を総入替えしたうえで残留

力士との間に穏健な改革への合意を成立させた。また、脱退力士の説得工作を遂行

するとともに、十両・幕下から多くの力士を特進入幕させ、改正番付を作成してそ

の体裁を整えた。そして、1ヶ月遅れの春場所は残留力士が少人数であったがため

に東西制を廃止し、一門系統別総当り制で 8日間興行することで対立姿勢を堅持

した。

　この間、大日本相撲連盟内では活動方針などをめぐって内紛が生じていたことや、



下谷内　勝　利

－ 166－

協会側の説得工作が功を奏したことも重なり、昭和 8（1933）年には脱退力士の

大半（革新力士団）が復帰した。それにも関わらず、天龍らの脱退組は大阪に関西

相撲協会を結成して以後 5年間にわたって東京の大日本相撲協会と対峙したので

ある。この団体は、スポーツとしての相撲を目指しており、当初は物珍しさも手伝

って客を集めたが、髷のない力士姿やトーナメント戦による取組は長続きしなかっ

た。改革運動は東京協会側の切り崩しなどにもあい、経営が困難となり頓挫してし

まった。そして、同 12（1937）年末に関西相撲協会は解散するにいたった。この

ときの改革運動で同 8年に十両（格）以上の力士・行司で構成する「力士会」が、

発足している。

6．国策と大相撲

　大正の中頃から昭和初期にかけて、好取組の減少や深刻な経済不況の影響なども

あって、大相撲の人気が一時低迷していた。しかしながら、昭和 10年代になる頃、

大相撲は戦時下のナショナリズムの高揚や双葉山の台頭が追い風となって、再び

活況を呈することになる。このような現象は、明治末期と共通するところがある。

けれども、昭和 10年代の相撲ブームはそれが単なる社会現象としてではなく、「国

策」の一環として演出されたという点に特色がある。相撲協会の会長・理事長に

軍人を頂くことがならいとなったことは、国家・軍部主導の国策の現れの一例であ

る。

　同時期に大衆の人気を集めていた野球は、やがて敵性遊戯として弾圧される。野

球雑誌は、その後『野球界』から『野球と相撲』へ、さらには『相撲界』へと改題

され、「国策」に沿わない娯楽は次第に表舞台からその姿を消していった。娯楽を

求める大衆の要求は、否が応でも相撲に向かざるをえなかったのである。

　また、昭和 13（1938）年に出版された藤生安太郎が著した『四股を踏んで国策へ』

というタイトルの本は、次に『相撲道の復活と国策』、さらに『武道としての相撲

と国策』と改題されて版を重ねている。この本の冒頭には「天照大御神　天孫降臨

ノ神勅」をはじめ、「五カ条ノ御誓文」「徴兵ノ詔」「軍人勅論」「教育勅語」などが

書かれており、終始「日本精神」論が貫かれている。相撲を題材にして日本民族の
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優秀性を主張しつつ、「聖戦遂行」「国民総動員」の国策に沿った「相撲道」の振興

を説いている。また、「相撲は純然たる武技である」「相撲人は力士と称する武士で

ある」という「厳粛なる自覚」を要求し、競技者や観覧者に対しても、「真剣之礼」

を求めている。そこで試合の勝敗よりも試合にいたる修行の過程が大切であり、試

合でも勝利に対する禁欲と謙譲が重要であると述べている。そもそも遊戯に発する

西洋スポーツの精神は、日本人の国民性に反するとして強く批判し、明治天皇の「徴

兵ノ詔」に根拠を求めた「国民総武士」化の主張のもとに、国民精神の規範として

武道を称揚している。すなわち、天皇に奉仕する優秀な武士＝兵士たるべき国民の

修行の道として、相撲道が掲げられているのである。藤生の主張は、戦時色が濃く

なりつつあったこの当時としては、決して極端なものではなかった。国力の限界を

超えた戦争への道を歩みつつあった日本は、戦争遂行の原動力を精神性に求めてい

たからである。昭和 18（1943）年夏場所の竜王山と青葉山の一番は、がっぷり四

つでなかなか勝負がつかず引分けとなった。これに対して協会側は「敢闘精神不足」

と断定し、出場停止処分とした。この処置は、軍部が声高らかに推進する精神論に

配慮した結果であった。

　同様のことは、「双葉山神話」についてもいえる。中国大陸での日本軍の進撃と

時期を同じくした双葉山の 69連勝の大記録は、「無敵双葉山」と「無敵皇軍」を

ダブらせて国民的ヒーローを誕生させた好例であろう。双葉山の偉大さは、たんな

る強豪力士だけではなく、今日にでも語り継がれているその修行の精神性にある。

つまり、「相撲道」を追求した手本とされているのである。それは連勝記録がスト

ップした際の「イマダモッケイタリエズ」という知人に宛てた電報の言葉に表れて

いる。これは修行をきわめた闘鶏が、一見木彫りの鶏（木鶏）のように何事にも動

じない状態、にまで自分が到達していなかった境地を表現している。このほか、負

けがこんで「信念の歯車が狂った」という言葉をはいて滝に打たれた逸話であると

か、土俵にあがれば力水は一度もつけなかったとか、決して自分からは「待った」

をしなかったなど双葉山の一挙手一投足が「相撲道」を歩む力士の手本とされたの

である。これが相撲道は武士道とする近世の吉田司家の「相撲故実」や国家御用達

の日本精神論に結びつけられたのである。
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7.  まとめ

　本稿は大相撲が近代においてどのように改革していったのかを論じてきた。その

結果、大相撲は日本の近代である明治期以降に、より観賞に相応しいものとして洗

練されていったことが明らかになった。

　たとえば、丁髷、着物姿、雪駄あるいは下駄という出で立ちは、今日においては

時代に逆行している。しかしながら、そのような出で立ちが今では大相撲を大相撲

たらしめている要因の一つとなっていることは否めない。つまり、ここで取り上げ

た大相撲にみられるさまざまな改革は、観客あるいは大衆を意識したより効果的な

演出と捉えることができるのである。そして、その演出は古代宮中の相撲節が有し

た文化性を近世に相撲興行を格上げする目的で再構成された「故実」に由来してい

る 21）。

　以上のことから大相撲は、日本の近代という時代を通過するなかで日本的なるも

の、いわゆる日本の伝統を纏いながら観賞に堪えうるものに洗練されたといえよう。

注記および引用・主要参考文献

1） 髷を切り、刀を帯びないことを自由に認めて、結髪・帯刀の旧弊を廃した法令。

2） 相撲幟と言われるこの幟は、大相撲の開催を告げ大相撲情緒を醸し出す一つの

風物となっている。

3） 櫓太鼓は相撲興行を知らせ、客寄せのために櫓の上で打つ太鼓のこと。

4） 正式名称は「国技館サービス株式会社」のこと。

5） 確かに 18世紀末には各藩でえりすぐりの力士が抱えられ、毎年開催される全

国大会ともいえる本所回向院での勧進大相撲で競い合っていた。このことから

推すと、大相撲にはすでにスポーツ（＝近代スポーツ）的な素地があったとも

言えなくはない。しかしながら、ここでいう近代スポーツとはヨーロッパ近代

が産出したスポーツの総称である。

6） 国民スポーツあるいは国技とは、その国（つまり「近代国民国家」）を代表す

る特有の武芸・競技・技芸。または競技人口の多いスポーツのことである。
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7） 国際的なスポーツ競技会ならびにそこで採用されているスポーツ種目の総称で

ある。

8） 国家という枠組みを意識して用いているので、国の伝統という意味での伝統ス

ポーツということになる。

9） ヨーロッパ近代が生み出したイデオロギーである。確定した領土を持ち国民を

主権者とする国家体制およびその概念。近代の国家システムのなかで、国民は

さまざまな権利を有すると同時に、納税、兵役、教育の義務を担うことになる。

また、国民国家の形成過程において、国民は、国歌の斉唱や国旗への敬礼、言

語の標準化等の統制を通じて、国家の一員としての帰属意識（国民的アイデン

ティティ）を形成していく。

10） 寒川恒夫監修、伝統スポーツ国際会議実行委員会編、『21世紀の伝統スポー

ツ』、大修館書店、1995
11） 大相撲の近代化については、リー・トンプソンの逆世俗化説が有名である（リ

ー・トンプソン、「スポーツ近代化論から見た相撲」、『スポーツの社会学』、世

界思想社、1990、pp71～ 91）。あるいは、エリック・ボブズボウムの言う「伝

統」とはごく 近に成立したり、捏造されたものという説（E・ボブズボウム、

T・レンジャー編、前川啓治、梶原景昭ほか訳、『創られた伝統』、紀伊国屋書店、

1992）もあてはまるのかもしれない。

12） 明治 4（1871）年 11月、東京府より「裸体禁止令」が出され、後に「相撲無用論」

終には「相撲禁止論」へと進展していった。

13） 近世から明治にかけて東京・京都・大坂いわゆる三都の職業相撲集団が存在し

た。

14） いわゆる相撲好きな人のこと。

15） 本来なら、興行収益と経営努力によって自己完結的な経営組織を築き上げなけ

ればならなかったが、実際にそうなったのはさらに後のことである。

16） 近世において、江戸・大坂・京都にはそれぞれ年寄（頭取）によって会所が構

成されていた。興行を主催する組織としては機能していたが、あくまでも江戸

を中心とした三都勧進相撲大相撲興行の一環であり、興行システムがはっきり

と分離したものではなかった。
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17） ここに大相撲のスポーツ化の一因をみることができる。

18） 大戸平はじめ 32名が協会（高砂）対し改革を迫った事件。

19） 力士たちが給金の増額など待遇改善を要求して東京新橋倶楽部に立てこもった

事件。

20） 力士たちが養老金・給金の増額などを要求して東京三河島の日本電解会社工場

に立てこもった事件。

21） 新田一郎、『相撲の歴史』、山川出版社、1994。あるいは、先述した「逆世俗化」

または「創られた伝統」という説も大相撲には該当するのかもしれない。


