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またまた しつこく大相撲観戦雑記
＜平成 23 年夏場所を終わって＞
色々な出来事が続いた後、久しぶりに通常開催された大相撲名古屋場所。マスコミ各紙や相撲解説者はこ
の場所の見どころとして、
「白鵬史上初の八連覇達成か？」
「琴奨菊大関昇進なるか？」の二点をあげ、さ
らに「魁皇の通算勝利数がどこまで伸びるか？」を注目点としていた。魁皇の記録は達成されたが、ほか
の二点はいずれも達成はならなかった。魁皇の引退も含めていくつかのトピックスがあったこの場所、個
別に気がついたところを羅列してみることにした。
＜１＞ 白鵬八連覇ならず
今場所の白鵬の相撲は、「素早い踏みこみで短時間に攻め勝つ」相撲と、
「相手に好きなように取らせなが
ら、手際良く相手の力を出させないようにしていく相撲」の二点が見えた。
対琴奨菊戦は、本来前者の型で行くべき所を後者の型で進んでしまった。一回り大きくなって予想以上に
力を付けてきた琴奨菊の圧力に屈した。横綱を責めるよりも、琴奨菊の勝ちを称えるべきかもしれない。
対日馬富士戦についても似たようなことが考えられる。最後の対把瑠都戦はもう歯車が狂ってしまった後
の祭りのような感じがした。大横綱の称号を得てもおかしくない業績を残してきてはいるものの、まだま
だ木鶏とはいかぬだろう。ライバルがいない横綱は今後ライバルを得て、さらに上の記録を目指すのだろ
うか。
＜２＞ 日馬富士がさらっていった優勝
先場所までの体調不良が払拭されたということだろうか、中盤線から鋭い「突き刺さるような立ち合いの
突っ込み」が見え始めてきた。白鵬に勝ったことで加速がついたのかもしれない、この日以降の相撲は輝
いていたが、千秋楽に稀勢の里に負けたのは意外だった。今場所の相撲っぷりから見て負けるべき相手で
はなかったが、全勝を意識して委縮したのだろうか。勿体ない一敗だったように思う。
大関で優勝するとすぐに「綱取り」と称して騒ぎたてるが、二場所の瞬間風速だけで昇進を論議するのは
拙速と言わざるを得ない。日馬富士のここ六場所の成績は下表に示す通りである。
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現時点で、
「直前三場所成績＝32 勝 13 敗（勝率 0.711）」
「直前六場所成績＝50 勝 29 敗 11 休（勝率 0.556）
という実績である。つまり一年レンジで見たらまだ安定感が見えていない大関であり、二場所連続優勝だ
けをキーにして論じるのは「弱い横綱を作る」ことになるので極めて危険と感じている。
＜３＞ 魁皇の記録更新と引退
前人未到と言われた千代の富士の記録を魁皇が更新した。生涯戦績 1047 勝 700 敗 158 休（勝率 0.5496）
という立派な記録を残して引退することになった。一見やさしくて気が弱そうな顔をしていながら、いざ
勝負となると剛腕の勝負にさえ出る、このアンバランスが面白い力士だった。転勤で福岡に住んだことが
あり、近所に魁皇の本名と同姓同名の子がいたこともあり、
この力士には注目もし応援もしたものだった。
データで眺めて見ると、千代の富士と魁皇の記録には軌跡に大きな違いがあり、大変面白い。
一方では「二場所ごとに辛うじて勝ち越す程度の大関」が長く居座ることで、
「大関はこんなものでいい」
という風潮を呼び、
「二場所で 8 勝 22 敗の記録を残せば地位が守れる」という大関の特権だけが独り歩き
してしまったのも事実であろう。その後に昇進した大関達の中に同じような道を歩きつつある力士も見え
隠れする状況も見ると複雑な心境である。私は長く魁皇ファンであり、魁皇が残した実績にかなり高い評
価はするものの、結果として世代交代が先送りされてしまったいう点で「遅きに失した引退」という評価
も持っている。
＜４＞ 大関陣への評価
魁皇・日馬富士以外については既に書いてしまったので、残りの二人について書いてみる。

把瑠都は辛うじて 11 勝を挙げて面目を保ちはしたが、相撲内容はあまり褒められるものではなかった。
腰高の立ち合いに大向こうから覆いかぶさるように上手を取ろうとする相撲が目立ち、体力・腕力を武器
とするだけの相撲が目立った。腰を割って低く踏みこむような立ち合いを心掛け、脇を締めた状態で相手
のまわしをつかむことをマスターする必要がある。これがマスターできれば一枚皮が剥けると思うが、も
う手遅れだろうか？
琴欧洲は 9 勝 6 敗に終わったが、内容的には勝ち越すのがやっとの状態と見た。鶴竜に破れた一番は二人
の間の実力は逆転していることを感じさせたし、若荒雄ごときに勝つことができないなど大関としての威
信を揺るがす内容だった。相手に覆いかぶさるように、外からまわしを取りに行く腕力相撲の癖が抜けな
いのが最大の欠点だが、これはモンゴルを除く外国人力士とレスリング出身者に多く見られる課題であろ
う。
六場所の成績が 50 勝 36 敗 4 休（勝率 0.556）、大関に昇進するのが早すぎたと言わざるを得ない。
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＜５＞ 琴奨菊大関昇進ならず
琴奨菊には「三場所合計勝ち星 33 が昇進の条件」と言われていた。今場所は体が一回り大きくなって、
寄りの圧力が増したようだった。勝った勝負についいては、スピードと攻め込むパワーが先場所とは大き
く変わって大いに期待を持たせてくれたが、初日の豊ノ島戦や後半戦の若の里戦・隠岐の海戦などで意外
なもろさを露呈した。総合的にみれば、関脇で 10 勝以上をコンスタントに挙げられるようになってきた
と思われるが、結果的には、11 勝 4 敗と期待された勝ち星に一つ及ばなかった。
「三場所合計勝ち星 33 が昇進の条件」は来場所に持ち越されたが、私の見解としては「妙な温情論が出
ずにあっさり持ち越しになってよかった」というのが率直な印象である。
現時点では、
「直前三場所 32 勝 13 敗（勝率 0.711）」、また「直前六場所

55 勝 35 敗（勝率 0.611）。

来場所 12 勝以上の成績で「直前六場所 62 勝 28 敗（勝率 0.689）」として、異論の出る余地のない昇進
を手にすることを期待したい。
「横綱誕生を視野に置いた大関待望論」や「日本人大関待望論」だけが先行することなく、
「着実に実力を
付けつつある関脇にゆっくり時間を与える」ことも重要である。
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＜６＞ 関脇が強い場所は面白い
「関脇が強い場所は面白い」と昔から言われている。今場所は前述の琴奨菊の他に、稀勢の里（10 勝 5
敗）と鶴竜（11 勝 4 敗）と全関脇が好成績をあげた。
個別に見ると、鶴竜の相撲には技術面、攻撃力と守備力においてかなりの進歩がうかがえ、近いうちにさ
らに上を目指す可能性を感じた。時々往年の名関脇鶴ヶ嶺を感じさせる場面も見せてくれた。
一方、稀勢の里の相撲には相変わらずむらがあり「俺の型」というものとそこへ持っていく「鋭い立ち合
い」が少なかった。突き押しもあり、鋭い寄り身もありまた投げ技もある。器用で何でもこなしてしまう
ような相撲っぷりだが、「この人のこれが怖い」と相手に感じさせる型がないのだけが惜しまれる。
しかしながら、辛うじて勝ち越したりいつの間にか勝っていたりでも、上位に脅威を与えられる「名関脇」
という生き方も有るわけなので、マスコミや解説者たちがやたらに「大関候補」と騒ぎたてることもない
のではないかと思う。
＜７＞

星をとられた小結

関脇以上の成績が良かったことのあおりを喰らったと言ってしまえばそれまでだが、小結の二人はいずれ
も期待された割には成果が上がらなかった。
豪栄道の相撲は前述の稀勢の里同様に、自分の型がまだできていないが時には器用に何でもこなして勝っ
てしまうという「攻めのない相撲」で相手に脅威を感じさせないのが問題点。さらに破れた相撲の半分は
前に落ちて負けるという無様なもので、基本的な稽古が充分になされているのかさえ疑ってしまう内容だ

った。
栃ノ心は好成績をあげる場所は「立ち合いの鋭い突っ込みと右四つの攻め」が光るが、不調の場所では「外
からまわしを取る腕力相撲」に変わってしまう。
両力士ともここ数場所で本当の力を付けてこないと、群雄割拠（になればよいが）の「次世代ヒーロー争
い」に勝ち残ることは難しくなるだろう。
＜７＞ 幕内上中位は苦戦が続いたが
大量の引退が発生したことにより平幕の番付には「特別サービス」のような状態が発生してしまった。
このところ、家賃が重い力士とこの機会を逃さず飛躍できる力士との差が出たような感じがする。
先場所大活躍の魁聖は、部屋頭大関魁皇の引退の花道に花を添えることができなかった。正統派の相撲な
ので周りに覚えられたというところだろうか。しかし、きれいな仕切りと立ち合い、真面目な相撲スタイ
ルはいずれ花が咲くに違いない。
ベテラン若の里は今場所元気な琴奨菊・豊真将・隠岐の海などの若手を退けて 9 勝 6 敗を揚げて存在感を
示した。まだまだ本気を出したら怖い存在だ。
栃煌山（10 勝 5 敗）
・阿覧（10 勝 5 敗）
・豊ノ島（9 勝 6 敗）
・隠岐の海（8 勝 7 敗）などが好成績を収め
はしたものの印象の薄い存在だった。これも関脇の活躍の影響だろうか。
＜８＞ 幕内中下位は面白かった
この地位まで下がれば当然の成績かもしれないが、豊真将（11 勝 4 敗）の相撲が光っていた。これまで
「攻めが足りない」と言われてきたが、今場所は見事にこれを克服した。立ち合いの威力が付いてきたこ
とでこれまでの低い姿勢に圧力が加わり、攻めの相撲ができるようになってきた。元より低い安定した重
心の持ち主で守りが強いので、攻めの相撲を覚えたら鬼に金棒だろう。結婚が決まったことで発奮したと
の報道もあったが、今後も大いに期待したい。
幕内中下位の相撲では、新しい力、若手の登場で興味深い取り組みが目立った。富士東の真摯な押し相撲
や高安の一生懸命な相撲が好感を与えたので、これからファンが増えて行くような気がする。
＜９＞ 名古屋場所全体を見て
観客数が少ないのが目立った。テレビ画面に映し出される範囲にかなりの空席が目立ち、想像をはるかに
上回る観客数減少は驚きだった。収益への影響は誰が見てもわかる状態だった。
力のこもった大相撲にはかなりの喝采があったが、叩き込み・肩すかし・突き落としなどの決まり手には
落胆の声が上がったばかりか、野次も聞こえてきた。当然のことではあるが、お客さんは熱戦を期待して
いるということなのだ。力士達の自覚が必要かもしれないが、力士達から見れば星ひとつが給料に反映す
る訳なので・・・複雑な問題ではある。
＜１０＞ 来場所はどうだろう？
マスコミや解説者達はおそらく日馬富士のツナトリと騒ぎ立てるかもしれないが、私は前述のような観点
からこの件についてはコメントしない。しかし、新大関誕生の可能性は来場所に持ち越された。琴奨菊の
出来栄えが本物であるなら、来場所の見どころになるだろう。大関陣が入れ替わることになれば多少のゆ
さぶりにもなり、これが正しい序列の作り直しのきっかけになるなら、落ちる大関も出ても悪くはない。
やはり、
「横綱・大関への昇進基準の見直し」は必要な時期に来ていることを書いて結びとしたい。
以上

