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後に紙幣寮（印刷局の前身）と合併する太政官正
院印書局は、明治 5年に創設された。印書局の
前身は太政官左院編集局活版課であるが、文部
省編集寮活版部と工部省製作寮活字局も統合さ
せた機関である。それ以外にも大蔵省や海軍省
から活版設備の移管を受けている。
これは、明治政府発足に伴う行政文書の増加
に対応するために、各省庁で個別に活版印刷設
備を所有していたのを、経費削減の観点から一本
化しようとする目的があっての組織改編であった。
印書局の職掌はその事務章程によれば、活版

印刷を担当し、『太政官日誌』（以下『日誌』）とい

う政府の機関誌や、政府による国民への周知事
項である布告・布達類を印刷することである。ま
た、民間の印刷の求めに応じることもできた。
このような官による活版印刷機関は、遡れば
幕末から存在し、江戸幕府によって設置された
洋学研究機関が活版印刷を行い、洋学書を翻刻
していた。
活版印刷は、江戸時代には西洋の技術を学び

それを普及させるための、いわば学術ツールと
して用いられていたが、明治時代にはそれに加え、
情報を迅速に正確に伝えるメディア的な役割も
付加されるようになる。

太政官日誌の活版化
書体とは文字の姿をいい、筆書や活版印刷に使われる文字（活字）、また現在ではデジタルフォント
において複数種が存在する。
印刷局でも、２つの独自書体がつくられた。ひとつは、法令を公布するなどの役目を担う官報の活
字用につくられたものであり、もうひとつは、紙幣や国・公債の金額などの文字表記に用いられた
書体であった。これら２つの書体について、官報、紙幣の順に紹介していく。
まずは、官報についてであるが、官報印刷は、印刷局の活版印刷部門で行っていた。そもそも印刷局は、
明治4（1871）年7月に大蔵省の一機関である紙幣司として誕生した。当初は紙幣等の発行事務を
担当していたが、明治8年に太

だ

政
じょう

官
かん

正院印書局と合併したことを機に活版印刷事業を開始した。
印刷局書体は活版印刷事業の産物であるが、その誕生は事業が開始されてからしばらく後のことで
あり、また、実際に官報の書体として使用されたのは、ほんのわずかな期間であった。それは、印
刷局が活版事業を開始するまでの経緯が特異であることと、法令を国民に確実に周知するという官
報に課された使命を遂行するうえでは、印刷局書体を官報に用いることが不利に働くと評価されたこ
とによる。
これからその詳細を通して、印刷局書体の誕生背景とその役割を考察していくが、まずは近代にお
いて大きく発展を遂げた日本の活版印刷技術について見てみよう。

15世紀にドイツ人グーテンベルクによって活
版印刷技術が発明されたことで、大量複製の技
術が飛躍的に発展したことは周知の事実である。
日本においては、このグーテンベルク由来の
技術が普及するようになったのは、明治期であっ
た。それまでにヨーロッパや朝鮮から印刷機や
活字などを取り寄せ、活版印刷を行った事実は
あったが、実社会において一般的だったのは、
整版（一枚板に図や文章を彫刻した版）を用いた
木版印刷であった。それは、活字の耐刷性は整
版に劣ることや重版に備えて版を保管しておく
費用がかかるなどの問題があったからである。
なにより、日本において活版印刷の普及を阻
んだのは、画数が多い漢字は活字を鋳造するの
が困難だったことである。活字を鋳造するには
母型が必要だが、グーテンベルクによる活字母
型製造技術はパンチ法（打ち込み式母型製作法）
といって、まず、鋼に文字の形を凸状に彫刻し、

焼成して強度を付して父型とし、これを銅など
の軟金属に打ち込み、文字の形が凹状になった
母型をつくる方法であった。こ
の方では打ち込むことで漢字
の微細な部分がつぶれてしま
うという難点があった。
これを解消したのが、1845
年にアメリカで実用化された
電
でん

胎
たい

法
ほう

による母型製造技術で
あった。電胎法とは、木片に鏡
文字を描いて文字を彫り出し
て種字とする。ロウで型を取り、
それに銅メッキを施してつくっ
た複製版を母型とする方法で
ある。これは、漢字を完全に
再現することが可能であった。
明治 2（1869）年に長崎のオ

ランダ通詞であった本木昌造

印刷局書体のできるまで

近代的な活字製造技術の導入

本木昌造
鎮西大社諏訪神社所蔵

平野富二

が、活版印刷技師ウィリアム・ガンブルを招へい
し、長崎製鉄所附属活版伝習所においてこの電
胎法を習得し、本木活字と呼ばれる活字をつく
るに至った。電胎法は活字の量産を可能にし、
ここに、日本で活版印刷が普及する素地が出来
上がった。

本木の門人平野富二は東京に活版製造所を開
設し、活字や印刷機械の製造を行い、事業を拡
大させた。彼らは、活版印刷を通じて西洋の書
物の普及を促し、明治政府の欧化政策に寄与す
るだけではなく、メディアの発展に多大な貢献
を果たした。
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紙幣寮活版局は刷印・鋳字・植字・製本・校
正の5部からなっており、その事業方針は、印書
局のそれとは異なり、『日誌』や公達書類、各機
関の諸公告等の機密印刷物等、公的機関の印刷
にのみ従事することを明確にするものであった
が、実際は活字や手帳等の製造販売が行われて
いた。それには当時の局長得

とく

能
のう

良
りょう

介
すけ

の工場の運
営方針として、副業が推進されていたことが背
景としてあったと考えられる。
活版局においても『日誌』の印刷は継続して

いたが、民間新聞も布告・布達の掲載が認めら
れていたこともあり、内容的に競合していたた
め、明治10年 1月には廃刊の憂き目にあった。
しかし、参事院議長だった山県有朋は、自由民
権運動が活発化するなか政府の国策を国民に対
して発信するものが必要として、明治15年に太
政大臣三条実美に官報発行に関する建議書を提
出し、官報の発行が決裁されのである。

官報の編集は太政官文書局が行い、印刷は印
刷局活版部（明治11年改称）が担当することと
なった。詔勅、叙任、布告・布達のほか、行幸啓、
外報などを掲載することが決定し、明治16年 7
月2日に第1号が発行された。この仕様は、「達」

のみ 4号明朝体の1段組みで、その他は5号明
朝体、1行30字詰めべた組み、25行 2段組みの
16ページだった。官報は本紙のほかに附録と号
外を設け、適宜必要に応じて発行した。これま
で告知手段が掲示であった布告・布達が、官報
の掲載をもって公布されるとなったほか、明治
19年の公文式の制定により、法令の区別、公布
方式、施行期限が新たに規定され、国会開設に
向け公布制度の整備がなされた。また、明治40
年施行の公式令で公文を公布するのは官報であ
ることを規定し、これが官報の根拠法となった。

印刷局では、明治14年にかねてからの事業拡
張に伴い、東京大手町にあった工場敷地内に活
版工場を新築しており、この工場で官報印刷を
行っていた。明治18年に太政官制から内閣制と
なり、内閣官報局が編集発行事務に当たること
になると、翌年、業務の迅速化のために麹町区
紀尾井町に官報印刷場の設置命令が出、さらに
官報印刷業務を官報局に移管することとなった。
こうして政府による印刷機関の分化が生じたが、
政府印刷機関一元論が出、官報印刷事業は明治
24年に再び印刷局の職掌となった。印刷局は、
ちょうどこの年に開かれた国会に対応するため
フランスから最新鋭の輪転活版印刷機を導入し
ており、印刷能力が強化されていたのである。
明治31年に官報局が廃止になると、印刷局は内
閣印刷局として官報局の所掌を引き継ぎ、現在
まで官報編集、印刷、販売といった業務を行う
こととなった。

官報の創刊

印書局の主務である『日誌』の印刷は、配布
数が限定されている布告・布達の国民周知を徹
底させる意図で明治元年（1868）に発行された。
しかしながら、戊辰戦争の戦況や政府の動向な
どが大部分を占め、政府の意向を知らしめる、
まさに政府の機関誌というべき雑誌であった。
当初、『日誌』の印刷は民間の印刷業者が行い、
和紙に木版印刷したものであったが、印書局が
担当した明治5年10月より、洋紙に4号明朝体
活字で1行30字べた詰め（活字間に何も挟まず、
隙間なく配置する）10行という活版印刷の仕様
に変更されている。
活字書体の明朝体とは、横画が細く縦画が太

い、さらに筆書きの止めに当たる部分がうろこ
と呼ばれる三角形であることなどが特徴の書体
である。この書体はどのような大きさでも読み
やすいという点から、現在においても印刷物に
もっとも用いられている書体のひとつである。
明朝体活字を作り出したのは、本木昌造に活
字鋳造方法を伝授したウィリアム・ガンブルが
所属した上海の聖書印刷所「美華書館」である。
本木昌造は、ガンブルが持参した美華書館の活
字をもとに活字書体をつくっており、すなわち、
本木による明朝書体は美華書館の明朝書体に由
来するものであった。
　また、活字のサイズである号数は、初号から
8号までの 9種類あり、初号（15.15㎜）・2号・
5号・7号、1号（9.47㎜）・4号、3号（5.68㎜）・

6号・8号の3系統であり、それぞれ号数が増え
るごとに1/2、1/4、1/8と小さくなっていくよ
うな比例関係が認められる。このサイズ制定に
ついては、美華書館の活字の規格を参考につく
り出された。
印書局の設備が他省の活版印刷施設からの寄
せ集めであったことは先述のとおりである。『日
誌』の活字書体は本木昌造による新街活版所製
造の明朝体活字が使われていること、また、経
営を引き継いだ本木の門人平野富二が太政官左
院に販売したのがこの種の活字だったことから、
『日誌』の印刷には、太政官左院の活字が使用さ
れていたことが判明している。

この後、印書局は新たに活字を製造し、明治
8年から翌年にかけて『日誌』の文字が新しい
文字に交換されていくこととなった。
印書局と紙幣寮の合併は、印書局の創立理由

と同様に、同様の事業を行う施設の統合を図っ
たものであった。合併後、紙幣寮活版局として
引き続き政府印刷事業を行っていくこととなり、
印書局の設備等は活版局へ移管されることと
なった。

東京辰ノ口（現在の丸の内1丁目）にあった印書局

印刷局活版新工場

官報創刊号（明治16年7月2日）

左院の活字が使われた太政官日誌
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活版印刷は原稿通りに活字を組んで版を作り、印刷するものである。
その作業工程は版組と印刷に大別することができ、その前に母型製造と活字鋳造がある。

活版印刷作業工程

①母型製造
活版事業創業時、電胎法（2p参照）

によって切片状の文字部（ガラ版）を
つくり、それを真ちゅう製の角材に
取り付けたものを母型としていた。
しかしながら、明治45（1912）年にベ
ントン彫刻機を導入し、直接金属片
に文字を彫刻して母型をつくる方法
に変更した。

②活字鋳造
母型を活字鋳造機の鋳型に密着させて地金を流し込み、
活字を鋳造する。活字鋳造機には手回し式と自動式があり、
印刷局ではカスチングと呼ばれる手回し式を印書局より引
き継いで以降、昭和初年まで使用し、のちに自動式に切り
替えた。

【ベントン彫刻機による母型製造】
イ 版下作成
字母帳（文字のデザイン見本帳）を
参考に、50.8mm四方の白紙に文字の
下図を描き、版下を作成する。

ロ 母型原版作成・彫刻
　版下の陰画を亜鉛板に焼き付けたうえ、文字
部分を腐食させへこませた文字パターンを作成
し、これをベントン彫刻機に取り付ける。彫刻機

ベントン彫刻機による母型彫刻作業

＊下記の製造工程は、印刷局青年訓練所（T15-S10）職業科教科書活版印刷術編を基本資料として構成した。作業写真は大正時代のものである。

文字パターン

活字鋳造作業

ベントン彫刻機による活字母型

印刷局書体にいたる活字の変遷
これまでは、印刷局の活版印刷事業が開始され、
官報印刷にいたる沿革を概観した。ここでは、
その間に使われた書体の変遷と印刷局独自の書
体について述べる。
印刷局が活版事業を開始して以来、活字の改
刻（文字を新規に作成すること）が重ねられてい
る。印刷局の書体の最初のものは、印書局時代に
つくられたものであ
る。政府の印刷施設
を統合してできた印
書局は、各所から持
ち寄った活字を併用
していたが、新規に
活字がつくられ、『日
誌』明治8（1875年）
第1号から4号明朝
体とカタカナ、第
100号から5号明朝
体が使われだした。
同年 9月に紙幣寮と合併後も、この文字の刷
新は引き継がれ、この年のうちに7号明朝体が、
翌年9年には6号明朝体が新たにつくられ、『日
誌』に用いられていった。さらに明治10年には
2、3号明朝体がつくられた。
この書体は、それまで使用されていた活字に
比べ細身のつくりでありながら、文字によっては
字画のバランスが悪いなど技術の未熟さが見ら
れるものであった。
明治18年に発行された『活字紋様見本』に掲
載されている文字がその次に改刻されたもので
ある。今回の書体は5号活字のような小型文字に
ついて、文字が鮮明に見えるような工夫がなさ
れた。これは情報量の多い印刷物に対応するた
めと考えられ、明治16年の官報創刊号の本文用
の文字として使用されている。
活字の書体改造は、各種出版物の増加に伴う
活版印刷の普及を背景に、民間業者でも積極的
に行われていた。特に築地活版製造所や秀英舎
（大日本印刷株式会社の前身）の明朝体は全国的
に使用され、日本の金属活字書体の代表格とし
て認知されるようになった。
本格的に印刷局仕様の活字の改造が試みられ

たのは、明治45年、母型彫刻機を導入してからの
ことである。この改造を主導したのは当時の活版
部長小山初太郎であり、民間他社の書体とは一
線を画すものを作り出そうとしていた。この書体
の参考としたのは、中国清時代の漢字字典『康

こう

煕
き

字典』の初版本であり、明朝体の正統派の書体
であるためであった。それは当時日本に2冊しか
なかったという。
原版作成には、この

『康煕字典』の文字を
縮小撮影するという
独特の方法を採った。
こうしてつくられた書
体は、大正8（1919）年
1月 4日付から官報
に採用された。とこ
ろがこの印刷局書体
は、大量印刷の必要
が生じた場合、融通
性に問題があるとして、昭和初年から民間の活
字にとって代わられた。ただし、他の刊行物に
は昭和中期ごろまで使用されている。
印刷局書体は、それ以前の官報活字より縦横

の線の強弱が少なく、正楷書体に似ている。ま
た文字の形も、例えば10ポイント活字（大正5年
から印刷局は号からポイントに変えた）を例に挙
げると、縦が10ポイント、横が9ポイントで、縦
長の形状をとる。一方、
秀英舎の書体は縦が
極端に太い明朝体ら
しい画線で、文字の
空間（ふところ）を広
くとった正方形を呈
している点が、印刷局書体とは対照的である。
法令は官報の公布をもって効力を発する。そ

のため、遅滞なく確実に印刷発行されることが
官報の使命であり、安定的に入手できるという
利便性が官報の文字にとっての第一義であった。
しかしながら、印刷局書体には公文書で用いら
れてきた楷書の趣が残り、大正の書体改造でも
正統性を重視していることから、伝統の保持が
意識されていたように思われる。

初期の官報活字 康煕字典から作成した活字
電胎法による活字母型図
大蔵省印刷局『時報』
昭和47年7月号より転載　

のフォロワーという針で文字パターンの凹部をな
ぞると、その縮小文字が母型用金属材に直接彫
刻される。

印刷局書体 秀英舎
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たのは、明治45年、母型彫刻機を導入してからの
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線を画すものを作り出そうとしていた。この書体
の参考としたのは、中国清時代の漢字字典『康

こう

煕
き

字典』の初版本であり、明朝体の正統派の書体
であるためであった。それは当時日本に2冊しか
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原版作成には、この

『康煕字典』の文字を
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こうしてつくられた書
体は、大正8（1919）年
1月 4日付から官報
に採用された。とこ
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は、大量印刷の必要
が生じた場合、融通
性に問題があるとして、昭和初年から民間の活
字にとって代わられた。ただし、他の刊行物に
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初期の官報活字 康煕字典から作成した活字
電胎法による活字母型図
大蔵省印刷局『時報』
昭和47年7月号より転載　

のフォロワーという針で文字パターンの凹部をな
ぞると、その縮小文字が母型用金属材に直接彫
刻される。

印刷局書体 秀英舎
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大蔵隷書のできるまで
印刷局による独自の書体の2つめは、日本銀行券や国・公債などに使用されている文字書体で、大
蔵隷書と呼称している。この書体は印刷物の威厳や風格を表象する文字として使用されてきた。
ここでは、紙幣の文字書体を通史的に概観しながら、大蔵隷書の成立とその機能について考察する。

紙幣文字書体の沿革
紙幣には、金額や発行元などの文字表記があ

り、使われている書体にも様々な種類があった。

篆
てん

書は印章に見かける書体である。青銅器に
刻まれた文字を起源とし、中国秦代の公式書体
として権威を表す文字とされた。隷書は、漢代
に事務文書に使用された実用
文字である。外形が横長で線
にうねりが見られるのが特徴
である。その読みやすさや字
形が安定していることから題
字に用いられることが多い。
楷書は、南北朝から唐時代に
かけ発展し、公文書に使用さ
れた書体である。一画一画を
続けずきちんと書くもので、
漢字の正体とされた。

これまで紙幣の文字に使われてきた書体を見
てみると、次の通りの変遷が見て取れる。
近代以前の紙幣の文字は、草書中心である。

これは、当時の文書が筆書きであることによる。
明治時代を迎えて政府が初めて全国共通の紙幣
である太

だ

政
じょう

官
かん

札
さつ

を発行したが、これは銅版印刷
によるもので、文字のアウトラインを取り、線で塗
りつぶして文字を描いている。その書体は楷書
である。この楷書を金額など大きく表示する文
字の書体として使用する例は明治初年まで見ら
れるが、漢字の正体として支配階級から尊重さ
れてきた権威ある書体であり、公文書にも楷書
体が使用されていたこととの関連がうかがえる。
その後、明治10年代から昭和中期まで複数の
書体が混在するスタイルが続く。そのほとんど
の場合で金額を示す文字に隷書、題号や印章に
篆書、その他罰則文言には楷書を用いている。
その後動きがあったのは、昭和20年代である。
文字表記は題号、金額、発行元、印章、製造銘
版に固定され、使用書体は、昭和26（1951）年以
降、印章部分に篆書が使われているのを除き、
隷書に統一された。これが紙幣の文字仕様の定
型として現在に引き継がれている。

太政官札 日本銀行券B500円（昭和26年）

イ 文選
採字ともいう。原稿に使っている活字を拾うこと。

活字架という活字ケースを格納する棚から活字を拾っ
て文選箱という木箱に入れていく。

ロ 植字
文選作業で集めた活字を罫線や行

間・字間を埋める込め物とともに一行
ずつステッキに拾い、レイアウト通り
に組み合わせて版をつくる。組み上がっ
たらひもで結束する。
印刷局は、活字鋳造から植字まで一
連の作業を行える「鋳植機」を導入し、
これにより、文選、植字作業の省力化
を実現した。

④校正・製版・印刷

③組版

文選・植字作業

円圧活版印刷機（手前）と輪転印刷機（奥）

鋳植機（ライノタイプ）による植字作業

イ 校正
組版から校正刷りを印刷し、文章の校正を行

う。誤植があった場合は、版を修正する。

ロ 製版
完成組版から紙

し

型
けい

という紙製の型を取り、こ
こに鉛を注いで印刷用の鉛版を作製する。鉛版
は、印刷機により平型と
円型があるが、輪転印刷
機用の版を円型に整形す
ることが容易なこと、保
管に便利なことから紙型
は多用された。

ハ 印刷
印刷局では、活版印刷開始当初から円圧印刷
機や複動平圧印刷機など各種凸版印刷機が使わ
れていた。明治23（1890）年に日本で初めてマリ
ノニ輪転印刷機（毎時15000枚を印刷、従来機の
10倍の印刷能
力）を導入し、
官報印刷にお
いて、印刷効
率の劇的な向
上を果たした。

ステッキ

組版

円型鉛版

文選箱

活字ケース

紙幣に使われた
さまざまな書体

製造年：楷書

題号：篆書

金額：隷書

罰則文言：楷書

製造銘版：楷書

見
本
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られている。
紙幣の文字の製版に写真植字機が導入された

のを機に文字を手書きする作業がなくなった。そ
の後、平成7（1995）年にDTP（Desk Top Publi- 
shing）公債類原版製作装置が設置された。DTP
は、文字や図柄データをコンピュータ上で加工・
レイアウトし、フィルム出力するものである。

それに伴い、従来の写真植字機用文字盤の書
体をDTP環境で使用すべく、デジタルデータ化
することとなった。平成11年にリョービイマジ
クス（株）によってMacintoshに搭載可能なTrue 
Typeフォントが制作され、平成25年には利便性
を考慮し、株式会社モリサワによりMacintosh
とWindowsの両方で利用可能なOpen Type
フォントへ変換された。最終的にフォント化した
文字数は4000文字を超えたが、隷書体では表現
できないひらがな、カタカナは含まれていない。

こうして、大蔵隷書はデジタルフォントへ変
換を遂げたが、隷書体が保持されたままであっ
た理由としては、隷書体はもともと実用文字とし
て生み出された書体であり判読性に優れている
こと、また字形が安定していて見た目の良さも
兼ね備えていること、さらに近代から紙幣の題
字として使い続けられてきたため、伝統保持の
意識も働いていたことが考えられる。

文字は情報伝達のみならず、書体によって印
刷物の雰囲気を伝える役割を果たす。近代的紙
幣が発行され、公的書類に使用されていた書体
が用いられてきたのは、この書体が国家の威厳
を表すのにふさわしいと考えられたからである。
大蔵隷書は、紙幣に用いつづけられることで、
さらなる威厳や信用を付与され、通貨の専用書
体として認知されるに至ったのである。

紙幣の文字のつくり手
紙幣の文字は誰によって作り出されたのか。
これについての資料は少なく、その詳細は明

らかではないが、明治時代から紙幣の文字は書
家によって作成されたものであった。明治28

（1895）年に入局した画家石井柏
はく

亭
てい

の著書から、
当時、青

あお

隯
しま

方敬と高田竹山（忠周）という書家が
文字のデザイン担当として在
籍していたことがわかってい
る。特に高田は、説

せつ

文
ぶん

学
がく

（文字
の構成を研究し説明する学
問）の大家として有名な人物
である。明治17年から大正7

（1918）年まで印刷局に奉職し
た。自身で漢字の研究を行い
ながら紙幣や債券の文字の作成に従事しており、
印刷局では、高田の研究活動を支援した。その
成果は『朝陽閣字鑑』（明治34年）や『漢字詳解』

（明治42年）など多くの書物に著されている。
高田は、明治18年発行の日本銀行兌

だ

換
かん

銀券旧
10円をはじめとする明治中期の紙幣の文字を担
当した。そのころの紙幣には様々な書体が混用
されていたが、他書体との配列や字形のバランス、
また、同書体の中でも同一の文字を使う場合は
筆画を変化させるなど、デザイン面で工夫をこ
らしたものであった。なかには日本銀行兌換銀

券改造券シリーズ（明治21～24年発行）のように、
金額の書体は共通させているものの、低額券と
高額券の題号を異なる書体にし、同シリーズ内
の券種間の独立性を表現したものも見られる。

高田竹山の退職後、紙幣文字の作成は同じく
書家の若林晴次（晴峰）、笠原玄三（容軒）、渡辺
進市（柳城）、そして、後継の工芸官（紙幣のデザ
イン、原版彫刻などを担当する印刷局の専門職
員）へと引き継がれた。

 大蔵隷書の成立
紙幣の文字は数種の書体を併用している時期

を経て、昭和26（1951）年から、主として隷書
を使用するようになったのは先に触れた。この
契機は昭和21年の当用漢字表の制定からはじま
る。法令・公用文書・新聞・雑誌および一般社会
で使用する漢字の範囲として1850種の漢字（う
ち881字は教育漢字）の字種・音訓・字体などが
定められた。それに伴い、紙幣の文字は旧字体
から新字体へ改められた。また、世情を反映させ、
横書きが右読みから左読み表記となっている。

以上のような変更と同時期に紙幣の文字が隷
書に統一された理由について明確に示されては

いないが、隷書は他の書体に比べ判読しやすい
ということが挙げられている。さらに推測を加え
るなら、もともと隷書は篆書を簡略化した書体
であるため、画数が少なくなった新字体ならデ
ザインもしやすかったのではないだろうか。
「大蔵隷書」は、これ以降紙幣に使用された隷

書体を指していたが、現在ではデジタルフォン
ト化をもってこの書体が完成したと考えられて
いる。「大蔵隷書」がデジタルフォント化される
までには以下の経緯があった。
　そもそも紙幣は、肖像などの主模様の版面と
地模様の版面を別に作成し、それらを刷り合わ

高田竹山

日本銀行兌換銀券改造券題号文字　上：1円、下：10円

せて製造する。文字は主模様に分類され、主模
様の版面に彫刻されるが、この原版作成の手順
は次の通りである。

まず、文字原図を4倍の大きさに撮影したもの
をもとに亜鉛版に手彫りで彫刻する。これを型
版という。そして、この型版を用い、機械で原寸
に縮小彫刻したものを他の模様とともに鋼版に
集合・転写させて原版を作成した。

その後、大正14年に森沢信夫と石井茂吉に
よって開発され、昭和 4 年に実用化された写真
植字（写植）は、これまでの活字の組版工程に画
期的な進展をもたらす一方で、大蔵隷書の成立
の第一歩となった。写真植字は、写真術の応用
により文字盤（ネガ像）から任意の文字を印画紙
またはフィルムに印字する仕組みである。文字
の大きさは、撮影レンズの倍率によって変更す
ることができた。
　印刷局でも昭和40年半ばには諸証券類の製版
に写真植字機を使用していたが、紙幣や国・公
債の製造に利用しはじめた時期は未詳である。
現在、大蔵隷書専用の文字盤が印刷局に保管さ
れており、これが昭和62年に製作されたもので
あることから、この時期と推測される。この文字
盤には、国・公債に使用例の多い約400字が収め

紙幣の題号

「大蔵隷書」専用文字盤

（参考）現在の「大蔵隷書」の文字数

日本印刷学会 第130回研究発表会（2013年）プレゼン資料より

漢字

JIS規格外の
文字

合計

JIS 第１水準 2965 文字のうち
2852 文字

JIS 第２水準 3390 文字のうち
1465 文字

漢字 63 文字

非漢字 132 文字

4512 文字
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のを機に文字を手書きする作業がなくなった。そ
の後、平成7（1995）年にDTP（Desk Top Publi- 
shing）公債類原版製作装置が設置された。DTP
は、文字や図柄データをコンピュータ上で加工・
レイアウトし、フィルム出力するものである。

それに伴い、従来の写真植字機用文字盤の書
体をDTP環境で使用すべく、デジタルデータ化
することとなった。平成11年にリョービイマジ
クス（株）によってMacintoshに搭載可能なTrue 
Typeフォントが制作され、平成25年には利便性
を考慮し、株式会社モリサワによりMacintosh
とWindowsの両方で利用可能なOpen Type
フォントへ変換された。最終的にフォント化した
文字数は4000文字を超えたが、隷書体では表現
できないひらがな、カタカナは含まれていない。

こうして、大蔵隷書はデジタルフォントへ変
換を遂げたが、隷書体が保持されたままであっ
た理由としては、隷書体はもともと実用文字とし
て生み出された書体であり判読性に優れている
こと、また字形が安定していて見た目の良さも
兼ね備えていること、さらに近代から紙幣の題
字として使い続けられてきたため、伝統保持の
意識も働いていたことが考えられる。

文字は情報伝達のみならず、書体によって印
刷物の雰囲気を伝える役割を果たす。近代的紙
幣が発行され、公的書類に使用されていた書体
が用いられてきたのは、この書体が国家の威厳
を表すのにふさわしいと考えられたからである。
大蔵隷書は、紙幣に用いつづけられることで、
さらなる威厳や信用を付与され、通貨の専用書
体として認知されるに至ったのである。

紙幣の文字のつくり手
紙幣の文字は誰によって作り出されたのか。
これについての資料は少なく、その詳細は明

らかではないが、明治時代から紙幣の文字は書
家によって作成されたものであった。明治28

（1895）年に入局した画家石井柏
はく

亭
てい

の著書から、
当時、青

あお

隯
しま

方敬と高田竹山（忠周）という書家が
文字のデザイン担当として在
籍していたことがわかってい
る。特に高田は、説

せつ

文
ぶん

学
がく

（文字
の構成を研究し説明する学
問）の大家として有名な人物
である。明治17年から大正7

（1918）年まで印刷局に奉職し
た。自身で漢字の研究を行い
ながら紙幣や債券の文字の作成に従事しており、
印刷局では、高田の研究活動を支援した。その
成果は『朝陽閣字鑑』（明治34年）や『漢字詳解』

（明治42年）など多くの書物に著されている。
高田は、明治18年発行の日本銀行兌

だ

換
かん

銀券旧
10円をはじめとする明治中期の紙幣の文字を担
当した。そのころの紙幣には様々な書体が混用
されていたが、他書体との配列や字形のバランス、
また、同書体の中でも同一の文字を使う場合は
筆画を変化させるなど、デザイン面で工夫をこ
らしたものであった。なかには日本銀行兌換銀

券改造券シリーズ（明治21～24年発行）のように、
金額の書体は共通させているものの、低額券と
高額券の題号を異なる書体にし、同シリーズ内
の券種間の独立性を表現したものも見られる。

高田竹山の退職後、紙幣文字の作成は同じく
書家の若林晴次（晴峰）、笠原玄三（容軒）、渡辺
進市（柳城）、そして、後継の工芸官（紙幣のデザ
イン、原版彫刻などを担当する印刷局の専門職
員）へと引き継がれた。

 大蔵隷書の成立
紙幣の文字は数種の書体を併用している時期

を経て、昭和26（1951）年から、主として隷書
を使用するようになったのは先に触れた。この
契機は昭和21年の当用漢字表の制定からはじま
る。法令・公用文書・新聞・雑誌および一般社会
で使用する漢字の範囲として1850種の漢字（う
ち881字は教育漢字）の字種・音訓・字体などが
定められた。それに伴い、紙幣の文字は旧字体
から新字体へ改められた。また、世情を反映させ、
横書きが右読みから左読み表記となっている。

以上のような変更と同時期に紙幣の文字が隷
書に統一された理由について明確に示されては

いないが、隷書は他の書体に比べ判読しやすい
ということが挙げられている。さらに推測を加え
るなら、もともと隷書は篆書を簡略化した書体
であるため、画数が少なくなった新字体ならデ
ザインもしやすかったのではないだろうか。
「大蔵隷書」は、これ以降紙幣に使用された隷

書体を指していたが、現在ではデジタルフォン
ト化をもってこの書体が完成したと考えられて
いる。「大蔵隷書」がデジタルフォント化される
までには以下の経緯があった。
　そもそも紙幣は、肖像などの主模様の版面と
地模様の版面を別に作成し、それらを刷り合わ

高田竹山

日本銀行兌換銀券改造券題号文字　上：1円、下：10円

せて製造する。文字は主模様に分類され、主模
様の版面に彫刻されるが、この原版作成の手順
は次の通りである。

まず、文字原図を4倍の大きさに撮影したもの
をもとに亜鉛版に手彫りで彫刻する。これを型
版という。そして、この型版を用い、機械で原寸
に縮小彫刻したものを他の模様とともに鋼版に
集合・転写させて原版を作成した。

その後、大正14年に森沢信夫と石井茂吉に
よって開発され、昭和 4 年に実用化された写真
植字（写植）は、これまでの活字の組版工程に画
期的な進展をもたらす一方で、大蔵隷書の成立
の第一歩となった。写真植字は、写真術の応用
により文字盤（ネガ像）から任意の文字を印画紙
またはフィルムに印字する仕組みである。文字
の大きさは、撮影レンズの倍率によって変更す
ることができた。
　印刷局でも昭和40年半ばには諸証券類の製版
に写真植字機を使用していたが、紙幣や国・公
債の製造に利用しはじめた時期は未詳である。
現在、大蔵隷書専用の文字盤が印刷局に保管さ
れており、これが昭和62年に製作されたもので
あることから、この時期と推測される。この文字
盤には、国・公債に使用例の多い約400字が収め

紙幣の題号

「大蔵隷書」専用文字盤

（参考）現在の「大蔵隷書」の文字数

日本印刷学会 第130回研究発表会（2013年）プレゼン資料より

漢字

JIS規格外の
文字

合計

JIS 第１水準 2965 文字のうち
2852 文字

JIS 第２水準 3390 文字のうち
1465 文字

漢字 63 文字

非漢字 132 文字

4512 文字
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