初 代天 外 と舞 台に 上が る 長男 一雄
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年 ︵ １ ９ ０７ ︶ 天 才 仁 輪 加 師鶴 屋 団 十 郎 の 弟 子鶴 屋 団 治 と 曽 我 廼 家箱 王 は ︑ 独

に わ

父 亡き 後︑ 蛙の 子 は蛙 で脚 本に 異 色の 才能 を発 揮
明治
立して﹁ 新生喜 劇﹂とい う一座 をたち あげ︑京 都の﹁ 朝日座﹂ で興行 を打ちま す︒
迷演・ 珍演のこ っけい 劇に客席 はあほ くさと言 いなが ら笑い ころげま すが︑ 朝日座の 経
営主白井松次郎と大谷竹次郎兄弟︵のちの松竹創業者︶は ︑﹁こらいける︒助けたろ﹂と
以後の プロデ ュースを ひきう けてくれ ました ︒
くめた

こうして団治は渋谷天外︵初代 ︶︑箱王は中島楽翁と芸名を改め︑一字ずつとって﹁楽

め お と ぜん ざい

天会 ﹂座を結 成しま す︒粂田 通夫・ 宮島弁 天・田村 楽太・ 松尾天勝 ら超個 性派の喜 劇役者
たち は︑い ずれもこ の座の 出身です ︒
ふん

なかでも田村楽太は︑戦後の映画史に残る傑作﹁夫婦善哉 ﹂︵豊田四郎監督︶に出演︑
淡 路恵子が 扮する 蝶子の父 親役を 勤め︑ま さに神 技だと評 論家た ちから 絶賛され た名バ イ
・ プレヤー です︒ そうです ︒織田 作之助 ︵本連載 １２６ 〜１２８ 参照︶ の原作で ︑蝶子 と
にしきえ

逃 げた男 を森繁久 弥が熱 演して評 判にな ったあの 映画で す︒
年には チャン バラスタ ー尾上 松之助︵ 愛称・ 目玉

楽天会の旗上げ興行は ︑﹁活動写真有声の錦絵﹂です︒このころから日本の映画︵当時
の名称は 活動大 写真︶は 始まり ︑明治

歳 で死亡 します︒ のちに 二代天外 を継ぐ 渋谷一 雄は︑

し て︑メ シを食っ たむく いやろ﹂

みその

﹁ 喜劇役者 の末路 は悲惨 なもんや ︒さん ざん人さ まのこ とをから こうた り笑い 者にした り

わ ずか

でも興行︒さあこれからやという大正５年︵１９１６︶突然天外は大量の血を吐いて倒れ︑

﹁け ったい な芝居や がおも ろい﹂と 話題に なり︑東 京の﹁ 明治座 ﹂や名古 屋の﹁ 御園座﹂

入れ るなどの 演出も 工夫し︑ 客を呼 ぼうと 涙ぐまし い努力 をしまし た︒

と宣 伝したわ けです ︒舞台で は大量 の氷を砕 いて天 井から降 らせ︑ 雪景色 のラブシ ーンを

や﹂

﹁こっ ちは声 が出る︒ 色もつ いとる︒ 錦絵︵ 木版の色 刷り浮 世絵の こと︶み たいに きれい

とつで きません ︒それ で天外は こんな 題名を つけ︑

のマツチ ャン︶ が登場 して人気 者にな るのです が︑も ちろん白 黒の小 さい画 面で︑音 声ひ
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歳だ った一雄 を孝行 息子役に 仕立て ︑なん とか同情 を

と 昔を思 いだし ︑父の死 をこう 語ってい ます︒ そう言え ば二代 天外も ︑末路は まこと に哀
れでした ︒
大黒柱 を失った 楽天会 は︑まだ
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集めて興行を続けますが︑４年後の大正９年︵１９２０︶︑今度は中島楽翁が病死します︒
年︵１９０６ ︶︑初代天

楽 も天もい なくな った楽天 会は︑ 力折れ矢 尽きて ついに 解散に追 い込ま れました ︒

ぎおん

こ こ か ら 話 は 二代 天 外 を 継 ぐ 渋 谷 一雄 に 移 り ま す ︒ 彼は 明 治
外 の長男 に生まれ ました ︒

家 十郎に 見せまし た︒

歳の少 年一雄は ︑道頓 堀の芝 居茶屋﹁ 岡島﹂ に

掲載 の 記 事・ 写 真 ・イ ラ ス ト等 の 全 ての コ ン テン ツ 無 断複 写 ︑ 転載 を 禁 じま す ︒

﹁ ほんまに お前が 書いたん か﹂と 感心し た主人は ︑知り あいの喜 劇役者 で大御所 の曽我 廼

物語 です︒

れが 複雑に かたまっ てやが て大きな ひと続 きの流 れになっ て展開 する︑ま ことに ふしぎな

駅の 時計が ９時︑正 午︑３ 時︑そし て深夜 を指すと きに次 々と奇妙 な事件 が発生 し︑そ

を書 き︑はに かみな がら読ん でくだ さいと 岡島の主 人にさ しだしま す︒

をする けった いな少 年でした ︒ある とき﹁私 は時計 でありま す﹂と いう変 てこな題 の脚本

文章の 大好き な一雄は ︑手伝 いが終わ るとな にかを 書いては ひとり で笑った り泣き 真似

客席の 案内や飲 食物を 出す店 のことで す︒

店でも 手伝うか ﹂と親 切に世話 をして くれます ︒芝居 茶屋と は︑コヤ ︵劇場 ︶に付属 して

ひきとられます︒岡島の主人は初代天外のファンで︑路頭に迷っていた一雄に ︑﹁ぼん︑

こ うして 楽天会 も消滅し 孤児に なった

祇 園の女 性のもと にも帰 らず︑ほ かの女 たちの 住居を転 々とし て暮らし ていま した︒

と 語る一 雄は︑舞 台でし か父と会 えなか ったそう です︒ 浮気者の 父は一 雄を育 ててくれ た

﹁ 父親と兄 弟役や った︒お にいち ゃんと 言うとこ を︑お 父ちゃん とやっ てドヤさ れた﹂

と舞 台に立 たされ ます︒

﹁す まん︒ どうして も子役 が要る︒ ちょと だけあ がれ﹂

と頭 を撫でな がらい いふく めますが ︑舌の 根も乾か ぬ一雄 が小学２ 年のと きに︑

あか んあかん ﹂

﹁お前 は蔵前 ︵東京︶ の高等 土業に やったる から勉 強せえ︒ 鉄道技 師がむい とる︒ 役者は

くらまえ

小学校 に入っ た一雄の 成績は 抜群︒父 天外は 大喜びで ︑どこ で聞い てきたの か︑

大きく なってか ら一雄 はこう回 顧して いるが ︑実の母 は誰か 知らない ︒

かい︑ ほんまの 母親や と思って ました ﹂

物してた 女性の もとに押 しかけ た︒横 顔が美し い人で ︑８つに なるま で面倒見 てくれ たさ

﹁ 父親は 生まれ て３ヶ月 のわし を抱いて 家をと びだし︑ 祇園︵ 京都市 ︶でお茶 屋相手 に縫
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