大 御所 を 唸ら せた 一雄 の 脚本
天 外・ 十吾 のコ ン ビで 主役 を演 ず る
大正 年 １
( ９２ ０︶ 歳になっ た孤児 渋谷一 雄は︑大 阪道頓 堀の芝居 茶屋﹁ 岡島﹂に
でつち
住み込み 丁稚と して働き ますが ︑生来 文筆を好 み︑あ るとき﹁ 私は時 計であり ます﹂ と題

能 です︒
が

の

や

が

の

や

年 ︑一雄 は脚本家 として ﹁志賀廼 家淡海 一座﹂ に雇われ ました ︒この一

し

ら 中学２年 生の作 品を︑有 名な曽 我廼家一 座が舞 台にのせ たので すから ︑これは 大した 才

のち にこう 一雄は語 ってい ますが ︑これが 喜劇王 二代渋谷 天外の 最初の脚 本です ︒今な

﹁芝 居見に いったら ︑三分 の二は書 き直さ れていま した﹂

ちで 上演しま しょ︒ ま︑貸し なはれ ﹂と持 っていき ました ︒

十郎 はぺ らぺ らと めく って 目を むき ︑﹁ほ ほー っ﹂ とため 息をつ いて ︑﹁よ ろしま ︒う

なん書 きよっ た﹂と渡 します ︒

居好きな主人は感心し︑知りあいの喜劇役者の大御所曽我廼家十郎に ︑﹁うちの子がこん

そ

した けっ たいな 脚本 を書 き︑ 店の 主人 に見 せま す ︒﹁ほん まにお 前が書 いた んか？ ﹂︑芝
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天外 のぼんが ホンを 書くのか ︒うち とこにお いで﹂ と︑親 切にひっ ぱっ

おやま

文芸的 な香りも ただよ う本格的 喜劇を めざして いた一 雄が︑何 度も淡 海に進 言したの を

﹁師匠︑ 浅草で は女役者 を起用 して成 功してい ます︒ 女形では 時代に とり残さ れます ﹂

ざ けも過 ぎます ︒

女 役は石 山秋月︑ 石山式 部などの 女形役 者がひ きうけて います ︒彼らは 芸達者 ですが悪 ふ

この時代は女優はいない︒芝居では女形が勤めるのが常識です︒淡海一座も男ばかりで︑

だ たきにあ いまし た︒

と︑ ことご とに一雄 をひい きしま すから︑ 仲間は 面白いは ずはな い︒その うちに 一雄は 袋

を書 かせて やれ﹂

﹁お い︑渋谷 のぼん に︑そん な仕事 させる な︒こい つ大変 な才能が ある︒ 好きなだ けホン

こに 座って鉛 筆を削 り︑奇想 天外な 脚本を書 いて淡 海を唸ら せまし た︒

や道具 運びな ど雑用ば かりを やらせ ます︒一 雄は黙 々とこな し︑用 事をかた づける と隅っ

淡海一 座の役 者たちは ︑小学 校にもろ くに通 わなかっ た一雄 をバカ にして︑ ふきそ うじ

てくれ たのです ︒

淡海が﹁ なに？

後援して いた興 行会社松 竹の世 話で結成 された 喜劇一 座です︒

座 は一雄 の父初代 渋谷天 外や中 島楽翁が 亡くな って﹁楽 天会﹂ が解散し たあと ︑楽天 会を

２ 年後の 大正
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秋月 や式部 が知った のです ︒
﹁ あのガキ ︑わい らの生活 権を奪 うつもり や﹂
﹁ あいつの ホン︑ わいら の出番少 ないや ないか︒ おい︑ 痛い目に あわせ たろや ﹂
と 寄って たかって 殴られ 蹴られ︑ 血まみ れにな った一雄 は︑淡 海一座か ら姿を 消してし ま
年 ︵１９ ２５︶曽 我廼家 十郎が 死亡しま す︒い かにも大 阪人ら しい人情 味豊か な

い ました ︒
大正
芸風を 惜しんだ 松竹の 社長白井 松次郎 は︑昭和 ３年︵ １９２８ ︶十郎 の弟子 で多額の 借金
をかかえていた曽我廼家十吾に目をつけ ︑﹁お前の芸は師匠そっくりや︒十郎劇を復活さ

たてなおし

せへんか﹂と彼を座長に ︑﹁松竹家庭劇﹂を結成します︒さらにくすぶっていた一雄をさ
がしだ し︑座 付作家に してく れまし た︒
一雄 は水を得 た魚の ように元 気にな り︑志賀 里人︑ 館直志 と内容に よって 筆名を分 け︑
脚本を書きまくりますが︑翌４年には二代渋谷天外を襲名して役者としても舞台に上がり︑
歳︑天 外はまだ

歳の 若者で した︒
本が

ハー ドスケ ジュール もいい ところ︑ めちゃ くちゃ に働きだ しまし た︒天外 ・十吾 の名コン
ビの 誕生は これか らです︒ ときに 十吾は
﹁ 新しいお 笑いホ ームドラ マ﹂を めざし た松竹家 庭劇は ︑昼夜２ 回興行 ︑合計新 作
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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 ︒

天 外はふ さぎこん で悩み ます︒

﹁ 単なる言 葉の違 いやない ︒笑い の質が 低いんや ︒わし らの芝居 は低俗 すぎる﹂

した のです ︒つま りおおげ さにい えば︑文 化の質 の問題で す︒

十吾 は軽く 流しまし たが︑ 天外は松 竹家庭 劇は地 方区に過 ぎない のではな いか⁝ と悩みだ

﹁そ らな︑ 東京では 大阪弁 が通用せ えへん からや﹂

した ︒

もっと も自信 のある 芝居をも ってい ったので すが反 響は今ひ とつ︑ 客席は 妙に白け ていま

しかし数年後︑天外と十吾の間にすきま風が吹き始めました ︒きっかけは東京公演です ︒

松竹家 庭劇の人 気は︑ こんな 背景に支 えられ たもので す︒

増幅されていった時代です ︒世相が暗くなればなるほど ︑民衆は息抜きの笑いを求めます ︒

ぞうふく

昭和の初 めは軍 が政治を 支配し ︑隣国 に侵入す る右傾 化の政策 が強行 され︑社 会不安 が

ん やろと 座員ま でうわさ するあ りさまと なりま した︒

を 勤め︑ 絶妙なコ ンビで 客席を沸 かせま すから その多忙 なこと ︑あのお 二人︑ いつ寝と る

目 標で︑ 十吾も茂 林寺文 福の筆名 でホン を書きま す︒し かも二人 はたが いに舞 台では主 役
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