年︵１９５２ ︶﹁松竹新喜劇﹂の座長渋谷天外が自作自演した﹁桂春団治﹂は︑

一 世風 靡 する も︑ 病に 倒 れ実 権は 寛美 へ

藤 山 寛美 を見 出し テ レビ で競 演

昭和
ふうび

一世を 風靡しま す︒桂 春団治︵ 本連載 １１４〜 １１６ 参照︶ が今だに 落語界 の天才と して
でつち

はやく

知られ るのは︑ この芝 居のお かげだと 言われ るほどの 大当た りです︒
﹁桂春 団治﹂ で酒屋の 丁稚の 端役を与 えられ ︑酒の 配達にい って春 団治役の 天外に こき使
われ ︑燗番︵酒をあたためたり ︑なにかと酒飲みの世話を焼くこと ︶までさせられながら ︑
即妙 のアドリ ブを連 発しては 大爆笑 させた のが︑無 名の役 者藤山寛 美でし た︒天外 はこの
若者 が気に 入り︑周 りの反 感を買い ながら 次々に重 要な役 をふり あてます ︒しか し天外を

そ

が

の

や

実の 父親以 上に慕っ た寛美 が︑の ちに新喜 劇の屋 台骨を背 負って からは︑ 天外と 決定的な
対 立をする のです から︑人 間とは ふしぎな 生きも のですね ︒
﹁ 桂春団治 ﹂で天 外が一番 喜んだ のは︑ 東京でも 当たっ たことで した︒ かつて曽 我廼家 十
吾と﹁松竹家庭劇﹂をやっていたころ︑自信作を持っていったのに東京では不人気でした︒
﹁ そらあ たりまえ や︒東 京の客 は大阪弁 がわか らんから な﹂
と十吾は 気にし ませんで したが ︑天外は 自分の 笑いは 全国区に なって いない︑ 質が低 俗
なせいや なかろ うかと 悩んだも のです ︒
かじ

あしへい

こん

大阪弁 だらけの ﹁桂春 団治﹂の ヒット にすっ かり気を 良くし た天外は ︑かね てからの 文
ほんあ ん

芸路線 に舵を きります ︒火野 葦平︑今 東光︑ 久米正雄 らの文 学作品 を脚色し たり︑ イブセ

ののし

歳 も年

ンの﹁民衆の敵 ﹂︑チェーホフの﹁熊﹂など海外の名作を翻案して︑松竹新喜劇の舞台に
のせ ます︒
こん な天外の 独走が ︑相棒の 曽我廼 家十吾 に面白い はずは ありませ ん︒十 吾は

なかび

年︵ １９５ ６︶松竹 新喜劇 京都南座 公演の 中日︑ 楽屋で十 吾は天 外の脚本 と演技

啖呵を きった十 吾は大 事な芝居 興行を おっぽり だし︑ 松竹新喜 劇から とびだ して消え ま

たんか

﹁そんな ら︑わ いはドロ ンや﹂

論 になり ます︒

て ︑長年 にわたっ て彼の わがまま を我慢 してき た天外も ︑つい ︑むきに なって 言い返し 口

に 文句をつ けはじ めます ︒その執 拗なこ と︑から みつく こと︒い つも先 輩とし て十吾を 立

昭和

るよ うにな りました ︒

長です︒公平に見ても芸ははるかに上です︒
不仲どころか顔つき合わせるごとに ︑天外を 罵

15

-1-

27

31

した ︒
翌 昭和

年 ︑十吾 はかつて 天外と 二人で旗 上げし た﹁松 竹家庭劇 ﹂を復 活させ︑ 松竹新

まな

年︵１ ９５９︶ 民間放 送局は︑ 新しい 企画にエ ネルギ ーを注 ぎ︑テレ ビ時代 が到

もち ろん天外 は︑シ リアス な脚本も 書いて います︒ とくに 同

年東 京の日 生劇場 で公演

を制 作放映し ︑大当 たりをと ります ︒日本一 のアホ ウ役者 寛美の誕 生です ︒

来します︒いちはやく潮流にのった天外は︑愛弟子の藤山寛美とコンビで﹁親バカ子バカ ﹂

昭和

演した ﹁お婆ち ゃんの 留守﹂は 皮肉た っぷり の喜劇で ︑世間 の話題を さらい ました︒

客がこ ろげ回っ て笑っ たほどの 珍演技 でした︒ しかし 天外も負 けては いませ ん︒中座 で公

は︑当時 流行し た鈴木三 重子が 歌う﹁ 愛ちゃん は太郎 の嫁にな る﹂を もじった もので ︑観

十吾といえば老婆役が有名ですね︒このときの出しもの﹁お婆ちゃんは太郎の嫁になる﹂

廼 家十郎 三十三回 忌追善 興行﹂と 銘打っ て公演 します︒

喜 劇のライ バルと して︑ いや︑新 喜劇打 倒をめざ して道 頓堀の﹁ 文楽座 ﹂で︑ 師匠﹁曽 我

32

年 ︵１９ ６５︶京 都の南 座で﹁ 遥かなり 道

40

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 ︒

美術 ・照明 まで︑ 寛美のご 機嫌次 第でした ︒

る寛 美です ︒ワンマ ンぶり もいいと ころ︑ ホンの 選別から 始まっ て︑演出 ・配役 ・装置・

にな ります ︒役者の 下駄箱 の順番ま で︑自 分がきめ ねば気 が済まな いとい った伝 説まであ

天外 ですが名 前のみ ︑新喜劇 の実権 はすべ て寛美に 移り︑ 彼がいっ さいを とりしき るよう

この事 件で寛 美は生 活態度を 改め︑ トラブル メーカ ーから立 ち直り ます︒ しかし座 長は

述筆記した脚本と称して︑﹁親指小指﹂に主演させます︒

間の手 前をはば かって 謹慎さ せていた 寛美を ︑わずか ７ヶ月 で呼び戻 し︑病 床の天 外が口

なんと か座を維 持しま すが︑天 外・寛 美に及ぶ はずは なく不 入りが続 き︑参 った松竹 は世

親会社の 松竹か ら追放さ れたの です︒ やむなく ミヤコ 蝶々・南 都雄二 を招いて 客演さ せ︑

不 幸はさ らに松 竹新喜劇 を襲い ます︒頼 りの藤 山寛美が けたは ずれの 借金と不 行跡で ︑

頓 堀﹂を 公演中︑ 舞台を 下りて楽 屋にも どった 直後︑脳 出血で 倒れまし た︒

ケ ジュー ルに追い まくら れます︒ ついに 昭和

脚 本・演出 ・主演 に座長も 兼ねる 天外は 超々多忙 ︑人間 業とは思 えない ほどのハ ードス

わざ

て館 直志︵ 天外の 筆名︶の 才能と 芸術密度 の高さ を︑天下 に認め させま す︒

たてなおし

した ﹁わて らの年輪 ﹂は︑ 花柳章太 郎・中 村雁治 郎ら歌舞 伎界の 名優たち が出演 し︑改め
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