演 劇哲 学 の対 立も

年︵１９６５︶京都の南座で ︑﹁遙かなり道頓堀﹂に主演した﹁松竹新喜劇﹂座

天 外最 後の 舞台 で ﹁親 バカ 子バ カ ﹂を 共演
昭和
まな

長渋谷天 外は︑ 舞台を下 りた直 後脳出 血で倒れ ︑長い 闘病生活 に入り ます︒
代わっ て座の屋 台骨を 背負うの が天外 の愛弟子 藤山寛 美です が︑彼は 超一流 の名人喜 劇
たてなおし

役者に ありがち な︑天 下無数 のワンマ ンでし た︒脚本 の選定 から出演 者のき めかた ︑演出
・装置 ・美術 ・照明に いたる までご機 嫌次第 ︒たと え館直志 ︵天外 の筆名︶ のホン でも気
にいら ぬと採 用しな いありさ まです ︒
こう して天外 と寛美 の間には ︑うそ 寒いす きま風が 吹きは じめます ︒天外 が倒れた から
寛美 が師匠 をバカに したの ではあり ません ︒もっと 本質的 なもの です︒ふ たりの 演劇哲学
そ

が

の

や

の相 違がき わだって きたの です︒ 極論すれ ば天外 は文学者 ︑寛美 は天性の 役者で した︒

ま

曽 我廼家十 郎・五 郎の曽我 廼家劇 から︑天 外・寛 美の松竹 新喜劇 まで︑ 大阪の喜 劇には
三 本の柱が ありま す︒
① 姦通は テーマに しない
② かなら ずハッピ ーエン ドで終 わる
③舞台で 殺人は 行わない
のタブー ︵禁制 ︶３ヶ 条です︒ どんな 悪党でも 最後は 真人間に 戻ると ころで 幕がおり ︑
観客は 笑いなが ら涙ぐ んで拍手 する︒ 大阪喜 劇が教訓 的な人 情喜劇だ といわ れる理由 は︑
ここに ありま す︒
ところが天外の﹁花ざくろ﹂は人妻の姦通 ︑﹁銀のかんざし﹂は情痴の世界をとことん
描い て救いが ない︒ 文芸的価 値は高 くても︑ 天外に はシリア ス︵謹 厳︶な ドラマと お笑い
のドラマの区別がつかなかったのです︒天外は ︑﹁ドラマを書け︒客を笑わせようと計算
した らあか んで︒笑 わせる のは役者 の仕事 やさかい ⁝﹂
と︑ くどい ほど脚本 家たち に注文 し︑館直 志も先 頭に立っ て実践 します︒
と ころが寛 美はそ うではな い︒ハ ナから笑 わせる ホンを 要求しま す︒さ らに天外 の演出
は うるさい ほど役 者を縛 り︑身動 き一つ まで計算 された 演技を強 制する が︑寛 美は即興 的
な 笑いを 大事にし ました ︒その日 の客席 が何を 期待して いるの かをすば やく見 抜いて︑ 臨
機 応変に 演じろ と命じる のです ︒
に

わ

か

つまり天 外と寛 美の対立 は︑か つての 松竹新喜 劇の前 身︑松竹 家庭劇 での曽我 廼家十 吾
と天外の仲違いの再現でした ︒十吾は仁輪加︵江戸時代の色町で生まれたこっけいな寸劇 ︒
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大坂 で流行 ︶の継承 者曽我 廼家十 郎の一番 弟子で す︒
﹁ そんな屁 理屈お きなはれ ︒喜劇 はお客さ ん笑わ せたら ︑それで よろし ﹂
歳も年 上だっ た十吾 の芸を継 いでい たのです ︒

と 天外を鼻 先であ しらい ︑けんか 別れし た天才役 者です ︒いつの 間にか 天外よ り
年 下の寛 美が︑天 外より

歳

23

年 ︵１９ ６７︶２ 月︑中 座で行わ れた松 竹新喜 劇結成

年記念 公演

10

年︵１９ ７４︶ ５月︑京 都南座 での寛美 主演﹁ 親バカ 子バカ﹂

年︵１ ９８３ ︶３月︑ 天外は 心不全 で息をひ きとり ました︒ 享年

76

年間も 針のむし ろの上 に転がっ ていた ことにな ります ︒大変な 読書家 で教養 ・知性に

昭和

歳︒倒れ てか

に言わ れても ︑首を横 にふっ ただけで 返事も せず︑ 見ようと もしま せんでし た︒天 外を凌

しの

は︑ど んなに無 念だっ たでし ょう︒今 日はお 昼から新 喜劇の テレビが ありま すよと 看護師

座長ま でこなし ︑人間 ばなれし たハー ドスケジ ュール を生き た男です ︒この 長い長い 毎日

それから はベッ ドに横た わるだ けの生 活になり ますが ︑なにし ろ脚本 ・演出・ 主演か ら

す ︒その 天外が 最後の舞 台で初 めてこま かい芸 を工夫し たのが ︑この 手ぬぐい でした ︒

な 間のと りかた︑ 相手構 わぬ自分 本位の 動き⁝ こう数え ていく と︑難点 はいく つもあり ま

る と言わ れます︒ たしか に大ざっ ぱな仕 草に早口 で喋り まくる聞 きづら い台詞 ︑せっか ち

せりふ

天 外は脚本 や演出 ではずば ぬけて いまし たが︑役 者とし ての演技 力は寛 美より数 段も劣

現れ ︑手ぬ ぐいを 動かすこ とで手 が動いて 見える 芸の工夫 をして います ︒

でし た︒テ レビで一 世を風 靡したあ の当た り芸で す︒手が 不自由 なため手 ぬぐい をつけて

の舞 台になっ たのは 昭和

天外 は入退院 をくり 返しなが ら︑気 分のいい 日はち ょこっ と舞台に 姿を見 せます︒ 最後

には︑ 病院か らぬけて かけつ け︑顔 をゆがめ ながら 口上を述 べてい ます︒

い続け ます︒ 昭和

それでも天外は見舞いにきた寛美に手を合わせ ︑﹁寛ちゃん頼む︒新喜劇頼むで﹂と言

けるの です︒

とばし︑ どうで もいいと ころを ここは 面白いと 熱演し ます︒そ のほう が観客に はるか に受

や がて寛 美は館 直志のホ ンを勝 手に解釈 し︑人 生哲学を 提起し た大事 な部分を あっさ り

15

49

ます ︒その ７年後 の平成２ 年︵１ ９９０︶ ５月︑ 寛美も

歳で世 を去り ます︒

︵株 ︶ フ ァッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋新 聞

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 ︒

61
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ぐほど 超多忙 になる 寛ちゃん の足も ︑いつし か遠の いてしま います ︒
ら

58

富 み ︑﹃ 笑うと くな はれ ﹄﹃ わが 喜劇﹄ 等の 著作 があ り︑ 彼独特 の芸術 哲学が 綴られ てい
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