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Shin-sekai, San-no

転載にあたっての解題　その１

とあるテレビ放送会社から、1971年放映の番組を４Ｋでよみがえらせたい、ついてはその番組のテーマであった芸人横
丁のてんのじ村について、記念碑のことも含め、現在までの変遷がわかる写真や資料などあれば、教えてほしいという問
い合わせがあった。思い起こせば、昔富山大学で教鞭をとっていた時、学生実習で聞き取りに行き、そこで小さな芸能会
社でこてこての関西弁での濃密な聞き取りをしたことの記憶が蘇ってきた。報告書として印刷製本した少々黄褪せた当時
の報告書を探しあて、1993年の大阪のこの地の実態が実にリアルに描かれている大西恒次さんのレポートに4半世紀ぶりに
接することができた。いま大阪市大にいる水内が西成に関わることも多く、資料的価値も含めて、ここに再録することに
した。原文をさわらず掲載させていただいている。なお、一部3年生の文章も入っていることを付記しておく。
大西さんは残念なことに若くしてお亡くなりになり、このことは同窓の香川雄一さんが書かれているので、そちらに譲

りたい。彼は実習参加の3年生より上級生であり寅さんに関する卒論執筆中に参加したことは本文に書かれたとおりである。
秀逸だった卒論も含めて読者を惹きつける味のある文章をここに再録することで、ご冥福をお祈りしたい。またこの実習
自体、従来のスタイルを変えた最初の試みで、若かりし頃の水内自身の意気込みを見せた前文があり、ディープな大阪を
知るユニークなテーマで入り込んだ調査地一覧となる目次も掲載する。報告書全体、その後大学院に進学した、加藤政洋
さん、加藤亜さんを始めとして、全員の筆力が高かったこともあり、内容のあるものとなっている。http://inclusivecitynet.

or.jp/files/sites/4/toyama1993_geo_report_osaka.pdf でご覧いただきたい。（文責　水内俊雄）

転載にあたっての解題　その 2

1993年の秋、大学院の修士課程1年生だった私は、水内先生や後輩に声をかけられて、「ディープ大阪」を対象地域とした、
富山大学人文地理学教室の巡検に少しだけ参加した。たぶん、ここで紹介されている報告書を執筆するための追加調査だっ
たと思われる。地下鉄中央線大阪港駅近くの海員会館に泊まって、赤服（加藤政洋）たちともに、繁華街の薄暗い裏道を歩
いたことをかすかに覚えている。学部生時代の2学年下の後輩たちとは、研究室に配属されていた期間も、半年だけだが、
重なっていたこともあり、報告書の目次にある面々は懐かしく、巡検のこととともに富山大学で過ごした日々の記憶がよ
みがえってくる。
報告書にはなぜか、私と同学年だった大西恒次も執筆している。留年して5年生となっていた彼は、本文にあるように「寅

さん」をテーマとした卒論の調査も兼ねて、2学年下の巡検に参加していたのだろう。そういえば山田洋次の『映画館（こや）
がはねて』を読んでいたような気がする。「転載にあたっての解題　その１」に絶賛されているような、約25年前の新世界と
山王についての記録を振りかえり、現状の大阪を見て、自らはどう思うのだろうか。残念ながら、2010年に早逝してしまっ
た彼には「後日談」の執筆を頼めない。彼の筆力を生み出した背景や、記述に見られる地理的センスの出自について、この
場を借りて紹介してみたい。
初めて彼と出会ったのは、たしか入学式直後のクラスオリエンテーションだった。「お」と「か」なので学籍番号が近く、

席も近くに座っていたに違いない。しかし4月の授業開始以降、しばらく彼の記憶が途切れる。なぜならば、彼は音楽サー
クルに所属していて、必修の語学の時間がバンドの練習と重なっており、教室にほとんど顔を見せなくなったからである。
1989年当時は地方大学にはまだ学生運動の名残があり、政治活動をしていたクラスメイトに加えて、教室の「レアキャラ」
だった。
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仲が良くなったのは、人文地理学教室に配属される直前の2年生前期だったと思う。学生間では「華の2年前期」と呼ばれ
ていて、順調に単位を取得できていれば、授業が語学と体育だけで週に3コマくらいしかない。その時期、彼は1年生の単
位不足を挽回するために忙しそうだったが、同じクラスのいつものメンバーとともに毎晩のように会い、夜明けまでドラ
イブをしたりして遊んでいた。彼とは長時間、一緒にいたのでいろんな話をした。富山県で一番の進学校である高岡高校
の出身というのは前から知っていたが、実家は散居村（旧福野町）で、城端線と氷見線を使って高校に通学していたことや、
父上は新聞社勤務、兄上は医師といったようなご家族のこと、中学時代は生徒会長をしていて、同じ中学校出身だった部
活の後輩曰く、「挨拶で用いる言葉がきわめて難しい」といったことなど、早熟の天才肌を感じさせた。実は高校時代に体
調を崩して1年留年していたそうで、大学では同級生であったが年齢は1歳年上であった。現役生なのに年上で、浪人生で
もない理由は後から分かった。

2年生の後期から専門の研究室に配属されるため、どこを志望するかという話もよくした。日本史や哲学といった友人
もいた中で、彼と私は人文地理学を志望していた。だからこそ、共通の話題も多く、車を持っていた彼に乗せてもらって、
昼夜を問わずいろんなところを見て回った。毎晩のように通った富山湾に臨む岩瀬浜、富山新港の対岸を結ぶ無料の小型
フェリー、呉羽丘陵や二上山からの夜景、白山スーパー林道を越えて九頭竜ダム、深夜の吉野家や第七餃子など、楽しい日々
だった。高校時代から青春18きっぷで一人旅をしていたことや、子供のころに見た紀行番組が好きだったというのも共通
の経験だった。
人文地理学教室に進んでからの思い出までは、書ききれなくなった。（私ではない）恋敵との1人の女性をめぐる駆け引

きや、その時のマドンナとは別の、年下の彼女とのノロケ話など、話題ネタは豊富に提供してくれた。同級生として一緒
に訪れた、上市町の県内巡検、北東北の県外巡検、奥飛騨や奥能登への卒業旅行は一生の思い出である。彼とは違って筆
力のなかった私は、当時の記録を残せないままだが、ふと気づくと、その後の進路を決定づける場面には、彼に立ち会っ
てもらっていたようだ。

2010年8月、韓国から帰国して、関西空港で携帯電話の電源を入れなおすと、彼の訃報を伝える留守番電話が何通も録
音されていた。仕事のストレスが大変だとは前から聞いていたが、毎年のように富山に行って、彼を含む同窓生たちと会
える楽しみが途絶えた。新幹線が開通した富山駅をみて、彼ならどんなコメントをしただろうか。
以下の新世界と山王についての文章は、富山大学人文地理学教室だけでなく、社会地理学や大阪の地誌にとっても、貴

重な財産であるといえよう。（文責　香川雄一）
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実習報告書　1993年　富山大学

前文
本報告書は、1993年前期の人文地理学実習Ⅲのレポート

をまとめたものである（1993年6月13日から18日）。本年は、
当研究室が主張する社会地理学の実践（水内、浜谷（1993））
を念頭に置きつつ（学生にはほとんど浸透はしていないと思
われるが）、問題指向型の研究姿勢を打出せるテーマ設定を
行なった。
すなわち問題が発現する場所を訪ね、その問題の発生の

経過、現状を知り、改善に向けてどのような試みがなされ
ているかを知る、あるいは見て歩いて地域の形成の意図や
計画が読み取れる場所を訪れることを目的にした。そして
こうした目的を達成できる、以下のような性格の地域をあ
げることにした。
大都市研究に不可欠な対象となるインナーシティとはど

んな所か？典型的には住商工混在の市街地形成の比較的古
い地区（戦前に市街地形成のされた地区）であり、この中に
は中小工場の集中地区、在日朝鮮・韓国人集住地区、都市
内同和地区、日雇い労働者居住地区である寄せ場、大気汚
染公害訴訟の起こされた地区、外国人労働者街（大阪では
少ない）などをピックアップし、この中から具体的な対象地
区の選択を行なった。
またこうしたインナーシティとは異なり、戦後1960年代

に開発された大都市外延地区に多く見られ、「うさぎ小屋」
と形容される日本のひとつの住文化の典型である木賃ア
パート地区も巡検対象に掲げた。と同時に寄せ場や在日朝
鮮・韓国人集住地区と並んで、生きられた空間や、文化的
集合体としての格好の研究対象である郊外住宅地やかつて
の盛り場も今回の巡検地として選択している。その具体的
な巡検地は行程図を参照していただきたい。
本報告書は、こうした地域に接した学生のほとんどなま

に近い印象の単なる集積にすぎないが、地域に入るという
地理学研究の基本的出発点を踏まえた、卒業論文作成につ
ながる分析の第1歩であり、また日本の社会地理学の蓄積に
わずかな貢献となることも期待している。（水内俊雄）

水内俊雄「最近の地理学の指向と社会地理学」、地理、38-5、
1993
浜谷正人「欧米の社会地理学の一動向」、地理、38-5、1993

参加者
教官：水内俊雄
5年生：大西恒次
4年生：小平篤志、
3年生：飯田勝祥、江尻裕子、加藤亜（亜と略）、加藤政
洋（赤服と略）、後藤由珠、殿谷恵里華、中村祐子、
西原渉、浜木理恵、綿久美子、渡辺恵見子
大阪市立大学院生の丹羽弘一、稲垣建志両氏（OB）、大

阪大学院生荒山正彦氏（OB）には、巡検にも参加していた
だき貴重なアドバイスをいただいた。お見えいただいた
多くのOBの方々にも感謝致す次第です。

場末の映画館と芸人横丁―新世界・山王―

対象地域の概要

地図1を眺めていると、この一帯半径1キロの円の
中に実に様々な性格の地域が隣接していることが分
かる。労働者の街。釜ヶ崎、飛田本通りをはじめと
する商店街、飛田の遊廓、かつての芸人横町・山王
（てんのじ村）。また、山王地区の東に隣接する数メー
トル高い台地に登れば、阿倍野の大規模な再開発地
区を見ることができるし、飛田本通りの長いアー
ケードを北に進み、環状線の薄暗いガードをくぐれ
ば、かつての戦前型一大娯楽地であり今は釜ヶ崎の
労働者に支えられている感じの新世界に到達するこ
とができる。まさに興味は尽きないが、今回筆者は、
この中で新世界と山王を担当することにした。大阪
巡検の中ではエンターテイメント部門ということで
位置付けたい。

l 新世界編

1 概要
新世界は、明治36年に行なわれた戦前日本で最大

のイベント、第5回内国勧業博覧会の会場跡地西半
分（東半分は明治42年に天王寺公園として整備）に
大阪土地建物会社によって開園された「新世界ルナ
パーク」をその起源としている。中心にはパリのエッ
フェル塔をモデルにした鉄塔「通天閣」（現在は2代
目高さ地上103メートル）が建てられ、新世界は映画
や演芸などの興行の街として形成されていった。こ
うした性格の街は「戦前型盛り場」と呼ばれ、他には
東京の浅草、名古屋の大須、神戸の新開地が挙げら
れる。これらの盛り場は、映画産業の衰退とともに
1970年代から寂れ始めた。

寅さんから新世界へ
卒論で寅さんを扱う筆者が何故新世界に着目する

のか。理由は、次の二つである。

① 新世界で実際に寅さん映画のロケーションが行
なわれていること。

② この映画の監督である山田洋次がその著作の中
で新世界の映画館に関してのエピソードを記し
ていること。
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寅さん的世界を、寅さんが登場する場所との関連
で捉えて読み解こうとするのが、筆者の卒論におけ
る目論見である。そして、場所というものへのより
正確な理解には現地での巡検が欠かせない。まあ、
要するに寅さんワールドヘの第一歩を踏み出すと言
うか、「寅さんと旅するシリーズ」の第一回目と言う
か……。

①寅さん映画に登場する新世界
寅さん映画に実際に新世界が登場するのは第27作
目の「男はつらいよ　浪花の恋の寅次郎」である。寅
さんは通天閣の麓近くにある「新世界ホテル」なる安
宿に滞在して、宿代を一週間分も溜めこんだりして
いる。彼は、そこを本拠地にして、おそらくは大阪ー
円でバイに励んでいるのであろう（実際に映画で登
場するのは、東大阪市の石切神社参道。大阪では得
意の啖呵バイに持って行くことができず苦戦してい
る）。ちょっとストーリー的なことにも触れてみよ
う。関西弁やうす味の料理にはどうも馴染めないと
以前から口にしていた寅さんが、何故か大阪に住み
ついてしまってる。理由はもちろんマドンナ。若く
てほのかな色気の漂う芸者（松坂慶子）だ。そして、
寅さんといいコンビの安宿の主人（芦屋雁ノ助）。当
然寅さんの恋は実らないのだけれど、想いを胸に一
人ひっそり新世界を去る寅次郎に、とことんしつこ
くしなければ恋は実らないと主人がアドバイスす
る。東西の恋愛観の比較のような形で寅さんの大阪
Daysが終了するわけだ。
「浪花の恋の……」というタイトルからもうかがえ
るが、本作は寅さんシリーズの中でも特に地域イ
メージ先行型の作りになっている。大阪→通天閣→
芦屋雁ノ助という非常に分かりやすい図式で場所と
人物キャラクターが設定されている。大阪→通天閣
という図式が分かりやすいものであるという保証は
ないが、歴史と伝統を持った建築物であるだけに映
像や写真に登場する回数も多いわけで、知らず知ら
ずのうちにひとびとの記憶の中に入りこむのであろ
う。シンボルタワーという性格上目立たずにはいら
れないのかもしれない。加えて通天閣のお膝元（閣
下町とでもいうべきか？）の新世界という街が極め
て寅さん的だ。何故なら、寅さんの好きな「活気と
人情」という二つの要素を兼ね備えているからであ
る。今回新世界を訪れて感じたが、やはり新世界は
活気のある街である。まあ娯楽地としての機能はか
なり失われているだけに、飲み屋街の活気ばかりが
目立ってはいるが。釜ヶ崎という後背地を持ってい
る限り新世界という街の賑わいが全く失われてしま

うことはないだろう。人情に関しては、観察者とし
ての筆者の立場では保証できないけれども、新世界
市場のような商店街（写真l、ねじめ正一の「高円寺
純情商店街」を想い出す）や、街の雑然とした感じか
らある種の人情味を感じることはできるだろうし、
一時間かかって悠々と作品を仕上げる似顔絵かきの
おじさん、なんていう笑えるエピソードも何となく
寅さん的だ。
ところで、寅さん自身はこの街をどう捉えている

のか。彼が故郷柴又に送った手紙によれば、新世界
は「東京で言えば浅草みたいな賑やかなところ」らし
い。なるほどかって大衆演劇や漫才や映画のメッカ
であったという二つの街の共通点を寅さんも感じ
取っているわけだ。寅さんを演じる渥美清がかつて
浅草でコメディアンをしていたことを考えれば、新
世界と寅さんがいかに相性の良いものであるかが分
かるのではないだろうか。また、物価の安さも当然
寅さんにとっては重要な要素であろう。

②新世界の映画館と寅さん映画
”こんどの作品『寅次郎あじさいの恋』（82・8）に
ついてですが、このあいだ、大阪の新世界にある
映画館の支配人に聞いた話です。この映画館は浮
浪者や、それに近い暮らしをしている人たち、帰
る家のないフーテン暮らしの人たちがおおぜい観
にきてくれるところなのです。

故郷に帰ったいしだあゆみを寅が訪ねるところ
で、いしだあゆみが寅の寝ている部屋にいくシー
ンがありまして、もし寅がその気になればどうに
かなったのかもしれないという、このシリーズに
してはかなりきわどい描写があって、もちろん意
気地のない寅はタヌキ寝入りをしてゴマ化すので
すが、このシーンになると、酔っ払って大きな声
で叫ぶやつが必ずいるというのです。「何や、寅、
ぐずぐずせんといてまえ」と。「いてまえ」と言うの
は、つまり「やってしまえ」ということですが。

そうするとたちまち、「あほう」という反論が起
きる。「寅はそういうことはせんのや、それが寅の
ええとこやないか」という声がとんでくるのだそう
です。”

（山田洋次『寅さんの教育論』、岩波ブックレット
No.12、1982、P.20）

映画館の中で酔っ払って叫ばれると普通はおっか
なびっくりなものだけれど、今のエピソードについ
てはなぜか「ああそうか」と思ってしまう。寅さん映
画に関しては、それを寅次郎の立場で観ることも、
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妹さくらの立場で観ることも可能だが、新世界で寅
さんを観ている人たちというのは、もしかしたら非
常に寅さんに近い視点で映画を観ているのではなか
ろうか。実際、筆者の見るかぎりここの映画館（筆
者が寅さん映画を観覧したのはトビタ商店街裏のト
ビタ東映であるが、客層的には新世界の映画館と大
差ないであろう。）の客層は、殆どが労働者風であり、
またその殆どが釜ヶ崎に住んでいるものと考えられ
る。フーテン暮らしの寅さんが漂わせる哀愁や、寅
さんが旅先で感じる望郷の念、家庭を持たずに一人
で生きていく寂しさ（寅さんには帰るべき故郷があ
るし、心配してくれる肉親もいるけれども）といっ
たものに自身の人生を重ね合わせている人も多いの
ではないだろうか。

新世界を歩いてみて
巡検期間中、天王寺公園を横切って動物園前から
新世界に突入するルートが筆者にとっての言わば通
学路であった。しかしながら結局のところ新世界に
は入学できなかったような気がする。まずなんと
言っても、新世界の娯楽は筆者には合わない。現在
の新世界では、パチンコが娯楽の中心を占めている
（1991年5月版住宅地図によると9軒）。
一方、筆者期待の映画館は7軒（建物の数でいえば

4軒）だが、かつて映画の街として賑わったことを考
えると（1976年の時点でも16軒あったのに）なんとも
寂しい。映画館が軒を連ねていた頃の賑わいを想像
するとますます物悲しくなってくる。それでも、国
際劇場（写真2）や、公楽劇場（写真3）の古風な面構え
を見ると、まだこんなのがあったのかと感心してし
まう。特に公楽劇場などは、串かつ屋や飲み屋の並
ぶちょっと狭い路地を入って行くと映画館が現われ
るといった感じで、場末の映画館的な情緒を漂わせ
ている。おまけに看板にペンキで寅さんが描かれて
いたりすると、もう、来てよかったという感じ（写
真4）。
今回は、新世界で寅さんを見るというのが主な目
的だったのだけれど、どうやら新世界ではなく飛田
の映画館でやっているらしい。巡検期間中に新世界・
飛田で上映されていた映画の情報は、「新世界日報」
という信頼できる情報筋が提供してくれたのでそち
らを見てみよう。上映内容に土地柄は反映されてい
るであろうか。ポルノ映画なんて言うのは別に珍し
くはないけれども、新世界とポルノというのは、結
構切っても切れない関係がありそうな気もする。非
常に大きなカテゴリーで大衆娯楽というものを語る
場合、セックス産業というものは無視できないわけ

で１）。成人映画を除けば、（喜劇・時代劇・任侠もの・
バイオレンスもの・「渡り鳥シリーズ」のような一世
風靡もの）、といったキーワードで括れそうな上映
内容だ。飛田東映の寅さん映画は16日から上映する
ということがわかったので、それまでに日劇会館（写
真5）の松竹映画三本立を見ることにした。
日劇会館、日劇ビル、新世界東映の三つの映画館

が入居する日劇ビルは、券売のおばちゃんによると
昭和61年か62年に建て替えられたものらしい（『写真
集なにわ今昔』、毎日新聞社、1983、のP5には、ま
だ古風な日劇が写っている）。建替え中の一年間は
休館していたそうだ。二階の劇場へ通じる階段には、
結構おじさん達がたむろしている。これから観る映
画の情報でも交換しているのであろうか。おばちゃ
んから券を買い、モギリのおじさんを通過して館内
へ。上映前の薄明かりに照らされていたのは、かな
り汚れた床や壁だった。比較的新しい劇場なので、
まだシートの損傷はないけれども、こんなに汚れた
映画館を見るのは初めてだ。心なしか酸っぱいよう
な匂いもする。
「ああ、場末だなあ。」と思いつつも、上映を待つ
館内に流れているのは、やはり演歌だった。
上演開始直前には、おじさん達で五割がた席も埋

まり（月曜の朝9時20分。富山ではありえない事だな
あ。）、いよいよ第一本目、渥美清主演「拝啓天皇陛
下様（昭38）」のはじまりはじまり。渥美清の天衣無
縫でコミカルなキャラクターを生かした映画だけに
要所要所でおじさん達の笑い声が聞こえる。映画の
内容というのはちょっと野蛮で単細胞だが、人な
つっこくて、天皇を崇拝する気持ちは人一倍という
主人公。兵隊になり、やがて終戦をむかえ、華厳の
滝で自殺者の死体をひきあげる仕事に就くというも
ので、まあ喜劇なのだけれど、最後には結婚を間近
に控えた主人公が交通事故で死んでしまうという、
いくぶん悲喜劇的要素も持っている、と。とにか
く、こういう映画を現在進行形で観ている自分とい
うのもなかなか面白いものだ。ちなみに二本目は、
チャンバラ劇で「三匹の侍（昭39）」。この辺りからだ
んだん人も多くなってくる。ふと横を見ると、おじ
さんがワンカップを飲んでたりする。床に痰を吐く
音が聞えてくることもあるし、前のシートに足を投
げ出してる人が多かったりもする。結局なんだかん
だ言って、私も足を投げ出しながら3本目の「天城越
え」まで見てしまった。この映画を見てる時など、
「田中裕子は演技うまいでぇ」なんて隣の仲間に解説
している声が聞えてきたりした。きっと巷のおじさ
ん逹をリードする映画通なんて人が、この新世界に
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いたりするのだろうと、勝手に納得したりするので
あった。
さて、17日なってようやく寅さんを見ることがで
きたのだけれど、飛田東映はもっと汚い映画館で
あった。「少し破れたシート」どころか腰掛が抜け落
ちているところもあった。ごみも多い。空いてる椅
子があるのに立って観てるおじさん達がいたりする
のはどういう事なのだろう。まあともかく、おじさ
ん達と一緒に場末の寅さん映画を観てきた筆者なの
であった。ちなみに上映作は、筆者の好きな第12作
「男はつらいよ　私の寅さん（昭48・マドンナ岸　恵
子　寅さんの代りにとらや一家が九州旅行をすると
いう珍しい作品）」。これ以上はいいか。

新世界地域区分
地図2に示した通り新世界は、大まかに3つの地域
に区分することができる。「一般庶民向けの商業空
間」は、比較的閑散としているところが多いが、新
世界市場はなかなか活気がありそうだ。「興行・娯
楽空間」では、前述の通り、映画館の衰退・パチン
コ屋の繁栄という構図が成立している。聞取りをし
てみると6ヵ所の消えた映画館の位置が掴め、その
内の3ヵ所はパチンコ屋に、2ヵ所は駐車場、1ヵ
所はマンションになっている事が分かった（地図2、
3）。「飲み屋街空間」は、現在の新世界で最も活気の
ある場所だ。ジャンジャン横町は、昼間でも人通り
が絶えない。要するに白昼堂々と酒が飲める場所で
あるという事だが、夜間になれば、庶民的な雰囲気
を求めてか労働者以外の客も目立つようになる。ま
たこの通りは、「西成おっさんワールド」への導入口
でもある。ここから釜ヶ崎に向かっては、ひたすら
「おっさん度数」が高まっていくのだ。またジャン
ジャン横町は、「似顔絵おじさん」のいるガードをく
ぐり、飛田本通りに直結している。そして、この二
つの通りを繋げば、全長約1キロの「おっさん本線」
が完成するのだ。

今後の課題
労働者の娯楽地として新世界を捉えようとする場
合、「新世界歌謡劇場」の演歌についてどうしても触
れなければならない。なぜ新世界では演歌が好まれ
るのかという問題は、今後追究する必要があるだろ
う。

II 山王編

西成区山王1丁目の阪神高速阿倍野ランプのそば
に「てんのじ村記念碑」がある。やはりここも背の高
い柵に囲まれていて近くまでは寄れないが、柵を囲
む石柱にはテレビ局や芸能プロダクションの名が刻
まれているのが見える。かつてこの一帯には、売れ
ない芸人たちが数多く住み彼らはここをてんのじ村
と呼んでいたと言う。焼け残った長屋に芸人たちが
住むようになったのが昭和2l年ごろからで、30年ご
ろには、芸人だけで300人を越えたという。芸人た
ちの様子は、難波利三の直木賞受賞作「てんのじ村」
に描かれているが、小説を書く為には相当の取材を
必要としたに違いない。この小説の初版は1984年で
あるが、現在のてんのじ村で芸人たちにアプローチ
することはできるのだろうか。

巡検・聞取り 
1993 年 6 月17 日はれ（赤服、飯田、大西、亜、丹羽、
水内）
阿倍野の市大附属病院建設現場の脇から階段上の

坂を降りて西成区へ。細い路地がひしめく下町の風
景は、さっきまでの再開発地区とはあまりにギャッ
プがある。ここから先には一切メスが入れられてな
い感じ。今降りてきた坂より一つ天王寺寄りの坂の
途中には小さな神社があり、心がなごむ。いまだに
長屋ひしめく下町といった感じでついついより細い
路地に迷いこみたくなる。前日に筆者が下見に着た
時には、ご近所どうし、通り雨に洗濯物が濡れない
よう教え合っている声も聞かれ、下町人情健在と
いった感じだった。ここてんのじ村も、今宮地区と
同じく耕地整理（今宮・明治43年～てんのじ村・大
正3年～）によって出来たしっかりした区画なのだけ
れど、こちらの方が細かく、随分雑然とした印象を
受ける。いかにも二階の窓から三味線の音が聞えて
きそうなボロ長屋を眺めつつ、自転車に乗ったおじ
いさんを発見。ちょっと聞いてみることにする。少
し聞取りにくかったが、かつて住んでいた芸人の名
前としては「京山幸若（こうしわか、浪花節）、おは
まこはま（漫才）」を挙げてくれた。向うの喫茶店へ
行ってみたらと言うことなので行ってみる。結局喫
茶店というのはよく分からなかったが、商店に入っ
て聞いてみると、近くの「なにわ企画」という所に
行ってみるといいと言う事なので行く。
「なにわ企画」というのは浪花節の「浪花歌笑」他の
芸人を擁する家族経営の小さな芸能社だ。事務所
を覗くと、奥さんが一人で電話番をしている様子。
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ちょっと話をしているうちに「まあ、中へお入り」と
いう事になり、結局ソファでメンバー全員がアイス
コーヒー（レイコー）を御馳走になりながら話を聞
く事になった。と、ここからの模様は、ピデオにも
記録されているのでぜひそちらを見てほしい。奥さ
んの「これがなにわや」というような話術を堪能して
ほしいから。
それでは、ここでの聞き取りをまとめてみよう。
全盛期にはこの辺りに400-500人の芸人さん達が住
んでいたらしい。芸人さん達の主な芸種は、浪曲（浪
花節）、漫才、落語、マジック等であった。住んで
いたのは、平和ラッパ（3代目が今、なにわ座にでて
る）、エンタツ・アチャコ、花紀 京、人生幸朗（ぼ
やき漫才）、といった漫才師、ミヤコ蝶々など。また、
事前の聞取りでは漫才師の「若井はんじ・けんじ」の
名もでていたので追加しておく。二階借りや一間借
りをして暮らしていたが、有名になると郊外など（平
和ラッパ→東大阪へ）へ引越してしまうのが常だっ
たそうだ。それらの芸人たちが飲みに行くのは、や
はり新世界だったようである。新世界には漫才の劇
場（こや）もあったらしい。また、現在もここに住ん
でいる有名人だっている。後ろ向きにお面をかぶり、
あたかも前を向いているように芸をする「うしろ面」
こと「小野まさお」、阿呆陀羅経の人（名前？）、てん
のじ村の夫婦漫才師のモデルとなった東みち子らが
そうである。また、この事務所の看板浪曲士「浪花
歌笑」は、大正15年1月の池田市生まれだそうだ。事
務所には他に、16歳の高校生でもある「浪花小町」（漫
才師をおじいさんに持ち、11歳の時からここに住込
んでいる。浪曲の他に演歌もこなし、テレビにもで
ている。）、マジシャンの「浪花てんさい」、藤つきの
（日本一の浪曲士、藤つき子の弟子）等がいる。浪曲
というのは、さすがに発表の機会が限られているら
しく、主な活動場所は敬老会と温泉旅館の宴会場
（九州や東京、そして富山の金太郎温泉！）、そして
刑務所の慰問だそうだ（なんと7月10日から富山、金
沢の刑務所を回るらしい。網走の刑務所から話がき
た時は、さすがに遠くて行けなかったそうだが。）。
中でも大阪の刑務所には21年間訪れ続けているらし
く、刑務所長からの表彰状が壁に張ってあった（他
に大阪府知事、法務大臣からも）。加えて、素人向
けの浪曲、カラオケのレッスンもここでやっている
そうだ。また、なんでもこの10月に「浪花芸能文化
を守る会」というのが発足するらしく、難しい文体
の宣誓書を見せてもらった。奥さんがいうには、「そ
れらしく書いてるだけ」らしいけど。

今後の課題など
『大都市の成長、盛り場の成立……そうした都市
の膨張に従って、明るい表の部分と対立する裏の
部分もまた広く形成されて行った。路地裏、場末、
私娼街、スラム（貧民街）といった都市の周縁であ
る。大正から昭和にかけて自己形成していった文
学者たちはこのもうひとつの都市といっていい周
縁部分を、文学の生まれる場所として発見して行っ
た。彼らは好んで下町の路地裏や浅草の裏通りを
歩いた。私娼街に足を運んだ。なかにはあえて場
末のアパートや木賃宿に部屋を借りて、都市の暗
がりのなかに隠栖しようとする作家もあらわれた』

（川本三郎編『モダン都市文学Ⅲ都市の周縁』、平凡
社、1990、はじめにより）

今回山王を訪れて、これこそ「都市の周縁」なので
はないかと感じた。売れない芸人が、経済的な理由
から、またそのボヘミアン的な性格から、このよう
な横町に身を隠して日々自己の芸を磨いていた、と
考えられるわけだ。芸人横町としての山王の性格は、
「てんのじ村」を読む事によってより明確に理解出来
そうであるが、残念ながらそれは今後の課題とした
い。また、どこまでがてんのじ村のエリアであるか
に関しても、まだよく分かっていない。地図を片手
に聞き取りを続けていく必要があるだろう。

＜余録＞
激しい再開発事業が進行中である坂の上の阿倍野

とはうってかわり、坂の下の山王は開発の騒々しさ
とは無縁の世界である。路地はせまく、家屋は密集
しているのだが、かえってそれが住人の生活を肌で
感じさせる要素となり、とても人間味あふれる町と
なっている。聞き取りのときでも住民の受け答えが
よいためとてもスムーズにことが運ぶ。さすが「芸
人の町」とよばれ、多くの芸人が暮らしてきたまち
である。もっとも、芸人＝なんだか話しかけやすそ
う、という図式がインタビュアーである自分の意識
にあったはずであり、その意識が聞き取りにおいて
いい感じに作用したといえなくもない。しかしなが
らそのような意識を持たせるという雰囲気こそが、
山王が人情味あふれる下町であると感じる所以なの
である。住民は実にあけっぴろげである。気取らず、
飾らず、隠さず。ここではそんなことをしたってム
ダなのだろう。
ところでここは行政上では「あいりん地区」として

指定されているのだけれども、住民の意識には釜ヶ
崎に対する差異意識が明らかにあるようである。向
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なにわ企画（山王l丁目12-22）での聞き取りでイン
フォーマントが「（山王は怖くもなんともない普通
の町だけれども）このさきに釜ヶ崎というところが
あって、そこは（怖くて）地元のウチらでもよういか
んとこや」と言っていた。山王の住民の釜ヶ崎に対
する意識のいい例である。（飯田）

注

1） 新世界ヌード劇場（写真6）は残念ながらやってませんで
した。でも、看板（写真7）は「ストライクー」って感じ。
それから本屋があると思って入ったら、専門書がびっし
りだったり。
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