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①

１．「銀座の時層と来街空間」（序）この連載コラムについて（再掲）
「高級」「上質」「大人」「お洒落」。多くの人々が「銀座」に抱く暗黙の了解ともいえるイメー
ジです。実際、街を歩けば高級ブランドショップや上質なレストラン、お洒落な街並みが目にとまり
ます。そして、過去から今日に至るまで「銀座」には多くの人が訪れ、賑わいを醸しだしています。
「谷中銀座」「戸越銀座」、各地にある商店街の名前でもみる「銀座」は、「高級」というよりは、
この「賑わい」にあやかったものでしょう。銀座には人をひきつけてやまない魅力があります。
「銀座という『空間』」「銀座に積み重なる『時間』」「銀座を訪れる『人間』」・・・・
このコラムは「銀座という街の魅力の源泉」に様々な角度から迫るとともに、人々が人生の楽しみの
ひとつとして「街を歩き、街を楽しみ、街に学ぶ」ための一助ともなることを目指してまいります。
いわば「ハイライフ的・銀座の歩き方」連載コラムです。

序 「 街 」を歩くということ

＜アプローチ＞

「表通り」があり「裏通り」がある。

以下の調査方法、構成のもとに各回考察を加えて
まいります。

「横丁」があり「路地」がある。
昔の建築物があり、未来を予見する
タテモノがある。風景に身を任せ、
あるいは目標に向かって歩く。
気ままに歩いたとしても
それは選択の連続だ。選ばなかった道
の向こう側には何があるのか。
何気なく見過ごしてきたものの中に、

１．銀座を訪れる人の現在をデジタルに知る。
ハイライフ研究所が「銀座研究」の一環として実
施した「銀座来街者の行動特性と属性分析」の一
部を取り上げ、考察を加えます。具体的には「モ
バイル空間統計（NTTドコモ）」を活用し「銀座
来街者の動線把握」と「追跡アンケート」結果か
ら銀座を訪れる人の現在をみます。「銀座来街者
の動線把握」は、銀座を中心とした地域を約
250mメッシュで区切った街区の回遊パターンを
分析したものです。
２．銀座を歩き気付きの種をアナログに収集する。

人の営みの歴史を見つけたとき

テーマ毎のフィールドを実際に歩き「銀座の魅力
を構成する要素」をみつけ記録し考察します。い
わば虫の視点で「銀座ならでは」探しです。

自らのこれまで歩んだ足跡と、

３． 銀座の歴史を知り「銀座の時層」を読み解く。

前に広がる明日（ミライ）の光景に、
人は、いつのまにか思いを馳せる。

１と２を空間軸アプローチから導き出したテーマ
をもとに、ここではその時間軸を追いかけながら
銀座の魅力を掘り下げます。

街を歩くことは人生に似ている。

４．街の動きから特定の世代と街の関係を想う。

そして銀座が語りかけることも。

例えば「日本初、銀座で歩行者天国が始まったと
き団塊の世代は20代前半だった」というように世
代によりエポックな街の変化は異なります。テー
マに即して特定の世代を取り上げ年表を辿りなが
ら「街と人の関係」を推量します。
以上のアプローチを織り交ぜながら「銀座という
街の魅力の源泉」を探ってまいります。
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②

２．銀座を訪れる人の現在
人は銀座エリアをどう巡り動いているのか（週末・日中周遊パターン）その３
前号に続き、土曜の日中に銀座を訪れる来街者のメッシュ内滞在パターンと、その来街者特性の中から銀座の魅力を探
るシリーズの第三回です。今回も、土曜の10時から17時台に銀座エリアに2時間以上滞在した人の周遊パターンの中から
特徴的なものをみていきます。前回は「有楽町駅前メッシュ=①」と「晴海通りを挟む銀座西側メッシュ=⑤」プラス「も
うひとつのメッシュ」を含む周遊パターンをみてきました。来街者の周遊範囲が広く高年収と高い服飾への関心が特徴的で
した。今回紹介するのは「銀座三越・松屋銀座メッシュ=⑥」を含む周遊パターンです。つまり百貨店パターンといえます。
その来街者特性とエリアの魅力を探ってみましょう。

１．銀座三越・松屋銀座 周遊ゾーン。

図1 銀座地図と250m
メッシュ１３エリア

平均年齢は50歳に近く、高齢。

表1 今回取上げる周遊パターンエリア内の特徴的な施設

北

メッ
シュNo.

①

主な地区

中央

（W）中央通り西側

主な商業施設・宿泊施設その他

公共施設・史跡・建物

通り

（E)中央通東側

有楽町・銀座2丁目
（W）

面
東京交通会館･有楽町イトシア（有楽町マルイ）・有楽町マリオン
（ルミネ有楽町）・マロニエゲート１/2・銀座インズ・映画館 丸の

メルサ銀座２丁目店・キラリトギンザ ・銀座伊東屋・ポーラミュー
②

有楽町駅・朝日新聞東京本社跡

ー

内ＴＯＥＩ・（無印良品/2019年）

銀座2丁目

銀座発祥の地の碑・銀座一丁目

ジアムアネックス・シャネル銀座・カルティエ銀座ブティック・ブル 駅・奥野ビル・電気灯柱記念
ガリ銀座・広島ブランドショップＴＡＵ・おいしい山形プラザ

○

碑・ヨネイビルディング

和光本館・銀座三越・三愛ドリームセンター・銀座木村屋・山野楽器
⑤

銀座4･5丁目(W)

銀座本店・ミキモト銀座本店・Gapフラッグシップ銀座・グッチ・エ 数寄屋橋公園・東京慈恵会医科
ルメス銀座店・GinzaSonyPark・東京鳩居堂・GINZA PLACE

大学発祥の地・銀恋の碑

○

（NISSAN CROSSING）・映画館 シネスィッチ銀座
⑥

銀座3丁目 2･4丁目 銀座三越・銀座松屋・シャネル銀座・ブルガリ銀座・サエグサ本館
（E)

（アップルストア銀座）・王子ホール・メルキュールホテル銀座東京

ウインズ銀座

図2「銀座三越・松屋銀座」を含む銀座内周遊パターンとその特徴

【13位パターン】
周遊人口
7,047人
平均年齢
49.6歳 若さ16位
女性割合
69.5％ 高さ7位
専業主婦割合
24.3％ 偏差値78.7
平均滞在時間 211分 偏差値44.8
近隣4区居住率 9.8％ 偏差値44.0
有配偶率
59.2％ 偏差値71.9
世帯年収
623万円 偏差値35,6
外車保有率
14.1％ 偏差値64.5
趣味 :ﾌｧｼｮﾝ 14.1％ 偏差値37.9
趣味: 飲食
25.1％ 偏差値35.2

【15位パターン】
6,376人
47.3歳 若さ14位
66.5％ 高さ12位
16.7％ 偏差値63.6
204分 偏差値41.4
10.4％ 偏差値45.4
52.1％ 偏差値58.3
747万円 偏差値58.4
6.9％ 偏差値43.7
16.3％ 偏差値41.7
35.0％ 偏差値50.9

【17位パターン】
6,159人
46.7歳 若さ13位
62.1％ 高さ17位
10.3％ 偏差値50.8
228分 偏差値53.2
11.9％ 偏差値49.2
50.6％ 偏差値55.4
663万円 偏差値43.0
10.4％ 偏差値53.8
12.6％ 偏差値35.3
22.2％ 偏差値30.6

趣味:美容

21.1％ 偏差値51.7

21.7％ 偏差値52.1

18.7％ 偏差値47.5

趣味:観劇

11.0％ 偏差値42.1

15.8％ 偏差値48.0

5.0％ 偏差値34.7

注：赤字順位表記は上位、青字は下位、赤字偏差値は60以上を示す。下線は３パターン中のトップ値

●滞在18パターン全体の平均値
平均滞在時間 222分・近隣4区居住率12.3％・有配偶者率47.3％・世帯年収701万円
外車保有率9.1％趣味：ファッション21.1％・飲食34.4％・美容20.2％・観劇17.5％

○

三つの周遊パターンに共通するメッシュ
⑥は、銀座三越と松屋銀座のある銀座通り
東側2･3･4丁目エリアです。銀座･有楽町
地区にあった西武有楽町店、数寄屋橋阪急、
松坂屋銀座、プランタン銀座が2010年代
に続けて閉店し、銀座の百貨店はこの二店
のみとなりました。来街者の平均年齢は50
歳近くと比較的高齢で、ファッション、飲
食、美容などいずれをとっても際立った関
心の高さを示す人たちではないようです。
この地区には高級ブランド旗艦店や競馬の
ウィンズ銀座があるもののやはり二つの百
貨店を訪れ滞店する人たちで多くが構成さ
れているものと思われます。百貨店利用者
（国内在住に限る）の高齢化傾向がうかが
えます。

２．周遊パターンそれぞれの特徴。
メッシュ①②⑤がそれぞれの周遊パター
ンを特徴づける要素となります。和光本館、
鳩居堂などがあるメッシュ⑤を含む「13位
パターン」の来街者は平均49.6歳と年齢が
高く、専業主婦が多い層で世帯年収が低い
ことから夫が定年を迎えた人たちと思われ
ます。外車保有率が高いので保有資産には
余裕がうかがえ、購買力はありそうです。
有楽町駅のあるメッシュ①を含む「15位パ
ターン」来街者は「13位パターン」より年
齢はやや若く、世帯年収が高い人たちです。
ファションへの関心は低い一方で、飲食へ
の関心は高く「デパ地下」や「地方自治体
アンテナショップ」に美味しい食品を求め
街を訪れているのかもしれません。銀座1･
2丁目東西に跨るメッシュ②を含む「17位
パターン」来街者はやや女性割合が低く、
ファッション、飲食、観劇といった分野へ
の関心が低いものの美容への関心はそこそ
こあり、世帯年収はやや低めといった人た
ちです。平均滞在時間は３パターンの中で
は最長です。派遣や契約職員の雇用形態の
人が多いようです。1丁目にあるポーラや
百貨店の化粧品売場を訪れ色々とメイクを
試す人たちが含まれると推察できます。

３．それぞれの関心を満たす百貨店。
「銀座三越・松屋銀座」の百貨店ゾーン
を訪れる人たちの特性をみていくと①高齢
で低所得高資産、購買力のある主婦、②年
収はやや高い「食」関心層、③やや低所得
で美容以外への関心が低い人達、に分類で
きそうです。百貨店を訪れた時、それぞれ
の関心に沿って各フロアに散っていく姿が
目に浮かびます。
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③

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る③銀座五・六丁目（ＷＥＳＴ）編
銀座を訪れる人はそれぞれの目的や気分に従い銀座の中に多種多様な足跡を残します。銀座という街にもエリアそれぞれ
に多種多様な足跡（時層）が積み重なり「銀座の魅力」を構成する要素を醸し出しているのではないでしょうか。銀座を８
つの界隈に分けてその魅力を時層とともに探ってまいります。銀座（中央）通り（以下「銀座通り」）を境に東西に分けた
二丁目分が毎回の対象エリアです。今回は、銀座五・六丁目（ＷＥＳＴ）編です。
図３ 銀座五・六丁目【西】の位置

■ 銀座五・六丁目（ＷＥＳＴ）の現在・概略
北

図４のとおり銀座五・六丁目（西）は、東から時計回りに銀座通り、
交詢社通り、東京高速道路（GINZAファイブ・コリドー街）、晴海通り
に囲まれた地区です。五、六丁目の境はみゆき通りです。みゆき通りは
昭和39年当時、みゆき族と呼ばれるアイビールックの若者が闊歩し社
会現象となります。銀座通りと晴海通りが交わる銀座四丁目交差点には、
円筒型の斬新なデザインと最上部に大きな広告塔を有する三愛ドリーム
センターが昭和38年の開業以来、銀座のアイコンとしての存在感を示
しています。晴海通りと外堀通りの交わる数寄屋橋交差点にはかつて銀
座ソニービルと数寄屋橋阪急百貨店の入る東芝ビルがありましたが、前
者は2017年にビルを解体、東京五輪が開催されるまでの期間限定の公
園、銀座ソニーパークに、後者は平成28年、新たに東急プラザ銀座と
なり、この辺りの風景は変貌を遂げました（新ソニービルは令和４年竣
工予定）。一丁目から四丁目までの銀座と特に異なるのは外堀通りと東
京高速道路の間に街が広がる点です。数寄屋通りや銀座コリドー通り、
その界隈の小路沿いには新旧の飲食店が軒を連ね、特に夜には多くの人
で賑わいます。一丁目から連なる並木通りも晴海通りを渡る五丁目辺り
から華やかさを増していきます。レストランの三笠会館、もなかが評判
和菓子の空也など銀座ならではの「食」の店が目を惹くほか、世界中の
ラグジュアリーブランドが競うように軒を連ねショーウインドウが道行
く人の目を楽しませます。西五番街、すずらん通りなどの横丁には間口
は狭いが素通りできない、老舗独特の気配を放つ店が佇んでいます。そ
して路地の存在。路地も心なしか四丁目までとは異なる色を放ちます。
銀座五・六丁目西は銀座の中でも際立って「落ち着きと華やかさを共存
させた大人の街」との印象を持ちますが「だけじゃない何か」それも代
表感を伴う何かを感じます。銀座の中にあって「ここならでは」といえ
る「何か=魅力」を時層とともに探ってまいりたいと思います。

銀座５･６
ＷＥＳＴ

図４ 銀座五・六丁目【西】拡大図

1

2

1 銀座ソニーパーク地上フロア コンセプトは買え
る公園。世界中から集めた植物を楽しみ購入できる。
2 1963年開業の三愛ドリームセンター。
3 並木通りの老舗和菓子店
「空也（くうや）」の「空也
」」は予約分で売り切れ。
もなか

5
3
4

5 みゆき通り。1960年代には「みゆき族」 4 銀座コリドー街。手前は
と呼ばれる若者が街を闊歩した。
「近畿大学水産研究所銀座店」
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３．「銀座の時層」を読み解く

④
図５ 銀座五・六丁目【西】撮影位置 写真番号

界隈の魅力を時層で探る③銀座五・六丁目（ＷＥＳＴ）編
１．昔の町名が語るもの
1869年（明治2年） 江戸町名改正により新両替町の名を廃止し三十間堀西側
などを編入し町名「銀座」とし、一丁目から四丁目までが起立した。
1930年（昭和5年） 尾張町などの町を加え銀座五丁目から八丁目が起立。
その際、銀座の西、外濠川内側に位置する南紺屋町などを併合し銀
座西一丁目から八丁目が起立。
1951年（昭和26年）三十間堀川埋立てにより木挽町を銀座東と改名。
1969年（昭和44年）前年の銀座西に加え、銀座東も銀座に編入し現在の銀座
一丁目から八丁目へと統合される。

7

11 10 8
13 元数寄屋町 9

尾張町新地

12
14･15

南鍋町
南
明治2年、現在の銀座5ｰ8丁目に銀座という町名はありませんでした。
鍋
江戸時代の町名が残り、その名は昭和5年まで続きます。では明治初
6
山下町
町
期の町名の由来と現在の姿をみていきましょう。
瀧山町
①尾張町（おわりちょう）は現在の銀座五・六丁目の銀座通り沿い。
山 南佐柄木町
尾張町
その名は江戸初期に幕府の命を受け、この地の造成を尾張藩が担った
城
ことに由来するといわれています。その中で元禄期に火除地となり再
町
び町屋敷となった地区が尾張町新地となります。尾張町には布袋屋、
亀屋、恵比寿屋など呉服店が軒を連ね、江戸時代に大変賑わいました。
また、明治から昭和初期にかけて銀座のカフェーが流行しましたが、
尾張町には現在の銀座通りを挟み東側でカフェーライオンが明治44年
開業しています。震災の翌年、大正13年には西側にカフェータイガー
が開業します。カフェーは当初、芸術家なども集う社交の場で、女給
はコーヒー、菓子、料理などの給仕が仕事でサービスは控え目でした
が震災後、カフェータイガーが開業するころには美人女給のサービス
が存在感を増すようになっていました。タイガーは浅野総一郎家の経
営です。浅野は浅野セメントの創業者で大倉喜八郎、渋沢栄一と札幌
麦酒を設立した実業家です。タイガー開店当時は「虎と獅子」の戦い
と囃されました。カフェーライオンは築地精養軒（西洋料理）の経営
9 銀座与板屋は粋を追
6 呉服店やカフェータイガーがあった尾張町の
でしたが昭和6年に経営が大日本麦酒へ移りビヤホールに生まれ変わ
求する履物の老舗。
現在。
りました。大日本麦酒は明治39年、札幌麦酒が他の麦酒企業と合併し
7 晴海通り横
てできた会社です。虎と獅子の不思議な縁といえます。松本楼が経営
断歩道にあ
する小松食堂は和洋食、冬には鍋物も楽しめました。現在の銀座五・
る数寄屋門
の写真と古
六丁目銀座通り沿い西側については別項に譲ります。
地図。
②元数寄屋町（もとすきやちょう）は現在の銀座五丁目の一部、
すずらん通り以西、晴海通りに面した地区。その名は数寄屋橋同様、
近くにあった茶人織田有楽斎宅の数寄屋風茶室に由来するものです。
元禄期に火除地となり他の地に移転した際、数寄屋町を名乗っていた
ので「元」の字を付しました。晴海通り沿いを歩くと煉瓦色のビル、
コーチ銀座が出店する対鶴館（たいかくかん）があります。対鶴館は
住職だった亀岡勝知が宮家に仕えたのをきっかけに明治の初め、元数
寄屋町で創業した旅館でした。亀と鶴は一対のものとして有栖川宮殿
8 創業は旅館業だった対鶴館のビル。
野村證券が入居の時期もあった。
下が命名。中国から亡命してきた孫文が宿泊した記録も残っています。
現在は石油、不動産事業などを営んでいます。すぐ近くには明治10年 10 銀座ソニーパーク。この辺りにソニー
ビルの頃、パブ カーディナルがあった。
創業、江戸の粋が今に生きる履物店 銀座与板屋があります。対鶴館か
ら晴海通りを数寄屋橋交差点方向に歩くと昭和41年開業の銀座ソニー
ビル跡地 銀座ソニーパーク、銀座東急プラザ、数寄屋橋公園などがあ
ります。昭和33年東京高速道路建設のため外濠が埋められ数寄屋橋が
撤去されました。跡地には数寄屋橋公園ができ、数寄屋橋の碑や若い
13 数寄屋橋の碑。
時計台と名付けられた岡本太郎作のオブジェがある緑も豊かな憩いの
碑銘は菊田一夫
の手蹟による。
場となっています。数寄屋橋交差点を外堀通り新橋方面に向かいみゆ
11 銀座東急プラザの外観は 12 数寄屋橋公園 若い時計台。
き通りを帝国ホテル方面に向かって歩いたところに泰明小学校があり
後ろは泰明小学校。
江戸切子がモチーフ。
ます。泰明小学校は明治11年に設立されました。明治5年の銀座一帯
の大火を受け街づくりの一環で不燃性の高い煉瓦作りの校舎が建てら
れました。その後の木造校舎は関東大震災で全焼し昭和4年、現在の
鉄筋コンクリート造校舎が建てられました。玄関周りのアールデコを
取り入れたデザインと校舎の風格、これも銀座が誇る歴史的建造物の
一つです。卒業生には近代ロマン主義文学の開拓者・北村透谷（明治
元年～明治27年）、「破壊」など自然主義文学の代表的作家・島崎藤
15 泰明小学校の玄関の門柱。
村がいます。北村透谷の筆名「透谷」は「すきや」をもじったもので
す。かつて隣を流れる外濠の川の水面に校舎はどう映ったのでしょう。14 泰明小学校の蔦が絡まる校舎。門扉は南仏貴族の館で使われたもの。
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⑤

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る③銀座五・六丁目（ＷＥＳＴ）編
１．昔の町名が語るもの（続き）
③南鍋町（みなみなべちょう）は現在の銀座五・六・七丁目の一部

に跨る地区。町名は、幕府の御用鋳物師・長谷川豊後の拝領地とされ
たことから名付けられたとされています。南鍋町にに位置する交詢社
は明治13年、福澤諭吉提唱のもとに結成された日本初の社交倶楽部で
す。隣地には同じく諭吉の事業 時事新報社がありました。昭和4年に
は七階建ての交詢社ビルヂングが建ちましたが老朽化により平成16年、
18
現在の建物に建て替えられました。明治期、交詢社の隣には鶴仙亭と
23 21･20
いう寄席があり、ここでは女義太夫などを楽しめたそうです。また明
22
19
治11年、東京風月堂（現在本店は二丁目）の前身、米津風月堂が京橋
16
南伝馬町の総本店より暖簾分けによりこの地に出店、これまでの座敷
商いを椅子式に変え、ガラスケースを用いてお菓子をお皿にひとつず
17
つ並べる新たなスタイルで販売を始めました。その後、フランス料理
も開業、洋食文化の礎を築きました。現在、銀座六丁目には和喫茶の
図６ 銀座五・六丁目【西】撮影位置 写真番号
銀座風月堂があり、和菓子と和食が楽しめる和モダンの店となってい
ます。明治11年刊行月岡芳年（つきおかよしとし）作の錦絵「皇都会
席別品競」には料理「南鍋町伊勢勘」が描かれています。
④瀧山町（たきやまちょう）は現在の銀座六丁目の一部。町名は、
江戸開府ののちこの地を開拓した名主 瀧山藤吉の名を偲ぶものです。
石川啄木は明治42年から3年間、瀧山町にあった朝日新聞社に勤務し
詩集「一握の砂」「悲しき玩具」などの名作を残しました。没後、朝
日新聞社跡に歌碑が建立され「京橋の 瀧山町の 新聞社 灯ともる頃の 16 現在の交詢ビル。壁面
には昔の尾張町に位置
いそがしさかな」と短歌が刻まれています。現在の東京朝日ビルディ
する建物が映り込む。
ングにはホテルのハイアットセントリック銀座東京、ルイヴィトン、 17 交詢ビルには旧建物外
装の一部が保存されて
ロレックスなどが入居出店しています。
いる。
⑤南佐柄木町（みなみさえきちょう）は現在の外堀通りを挟む銀
座六丁目の一部。江戸開府の際、御用研師（とぎし）佐柄木弥太郎が
この地を拝領したことにちなむ。神田に分かれた佐柄木町と区別する
ため「南」が付きました。ちなみに研師は日本刀など刃物の研磨を生
業とする人です。明治35年の地図 東京京橋区銀座附近戸別一覧図をみ
ると南佐柄木町には波多野保全堂という近代的な改良歯磨き花王散で
19 （右）石川啄木
評判となった店の他、人力車宿、金物商、名刺紙製造、洋服裁縫業、
が通っていた朝日新
料理仕出し魚商、板木版製造、西洋洗濯業（幕末に横浜で始まった現
聞社があったビル。
在のクリーニング業）など多彩な商いが営まれています。
高級ホテル、高級ブ
ランドが入居出店し
⑥山下町（やましたちょう）は現在の銀座五・六丁目の一部、泰明
18 みゆき通りが並木通りに交差する辺り。
ている。旧瀧山町。
小学校の辺り。帝国ホテルから銀座方面へ向かうＪＲ高架下には以前、
昔の南鍋町。銀座風月堂の看板が中程左
（左）歌碑。
江戸城山下門に付随する山下橋があり、その名は門が山王社（日枝神
に見える。
社）の山下から移したことに由来します。山下町は山下橋の近くに位
置していました。山下橋から新橋演舞場方面へ向かうみゆき通りは江
戸時代、山下門を出た将軍はこの道を通ったため御成通りといいまし
た。明治に入ってからは明治天皇が築地の海軍兵学校への行幸や浜離
宮へ向かう際、この道を通ったため「みゆき（御幸）通り」と呼ばれ
るようになりました。明治期、この地にあった西洋貿易商は小笠原を
開拓し生涯を通じてその開発事業に関わった実業家 玉置半右衛門の会
社です。現在、その付近には個性的な飲食店が建ち並ぶ小道（泰明通
21 泰明通りにはしぇりークラブ、
り）となっています。
泰明庵など歴史を感じさせる
飲食店が建ち並ぶ。旧山下町。
⑦山城町（やましろちょう）は現在のコリドー街沿い銀座六・七丁 20 みゆき通り泰明小学校前あるビル。
1階にはオープンカフェ。旧山下町。
目に跨る昔の外濠川に面した場所。釡師堀浄栄が御釜并銅物御細工
御用を命ぜられ、この地を拝領、堀山城守を名乗ったことに由来する
町名です。明治35年の地図には弁護士鳩山和夫法律事務所が記されて
います。鳩山和夫は明治期に外務次官、衆議院議員を歴任し専修学校
（のちの専修大学）設立にも寄与した人で鳩山一郎の父親です。現在
22（右）ＪＲ高架下
の山城町沿いにあたる銀座コリドー街は、ビストロや立ち飲みなど、
に山下橋の名残り。
仕事帰りの若者が気軽に立ち寄れる店が軒を連ねており、銀座通りと 22（左）ＪＲ高架下山下門
山下門は寛永13年 23 山下門跡から数歩先、
みゆき通りを外堀通
外堀通りの間の高級感漂う銀座ならではの界隈とはまた趣の異なる風
があった付近から銀座方
に高松藩が築造。
り方面に向かう。左
面をみる。正面辺りは旧
門内に佐賀藩鍋島
情を醸し出しています。夜の賑わいは銀座という街の懐の深さを感じ
手に泰明小学校がある。
山下町。
家屋敷があった。
させます。
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⑥

３．「銀座の時層」を読み解く
図７ 銀座五・六丁目【西】

※

界隈の魅力を時層で探る③銀座五・六丁目（ＷＥＳＴ）編
２．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く

緑
線
は
写
真
24
で
示
す
街
並
み
の
位
置

1663年（江戸･寛文） 京都寺町本能寺門前で「鳩居堂」創業。
1800年（江戸･寛政）「大黒屋」食品卸売業として現在地に創業。
1876年（明治9年） 明治5年創刊の 「東京日日新聞」銀座5丁目（尾張町）移転。
1880年（明治13年) 「鳩居堂」宮中御用を務めるため銀座5丁目（尾張町）出店。
1895年（明治28年） 「岩崎眼鏡店｣創業｡
1924年（大正13年）「カフェー タイガー」開店。昭和10年閉店。
1933年（昭和8年） 「ワシントン靴店」銀座5丁目に間口2間半で創業。
1963年（昭和38年）「三愛ドリームセンター」開業。
1977年（昭和52年） 名鉄ニューメルサ 開業、平成27年「イグジットメルサ」へ。
1997年（平成9年） 1956年開業の田崎真珠「TASAKI」銀座に開店。
2012年（平成24年）ファストファッション「ジーユー（GU）」銀座旗艦店開店。

●銀座五丁目 銀座通り西側（左境：みゆき通り/銀座六丁目側・右境：晴海通り/銀座四丁目側）

24

み
ゆ
き
通
り

晴
海
通
り

LONGCHAMP
GU銀座店
三愛ドリームセンター
TASAKI 銀座本店 鳩居堂
（銀座ワシントンビル） （アイリブビル）銀座大黒屋
（手前・地下鉄入口工事）
MARGARET HOWELL

イグジットメルサ（銀座文明堂・ソフトバンク銀座）

明
治
三
十
五
年
大
正
十
一
年
昭
和
五
年
昭
和
五
四
年

足袋商 佐野屋
呉服商 太丸屋 陶器商 三河屋 新図書出版業
額面商 真画堂
日報社 東京日々新聞 信濃屋支店
田沼書店 筆墨商 鳩居堂（原田久蔵）
（奥村善助） （加藤友次郎）
（社長 朝比奈知泉） （白井伊兵エ） （荒井市三郎）三河銅器商
運送業

京橋銀行
東京市税金取扱所

（熊谷直次） 洋品商
鶏卵海苔鰹魚節商
小間物商
硝子板鏡及額面
（加藤英一） （菊池捨次郎）大黒屋（安西重兵エ）下駄商
（中野徳兵衛）
（平田文吉）
（酒井芳太郎）
＊参考地図「東京京橋区銀座附近戸別一覧図･明治35年7月発行」 カッコ内記載の名は地権者と思われる
＊表記は一部を抜粋、位置は写真と一致しないが地図の位置順に並べた

第八十四銀行
上山雑貨店
筆墨 鳩居堂
川本美術店
東京電気 絵と額 荒井商店
大丸呉服店
京橋支店
東京出張所
さのやたび店
下駄 栗原商店
美術銅器 サンカ商会 やまさんもすりん店 大黒屋
化粧品･薬品
ホスピタル
ファーマシー
＊参考図「銀座 銀座通り案内･大正11年9月11日発行」表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない

米国聖書会社
電気機械器具
芝浦製作所販売店

マツダランプ バージャポン タイガー
ブレシト
千代田帽子店

白華堂

美佐古堂 帆掛鮨

太丸屋

大黒屋

松月

バーセレクト上山商店
＊参考図「復興大銀座地図･昭和５年４月発行」表記は一部を抜粋

鳩居堂

佐野ヤ足袋店

須田煙草店
位置は写真と一致しない

アメリカ屋靴店 スニーカーＳアム 日本堂時計店 鳩居堂
三愛
ワシントン靴店
＊参考図「あのころａｎｇｌｅ街と地図の大特集」（主婦と生活社）表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない
米田屋洋服店
袋物商 宮内省御用達 足袋商海老屋 呉服太物商 酒類両替 洋品問屋 日本教育生命 石蝋水油
合名会社
洋傘商
販売所
出張所
三愛ドリームセンターは昭和38年、事務、光学機器のリコーと三愛の創業者、市村清により建てられました。三愛は昭和25年
（柴田光之助）
亀甲堂 キリンビール本店（橋本冨次郎） 越後屋商店（早川喜兵衛） 尾張屋
大倉組
甲斐絹屋
（渡辺てつ）
（山口幸次郎）
に婦人服専門店として開業、改築の際、市村清は法隆寺五重塔から想を得、円筒形、総ガラス張り、大広告塔を有する斬新なデザ
明治屋 諸活版販売
活版印刷所廣明堂
イン（設計 林昌二）の建物としました。開業セレモニーでネオンが灯った際には観衆から大きな歓声があがったということです。
名鉄銀座ニューメルサ

シャトレーヌ２ｆ

以降、銀座のランドマークとして存在し続けています。お香の鳩居堂は江戸・寛永期に京都で創業、明治13年に宮中御用を務める
ため銀座に出張所を開設しました。以前は商業地公示価格最高額の土地でしたが現在は銀座四丁目の山野楽器銀座本店が最高額を
更新中です。銀座大黒屋は江戸・寛政期に鶏卵卸商を始め、鰹節等を扱う食料品店を経て戦時中に食料品入手困難になったことか
ら女性小物雑貨店に業種を変えハンドバッグ専門店となりました。創業以来、この地で営みを続けています。同じく銀座5丁目で
始まったのがワシントン靴店です（昭和8年創業）。明治期に創業者が単身渡米しオレゴン州ポートランドのワシントン街で食料
品店を成功させたことに名前の由来があります。自社ビルには本店とともに平成24年以来ジーユー（GU）が出店しています。み
ゆき通りの角地には、雑貨やファッションを扱う商業施設 イグジットメルサがあります（平成27年名鉄メルサ２から改装開業）。
この地は江戸の大店にして大地主、呉服の恵比寿屋がありましたが明治7年に破産、恵比寿屋の大きな建物に、明治5年創刊の東京
日日新聞（現在の毎日新聞）が進出しました。日新眞事誌の明治6年銀座進出（現四丁目 和光の場所）、読売新聞の明治10年銀座
一丁目進出などを経て明治の銀座は新聞社街となります。霞が関や築地に隣接し最先端の情報が集まる銀座は新聞社にとって格好
の立地でした。一方、明治初期の銀座煉瓦街建設は決して順調に進んだわけでなく経済的負担や煉瓦の建物への拒否感もあり空き
家問題が生じており、その解決の一助となったのが新聞社の銀座進出であったという側面もあったようです。歓迎すべき存在とし
て新聞社は街に迎えられたといえます。宮中御用を務めるための銀座進出、戦争の影響による業種転換、煉瓦街の空き家問題と新
聞社の銀座進出。「様々な事情」を抱えながら人は営みを続け、街に歴史を刻んでいきます。
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⑦
図８ 銀座五・六丁目【西】
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２．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く（続き）
1882年（明治15年） 日本初のステッキ専門店「銀座タカゲン」創業。
1892年（明治25年） カジュアルファッション「アバクロンビー＆フィッチ」米国で創業。
1895年（明治28年）「岩崎眼鏡店」創業。
1901年（明治34年） 黒澤貞次郎、弥左衛門町で「黒沢商店（クロサワ）」創業。
1903年（明治36年） 煙草 喫煙具販売店「銀座菊水」創業。
1907年（明治40年） 矢代徳次郎「ヨシノヤ靴店」創業。
1946年（昭和21年）「小松ストア」開業（起源は明治元年創業の大衆食堂）。
1947年（昭和22年）「銀座カネマツ」数寄屋橋にて太陽堂鞄店として創業。
2012年（平成24年）「ユニクロ」超大型グローバル旗艦店、コマツ東館に出店。

●銀座六丁目 銀座通り西側（左境：交詢社通り/銀座七丁目側・右境：みゆき通り/銀座五丁目側）

アバクロンビー＆
フィッチ銀座

銀座カネマツ
6丁目本店

25

プレスティア銀座支店
銀座タカゲン 銀座カレン ダイアナ 銀座菊水 ユニクロ銀座店
岩崎眼鏡店
ドコモショップ銀座中央通り店
（近畿建物銀座ビル） 銀座本店
（ギンザコマツ東館）
（クロサワビル）
銀座マギー
アイプリモ銀座本店
銀座ヨシノヤ
（銀座UKビル）
（小坂ビル） サンドラッグ

宗家源吉兆庵

（銀座AKビル）

高等玩具製造

輸出入商

煙草商 清国雑貨販売
洋服商
洋酒商 氷 牛乳 洋酒類 洋傘ステッキ 鼈甲小間物商 洋品商
和洋毛織物商
明 足袋商
東亜商会
清洲商店
武村商店 菊水商店
高橋源
相徳商店
義昌堂
（沢田半之助）
三浦屋
今井商店
函館屋
綿屋
治
（多治見十郎）
（安生慶三郎）
（峯屋録三郎） 漆器商 （松尾儀助）
（今井元吉郎）
三 （長井茂右エ門） 洋品商
海苔 卵 砂糖
お茶漬
度量器
製図器
眼鏡
洋風家具製造所
（長谷川金兵衛）
武蔵商店
十
栄屋
鶴屋（岩崎喜三郎） 福恵比寿
特許宝石 美濃屋
丸屋指物店
糸組物商
（田中頼之助）
五
金銀細工（山田常吉） 袋布屋
＊参考地図「東京京橋区銀座附近戸別一覧図･明治35年7月発行」 カッコ内記載の名は地権者と思われる
年
錦綾堂

（松井伊之助）

＊表記は一部を抜粋、位置は写真と一致しないが地図の位置順に並べた

雑貨商
ヨシノヤ本店 眼鏡 つるや
黒澤商店
洋傘 台湾喫茶店 尾張町郵便局
煙草
銀座食堂
澤田洋服店 糸 松井商店
大 足袋
菊水商店 丸屋 乳母車
（岩崎喜三郎） 中野商事
パン洋菓子の製造販売 高橋商店
行李 鞄商
正 長井商店 美濃常洋品店
料理
えびす
敷物商
函館屋ダルトンベカリー
十
宝石類 志那雑貨義昌堂
今井商店
一
日本ダイヤモンド会社
ダイヤモンド 時計 金銀器
年
＊参考図「銀座 銀座通り案内･大正11年9月11日発行」表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない
大西錦綾堂

菊水 義昌堂 ヨシノヤ靴店 岩嵜眼鏡店
昭 運動 西村商店 大西錦綾堂 コロンバン 高橋ステッキ店 台湾喫茶店
エハガキ店 黒沢商会
郵便局
タバコ
和 具店 ミノツネヤ支店
桑原カバン
金井商店 小松食堂
不二家洋菓子店
銀座食堂
久保田商店
三浦屋食料品
五
日本ダイヤモンド
ゼンヤ
沢田洋服店 くのや布店
年
＊参考図「復興大銀座地図･昭和５年４月発行」表記は一部を抜粋 位置は写真と一致しない
昭
和
五
四
年

東京ようかん

婦人服マギー

菊水

小松ストア

岩崎眼鏡店

レストラン リオン･ドール
＊参考図「あのころａｎｇｌｅ街と地図の大特集」（主婦と生活社）表記は一部を抜粋

不二家

クロサワ

位置は写真と一致しない

銀座5丁目からみゆき通りを渡るとクロサワビルがあります。クロサワは起業家の町 弥左衛門町（現在の銀座四丁目）で明治
34年に創業しました（詳しくは連載第４回参照）。創業一年後､明治35年の地図にないのは移転前であったと推測されます。同
地図の岩崎眼鏡店は鶴屋という屋号で記録されています。明治28年創業、メガネレンズ量産の草分け的存在の眼鏡店で、絵画鑑
賞専用のメガネ（ミュージアムグラス）というユニークな品揃えを有しています。さて、その隣のギンザコマツ東館には平成24
年よりユニクロのグローバル旗艦店が出店しており、訪日外国人が多く訪れています。店舗のトータルプロデュースは佐藤可士和
が担当しました。ギンザコマツは昭和21年に小坂武雄がファッション専門店小松ストアーを開業、戦後の復興の中で銀座の街に
彩を添えました。小松ストアーの起源は飲食店であり、その名は松本楼でした。なにかしら松本楼からの遺伝子を残すとともに創
設者の責任を示すということで小坂の「小」、松本楼の「松」をとって「小松」としたということです。すずらん通りを挟んでギ
ンザコマツ西館があり西館は西五番街にもつながります。銀座六丁目の歴史の証人ともいえる存在でしょう。その隣は明治36年
創業の喫煙具･煙草専門店、銀座菊水です。作曲家の團伊玖磨、オーサーと呼ばれるチェリーウッドのパイプを愛用していた作家
の開高健なども常連でした。日本初のステッキ専門店を謳う銀座タカゲンは明治15年創業です。現在地で高橋源蔵刀剣類古物商
を営んだ後、廃刀令施行を受けステッキ、洋傘などの小売商となりました。明治40年、創業の銀座ヨシノヤも銀座6丁目で産声
を上げました。昭和初期にはオリジナルのバレエ靴を開発、松竹や日劇のバレエ靴を一手に引き受けていました。五丁目、六丁目
には銀座の地に根付き商売の規模よりも本物を追い求め愛顧客を裏切らないという姿勢に貫かれた老舗が多く存在しています。所
有する建物に今日的な銘柄の店を受け入れるとともに、間口狭くされど媚びる事なく本物を届ける店の存在は街に深みを与えます。
*「明治35年」「大正11年」「昭和5年」各施設記載で参考にした地図は「銀座歴史散歩地図（赤岩州五編著・草思社）」掲載によるものです。
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３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る③銀座五・六丁目（ＷＥＳＴ）編
３．銀座には江戸の街並みが隠れている
1612年（江戸・慶長）第二回天下普請で銀座の町の本格的な開発整備始まる。
1657年（江戸・明暦）明暦の大火で江戸市街の多くを喪失。 その後、西銀座
通り（外堀通り）を裏通りとして整備。
その際、数寄屋通りは入れ替わるように消滅。
1873年（明治６年） 銀座に煉瓦街建設開始。その建設時、外堀通り拡幅。
1923年（大正12年） 関東大震災発生。その後の復興事業の一環で外堀通り
は明治期のほぼ倍に拡幅。数寄屋通り、新たに整備。

⑧
図９ 江戸時代の銀座の街区
構成（図は岡本哲志著「銀
座四百年」第二章P61図2-3
を参考に作成・連載コラム
第1回P8の再掲。

図10 銀座五・六丁目【西】
並木通り～数寄屋通りを街区
として区切り地図に重ねる。

銀座通りから並木通り方面に向かう。まっすぐと延びたほぼ平らな道、
一定のリズムを刻む四角い区画、そこに視覚的変化を添える建物のふぞ
ろいな間口、時として現れる路地。道の向かい側のショーウィンドウに
惹かれれば渡る事も容易な道幅感。それは銀座を歩く心地よさの一要素
です。しかし、その心地よさも外堀通りにたどり着くと道幅の広さ故、
その先は隣町のような気にもなります。前回まで見てきた一丁目から四
丁目までの西地区と五丁目以降で異なるのは街のほぼ縁に位置していた
28
外堀通りという「大通り」が街の中に入り込んでいるということです。
晴海通りも大通りですが「さあ銀座もここで一区切り」といった趣があ
ります。銀座通りには目抜き通りの華やかさがあります。外堀通りを悪
く言ってるのではありません。が、このもやもや感から解放してくれた
27
のは岡本哲志著「銀座を歩く」（講談社文庫2017年）P127ｰ133の
26
「新しくできた通りから復活した通りへ」項でした。連載コラム第一回
では江戸建設当初の60間四方（１間は約2m）の街区割りが現在の銀
座の街並みにも残されていることを紹介しました。上記著書に記載され
た記述の一部をまとめたものが冒頭の年表です。そして「この辺りも、
明暦の大火まではしっかりと京間60間、約120m四方の街区で構成さ
れていた。ちなみに、並木通りの歩道と車道の境界から数寄屋通りまで
は京間60間となり銀座通りから並木通りまでを歩いた距離と同じ長さ
になる。」（P129）とあります。歩く心地よさとそれがふと失われる
その陰には江戸から今日に至る街の変化が体感として埋め込まれている
26 交詢社通りと並木通りの十字路。
のでしょうか。検証のため銀座通りから交詢社通りを並木通りまで歩く 27 数寄屋通りは飲食店のネオンが
所狭しと灯る。
と155歩、並木通りから外堀通りを超えて数寄屋通り中程までも同様
の歩数となりました。歩数は正確ではないにせよ約120mに該当しま
す。かつて地図に点線で記したような街区割が存在していたと想像する
だけで街歩きはぐんと深いものとなります。

４．路地の店・路地と看板

28 外堀通りの西銀座5丁目交差点近く。

江戸・明暦の大火で消失した銀座の再整備の中で、街区の中に新道と
呼ばれる路地を通し火が迫った時の逃げ道の役割も果たせるようにする
など、江戸時代の銀座には多くの路地が存在したということです。こう
した路地は煉瓦街建設、関東大震災、戦争、再開発などを経る中で減り
つつあるようですが、それでも魅力的な路地が銀座には息づいています。
銀座五丁目の並木通りと西五番街通りを結ぶ路地の中程には戦後間もな
い復興期に創業した釜めしと焼き鳥の鳥ぎん本店があります。その路地
中央からT字型にみゆき通りへ
抜ける路地には太宰治など文豪
のたまり場であったバールパン
29 西五番街と並木通りをつなぐ路地は鳥ぎん
があります。またすずらん通り
本店を訪れる客でにぎわう。
と西五番街、西五番街と並木通
りなどをつなぐ、狭くて人ひと
29 32
りやっと通れるような抜け
道や通用口として使う道も
30
注意深く探すとあります。
昔は路地に面した家に住む
33
31
人もいましたが、今も路地
に小さな看板を掲げて営み
を続ける店をみかけます。
31 数寄屋通りから外
32 5丁目西五番街から
文政年間創業、染織工芸の
堀り通りへ抜ける路
すずらん通りへ抜け
図11
銀座五・六丁目【西】撮影位置
写真番号
老舗むら田の看板は路地に
地裏には手打ち蕎麦
る路地。クラブやジ
風格を与えます。
屋の國定がある。
ムの看板がある。

30 バー ルパンの路地。
奥に鳥ぎんが見える。

33 6丁目西五番街通りに
ある老舗むら田の横か
ら並木通りへ抜ける。
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３．「銀座の時層」を読み解く

⑨
34 晴海通りから銀座五丁目をみる。奥に並木通り。

界隈の魅力を時層で探る③銀座五・六丁目（ＷＥＳＴ）編
５．銀座並木通りのレストラン
1925年（大正14年）三笠会館創業者 谷善之丞、歌舞伎座前氷水屋創業 。
1947年（昭和22年）三笠会館本店、現在の銀座並木通りに開店。

銀座四丁目交差点、三愛前から晴海通りを数寄屋橋方面へ歩き始
めてすぐ、昭和23年創業の銀座あけぼのの和菓子を横目に見ながら、
すずらん通りを越える。明治13年名古屋創業の安藤七宝店のショー
ウインドウ七宝焼きの人形に一瞬立ち止まり、また歩を進めると西
五番街通り。すずらん通りと西五番街通りの小道には小さな間口の
店で確かな商いを営む老舗をみかける。晴海通り沿いに戻り、角の
平成31年新装アルマーニギンザタワーを見上げる。ここのビルの屋
上には昭和28年から昭和58年まで「森永地球儀型ネオン塔」が
あった。森永ミルクキャラメルの文字が赤道部分で回転していたこ
とを思い出す。小津映画ではネオン塔のカットを入れるだけで舞台
が銀座であることを示したといわれるほど銀座のシンボルとして愛
されていた。すぐ隣には明治27年創業の銀座千疋屋本店。二階には
フルーツパーラーがある。この街には二階から街を眺められる喫茶
室が多い。高級ブランドのコーチが出店する対鶴館ビルの手前を左
折すると並木通りに出る。並木通りは江戸期、裏通り（表通りが銀
座通り）として整備された。しなのき（リンデン）並木と赤御影石
の歩道、向かいのショーウインドウも近く感じるヒューマンサイズ
の街並みが心地よい。並木通りには海外の高級ブランド店が立ち並
ぶ。みゆき通りと交差する六丁目角にはシャネル並木通り店がある
が、ここには昭和30年代前後、ブティック＆カフェのジュリアンソ
レルがあり当時一番お洒落な若者が集まった。五丁目と六丁目には
海外の高級時計店が集まっている。そんな街並みの中にその老舗レ
ストランはある。・・・・緋色の日除けが印象的な三笠会館本店だ。
三笠会館は谷善之丞が大正14年、歌舞伎座前にかき氷屋三笠とし
て創業、昭和2年の三原橋へ移転と食堂の開業を経て昭和22年に現
在の銀座並木通りに西洋料理のレストランを開店させました。昭和
26年に建てた山小屋風の外観を持つ建物を経て昭和41年の新築開
店を機に総合レストランとして多業態展開を始めました。谷善之丞
は「奈良は吉野の山麓に南朝の流れを汲む旧家植林を業とする家に
生まれ、二十五歳の時木材業に手を出して失敗、二十七歳 大正13
年 五十円を懐に上京」「賢妻の差し出したる婚礼衣装を八百五十円
の資金に替えて、歌舞伎座前に間口二間奥行き二間の店を購ひ独立
した」（『東京風物名物誌』（岩動景爾著・昭和26年初版）/銀座
公式ウェブサイト・銀ぶら百年Vol.05 三笠会館の唐揚げのヒミツ
文 泉麻人2016.04.25/より引用）とあるような立志伝中の人でし
た。支店の不振を機に新メニュー開発に取り組んだ際、豆腐に粉を
付けて油で揚げる中国料理をコックさんがヒントに工夫を重ね昭和
26年「若鶏の唐揚げ」を完成させ、三笠会館の名物料理となりまし
た。その後、三笠会館は多くの著名人にも愛される銀座の老舗レス
トランとしての歩みを続けています。
37 並木通りの三笠会館本店。
名前は創業者の出身地、
奈良の春日大社本殿の
ある三笠山に由来する。
シンボルマークの鹿も
奈良由来。

対鶴館ビル

三愛ドリームセンター

並木通り

安藤七宝店

銀座あけぼの

すずらん通り 西五番街通り

ランゲ＆ゾーネ

ロレックス

ＩＷＣ

ロジェ・デュブィ

銀座千疋屋
アルマーニ

オメガ

アワーグラス

チューダー

タグホイヤー
右：ウブロ

35 三笠会館のある並木通り五丁目から六丁目には高級時計店が多くある。

36 三笠会館本店は複合型レストラン。１Ｆにはイタリアン
バール、 ２Ｆにはトラットリア、フランス料理、上階には
日本料理､中国料理など、地下にはカクテルバーがある｡

34
37
36

35

図12 銀座五・六丁目【西】撮影位置 写真番号

『銀座の時層と来街空間』 その５

⑩
表紙に掲げたシンボルは、６つの円に「銀座の多彩な魅力」
３つの線の交差に「銀座の空間と時間のつながり」、4人の
ヒトに行き交う人々の営みをこめました。
毎回、ひとつのテーマで魅力を構成する要素をピックアップ
しています。今回は「銀座五丁目・六丁目ウエストサイド」
です。

今月の銀座

和洋混交
街の足跡
道幅と間口

社交と立志

モダン
建築

御門へ
通じる道
粋と美

『和洋混交』
明治以後の日本が西洋化していく過程を色濃く反映した銀座
の時層はお店にも表れています。江戸の伝統を受け継ぐ和装
の店と明治以降の洋装店、草履の老舗があれば靴の老舗もこ
の街にはあり、それぞれに存在感を示しています。西洋料理
と日本料理、洋菓子と和菓子名店の存在も同様でしょう。
『社交と立志』
日本で初の社交倶楽部が出来たのも銀座です。全国から何か
を成し遂げようとする人が集まってくるのも銀座です。文壇
バーも才能を磨き刺激を得てチャンスを掴む場だったのかも
しれません。街がソーシャルメディアとして機能していた痕
跡が今に生きているのも銀座の魅力です。
『御門へ通じる道』
江戸期、山下門を出た将軍が通り、明治期には天皇が通った
というみゆき通りの歴史、幕府御用職人の拝領や幕府の命を
受け町の造成を担った藩の名が由来となった旧町名は江戸城
直下の町人地としての立地を再認識させてくれます。

38 明治9年創業 大和屋シャツ店は
日本最古のワイシャツ店だ。銀座
6丁目西五番街通り。

39 文政年間創業 染織工芸の銀座むら田。
呉服専門店。伝統を現代に活かした着
物創りと産地に伝わる手仕事の染織品
を伝える。大和屋ワイシャツ店の並び。

40 銀座5丁目ソニー通りの雑居ビル。
飲食店の看板があふれている。

『粋と美』
江戸の粋を称して「大阪の食道楽、江戸の履き道楽」という
言葉があったそうですが、履物の店が銀座に多いのもそれと
関係がありそうです。身なりや振る舞いの洗練を求める人に
とって銀座は学校のような街かもしれません。商いを無暗に
大きくすることを我慢して間口の小さな店で価値を知る人へ
良い物を届ける老舗の存在も粋そのものと思えます。
また銀座を歩くとショーウインドウや店の造形に美やアー
トを感じる瞬間があります。日動画廊を始め大小様々な画廊
やギャラリーが多いのも確かですが銀座全体が美の画廊とし
ての魅力を放っているとも言えます。
『モダン建築』
銀座には昭和初期のモダンな名建築が残っています。交詢
社は老朽化により建て替えられ、外観の一部に面影を残すの
みとなりましたが食堂などの内装は旧建物の雰囲気の残すも
のとまっているそうです。泰明小学校は現役校舎として今日
も子供たちの声がその窓から聞こえてきます。四丁目の和光
本館は五丁目晴海通り沿い二階の喫茶室からも目を楽しませ
ます。

『街の足蹠・道幅と間口』
江戸建設当初の60間四方の街区割は現在の街並みに残されて
おり、それが歩く心地よさを体感させてくれます。一方で時
42 安藤七宝店ウインドウに飾られた夢童
由里子作からくりモニュメント「悠久の翔
代とともに変化してきた足蹠が今の街並みを形成しています。
（つばさ）」。これも街で観られるアート
それは道路の拡幅や川の埋立て、建物の高層化や大型化の形
だ。銀座5丁目。
でみられます。道路拡幅には交通網の整備や防災的意味合い
があるでしょう。建物の大型化も経済効率性や滞在快適性の
追求などの理由があるでしょう。それは否定すべきものでは
ありません。しかし一方で、小さい間口の店や古い建物、歩
くに程よい道幅、人の営みが息づく路地裏が混然一体となっ
て存在し続けることも街と人の関係にとって大切なことのよ
41 銀座ワシントン靴店本店の壁画。 建物側面。
うに感じます。飲食店の看板だらけの古さびた建物にある、
窓も絵。赤い靴の少女が踏み台に乗り窓か
愛着の酒場を訪れる心躍る気分は小ぎれいな施設では味わえ
ら店内を覗いている。 2015年銀座ディスプ
ません。銀座には大きいものと小さいもの、古いものと新し
レイコンテスト銀座通連合会特別奨励賞作品。
43 昭和3年創業の日動画廊。銀座5丁目。いものが一定のルールの元に混交している魅力を感じます。
遊び心のあるアートだ。銀座5丁目。

『銀座の時層と来街空間』 その５

⑪

今月の時層（年表）
毎回ひとつのテーマにちなんだ年表を掲載します。第五回は「銀座五丁目・六丁目ウエストサイド」の動きを紹介します。
「銀座の時層」をお楽しみ下さい。
注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目

時代

年

安土・天正

年間

江戸・慶長
江戸・慶長

出来事（時代背景）

銀座の動き

政治・経済・社会

文化・芸術・街の動き

都市計画・交通・周辺地区

1603年

江戸幕府開府

出雲の阿国

第一回天下普請で日本橋・京橋地区街並整備

1612年

第二回天下普請

商業・飲食業・産業・建物・文化・流行
香の「香十」創業

京都で歌舞伎踊初演

現 銀座本店⑤

「銀座の街」の本格的な開発整備始まる

（「銀座」という通称が今に残る）

駿府の銀貨鋳造所（銀座）を新両替町に移転

→（現在の銀座2丁目）

水路「三十間堀川」完成
江戸・明暦

1657年

江戸・寛文

1663年

明暦の大火

江戸市街の多くを消失

江戸・寛政

1800年

伊能忠敬、測量を開始

江戸・文化

1804年

ロシア使節レザノフ、長崎来航

江戸・文化

1808年

間宮林蔵、樺太を探検

江戸湾岸に砲台建設

明暦の大火で江戸城本丸・二の丸消失

江戸市中の花火禁止
(1802 十返舎一九「東海道中膝栗毛」）

京都寺町本能寺門前で「鳩居堂」創業⑤
「銀座」制度大改正、蛎殻町へ移転

「大黒屋」食品卸売りで現在地に創業⑤
「銀座松崎煎餅」芝で創業 1865年銀座移転⑥
伝統工芸品「銀座平野屋」日本橋で創業⑥

江戸・文政 1818-1831

呉服専門店「銀座むら田」文政年間創業⑥

明治元年

1868年

鳥羽伏見の戦い 戊辰戦争 江戸幕府消滅

徳川慶喜、上野・寛永寺に移る

築地に外国人居留地開設

「小松ストア」の起源、大衆食堂創業⑥

明治2年

1869年

造幣局設置

横浜でアイスクリーム店登場

通称銀座町からこの年、町名「銀座」となる

新橋「木村屋総本店」創業、翌年銀座へ移転

東京を首都とする

新両替町の町名を廃止し三十間堀西側などを

「伊勢與（サヱグサ）」築地で唐物屋創業⑦

江戸町名改正

編入し町名「銀座」とし、一丁目から四丁目

松村庄太郎、最初の洋式理髪店を開業④

までが起立

松屋呉服店、横浜にて創業、大正１５年移転③

東京ー横浜間に日本最初の鉄道開業

「東京日日新聞（現毎日）」銀座移転④⑤

新市街地建設で銀座に煉瓦街（完成10年）

「大倉組商会」設立③

金座、銀座が廃止に

明治5年

1872年

富岡製糸場操業開始

東京初の西洋料理店「精養軒」開店

明治6年

1873年

太陽暦採用

明治9年

1876年

帯刀禁止令公布

「上野公園」開園

明治10年

1877年

西南戦争

上野で「第1回内国勧業博覧会」開催

キリスト教禁教の解禁

政府勝利

東京大学設立

ワイシャツの「大和屋シャツ店」横浜創業⑥
金杉橋ｰ京橋ガス埋設 銀座に「ガス灯」設置

（↑富国強兵・殖産興業のスローガン）

明治11年

1878年

東京証券取引所開設

明治13年

1880年

集会条例 自由民権運動弾圧

芸大に現存する東京最古の煉瓦建築竣工

明治15年

1882年

日本銀行開業

「上野動物園」開園

明治17年

1884年

明治18年

1885年

太政官制廃止、内閣制度発足

明治21年

1888年

市制・町村制施行

明治25年

1892年

明治27年

1894年

日清戦争勃発

明治28年

1895年

下関条約

明治34年

1901年

八幡製鉄所を建設

明治36年

1903年

明治40年

1907年

明治42年

1909年

江戸由来の履物「銀座与板屋」創業⑤
「東京風月堂」の前身、米津風月堂銀座出店⑥

「泰明小学校」開校（煉瓦建築）
日本初の社交倶楽部「交詢社」設立⑥
「鳩居堂」宮中御用を務める為銀座出店⑤
銀座に「アーク灯」点灯（②に記念碑）

上野不忍池に競馬場完成

日本初のステッキ店「タカゲン」創業⑥
「空也（もなか）」上野池之端で創業⑥
そば屋「よし田」創業⑦→⑤
「銀座寿司幸本店」新橋→戦災後銀座へ⑥

「皇居・二重橋」完成

「東京朝日新聞社」創業⑤

芥川龍之介、入船町（明石町）で誕生

「ｱﾊﾞｸﾛﾝﾋﾞｰ&ﾌｨｯﾁ」米国で創業⑥
果実「銀座千疋屋」総本店暖簾分け創業⑤

樋口一葉「たけくらべ」

「服部時計店（現・和光」」現在地へ移転④
「岩崎眼鏡店」銀座で創業⑥
「黒澤商店」弥左衛門町創業④⑥
銀座通りに路面電車開通（東京電車鉄道）

刑法公布

煙草喫煙具「銀座菊水」創業⑥

上野 東京勧業博覧会で観覧車登場

婦人靴「銀座ヨシノヤ」創業⑥

山手線運行開始

石川啄木、朝日新聞社に3年間勤務⑥
「不二家」横浜で開業

死者10万人超

1923年銀座進出⑥

「日本橋」再架橋（石造2連アーチ橋へ）

「カフェーライオン」開業⑤

大正12年

1923年

関東大震災発生

山手線は震災直後、ＳＬで運行復活

丸の内に「丸の内ビルヂング」竣工

「読売新聞」社屋移転①→③

大正13年

1924年

普通選挙実施を求め第二次護憲運動

純国産車「オートモ号」市販

（都市復興計画で東京は新しい都市へ変貌）

「カフェータイガー」開業⑤

大正14年

1925年

NHKラジオ放送開始

貨物駅だった秋葉原駅が旅客営業開始

「新橋演舞場」開場⑤

「三笠会館」歌舞伎座前で創業

昭和3年

1928年

第1回普通選挙実現（25歳以上男性）

御大礼記念博覧会でマネキンガール登場

「日動画廊」創業⑤

バー「銀座ルパン」開店⑤

昭和4年

1929年

世界大恐慌始まる

就職難深刻（大学はでたけれど）

復興橋梁として「数寄屋橋」外堀川に建設

2代目「交詢社ビル」竣工⑥

治安維持法制定

「泰明小学校」現在の校舎竣工⑥
昭和5年

1930年

帝都震災復興式典・新道路建設

復興視察の天皇巡幸

江戸前天ぷら「天一」創業⑥

町名としての銀座、四丁目までから八丁目までに

「つばめグリル」新橋駅構内に創業①→⑤

尾張町などの町を加え銀座五丁目から八丁目まで

「トラヤ帽子店」銀座進出 昭和35年移転②

起立、銀座の西、外濠川内側に位置する南紺屋町
などを併合し銀座西一丁目から八丁目まで起立

昭和8年

1933年

日本、満州問題で国際連盟離脱

「ヅカガール」流行語に

数寄屋橋に「日劇（日本劇場）」開場

「ワシントン靴店」間口２間半で創業⑤

昭和18年

1943年

イタリアが連合国に降伏

ジャズは敵性音楽との理由で禁止

金属類回収令施行で銀座街路灯撤去

「尾張町キリンビヤホール」開店（三愛）⑤

学徒出陣

『銀座の時層と来街空間』 その５

⑫
注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目

時代

年

出来事（時代背景）

銀座の動き

政治・経済・社会

文化・芸術・街の動き

都市計画・交通・周辺地区

昭和20年

1945年

東京大空襲 第二次世界大戦に敗戦

新宿東口を皮切りに「闇市」広がる

銀座は進駐軍接収施設の街となる

昭和21年

1946年

日本国憲法公布

食糧難 米国緊急援助物資

「小松ストア」開店⑥

昭和22年

1947年

教育基本法制定 労働基準法制定

「斜陽族」「東京ブギウギ」

「銀座カネマツ」太陽堂靴店として創業⑥

昭和24年

1949年

下山（国鉄総裁）事件

湯川秀樹ノーベル賞受賞

昭和28年

1953年

NHKがテレビ放送を開始

「三種の神器」普及

昭和31年

1956年

高度成長期（政府 もはや戦後ではない） 「太陽族」「深夜喫茶」流行

昭和33年

1958年

皇太子ご成婚

商業・飲食業・産業・建物・文化・流行

「三笠会館本店」現在の並木通りに開店

芝、東京タワー完成

東京映画配給（株）設立。1951年東映に改称

和菓子「空也」移転⑥（1884年上野創業）
森永製菓の広告塔（地球儀ネオン）⑤
「数寄屋橋阪急」開業⑤

外堀川を埋立てビルの上に高速道路建設

「数寄屋橋ショッピングセンター」開業④
「西銀座デパート」開業⑤
「銀座インズ１・２・３」開業①②③

昭和38年

1963年

ケネディ米大統領暗殺

日比谷「日生劇場」開場

昭和39年

1964年

東京オリンピック開催 東海道新幹線

「三愛ドリームセンター」開業⑤

日本武道館開館 東京モノレール開通

地下鉄日比谷線銀座駅開業

昭和40年

1965年

銀座みゆき通りに若者「みゆき族」出現

いざなぎ景気（～1970年）

新宿 淀橋浄水場閉鎖

有楽町1丁目「東京交通会館」開業

昭和41年

「銀座東芝ビル」開業⑤

1966年

中国で文化大革命 政界に黒い霧事件

「中野ブロードウエイ」開業

皇居前に「帝国劇場」開場

「銀座ソニービル」開業（芦原義信設計）⑤

昭和43年

1968年

全共闘運動 東名高速道路開業

初の超高層「霞ヶ関ビルディング」開業

都電廃止 銀座通り改修 街路灯 歩道拡張

←（街路整備に伴い柳の並木は切られる）

昭和44年

1969年

前年の銀座西に加え、銀座東も銀座に編入
現在の銀座一丁目から八丁目へと統合
東京駅「八重洲地下街」第2期完成

昭和52年

1977年

原宿に「カフェクレープ」開店

平成7年

1995年

阪神淡路大震災 地下鉄サリン事件

現「イグジットメルサ」開業⑤

平成9年

1997年

金融破綻 山一證券自主廃業

平成16年

2004年

イラク日本人人質事件 新潟県中越地震

日本橋室町「コレド日本橋」開業

新橋「日本テレビタワー」竣工 本社移転

「交詢社ビル」建替え⑥

平成24年

2012年

第二次安倍内閣発足

「東京スカイツリー」開業

「東京駅 赤煉瓦駅舎」復活

「数寄屋橋阪急」閉店⑤

「渋谷ヒカリエ」開業

「大丸東京店」改装開業

「ギンザコマツ」ビル開業「ユニクロ」開店⑥

「ゆりかもめ」新橋 有明間開通

「GAP」日本初上陸 数寄屋橋阪急1号店
「田崎真珠（ＴＡＺＡＫＩ）」銀座に出店⑤

「ジーユー（ＧＵ）」銀座旗艦店開店⑤
平成27年

2015年

パリ同時多発テロ事件

訪日外国人旅行者１９００万人超

平成28年

2016年

国勢調査で初の国内総人口減少

リオ五輪で日本 夏季最多メダル獲得

「三原橋地下街」老朽化で埋め立て

「イグジットメルサ」改装開店⑤
数寄屋橋に「東急プラザ銀座」開業⑤

平成29年

2017年

天皇退位特例法成立

将棋の藤井四段２９連勝

銀座の路線価、バブル期を超える

「銀座ソニービル」解体、銀座ソニーパークに⑤

平成30年

2018年

西日本豪雨 北海道地震 災害相次ぐ

平昌五輪で日本 冬季最多メダル獲得

「東京ミッドタウン日比谷」開業

「ハイアットセントリック銀座」開業⑥

平成31年

2019年

新元号「令和」を発表 ５月１日改元

東京都･銀座-臨海部の地下鉄路線整備方針

「アルマーニ銀座タワー」改装開店⑤
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使用データ
ハイライフ研究所「銀座来街者の行動特性と属性分析」
●調査概要
公益財団法人ハイライフ研究所が「銀座研究」の一環として実施した調査。NTTドコモ「モバイル空間統計」を活用し「銀座来街者の動線把握」と「追跡アン
ケート」を行った。銀座を中心とした地域を約250ｍメッシュで区切った13街区を対象地域として実施、銀座来街者の行動特性と属性分析を行った。
●ＮＴＴドコモ「モバイル空間統計」
ドコモ携帯電話の基地局情報を利用し携帯電話の台数を集計し地域ごとのドコモの普及率を加味することで動態的人口を推計する仕組み。性別、年齢、居住エ
リアなどの切り口で人々の移動や時間帯ごとの変化を把握できる（国内居住者約76百万台からの情報）。同意を得た会員を対象にしたｗｅｂ調査も別途「コ
コリサ」で行える。「di-PiNK」はインテージが「モバイル空間統計」と同社のリサーチデータを統合し分析を加えた調査手法。
●「来街者周遊分析」関連調査仕様
①データソース モバイル空統計（対象15～79歳男女） diｰPink DMP（同左）
②対象エリア
銀座 250mメッシュ×13エリア
③対象条件
土日の銀座来街者（居住・勤務者除く滞在者）の中で日中（10-17時台）に銀座13メッシュ内に2時間
以上連続滞在した人
④対象期間
2018年5月12-27日の土日曜

