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銀座の時層と
来街空間

デジタルにアナログに。街を楽しみ、街に学ぶ。
『ハイライフ的銀座の歩き方』（その８）

１.「銀座の時層と来街空間」（序）この連載コラムについて･･･････････････････････････Ｐ１

２.「銀座の時層」を読み解く 界隈の魅力を時層で探る⑥銀座五・六丁目（ＥＡＳＴ）編･･Ｐ２
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序 「 街 」を歩くということ

「表通り」があり「裏通り」がある。

「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、

人の営みの歴史を見つけたとき

自らのこれまで歩んだ足跡と、

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。

街を歩くことは人生に似ている。

そして銀座が語りかけることも。

＜アプローチ＞

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。

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。

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。

３． 銀座の歴史を知り「銀座の時層」を読み解く。

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。

４．街の動きから特定の世代と街の関係を想う。

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。

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。

『銀座の時層と来街空間』 その８ ①



『銀座の時層と来街空間』 その８ ②

■ 銀座五・六丁目（ＥＡＳＴ）の現在・概略

図２のとおり銀座五・六丁目（東）は、西境の銀座通り（中央通り・
国道15号）銀座四丁目との境から時計回りに晴海通りを東へ向かい昭
和通りを越えた東境（その向こうは築地）には首都高速都心環状線があ
ります。環状線に沿い銀座中学校に由来する銀中通りを南へ下り、新橋
演舞場の角で交差し西へと向かう演舞場通りが銀座七丁目との境です。
この道は昭和通りを越えると交詢社通りと名を変え銀座通りと交差しま
す。ここまでが今回の対象エリアです。五･六丁目の境はみゆき通りに
よって分けられます。

銀座四丁目交差点に面したこの界隈は銀座の中でも一際、賑やかな場
所で、銀座通り沿いは訪日外国人を含む多くの観光客で賑わっています。
時間帯によっては賑わいを越えて歩くのも一苦労。世界各国の人々が行
き交う多国籍スクランブル交差点の様相を呈します。日産のギャラリー
（NISSAN CROSSING）のあるGINZA PLACE（旧サッポロ銀座ビ
ル）は平成28年（2016年）に複合商業施設として開業（五丁目）。
GINZA-SIXは旧松坂屋銀座店を含む二つの街区を一体的に再開発した
複合商業施設として平成29年（2017年）開業（六丁目）。街の景色を
一新させました。その一方で銀座通りの裏手を歩くと昔の面影を残す路
地や歴史のある喫茶店に出会います。

昭和通りと首都高速都心環状線に挟まれた地区には歌舞伎座（銀座四
丁目）と大正14年（1925年）開業の新橋演舞場（銀座六丁目）があり、
周囲には足袋、手拭いの大野屋などの和装小物店、木挽町辨松（べんま
つ）などの老舗弁当屋、土産物店などが建ち並び、芝居見物の気分が盛
り上がる界隈となっています。大野屋と木挽町辨松の創業はともに明治
元年（1868年）、150年以上の歴史を積み重ねています。

昔の町名でいうと昭和5年（1930年）まで尾張町新地、尾張町、三
十間堀、木挽町と呼ばれた町に属した地区です。昭和26年（1951年）
までは町の中を割るように三十間堀川が流れていました（前回を参照下
さい）。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑥銀座五・六丁目（ＥＡＳＴ）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。今回は西から東へと折り返した銀座五・六丁目（ＥＡＳＴ）編です。

銀座５･６
ＥＡＳＴ

図１ 銀座五・六丁目【東】の位置

図２ 銀座五・六丁目【東】拡大図

1.銀座プレイスの外観デザイ
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6.晴海通りを挟み歌舞
伎座の向かいにある木
挽町辨松。銀座5丁目。

7.銀中通りから新橋演舞場
を望む。左手は築地。
銀座5丁目。

4.新橋演舞場外観。

5.ギンザシックスは銀座エリア最
大の商業施設面積を誇る。基本設
計と外観デザインは谷口吉生。
銀座6丁目。

2.ニッサンクロシングでは
最先端テクノロジーを搭
載した未来のクルマの展
示を見ることができる。
銀座5丁目。

4.昭和11年（1936年）創業の銀座
トリコロール。ネルドリップコー
ヒーとアップルパイは伝統の味。
銀座5丁目。

3.あずま通りから三原小路
の路地を見る。銀座5丁目。



１．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く
1611年（慶長16年） 伊藤蘭丸祐道が名古屋本町で呉服小間物「いとう呉服店」創業。
1879年（明治12年） 高級時計、宝飾品、鉄道模型の「天賞堂」印房店として創業。
1906年（明治39年） 「ヴァンクリーフ＆アーペル」フランスにて創業。
1924年（大正13年） 「松坂屋 銀座店」開店。全館土足入場可能な初の百貨店。
1925年（大正14年） 「フェンディ」イタリア、ローマにて創業。
1945年（昭和20年） 日本敗戦。GHQ、多くの施設を接収。松坂屋銀座店地下に米兵、将校

専用ダンスホール「オアシス･オブ･ギンザ」設置。
1946年（昭和21年） 「クリスチャン･ディオール」フランスにて創業。
1957年（昭和32年) 「ヴァレンティノ」イタリア、ローマにて創業。
1962年（昭和37年） 「イヴ･サンローラン」フランスにて創業。
1964年（昭和39年） 松坂屋銀座店、東京オリンピック選手村に百貨店で唯一出店。
2010年（平成22年） 松坂屋、大丸を吸収合併し大丸松坂屋百貨店に商号変更。
2013年（平成25年） 「松坂屋銀座店」閉店。
2017年（平成29年） 「GINZA-SIX」商業･オフィス･文化など複合施設として開業。

地下に「観世能楽堂」開業（渋谷松濤から移転）。

『銀座の時層と来街空間』 その８ ③

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑥銀座五・六丁目（ＥＡＳＴ）編

GINZAｰSIX （G S I X） 地下３F 観世能楽堂
事業主体：銀座六丁目10地区市街地再開発組合 管理運営：GINZA SIXリテールマネジメント・森ビル・住友商事
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＊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
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＊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 （ ）表記は次頁下※2参照
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＊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 （ ）表記は次頁下※3注参照
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＊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 （ ）表記は次頁下※4注参照
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鯛味噌屋

（井上竹次郎）

京橋商品館
勧工場

（木村恒吉）

サンデン電気

銀座通り東に面した銀座六丁目は平成29年開業の商業･オフィス･文化複合施設、GINZAｰSIXが全街区が占めています。松坂屋銀座店の跡地を
含む銀座通りに面した街区からあづま通りを跨ぐ街区に及ぶ再開発事業の結果､完成､開業時には銀座エリアで最大級の商業施設としても話題を集
めました。海外ブランドを多く出店する一方で地下3階には渋谷区松濤から移転した観世能楽堂、6階銀座蔦屋書店では日本文化に関する品揃えを
充実させるなど訪日観光客を含め日本再発見的な興味にも応える施設となっています。とはいえ、その巨大な建物（外観デザインは谷口吉生）を
見上げるにつけ溜息をつく人々もいます。松坂屋銀座店に想いを寄せる世代や、戦後まもないころのこの地の出来事を知る人々です。そこで今は
消えた松坂屋銀座店を通して銀座の時層を辿りたいと思います。松坂屋の歴史は慶長16年名古屋（尾張）創業のいとう呉服店に始まります。その
後、江戸に進出、上野の松坂屋を買収、明治43年には株式会社を設立し百貨店を開業します。大正5年の上野店に続き関東大震災翌年の大正13年
に新築されたビルを借り受け銀座復興のトップを切り松坂屋銀座店が開店します。銀座店は日本初の土足入場を断行、顧客の自動車による送迎
サービス、屋上に動物園開園など新しい取り組みで話題を呼びました。その後の改築では日本近代建築の父とも言われるアントニーレーモンドが
設計。外壁に一定のパターンで信楽焼きの陶器を貼りつけ見る角度で色合いに変化が生まれるデザインが施されていました。銀座には松坂屋開店
後、松屋銀座（大正14年）、三越銀座店（昭和5年）が開店、明治期に一世風靡した業態、勧工場は衰退しました。
さて、時を進め昭和20年、第二次世界大戦で日本は敗戦します。東京の市街地も焼け野原になります。厚木飛行場にマッカーサーが降り立ち、

9月15日には連合軍総司令部（ＧＨＱ）が日比谷第一生命館に設置され、銀座地区でも多くの施設が接収されます。服部時計店、聖路加病院、松
屋、東京宝塚劇場、帝国ホテル、大日本麦酒ビル･･･そして松坂屋銀座店。「銀座は進駐軍の街となり、やがてR･A･A（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ･ｱｿｼｴｰ
ｼｮﾝ）という施設が各所に設けられる。（中略）増改築中の松坂屋は、戦局悪化で工事中断していたが、R･A･Aの指令で地下室は、ダンサー400
名を擁するダンスホール『オアシス･オブ･ギンザ』となった。表向きはダンスホールやバーだが、米兵相手あるいは将校専用の慰安施設である」
（赤岩州吾編著 銀座歴史散歩地図草思社2015年 P92より）翌年、R･A･Aは解体しますが耐え難い不幸を背負う女性たちを生みます。華やか
な現在の建物を眺めるだけではわからない「場所の歴史」に目を向けることも時として必要と思えます。最後に明治35年の一覧に目を向けると洋
服、食品、宝飾品、機械商など実に多くの店が軒を連ねていたことがわかります。今、この地はひとつの建物に集約され営みを続けています。

図３ 銀座五・六丁目【東】
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（大竹忠次郎）

洋品雑貨
本木商店

（本木駒吉）

各地名産珍品
内外食料品
パン菓子
井上商店

（井上敬三）

國光生命保険
相互会社

SANTLAURENT

漬物商
千歳屋

（一松鎌太郎）

徴章賞盃
金銀盃便
銃砲商
天賞堂

更科蕎麦
布屋

（金子萬吉）

時計眼鏡
指輪宝石
服飾各品

（江沢金太郎）

鞄商第一
鞄屋支店

機械商
児島商店

東京貯蔵
銀行支店

東京貯蔵銀行
京橋支店

（ロベルト）



『銀座の時層と来街空間』 その８ ④

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑥銀座五・六丁目（ＥＡＳＴ）編

１．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く（続き）
1617年（元和3年） 和菓子「萬年堂」京都にて亀屋和泉の名で創業。戦後、銀座に移転。
1872年（明治5年） 日報社、東京日日新聞（現 毎日新聞）を創刊。明治7年銀座移転。

元和3年（1617年）京都で創業、和菓子の「萬年堂」東京に移転。
1890年（明治23年） 富貴寄（ふきよせ）の「銀座菊廼舎（きくのや）」歌舞伎煎餅で創業。
1894年（明治27年）「銀座若松」創業。昭和5年あんみつ発祥の店に。
1906年（明治39年） 「ナカヤシャツ」店創業。平成28年閉店。
1911年（明治44年） 銀座尾張町角に「カフェーライオン」（築地精養軒経営）開業。※1→
1922年（大正11年） 現在の「銀座藤屋」（着物･帯店）麻布で創業。
1931年（昭和6年） →※１大日本麦酒に経営が移り「ライオンエビスビヤホール」開業。
1963年（昭和38年） 「日産銀座ギャラリー」三愛ドリームセンターに開業。
1971年（昭和46年） 「銀座コア」開業。
2016年（平成28年） 「GINZA PLACE」開業 。NISSAN CROSSING、銀座ライオン再開。

みずほ銀行銀座通支店
（銀座第一ビルディング）

大
正
十
一
年

明
治
三
十
五
年

昭
和
五
年

＊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

大竹商店
（大竹額縁店）

銃砲商松井忠兵衛
学校洋品明進堂
志る古商初音

＊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。
（ ）表記は頁下※2参照

千疋屋分店

中屋シャツ店

ヲリヤマ鞄店

＊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 位置は写真と一致しない（ ）表記は次頁※3参照

昭
和
五
四
年

銀座日産ギャラリー 婦人服マミーナ
第一勧業銀行
（銀座通支店）

＊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（ ）表記は次頁※4照

※

緑
線
は
写
真
9
で
示
す
街
並
み
の
位
置

銀座6丁目から5丁目へと歩みを進めましょう。銀座通りとみゆき通りの角には大正11年一覧表以降、銀行の名前が続きます。東海銀行は三和銀
行との合併を経て今は三菱UFJ銀行です。昭和5年一覧表にある第一銀行は第一勧業銀行を経て平成14年、富士銀行、日本興行銀行との分割･合併
によりみずほ銀行となります。ナカヤシャツ店は江戸時代から糸屋を営み明治39年シャツ店として創業、オーダーシャツ店として戦前、戦後を歩
みますが平成28年に閉店しました。白牡丹は寛政2年創業、明治の銀座を語るには欠かせない化粧品と和装小物の店でしたが今世紀に入り閉店して
います。昭和5年一覧まで記録のある十一屋商店は洋燈（ランプ）や硝子器、金属洋食器類の輸入、製造販売で評判の店でした。宮内省御用達の他、
帝国ホテル、有名レストラン、公家、皇族、財閥を得意先としていましたが関東大震災による被災、その後の戦火の影響を受け店を閉じます。屋号
の由来は十を満点とすれば十一はそれ以上という事、当初、ランプの露天商を営んでいた時の露店仲間には服部金太郎（服部時計）もいたそうです。
昭和5年一覧にモスリン藤屋とあるのは、大正11年に麻布で創業した着物店、現在の銀座藤屋（会社名丸江藤屋）です。昭和46年にはその他地元
地権者10名と共同出資の元、銀座コアを設立、店舗はその４階にあります。銀座コアには魅力的な菓子の老舗があります。萬年堂は元和3年京都寺
町三条で創業、明治5年、遷都に伴い東京に移転した和菓子の店で、銘菓に高麗餅を赤飯に見立てた「御目出糖」があります。明治23年創業の銀座
菊廼舎（きくのや）は一缶の中に数十種もの小さな干菓子が彩りよく入った「冨貴寄」が売りの店です。冨貴寄は二代目が大正後期に考案、なんと
初代の本職はクリーニング店。待たせてる間に作った菓子を振舞ったところ、好評となり和菓子店として独立しました。そして明治27年創業、銀
座若松は元祖あんみつの店です。あんみつは昭和5年に開発されました。GINZAPLACEは平成28年にサッポロ銀座ビルに開業しました。この地に
は明治44年、日本初のカフェーとされるプランタンに続き、築地精養軒経営によるカフェー･ライオンが誕生します。前者は芸術家、文化人が集ま
るサロン的なお店、後者は一般客も集う料理や酒、珈琲を楽しむ店で、和服にエプロンをした女性が給仕をしました。大正期にはカフェーのブーム
が訪れます。関東大震災後、銀座通り向かい側にカフェータイガーが開業しますが、女給のサービスを売りにした風俗的色合いの濃いものでした。
カフェーライオンは昭和6年に経営が大日本麦酒に移りライオンエビスビヤホールに姿を変えます。現在も地下でビヤホールは健在です。
注*「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。※2･※3※4カッコ内は
「ものがたり銀座小史」巻末年表を元に加筆しました。※２は大正10年8月、※３は昭和5年12月、※4は昭和55年と時期がやや異なります。

青木時計店

白牡丹（本店）

水沢漆器店

全勝堂

美濃常本店

カフェーライオン

図４ 銀座五・六丁目【東】

9

み
ゆ
き
通
り

晴
海
通
り

プラダ銀座

氷菓物商かもや
（小林徳三）

機械商山田屋
（中北庄吉）

毛織物商
鈴木商店

（鈴木一作）

宝石類 洋品商
玉屋分店

（宮田庄三郎）

毎日新聞社
（社長 島田三郎）

東海銀行
京橋支店

牧野営業所
（牧野研究所）

雑貨及オモチャ
加藤雑貨店

（加藤欽次郎）

関口子供洋服店
（関口源太郎）

洋食器具類 十一屋
（木村新太郎）

日米商店
（長 岡崎久次郎）

松屋呉服店

カフェーライオン
（精養軒）

十一屋商店

（レストラン）
コックドール

三美堂
（銀座売店）

ファンケル
銀座スクエア

GINZA PLACE

洋品商 美濃屋
（山田常吉）

洋燈硝子器具商
十一屋

（木村新太郎）

勧工場
（山口幸次郎）

オリヤマ新築店

青木タバコ

（牛鳥）早川亭

（あんみつ）
月ケ瀬

NISSAN CROSSING

銀座コア

エアウィーヴ オスロコーヒー

銀座若松 銀座萬年堂本店
（銀座プラザ58）

銀座大和屋
ZENITH

GEOX銀座店
（ナカヤビル）

足袋商堺屋
（高山清助）

時計商大勝堂
（槙野辰蔵）

有松絞呉服商
源屋

（山高圓工）

下駄商松屋
（松本孝八）

シャツ商
美佐古堂

双樹軒林家
（林佐治兵衛）

時計商竹川町支店
（青木元）

漆器商押田屋
（水沢市太郎）

内外煙草商
（内田安兵衛）

洋品雑貨
美濃常商店
（山田常吉）

金物商中北商店
（中北庄吉）

時計貴金属宝石
大勝堂

（槙野辰蔵）

絵葉書 美佐古堂

水澤漆器店

化粧品小間物
白牡丹本店

シャツ中屋
（金子幸一）

モスリン藤屋 大勝堂

（呉服）増見屋

関口洋品店 双葉商店
天野時計店

第一銀行支店

（銀座ライオン） （丸江藤屋）

銀座コアBL
7f テクニクス銀座

（やまと屋） 高速商会

（白牡丹）
（ナカヤシャツ店）

（ヒューリック銀座ワールドタウンビル）

加賀屋

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

地下2F ライオン銀座5丁目店
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10.GINZA PLACE。
１F/2Fは日産ショールーム
のニッサンクロッシング
4F/5F/6Fはソニーのショー
ルームやショップ、ギャラ
リー、その上にはレストラ
ンや金製品ギャラリーがあ
る。地下には銀座ライオン
ビヤホールの他、ビヤバー、
台湾カフェなどがあり地下
鉄銀座駅と入口がつながっ
ている。
交差点を挟み銀座のシンボ
ル、昭和7年竣工の和光本館。
クラインダイサムアーキテ
クツによる白磁の陶器のよ
うな外観は、昭和モダンの
和光本館と絶妙なコントラ
ストを感じさせ街の景観と
なっている。

12．銀座コア正面。老舗を含む地元
地権者11人の共同出資で昭和46
年に開業した。前頁、昭和54年
の一覧図にもあるように、以前
は松下電器（現パナソニック）
のショールーム「テクニクス銀
座」があり、ラジオ番組の公開
録音も行われていた。６Fには平
成29年まで書籍のブックファー
ストがあったが、今は手芸用品
生地の専門店、ユザワヤが入っ
ている。

16.GINZAｰSIXは館内吹き抜
け空間や正面エントラン
スの装飾にその時々遊び
心のあるアートを取り入
れている。写真は令和2
年1月の正面エントラン
ス。グラフィックやオブ
ジェで人の目を楽しませ
ている。

15.GINZAｰSIX。
建築設計は谷口吉生。
オフィスが入る上層階は
ステンレスの「ひさし」
を巡らし一目でわかる統
一感を演出、下層の商業
施設は中央通りに並ぶブ
ランドショップのファザ
ードを「のれん」と位置
付けているという。
延床14.8万㎡の巨大な複
合施設だ。光っている角
の辺りはかつて松坂屋銀
座店だった。入居する当
初の予定は無くなった。

13.元和3年創業、和菓子の萬年堂
看板。銘菓「御目出糖」は「秘
書が選ぶ接待の手土産」などで
紹介されることもある。

11.NISSAN CROSSINGの正面
ウィンドウ。令和2年1月
撮影の写真には和光本館や
銀座の街並みが映り込んで
いる。
この時の展示車はNISSAN
FORMULA Eレプリカモデ
ル。ショールームにある
展示車をみられる他、体験
型イベントやミニカーなど
オリジナルグッズを買える
ブティック、カフェなどが
ある。展示車の前で記念写
真を撮る訪日観光客の姿が
目立つ場所でもある。

銀座通り沿い 銀座五丁目 銀座通り沿い 銀座六丁目

14.明治27年銀座創業、銀座若松の
ショーウインドウには「あんみつ
発祥の店」とある。

17.GINZAｰSIXは建物の中を歩車分離したあづま通りが
貫通している。手前の交差する道はみゆき通り。

18.地下鉄の銀座駅からGINZAｰSIXへとつながる地下連
絡通路。所謂あづま通り地下。来街者の利便性や
回遊性、バリアフリーの導線強化に向け整備され
たという。機能的ではあるが街歩きには味気無さ
も感じる。



今回、登場する昔の町名は既出のため、由来などはバックナンバーを
参照いただくこととし、昔の町名とともに地域の時層をみていきます。

①現在の銀座六丁目を東西に貫く学問と産業の礎を築いた痕跡
・尾張町に森有礼、一橋大学の前身、商法講習所を開講。

GINZA-SIX前の歩道に商法講習所碑があります。商法講習所は英
国留学、明治政府の米国公使を務める中で欧米思想の影響を受けた
森有礼（もりありのり）が、明治8年に私塾として開講、明治初期の
商業貿易教育に大きく貢献しました。森有礼はその後、伊藤博文内
閣の文部大臣となります。講習所は文部省直轄となる等の改称改編
の後、昭和24年に一橋大学となります。

・木挽町に佐久間象山、兵学塾を開く。
GINZAｰSIXからみゆき通りを東へ向かい昭和通りを渡ってすぐ、

電源開発（JｰPOWER）本社ビルの横、みゆき通り歩道に、中央区
教育委員会の佐久間象山塾跡の説明板があります。佐久間象山は江
戸後期の思想家で儒学を修めた後、海防（海上からの外国の侵略に
対する防衛）の問題に専心、海防方策の講義を行う目的で嘉永4年
に兵学塾を開きました。門下には勝海舟、吉田松陰、坂本龍馬など
の人材が集まりましたが、後に吉田松陰の米国密航に失敗した事件
への連座で塾は閉鎖、元治元年（1864年）には尊王攘夷派によっ
て暗殺されました。ちなみに兵学塾の向かい側（銀座5丁目）には
幕府奥絵師、木挽町狩野家の画塾があり、多くの絵師を育てました。

・日本初。木挽町は商工会議所発祥の地。
電源開発からみゆき通りを築地方面に向かうと銀座6丁目スクエア

ビル（旧日産本社ビル・現 三井不動産）があります。その一角に、
東京商工会議所発祥の地碑があります。明治11年、日本初の商工会
議所「東京商法会議所」が設立された場所です。江戸幕府の長い鎖
国政策により欧米諸国に立ち遅れた国力強化のため、明治政府は富
国強兵･殖産興業、文明開化を国策の中心に掲げました。外国貿易振
興、諸外国との不平等条約改正は喫緊の課題でありそのためには商
工業者の組織づくりが急務でした。伊藤博文、大隈重信が商工業者
代表機関設立を渋沢栄一に働きかけ商工会議所が誕生します。

②木挽町は新橋花柳界と芝居が織りなす日本文化が味わえる街。
・新橋芸者の技芸向上、披露の場として新橋演舞場開場。
京阪にある歌舞練場や演舞場を手本に新橋芸者の技芸向、披露の

場を作ろうとの花柳界の重鎮発案のもと大正14年に開場したのが新
橋演舞場です。2年前の関東大震災を乗り越えての劇場建設でした。
新橋芸者衆（粋！艶！）の踊り、幕間には料亭（新喜楽、金田中、

東京吉兆など）の食と銘酒を楽しむ「東（あずま）をどり」は令和
2年5月の開催で第96回を迎えます。東をどりはその開催時期から
歳時記で晩春の季語とされるほど定着しています。新橋演舞場は昭
和15年に松竹と興行契約を結び松竹傘下の劇場となり、歌舞伎、新
派、新国劇、新喜劇など多彩な分野の公演を行うに至っています。
最近の演目を見ても、新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」・スーパー
歌舞伎「新版オグリ」・ミュージカル「ペテン師と詐欺師」・松竹
新喜劇「大阪の家族はつらいよ」などの多彩なプログラムが目を惹
きます。思えば銀座界隈はさまざまな劇場が集積したエリアです。
歌舞伎座、日比谷まで歩けは日生劇場、東京宝塚劇場、帝国劇場、
銀座には博品館劇場、観世能楽堂もあります。江戸期、観世流の
元々の本拠は銀座にありました。江戸期、旧木挽町には木挽町三座

（山村座、河原崎座、森田座）がありました。大正期には新劇初の劇場、築地
小劇場もありました。ライブとしての演劇は複製の出来ない文化です。旧木
挽町で味わう伝統芸能も様式や精神の継承を通じて次代の花形（人）を育て
ることでしか存続できません。①に習えば銀座は技芸塾の街でもあります。

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑥銀座五・六丁目（ＥＡＳＴ）編
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『銀座の時層と来街空間』 その８ ⑥

図５ 銀座五・六丁目【東】撮影位置 写真番号
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２．銀座六丁目の魅力を昔の町名とともに探る
1851年（嘉永４年） 木挽町に佐久間象山、兵学塾を開く。
1875年（明治8年） 尾張町に森有礼、商法講習所を開講。
1878年（明治11年）木挽町に日本初の商工会議所「東京商法会議所」設立。

1925年（大正14年）木挽町に「新橋演舞場」開場。

19.明治8年この地に商法講習所を
開設す これ現在の一橋大学の発
端なり とある。この碑を設計し
たのは目の前にあるGINZA-SIXを
手掛けた谷口吉生の父、谷口吉郎
である。（銀座6丁目）

20.佐久間象山塾跡（銀座6丁目）

①現在の銀座六丁目を東西に貫く学問と産業の礎を築いた痕跡

21.東京商工会議所発祥の地碑。
（銀座6丁目）

22.奥のビルは
電源開発。手前
は銀座6丁目スク
エアビル。
（銀座6丁目）

②木挽町は新橋花柳界と芝居が織りなす日本文化が味わえる街。

←23.新橋演舞場（銀座6丁目）

24.→新橋演舞場の裏手にある
演舞場稲荷大明神。

（銀座6丁目）

25.↓新橋演舞場正面。撮影時
の初春歌舞伎公演の飾付。

（銀座6丁目）
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①表通り、裏通り、路地。それぞれの魅力が連なり帯をなす。
・尾張町 ビルの中の路地「GINZA ALLEY」
銀座通りに面した銀座コアの隣、ヒューリック銀座ワールドタウ

ンビルにGINZA AELLYという、あづま通りへ抜けるビル内路地が
あります。銀座コア出店の銀座若松、萬年堂の店舗もこの路地沿い
となります。ということは建物と建物の間の路地ということでしょ
うか。ここらへんの事情は「GINZA ALLEYも残るまでには紆余曲
折があった。新しくビルを建てる計画が持ちあがった時に、路地の
両脇で商いをしていた人たちの行き場がなくなるということで、裁
判までして勝ち取った路地である。」（岡本哲志 著「銀座を歩く・
四百年の歴史体験」 P109）という事です。元祖あんみつの銀座若
松もその路地中程で営んでいた事が昭和29年の図でわかります。
（「銀座五、六、七、八丁目要図」昭和29年度新版 調査作図、製作
生川慎一郎）。このようにふらりと裏道へ抜けられるだけでなく商
いが営まれている路地空間があることは、何気なく銀座の魅力を引
き立てています。

・三十間堀 裏通りの間に佇む風情ある空間、三原小路。
元々、現在のあづま通りと三原通りの間（三十間堀）の間の多くは

質商を営む田村藤兵衛の敷地で、その土地利用として三十間堀川沿
いを商いや居住の場を提供してきました。ところが昭和21年、連合
軍占領下で財産税法が制定され、田村藤兵衛は多くの土地を失い、
土地が細分化されました。「小規模な土地を得た人たちが各々出し
合って路地をつくりだした。」（岡本哲史 著「銀座を歩く・四百年
の歴史体験」P106）その結果、生まれたのが三原小路です。再整
備された石畳の小路は短いながらも風情漂う空間となっています。
今は間口の広い洒落た店もありますが、前出の昭和29年要図を見る
と18もの店が軒を連ね、現在もある治郎長（日本料理）の名も見ら
れます。バーや小料理屋らしき屋号の一例を挙げ往時を想像してみ
ましょう。割烹花実や、割烹豊國、鳥新、美佐古、留寿し･･･。
度重なる火事に悩まされ街の人々が原因を探ったところ以前、この
地にはが祀られていたもとがわかり、京都伏見神社に御霊をいただ
き氏神様、山王日枝神社に御祈祷願い、あづま稲荷大明神を祀った
とのことです。着物姿の女性が長い時間かけてお参りする姿を何度
となくみかけました。

・三十間堀 昭和な光景がいまも残る場末セットの如き路地裏。
三原小路を三原通り側へ抜け、晴海通り方面へ数歩、歩くと表通り
の喧噪から切り離され、昭和で時間が止まってしまったような袋小
路があります。ゲートをくぐり抜けると、かなり古い2階建て長屋が
あり、焼肉屋、中華、バー、などの看板が並ぶ飲食店街です。東京
園は予約の取りづらい焼肉の名店です。中華三原は炒飯や湯麵が人
気の町中華です。奥にはミシュラン獲得のあなご屋銀座ひらいがあ
り、店主は日本橋玉井の出身だそうです。他にも居酒屋、フランス
料理屋、麻雀などの看板があり、興味をそそります。日本の商業地
で最も地価の高い銀座4丁目交差点界隈のすぐ近く、ニッサンクロッ
シングから歩いてもたった2・3分の場所にこのような空間が広がっ
ているのは奇跡としかいいようがありません（賞賛の意です）。袋
小路にある2階建ての建物は銀座田村ビル所有と思われます。田村藤
兵衛氏から次代へと引き継がれているのでしよう。詳しい事情まで
は調べられませんでしたが土地利用に効率性を求める今日、地元へ
の愛情に根差した反骨の土地利用とすら思えてしまいます。建物の
老朽化などの問題は抱えているものと思われますが保存したい景観
です。

『銀座の時層と来街空間』 その８ ⑦

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑥銀座五・六丁目（ＥＡＳＴ）編

26.GINZA ALLEYを銀座通りからみる。
奥に銀座若松。（銀座5丁目）

30.三原小路、横にある袋小路ゲート。モノクロも似合う（銀座5丁目）

28.あづま稲荷大明神（銀座5丁目）

27.三原小路。あづま通りからみる。
（銀座5丁目）

29.三原小路ゲート。三原通り側。
（銀座5丁目）

３．銀座五丁目の魅力を昔の町名とともに探る
1868年（明治元年） 足袋、手拭い、和装小物「銀座大野屋」創業。
1923年（大正12年）尾張町新地は尾張町一丁目編入となり消滅。
1936年（昭和11年）喫茶店「銀座トリコロール」創業。
1946年（昭和21年）連合軍占領下で、個人の財産に税金を課す財産税法制定。
1949年（昭和24年）水路「三十間堀川」埋立完了。
1971年（昭和41年）「銀座コア」開業。
1982年（昭和57年）ヒューリック銀座ワールドタウンビル竣工。

31.袋小路の二階建て
飲食街。

（銀座5丁目）

①表通り、裏通り、路地。それぞれの魅力が連なり帯をなす。

図６ 銀座五・六丁目【東】撮影位置 写真番号

←23.新橋演舞場（銀座6丁目）
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①目利きご贔屓の存在。人が店を育て、店が街の財産となる。
・尾張町 あずま通り「トリコロール本店」。

あづま通り、ギンザアレイのほぼ向かいに煉瓦造りの壁と三色旗
入口の回転扉が目を惹く店があります。昭和11年創業、高品質の
コーヒーとアンティークな調度品に囲まれた空間が愉しめる喫茶店
「トリコロール本店」です。コーヒーの普及を目的に木村コーヒー店

（現キーコーヒー）故柴田文次が開店、当時は画家や文士にも人気が
あったそうです。現在も美味しい珈琲と贅沢な時間、空間を求めて
人が訪れます。常連客と店の関係を表したエピソードがあります。

「『トリコロール』には、コーヒーを“落とす人”（抽出技術者）
がつねに三人いるが、常連客にはそれぞれ贔屓があり、客によって
そっと代わったりもする。（中略）『きょうは疲れているの？』と、
味をみてやさしくもきびしく言われた体験があるという」（村松友
視 著 「銀座の喫茶店物語」文芸春秋P68･69）ご贔屓の存在が店を
育て、店の存在が街の財産となる一例ではないだろうか。

・木挽町 昭和通りと晴海通りの角にある足袋の「大野屋」。
「大野屋」は明治元年創業の足袋、手拭い、和雑貨を扱う老舗店で

す。中村屋、成駒屋、隈取など豊富な歌舞伎柄や、干支などを施し
た手拭いの品揃えは旅行客の興味をそそります。足袋も白足袋、紺
足袋、柄足袋と豊富です。ここで忘れてはならないのは、目利きの
ご贔屓筋の存在です。歌舞伎役者、歌舞伎座の職人など足に合った
良い仕立ての足袋を求める厳しい目に応えることで商いは続きます。
新富町には大野屋総本店があり、安永年間創業、新富町で店を構え
たのは嘉永2年（1849年）との事。両店とも歩みは続きます。

『銀座の時層と来街空間』 その８ ⓼

３．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⑥銀座五・六丁目（ＥＡＳＴ）編

32.銀座大野屋 左 正面 中 昭和通りをはさみ
対角線上に歌舞伎座 右 手拭い。（銀座5丁目）

31.トリコロール本店 左 回転扉 中 二階外観 右 入口横の絵画。
（銀座5丁目）

３．銀座五丁目の魅力を昔の町名とともに探る（続き）
②目利きご贔屓の存在。客人が店を育て、店が街の財産となる。

今月の銀座
『生と初』
生を観る（芝居）、生を飲む（ビヤホール）、生を食（生菓子･
鮨）。遺伝子に組み込まれてるが如く日本人は生（ﾅﾏ）が好き
です。銀座は極めつけの「生」を愉しめる街でもあります。そ
して発明。松坂屋の土足入場断行、あんみつの銀座若松。当た
り前となっている「日本で初めて」が銀座には多くあります。
最近はどうでしょう。これからも新たなことの発祥の地であっ
て欲しいと思います。
『地元愛』
老舗など古くからの地権者は地元に愛着を持って土地活用をし
てきました。時に路地を守り、また、新たな路地を作りました。
反骨の土地活用と思いたくなる一角にも地元愛の気配が充満し
ています。
『贔屓に応える』
銀座にはそれぞれの分野の目利きがいます。目利きのご贔屓に
応えようと店が育ちます。持続的な商いを志し営みを続けます。
店は街の財産となり、訪れる人の心を潤します。
『ReBORN力』
新橋演舞場は関東大震災を跨いで竣工し開場します。銀座の街
は震災後、急速に復興を遂げ昭和初期の賑わいを生み出します。
敗戦後、銀座はGHQの街になりました。しかしその数年後には
新たな発展を遂げる街になります。再生の底力の源泉はどこに
あるのでしょう。
『表裏一帯』
表通りと裏通りは表裏一体ではありません。表が偉いわけでも
裏が日陰なわけでもない。それぞれに役割がありそれが帯をな
してひとつの魅力を生み出す。そんな事を思いました。
『学びの都』
新しい時代に立ち向かうための学びの場がありました。官庁が
間近にあった事も無関係ではないでしょう。無形の伝統芸能は
後継が学び育つことでしか存続しません。学校に限らず、稽古
場に限らず人が学び育つ環境で銀座があり続ける事も大事です。

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・六丁目イーストサイド」です。

表裏
一帯

ＲｅＢＯＲＮ

力

贔屓に
応える

地元愛

生と発明

学びの都

●新富町にある大野屋
総本店の店舗。



『銀座の時層と来街空間』 その８ ⑨

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。第八回は「銀座五丁目・六丁目イーストサイド」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 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 商業・飲食業・産業・建物・文化・流行

江戸・慶長 1611年 名古屋で呉服小間物「いとう呉服店」創業⑥

江戸・慶長 1612年 第二回天下普請 「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・元和 1617年 日光東照宮社殿竣工 吉原遊郭の開設許可 和菓子「萬年堂」京都創業1869年八重洲⑧

江戸・嘉永 1851年 木挽町に佐久間象山、兵学塾を開く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 足袋等和装小物「銀座大野屋」創業⑤

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 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）」創刊④⑤

明治8年 1875年 江華島事件（李氏朝鮮との戦いに勝利） 平民苗字必称義務令公布（苗字義務化） 「京橋」木橋から石造へ改架(親柱が残る） 尾張町に森有礼、商法講習所を開講⑥

明治11年 1878年 東京証券取引所開設 「泰明小学校」開校（煉瓦建築） 木挽町に日本初の商工会議所設立⑥

明治12年 1879年 琉球処分　沖縄県を設置 宝飾品「天賞堂」印房店として創業⑥↓④

明治23年 1890年 第一回衆議院議員選挙　教育勅語 「帝国ホテル」開業 キリスト教・メソジスト教「銀座教会」誕生④ 和菓子、富貴寄の「銀座菊廼舎」創業⑤

明治27年 1894年 日清戦争勃発 元祖あんみつの「銀座若松」創業⑤

明治39年 1906年 ｢ヴァンクリーフ＆アーベル」フランスで創業⑥

明治39年 1906年 「ナカヤシャツ」創業。平成28年閉店⑤

明治44年 1911年 国産飛行機奈良原式2号機飛行に成功 松山省三「カフェープランタン」開業 丸の内に「帝国劇場」開場 「カフェーライオン」開業⑤

大正11年 1922年 上野で平和記念東京博覧会開催 「文化住宅」登場、人気に 丸の内に「東京會舘」開業 現在の「銀座藤屋」麻布で創業⑤

大正12年 1923年 関東大震災発生　死者10万人超 山手線は震災直後、ＳＬで運行復活 尾張町新地は尾張町一丁目編入となり消滅⑤

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） 「松坂屋銀座支店」開店⑥（初の土足）

大正14年 1925年 NHKラジオ放送開始　治安維持法制定 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 ＊「フェンディ」イタリア・ローマで設立

昭和5年 1930年 帝都震災復興式典・新道路建設 町名としての銀座、四丁目までから八丁目までに 江戸前天ぷら「天一」創業⑥

尾張町などの町を加え銀座五丁目から八丁目まで 「ヨネイビル」竣工②

起立、銀座の西、外濠川内側に位置する南紺屋町 1673年創業「三越」銀座店開店④

などを併合し銀座西一丁目から八丁目まで起立 「つばめグリル」新橋駅構内に創業①→⑤

昭和6年 1931年 満州事変勃発 街のチンドン屋増加 「日動画廊」開業⑤ 大日本麦酒「ライオンエビスビヤホール」開業⑤

昭和11年 1936年 喫茶店「銀座トリコロール本店」銀座で創業⑤

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（GHQ)接収施設の街となる 松坂屋銀座店地下に米兵専用ダンスホール⑥

昭和21年 1946年 日本国憲法公布　財産税法制定 食糧難　米国緊急援助物資 「クリスチャン･ディオール」フランスで創業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 「三十間堀川」の埋め立て完了 和菓子「空也」移転⑥（1884年上野創業）

木挽町を「銀座東」と改名（～1969年） グランドキャバレー「白いバラ」開業③

（三十間堀川埋立てで銀座と地続きとなる） 映画「銀座化粧」（成瀬巳喜男監督）

昭和32年 1957年 関門トンネル開通 地下鉄丸の内線西銀座駅開業（後に銀座駅） 「ヴァレンティノ」イタリア･ローマで創業⑥

昭和37年 1962年 キューバ危機 「ホテルオークラ」開業 東京都人口１千万人突破 「イヴ･サンローラン」フランスで創業⑥

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 「日産銀座ギャラリー」三愛に開業⑤

昭和39年 1964年 東京オリンピック開催　東海道新幹線 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 松坂屋銀座店、東京五輪選手村に出店⑥

昭和46年 1971年 ドルショック 新宿「京王プラザホテル本館」開業 「ニュー新橋ビル」竣工 「銀座コア」開店⑤

昭和57年 1982年 第一次中曽根内閣誕生　積木崩し 映画「蒲田行進曲」ヒット ヒューリック銀座ワールドタウンビル竣工⑤

平成22年 2010年 尖閣諸島沖巡視船衝突 羽田空港新国際ターミナル使用開始 松坂屋、大丸を吸収合併し商号変更⑥

平成25年 2013年 安倍内閣 消費税８％閣議決定 副都心線と東横線直通運転開通 「歌舞伎座タワー」新装開場 「松坂屋銀座店」閉店⑥

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 サッポロ銀座「GINZA　PLACE」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 「GINZA　SIX」開業⑥高さ56m

「観世能楽堂」松涛からGINZAｰSIX内に移築
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