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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。（連載終了）
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．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⓼銀座一・二丁目（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。今回は銀座一・二丁目（ＥＡＳＴ）編です。
図１ 銀座一・二丁目【東】の位置

■ 銀座一・二丁目（ＥＡＳＴ）の現在・概略
北

銀座１･２
ＥＡＳＴ

図２のとおり銀座一・二丁目（東）は、銀座通り（中央通り・国道
15号）、京橋との境の東京高速道路、築地との境の首都高速都心環状
線、亀井橋から昭和通りを越え銀座マロニエ通りへと続く銀座三丁目境
の道路に囲まれたエリアです。一･二丁目の境は銀座柳通りによって分
けられます。
このエリアを特徴づけているのは、銀座発祥の地であること、大正から
昭和初期にかけての当時の面影を残す建築物がいくつか現存しているこ
となどが挙げられます。一方で2010年代には銀座三原通りなど旧三十
間堀川周辺を中心にホテルの建設が目立っています。

慶長17年、徳川幕府は駿府（現在の静岡市）にあった「銀貨幣鋳造
と管理を行う銀座役所」を現在の銀座二丁目東側に移設しました。それ
からこの辺りでは両替屋が移り住み、新両替町と町の名を定められまし
た。江戸期において地名としての銀座は通称にすぎませんでしたが、明
治2年、新両替町の町名は廃止され三十間堀西側などを編入し銀座とい
う町名が起立します。その由来の地となったのが銀座二丁目東側という
ことになります。
銀座一丁目、銀座三原通り沿いにある「奥野ビル」は昭和7年に集合
住宅「銀座アパート」として始まった建物です。銀座二丁目銀座柳通り
沿いの「ヨネイビル」は昭和5年に「米井商店（現 株式会社ヨネイ）本
社ビル」として建てられた建物です。銀座一丁目、新富町と隣接した街
区には昭和4年竣工の装飾性豊かな「鈴木ビル」があります。いずれも
昭和初期の趣や気配を感じるモダン建築で、眺めているだけで時間旅行
が楽しめます。銀座二丁目「秩父錦」の建物は大正13年に薪炭店が建
てた純木造建築で、その廃業とともに秩父錦の蔵元が居酒屋を開業しま
した。いずれも関東大震災からの復興期に生まれた建築物です。
銀座一丁目にはウエディングをテーマとした商業施設「キラリトギン
ザ」が平成26年に開業しました。また「ブルガリ銀座タワー」「ティ
ファニー銀座本店」「ハリーウィンストン銀座本店」など高級宝飾品ブ
ランドの旗艦店が表通りには集積し、女性の目を楽しませています。
図２ 銀座一・二丁目【東】拡大図

また、かつて映画館「テアトル東京」（昭和30年開業）その後「ホ
テル西洋銀座」（昭和62年開業）があった銀座の京橋隣接地には令和
元年「コナミクリエイティブセンター」のビルが竣工しました。ここは
ゲームの開発拠点となる他、ｅスポーツの複合施設が開設されるなど、
銀座に新たな人の流れが生まれることを予感させる施設といえましょう。
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1.銀座発祥の地の碑。
銀座2丁目銀座通り。

15

2.昭和5年竣工ヨネイビル。 3.キラリトギンザ。 4.コナミクリエイ
銀座1丁目銀座通り。 ティブセンター。
銀座2丁目 銀座柳通り。

6

5.ティファニー銀座本店。正面歩道に1の 6.秩父錦の純木造建築。 7.奥野ビル1階の装飾窓。
銀座発祥の地の碑裏がみえる。銀座2丁目。 銀座2丁目木挽町仲通り。銀座1丁目銀座三原通り。
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図３ 銀座一・二丁目【東】

２．「銀座の時層」を読み解く
1612年（慶長17年）
1792年（寛政4年）
1800年（寛政12年）
1837年（天保8年）
1884年（明治17年）
1899年（明治32年）
1904年（明治37年）
1914年（大正3年）
1920年（大正9年）
1928年（昭和3年）
1952年（昭和27年）
1964年（昭和39年）
1971年（昭和46年）
2007年（平成19年）
2008年（平成20年）

※

界隈の魅力を時層で探る⓼銀座一・二丁目（ＥＡＳＴ）編
１．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く

緑
線
は
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真
７
で
示
す
街
並
み
の
位
置

駿府の銀貨鋳造所（銀座）、新両替町（現在の銀座2丁目）に移転。
仏壇仏具の「銀座 安田松慶堂」創業（現在の銀座本店は銀座7丁目）。
「銀座」制度大改正。「銀座」は蠣殻町へ移転。
「ティファニー」アメリカ･ニューヨークで創業。
「ブルガリ」イタリア・ローマで設立。
三共商店（三共、現在の第一三共）設立。
「銀座･伊東屋」和漢洋文房具店として銀座3丁目に開業。
刃物の「銀座菊秀」、銀座2丁目で金物屋として開業。
明治14年創業の服部時計店、仮営業所を銀座2丁目に設置。昭和7年移転。
総合喫茶レストラン「オリンピック」開店。
昭和15年創業の小林洋服店「銀座英国屋」として銀座4丁目に出店。
「銀座ルノアール」前身の花見商事（煎餅店の喫茶部門から独立）設立。
名鉄メルサ（現在の「メルサGINZA2」）開業。
「ブルガリ銀座タワー」開店。
「ティファニー銀座本店」新装開店。

●銀座二丁目 銀座通り東側（左境：銀座柳通り/銀座一丁目側・右境：銀座マロニエ通り/銀座三丁目側）
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銀
座
柳
通
り
銀座英國屋
（藤田ビル）

メルサGINZA２
（銀座貿易ビル）

銀座 伊東屋 ブリガリ銀座タワー
ティファニー銀座本店
（ティファニー銀座ビル）（G.Itoyaビル）（第一三共銀座ビル）

銀
座
マ
ロ
ニ
エ
通
り

缶詰製造業 帯商大國屋 志やも
そば商
明 男女洋服裁縫業 呉服太物商 精錡水本舗 第二南谷勧工場 鉄物機械商 毛織物商
和洋食料
書籍
青山商店 株式会社海陸社（片桐ヒサ） 飲食業
月勝
治
栄屋
楽善堂薬房 （南谷清兵衛） 田島商店
缶詰商
伊勢幸
大黒屋 （沢田勝五郎） 出版業
（青山幾太郎）（勝寄栄吉）
三
（田島爲助）
菊屋
（青木竹） （石井正吉）（岸田吟香）
服部國太郎
十
（宮永重三郎）
菓子商
大倉書店分店※
五
福田屋
＊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
（川田栄太郎）
＊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
正
十
一
年
昭
和
五
年
昭
和
五
四
年

玩具
毛織物
精工舎時計貴金属美術品
子供屋
石丸商店
服部時計店
（森利助）（石丸栄吉）
（服部金太郎）

洋品雑貨毛織物 食料品
酒井硝子店 明治屋発送部 包刀類
山口銀行銀座支店
菊秀本店
鈴幸支店
（酒井芳太郎）
菊屋
第百銀座支店
（井上竹次郎） （鈴木幸夫） （羽田如雲）
美術品商生秀館
菊秀刃物店※ 鈴幸洋傘店※
朝鮮産業貿易会社※
（青木金次郎）
貯蓄銀行

＊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
安田松慶店
石丸商店
安田商店※ ※石丸商店毛織物店

位置は写真と一致しない

カフェ銀座会館
タカタ オリンピック 酒井ガラス店
（判読不能）
洋食※
グランドギンザカフェー・黒猫カフェー（昭和7年頃の火保図より）
服部時計店

カフェーキリン

＊参考表「ものがたり銀座小史・付表Ⅱ銀座通り一～八丁目店舗変遷表 昭和5年12月20日」より

セントラル美術館

名鉄メルサ

英国屋
ルノアール

鹿児島県
観光物産事務所

＊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

レストランオリンピック
位置は写真と一致しない

菊秀商店
三共製薬売店
菊秀金物店※

位置は写真と一致しない

三共ファーマシー
銀座支店※
（ ）表記は次頁下※4注参照
伊東屋

明治35年の一覧の中に「書籍出版業 服部國太郎」とあります。服部は当時の大手出版社･大倉書店の番頭で、夏目漱石「吾輩は猫である」の出
石蝋水油
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
版を仕掛けた人物でした（発行は大倉書店、服部書店連名）。「楽善堂薬房」は銀座生まれの洋画家、随筆家
岸田劉生（明治24年生れ）の父、岸
合名会社
販売所
（柴田光之助） 洋傘商 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
田吟香が営む、目薬の精錡水（せいきすい）で名の通った店でした。吟香の道楽で店を薬房と書房に分け書籍販売もしていました。「第二南谷勧
大倉組
甲斐絹屋
（渡辺てつ）
（山口幸次郎）
工場」はこのブロックで最も大きな間口を占めていました。勧工場は様々な物品を一か所に集めて販売する形式で明治期に人気を呼びました。
明治屋 諸活版販売
活版印刷所廣明堂
大正11年の一覧からは勧工場は消え「服部時計店」が最も大きな間口を占めます。これは四丁目角地、初代時計塔のあった建物を建て替える為
の仮営業所でした。その後、関東大震災により建設は中断、昭和7年、二代目時計塔のある服部時計店本社ビルへ戻ります。「菊秀本店」は大正3
年創業、刃物の「銀座菊秀」（現在は銀座5丁目に移転）です。当初は鍋ややかんも扱う金物屋でしたが包丁と鋏がメインの刃物屋へ転換、現在も
店頭に並ぶ品のほとんどが職人の手作業という老舗です。「明治屋発送部」の銀座通り向かいにある明治18年創業、洋酒、食料品、麒麟麦酒を扱
う明治屋の発送部門です。昭和5年の一覧の中で、この時期この場所を象徴するのが「カフェ銀座会館」です。関東大震災後、銀座二丁目東側の街
並みが一変します。カフェーの乱立です。明治末期の頃、登場したカフェーの女給は食べ物の給仕などをする控え目な存在でしたが、美人女給と
濃厚なサービスを売りにしたカフェータイガー（尾張町に大正13年開業）の出現を経て、関西から「より濃厚なサービスと大衆料金」を売りにし
た店が次々進出します。「銀座会館」は大阪の榎本明三が開業した派手な装飾の店で数十名の女給を擁し昭和初期のエログロナンセンスの風潮を
地で行くような店でした。カフェーキリン、黒猫、グランドギンザなどのネオンも夜の銀座を照ら出します。昭和6年に永井荷風の書いた小説「つ
ゆのあとさき」はカフェーに働く女性とこの界隈の風景が路地空間とともに描かれています。銀座らしからぬ街並みは戦後の高度成長とともに姿
を消しました。「オリンピック」は昭和3年開店の洋食レストランです。現在のティファニーの場所にありました。名前は店を立ち上げた3人の青
年がレストラン修行をしていたアメリカ シアトルから見えるオリンピアの山に由来します。永井荷風の日記には「銀座於倫比克（オリンピック）
洋食店」という表記が見られます。文具専門店「銀座 伊東屋」は明治37年、和漢洋文房具店として銀座3丁目に創業します。現在の銀座2丁目に
ビルを建て本店を移転するのは昭和40年、その後の平成27年にはお洒落な店に生まれ変わりグリーティングカードなどを求め訪れる観光客の姿
を多く目にします。上階では野菜の水耕栽培も行われています。「三共ファーマシー」は喫茶室もある薬売店でしたが平成19年「ブルガリ銀座タ
ワー」が開業します。昭和46年開業の「メルサ（MELSA）」の名の由来はメイテツ エレガンス レディス ショッピング アベニューの頭文字です。
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④
図４ 銀座一・二丁目【東】
※

２．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⓼銀座一・二丁目（ＥＡＳＴ）編

緑
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真
9
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１．銀座通りの現在と明治35年+αを歩く（続き）
1868年（明治元年） 煙草 パイプ「つやふきん 佐々木（佐々木商店）」薬品、化粧品販売で創業。
1900年（明治33年） 浅草創業の時計商「伊勢伊」、銀座へ進出。
1908年（明治41年） 茶･海苔店「池田園」銀座へ進出。
1926年（昭和元年） アメリカンチャプスイレストランとして中華料理「銀座アスター」創業。
1932年（昭和7年） ダイヤモンド「ハリー･ウィンストン」ニューヨークで創業。
1948年（昭和23年） 「銀座コージーコーナー」銀座6丁目で創業。1993年本社を一丁目に移転。
1955年（昭和30年） 映画館「テアトル東京」銀座一丁目に開業。
1987年（昭和62年） テアトル東京跡に「ホテル西洋銀座」開業。後、2013年閉鎖。
2000年（平成12年）「ハリーウィンストン銀座本店」開業。
2014年（平成26年） 商業施設「キラリトギンザ」開業。
2019年（平成31年）「コナミクリエイティブセンター銀座」開業。

●銀座一丁目 銀座通り東側（左境：銀座マロニエ通り/銀座二丁目側・右境：松屋通り/銀座四丁目側）

8
銀
座
柳
通
り

銀
座
桜
通
り

京
橋

コナミクリエイティブ
センター銀座
（KCC銀座）

フラー 現代仏壇
紀州備長炭 ハリー・ウィンストン
キラリトギンザ
スノーヴァ銀座サロン
ジャコー （銀座21中央ビル）
銀座本店
銀座掌
（伊勢伊ビル）
（トゥミ銀座）
（トッカ銀座）
（清光堂ビル）
（銀座YOMIKOビル）
たなごころ
（サムソナイト
つやふきん
ブラックレーベル
銀座コージーコーナー 銀座クチュールナオコ
UGG銀座
銀座アスター本店
佐々木商店
銀座）
銀座本店
（銀座池田屋ビル）
（佐々木ビル） （銀座アスタービル）（銀座大新ビル）
料理天麩羅大新

竹内時計商店

袋物商 武田屋 鞄商谷沢鞄店支店
廣告問屋
第二吉勧工場 中外売薬化粧品問屋 眼鏡商
洋品商
明 砂糖商
（鈴木戒二郎） （竹内治右エ門）
（谷沢定三）
廣目屋
つやふきん本舗 （金田兵吉） （伊藤熊五郎）
滝口清二郎 （山口幸次郎）
治 大文字屋
（秋田柳吉）
（佐々木玄兵衛）
洋燈硝子器商
瓦煎餅商
時計商伊勢伊商店 洋式帳簿商 中屋
三（小川茂三郎）
肥前屋
（金原巳三郎）
紀文堂
（秦猪之助）
十
牛豚鶏肉飲食業
牛肉飲食業
温泉浴場白湯
室内射的
（古賀俊輔）
五 針商みすや
（山本作二郎）
今廣（宮坂廣吉）
料理業
𠮷川
年（草刈徳太郎） 寄席
松田
（𠮷川謙吉）
（中村利吉） 金沢亭 （石川孝之助）

＊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

洋品雑貨吾妻屋
料理天麩羅大新 竹内時計商店
時計 伊勢伊 婦人子供洋服
眼鏡
大 池田屋※ 日華生命※ 安全第一会社※ 益川絵葉書店※
（上山亀太郎）
（鈴木孫太郎） （竹内治右エ門）
（秦利三郎）
パリス
金田商店
正 桜田機械店※ 銀座建築洋品店※ 佐々木商店※
中央堂 （高橋豊吉） 陶品 陶雅堂日比野 美術道具床飾
（金田庄吉）
十
カブトビール※
伊藤商店
（日比野長次郎）
時計店※
東京美術館※ 滝口洋品店※
一
日本火災※ 日本蓄音機商会※ ＊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。
年 玉木商会※
※表記は頁下の※1参照（昭和五年の欄も同様）

昭
和
五
年

伊東大好堂
日本 池田園
蜂谷時計店
石井時計店 ユニオンバー 益川絵葉書店 伊勢伊時計店 陶雅堂 伊藤書画道具店※
トラヤ帽子店
火災
カフェー
田辺ラヂオ店 日本蓄音機商会
金田眼鏡店
銀座アスター 吾妻屋洋品店
大新
玉木商店 カフェー
建築
佐々木商店
ブラジレイロ 美人座※
バッカス
つづれ屋
用地 東京美術館
＊参考表「ものがたり銀座小史・付表Ⅱ銀座通り一～八丁目店舗変遷表 昭和5年12月20日」より 位置は写真と一致しない

五 昭 テアトル東京
四 和 テアトル銀座
年

銀座レックス 陶雅堂 大新
アサヒビヤホール
読売広告社
喜久屋
銀座田島
つばめグリル
佐々木商店 伊勢伊時計店 銀座アスター 近藤書店仮店舗
銀座菜館
清光堂
東山茶房
＊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
千成屋

池田園

明治35年の一覧の右端、現在ダイヤモンドの「ハリーウィンストン銀座本店」がある位置に「竹内時計商店」はあります。銀座一丁目東側には
明治、大正、昭和に至るまで時計店が多く、他には「伊勢伊商店」「中央堂時計店」「蜂谷時計店」「清光堂」の名があります。伊勢伊と清光堂は
現在もビルやギャラリーにその名を残します。「料理天麩羅 大新」は金ぷらが有名で、その由来はごま油の代わりに椿油を入れるとか衣に卵黄を
入れた「黄身ぷら」が訛ったとか諸説あるようです。明治から大正にかけて天ぷら専門店が増える中、それぞれの店が素材や油、衣にこだわったこ
とに所以があるのでしょう。中国名菜を標榜する本格中華「銀座アスター本店」は矢谷彦七がバター輸入販売のためアメリカを訪れた際に流行して
いたチャプスイ（中国風シチュー）を売りにしたアメリカ式中華料理レストランとして昭和元年に開店しました。名前は上海の老舗ホテル、アス
ターハウスにヒントを得たといわれてます。小さな間口で営みを続けている「つやふきん本舗（佐々木商店）」は明治元年、薬種を生業としていた
佐々木玄兵衛が創業した喫煙具店です。以前は薬や化粧品も扱う店でした。つやふきんとはパイプを磨き艶を出す黄色い木綿で、家具や楽器も磨け
ば光沢を増すものだとのこと。佐々木商店には面白い歴史もあり「震災後は階上に撞球室、階下は西洋煙草とコーヒー、紅茶、ソーダ水を出してお
り、1920年代の銀座案内『銀座』の著者･松崎天民は『喫茶店として第一級と評している』（赤岩州五 編著「銀座歴史散歩地図」草思社 「昭和五
年復興銀座散歩」P58）といった記録が残っています。大正11年の一覧にある「日本蓄音機商会」は日本コロンビアの前身の会社です。銀座では
蓄音機やレコードの大手が販売を競い合っていました。京橋寄りにある「廣告問屋 廣目屋」は明治21年創業（※2）の現存する広告会社です。チン
ドン屋で名を売りオッペケペー節の川上音二郎の演劇興行などを手掛けてきました。明治後期の東京の名物を和歌に仕立てて紹介した清水晴風著
「東京名物百人一首」の中で廣目屋は「開店や大売出しを宣伝する楽隊などを使った広告屋。チンドン屋の先駆。」とあります。銀座通りを行く賑
やかな楽隊の幻を想い歩くのも一興です。「コナミクリエイティブセンター」のある場所にはバブル景気の昭和62年から26年間、劇場と映画館を
併設する「ホテル西洋銀座」がありました。その前は昭和30年開館の「テアトル東京・テアトル銀座」がありました。テアトル東京はスーパーシ
ネラマ方式上映の湾曲した大画面と千人を超す客席数を誇る巨大な映画館でした。「2001年宇宙の旅」など洋画の超大作を大迫力の中で鑑賞した
記憶を持つ人も少なくありません。明治35年の一覧で時代を遡ると「寄席金沢亭」があります。廣目屋の裏手にあるこの寄席で、当時絶大な人気
のあった落語家三遊亭圓朝がかかると定員の倍近い人が詰めかけたといいます。この場所には時代を超えてエンタテインメントが息づいてきました。
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。※1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月と時期がやや異なります。※2 清水晴風著「東京名物百人一首」一四、廣目屋より。会社設立は大正12年（廣目屋HPより）
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銀座通り沿い 銀座二丁目

⑤
銀座通り沿い 銀座一丁目

9.銀座二丁目銀座通り東側。
手前から「ブルガリ銀座タワ
ー」（第一三共銀座ビル）、
隣の細い建物は「銀座伊東
屋本店」その左手には「ティ
ファニー銀座本店」と続く。
第一三共銀座ビルの裏手には
かつて「ブラジル」という喫
茶店があった。ブラジル直送
の珈琲豆を使用していた。ブ
ラジル大使も訪れたという。
現在は浅草に店がある。

16．昭和元年創業の「銀座アスター本店」正面。 17.「ハリー・ウィンストン
左の金看板には北京の世界中国料理連合会
銀座本店」。「キング・オ
から認定を受けた「國際中餐名店 銀座亜
ブ・ダイヤモンド／スター
壽多本店 」の文字が記されている。店内に
たちのジュエラー」として
配置された中国の美術品が上質な時間を演
知られるブランドだ。
出する。

10.この通りもショーウインドウの一際
華やかな装飾が楽しめる。右の写真
はブルガリのもの。ガラスに銀座通
り向かい、カルティエの建物が映っ
ている。

11.「銀座伊東屋本店」の正面エントラ
ンス。左右に入口があり中央は5m四
方の回転扉となっており時期ごとの
テーマで装飾される。左のデコレー
ションには「はるのいりぐち」の文
字が添えられている。
18.明治元年創業の喫煙具店「つやふきん 19.佐々木商店から銀座2丁目方面を見
佐々木商店」。「つやふきん」はパイ
る。佐々木商店は右隣の「伊勢伊ビ
プを磨き艶を出す黄色い木綿のふきん。
ル」と左隣の「キラリトギンザ」に
挟まれた場所に凛と佇む。
12.「ティファニー銀座本店」正面。
ティファニーブルーといわれるカ
ラーで統一されている。色は春の
訪れを告げるこまどりの卵に由来。
高潔、貴族、大切なものを表す色
でもある。裏手にはブライダルに
特化した専門ブティックもある。

20.平成26年開業「キラリトギンザ」。
見上げると目抜き通りという言葉が
似合う華やいだ、派手な外観が目を
奪う。銀座の街の中にあって異質な
印象もある。この辺りには昭和から
平成にかけてドイツ風の歌と演奏が
楽しめる「アサヒビヤホール（ニュ
21.右の入口上には「銀座２１中央ビル」の表示。
ーアサヒ）」や、昭和5年、新橋駅
左の階段には「清光堂ビル」の表示。別の建
構内創業、昭和21年、銀座移転した
物のようだが一つの建物にみえる不思議。
洋食店「つばめグリル」があった。

13.昭和27年創業の「銀座英国屋ショー
ウインドウ。産学連携で武蔵野美術
大学など「学生が創ったショーウィ
ンドウ」でシリーズ展開している。
上は大阪市立デザイン教育研究所連
携作品。
14.メルサGINZA2の1階「タオルサロン
カラカラ」にみる彩り楽しい装飾。

15.「メルサGINZA２」は昭和46年、名鉄メルサとして開業した。

22右は「コナミクリエイティブセン
ター銀座」、左は上に東京高
速道路.。かつて京橋川が流
れ橋の「京橋」があった場所
だ。中程には大正11年に設
置された照明設備つきの親
柱があり当時の面影を残す。
高速下の右に位置するのは
星野リゾート東京オフィス。
東京高速道路下という変わ
った立地だが全国の移動に
便利な立地とワンフロア面積
の確保、ウエディングサロンの
併設という点で理想的立地だ
という。常識にとらわれない星
野リゾートらしいオフィス選びだ。
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⑥

２．「銀座の時層」を読み解く
界隈の魅力を時層で探る⓼銀座一・二丁目（ＥＡＳＴ）編
２．界隈を流れていた川の記憶を辿る
1603年頃（慶長8年）江戸幕府天下普請の一環で京橋川造成始まる。京橋創架。
1657年（明暦3年） 明暦の大火。大火後、築地造成の際、築地川を中心に掘割整備。
1716-36年（享保） 享保年間の頃、京橋川右岸に白魚屋敷が置かれる。
1857年（安政4年） 歌川広重「名所江戸百景『京橋竹河岸』」発表。
1923年（大正12年） 関東大震災発生。
1929年（昭和4年） 復興事業の一環で楓川、築地川連絡運河に「三吉橋」創架。
1948年（昭和23年） 三十間堀川、埋立て開始。翌昭和24年埋立て完了。
1951年（昭和26年） 銀座の露店撤去。三十間堀川跡、銀座一丁目「銀一ビル」 完成。
1957年（昭和32年）京橋川埋立順次開始。昭和34年完了。
1960年（昭和35年）築地川本流の大部分を埋立て完了。多くが半地下構造の首都高
速都心環状線に。

図５ 銀座一・二丁目【東】撮影位置 写真番号

25
23
⇒

24

26

①京橋川に架かる「京橋」の東には「竹がし（河岸）」があった。
銀座はかつて川に囲まれた島でした。一丁目、八丁目という町境で
は二辺が川に囲まれ、銀座通り東側はそれに加えて、その島の中に三
28 27
十間堀川の流れが加わることで、より土地に宿る消えた水辺の記憶を
を辿りたくなります（銀座一丁目西側については連載その３を参照）。
京橋川は江戸幕府最初の天下普請で造成された川です。「京橋」の
29
創架も同時期とされています。「京橋」の西側には「大根河岸青物市
場」が寛文年間に設置されました。そして東側「京橋」から「白魚橋」
にかけては竹を売る商人が多く集まり、千葉、群馬方面の産地から運
ばれてくる竹を陸揚げする「竹河岸」がありました。現在、警察博物館
がある辺り（「京橋」北側）は竹屋が多いことから江戸期には「竹屋
京橋川に架かる「京橋」の東には「竹河岸」があった。
町」と呼ばれていました。竹は当時、竹細工や竹垣、季節行事に多く使
23.中央が「警察博物館」。この付
われていました。竹河岸沿いに竹が並び、竹細工を積んだ舟が川に浮か
近が竹屋町だった。右側の高い
ぶ景色は歌川広重作「名所江戸百景『京ばし竹がし』」にも描かれてい
建物は「コナミクリエイティブ
ます。「白魚橋」は昭和通りの東側付近で高速道路の料金所に名を留め
センター銀座」。間にあるのが
東京高速道路でかつての京橋川
ています。「白魚橋」は京橋川南岸（銀座側）に享保年間、白魚屋敷が
だった場所。京橋2丁目。
置かれ「白魚河岸」があった事に由来します。白魚屋敷を拝領した網役
には白魚･小肴を献上する役割がありました。竹、白魚。今の景色の中
には河岸の名残りは見当たりません。
②三十間堀川跡に撤去された露店の換地となるビルが建つ。
「三十間堀川」も第一回天下普請の時期に造られた川です。その後、
川幅が狭められ河岸地が広がるなど姿の変化はあるものの、戦後の瓦礫
処理の一環で昭和24年に埋め立てられるまで存在した川でした。埋立
てられた三十間堀川跡に建つ現在の建物の形にも川の面影は残っていま
す。銀座三原通り沿いから昭和通り方面二筋めの通りにかけての区画に
散見される細長い建物たちです。近年はホテルの建設が目立ちます。
24.上の写真の○印付近。 25.24の路地の先に1830年（天保元年
創業の「江戸箒老舗 白木屋中村伝
では埋立てられた直後、三十間堀川跡はどんな役割を担ったのでしょう。
ここに竹河岸があった
兵衛商店」がある。竹柄・ホウキ
面影はない。しかし歩
その一つの典型が銀座一･二丁目の当時に表れています。
モロコシといった原材料が仕入れ
みを進めると・・・。
「銀座通り、その東側歩道には昭和20年代中ごろまで露店が並び、銀座
やすい竹河岸に店を構えた。竹河
京橋2丁目。
岸の面影が残る唯一の場所か。
の風物詩の一つだった。」（岡本哲志著「川と堀割“20の跡”を巡る江
京橋2丁目。
戸東京歴史散歩」Ｐ157）。
昭和初期の銀座通り東側の歩道には200店以上の露店の店が並んでい
三十間堀川跡に撤去された露店の換地となるビルが建つ。
たとも同著で記されています。しかし昭和26年、銀座の露店もGHQの
26.「銀一ビル」のあった付近。
強い指導により廃止されることになります。三十間堀川跡は露店移転の
手前の細長い建物が「銀座
受け皿となりました。露店撤去令を受け都当局が露店組合への換地斡旋
ファーストビル」。三十間堀
に動き二丁目の「銀座館ビル」が建ちます。一丁目には露店業者の共同
川の流れを思わせる細長い建
出資で昭和26年「銀一ビル（後の第一ストアビル）」が建ちます。
物である。奥の方に京橋川が
流れていた。銀座一丁目。
「ノコギリ型の外観を持つこの非常にモダンなビルは（中略）一階が合
同採算のデパート（のちにパチンコ店と個室浴場）、二階が個別採算の
飲食店『銀一小路』として八十年代まで残存した」（藤木ＴＤＣ著「東
京戦後地図 ヤミ市跡を歩く」実業之日本社）とのこと。
銀一ビルのあった場所には現在、区立住宅のある銀座ファーストビルや
ホテルなどが建ち並んでいます。二丁目の銀座館は銀一ビルより一筋、
昭和通り側にありました（赤岩州五編著 「銀座歴史散歩地図」P105の
昭和28年雑誌アルスグラフ折込付録図による）。この付録図によると、
27.28.29.「銀座館ビル」のあった付近。文中で示した位置の現在
銀一ストア並び、銀座三原通り沿い二丁目の一角には「銀座バーレスク」
は左写真。ホテルモントレ銀座がある。武揚堂「地図物語 あの日
という名のストリップ劇場がありました。昭和28年、この劇場を改造し
の銀座」の地図によると銀一ビルの並びにも｢銀座館ビル｣はある｡
てできたのが東京初のアルバイトサロン「赤い靴」。この辺りにも昭和
中と右の写真はその位置の現在｡銀座二丁目｡
初期にカフェー街となった二丁目の猥雑な雰囲気が残っていったようです。
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⑦
図６ 銀座一・二丁目【東】撮影位置 写真番号

界隈の魅力を時層で探る⓼銀座一・二丁目（ＥＡＳＴ）編
34ｰ37

２．界隈を流れていた川の記憶を辿る（続き）
1657年（明暦3年） 明暦の大火で江戸市街の7割を消失。
大火を経て築地埋立。築地を囲む掘割として築地川は造られる。
1923年（大正12年）関東大震災発生。
1929年（昭和４年） 帝都復興事業の一環で、楓川･築地川連絡運河新規開削。
水路が三つに分かれる地点にY字型の「三吉橋」架橋。
1960年（昭和35年）築地川本流の大部分埋立完了。首都高速都心環状線に。
1993年（平成5年） 三吉橋が架設した当時の鈴蘭燈と歩道を復元。

③三又の川に架かる橋の姿が今に残る「三吉橋」。
京橋川、三十間堀川とみてきた最後は築地川に関連して今もある橋
「三吉橋」を取り上げます。三吉橋は築地川の屈曲した地点に、楓川
と結ぶ水路（楓川･築地川連絡運河）が開削され、川が三又の形なっ
た所に、関東大震災の復興計画の一環と して、昭和4年に架けられた
三又の橋です。三又の川に架かる橋の姿（Y字状）が話題となり、当
時は多くの人が見物に来ました。名前の由来も橋の形によるものです。
右の地図①は築地を囲む形で流れる築地川南支流、②が「楓川･築地
川連絡運河」その先が「楓川」となります。築地川の向かいには中央
区役所があります。現在は首都高速都心環状線の上に架かる橋ですが、
平成5年に高欄（橋の欄干）に水辺に映える木立の姿を採り入れ、照
明は架設した当時の鈴蘭燈を復元したものとなっています。三吉橋は、
築地川に架かる七つの橋を真夜中に無言のまま渡ると願いが叶うと信
じる女性たちを描いた三島由紀夫の短編「橋づくし」にも登場し、そ
の姿と周囲の光景が描かれています。

30ｰ33

②
①

三又の川に架かる橋の姿が今に残る「三吉橋」。

３．昭和初期に建てられた復興建築を巡る
1929年（昭和4年）木挽町「鈴木ビル」竣工（銀座一丁目）。
1930年（昭和5年）銀座「ヨネイビル」竣工（銀座二丁目）。
1932年（昭和7年）銀座「奥野ビル（銀座アパートメント）左半分竣工（銀座一丁目）。
1934年（昭和9年）銀座「奥野ビル（銀座アパートメント）右半分竣工（銀座一丁目）。

①木挽町に佇む「鈴木ビル」に歌舞伎の影を見た。
三吉橋と新富橋の間の道に艶のあるタイル壁と装飾の施された柱や
窓が目を惹く古い建物があります。昭和4年に完成した「鈴木ビル」
です。銀座一丁目とはいえ、新富町にほど近い裏通りに面した場所に
咲く妖しい華といった風情のデザインはどこから来るもので しょう。
鈴木ビルは戦後のある時期まで甲子屋倶楽部（ｷﾉｴﾈﾔｸﾗﾌﾞ）と呼ばれ、
歌舞伎の常磐津や踊りの稽古や発表会に部屋を貸し出していた建物で
上階には住居もありました。その外観はというと、一階の幾何学的レ
リーフがある太い柱は金色を使ったテラコッタ（装飾用陶磁器）、そ
の上の壁は凹凸を加え並べられたスクラッチタイル、壁には二階から
四階へと縦に張り出した出窓、その隣には丸窓があり、銅板葺き屋根
には馬蹄形のドーマーウィンドウ（屋根窓）と、当時の流行を採り入
れつつ和とも洋ともいえぬ主張のある造形となっています。鈴木家は
大正期、築地で本と音盤の店を営んでいましたが関東大震災に被災、
本拠を銀座に移しました。鈴木ビルは震災復興建築ということになり
ます。さらに時代を遡ると江戸期から明治にかけて甲子屋（鈴木家）
は、中村座、市村座と並ぶ江戸歌舞伎三座のひとつ、森田（守田）座
の興行を経営的 に支える帳元を務めていました。甲子屋は帳元だけ
でなく「蔵衣装・楽屋炊出し」（衣装と食事の提供）も行い森田座を
支えていました。天保の改革で幕府により木挽町から猿若町（浅草）
へ移転させられた森田座は明治5年、木挽町の隣、新富町に戻り町名
にちなみ「新富座」と改称します。これに合わせ甲子屋も築地へ移転
しました。その後、新富座はなくなり鈴木家も歌舞伎から離れます。
こうして甲子屋の歴史を辿ると、鈴木ビルは何故その場所にあるのか
が腑に落ちます。そして建物の装飾性や主張の底にあるものにも辿り
着いたような気持ちになります。「誤読」を恐れずに言えば、それは
歌舞伎に通じる良い意味での外連味（けれんみ）ではないでしょうか。
はったりやごまかしといった意味ではありません。基本の上に型破り
な演出を施し観るものを面白みのある世界へ誘うという意味とご理解
下さい。設計は新定蔵+山中設計事務所、東京都選定歴史的建造物と
なっておます。

31.三吉橋の碑。掘割の図と
ともに三島由紀夫「橋づく
し」の一部が記されている。
30.三吉橋中央。左は銀座、右奥は新富町
手苗は築地、中央区役所前へ通じる。

32.橋の上から築地川の今を見下ろす。

33復元された鈴蘭燈.。

木挽町に佇む「鈴木ビル」に歌舞伎の影を見た。
36柱の装飾に
挟まれて、東
京都歴史的建
造物.の説明が
示されている。

37右隣にもレ
トロな建物。
大正9年創業
の岩瀬博美商
店の昭和3年
竣工の建物。
中村庸二設計。
壁はスクラッ
チスタイル。

34「鈴木ビル」屋根窓、出窓、
壁、柱、どれも強い印象を残す。
35.一階正面。扉脇にはギャラリー
右側には森岡書店が入居している。
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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⓼銀座一・二丁目（ＥＡＳＴ）編
２．昭和初期に建てられた復興建築を巡る（続き）
②銀座通りのひとつ裏手で存在感を示す「ヨネイビル」。
「ヨネイビル」の前を通ると、建物を背景にしてファッショナブ
ルな服を身に纏うモデルの撮影に度々遭遇します。一階と地下一階
にカフェと店が入っている洋菓子のアンリ･シャルパンティエを思い
浮かべる女性も少なくないでしょう。しかし「ヨネイ」がどのよう
な会社かを知る人は少ないかもしれません。現（株）ヨネイは情報
産業システムや工業資材、産業機械、建設機械など技術、情報系の
商社です。その沿革をみると創業は明治30年、磯野計･米井源治郎
による磯野商会設立に始まります。二人は明治屋を設立し食料品の
輸入や流通網を作るとともにキリンビールを育てます。磯野商会は
その後、米井商店として改組、機械類を扱う商社としても地歩を築
きます。その本社屋は関東大震災で壊れ、昭和5年に現在のヨネイビ
ルが竣工しました。建物同様､由緒正しき会社です｡震災前の界隈に
おける「ヨネイの存在感は強く、前の通り（中略）は米井横丁と呼
ばれたという。」（藤森照信 文「銀座建築探訪」白揚社）との事。
そのデザインの特徴は「大きく開いた入口の左右に、窓がリズミカ
ルに並ぶ。どちらのアーチも両側にねじり柱がついている。細やか
で素朴な感覚は、柱頭の葉のような装飾にも共通している。こうし
た一階部分の特徴は、ロマネスク様式というヨーロッパ中世の建築
のスタイルに由来する」（倉方俊輔 文「レトロが新しい！戦前の名
建築案内」東京人2017No384 P42）と、細部に見どころの多い
建物であることがわかります。設計は森山松之助。銀座の建物や旧
久邇宮邸（現･聖心女子大）などを手掛けた他、日本統治時代の台湾
で総督府の他、いくつもの台湾建築を設計した建築家です。
③三十間堀川沿いの隠れ家「銀座アパートメント」=「奥野ビル」。
銀座一丁目、銀座三原通り沿いに非日常感とともに郷愁を誘う建
物があります。その「奥野ビル」は、昭和7年、高級賃貸集合住宅
「銀座アパートメント」として誕生します。施主 奥野治助は奥野商
会を営み蒸気機関車の車輛部品の製造を工場兼住居の当地にて行っ
ていましたが関東大震災で建物は消失、工場は大井町へ移転し跡地
には震災に耐えられる住居の提供を目指し建てられました。「奥野
ビル」は二重の意味で復興建築であることがわかります。昭和7年
に左半分が、昭和9年には右半分が出来て一棟の建物として完成し
ます。この事には土地取得や建築法規問題が絡んでいたようです。
建物正面からみると二つの建物が一体となっている事が分かります。
七階建ての建物には当時としては珍しかったエレベーターが備えて
あり、その手動開閉式の蛇腹の扉はアンティークな趣きを醸し現存
しています。各戸ワンルームの部屋に台所が付き、各階に共同トイ
レが配され、地下には共同大浴場と全館暖房用のボイラー室、上階
には談話室があったといいます。現在は「奥野ビル」と名も変わり
居住の場から変化、アンティークの店やヴィンテージな装身具を扱
うセレクトショップ革靴 鞄の修理を行うシューズリペアショップ、
ギャラリーなどが入居し、建物に溶け込むようにアートな雰囲気を
醸し出しています。建物正面の向かい、銀座ファーストビルのある
場所には戦後まもなくまで三十間堀川が流れていました。部屋の窓
から川面を眺めゆっくりと過ごすといった生活場面も想像できます。
面白いことに「奥野ビル」の設計は川元良治の手によるものです。
川元良治は同時期、都心周辺各所に建てられた「同潤会アパート」
の建築設計を務めた人物です。「同潤会アパート」は当時、新興サ
ラリーマン世帯をターゲットとして開発されました。その点「銀座
アパートメント」は趣を異にします。当時の住人には、詩人で作詞
家の西城八十、歌手の佐藤千代子（この二人は「東京行進曲」の作
詞家と歌手でもある）、舞台装置家の吉田謙吉、映画監督の五所平
之助などの文化人、芸術家がいた他、富裕な旦那衆の別宅利用もあ
るなどの事から、銀座という立地ならではの居場所を求めて住まう
隠れ家的居住空間だった一面をうかがわせます。
そのヴィンテージな空気感、時の堆積とともにある地層の断面を
観るが如き重厚なその外観。「奥野ビル」は街が未来に残す遺産と
しての風格を今日も持ち続けています。

42

38ｰ41

銀座通りのひとつ裏手に存在感を示す「ヨネイビル」。

41.あずま通り側バルコ
ニー下部の装飾 。

38.「ヨネイビル」前は銀座柳通り。二階
部分にはルネサンス様式のバルコニー。
39.（左）あずま
通りに面したヨネ
イ入口のアーチ。
40.（右）銀座柳
通り側の洋菓子
店入口アーチの
のねじり柱。

三十間堀川沿いの隠れ家「銀座アパートメント」。
「奥野ビル」

41.銀座一丁目銀座三原通り沿い「奥野ビル」。二つの建物
が一体となっている様がわかる。昭和初期の高級アパー
トメントとしての風格が今に残る。
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図６ 銀座一・二丁目【東】撮影位置 写真番号

界隈の魅力を時層で探る⓼銀座一・二丁目（ＥＡＳＴ）編
３．街が生んだ銀座の才人、街とともにある作家と銀座
山東京伝
永井荷風

宝暦11年（1761年）－文化13年（1816年）
明治12年（1879年）－昭和34年（1959年）

①銀座の才人「山東京伝（さんとうきょうでん）」。
江戸期の銀座の人物として忘れてはならない存在があります。江
戸時代後期に人気を博した戯作者、浮世絵師の山東京伝です。商才
もあり現在の銀座一丁目東側で紙煙草入れ店を開業していました。
本名は岩瀬醒（さむる）、宝暦11年（1761年）に深川木場で生ま
れ、13歳から没年の56歳まで銀座一丁目（当時の町名は新両替町）
の住人として人生を歩みます。彼は若くして浮世絵を学び北尾政演
（まさのぶ）として画才を発揮、挿絵などで活躍します。その後は戯
作者「山東京伝」として黄表紙本、洒落本、滑稽本などを手掛けま
した。まず「御存商売物（ごぞんじしょうばいもの）」が狂歌師･戯
作者の大田南畝（おおたたなんぼ）に称賛され名を馳せます。そし
て「江戸生艶気樺焼（えどうまれうわきのかばやき）」、「心学早
染草（はやそめぐさ）」など数多くの作品を次々と世に送り出しま
した。名の由来は江戸城紅葉山の東方なので「山東庵」、京橋のた
もとで「京橋の伝蔵」、それががつまって「山東京伝」。銀座は本
来、京橋の一部でもありました。寛政5年（1793年）には紙煙草
入店を開業。自らデザインした商品も当たり、大変繁盛したことか
ら煙管や薬類、化粧品と扱う商品も増えていきます。京伝は、自著
の草双紙（絵入娯楽本）などに自店の広告を出し、それがまた話題
を呼んだといいます。作家の半村良は短編小説「およね平吉時穴の
道行」の中で「京伝はデザイナー兼コピーライターで、日本の本格
的アドマンの 元祖と言っていい。作中の人物にＣＭを言わせたり、
画文混合のクイズ的文案をしたり」やっていることは現代の広告業
と変わらないと評しています。京伝のデザインは「京伝好み」とも
呼ばれ江戸評判のブランド品でもありました。↗
②街とともにある作家「永井荷風」の銀座。
明治から昭和を生きた文学者「永井荷風」（明治12年～昭和34
年）は東京を舞台に、街とそこに生きる人を描いた作品を多く発表
残しています。玉の井の「濹東綺譚」、新橋の「腕くらべ」、向島
と今戸の「すみだ川」など、挙げればきりがありません。銀座が舞
台の小説や随筆も色々と発表しています。随筆「銀座」（明治４４
年発表）では、三十間堀の河岸通りにある船宿の光景から母親を思
い返します。大正６年から没年までの日記「断腸亭日乗」では関東
大震災後、銀座の惨状を目にし「帝都荒廃の光景哀れといふも愚な
り」と記しています。そして震災後、昭和６年に書かれた小説「つ
ゆのあとさき」では銀座二丁目のネオン瞬くカフェー街（キャバレ
ー街）で働く女性、君江と街の姿が描かれています。表通りから路
地に入る克明な描写に注目した岡本哲志氏は、荷風が想定した主人
公が通う店をキリンカフェーと特定しつつ裏の控室へ向かう路地へ
の想いをこう語っています。「その路地が『ティファニー本店』と
『英國屋』の間に現在も残る。ビルとビルの隙間に過ぎないが、荷
風の思いと重ねると、この路地が生々しさを帯びてくる」（「銀座
を歩く 四百年の歴史体験」講談社文庫P213）。街歩きの楽しさの
本質をつくとともに荷風洞察の言葉とも感じます。
「荷風は、『日陰の薄暗い路地』と表通りとの光の対比に「演劇の
舞台を見るやうな思ひ』を抱いている（第七 路地）。」（川本三郎
湯川説子 著「図説 永井荷風」P53）
引用が続きましたが、華やかな表通りの裏手や路地には普段、見
落としがちな人間の営みの気配が潜んでいます。銀座にも表通りが
あり裏通りや横丁があり、路地があります。表通りを銀座通りとす
ると、それ以外の場所が圧倒的に多いのは言うまでもありません。
しかも目に見えるものは地味で何の変哲もないものだったりします。
その裏に潜む人の営みの積み重ねを知ることで、街を巡る光と影、
人を巡る物語が立ち上がります。永井荷風は街を歩く先達でしょう。
ちなみに山東京伝を見出した大田南畝は荷風が愛した江戸文人で
もありました。
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また天明4年（1784年）には山東京伝の呼びかけによ
り、手ぬぐいの図案を一同に集め、展覧し品評する催し
「たなぐい合わせの会」が開かれました。現代でいうイベ
ント企画でしょう。文才、画才、商才、媒体つくりと多才
ぶりを発揮するマルチクリエイターであったことは確かで
す。山東京伝の店は人気絵師、喜多川歌麿にもその様子が
描かれています。
山東京伝にとって、戯作も浮世絵も店での商売もただの
仕事ではなく、自ら楽しみながら人を楽しませることを軽
やかに貫いた人ではないでしょうか。「遊び」と「粋」、
そんな言葉を山東京伝に冠すると、どこか銀座と重なるも
のがあります。

銀座の才人「山東京伝（さんとうきょうでん）」。
●略年表
宝暦11年（1761年）0歳 山東京伝（本名 岩瀬醒）、深川木場で生まれる。
安永4年（1775年） 14歳 北尾重政に浮世絵を師事。北尾政演と称す。
以後、戯作などに多くの挿絵を描く。
天明2年（1782年）２１歳 戯作者として「山東京伝」と称す。黄表紙本「御
存商売物」発表。太田南畝の称賛を得る。
以後、数多くの黄表紙本、洒落本などを発表。
寛政2年（1790年）29歳 曲亭馬琴が訪れ入門志願する。
寛政３年（１791年）30歳 洒落本が禁令を犯したとして手鎖50日の処分。
寛政5年（1793年）32歳 銀座に京屋伝蔵（京伝）店を開店。
文化5年（1808年）47歳 鶴屋南北の歌舞伎脚本を下敷きにした合巻増。
文化13年（1816年）55歳 没。両国回向院の墓に眠る。
●職業作家の魁としての横顔
江戸の戯作者で最初に潤筆料（原稿料）を受け取ったのは山東京伝だとさ
れている。それ以前は謝礼として金品や宴席が供されていたという。
（大谷卓史著 過去からのメディア論「日本における職業作家の誕生」

街とともにある作家「永井荷風」の銀座。

42.引用文に出てくるビルとビルの隙間。左は銀座通り側から裏道へ
向かう構図。右は裏のあずま通りから銀座通りへ向かう構図。
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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「銀座一丁目・二丁目イーストサイド」です。

今月の銀座

猥雑と
洗礼
川の
記憶

棲む人
の気配

世間遺産

時計と
ダイヤモンド
たのしみを
つくるひと

銀座から消えた川（全体図）

『猥雑と洗礼』
関東大震災後の二丁目はネオンと欲望蠢く猥雑な一角となります。
カフェーに通いながら永井荷風は、街と、そこに生きる人の姿を描
きました。しかし多くの人は表層的楽しみに溺れる場所を求めてい
たと思えます。それは銀座という場所に宿る基準からは外れた場所
だったのかも知れません。見えない基準の「洗礼」を受けるかのよ
うに「猥雑」な一角は消え、今の街並みにその面影はありません。
『棲む人の気配』
かつての高級アパートメント「奥野ビル」は住居としての役割は
終えています。しかし、建物の前に立つと「棲む人の気配」を感じ
させます。銀座の街も同様です。それは銀座で生きる人、愛着を持
つ人が発してきた気配の時代を超えた集合なのかもしれません。
『時計とダイヤモンド』
銀座通りの時層を辿ると銀座は「時計」の街と再認識させられ
ます。そして現在の銀座通りは「ダイヤモンド」街でもあります。
成功の証、愛情の証、一流の証、人それぞれに物語や事情を抱え
て今日も「大切なもの、どうせ買うなら銀座がいい」という人た
ちが店を訪れます。
『たのしみをつくるひと』
繰り返しになりますが、山東京伝にとっては戯作も浮世絵も店
での商売もただの仕事ではなく、自ら楽しみながら人を楽しませ
ることを軽やかに貫いた人ではないでしょうか。「人の楽しみを
つくる人」としての素養。山東京伝の横顔は、どこか銀座と重な
るものを感じます。
『世間遺産』
建物、街並み、そこに生きた人々、銀座に限ったことではあり
ませんが、何気なく身近に存在しているのに知れば知るほど奥深
いと感じるもの、人生に示唆を与えてくれるものが街にはありま
す。それは街の財産というには狭すぎる。ということで「世間遺
産」と開いてみるのはどうでしょう。銀座には世間遺産が多くあ
ります。
『川の記憶』
銀座からかつての掘割は消え、橋の下にあるのは水に変わって
クルマの流れる姿です。埋立てた場所には川を辿るように細長く
ビルが連なります。河岸には宿があったことをなぞるように、そ
こにはホテルが建ち並びます。どれにも合理的な理由があります。
でもそれを「川の記憶」のなせる業と考えるのも街歩きの楽しみ
をふくらませます。

＜引用文献＞
赤岩州五 編著 原田弘 井口悦男 監修『銀座 歴史散歩地図 明治・大正・昭和』P58（草思社 2015年）
清水晴風 著『東京名物百人一首』廣目屋の項（参考書誌研究・第六九号 2008年）
岡本哲志『川と掘割“20の跡”を巡る江戸東京歴史散歩』P157（ＰＨＰ研究所 2017年）
藤木TDC『東京戦後地図 ヤミ市跡を歩く』プレビューより（実業之日本社）
藤森照信『銀座建築探訪』ヨネイビルの項 P163（白揚社 2012年）
倉方俊輔『レトロが新しい！戦前の名建築案内』P42（雑誌『東京人』2017No384）
半村良『およね平吉時穴の道行き』P24（角川e文庫2002年）
岡本哲志『銀座を歩く 四百年の歴史体験』P213（講談社文庫 2017年）
川本三郎･湯川説子『図説 永井荷風』P53（河出書房新社 2005年）
＜参考文献＞
赤岩州五 編著 原田弘 井口悦男 監修『銀座 歴史散歩地図 明治・大正・昭和』（草思社 2015年）
『あのころangle街と地図の大特集1979 渋谷・六本木銀座・横浜・下町編』P20 主婦と生活社 2018年）
岡本哲志『銀座を歩く 四百年の歴史体験』（講談社文庫 2017年）
岡本哲志『川と掘割“20の跡”を巡る江戸東京歴史散歩』（ＰＨＰ研究所 2017年）
藤森照信･増田彰久『銀座建築探訪』（白揚社 2012年）
雑誌『東京人』No.384 特集 銀座120の秘密（都市出版 2017年）
坪内祐三『新・旧 銀座八丁 東と西』（講談社 2018年）
東京老舗研究会 編「銀座 創業１００年を超える老舗の贈り物」（ダイヤモンド社 2014年）
花房孝典「史跡と建築で巡る銀座の歩き方」（ダイヤモンド社 2014年）
東京銀座ロータリークラブ青年委員会 編『ものがたり銀座小史』東京銀座ロータリークラブ出版（1988年）
＜参考ウェブサイト＞
一般社団法人銀座インフォメーションマネジメント「銀座公式ウェブサイト『GINZA OFFICIAL』」
ウイキペディア「山東京伝」他
（各企業・団体のホームページ・公式サイト 歴史/沿革）
「銀座アスター」「白木屋中村伝兵衛商店」「廣目屋」他
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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。第八回は「銀座一丁目・二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。
江戸期
時代

明治期
年

大正期

政治・経済・社会
江戸時代
江戸・慶長

注：①から⑧の丸数字は関連する銀座の丁目

出来事（時代背景）

銀座の動き
文化・芸術・街の動き

1603-1868 江戸幕府は徳川家康から慶喜まで続く
1603年

江戸幕府開府

出雲の阿国 京都で歌舞伎踊初演

都市計画・交通・周辺地区

商業・飲食業・産業・建物・文化・流行

江戸は世界有数の人口を誇る都市となる

1612年から1800年まで銀座役所が置かれる

第一回天下普請で日本橋・京橋地区街並整備
天下普請の一環で外濠川、京橋川造成
「日本橋」「京橋」創架

江戸・慶長

1604年

日本橋を基点として五街道整備に着手

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・明暦

1657年

江戸・享保

1716年

明暦の大火

江戸市街の多くを消失

築地を囲む掘割として築地川造成
享保年間、京橋川右岸に白魚屋敷置かれる

江戸・宝暦

1761年

山東京伝（岩瀬醒）、深川木場で誕生①

江戸・寛政

1792年

江戸・寛政

1793年

江戸・寛政

1800年

江戸・文化

1816年

江戸・天保

1837年

江戸・安政

1857年

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

「つやふきん佐々木（佐々木商店）」創業①

明治2年

1869年

造幣局設置 金座、銀座が廃止に

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

永井荷風 誕生

宝飾品「天賞堂」創業

「銀座 安田松慶堂」創業②→⑦
山東京伝、京屋伝蔵店を新両替町に開店①
伊能忠敬、測量を開始

(1802 十返舎一九「東海道中膝栗毛」）

「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

山東京伝 没 両国回向院の墓に眠る①
大塩平八郎の乱

＊「ティファニー」米国で設立

(1814 葛飾北斎「北斎漫画」刊行開始）

歌川広重・名所江戸百景「京橋竹がし」

明治12年

1879年

琉球処分 沖縄県を設置

明治17年

1884年

明治21年

1888年

市制・町村制施行

明治30年

1897年

1896年 第一回オリンピック（アテネ）

明治32年

1899年

明治33年

1900年

伊藤博文 立憲政友会結成

上野と新橋に初の公衆電話設置

明治37年

1904年

日露戦争

初の百貨店「三越呉服店」開業

明治41年

1908年

明治44年

1911年

国産飛行機奈良原式2号機飛行に成功

大正3年

1914年

第一次世界大戦開戦

大正6年

1917年

大正9年

1920年

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

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）

現「秩父錦」の純木造建築竣工②

上野不忍池に競馬場完成

＊「ブルガリ」イタリア・ローマで設立
「明治屋」横浜で創業②

「皇居・二重橋」完成

広告業「広目屋」創業、1897年移転①
米井源治郎、匿名組合磯野商会設立②
「三共商店」（現在の第一三共）設立②

日本橋三越にエスカレーター登場

浅草創業の時計商「伊勢伊」銀座進出①
日本橋三越「ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄｽﾄｱ（百貨店）宣言」

日本初文具専門店「銀座伊東屋」創業③→②

「日本橋三越呉服店」新築落成

茶･海苔店「池田園」銀座進出①

永井荷風 随筆「銀座」発表

松山省三（洋画家）「カフェープランタン」開業

東海道線駅「東京駅」開業

刃物「銀座菊秀」金物屋として創業②
「トラヤ帽子店」神保町で学生向け創業①②
服部時計店、仮営業所を銀座2丁目に設置②
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昭和期
時代

平成期
年

⑫

令和期

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

今和次郎・吉田謙吉「考現学」で銀座調査

中華料理「銀座アスター」開店①

昭和元年

1926年

大正天皇崩御

男性を中心に洋服が普及

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

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）

昭和5年

1930年

帝都震災復興式典・新道路建設

総合喫茶食堂「オリンピック」開店②
復興事業で楓川築地川連絡運河に三吉橋創架①

「鈴木ビル」竣工①

復興視察の天皇巡幸

江戸前天ぷら「天一」創業⑥

銀座会館、美人座など大阪系カフェー進出

「ヨネイビル」竣工②

日比谷交差点に日本初の信号機設置

「つばめグリル」新橋駅構内に創業①→⑤

町名としての銀座、四丁目までから八丁目までに

「トラヤ帽子店」銀座進出 昭和35年移転②

尾張町などの町を加え銀座五丁目から八丁目まで

1673年創業「三越」銀座店開店④

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6年

1931年

満州事変勃発

街のチンドン屋増加

永井荷風 小説「つゆのあとさき」発表②

「越後屋」アールデコの近代建築ビル竣工②

昭和7年

1932年

満州に満州国建国

日本橋の百貨店「白木屋」で火災

（株）東京宝塚劇場設立。後に東宝に。

「銀座アパートメント」左半分竣工開業①

五・一五事件

「ハリーウィンストン」ニューヨークで創業①

昭和9年

1934年

帝人事件

渋谷「忠犬ハチ公」銅像除幕

日比谷に「東京宝塚劇場」開場

「銀座アパートメント」右半分竣工①

昭和15年

1940年

晴海で開催予定の「万国博覧会」中止に

流行歌「誰が故郷を思わざる」

「晴海通り」と「勝鬨橋」博覧会のため整備

銀座英国屋の前身「小林洋服店」日本橋創業。

昭和21年

1946年

日本国憲法公布

食糧難 米国緊急援助物資

昭和23年

1948年

帝銀事件 昭和電工疑獄事件

「三十間堀川」埋立開始。翌年埋立完了

昭和26年

1951年

サンフランシスコ講和条約締結 主権回復 パチンコブーム

銀座の露店撤去令 銀座一丁目「銀一ビル」完成 「ヤマハ銀座」開業⑦

洋食店「つばめグリル」銀座移転①→⑤
「ウィンズ銀座（JRA場外馬券売場」開設②
「銀座コージーコーナー」創業⑥→①

歌舞伎座が復興・再開場④

昭和27年

1952年

1951年 日米安全保障条約締結

昭和30年

1955年

原水爆禁止世界大会 自由民主党結党

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32年

1957年

関門トンネル開通

昭和35年

1960年

60年安保闘争 国民所得倍増計画

昭和39年

1964年

昭和40年
昭和43年

水道橋「後楽園遊園地」開演

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）

浜離宮恩賜庭園が国指定特別名勝特別史跡指定

小林洋服店、「銀座英国屋」として出店④→②

数寄屋橋 外濠川埋立てで撤去

「テアトル東京」開業①
ラーメンの名店「共楽」創業②

「京橋川」埋立て順次開始 昭和34年完了

ジャズ喫茶「ＡＣＢ（アシベ）」開店

都営浅草線開通

「築地川」本流大部分埋立完了 高速道路建設

映画館｢丸の内東映（TOEI)」開館③

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

「銀座ルノアール」の前身「花見商事」設立

1965年

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

仏具「銀座安田松慶堂」日本橋より移転

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）

アラブ輸出国機構設立

「大銀座祭・花と光のパレード」開催

昭和44年

1969年

前年の銀座西に加え、銀座東も銀座に編入

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

昭和62年

1987年

バブル経済突入 国鉄民営化（ＪＲ）

川崎でシネコン「チネチッタ」開場

平成5年

1993年

平成10年

1998年

長野オリンピック開催

三井アウトレットパーク横浜ベーサイド開業 地区計画「銀座ルール」で高さ制限緩和

区立住宅「銀座ファーストビル」竣工①

平成12年

2000年

沖縄サミット開催

都営地下鉄大江戸線開通

「ハリーウィンストン銀座本店」開業①

三宅島噴火

横浜「赤レンガ倉庫」開業

現在の銀座一丁目から八丁目へと統合
「ニュー新橋ビル」竣工

現「メルサ銀座2丁目店Ginza2」開業②
「ホテル西洋銀座」開業①

「三吉橋」架設当時の鈴蘭燈と歩道復元

「丸の内ビルディング」竣工

「千里軒」カラオケボックスに②

「ホテルモントレ銀座」開業②

平成19年

2007年

消えた年金問題

六本木「国立新美術館」開場

第1回東京マラソン大会

平成20年

2008年

「iPhone」日本発売 スマホ時代へ

「赤坂サカス」開業

「ブルガリタワー」開業③

平成26年

2014年

御嶽山噴火

映画「STANDBYMEドラえもん」ヒット 「銀座幸稲荷神社」僅かに場所を移し再建①

「キラリトギンザ」開業①

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

「銀座伊東屋」改装②

ISIL（イスラム国）日本人殺害

→インバウンドで国内市場活性

「和光本館」大規模改修工事④
「ティファニー銀座本店」新装開店

令和元年

2019年

新元号「令和」を発表 ５月１日改元

「ダイワロイネットホテル銀座」開業①
東京都･銀座-臨海部の地下鉄路線整備方針

「コナミクリエイティブセンター」開業①

