
 

 

１. 序章                    

1-1. 研究の背景・目的 

 小林一三は、現在の阪急阪神東宝グループを創設し、沿線に

日本初の民間分譲住宅、行楽地、百貨店を開発した。その経営

手腕を買われて東京電燈の社長に就任、第二次近衛内閣の商工

大臣、戦後には戦災復興院総裁に任命されて政界にも進出する

など、大正から昭和中期にかけて、日本を代表とする実業家と

して知られている。なかでも、小林が終生尽力したのは宝塚歌

劇を中心とした娯楽や劇場の創出であった(1)。宝塚少女歌劇の

発展と東京進出に際し、現在の東宝株式会社である東京宝塚劇

場株式会社（以下、「東宝」）を創設、1934 年に東京宝塚劇場を

現在の有楽町に建設すると同時にアミューズメント・センター 

（以下、「有楽街」）として、複数の劇場を集中的に計画、更に

日本劇場・帝国劇場を吸収・経営し、娯楽街を形成した。本研

究では、娯楽・盛り場の改革を企図した小林がどのような娯楽

街を構想したのか、またその特質を立地性や空間性、興行法、

プログラムという観点から多角的に明らかにすること（目的①）、

興行主・小林の発言や事業実態から彼の娯楽観の一端を解明す

ること（目的②）。当時の評価、代表的な興行会社である松竹お

よび浅草などの盛り場への影響から有楽街の史的意義を考察す

ること（目的③）、以上 3 点を目的に設定する。 

1-2. 研究の位置付けと独自性 

本研究と関連するものとして、小林一三の思想と生活文化に

ついて論じた津金澤１）や小林の劇場経営論を論じた徳永 2）によ

るものがある。また、有楽街に関するものとして、森下 3)や永井

4)による研究がある。しかし、劇場単体、もしくは小林の言説に

触れるに留まる。本研究は、有楽街を盛り場という枠組みにお

いて、同時代の異なる会社や盛り場との比較を通して、その実

態の分析を行う点、更に言説及び事業実態から小林の娯楽観の 

解明を試みる点において独自性がある。 

1-3. 研究の方法と構成 

 第 2 章では、東宝の前史として、箕有電軌が開発した宝塚新

温泉の計画と宝塚少女歌劇誕生の背景を既往研究や箕面有馬電

気鉄道が発行した『山容水態』を基に整理する。また、関東大

震災以後～東宝進出前夜期（1923～1934 年）における東京の盛

り場の概況をまとめ、当時の大衆がどのような娯楽に触れてい

たのかを明らかにする。第３章では、小林一三の言説が記載さ

れている著作及び東宝が出版した雑誌「東宝」、社団法人・映画

演劇文化協会に所蔵されているリーフレットや図面を中心に用

いて、東宝の成立までの概況を整理したうえで、小林がどのよ

うな娯楽空間を志向し、実態としてどのような娯楽および娯楽

空間を創出したのかを立地や空間、劇場経営、プログラム等の

観点から多角的に明らかにする(目的①)。第４章では、言説や第

3 章で分析した特質から小林の娯楽観の一端を解明する（目的

②）。第 5 章で、新聞やルポを基に有楽街の評価、東宝が進出以

前に一大勢力を誇った松竹や当時の代表的な盛り場への影響の

分析を行い、有楽街の史的意義を考察する（目的③）。第６章で

結論とする。以下の表 1 は本研究で主要に用いた史料である。  
表 1 本研究で用いる主要史料 

番号 著作 略称 

a 小林一三『私の行き方』（小林一三全集第三巻）ダイヤモンド社,1935 [小] 

b 雑誌『東宝』（他：『歌劇』『文藝春秋』『改造』『婦人之友』など） [東] 

c 東宝株式会社『東宝 75 年のあゆみ ビジュアルで綴る 3/4 世紀 

1932-2007』2010（他：『東宝十年史』『東宝三十年史』など） 

[75] 

d 各劇場リーフレット(所蔵：一般社団法人 映画演劇文化協会) [リ] 

e 竹中工務店東京支社『東京宝塚劇場新築工事概要』1934 [竹] 

f 今和次郎編『新版大東京案内』批評社,1986（中央公論社,1929） [新] 

g 東京朝日新聞（1930-1945 年までの記事） [朝] 

２. 東宝以前の小林の事業と東京の盛り場の概況 

2-1. 箕有電軌による沿線開発と少女歌劇の誕生 

 箕有電軌は 1907 年に設立、その 3 年後に宝塚・梅田間及び 
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石橋・箕面間を開通した。沿線の乗客急増策として終点である

箕面と宝塚に動物園と新温泉が開発された。宝塚新温泉では、

これまで主な対象とされなかった女性や子供といった潜在的な

客層に訴求する施設計画と集客戦略が取られた。その一貫で、

1912 年 4 月に実施された婚礼博覧会の余興として、宝塚少女

歌劇が初披露された。 

2-2. 広告誌『山容水態』にみる初期の娯楽の位置づけ 

 家庭における「趣味」の重要性が指摘され、宝塚新温泉で開

催された家庭博覧会等の女性や子供をターゲットとした仮設的

な博覧会や少女歌劇を通して、趣味の提供を企図していた(2)。 

2-3.関東大震災以後の東京における娯楽・盛り場の概況 

  関東大震災以

前は、浅草一極集

中だった東京の盛

り場は、震災後、銀

座や郊外電車の始

発駅だった新宿・

渋谷の台頭により

図中の 7 つの盛り場

が中心になった（図 1）[新]。また、山の手の端にある浅草から

銀座に盛り場の中心が移行した。銀座はデパートやカフェがあ

ったが、「他所の盛り場にみるような、享楽場所がない」(3)と指

摘されていた。他の盛り場も２、３の劇場や映画館、寄席があ

ったのに対し(4)、浅草には 25、26 の劇場等があり、依然として

大衆的な娯楽の中心は浅草であった。娯楽に関しては、演劇や

歌舞伎は高額かつ大衆席の扱いの悪さが指摘されており、大衆

には程遠かったことが窺える。江戸以降の大衆娯楽である寄席

は次第に衰退する一方で、有声映画が台頭している[新]。 

３. 東宝の誕生と有楽町における娯楽街の計画と特質     

3-1. 東宝の成立経緯と有楽町における娯楽地帯の構想 

 宝塚少女歌劇の東京出張の成功により、常設館を建設しよう

と考えた小林は 1932 年に東京宝塚劇場株式会社を設立する。

その際、単体の劇場だけではなく、複数の劇場を集中的に計画

する有楽街の構想に至った。それは東京に「明るい、清い、美

しい」歓楽境がないことや「娯楽中心の場所は浅草しかない」

が、「低級」で「相当の家庭の人」や「教養のある人」は満足で

きない[小]として、①「家庭」のための「高尚な（品位ある）娯

楽地帯」を創出し、手本となる娯楽を大衆に与えること、②松

竹による大衆の生活水準から離れた旧来の興行法の改革を目的

に実行に移された。更に、③東京一の盛り場だった銀座に隣接

する有楽町・日比谷に娯楽街を形成することで、銀座周辺一帯

の発展を企図したものと考えられる（図２）。また、有楽街は国

民大衆、特に資本主義の発達と共に生まれた無産労働者階級と

その家族を主な客層として構想したと考えられる(5)。 

3-2. 有楽町・日比谷の場所性と有楽街の立地性について 

 当時の有楽町・日比谷の場所性を以下の表にまとめた[新]。 
表 2 当時の有楽町・日比谷の概況 

ア 近代的な日比谷公園や東京朝日新聞など近代建築が建設され、震災復興における代

表例として挙げられ、当時の東京において「近代化」を象徴する場 
イ 「丸の内ビル街から霞ヶ関の官衙の緩衝地帯とでも云つた和やかな気分のあるとこ

ろ」というようにオフィス街に隣接しつつも、和やか場所 
ウ 当時、邦楽座と帝国劇場というふたつの映画館

(6)
、更に日比谷公園には音楽堂や公

会堂、図書館など娯楽・文化的設備が市民に親しまれていたほか、当時の新聞社は展

覧会を催し、上映装置を備えたホールを有していた。 

 これに対し、小林が言及した既存施設と指摘事項をまとめた

（図 2）。「日比谷公園の前の上品な地区を選んだ」と語るよう

に小林は立地に関しては「品位」があり「家庭でいける」こと

を重視していた。また、ウ）のように多岐の既存施設の存在が

小林に「将来の娯楽地帯にふさわしい」と語るに至らしめ、オ

フィス街に隣接すると同時に、省線や路面電車の通る交通の要

所であることが「市井の中心地」にあると指摘させた。小林は

こうした場所性から労働者を中心とする大衆、そして家庭に娯

楽を提供するには有楽町は最適な土地と考えていたことが窺え

る(7)。有楽街が建設された場所は、震災以前は日比谷大神宮や東

京電燈が位置していた。震災後に大神宮が水道橋に移転、東京

電燈の土地は空地になっていた。その土地に東宝は東京宝塚劇

場を中心に複数の劇場及び食堂などの施設群が建設された。 

3-3.有楽街の空間的特徴  

 各劇場の機能及びその変遷を整理した（表 3）。これより有楽

街の劇場建築や盛り場としての特徴を述べる。有楽街の劇場の

特徴として、小林の「大劇場主義」（表 5 参照）により、いずれ

の劇場も 2000 人近くを収容する大劇場を採用している。東京

宝塚劇場内の東宝演芸場や日本劇場内の第一地下劇場など劇場

内において、日本で初めて複数の劇場を併設するものであった。

道玄坂（渋谷） 
新宿 

神楽坂 

人形町 

銀座 上野 

浅草 

図 1 関東大震災以後の東京の主要盛り場 

（『新版大東京案内』(1929)扉絵より） 

図 2 有楽町・日比谷の場所性及び施設への小林の指摘事項

（『帝都地形図』（1932）に筆者加筆。） 

 



 

 

これは、小林が「高尚な新しい浅草」を目指すように、浅草六

区の劇場及び多様な娯楽が集中している様子に倣い、集中的に

機能とプログラムの異なる劇場を設置することで(8)、多様な客

層に訴求することを意識していたためと考えられる。そうして

集まった客を席の階級問わず、劇場内の席・動線の画一化を行

うことで平等に行うという革新的な設計を行っている(9)。ま

た、劇場の清新なイメージを形成するため、東京宝塚劇場にお

いては「清新明朗」な意匠が戦略的に選択されている(10)。 

 また、劇場以外に、浅草のように、観劇前後に楽しめる喫茶

店や食堂、また、美粧室や小林発案の東京婦人会館（女性のた

めの文化施設）といった旧来の男性中心の盛り場にはない施

設群を同時に併設している（図 3）。それらは、観劇客以外に

も開放され、観劇を目的としない層の集客も図っていた。 

図 3 有楽街の施設配置図（『一万分一地図(1936)』及び東宝リーフレットを基に

筆者作成。） 

3-4. 興行法の刷新 

 小林は、東宝の興行法・劇場経営は他の劇場経営の悪弊を浄

化し、「明るい、心持ちよく朗らかなる」娯楽機関の充実が大衆 

のためになるとして、営利事業として劇場経営の刷新を行うこ 

とを志している。以下で大きな特徴を挙げる（表 4）。 

表 4 東宝による興行法の刷新 

表 5 松竹・東宝の観覧料と興行時間一覧 

3-5. プログラムと催し 

 有楽街の各劇場の主な興行内容を整理した（表 3）。宝塚少女

歌劇の他、国民劇を目指し、東宝劇団などの劇団を創設、浅草

で人気の古川緑波や榎本健一一座を手中に収めた。各々の劇場

のプログラムが差別化され、多様な観客に訴求し、有楽座では

コドモデーの開催、日比谷映画劇場では「御家庭週間」という

子供向け映画週間が行われた。催しとして、東京宝塚劇場内で

銀座のデパートと共同で女性向けの展覧会が開催された[リ]。 

4. 興行主・小林一三の娯楽観の解明           

 

 

 

① 観 覧 料 の

低廉化 

娯楽を贅沢ではなく「生活の必需品」、また「家族揃っていくもの」

に変革することを狙った小林は観覧料を大衆の生活水準に合わ

せ、これまでの一人分の金額で家族揃って観られるようにするこ

とで、娯楽を大衆、家庭の生活に組み込むことを意識した。また

日比谷映画劇場や東宝小劇場等は観覧料に階級を設けず、すべて

の客を同一に扱うことを意識していた。当時の松竹の観覧料に比

べて、東宝の劇場が圧倒的に低価格であることが確認できる（表

5）[小]。 

 

② 興 行 時 間

の変化 

有産階級が主な客層であった旧来の劇場の開演時間は開演時間

が午後 4 時であり、そのような興行時間では、小林が大衆と定義

する労働者階級、すなわちサラリーマンや職工が娯楽に没交渉で

あることから、興行時間を午後 6 時に設定し、上演時間も短縮し、

大衆の生活水準に即した興行時間に改めた（表 5）[小]。 

表 3 有楽街の施設年表及び興行内容（『東宝十年史』『東宝三十年史』『産経学園五十年史』『東京朝日新聞』に記載された広告を基に筆者作成。） 

劇場 明治座 新歌舞伎座 新橋演舞場 東京劇場 歌舞伎座 邦楽座（映画館）

観覧料

8円50銭、5円
50銭、2円50
銭、1円、70
銭

一等）3円80
銭、二等）2
円50銭、三
等）1円50
銭、三階）70
銭

一等）3円50
銭、二等）2
円50銭、三
等）1円50
銭、三階）70
銭

3円80銭、2円
50銭、1円50
銭、80銭、50
銭

6円80銭、4
円、3円、1円
50銭、80銭

1等）1円20
銭、2等）80
銭、3等）40
銭

興行時間 ―

記載 [朝]S8.12.30

劇場 東京宝塚劇場 東宝演劇場 日比谷映画劇場 有楽座 日本劇場 帝国劇場

観覧料

三階席：50銭・
1円、一二階
席：1円50銭、
2円

1円均一 50銭均一 50銭から2円 50銭均一
3円50銭、3
円、1円50銭、
1円

興行時間 ― 毎夕六時開演 ー 毎夕六時開演

記載 [報] S9.10.3 [リ]S10.8 [リ]S9.3 [リ]S10.8 [75] p.66 [朝] S15.2.27

松竹の各劇場の観覧料と興行時間

毎夕四時開演

[朝]S7.1.3

毎夕六時開演

東宝の各劇場の観覧料と興行時間



 

 

4-1. 小林の娯楽観の整理 

 小林の娯楽観の基調にあったのは、家庭本位・大衆本位・娯

楽本位という理想であり（表 6）、権田保之助や戸坂潤といった

当時の娯楽論者の言説に近いものがある。 
表 6 小林の娯楽観の整理 

 

 

家庭本位 

主人ひとりと同等の料金で家族揃って楽しめるような料金設定と

し、従来、男性本位だった娯楽から脱却し、婦人や子供が見ても

同様に楽しめる娯楽の創出を目指している。また、善良な家庭は

旧来の娯楽と無縁であったことから「品位ある」「健全」な娯楽空

間にすることでより家庭に開くことを目標としている。 

 

 

大衆本位 

上流階級や知識階級に偏った娯楽を大衆に開放することの必要性

を説いている。小林が定義する大衆、つまり生活の為に働いてい

る無産労働者階級に開放するためには、大衆の生活水準に合わせ

て、料金を安くする必要がある。それを果たすには、単価を安く、

大勢集めることで達成できる「大劇場主義」を展開した。 

 

 

娯楽本位 

演劇等は、特権階級の「贅沢」から大衆の「生活の必需品」に転

換されるべきであり、「芸術」ではなく「高尚な娯楽」である必要

があると述べている。人間の生活を中心に考え、生活に「潤い」

「慰安」を与え、あらゆるものの方針として働く「生活の糧」で

あり「教養の糧」となるような娯楽の創造を望んでいる。 

 以上の理念に基づき、有楽街の特質を整理すると、図 4 のよ

うに理解できる。既に大衆的な盛り場と知られた「浅草性」、同

時に悪場所とされた盛り場や劇場を刷新する「高尚性（＝品位）」

をもって、理想を果たそうとしている。 

図 4 有楽街の特質と小林の娯楽理念の整理 

4-2. 事業としての娯楽 

 小林は劇を中心とした娯楽がビジネスとして成立することが

結果的に、興行の進歩と共に内容の向上も期待できると述べて

いる[小]。 

5. 有楽街の評価と事業の史的意義についての考察 

5-1. 有楽街の評価の整理 

 当時の新聞記事や書籍から有楽街の評価を整理すると、有楽

街が賑わっていたこと(11)、その結果有楽町周辺の人手が増加し

たこと(12)、東京の興行街の中心が浅草から有楽町に転換されつ

つあること(13)、浅草とは異なる新興労働階級の新名所であるこ 

と(14)が指摘されている。事実、当時の写真を確認すると、洋服

を着たモダンな男性や子供連れの母親の姿が目立った。 

5-2. 同時代の興行会社・盛り場への影響 

 ①劇場内に複数の劇場を併営するモデルが松竹に模倣された

こと、②東宝の大衆・家庭の生活水準に合わせた観覧料や興行

時間は松竹だけではなく、他の興行会社にも追従され、当時娯

楽施設が一極に集中していた浅草にも観客吸収策を取らせるな

ど、他の興行会社や盛り場に多大な影響を与えた。有楽街はあ

くまで東京の一盛り場・娯楽街に過ぎないが、こうした時代の

娯楽様式を形成し、より大衆の要求に即した娯楽設備が伝播し

ていったことを含め、有楽街の意義があったと考えられる。 

6. 結論                          

 本研究では、❶小林は、浅草に対し「大衆的であるが低級で、

家族行ける場所ではないこと」、松竹の「大衆を対象としない興

行法」を批判し、家庭のための高尚な娯楽地帯の建設及び娯楽

の提供、また興行法の革新等を企図して有楽街を構想し、その

客層を大衆＝無産労働階級とその家族に設定したこと。上記の

構想を達成する手段として、図 4 にまとめたように、立地や劇

場建築や盛り場という空間性、興行法という観点で東宝・有楽

街独自の特質が認められること、➋小林が有楽街において「高

尚な新しい浅草」を理想としたように、大衆的であった浅草性

に、悪場所を刷新する「高尚（＝品位）」という要素を加味し実

行され、事業の基調にあったのは、小林の「家庭本位」「大衆本

位」「娯楽本位」という理想であったこと、❸有楽街は、当時の

浅草に代わる盛り場になり、新しい客層が集っていたと指摘さ

れていたこと、松竹などの興行会社に劇場空間や興行法の観点

で、浅草にも集客策を取らせるなどの影響を与えたことを明ら

かにした。以上より、小林率いる東宝の有楽街の創出は、娯楽

の裾野を大衆までより広げると同時に、悪場所とされた盛り場

や劇場を家庭で行けるような空間に刷新、そして娯楽が「家庭」

「大衆」の「生活の一部」となるように推進したと考えられる。 
 
補注 (1)小林の最後の事業は、亡くなる前年である 1956 年の新宿・梅田のコマ劇場の建設で
あった。／(2)「僕は家庭に於ける趣味の養成に盡くしたい思ふ。此趣味の涵養によりて兒童
の常識なり人格なりが如何に立派に養はれるであろふか。」『山容水態』1914 年 2 月／(3)東都
百一景』にひはり社、1934 年／(4)『帝都地形図』株式会社之潮、2005 年より確認。／(5) 
／「東宝はもっと広い国民大衆を対象として経営されてゐるもので、東宝はかかる国民大衆を
対象としてゐることこそ我々の誇りなのである」[小]p.176「日比谷をして銀座に関連してサ
ラリーマンや家庭本位の文化的設備の充実によつて新しき娯楽地帯たらしめたいと思ふてい
る。」小林一三 秦豊吉宛て昭和 8 年 1 月 25 日「小林一三秦豊吉 往復書簡」『演劇界』1984
年一月号／(6) 1930 年代初頭には、帝国劇場は松竹により映画館として活用されていた。図中
に日本劇場があるが、建設が頓挫しており、実際の開場は東宝劇場と開場の 7 日前の 1933 年
12 月 25 日である。／(7)人通りを測定した結果、小林のそろばん勘定で事業が成立すると判
断できたこと、上記の構想を考えていた際に小林が社長を務めた東京電燈の土地処分問題によ
り、日比谷の土地を自身で土地を合法的に所得したという現実的・経営的要因もあった。／
(8)松竹は分散している劇場を買収・経営するモデルをとった。(9)当時の劇場や映画館は席に
階級を設け、大衆席とされる三等席はは動線が分けられたり、席の質が低いなど冷遇されてい
た。今和次郎編『新版大東京案内』批評社、1986 年、p125／(10)竹中工務店東京支店『東京
宝塚劇場新築工事概要』／(11) 「全国娯楽界の金字塔（略）好成績で誠に日本の娯楽は有楽
街からと云ふ有様である。」東京朝日新聞 1936 年 2 月 10 日／(12)「日本、東宝、日比谷の三
劇場ができて、丸之内一帯もうるほひのある人出が多くなった」朝日新聞 1934 年 1 月 22 日
夕刊／(13)「（昭和 10 年前後）東京の娯楽街は、浅草中心から浅草と有楽町・木挽町と二つの
極に分解。」水原孝『私の銀座昭和史―帝都モダン銀座から世界の銀座へ』泰流選書、1988 年
／「東京における興行なり、娯楽の中心は浅草であり、全国的興行の標準も亦浅草であった。
それが今日では、中心が丸の内に移動して、丸の内で当つた興行は直ちに全国に波及するとい
ふ一勢力を形成するに至つた」小島浩『有楽街展望』雑誌『東宝』昭和 11 年 2 月／(14)権田
保之助『丸の内有楽街』『婦人之友』昭和 11 年 3 月号、1936 年 
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