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Abstract: In this study, we investigated the records of foreigners who visited Yokohama after the opening of the port to reveal the 

changes in their evaluation of the settlement life. As a result, it is clarified that they had criticized the settlements in its early days, 

but their reputation had grown due to voluntary improvements made for entertainment and comfort. 

 

１．背景および目的―横浜は 1859 年の開港以来，モ

ノやヒトの中心として発展を続け，現在は国際的な観

光地となっている．横浜観光の主要箇所である横浜公

園や横浜中華街などは，かつて外国人居留地として利

用された歴史資源である．外国人居留地については，

中華街［１］や居留地などの都市形成の変容に関する

様々な研究［２］がなされているが，居留生活の実態や評

価に関する研究は十分でない． 

そこで本稿では，開港後に横浜に訪れた外国人の記

録に着目し，居留生活への評価の変容を明らかにする

ことを目的とする． 

２．調査方法―本研究の調査概要を Table1 に示す． 

３．結果及び考察―Table2 に文献資料における各エリ

アの記載概要を示す．Figure1 よりエリアは記載傾向か

ら A（外国人居留地）B（本町通り，海岸通り周辺）C

（横浜公園）D（日本人居住区）に４分類した．さらに

記載内容より「居留地批判期」「外国文化混在期」「外

国文化定着期」「関東大震災期」の４期に分類できた．

以降これに従い，結果及び考察を述べる． 

３－１．居留地批判期（1853～1861年）―Table2①②

③より，A エリアは堀に囲まれ物理的に隔離されてお

り，「閉じ込める」「囚人扱い」といった居留地を監獄

のような窮屈な環境と捉えていたことが分かる．これ

より，この期は外国人にとって居留地が好ましい環境

では無く，批判の対象であったといえる．  

３－２．外国文化混在期（1862～1871 年）―Table2

⑥より居留地を「ヨーロッパの掃溜め」と称し，人と

文化が多国籍に混在していることを捉えた．また，⑨

「活気に満ちた光景」より，前期に比べ居留地への印 
Table1. Outline of survey（調査概要）        （This is original table by authors） 

調査方法 文献調査 

調査対象 
「明治日本旅行案内東京近郊編」「チェンバレンの明治旅行案内」 

「ヤング・ジャパン１横浜と江戸」など計 28冊 

調査内容 文献資料中から外国人居留地に関する記載の調査 

象が好ましい方へと転じた様子が窺える．また，⑪「居

留民は好む所に居を定めコスモポリタンな町」より，

国籍にとらわれず自由に居留地を選択できるように変

化したことを捉えた．一方，D エリアについて，㊵「居

留地の街路は夜暗いのに隣の日本人町はガス燈があか

あかと輝く」より，居留地の都市設備との格差を感じ

日本人居住区を羨望する様子を捉えた．さらに，C エ

リアに位置する遊郭ヤンキロー（岩亀楼，Figure2）の

記載㉜㉝より，様々な国籍の外国人の娯楽の場となっ

ていたことが窺えた． 

３－３．外国文化定着期（1872～1905 年）―Table2

の⑭⑮より，出身国ごとの商業や生活，コミュニティ

が活発になったことを捉えた．㉞より，上述の遊郭が

移転した跡地には彼我公園（現・横浜公園，Figure3）

が整備され，クリケットや野球のグラウンドが設けら

れたことで，多くの外国人で賑わった．また，㉒より B

エリアは読書室やビリヤード室など外国人が楽しみた

い施設を整備し，同様に㉔㉕よりホテルやその周辺に

も娯楽施設が整備され，居住環境として安定し始めた

ことを捉えた． 

３－４．関東大震災期（1923年）―A，B エリアが震

災より多大なる被害を受けたことが記載されていた．

Table2㉚より，震災に伴い娯楽の場が減ったことを捉

えた． 

４．まとめ―居留地批判期以降，娯楽を中心とした居

留地の生活環境改善に向け，外国文化混在期，外国文

化定着期に外国人による自主的な整備がなされた結果，

居留地の評価が高まったことを捉えた．今後は関東大

震災後の居留地生活評価の変化も追っていきたい． 
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幕末滞在記若き海軍士官の見た日本」pp277,2003［９］V・F・アルミニヨン「イタリア使節
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［11］E・W・クラーク「日本滞在記」pp245,1967［12］トク・ベルツ「ベルツの日記第一部
上」pp154,1951「ベルツの日記第一部下」pp168,1952「ベルツの日記第二部上」pp208,1953「ベ
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Table2. Description by settlement area（各エリアの記載概要）                                      （This is original table by authors） 

 
時代背景 

記載内容 

A（外国人居留地） B（本町通り,海岸通り周辺） C（横浜公園） D（日本人居住区） 

 

1853（-1887） 
ペリー来航 
 

 
  

 

      
 

1859 
 
 
 

    

1860  
第一回地所 
規制の規定 
  

 

    
 

1861 
（-1862） 
 
 

     

 1862  
生麦事件 
 

 
  

 

     

1863 
（-1864） 
 
 

 
  

 

   
 

1866  
大火 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
 

1867 
山手地区が 
新たに外国人 
居留地に編入 

 
     

1871 
日清修好条規
が締結 

 

      

 1872 
新橋横浜間に 
鉄道開通   
遊郭は高島町 
移転 

        

1876 
遊郭跡地に横 
浜公園が完成 

 

      

1881 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 

1884 
(-1902) 
 
  

       

1886 
 
 
  

 

      

1891 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

     

1899  
居留地撤廃 

        

1902 
  

      

1903 
 
  

       

1904 
横浜電気鉄道 
神奈川・大江 
橋間が開通 

       

1905 
  

       

 

1923 
関東大震災 
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「古き横浜の壊滅」[16] 

①他地域から引き離し閉じ込めるため運河が掘っ
てある（１） 

㊱ヨーロッパ商人と取引をする日本人町ができ砕
石舗装など見事な計画（１） 

㊲こっとう品通りの商品には丁稚の手で値段が付
けられる（２） 

②境界として入江と川口を結ぶ掘割/新居留地は
出口が二つしかない島/検問所は手荷物を調べ
禁止物の持ち出し持ち込みを監視（２） 

③完全に隔絶,監視の許可なしに出入することは
不可能/外国人を収容し囚人扱い（３） 

④居留地から出火，日本人街まで及ぶ（２） 

⑤外国人の娯楽を減らすことは外人政策の中にな
い/居留地内の公衆の娯楽は珍しい（２） 

㊳横浜に便利な桟橋や波止場を造り商人たちの住
居を建てた（３） 

㊴日本人地区の火事は冬の間二度起こり吉原地区
を含む 70 軒以上が焼失/特徴は公衆浴場がたく
さんあった（２） 

⑥掘割で出入りを厳重に取り締まる/イギリス某
外交官が「ヨーロッパの掃溜め」と称す（４） 

⑦政府が街路と下水設備を完全に手入れし居留地
前面に堤防を築くと誓約（２） 

㉛ある立派な公爵が議会の席上で「若い婦人の教
育所」と湾曲に表現した遊郭の安普請が目につ
く（４） 

⑧第２回英国居留民会が開催/横浜共同クラブに
統合される共同サービスクラブが設立/陸では
多くの演劇が催された（２） 

⑨町並みが不揃いで活気に満ちた光景/横浜を第
二の出島に変えるのは容易（５） 

⑱市街清掃隊が設立され毎日街路，下水，海岸通
りから不快なゴミを除き居留地から離れた場所
に運ぶ（２） 

⑲大通りと港通りが交差している広場は町の中で
もっともすばらしい（５） 

㊵日本人町を散歩する価値があり美しいだけでな
く興味以上のものがある/居留地の街路は夜暗
いのに隣の日本人町はガス燈があかあかと輝く
（２） 

⑩西洋区の焼跡は整理され家が建てられる/日本
政治の堅実さが横浜に外国商人が居留を要求,
欧米の諸施設が築かれる（６） 

⑪町の内外はヨーロッパの港町と同じような景観
/居留民は好む所に居を定め横浜は極めてコス
モポリタンな町/堀は居留地を完全に隔離する
ため設けた政府の企図の失敗の結果/イギリス
人，アメリカ人，ドイツ人の店には西洋人が必
要とする品が揃う/イタリア人は住居に国旗を
掲げたがる（７） 

 

⑳海から見ると横浜は完全にヨーロッパの町で住
民お気に入りの幅広い遊歩道バンドが走る/本
町は海岸線と平行して走る大通りをもつ規則正
しい町並（６） 

㉜ヤンキローは横浜の遊郭で警察が訪れる人々を
厳しく監視/ヤンキローは日本式の劇場があり
観客は町の下層階級/日没から真夜中まで周辺
の通りは日本人,中国人,欧州人問わず横浜中の
男の住人が集まってきたような盛況/初めて訪
れる欧米人は安心できるような雰囲気ではない
ため警察がしっかりしているのを知りほっとす
る（６） 

㉝政府の官費で作られたヤンキローは税関で取り
上げることができなかった金の一部を絞り取り
政府に献上（７） 

 

㊶弁天は一番貧しく汚らしい区域で日本人家屋を
犠牲に欧州区を拡張させる計画/日本人区は門
があり閉鎖され暗闇に包まれる（６） 

㊷堀の一部は西洋人のボートを作るドックとして
利用/特殊な配置ゆえに居留民の火災の脅威/要
所には柵が設けられ夜間に閉じられる/建物は
小さく貧弱でほとんどが商店，国の産物を売る
/目抜き通りに外国人が珍重する贅沢品や骨董
品を商う店が並ぶ（７） 

 

⑫富裕で快適な外人居留地の一部を通ると運河に
かかった橋に出た（９） 

⑬外人はむしろ横濱のほうが安全（10） 

⑭よく舗装された目抜き通りは泥濘の中から築き
上げられる/中国人は自分たちの一廓を占めチ
ャイナ・タウン特有の各種産業の味わい/イギリ
ス臣民は居留地の一般的な建築物にも外国人社
会にも影響を及ぼす/イギリス人は派閥に分か
れ階層にけじめをつけ英米人,フランス人,ドイ
ツ人は独立できるほど大きいがお互い行き来し
ない/中国人の結婚式か他の式典がある夕べは
居留地の方から騒騒しい花火の打ち上げの音
（11） 

㉒外国人社会はそれぞれクラブを持つ/英米人は
海岸通りの立派な建物/広い図書館,読書室とビ
リヤード室,贅沢品を備える/海岸通りは半マイ
ルほど続く海辺の立派な遊歩道/ヨコハマ・ユナ
イテッド・クラブやグランド・ホテル,ウィンザ
ー・ホテルなどが立ち並ぶ/海岸通りは格好の散
歩道/低俗なヨーロッパ風建築と素朴な日本式
の雑種的混合/フランス人たちはグランド・ホテ
ルの反対側の大テントで宴会を開く/海岸通り
に町が活気づく前の早朝に行くのが大好きだっ
た/メイン・ストリートの道幅はかなりあり舗装
もよく街灯もつきリーゼント・ストリートに出
しても恥かしくない店舗が並ぶ（11） 

㉞クラブの数と種類から判断して小規模外国人社
会は運動と娯楽に熱中/外国人と日本人の居住
区にはさまれクリケットと野球のクラブのグラ
ウンドがあり冬場はフットボールにも使われて
いる（11） 

㊸富裕そうな長い二本の通りは本町通と弁天通
で,骨董,磁器,絹の小売店がある/日本人地区の
街路は混み合い朝から晩まで娯楽の種がつきず
もっとも面白い場所,外国人の習慣や物品が奇
妙に混ざり合う（11） 

㉓水辺のクラブハウス,ホテル,公邸の立つ海岸通
りに東洋的風情はなく,日本風と見るには欧州
すぎ,欧州風と見るには日本的すぎる（12） 

⑮三千人のアメリカ人,ヨーロッパ人,シナ人が店
を構える/横浜は《極東》という見地からは殆ど
興味をひかない（13） 

⑯沼地の内側に外国人社会を造ることになり現在
の居留地の大部分は 1866 年の火事後から出来
た/居留地全体の番号は連続しているが通りの
名前とは関係ない（14） 

㉔裕福な居住者の住宅がある海岸通り/海岸通り
にもあてはまり横浜には劇その他の催し物が行
われる公会堂,見事なメソニック＝ホール,競馬
場がある（14） 

㉕グランド・ホテルは海岸の素晴らしい見晴らし
の所にありヨーロッパ人の溜り場/数歩歩けば
とても気持ちの良いクラブ/外国人がふらっと
来てテラスに腰掛けたり,バーに入ったりお喋
りをするのはこのホテル（15） 

㉖横濱クラブでお茶の會を催した（10） 

㉗横濱のゲルマニア・クラブへ他のクラブは國際
的で,横濱ユーナイテッド・クラブがそう（10） 

㉘横濱のグランド・ホテルは『旅順陥落を機會の
スぺシアル・ティフィンとディナー』を豫告し
ている（10） 

㉙横濱のクラブで簡単な講演を行った（10） 

⑰街路はすべて人力車用に設計され自動車用では
なかった/人口の密集していたチャイナ・タウン
が潰れて残ったもの/居留地自体も倒れた電線
や電柱がからみ煉瓦や石の塀がこわれていた/
第二次世界大戦で横浜は爆撃によって一掃（16） 

㉚演劇,舞踏会,音楽会,集会の場であった娯楽劇
場（ゲーテ座）があったが何もない/横浜ユナイ
テッドクラブも倒壊/数個のクラブは合併を決
め横浜ユナイテッドクラブも海岸通りに沿う歴
史的な場所をたたみスポーツクラブと合併（16） 

㉟政府が取り上げるまでは外国人のための無類の
クリケット場や運動場（16） 

㉑私たちはグランド・ホテルのサンパンの小さな
キャビンに入り込む（８） 

凡例  
外国人居留地 
 
 
本町通り，海岸通り周辺 
 
 
C（横浜公園） 
 
 
D（日本人居住区） 

Figure1. Distribution of each area（エリア分類図）                   （This is original figure by authors） 
 

0      100     200 

D（日本人居留区） 

C（横浜公園） 

B（本町通り，海岸通り周辺） 

A（外国人居留地） 

Figure2.  Yokohama Park（横浜公園） Figure3.  Gankiro（岩亀楼） 
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