
 

（図１） ジェラールの工場外

観図と現在の元町７７番 

（図２） 外国人墓地の古地図（幕末）。下部に「田」の

文字が読める 

シリーズ・街の記憶 ③ 

山手町７７番 ― 消えた地番のクロニクル 
 

◎ 山手町地番における「欠番」 

1886(明治 19)年刊行の『日本絵入商人録』にはジェ

ラール工場の内観図と外観図(図 1)が掲載されている。

この『日本絵

入商人録』の

図中で紹介さ

れる商館のう

ち、バンドの

外国人居留地

の 地 番 表 記

は  ”No.169” 

(169 番)、山手外国人居留

地は ”No.178 Bluff” (山手

178 番/アイザック・フェ

リス女学院の地番)と四角

い囲みの中に記されている。 

ところがジェラールの煉

瓦・瓦工場外観図には例外的に「横濱元町山七十七番」、

英語では”No.77 Bluff or Motomachi”と表記されてい

る。これは一体何を意味するのだろう。 

ジェラールは来濱の 1863 (文久 3)年 8 月 9 日から

僅か 1 ヶ月後にバンド 169 番(後の 188 番)、翌年の 3

月と 5 月に現在の元町公園一帯の土地の永代借地権を

取得している。この山手の谷あいにあたるブラフ 77、

78、79、80、81、91、200 番の永代借地権がジェラ

ールの没後、遺産管理を一任されたジュリアン・シャ

ルトン(詳細は「アルフレッド・ジェラールの航跡」／

シリーズ 6 参照)の手によって、1927 (昭和 2)年、水

屋敷の給水施設とともに横濱市に買い戻され、市は上

記 7 つの地番を 77 番として一括したうえで「元町」

の地番へと編入した。この結果、現在の山手町におい

てこの 7 つの地番は欠番となっている。 

 

◎ ブラフにおけるジェラールの地番の二つの謎 

ところが二つの大きな疑問が生じる。まず、本シリ

ーズ第 1 稿に記した通り、山手外国人居留地(ブラフ)

に地番が付与されたのは 1867 (慶応 3)年である。ジェ

ラールは来濱の翌年即ち 1864 (文久 4)年には現元町

公園一帯の土地の永代借地権を取得していた訳だから、

これはブラフに地番が設定される以前ということにな

る。それなのに何故、彼が保有した土地に結果的に 7

つの異なる地番が付されることになったのだろうか。 

また、1886(明治 19)年に刊行された『日本絵入商人

録』に記載されたジェラール工場の地番 ”No.77 Bluff 

or Motomachi”が、あたかも昭和 2 年の山手町 77 番

の元町編入を予見させるものであることを、どう説明

したらいいのだろうか。その謎解きのために、改めて

ジェラール工場の土地取得ならびにブラフの地番設定

に関する経緯を振り返ってみたい。 

 

◎ そこは田んぼだった 

ここに一枚の古地図がある。外国人墓地の展示室内

に展示されているもので出展も時代も定かではない

（図 2）。外国人墓地設立当初のものと思われるが、既

に米国領事館用地の記載があることからジェラール来

濱前年の 1862(文久 2)年以降の地図ということになる。

この地図を見ると当時の外国人墓地(現在の墓地の北

側の一画)の右(南)側は「畑」であり、下(西)側には「田」

の文字が見える。つまり、ジェラールがこの土地の永

代借地権を取得した時、そこは湿地のような場所だっ

た。勿論、この時点で地番は未だ付与されていない。 

後に改めて触れることになるが、現在「額坂」と呼

ばれる現元町公園の西側を元町から山手に上る細い坂

は悪路で、雨の後は泥沼と化したと言われている。元

町の火災の際にはこの悪路のために多くの日本人が逃

げ場を失

い、命を

落とした。

そのよう

な土地を

ジェラー

ルは取得

したのだ。

販売用

の沸水

を得るには絶好の地形と判断したのかもしれない。 

 

◎ 山手の地番設定 

さて、1867(慶応 3)年に設定された山手外国人居留

地の地番を見てみたい。増田万吉作成になる 1871 (明

治 4) 年の地図を見てみよう(図 3)。地図の下(北)側に

堀川が見えその上に東西に細長く元町の街並が見える。

地図の右(西)側に見える中村川の支流を上る坂が「地

蔵坂」で、1911(明治 44)年山手隧道ができるまで、こ

の山越えが関内から本牧に向かう交通の要衝であった。 

こうした理由から、この地蔵坂上を起点にブラフ 1

番が始まり左(東)に向かって昇順になっていくのだが、

区画ごとに地番をまとめていくため、バンドの地番に

見られたような規則性は殆ど見られなくなる。幕府は

当初バンド内に外国人居留地を集約させようと考えて

いたものの、外国人の増大に伴い列強の強い要請によ

りブラフに居住向け居留地を拡大することになった。

1862(文久 2)年、英米仏に山手地区の領事館用地を貸

与 し た こ と を 契 機 に 外 国 人 の 居 住 地 化 が す す み



 

（図３） 増田万吉の山手外国人居留地地図（明治４年：円内がブラフ１番） 

（図４） 図３の部分拡大図（円内がブラフ７７番、点線が「額坂」） 

1864(元治元)年には、二度目の地所規則となる「横濱

居留地覚書」が制定され、外国人たちはブラフにおけ

る自治権を獲得していくことになる。1865(慶応元)年

に設立された自治組織、市参事会の委員は各国から選

任されたが、フランス人委員の中には、ジェラールの

帰国後にジェラール商会の経営を引継ぐことになる

Deveze (ドゥヴェーズ)の名も見られる。 

 こうした自治権の確立によって、1867(慶応 3)年に

バンドに地番が設定された際には、一旦、幕府の領地

として一括買い上げられたブラフ一帯の土地が、業者

によってその借地権を分譲され、ブラフの地番は分譲

順に設定されていった。この結果、ブラフの地番には

バンドのような規則性が失われていくことになる。 

 

◎ 山手外国人居留地と日本人街との「接点」 

そして改めてブラフ 77 番に目を転じてみよう。先

ほどの増田万吉の地図の拡大図を見てみたい (図 4)。 

1874(明治 7)年、県の求めに応じフランス領事が行

った測量によるとジェラールは 77、78、79、200、

202 番の借地権を保有している。翌年には隣接する 80、

81 番をホイト氏より取得している。その左(東)側の 91

番には「十二ヶ所(条)墓所地」と記載があるが、これ

は全十二カ条を擁する前記「横濱居留地覚書」第三条

によって拡張が約された外国人墓地用に確保された土

地であった。ジェラールは既に取得していた 81 番の

土地の一部を狭隘な額坂の拡張に供出する見返りとし

て 91 番の土地払下げを県より申し受けた。 

この保有地拡大を僅かな土地で広大な土地を入手し

たジェラールの商才と取ることもできよう。しかし、

これは谷下にあたる 77 番に設置した地下貯水槽の豊

かな水源を確保するために必要な土地取得ではなかっ

たのだろうか。結果的には、ジェラールはこの一帯の

土地を手つかずのまま鬱蒼とした谷あいの森林として

残し、美しい湧水を守ったことになる。 

額坂を上られたことのある方は坂の途中左手道端に

ある「ブラフ溝」の記念碑に気付かれることだろう。

これは路肩に曲線状の溝を掘った排水溝の敷石を埋め

込み、汚水や雨水を集めて流すためにブラフに設置さ

れたものだが、これもジェラールの進言によるものだ

と記念碑に書かれている。雨水・汚水の流入を防ぎ湧

水の水質を維持することが最大の目的だったと思われ

るが、同時に前出の悪路の路面の水はけを改善するた

めにジェラールが考案したものとも思われる。 

それは、木造で密集した日本人家屋の火災を目にす

るたびに胸を痛めたジェラールによる、元町の人々へ

の無言の篤志だった、のかもしれない。 

 

◎ バンド 77 番から元町 77 番へ 

そして 1927(昭和 2)年、ジェラールの遺言により「レ

モア農業サークル」の資産管理を任されたジュリア

ン・シャルトンによって 77～81 番、91、200 番の永

代借地権は水屋敷と呼ばれる地下貯水槽とともに横濱

市に買い戻されることになった。その後、冒頭に記載

した通り 7 つの地番は山手町から消え、一括 77 番と

して元町の地番となる。 

バンド、ブラフの外国人居留地に倣うかのように

1874(明治 7)年、横濱の日本人街にも地番が設定され

た。元町に地番が付されたのもその頃であろう。元町

は海側から西に向かって昇順の地番が付されていくが、

この谷あいの町屋でそれは偶然にも 70 番台を迎えて

いる。『日本絵入商人録』の中で  ”No.77 Bluff or 

Motomachi” と記載されているのは、元町の地番もこ

こで「重なっていた」ということなのだろう。 

因みに、ジェラールの工場外観図には、水を積んだ

ダルマ船が目印としたと言われる ”Flag No.7”が高々

と掲げられている。思えば、ジェラールほど 7 の数字

に縁のある男はいない。彼の没年はわずか 4 日後に誕

生日を迎えようとしていた、正に 77 歳の春であった。 
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