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Abstract
 

This study will explore balls at the Imperial Hotel in Tokyo from 1891 to 1926.
The first ball was held on November 3,1891 when the Minister of Foreign Affairs sponsored a gala party at the

 
Imperial Hotel to celebrate the Emperor’s birthday.On this occasion,members of Japanese high society and foreign

 
diplomatic officials were invited and they danced the Quadrills,the Waltz,the Caledonian and other dances.This party

 
to celebrate the Emperor’s birthday was held at the hotel every year until 1903.
The second Imperial Hotel was completed on September 1,1923 and it was designed by the American architect,Frank

 
Lloyd Wright (1867-1959).The hotel had a beautiful ballroom called the Peacock Room and it became the venue for

 
many balls,such as the St.Valentine’s,Christmas,and various charity balls.Partygoers enjoyed dancing the One step,
the Two step,and the Foxtrot which were very popular at the time.
The Imperial Hotel always produced beautiful and elegant balls.There,it was a special world in Japan,far from

 
everyday life of ordinary Japanese people.

the Imperial Hotel, the Quadrilles, the Foxtrot

Ⅰ.はじめに

社交ダンス（舞踏）がわが国に導入されたのは，明

治17年10月27日鹿鳴館でヤンソン（Johannes Ludwig
 

Janson，1849-1914） を舞踏教師として，上流階級の

人々を対象に始めた舞踏練習会（舞楽会）であった．

男女が手をとりあって踊る舞踏は，当時の日本人に

とって簡単に受け入れられるものでなかったが，舞踏

の練習は，欧化政策を推進していた政府高官たちの半

ば強制であった．当初，舞楽会の会員は政府高官，外

国公大使，御雇外国人等とその夫人や令嬢たちに限ら

れていた．練習会は毎週月曜日の夜に開かれ，明治20

年頃まで継続した．会員のなかには次第に舞踏を踊る

楽しさを知って積極的に練習会に参加するようになっ

た者もいたであろう．しかし，舞踏会において多くの

日本人は舞踏を踊ることに消極的であった．

舞踏練習会と平行して，鹿鳴館では外国からの貴賓

を招待して夜会がしばしば開かれていた．中でも外務

大臣主催の天長節夜会（11月３日）は最も華やかであっ

た．この夜会で上流階級の日本人と外国人が共に舞踏

を踊ったのであった．

明治24年（1891）より鹿鳴館の建物の老朽化により，

天長節夜会は明治23年11月３日に開業した初代帝国ホ

テルに会場を移して開催されるようになった．その後，

明治26年に一度だけ鹿鳴館で開催されたことがあった

が，明治36年まで天長節夜会は帝国ホテルを会場とし

ていた（表１）．

初代帝国ホテルで開催された舞踏会は天長節夜会の

他に，大正初年代後半にクリスマス舞踏会が行われて

いたようであるが，当時の新聞にわずかに報じられた

のみで，帝国ホテルにも研究資料となるものは残され

ていない．

大正12年９月１日，二代目の帝国ホテル（ライト館）

は落成祝賀会の直前に関東大震災にみまわれたが，ホ

テルの被害は軽微であった．震災後しばらくの間，社

交ダンスが踊れる場所は帝国ホテルだけとなり，ライ

ト館では多くの舞踏会が開かれた（表２）．

鹿鳴館での天長節夜会について近藤富枝『鹿鳴館貴

婦人 』（講談社，昭和58年）および富田仁『鹿鳴館－

擬西洋化の世界－』（白水社，1984年）などの研究があ

り，夜会で踊られた舞踏についても言及されている．

しかし，初代帝国ホテルでの夜会については，帝国ホ
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表１ 初代帝国ホテルの舞踏会

年 月 日 舞 踏 会 メ モ

明治24年（1891) 11月３日 天長節夜会 「舞踏室は殆ど外国の淑女紳士にて充たされたり舞踏受持ち接待係は

彼方此方に周旋して頻りに踊り手の多からんことを努めた」．招待客

（紳士）2,000人

明治25年（1892) 11月３日 天長節夜会 行き届いた接待，見事な夜会であった

明治26年（1893) 11月３日 鹿鳴館で開催の天長節夜会の立食料理調製

明治27年（1894) 11月３日 日清戦争のため天長節夜会中止

明治28年（1895) 11月３日 北白川親王殿下御病症御危篤の為夜会中止

明治29年（1896) 11月３日 天長節夜会 来賓は1,200～300人ほど．喫煙室は煙が充満，廊下にまで渦巻く．舞

踏者は概ね外国紳士淑女，邦人にも上手な人がいる

明治30年（1897) 11月３日 皇太后崩御のため天長節夜会中止

明治31年（1898) 11月３日 天長節夜会 舞踏は何時ものように外客の専占．無作法な行為に反省を

明治32年（1899) 11月３日 天長節夜会 舞踏では本邦婦人の引きこみがちを遺憾

明治33年（1900) 11月３日 天長節夜会 舞踏者は相変わらず外人客が多い

明治34年（1901) 11月３日 天長節夜会 昨年より和装の婦人客多い．舞踏に加わった日本婦人昨年より多い

明治35年（1902) 11月３日 天長節夜会 舞踏室は賑わい，大盛会

明治36年（1903) 11月３日 天長節夜会 場所が狭く立食時混雑

明治37年（1904) 11月３日 日露戦争の為天長節夜会中止

明治38年（1905) 11月３日 日露戦争の為天長節夜会中止

大正７年（1918) 12月24日 クリスマス舞踏会 各国大公使館員その他紳士淑女約1,000人稀に見る盛会

メモ：『東京日日新聞』『東京朝日新聞』『帝国ホテル百年の歩み』より

表２ 二代目帝国ホテル「ライト館」の舞踏会

年 月 日 舞 踏 会 メ モ

大正11年（1922) 11月より ティーダンス 毎水・金，４：30p.m.-６：30p.m.

サパーダンス 毎火・土，９：00p.m.-12：00p.m.

大正11年（1922) 12月15日 仮装舞踏会 東京朝日新聞（12月５日）に予告

大正12年（1923) 12月25日 クリスマス舞踏会 宴会場は満員，宴後のダンスも非常な盛況．邦人と外人殆ど半々

大正13年（1924) １月27日 摂政宮御成婚祝賀の仮装

舞踏会

各国大公使館員，上流紳士淑女から三越の女店員など身動きも

できない大盛況

２月14日 セントヴァレンタイン仮

装舞踏会

よき人求めて，450人の内外人

12月 バンクロフト新駐日米大

使歓迎舞踏会

大正14年（1925) １月14日 米国観光団の為の舞踏会

２月14日 聖路加国際病院再建基金

募集のための慈善仮装舞

踏会

仮装行列のあとに舞踏がはじまる．日比谷の署長は「大行社」

を警戒して正・私服の警察官30人を従え入口に立つ

メモ：『東京日日新聞』『時事新報』『帝国ホテル百年の歩み』『帝国ホテル百年史』より

38



テルの社史にわずかに述べられているのみである．永

井良和『社交ダンスと日本人』（晶文社，1991年）や武

内孝夫『帝国ホテル物語』（現代書館，1997年）は大正

期後半のライト館で開催された舞踏会について述べて

いるが，初代帝国ホテルで開催された天長節夜会につ

いては全く言及していない．また，永井は社会学の観

点から社交ダンスをとらえ，日本における社交ダンス

の受容と偏見や取締りの変遷について詳細に述べてい

る．武内は帝国ホテルの発展とそれに関わる人々や事

件について語り，社交ダンスについては特に新しいも

のを示していない．また，拙著『明治期ダンスの史的

研究』（不昧堂出版，2000年）においても帝国ホテルの

天長節夜会やその時踊られた舞踏についてはふれてい

ない．

以上のように，これまでの研究では鹿鳴館以後の天

長節夜会の継続は不明確であり，また，夜会で踊られ

た舞踏についても明らかにされていない．すなわち，

明治24年からの帝国ホテルを会場とした舞踏会につい

ては十分な研究が行われていない．この点に注目して，

本研究では初代帝国ホテルでは天長節夜会を，またラ

イト館では，ホテル独自の企画等で多くの舞踏会が開

かれているので，これらを研究の対象として研究を進

めて行く．

Ⅱ.目 的

先に述べたように，帝国ホテルの舞踏会については

未研究の期間がある．それ故，本研究では，明治24年

（1891）から大正15年（1926）までの帝国ホテルではど

のような舞踏会が開かれたか．また，舞踏会で踊られ

た舞踏はどのような社交ダンスであったかを明らかに

する．この研究によって，明治期から大正期にかけて

の社交ダンスの変遷が明確になると える．

Ⅲ.方 法

明治・大正期において，天長節は国家の重要な祝日

であった．宮中での祝賀会，青山練兵場の観兵式，諸

官庁での奉祝の式典，外務大臣主催の夜会など，一日

の祝賀の様子を新聞は克明に報道している．また，ラ

イト館での舞踏会についても新聞は報道を欠かしてい

ない．それ故，当時の舞踏会を研究するためには，新

図１ 開業当時の帝国ホテル
（出典：Imperial hotel－A legend in pictures，帝国ホテル，2003年）
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聞は研究の原典である．そこで，明治19年から大正15

年までに発行された『東京日日新聞』，『時事新報』を

研究資料として，詳細に舞踏会の情報をくみとること

にした．また，帝国ホテルの社史『帝国ホテル百年史』

（帝国ホテル，1990），『帝国ホテル百年の歩み』（帝国

ホテル，1990）も主要資料とした．

Ⅳ.初代帝国ホテルの舞踏会

帝国ホテルは，欧化政策を推進していた外務大臣井

上馨（1836？-1915）の意思をうけ，当時の財界のトッ

プが発起人となって建設がすすめられた．設計は新進

の建築家渡辺譲（1855-1930） が担当し，明治23年11月

３日に日本で最初の本格的な洋風都市ホテルとして誕

生した．

所在地は鹿鳴館に隣接した土地で，有楽町方面に正

面玄関を向けて立つ風格のある建物であった．内部は

客室数60にロビー，事務室，喫煙室，舞踏室，奏楽室，

大小食堂，玉突き場，新聞縦覧室，厨房，配膳室など

をそなえていた ．

明治24年11月３日の天長節夜会から，東洋一を誇る

帝国ホテルで開催されることとなった．民間のホテル

図２ 舞踏会
（出典：東京日日新聞付録，明治24年11月３日）
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であったが鹿鳴館の老朽化のため，帝国ホテルがその

役目をひきつぐこととなったのである．

『東京日日新聞』は，当時人気の画家小林清親

（1847-1915） による全面をカバーする挿絵を添えて，

夜会を大々的に報じている．挿絵にみられるように，

夜会の服装は，男性は燕尾服，女性は襟ぐりを大きく

あけて肩や腕を出し，裳すそを引いた優雅なロープ・

デコルテ又は白襟紋服が正装であった．日本女性の服

装は年によって和装が多いときもあったようである．

夜会に招待されたカップルは，夜９時頃に会場に入

り，10時には舞踏がはじまる．「小松宮殿下には閑院宮

妃殿下の御手を，閑院宮殿下は戸田伯爵夫人の手を小

松外務大臣は白国公使夫人の手を取りて順次舞踏室に

臨み」 とまず，男性は自分の妻女ではない女性を舞踏

室へエスコートするのが，欧米のフォーマルな社交場

のエチケットであった．

舞踏は当夜のプログラムに添っておこなわれ，11時

頃に立食の饗応をうけて再び舞踏を行い，１時又は２

時頃に散会した．また，横浜方面からの招待客のため

に臨時列車が用意されていた ．

天長節夜会は内外の貴顕紳士が集まる故，無作法な

ことがあっては，日本人の面目に関わるとして特に注

意がはらわれた．新聞は，廊下を歩きながらの喫煙，

婦人控え室を盗み見するなどの行為，また「舞踏を見

ばやと靴のまゝ長椅子に上り果ては窓掛けを力に窓枠

に立つもの」 ，食堂では「例の如くナイフ・フォーク

の飛び交ふさま狂蝶の花に舞ふにも似て行儀の何たる

を解するものは勿論苟も危険を感ずるものは寄り付き

難き有様」 と日本人招待客の醜態を報じている．この

時は，選ばずに多くを招待した結果だという ．

招待客の増加から，天長節夜会は明治39年より外務

大臣官舎で行われるようになった．その後，外務大臣

官舎での天長節夜会は戦争などのため度々中止される

こともあったが，大正10年頃まで行われていたようで

ある．また，舞踏は大正８年頃まで夜会で踊られてい

た（表３）．

表３ 外務大臣官舎の舞踏会

年 月 日 舞 踏 会 メ モ

明治39年（1906) 11月３日 天長節夜会 来賓は皇族，各国大公使，同大公使館職員，各省高等官，貴衆両院議員，実

業家等，その婦人令嬢，総数約1,300人

明治40年（1907) 11月３日 天長節夜会 近年に珍しく盛会

明治41年（1908) 11月３日 天長節夜会 会場の装飾の美しさ

明治42年（1909) 11月３日 伊藤博文公国葬の為天長節夜会中止

明治43年（1910) 11月３日 天長節夜会 混乱無く終了

明治44年（1911) 11月３日 天長節夜会 外相夫人，各皇族妃殿下のロープ・デコルテや，コーテシーの美しさに賞賛

大正１年（1912) 11月３日 天長節夜会中止

大正２年（1913) 10月31日 天長節夜会 東伏見宮，久 宮，梨本宮の三宮妃殿下のロープ・デコルテの美しさ．舞踏

は明治期と同じ種類．招待客約5,500人

大正３年（1914) 10月31日 第一次世界大戦の為天長節夜会中止

大正４年（1915) 10月31日 天長節夜会 戦中の為舞踏を中止

大正５年（1916) 10月31日 天長節夜会 霞ヶ関近く闇を衝いて馳せ集まる自動車，馬車，人力車秋の夜はこの一角に

あわただしい

大正６年（1917) 10月31日 天長節夜会 晩餐会（舞踏は行わない）

大正７年（1918) 10月31日 天長節夜会中止（戦争，コレラの流行）

大正８年（1919) 10月31日 天長節夜会 ５時10分夜会場裏手で装置爆弾炸裂，しかし，舞踏会の記事は「舞踏も も

華やかに平和の大夜會」

大正９年（1920) 10月31日 不明

大正10年（1921) 10月31日 天長節夜会 晩餐会

大正11年（1922) 10月31日 不明．以後天長節夜会について不明

メモ：『東京日日新聞』より
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天長節夜会で踊られた舞踏は，当時，欧米の上流階

級の社交場で流行していた方舞や円舞であった．方舞

とは，４組のカップルが方形に位置して音楽に合わせ

て順に，運動を進めていくダンスで，カドリール，ラ

ンサー，カレドニアンなどであった．円舞は，カップ

ルが向き合ったポジションに組み室内を円形に踊るダ

ンスで，ポルカ，マズルカ，ワルツ，ギャロップ，ツー

ステップなどであった．

明治26年11月３日の天長節夜会の「舞踏会の手

帖」 によると，当夜の舞踏のプログラムは，１.カド

リール，２.ワルツ，３.ポルカ，４.カレドニアン，５.

ワルツ，（休憩），６.ワルツ，７.マズルカ，８.ランサー，

９.ワルツ，10.ギャロップ，の順に記されている．ま

た，明治35年11月３日の天長節夜会では，１.カドリー

ル，２.ワルツ，３.ポルカ，４.ランサー，５.ワルツ，

６.ツーステップ，７.ワルツ，８.ランサー，９.ツー

ステップ，10.ギャロップの順に踊られた ．新しく

ツーステップが加わったのみである．また，ダンスの

順は欧米の上流階級の舞踏会に倣って最後のダンスは

ギャロップで終わっている ．

これらの舞踏は，次第に天長節夜会に招待される上

流階級の人々だけのもので無くなった．明治30年代に

は，女子の学校で舞踏を体育教材として導入した．ま

た，裕福な家庭のモダンな青年にとっても，当然舞踏

は関心事であった．大正期に社交ダンスの導入に尽力

した加藤兵次郎（1890-1954） は，明治40年12月北海

道函館で米国領事館の職員から初めて舞踏を習ったこ

とを回想している．その時習った舞踏は，ワルツ，ラ

ンサー，カドリール，ポルカ，コチロンなどであった

という ．加藤の回想からわかるように，鹿鳴館の時

代から同じ種類のダンスが明治末期まで継続して踊ら

れていたことがわかる．

Ⅴ.二代目帝国ホテル（ライト館）の舞踏会

初代帝国ホテルは大正９年12月27日に別館が全焼．

また，大正11年４月16日には本館が全焼する不幸な事

件に見舞われたが，その一方で新しい帝国ホテルの建

設が進められていた．帝国ホテルの二代目の建物（ラ

イト館）は，アメリカの建築家フランク・ロイド・ラ

イト（Frank Lloyd Wright，1867-1959） の設計に

より建設された．正面玄関 の前方に長方形の池を据

え，ホテルの外観は「神秘的で荘厳な神殿」 のよう

な，ホテルとしては極めて独創的な建築であった．美

しい孔雀の装飾があった大宴会場「孔雀の間」では，

数多くの舞踏会が開催された．

ライト館の建設中から既に舞踏会が始まっていた．

大正11年11月にホテルのグリル食堂が開業すると，グ

リル食堂でのティーダンス（水・金，４：30p.m.～６：

30p.m.）とサパーダンス（火・土，９：00p.m.～12：00

p.m.） をもうけた ．食事をすませてから親しい友

人と社交ダンスを楽しむ時間であったが，社交ダンス

を趣味とする富裕階級の人々が集まった．ティーダン

スのチケットは１円 だったので特に賑わった ．

大正12年12月25日のクリスマス舞踏会は，関東大震

災で甚大な被害をこうむったばかりにも関わらず大盛

図３ 帝国ホテル（ライト館）の俯瞰図
（帝国ホテル提供）
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況であった．「邦人と外人殆ど半々で日欧米の混合ダン

スもオーケストラの奏楽にも異国情緒の色彩が多分に

現れ各国大公使や一流の實業家や紳士，淑女の群が

ホールに居流れ」 と，新聞は報じている．

大正13年１月27日の摂政宮御成婚祝賀仮装舞踏会の

折りには，チケット（５円が489枚，２円が63枚）を販

売して収益をあげた ．新聞によると，ホテル在宿外

人，各国大公使館の少壮官吏，帝国ホテルの社長夫人，

公候伯の若殿や姫君，キネマの女優など約一千余名が

舞踏を楽しんだという ．上流階級のみに招待客を限

定した天長節夜会に対し，この舞踏会は社交ダンスを

趣味とする富裕な人々がチケットを購入しての参加で

あった．

新聞に掲載の写真によると，この舞踏会では流行の

耳隠し に和服の日本女性が多い．荒木直範（1894－

1927） は，和服で社交ダンスを踊るのは推奨できな

いと言いながらも，「御振袖の令嬢が，巧みに長い袖に

波を立たせて，眞に麗しく美術的に踊って居る人もあ

る．是は，確に國民藝術とでも称す可きであらふ」

と，その美しさを認めている．摂政宮御成婚祝賀仮装

舞踏会では，日本女性たちはロープ・デコルテより着

慣れた和服をえらび，白襟紋服より略式ではあるが華

やかな訪問着を着て，舞踏草履 をはいて西洋の社交

ダンスを踊った．男性たちは，燕尾服かタキシードを

着用し，ダンス専用に作られたダンシングシューズに

履き替えて踊った ．テンポの速いダンスでも和服の

女性が美しく見えるようにリードする男性のダンスの

技とエチケットが要求されるようになったのである．

大正14年２月14日のセントヴァレンタインデーに

は，聖路加国際病院再建基金募集のための慈善仮装舞

踏会を開催した．この舞踏会では，６人１組の食卓を

87卓設け，これを競売にした．各卓いずれも300円 の

値がつき，その１卓をバンクロフト大使（Edgar Addis-

on Bancroft，1857-1925） が落札した．ホテルは，こ

の売上金の一部を聖路加国際病院へ寄付したのであっ

た ．

ライト館での舞踏会では，招待客のマナーの悪さが

話題となることはなかった．舞踏会のマナーは日本人

ダンス愛好家たちに定着したと えられる．

ライト館の舞踏会では新しい音楽による社交ダン

ス，すなわち，ワンステップ，ツーステップ，フォッ

クストロットが中心で，方舞は踊られなくなった ．

これらの新しい社交ダンスは，音楽とダンスの踊り方

は別々のルートで日本に導入された．

新しいダンス音楽の導入は，「船の楽隊」 のメン

バーたちによる．彼らはアメリカで流行していたワン

ステップ，ツーステップ，フォックストロットなどの

楽譜を大量に購入して日本に持ち帰った ．これらの

音楽はラグタイムの曲で日本ではまだ珍しかった．ま

た，新しい音楽による社交ダンスの踊り方は，第一次

世界大戦（1914-1918）後，外国との往来が容易になっ

てから外国で社交ダンスを習った加藤兵次郎のような

ダンス・マニアたちによってもたらされた．

震災後東京の復興が進むにつれ，会員組織でダンス

を教える所が方々にでき ，社交ダンスの大流行をき

たした．カフェーや食堂などでも女給と客にダンスを

踊らせているところがあったので，風紀を乱すとみた

警視庁は規定をもうけてダンスの流行を抑えようとし

た ．

帝国ホテルでは，社交ダンスを生活の一部と えて

いる外人客との間にたって，どのようにこの時を乗り

切ったのか不明である．大正15年の舞踏会の記録は新

聞やホテルの社史にも見当たらない．おそらく，新聞

図４ 摂政宮御成婚祝賀の仮装舞踏会
（出典：時事新報，大正13年１月28日）
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などへの派手な報道を自粛したと えられる．

Ⅵ.ま と め

明治24年から初代帝国ホテルで始まった外務大臣主

催の天長節夜会は欧米の上流階級の社交場に倣った

フォーマルな夜会であった．日本の上流階級の人々と

外国の貴顕紳士淑女が集い，共に方舞や円舞を踊った．

大正12年に竣工したライト館ではホテルの企画等によ

る様々な目的の舞踏会が開催され，社交ダンスを趣味

とする富裕階級の人々が集まり欧米で流行のワンス

テップ，ツーステップ，フォックストロットなどを踊っ

た．これらの新しい社交ダンスを日本人が踊るように

なったのは，第一次世界大戦後のことであった．この

頃には，社交場において明治期に流行した方舞は全く

踊られることがなかった．

開業当初から帝国ホテルは，日本に在りながら異国

的で気品ある舞踏会を長年にわたって演出してきた．

そこは日本の特別な世界であって，一般の日本人の生

活からは遙かに遠いところであった．
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