福島県立図書館 本の森への道しるべ

地域 ２１ 服部撫松
作成日：2008.09.04

（ はっとり ぶしょう ）

服部撫松を
知っていますか
明治初期のベストセラー作家、服部撫松（本名：誠一）。1841（天保12）年、二本松に藩士
の子として生まれ、二本松藩校敬学館、湯島聖堂に学び、のち藩校の教授を務めます。戊
辰戦争の後、1869（明治2年）、藩の公用人（東京駐在の渉外担当者）として上京。
1874（明治7）年、維新後の東京の様子を描いた『東京新繁昌記』を出版し、大ベストセラー
となり文筆家の道に進みます。1876（明治9）年、九春社という出版社を設立。同社から『昇
平 東京新誌』という和漢文の雑誌を創刊。執筆に励みますが、反官的な姿勢でたびたび
発行禁止処分を受けます。撫松はその後、文部省図書課詰などを勤め、1896（明治29）年、
宮城県尋常中学校教員として仙台に移住、そこで吉野作造少年（大正デモクラシーの立役
者）に作文を教えました。1908（明治41）年、67歳で没。
現在、撫松は知る人ぞ知るといった存在ですが、全盛期は福沢諭吉と並び称される程の
知名度を誇り、一世を風靡しました。その特徴は、漢文を基調とした闊達自在な文体です。
明治の世情を知るには格好の文章です。ご覧になってみてはいかがでしょうか？
また、国立国会図書館の近代デジタルライブラリーでは、撫松の作品群をインターネットで
ご覧になることができます。ホームページアドレスをご紹介しますので、当館の資料と併せて
ご活用ください。
Rがついている資料は、図書館の中でご利用ください。

服部撫松の人物と足跡
服部誠一 （国立国会図書館ホームページ 近代日本人の肖像）
アドレス：<http://www.ndl.go.jp/portrait/datas/167.html>
服部撫松（誠一）の略歴、肖像写真（上記に掲載）、デジタル化された資料一覧がまとめられている。

論考服部撫松

山敷和男／著 現代思潮社 1986年
撫松に関する一番詳細な資料。初出の小説『現今の壮士社会』も収録。

L289/H32/1

明治文学全集 ４ 成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集 塩田良平／編 筑摩書房 1969年 918.6/M8/4
p147-243に「東京新繁昌記」，p243-260に「東京新繁昌記後編」，p260-290に「教育小説 稚児桜」
の三作品を収録。ほかにも、p399-408に「服部撫松伝」（三木愛花・「早稲田文学」大正15年4月号），
p420-422に解題（塩田良平），p428-429に年譜（大野光次），p433に参考文献（大野光次）と充実し
た内容。
1966年
岩波書店／編・発行
文学 １９６６年３月号 ＶＯＬ．３４
p241-250に「服部撫松」（興津要）あり。往時の著述家たちを含め広く俯瞰した一文。

Z905/B1/

二本松出身の漢学者 服部撫松の研究

本多隼男／著 福島女子短期大学
「福島女子短期大学研究紀要」第21集の抜刷。撫松の足跡が略述されている。

［1991年］

国語と国文学 第６４巻第６号 昭和６２年６月号 東京大学国語国文学会／編・発行

1987年 Z910.5/K1/

L289/H32/2

p1-15に「開化のモラリスト 服部撫松のこと」（谷口巖）あり。『東京新繁昌記』等を題材にして、撫松の執筆姿勢について言及。

私の見た明治文壇 １ 増補 （東洋文庫）

野崎左文／著
p287-295に「服部撫松居士の評判」あり。1927年春陽堂の復刊。

平凡社

2007年

910.261/ﾉｻ072/1

吉野作造選集 １２ 随筆

松尾尊兌／［ほか］編

岩波書店 1995年

308/Y2/2-12

吉野作造は、p148-152「服部誠一翁の追憶」（『新旧時代』1925年11月号）という文章で撫松の教師時代を回想。

明治事物起原 ４ （ちくま学芸文庫）

石井研堂／著

筑摩書店 1997年

LA031/I/3-4

石井研堂（郡山出身）が明治文化の事始めについて書いた本のp566-569に、「服部撫松の墓碑銘」あり。

『男女同権論』の男 深間内基と自由民権の時代 鈴木しづ子／著

日本経済評論社

2007年 L289/F10/1

Ｊ．Ｓ．ミル「婦人論」を訳し、日本に紹介した深間内基（ふかまうちもとい・三春出身）と撫松との関係を紹介。

服部撫松の作品（世情紹介）
・・・『東京新繁昌記』は、明治維新後の様々な新風俗・事象を紹介した撫松の出世作。

東京新繁昌記
Ｒ 東京新繁昌記
Ｒ 東京新繁昌記
Ｒ 東京新繁昌記
Ｒ 東京新繁昌記
Ｒ 東京新繁昌記
Ｒ

初編
２編
３編
４編
５編
６編

服部誠一［服部撫松］／著

山城屋政吉 1874年

LA913.6/H1/6-1

服部誠一［服部撫松］／著

山城屋政吉 1874年

LA913.6/H1/6-2

服部誠一［服部撫松］／著

山城屋政吉 1874年

LA913.6/H1/6-3

服部誠一［服部撫松］／著

山城屋政吉 1874年

LA913.6/H1/6-4

服部誠一［服部撫松］／著

山城屋政吉 1874年

LA913.6/H1/6-5

稲田政吉 1876年 LA913.6/H1/6-6
初編では学校や牛肉店、2編では待合茶屋や電信、3編では鉄道や書店、4編では博覧会や西洋断
髪舗、5編では靴屋や麦酒、6編で上野公園や西洋料理店など多岐にわたる明治の新事象を紹介。
服部誠一［服部撫松］／著

初編アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40007947&VOL̲NUM=00001&KOMA=1&ITYPE=0>

２編

：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40007947&VOL̲NUM=00002&KOMA=1&ITYPE=0>

３編

：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40007947&VOL̲NUM=00003&KOMA=1&ITYPE=0>

４編

：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40007947&VOL̲NUM=00004&KOMA=1&ITYPE=0>

５編

：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40007947&VOL̲NUM=00005&KOMA=1&ITYPE=0>

６編

：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40007947&VOL̲NUM=00006&KOMA=1&ITYPE=0>

東京新繁昌記

大空社
初編〜6編、後編（明治7〜14年刊）の合本複製。巻末に主要地名索引がつく。

東京柳巷新史 巻之１ 撫松居士戯誌
Ｒ 東京柳巷新史 巻之２ 撫松居士戯誌
Ｒ

服部誠一［服部撫松］／著

1992年 LA913.6/H1/3

服部誠一［服部撫松］／著

早矢仕民治 1886年 384.9/H/1-1

服部誠一［服部撫松］／著

早矢仕民治 1886年 384.9/H/1-2

東京花街の風俗誌。

服部撫松の作品（小説・政治・戦争・外国関連）
Ｒ

二十三年国会未来記
二十三年国会未来記 第２編

服部誠一［服部撫松］／著

［不明］

［不明］ LA913.6/H1/9

服部誠一（撫松）／著 仙鶴堂〔ほか〕 1887年

民権家崎尾早見が政治の啓蒙に励む姿を綴った小説。著者の政治姿勢が垣間見える。
アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41010142&VOL̲NUM=00001&KOMA=1&ITYPE=0>
第２編 ：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41010142&VOL̲NUM=00002&KOMA=1&ITYPE=0>

征清戦記

服部誠一／著

六盟館

1894年

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40014016&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

通俗征清戦記

服部誠一／著

東京図書出版 1897年

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40014017&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

征清独演説 [１]，[２］

服部誠一（撫松子）／述 小林喜右衛門等

1894-1895年

[１]アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40014042&VOL̲NUM=00001&KOMA=1&ITYPE=0>
[２］

：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40014042&VOL̲NUM=00002&KOMA=1&ITYPE=0>

Ｒ

支那未来記

服部誠一［服部撫松］／著 小林喜右衛門

1905年 LA319.2/H1/

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40019755&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

台湾地誌
台湾地誌 訂２版

服部誠一／著
服部誠一／著

中村与右衛門 1895年
中村与右衛門 1896年

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40010474&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>
訂２版 ：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40010475&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

勧懲 繍像奇談 第１編 上
Ｒ 勧懲 繍像奇談 第１編 下

服部 撫松／纂評 九春社

Ｒ

［1883年］ LA923/H1/1-1

1883年 LA923/H1/1-2
服部 撫松／纂評 九春社
上アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41016057&VOL̲NUM=00001&KOMA=1&ITYPE=0>
下
：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41016057&VOL̲NUM=00002&KOMA=1&ITYPE=0>

Ｒ

教育小説 稚児桜 全

1887年 LA913.6/H1/8
成美堂
貧困の少年が、同級生である貴族令嬢に応援されて勉学に励み、後に二人は結ばれるといった内容。
服部 誠一［服部 撫松］／著

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41009809&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>
Ｒ

孫呉講義 全 尚武評論 （中等教育和漢文講義） 服部 誠一［服部 撫松］／著 誠之堂書店 1896年
孫子、呉子といった中国の兵法を題材に漢文を習得するための参考書。

LA399.2/H1/1

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40066033&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

春告鳥 前編 文明花園，政治小説
Ｒ 春告鳥 後編 文明花園，政治小説
Ｒ

服部 誠一［服部 撫松］／著
服部 誠一［服部 撫松］／著

鶴声社
鶴声社

1888年

LA913.6/H1/7-1

1888年

LA913.6/H1/7-2

同盟書房 1887年

LA913.6/H1/5

旧幕臣の娘である愛沢操が女権活動家として成長していく話。
Ｒ

連理談 文学小説

服部 誠一［服部 撫松］／著

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41011093&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>
定本絵入第二世夢想兵衛蝴蝶物語 （江戸期漢文體庶民文学類薮）

服部撫松／著，山敷和男／解説

朋文出版 1987年

LA913.6/H1/2

明治17年出版の漢文小説を再版。滝沢馬琴が生んだ夢想兵衛という主人公を明治時代に登場させ、世相を批判したもの。

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41006317&VOL̲NUM=00001&KOMA=1&ITYPE=0>
：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41006317&VOL̲NUM=00002&KOMA=1&ITYPE=0>

春窓綺話

服部誠一（撫松）／編訳

坂上半七 1884年

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41016399&VOL̲NUM=00001&KOMA=1&ITYPE=0>
：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41016399&VOL̲NUM=00002&KOMA=1&ITYPE=0>

服部撫松の作品（雑誌）
・・・明治九年春に九春社という出版社を設立。撫松は社長兼主筆として活躍。
九春社／［編］・発行
Ｒ 昇平余聞 東京新誌 １６４，１６７，１８８，２１８，２１９号 九春社／［編］・発行
Ｒ 昇平余聞 東京新誌 １，２，３，５，６，７，１１，８０，８５，８７，８９，９４号

1876年−1878年

LA051/H3/1-

1879年−1880年

LA051/H3/1

合本資料．漢文調で書かれた風刺雑誌で政治や新風俗などを批判的に捉えた内容が多い。のち発禁処分を受ける。219号は後半落丁。

愛知教育大学／編・発行
愛知教育大学／編・発行
愛知教育大学／編・発行
愛知教育大学／編・発行
「「東京新誌」記事総目録」（谷口巌）が4号にわたって連載。

愛知教育大学研究報告
愛知教育大学研究報告
愛知教育大学研究報告
愛知教育大学研究報告

第３３輯
第３４輯
第３５輯
第３６輯

人文科学
人文科学
人文科学
人文科学

1984年

Z051/A1/1-33-3

1985年

Z051/A1/1-34-3

1986年

Z051/A1/1-35-3

1987年

Z051/A1/1-36-3

九春社／［編］・発行
九春社／［編］・発行
九春社／［編］・発行
九春社／［編］・発行
九春社／［編］・発行
仮名文を主体にした雑誌。20号の後半部分落丁。22号は一三丁が丁外れ。

春野草誌
Ｒ 春野草誌
Ｒ 春野草誌
Ｒ 春野草誌
Ｒ 春野草誌
Ｒ

第２０号
第２１号
第２２号
第２４号
第２５号

1881年10月

LA051/H3/2-20

1881年10月

LA051/H3/2-21

1881年10月

LA051/H3/2-22

1882年1月 LA051/H3/2-24
1882年2月 LA051/H3/2-25

服部撫松の作品（法律解説・翻訳・模範文例）
民法辞解

磯部四郎，服部誠一／著

八尾書店 1894年

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40025927&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

商法辞解

磯部四郎，服部誠一／著

八尾書店 1894年

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40026916&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

世界進歩 第二十世紀
世界進歩 第二十世紀 第２編
世界進歩 第二十世紀 第３編

アーロビダー／著，服部撫松／譯述

岡島寶玉堂 1886年

LA953/H1/1-1

アーロビダー／著，服部撫松／譯述

岡島寶玉堂 1887年

LA953/H1/1-2

アーロビダー／著，服部撫松／譯述

岡島寶玉堂 1888年

フランス人アルベール・ロビダが書いたSFの邦訳。ロビダに関しては、荒俣宏が『奇想の20世紀』で紹
介していて、撫松の翻訳を「原書と照らしあわせると、訳文はかなり忠実」と高評価している。
アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41014890&VOL̲NUM=00001&KOMA=1&ITYPE=0>
第２編 ：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41014890&VOL̲NUM=00002&KOMA=1&ITYPE=0>
第３編 ：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=41014890&VOL̲NUM=00003&KOMA=1&ITYPE=0>
Ｒ

明治新撰祝文軌範

服部誠一［服部撫松］／著

水野書房 1895年

LA816.7/H1/1

図書館開館の祝辞など、様々な場合の祝文が掲載されている文例集。
アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40080156&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

新撰記事論説作文軌範

服部誠一（撫松）／著

水野書店 1896年

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40079514&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

新撰日用文範

服部誠一／著

東北学会 1898年

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40080558&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

祝祭弔慰文範

服部撫松／編

水野書店 1905年

アドレス：<http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP̲NUM=40080093&VOL̲NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0>

服部撫松を現代文で読む
開化風俗誌集 新日本古典文学大系 １ 明治編

中野三敏／〔ほか〕編集

岩波書店 2004年

918/S4/1

「東京新繁昌記」（抄）（服部撫松／著，日野竜夫／校注，中野三敏／校注）、「服部撫松と『東京新
繁昌記』」（中野三敏／著）を収録。
「東京新繁昌記」には詳細な注釈がつき、百年以上昔の出来事がかなり理解しやすくなっている。ま
た、難読語にはふりがながつき、読みやすい。

１００年前の東京 １（明治前期編） 東京繁昌記

服部誠一／原著，マ−ル社編集部／編

マ−ル社 1996年

291.36/M1/1

服部撫松／著，山敷和男／校注

現代思潮社 1985年

LA913.6/H1/1

「東京新繁昌記」の抜粋・現代語訳

第二世夢想兵衛胡蝶物語

「第二世夢想兵衛胡蝶物語」、「東京新誌」（抄）、「新編東京繁昌記」（抄）を収録。補注を参考にすると、だいぶ読みやすくなる。

