
奥原晴湖の生涯と芸術
ー晴湖芸術の変遷と「南画」の影響関係をめぐってー

埼玉県指定旧跡「奥原晴湖墓」（龍淵寺）奥原晴湖（1837-1913）

熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹
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江戸時代の日本美術の流れ

・室町時代の狩野正信・元信から始まり永徳や探幽
（たんゆう）らによって荘厳で細やかな画風が継承さ
れた「狩野派」、俵屋宗達や本阿弥光悦から始まり
尾形光琳らによって装飾性豊かな画風が確立され
た「琳派」という二つの山脈。（各派は後世に呼称）
・ともに「やまと絵」と呼ばれる日本古来の絵画に中
国の水墨画の要素を加え、和と漢の融合を試みた
点で共通している。
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南画の流脈
狩野派、琳派などの流れの中で、新たな表現方法を
求めていた池大雅（いけのたいが）、与謝蕪村（よさぶ
そん）ら画家たちは、中国の文人が描いた山水画であ
る南画（南宗画）に着目した。水墨画と南画を古典回
帰として捉えた上で、自由で、淡く静的な美を探究した。

そして南画は江戸時代後半の華やかな流行となった
「浮世絵」とも並ぶ大きな潮流を形作った。幕末から明
治に掛けて活躍した多くの南画家の中に、女流画家・
奥原晴湖（おくはらせいこ）がいる。

3



生誕と古河時代

天保８年（1837） 古河藩士池田政明の四女として生まれる。
弘化３年（1846） 10歳 古河藩家老の鷹見泉石と交流が生まれる。
嘉永６年（1853） 17歳 谷文晁の流れを汲む枚田水石に学ぶ。

絵画は水石、書は小山霞外に学ぶ。
安政５年（1858） 22歳 この頃石芳の外に、秋琴、珠翠、雲錦などを号する。
元治２年（1865） 29歳 関宿藩奥原家の養女となり、江戸へ出る。

上野池之端の岡村家を頼る。 摩利支天横丁に新居を
構え、「墨吐烟雲楼」と看板を上げ、晴湖と号した。

慶応２年（1866） 30歳 小杉てる、入門する。晴翠と称す。
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上京と交流
明治元年（1868） 32歳 ２月、上野の戦火を避け、

古河藩領のあった上川上村（現・熊谷市上川上）へ移る。
４月、上野へ戻る。木戸孝允、山内容堂、大沼沈山らの画会
に出席、政界の名士と交流して名を馳せる。 12月、晴湖宅を
木戸孝允が訪問、女性用の槍をもらう。

明治３年（1870） 34歳清の画家、鄭板橋を研究、その書法を学ぶ。
旗本渡辺勇平の次女入門し、晴嵐と称する。

明治４年（1871） 35歳 ８月、断髪令が出る。晴湖も女性第１号として断髪する。
11月、摩利支天横丁に「春陽家塾」を開業、
門人男女合わせて300余人いたといわれる。

明治５年（1872） 36歳 11月、皇后陛下の御前で揮毫する。
皇后陛下から「雨畑硯」を賜る。
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活躍と新たな道
明治７年（1874） 38歳川上冬崖らと「半閉社」という五人の稚会を結成。
明治９年（1876） 40歳河鍋暁斎、大沼枕山らの画会に参加する。
明治10年（1877） 41歳岡倉天心、晴湖の門に入る。
明治11年（1878） 42歳 1月、晴嵐・稲村貫一郎らとともに関西旅行。

奈良では、のちに作品を残す月ヶ瀬の梅林をまわり、
大阪では五代友厚に招かれる。京都では、谷鉄臣、
岡本黄石、中西耕石、前田半田ら文人らと交わる。
6月、勝海舟、川上冬崖らを訪ね、東京に帰る。

明治12年（1879） 43歳 「皇国名誉書画人名録」の秀逸の筆頭画家に記される。
明治15年（1882） 46歳 1月、岡倉天心、晴湖に揮毫依頼。

この頃、西洋画法の写実主義大いに流行。
フェノロサの講演の中で南画(文人画)が排斥される。
6月、春暢家塾を閉塾。
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円熟期と変化
明治19年（1886） 50歳 「東京名家表」に、画家十傑として晴湖の名が、

川村雨谷、菅原白龍、滝和亭、渡辺小華、河鍋暁斎らと
ともにあげられる。この頃、洋画の流行による写実主義
に刺激され、晴湖も写実的な作品を描く。

明治20年（1887） 51歳 「墨堤春色図」二曲一双絹本の大作屏風を描く。
明治21年（1888） 52歳 上野摩利支天横丁の「墨吐烟雲楼」が鉄道用地と

して買い上げが決定される。
明治22年（1889） 53歳 弟子の晴翠が皇后陛下の御前で揮毫、

晴翠は以後も数回にわたり宮中へ出向く。 成田村合併。
明治23年（1890） 54歳墨吐烟雲楼が鉄道敷設用地(現在の山手線)として

買上げされ、3月、下谷仲御徒町3丁目へ転居する。
明治24年（1891） 55歳晴翠を東京に残し、稲村家を頼り、

熊谷の上川上村に移住。 画室を「繍水草堂」
「繍佛草堂」、明治40年以降は「寸馬豆人楼」と称した。 7



熊谷と晩年
明治25年（1892） 56歳 作風を一新し、近代南宋画風となる。
明治29年（1896） 60歳 晴嵐と北陸、松島方面を旅行し、

その翌年は関西方面へも旅行する。
明治31年（1898） 62歳 1月、晴嵐らをともない、関西旅行をする。

名古屋、伊勢を巡り、5月に帰宅する。
明治33年（1900） 64歳 晴嵐らと東北を旅行する。
明治34年（1901） 65歳 遠隔地からの揮毫が多くなる。
明治37年（1904） 68歳 日露戦争開戦、陸軍に多額の寄付金を行う。
明治42年（1909） 73歳 瀧脇進吉入門、晴華と称する。

10月、埼玉県北埼玉郡成田村立成田尋常小学校の
新校舎落成の際に校名を表札に揮毫する

大正２年（1913） 77歳 ７月、晴湖死去。熊谷の龍淵寺に葬られる。
寺中に「晴湖奥原君之碑」が建てられる。
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晴湖の顕彰
大正９年（1920） 熊谷町有志主催『奥原晴湖遺墨展覧会』が開かれる。
昭和２年（1927） 熊谷町立図書館主催遺墨展覧会開催。
昭和４年（1929） 11月、繍水草堂が古河の生家に移築される。

これにともない、画室において、遺墨並びに遺品展覧会が
開催される。(16･17日)。 12月、東京、上野美術館において
遺墨展覧会が開催(8日～15日)。428点出品。

昭和58年（1983） 熊谷市立図書館において『奥原晴湖展』開催(4/2～5/8)。
平成22年（2010） この前年に、奥原家から古河市に、繍水草堂が寄贈され、

古河歴史博物館に移築復元、公開される。同博物館にて
奥原晴湖画室繍水草堂移築記念展を開催(3/20～5/5)。

平成25年（2013） 熊谷市立熊谷図書館において、
『～没後100周年記念～奥原晴湖展』開催(4/2～5/12)。
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奥原晴湖と弟子たち

晴湖は多くの弟子を育て地域の人々にも多くの
影響を与えた。弟子には晴湖からの薫陶を受けた
渡辺晴嵐、徳女。晴湖の養女でもある奥原晴翠ら
がいる。その他、熊谷出身の野中南湖や、東海書
きの技法を継承しその名を得た舞原東海などがい
る。龍淵寺（熊谷市上之）における晴湖の墓地に
隣接して晴嵐の墓がある。舞原は妻沼聖天山な
どの石碑にも筆を残している。
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奥原晴湖と弟子たち
（明治３年）

晴嵐の入門を祝って
撮影された。

中央が晴湖、晴湖の
向かって右が晴翠、
左上が晴嵐。
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奥原晴湖の弟子たち
（明治５年頃）

左から
晴靄（14歳）、
晴軒（19歳）、
晴嵐（17歳）、
徳女（17歳）。
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奥原晴湖と晴嵐と稲村氏
（明治４５年４月）

繍水草堂にて撮影された。
左から、晴湖、晴嵐、稲村氏。
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繍水草堂の平面図（稲村量平『奥
原晴湖』より 昭和４年）

熊谷時代の繍水草堂遠景
（明治45年4月14日撮影）
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晴湖芸術の展開

奥原晴湖（1837～1913）は、概ね幕末期から明治年間をとおして
活躍した。その晴湖の画歴は三つの時期に分けられる。

・初期の２０代後半までの古河時代
・江戸（東京）に上って画室「墨吐烟雲楼」を開いた隆盛の時代
・明治２４年（1891）熊谷在上川上村に隠棲し、
大正２年に７７歳で没するまでの熊谷時代

なお、古河時代を修業の時代とするなら、
大別すれば東京と熊谷の二つの時代に分けることもできる。
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画室名から見る変遷

東京時代の「墨吐烟雲楼」と

熊谷での「繍水草堂」の画室の名前から

晴湖の作風はこの二つの時代に大きく変化したことが分かる。

墨を烟雲のように吐いて勢いのある水墨画を多く描いた時代から、

きらびやかな風景、美しい山水を彩色豊かな密画として描く時代へ。

古河出身の美術史家・藤懸静也が『奥原晴湖画集』（巧芸社・1933年）
で述べたように、通例画家は修練期に密画を、その後個性を発揮した
自由な作風へと変化するが、晴湖は逆の行程をたどっている
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粉本資料の集成と研究

奥原晴湖には膨大な粉本（胡粉を用いた下絵、模写絵画）や縮
図、画稿類が残されている。奥原家に伝えられたもので、古河歴
史博物館に寄贈され、川島恂二、マーサ・マクリントク、平井良直
氏らの晴湖研究家によって調査整理され『奥原晴湖粉本資料目
録』、として刊行された（古河歴史博物館・2002年）。

これらは晴湖の技法や志向性を示す貴重な資料で、模写画の
主題の多数を占めるのは中国の宋、元、明、清の画家たちで
あった。粉本類はすでに東京時代にも多く作られ、晴湖の中国絵
画への関心と作品の形成過程を示している。
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奥原晴湖 「蘆雁図」紙本淡彩
（元治２年）
「粉本」 A 18



奥原晴湖 「松上鷹図」紙本淡彩
（慶応３年）
「粉本・縮図」 A
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奥原晴湖 「雪月蘆雁図」
紙本墨画
（明治２年）
「粉本」 A
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奥原晴湖
「深山訪友図」
紙本淡彩
（明治18年）B

奥原晴湖
「春江群牛図」
紙本淡彩
（明治27年）D
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奥原晴湖
「渓山春色図」
絹本著色
（明治30年）D

奥原晴湖
「松鶴遐齢」
絹本著色
（明治32年）C
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奥原晴湖
「垂楊桃花図」
絹本著色
（明治33年）B

奥原晴湖
「蓬莱群鶴図」
絹本著色
（明治34年）D 23



奥原晴湖
「天香書屋図」
「柳桃花岸図」
絹本著色
双幅
（明治44年） C
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奥原晴翠
（1852-1921）
「赤壁図」
絹本著色
（大正７年）D

渡辺晴嵐
（1855-1918）
「柳陰燕子図」
絹本淡彩
（大正２年）B
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瀧脇晴華
（1896-1949）
「春園梅艶之図」
「秋江紅楓之図」
絹本著色
双幅
（昭和７年）B

各資料所蔵
・古河歴史博物館 A
・熊谷市立熊谷図書館 B
・坂東市立猿島資料館 C
・個人 D
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フェノロサと岡倉天心による批判
アメリカから招聘されたフェノロサによる明治15年（1882）の当時政
府の高級官僚の美術愛好家団体「龍池会」での講演に基づき『美術
真説』が翻訳出版された。

この中で、池大雅や与謝蕪村の作品を激しく批判し、南画は絵画
と文学が相互依存の関係にあるため自立した芸術ではないとした。

南画の源流たる中国の文人画の「詩書画一体」の理想がここでは
否定されている。

フェノロサや岡倉天心は、橋本雅邦や狩野芳崖らとともに日本美
術の復興運動を進めた。明治22年（1889）には東京美術学校が開
校されたが、南画は近代的な美術教育の範疇に含まれなかった。
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晴湖芸術の継承と「晴湖の道」

「晴湖の道・画室跡・終焉の地」（熊谷市上川上）

【調査・研究編】
・晴湖芸術を継承する可能性と課題
・南画研究の状況をめぐって
・洋画との関連性についての探究

【保存・活用編】
・「晴湖の道」を基点に形成される
地域コミュニティの可能性
・書画の公開、情報共有に向けて
・外国人インバウンドと晴湖

終 28


