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Summary

This study examines the signature and seal of Abbess Shōzan Gen’yō (1634-1727), the eighth 

daughter (princess) of Retired Emperor Go-Mizuno’o (1596-1680), a well-known cultural figure of the 

early Edo period who excelled in academics, Chinese poetry, and waka (Japanese poetry). This paper’s 

objective is to provide hints for future studies of the many paintings and writings created by Gen’yō 
through organizing and analyzing the results of my investigations so far, including the content of 

Gen’yō’s signatures, the characteristics of her handwriting, and the types of seal used by Gen’yō on her 

works. 

Due to her father’s influence, from a young age Gen’yō was a devout believer of the Ōbaku school 

of Zen Buddhism, which was introduced to Japan from China in the early Edo period. Later, she 

became a nun and founded a nunnery called Rinkyūji in Kyoto. Her paintings included drawings of 

the bodhisattva Kannon, portraits of her father Retired Emperor Go-Mizuno’o, and self-portraits. In 

addition, the writings she left include the Lotus Sutra and the original hengaku or tablet with the 

temple’s name. 

In this study, I have first listed Gen’yō’s works and their characteristics in chronological order for 

those with known years of creation or for which the year can be estimated. Next, I have presented the 

contents of Gen’yō’s signatures in order to shed light on the characteristics of her handwriting. In 

addition, I have organized and analyzed the types of seals used on Gen’yō’s works, and have estimated 

the creation year to the extent possible for works with unknown dates. In addition, I have also 

introduced works without signatures or seals and identified their characteristics.
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同一構図の観音図が描かれた背景とし
て、元瑶は、反復的制作（作善）が、仏道
を極める方法であると説く法華経の教えに
深く影響を受けていたことが指摘されてい
る。
宝永 6年（1709）10月（跋は12月）、木
村氏明山藤貞（跋では守拙齊明山貞、
1633‒？）により、元瑶の存命中に執筆さ
れた伝記史料『林丘寺宮法内親王行業記』
（宮内庁書陵部蔵）によると、1000点以
上ともいわれる観音図を描き、僧侶、仏教
信者などに無償で施したとされている。観
音図のほか、父である後水尾院の肖像画
（図 2）や、自画像（図 3）等も描いてお
り、これらの多くは、後水尾院や元瑶が関
連した寺院などに伝来している。
元瑶が絵画を学んだ人物としては、『古
画備考』や、明治 17年（1884）古筆了仲
『扶桑画人伝』によれば、当時の画壇を牽
引した、狩野派の御用絵師・狩野探幽の弟
の安信（1613‒85）とされている。また、
後述するが、西本願寺の絵所である徳力家
出身の黄檗画僧・卓峰道秀（1652‒1714）
にも学んでいる。
さらに、絵画等における賛文、和歌、法
華経の書写や寺院の額字の原本等、多数の
書跡を残している。小稿では考察の対象と
しないが、樒葉でできた観音の小さな塑像
も多く制作している。

2　制作年が推定、判明する作品

小稿を進めるにあたり、まず元瑶作品に
おいて制作年が推定、判明する絵画および
書跡を確認する。書跡では制作年または当

時の年齢が記される作例は見られるもの
の、絵画にはそれらが記されていないため
に箱書等に依拠するほかないが、以下、制
作年順に示すこととする。
① 《観音乗蓮図》米国・メトロポリタン
美術館蔵
② 《法華経　観世音菩薩普門品》京都・
穴太寺蔵
③《法華経》京都・雲龍院蔵（図４）
④《涅槃図》京都・林丘寺蔵
⑤《観音菩薩騎龍図》滋賀・地安寺蔵
⑥《示元瑤尼偈》京都萬福寺蔵
⑦《白衣観音図》京都・清水寺蔵
⑧ 《後水尾天皇像》京都・御寺泉涌寺
蔵 （図２）
⑨ 《法華経普門品第二五》滋賀・正明寺
蔵（図６）
⑩自賛《自画像》正明寺蔵（図５）
⑪《弥勒菩薩像》滋賀・安養寺蔵
⑫ 《観音図》神奈川・遊行寺宝物館蔵
（図１）
⑬《観音図》東京・祥雲寺蔵
⑭《法華経普門品》地安寺蔵
⑮《林丘寺手鑑》林丘寺蔵
⑯《天光塔額字》正明寺蔵（図７）
⑰ 《浄厳院山号額字「金勝山」》、《浄厳
院額字「観世音」》、《浄厳院額字「浄
厳院」》滋賀・浄厳院蔵
⑱《「壽」》所在不明
⑲《寿大字・和歌》個人蔵
⑳《「壽」》林丘寺蔵
㉑ 《「妙蓮華峰」》滋賀・菩提禅寺蔵 

（図８）
㉒《後水尾天皇像》京都・霊源寺蔵
㉓《法華経》林丘寺蔵

はじめに

小稿は、学問や詩歌に優れ、江戸時代前
期を代表する文化人としても高名な後水尾
院（1596‒1680、在位 1611‒29）の8番目の
皇女であり、多数の絵画や書跡を残した照
山元瑶（1634‒1727）の作品における落款
について考察を行うものである。
先学において元瑶の落款に着目した研究
については、鏑木有子氏が元瑶の作品を検
討するにあたり、朝岡興禎編『古画備考』
（1850年頃）の元瑶の項に掲載された印
章「庄穎」、「元瑶之印」を手掛かりとし
て、この 2顆が捺された 5点の作例を中心
に、元瑶の絵画における筆遣いについて考
察をされている。しかしながら、落款その
ものの詳細な比較検討はなされていない
（1）。
元瑶に焦点を当てた絵画史の研究や、展
覧会図録等において元瑶の作品解説がなさ
れる際も、落款の情報が示される場合もあ
るが、詳細に言及された研究は見られない
状況である。また、制作年が判明する作品
が複数あるにもかかわらず、それらを年代
順に示す作業等もなされておらず、基準作
品も定められていない。そのため、今回は
これまでの執筆者による調査記録の中か
ら、元瑶の署名の記述内容や筆跡の特徴、
印章の種類等の整理や分析を行い、今後、
元瑶の制作活動や作品研究を推進していく
ための布石としたい。

1　照山元瑶について

元瑶の父は後水尾院、母は女官の櫛櫛櫛

子（逢春門院、1604‒85）である。寛永 15
年（1638）5歳で中宮・徳川和子の養女とな
り、内親王宣下を受け、「光

てる

子
こ

内親王」の名
を賜った。元瑶には、後西天皇をはじめと
する同母兄弟、明正天皇をはじめとする異
母兄弟と、計 26名もの兄弟姉妹がいた。父
の影響により、隠元櫛琦（1592‒1673）らに
よりもたらされた黄檗宗に幼い頃より帰依
し、寛文 5年（1665）32歳で、黄檗宗の高
僧・龍渓性潜（1602‒70）より菩薩戒を受
け、道号・照山、法諱・元瑶の号を受けた。
延宝 8年（1680）の父の崩御から 2ヵ月

後、47歳で同母弟の性真法親王（1639‒
96）が門主を務める大覚寺門跡に入寺し、
天龍寺の末寺である三秀院の天外承定によ
り得度している。その 2年後の天和 2年
（1682）京都・修学院山荘内にあった後水
尾院の別邸を改修、49歳で林丘寺を開い
ている。宝永 4年（1707）74歳で退隠し、
異母弟にあたる霊元天皇（1654‒1732）の
皇女・亀宮（元秀、1696‒1752）を林丘寺
第 2世とした。その後、94歳まで長寿を全
うしている。
『隠元全集』や萬福寺第 5世・高泉性潡
（1633‒95）の『高泉全集』など、黄檗僧
の語録にも元瑶に関する記述が残ってお
り、彼らと多く交流したことでも知られて
いる。
現存する元瑶作品については、絵画では
観音図（図１）の数が圧倒的に多い。これら
は水墨のみで描かれたものが大半である
が、まれに淡彩による着色がなされてい
る。形式は軸装で、掛軸 1幅に観音が単独
で描かれる。後述するように、ほぼ同一の
構図である複数の観音図が現存している。
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⑨《法華経普門品第二五》は、同年 8月
中旬、71歳時に後水尾院の 25回忌のため
に書写、奉納されたことが奥書から知られ
る（8）。正明寺は後水尾院が中興させ、元
瑶の多くの書画が伝来している。
⑩自賛《自画像》は、宝永 2年（1705）
10月、元瑶 72歳の時に、龍渓の弟子で元
瑶にも仕えた慈章性圭尼（？‒1694）が奉
納したことが、軸裏の正明寺第 3世・晦翁
宝暠（1635‒1712）の墨書からわかる。画
面左上に「残らむは うき物とこそ おもひ
しに そめしや何の 水くきの跡」の自賛が
残る。前年が後水尾院の 25回忌であるた
め、それを機に寄進された一連の品に含ま
れたものと考えられている（9）。
⑪《弥勒菩薩像》は、無款ではあるが、
箱蓋裏に「林丘寺宮元瑶内親王御筆」、「宝
永二乙酉十一月廿一日」と記される、同年
11月の作例である。元瑶による絵画作品
は墨画が大半であるのに対し、本作品は裏
彩色を用いており、金泥身で着衣を極彩色
としている点に特徴がある（10）。また、管
見においては同じ構図の作例が林丘寺、金
剛峯寺に伝来することも興味深い。
⑫《観音図》は、上部に元瑶の自賛「具
一切功徳　慈眼視衆生　福聚海無量　是故
應頂禮」が付される。前出の元瑶の伝記史
料『林丘寺宮法内親王行業記』の著者と同
じ、木村氏明山藤貞（守拙齊明山貞）によ
る『竹隠文藁』（福岡大学図書館蔵）の項
目の一つ「書　林丘寺宮所畫大悲像表具
裏」に記されている、宝永 3年（1706）3
月下旬に 72歳の元瑶が当時の遊行上人で
ある時宗遊行派第 47代・唯称（1650‒
1708、在位 1703‒08）に下賜した、自賛を

付した「大悲像（観音図）」と同一である
と推察される（11）。
⑬《観音図》は、箱蓋裏の書付「中央 

後水尾之皇女林丘寺光子内親王御筆　左右 

洛北隠士釋卓峯圖之　此乃　皇女圖畫之師
範也　寶永第三戌年中央之圖成同第七庚寅
年左右之圖成」より、西本願寺絵所の徳力
家出身の黄檗画僧で元瑶の絵の師である卓
峰道秀筆《十六羅漢図》（宝永 7年制作）
を左右幅とした三幅対のうち、中幅として
宝永 3年（1706）73歳時に描かれたものと
考えられている。⑦、⑫、⑬は同じ構図で
描かれている。
⑭《法華経普門品》は、宝永 6年 5月、

75歳時に母・逢春門院の 25回忌のために
書写、奉納された作例である。宝永期に制
作された作品では、制作年が明らかな例が
多いのが一つの特徴といえるだろう。
⑮《林丘寺手鑑》は、後水尾院はじめ歴

代天皇の宸翰が貼り込まれた手鑑である
が、後水尾院の 33回忌前年に追善を兼ね
て制作されたものと考えられている。目録
には「右、みたりに他見紛失あるへからさ
る者也　正徳元年卯九月十八日普明院元
瑶」という奥書が残り、正徳元年（1711）
9月18日、78歳の時のものとわかる（12）。
⑯《天光塔額字》は、箱蓋裏に「享保四
年己亥七月日」と記され、享保 4年（1719）
7月、86歳時の作例であることがわかる。
「天光塔」とは自ら写した法華経を奉納し
た宝塔であり、享保4年、龍渓の50回忌の
法要の際にこの書を宝塔の横に掲げたとさ
れている（13）。
⑰《浄厳院山号額字「金勝山」》、《浄厳
院額字「観世音」》、《浄厳院額字「浄厳

㉔《照山元瑶尼自画像》御寺泉涌寺蔵
（図３）

①《観音乗蓮図》は、管見の限り最も初
期の作品である。横長の画面に、海上の蓮
華の花弁に横たわる正面観の観音が描か
れ、左上には隠元により「刹海無邊観自在
慈心一片現紅蓮　黄檗隠元題（「臨済正
宗」朱文長方円印・関防印、「櫛琦」朱文
方印、「隠元之印」白文方印）」、右上には
木庵性瑫（1611‒84）により「獨座蓮舟　廣
度閻浮　齊登彼岸　世外優游　壬子春　黄
檗木庵山僧　敬題（「方外學士」白文長方
印・関防印、「木菴」朱文方印、「釋氏戒
瑫」白文方印）」が着賛されている。木庵
の賛の款記「壬子」より、寛文 12年
（1672）、元瑶が 39歳の時に着賛されたこ
とがわかる。若年期はもともと制作数が少
なかった可能性もあるが、これ以前の作例
は、残念ながら現在のところ見い出せてい
ない。
②《法華経　観世音菩薩普門品》は、延
宝 4年（1676）5月、元瑶 43歳時の作例で
ある。本作品は紺紙に金字で「観世音菩薩
普門品第二五」3巻のうちの一つを写した
もので、元瑶が禁裏の殿上において穴太寺
の堂宇修補のため行われた観音霊像の出開
帳を拝観したことから、4月 18日の発心よ
り33日かけて書写したものである（2）。
③《法華経》は、延宝7年（1679）8月、
元瑶 46歳の時に法華経全巻を書写し、奥書
より元禄6年（1693）10月、60歳の時に父・
後水尾院と母・逢春門院の冥福を祈り雲龍
院へ寄進されたものであることがわかる。
④《涅槃図》は、箱書に天和2年（1682）

の制作と記され、元瑶 49歳の時に描かれ
たことがわかる（3）。
⑤《観音菩薩騎龍図》は、元禄2年（1689）

6月、滋賀・地安寺の第 2世で元瑶の師・
龍渓の弟子である方悦の代に、当時 55歳
の元瑶が奉納したものであることが箱蓋裏
に示される（4）。地安寺は、龍渓が中興開
山となり、後水尾院の菩提寺として元瑶も
再興に携わったこともあり、彼女の書画が
現在まで多数伝来している。
⑥《示元瑤尼偈（げんようににしめすげ）》
は、元禄8年（1695）3月、元瑶が61歳の時に隠
元の 23回忌にあたり副書として記され、
萬福寺へ永納されたもの（5）。本作品は、
隠元が臨終の際、後水尾院が「大光普照国
師」の諡号を与え、後水尾院筆の証書を元
瑶が持参、また元瑶が後水尾院に、隠元に
諡号を贈ることを熱心に勧めたとされるこ
とから、隠元が示寂の日に元瑶に対し記し
た感謝の偈とともに軸装されている。
⑦《白衣観音図》は、元禄14年（1701）
1月吉祥日に、清水寺成就院第 14世の寿清
上人（1661‒1708）が同院へ奉納したこと
が箱書により明らかである（6）。元禄 14年
（1701）1月は元瑶67歳頃である。
⑧《後水尾天皇像》は、宝永元年（1704）
71歳時の作例である（7）。この作品は、後
水尾院の 23回忌に合わせ、後水尾院が勅
額を下賜するなどゆかりの深い伏見の黄檗
宗寺院・仏国寺のために制作されたもので
ある。賛は後水尾院の第 16皇子で元瑶の
異母弟であり、清水寺や奈良・興福寺の別
当を務めた一乗院宮真敬法親王（1649‒
1706）が付し、表装は近衛家第 21代・近
衛家凞（1667‒1736）が整えている。
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⑨《法華経普門品第二五》は、同年 8月
中旬、71歳時に後水尾院の 25回忌のため
に書写、奉納されたことが奥書から知られ
る（8）。正明寺は後水尾院が中興させ、元
瑶の多くの書画が伝来している。
⑩自賛《自画像》は、宝永 2年（1705）
10月、元瑶 72歳の時に、龍渓の弟子で元
瑶にも仕えた慈章性圭尼（？‒1694）が奉
納したことが、軸裏の正明寺第 3世・晦翁
宝暠（1635‒1712）の墨書からわかる。画
面左上に「残らむは うき物とこそ おもひ
しに そめしや何の 水くきの跡」の自賛が
残る。前年が後水尾院の 25回忌であるた
め、それを機に寄進された一連の品に含ま
れたものと考えられている（9）。
⑪《弥勒菩薩像》は、無款ではあるが、
箱蓋裏に「林丘寺宮元瑶内親王御筆」、「宝
永二乙酉十一月廿一日」と記される、同年
11月の作例である。元瑶による絵画作品
は墨画が大半であるのに対し、本作品は裏
彩色を用いており、金泥身で着衣を極彩色
としている点に特徴がある（10）。また、管
見においては同じ構図の作例が林丘寺、金
剛峯寺に伝来することも興味深い。
⑫《観音図》は、上部に元瑶の自賛「具
一切功徳　慈眼視衆生　福聚海無量　是故
應頂禮」が付される。前出の元瑶の伝記史
料『林丘寺宮法内親王行業記』の著者と同
じ、木村氏明山藤貞（守拙齊明山貞）によ
る『竹隠文藁』（福岡大学図書館蔵）の項
目の一つ「書　林丘寺宮所畫大悲像表具
裏」に記されている、宝永 3年（1706）3
月下旬に 72歳の元瑶が当時の遊行上人で
ある時宗遊行派第 47代・唯称（1650‒
1708、在位 1703‒08）に下賜した、自賛を

付した「大悲像（観音図）」と同一である
と推察される（11）。
⑬《観音図》は、箱蓋裏の書付「中央 

後水尾之皇女林丘寺光子内親王御筆　左右 

洛北隠士釋卓峯圖之　此乃　皇女圖畫之師
範也　寶永第三戌年中央之圖成同第七庚寅
年左右之圖成」より、西本願寺絵所の徳力
家出身の黄檗画僧で元瑶の絵の師である卓
峰道秀筆《十六羅漢図》（宝永 7年制作）
を左右幅とした三幅対のうち、中幅として
宝永 3年（1706）73歳時に描かれたものと
考えられている。⑦、⑫、⑬は同じ構図で
描かれている。
⑭《法華経普門品》は、宝永 6年 5月、

75歳時に母・逢春門院の 25回忌のために
書写、奉納された作例である。宝永期に制
作された作品では、制作年が明らかな例が
多いのが一つの特徴といえるだろう。
⑮《林丘寺手鑑》は、後水尾院はじめ歴

代天皇の宸翰が貼り込まれた手鑑である
が、後水尾院の 33回忌前年に追善を兼ね
て制作されたものと考えられている。目録
には「右、みたりに他見紛失あるへからさ
る者也　正徳元年卯九月十八日普明院元
瑶」という奥書が残り、正徳元年（1711）
9月18日、78歳の時のものとわかる（12）。
⑯《天光塔額字》は、箱蓋裏に「享保四
年己亥七月日」と記され、享保 4年（1719）
7月、86歳時の作例であることがわかる。
「天光塔」とは自ら写した法華経を奉納し
た宝塔であり、享保4年、龍渓の50回忌の
法要の際にこの書を宝塔の横に掲げたとさ
れている（13）。
⑰《浄厳院山号額字「金勝山」》、《浄厳
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①《観音乗蓮図》は、管見の限り最も初
期の作品である。横長の画面に、海上の蓮
華の花弁に横たわる正面観の観音が描か
れ、左上には隠元により「刹海無邊観自在
慈心一片現紅蓮　黄檗隠元題（「臨済正
宗」朱文長方円印・関防印、「櫛琦」朱文
方印、「隠元之印」白文方印）」、右上には
木庵性瑫（1611‒84）により「獨座蓮舟　廣
度閻浮　齊登彼岸　世外優游　壬子春　黄
檗木庵山僧　敬題（「方外學士」白文長方
印・関防印、「木菴」朱文方印、「釋氏戒
瑫」白文方印）」が着賛されている。木庵
の賛の款記「壬子」より、寛文 12年
（1672）、元瑶が 39歳の時に着賛されたこ
とがわかる。若年期はもともと制作数が少
なかった可能性もあるが、これ以前の作例
は、残念ながら現在のところ見い出せてい
ない。
②《法華経　観世音菩薩普門品》は、延
宝 4年（1676）5月、元瑶 43歳時の作例で
ある。本作品は紺紙に金字で「観世音菩薩
普門品第二五」3巻のうちの一つを写した
もので、元瑶が禁裏の殿上において穴太寺
の堂宇修補のため行われた観音霊像の出開
帳を拝観したことから、4月 18日の発心よ
り33日かけて書写したものである（2）。
③《法華経》は、延宝7年（1679）8月、
元瑶 46歳の時に法華経全巻を書写し、奥書
より元禄6年（1693）10月、60歳の時に父・
後水尾院と母・逢春門院の冥福を祈り雲龍
院へ寄進されたものであることがわかる。
④《涅槃図》は、箱書に天和2年（1682）

の制作と記され、元瑶 49歳の時に描かれ
たことがわかる（3）。
⑤《観音菩薩騎龍図》は、元禄2年（1689）
6月、滋賀・地安寺の第 2世で元瑶の師・
龍渓の弟子である方悦の代に、当時 55歳
の元瑶が奉納したものであることが箱蓋裏
に示される（4）。地安寺は、龍渓が中興開
山となり、後水尾院の菩提寺として元瑶も
再興に携わったこともあり、彼女の書画が
現在まで多数伝来している。
⑥《示元瑤尼偈（げんようににしめすげ）》
は、元禄8年（1695）3月、元瑶が61歳の時に隠
元の 23回忌にあたり副書として記され、
萬福寺へ永納されたもの（5）。本作品は、
隠元が臨終の際、後水尾院が「大光普照国
師」の諡号を与え、後水尾院筆の証書を元
瑶が持参、また元瑶が後水尾院に、隠元に
諡号を贈ることを熱心に勧めたとされるこ
とから、隠元が示寂の日に元瑶に対し記し
た感謝の偈とともに軸装されている。
⑦《白衣観音図》は、元禄14年（1701）
1月吉祥日に、清水寺成就院第 14世の寿清
上人（1661‒1708）が同院へ奉納したこと
が箱書により明らかである（6）。元禄 14年
（1701）1月は元瑶67歳頃である。
⑧《後水尾天皇像》は、宝永元年（1704）
71歳時の作例である（7）。この作品は、後
水尾院の 23回忌に合わせ、後水尾院が勅
額を下賜するなどゆかりの深い伏見の黄檗
宗寺院・仏国寺のために制作されたもので
ある。賛は後水尾院の第 16皇子で元瑶の
異母弟であり、清水寺や奈良・興福寺の別
当を務めた一乗院宮真敬法親王（1649‒
1706）が付し、表装は近衛家第 21代・近
衛家凞（1667‒1736）が整えている。
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「光子内親王」の名を使用している。
（3）「聖明山林丘寺主人元瑶手書」は⑥
《示元瑤尼偈》（京都萬福寺蔵）の副書に
おける元禄 8年（1695）3月の署名である。
林丘寺を開いた後の作例であり、尊崇する
隠元の遺偈に続く書でもあることからか、
「聖明山林丘寺主人」、「手書」と他の作例
には見られない語句を記している。
（4）「林丘寺照山」は⑤元禄 2年（1689）

6月の《観音菩薩騎龍図》、《南無観世音菩
薩名号》（いずれも地安寺蔵）、⑩宝永 2年
（1705）10月の自賛《自画像》（正明寺
蔵）、⑫宝永 3年（1706）3月下旬の《観音
図》（遊行寺宝物館蔵）に使用されている。
《南無観世音菩薩名号》は⑤と同じ署名で
あり、かつ軸裏に「方悦新添正」と記され
ることから、⑤と同じ頃に制作され、第 2
世・方悦の代に地安寺に奉納された可能性
がある。
（5）「林丘寺照山謹畫」は⑦元禄 14年

（1701）1月の《白衣観音図》（清水寺蔵）
に記されている。清水寺成就院第 14世・
寿清上人へ下賜したものと考えられるが、
「謹畫」と他の作例にはない語句を用いて
いる。
（6）「林丘寺照山元瑶」は⑨宝永元年
（1704）8月中旬《法華経普門品第二五》
（正明寺蔵）、⑭宝永 6年（1709）5月《法
華経普門品》（地安寺蔵）、③元禄 6年
（1693）10月に両親の冥福を祈り雲龍院
へ寄進した際の《法華経》（雲龍院蔵）の
奥書、《白衣観音図》（浄光寺蔵）（21）、《観
音図》（個人蔵）に見られる。浄光寺は、
前出の晦翁宝暠が後水尾院を祀り再興させ
ている。

（7）「林丘寺照山元瑶謹書」は《弥勒菩
薩像》（金剛峯寺蔵）に記されている。絵
画に「謹書」と記す例は管見の限りこの 1
点のみである。
（8）「普明院元瑶」は⑮正徳元年（1711）

9月 18日《林丘寺手鑑》（林丘寺蔵）目録
の奥書に使用されている。前述のとおり、
元瑶は宝永 4年（1707）に退隠し「普明院
宮」と号しているためにこの署名が記され
るが、⑭宝永 6年（1709）5月《法華経普
門品》でも「林丘寺照山元瑶」と記される
ことから、退隠の後に必ずしも署名に「普
明院」と付けなかったことが示される。し
かし、「林丘寺」と署名に記す例は減り、
代わりに「光子内親王」と記す例が見られ
るようになる。
（9）「光子内親王普明院元瑶書」は、
「普明院」が用いられているため宝永 4年
（1707）以後の制作と知られる《後水尾天
皇像》（浄光寺蔵）（22）および⑯享保 4年
（1719）7月《天光塔額字》（正明寺蔵）
に見られるものである。「光子内親王」、
「普明院」、「元瑶」と、名や号、法諱を記
している。
（10）「普明院元瑶書」は享保 6年（1721）

7月の⑰《浄厳院額字「観世音」》、《浄厳院額
字「浄厳院」》に見られ、（11）「光子内親
王普明院照山元瑶八十七歳書」も一連の
《浄厳院山号額字「金勝山」》（浄厳院蔵）
に見られる。（10）では「光子内親王普明
院照山元瑶」と、名や号、道号、法諱すべ
てを記しており、かつ「八十七歳」と年齢
を記している。年齢は、これ以降のほとん
どの作例に記すようになる。87歳とは現
代においても高齢であり、当時はもちろん

院」》は、享保 6年（1721）7月、署名によ
り 87歳時の作例と知られる。浄厳院の楼
門、本堂、観音堂の額が新調された際、同
院からの求めに応じて揮毫されたものであ
る（14）。
⑱《「壽」》は、享保 6年（1721）88歳時
の作例であり、霊元天皇が元瑶（普明院）
の 88歳を祝賀して詠んだ和歌が書かれた
懐紙とともに双幅を成すものである（15）。
⑲《寿大字・和歌》は、箱に記された賛
によると、88歳の時に書かれたものであ
り、享保6年（1721）の制作と推察される（16）。
⑳《「壽」》は、享保 9年（1724）、91歳
時に記されたもので（17）、⑱に類似してい
る。
㉑《「妙蓮華峰」》は元瑶が菩提禅寺に立
ち寄った際、同寺の扁額制作のために揮毫
した書の原本であり、享保 9年、91歳時の
作例である。
㉒《後水尾天皇像》は、寺伝『霊源旧

記』によると、真敬法親王が後水尾院 85歳
の姿を描き、同年 11月に 91歳時の元瑶が
後水尾院御製の和歌「うしやこの み山かく
れの 朽木かき さても心の 花しにほはば」
を着賛して霊源寺へ納めたものである（18）。
㉓《法華経》は、享保 10年（1725）2月、
92歳の時の作例であり、法華経全巻を書写
したものである（19）。
㉔《照山元瑶尼自画像》は、没年である
享保 12年（1727）、94歳頃に描かれたとさ
れ、臨終を迎える前に書かれた「老不至耄 

臨死無苦　事足願成　幻齢任数　照山元
瑶」の遺偈が上部に貼られている（20）。70
代後半から晩年にかけては書作品が多いこ
とも特徴の一つである。

以上、制作年が推定、判明する元瑶作品
は24点である。

3　元瑶作品の署名

次に、元瑶作品の落款部分に見られる署
名に注目する。元瑶作品の落款部分には、
署名を残す作例よりも印章のみを捺す例の
ほうが多いが、執筆者がこれまでに確認し
得た署名（年紀は省略）を見ていきたい。
（1）「光子内親王焚香書」
（2）「光子内親王謹書」（図4-1）
（3）「聖明山林丘寺主人元瑶手書」
（4）「林丘寺照山」（図5-1）
（5）「林丘寺照山謹畫」
（6）「林丘寺照山元瑶」（図6-1）
（7）「林丘寺照山元瑶謹書」
（8）「普明院元瑶」
（9）「光子内親王普明院元瑶書」（図7-1）
（10）「普明院元瑶書」
（11） 「光子内親王普明院照山元瑶八十

七歳書」
（12）「普明院八十八歳書」
（13）「普明院元瑶九十一歳書」（図8-1）
（14）「普明院九十二老尼照山元瑶書」
（15）「照山元瑶」

（1）「光子内親王焚香書」は②《法華経 

観世音菩薩普門品》（穴太寺蔵）の延宝 4
年（1676）5月付の奥書に見られるもの、
（2）「光子内親王謹書」は③《法華経》
（雲龍院蔵）全巻を写し終えた際の延宝 7
年（1679）8月 18日付の奥書に見られるも
のである。両者ともに元瑶が林丘寺を開く
天和 2年（1682）以前であることからも、
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「光子内親王」の名を使用している。
（3）「聖明山林丘寺主人元瑶手書」は⑥
《示元瑤尼偈》（京都萬福寺蔵）の副書に
おける元禄 8年（1695）3月の署名である。
林丘寺を開いた後の作例であり、尊崇する
隠元の遺偈に続く書でもあることからか、
「聖明山林丘寺主人」、「手書」と他の作例
には見られない語句を記している。
（4）「林丘寺照山」は⑤元禄 2年（1689）

6月の《観音菩薩騎龍図》、《南無観世音菩
薩名号》（いずれも地安寺蔵）、⑩宝永 2年
（1705）10月の自賛《自画像》（正明寺
蔵）、⑫宝永 3年（1706）3月下旬の《観音
図》（遊行寺宝物館蔵）に使用されている。
《南無観世音菩薩名号》は⑤と同じ署名で
あり、かつ軸裏に「方悦新添正」と記され
ることから、⑤と同じ頃に制作され、第 2
世・方悦の代に地安寺に奉納された可能性
がある。
（5）「林丘寺照山謹畫」は⑦元禄 14年
（1701）1月の《白衣観音図》（清水寺蔵）
に記されている。清水寺成就院第 14世・
寿清上人へ下賜したものと考えられるが、
「謹畫」と他の作例にはない語句を用いて
いる。
（6）「林丘寺照山元瑶」は⑨宝永元年

（1704）8月中旬《法華経普門品第二五》
（正明寺蔵）、⑭宝永 6年（1709）5月《法
華経普門品》（地安寺蔵）、③元禄 6年
（1693）10月に両親の冥福を祈り雲龍院
へ寄進した際の《法華経》（雲龍院蔵）の
奥書、《白衣観音図》（浄光寺蔵）（21）、《観
音図》（個人蔵）に見られる。浄光寺は、
前出の晦翁宝暠が後水尾院を祀り再興させ
ている。

（7）「林丘寺照山元瑶謹書」は《弥勒菩
薩像》（金剛峯寺蔵）に記されている。絵
画に「謹書」と記す例は管見の限りこの 1
点のみである。
（8）「普明院元瑶」は⑮正徳元年（1711）

9月 18日《林丘寺手鑑》（林丘寺蔵）目録
の奥書に使用されている。前述のとおり、
元瑶は宝永 4年（1707）に退隠し「普明院
宮」と号しているためにこの署名が記され
るが、⑭宝永 6年（1709）5月《法華経普
門品》でも「林丘寺照山元瑶」と記される
ことから、退隠の後に必ずしも署名に「普
明院」と付けなかったことが示される。し
かし、「林丘寺」と署名に記す例は減り、
代わりに「光子内親王」と記す例が見られ
るようになる。
（9）「光子内親王普明院元瑶書」は、

「普明院」が用いられているため宝永 4年
（1707）以後の制作と知られる《後水尾天
皇像》（浄光寺蔵）（22）および⑯享保 4年
（1719）7月《天光塔額字》（正明寺蔵）
に見られるものである。「光子内親王」、
「普明院」、「元瑶」と、名や号、法諱を記
している。
（10）「普明院元瑶書」は享保 6年（1721）

7月の⑰《浄厳院額字「観世音」》、《浄厳院額
字「浄厳院」》に見られ、（11）「光子内親
王普明院照山元瑶八十七歳書」も一連の
《浄厳院山号額字「金勝山」》（浄厳院蔵）
に見られる。（10）では「光子内親王普明
院照山元瑶」と、名や号、道号、法諱すべ
てを記しており、かつ「八十七歳」と年齢
を記している。年齢は、これ以降のほとん
どの作例に記すようになる。87歳とは現
代においても高齢であり、当時はもちろん

院」》は、享保 6年（1721）7月、署名によ
り 87歳時の作例と知られる。浄厳院の楼
門、本堂、観音堂の額が新調された際、同
院からの求めに応じて揮毫されたものであ
る（14）。
⑱《「壽」》は、享保 6年（1721）88歳時
の作例であり、霊元天皇が元瑶（普明院）
の 88歳を祝賀して詠んだ和歌が書かれた
懐紙とともに双幅を成すものである（15）。
⑲《寿大字・和歌》は、箱に記された賛
によると、88歳の時に書かれたものであ
り、享保6年（1721）の制作と推察される（16）。
⑳《「壽」》は、享保 9年（1724）、91歳

時に記されたもので（17）、⑱に類似してい
る。
㉑《「妙蓮華峰」》は元瑶が菩提禅寺に立

ち寄った際、同寺の扁額制作のために揮毫
した書の原本であり、享保 9年、91歳時の
作例である。
㉒《後水尾天皇像》は、寺伝『霊源旧

記』によると、真敬法親王が後水尾院 85歳
の姿を描き、同年 11月に 91歳時の元瑶が
後水尾院御製の和歌「うしやこの み山かく
れの 朽木かき さても心の 花しにほはば」
を着賛して霊源寺へ納めたものである（18）。
㉓《法華経》は、享保 10年（1725）2月、
92歳の時の作例であり、法華経全巻を書写
したものである（19）。
㉔《照山元瑶尼自画像》は、没年である
享保 12年（1727）、94歳頃に描かれたとさ
れ、臨終を迎える前に書かれた「老不至耄 

臨死無苦　事足願成　幻齢任数　照山元
瑶」の遺偈が上部に貼られている（20）。70
代後半から晩年にかけては書作品が多いこ
とも特徴の一つである。

以上、制作年が推定、判明する元瑶作品
は24点である。

3　元瑶作品の署名

次に、元瑶作品の落款部分に見られる署
名に注目する。元瑶作品の落款部分には、
署名を残す作例よりも印章のみを捺す例の
ほうが多いが、執筆者がこれまでに確認し
得た署名（年紀は省略）を見ていきたい。
（1）「光子内親王焚香書」
（2）「光子内親王謹書」（図4-1）
（3）「聖明山林丘寺主人元瑶手書」
（4）「林丘寺照山」（図5-1）
（5）「林丘寺照山謹畫」
（6）「林丘寺照山元瑶」（図6-1）
（7）「林丘寺照山元瑶謹書」
（8）「普明院元瑶」
（9）「光子内親王普明院元瑶書」（図7-1）
（10）「普明院元瑶書」
（11） 「光子内親王普明院照山元瑶八十

七歳書」
（12）「普明院八十八歳書」
（13）「普明院元瑶九十一歳書」（図8-1）
（14）「普明院九十二老尼照山元瑶書」
（15）「照山元瑶」

（1）「光子内親王焚香書」は②《法華経 

観世音菩薩普門品》（穴太寺蔵）の延宝 4
年（1676）5月付の奥書に見られるもの、
（2）「光子内親王謹書」は③《法華経》
（雲龍院蔵）全巻を写し終えた際の延宝 7
年（1679）8月 18日付の奥書に見られるも
のである。両者ともに元瑶が林丘寺を開く
天和 2年（1682）以前であることからも、
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離れて右上がりで、縦画を長く下ろしてお
り、4画目が右上がりである点も一致す
る。また、8画目の縦画に入るところの止
めと終筆までの角度や、連火の部分である
10画目から13画目の傾きもよく似ている。
「山」の字は、特に 1画目が太く真っすぐ
な点が類似している。
続いて、「元瑶」が用いられる（3）「聖

明山林丘寺主人元瑶手書」、（6）「林丘寺照
山元瑶」、（7）「林丘寺照山元瑶謹書」、
（8）「普明院元瑶」、（9）「光子内親王普明
院元瑶書」、（10）「普明院元瑶書」、（11）
「光子内親王普明院照山元瑶八十七歳
書」、（13）「普明院元瑶九十一歳書」、
（14）「普明院九十二老尼照山元瑶書」、
（15）「照山元瑶」である。
「元」は、1画目は右上がりで短く（大
書であればやや長い）、2画目も右上がり
という特徴を持つが、③《法華経》、⑨
《法華経普門品第二五》、⑭《法華経普門
品》、⑯《天光塔額字》、《後水尾天皇像》
（浄光寺蔵）は 3画目を 2画目の中央付近
から丁寧に書くものの、⑥《示元瑤尼
偈》、⑰《浄厳院山号額字「金勝山」》およ
び《浄厳院額字「浄厳院」》、㉑《「妙蓮華
峰」》、㉔《照山元瑶尼自画像》、《弥勒菩薩
像》（金剛峯寺蔵）、《白衣観音図》（浄光寺
蔵）は 2画目から繋げるように書く。後者
の特徴は、高齢期の作例に多い。
また、③《法華経》、⑨《法華経普門品

第二五》、⑭《法華経普門品》、《後水尾天
皇像》（浄光寺蔵）は起点を 2画目として
緩やかに曲がって跳ねるが、⑥《示元瑤尼
偈》、⑯《天光塔額字》、⑰《浄厳院山号額
字「金勝山」》および《浄厳院額字「浄厳

院」》、㉑《「妙蓮華峰」》、㉔《照山元瑶尼
自画像》、《弥勒菩薩像》（金剛峯寺蔵）、
《白衣観音図》（浄光寺蔵）は 3画目のや
や下から出る。この特徴も高齢期の作例に
多い。
「瑶」は、1画目を右上がりとし、3画
目は 2画目の縦線を右に超えず、5画目は
やや鋭く左下へ払うことがほぼ共通する
が、やはり年齢の経過とともに⑰《浄厳院
山号額字「金勝山」》、㉑《「妙蓮華峰」》の
ように玉偏や旁を崩すなどしている。
そして、「普明院」が用いられる（8）
「普明院元瑶」、（9）「光子内親王普明院元
瑶書」、（10）「普明院元瑶書」、（11）「光子
内親王普明院照山元瑶八十七歳書」、（12）
「普明院八十八歳書」、（13）「普明院元瑶
九十一歳書」、（14）「普明院九十二老尼照
山元瑶書」である。
「普」は「並」を全体的に右上がりにす
る。「明」は、日偏は前出の「照」のよう
に 4画目が 2画目の縦線から右に出てお
り、「月」の部分の 1画目を左下に長く払
う点が共通する。「院」はこざと偏の 1、2
画目が小さく、「完」の部分のウ冠の形、
最終画の長さや形が共通する。
年を経るごとに少しずつ筆跡が弱くなる
傾向もある一方で、額字などには力強さや
厳しさも認められる。また、初期の作例に
比べ、高齢期の例では文字が細長く鋭くな
り、速筆になる傾向がある。　
以上が元瑶の署名の筆跡の特徴である。

4　元瑶作品の印章

続いて、元瑶作品の印章に着目したい。

きわめて高い年齢であったことから、記念
的な意味や長寿の吉祥的な意味などが込め
られていたのであろう。
（12）「普明院八十八歳書」は⑱享保 6
年（1721）《「壽」》（所在不明）に記され、
「普明院」の号とともに「八十八歳」とい
う年齢も添えている。
（13）「普明院元瑶九十一歳書」は㉑享

保 9年（1724）《「妙蓮華峰」》（菩提禅寺蔵）
に見られ、「普明院」、「元瑶」と号と法諱
とともに「九十一歳」と記している。
（14）「普明院九十二老尼照山元瑶書」

は㉓享保 10年（1725）2月《法華経》（林
丘寺蔵）に見られ、いよいよ体力的にも厳
しいものがあったのか、「普明院」、「照山
元瑶」の間に「九十二老尼」とこれまでに
ない語句を入れている。
（15）「照山元瑶」は、享保 12年（1727）、
臨終を迎える前に書かれた㉔《照山元瑶尼
自画像》の賛に記されている。以上が元瑶
作品の署名の記述内容である。
続いて、署名の筆跡について確認する。
元瑶の署名は基本的に楷書体であり、謹直
な書きぶりが特徴である。額字のような、
他者から見られることを意識するであろう
大書における署名と、比較的小さなスペー
スに書かれる写経や絵画における署名とは
性質や条件が異なるが、それぞれの文字の
特徴について見ていきたい。
まず、「光子内親王」という名が記され
る（1）「光子内親王焚香書」、（2）「光子内
親王謹書」、（9）「光子内親王普明院元瑶
書」、（11）「光子内親王普明院照山元瑶八
十七歳書」に着目する。（1）から（2）の
制作年の差は 3年と短く、両者ともに類似

する丁寧な書体である。
（9）は（2）から 41年後で 86歳、また
（11）は 42年後で 87歳という大変な高齢
であり、例えば「光」の 1画目から 3画目
の形や傾き、最終画の勢いのある跳ねなど
は共通するものの、（9）と（11）は右上が
りの 4画目の終筆から勢いよく左下に 5画
目を払うなど、書き方に変化が見られる。
また、「内」も、（2）は3、4画目を「人」

のように記すが、（9）と（11）は「入」のよ
うに変わっているのが特徴的である。さら
に、「親」も、（2）と（9）、（11）の旁は比較
的よく似るが、偏の3、4画目を崩すなど、
小稿で取り上げた中での初期の作品と高齢
期の作品とで特徴が異なっている。
次に、「林丘寺」と記される（3）「聖明

山林丘寺主人元瑶手書」、（4）「林丘寺照
山」、（5）「林丘寺照山謹畫」、（6）「林丘寺
照山元瑶」、（7）「林丘寺照山元瑶謹書」に
注目する。これらはほぼ同じ特徴を持ち、
「林」は 1、5画目が右上がりで、2、6画
目が跳ねる点、3、4画目の形も一致する。
「丘」は 4画目を左に払うように記し、5
画目をしっかり止めている点、「寺」の 1
画目をやや右上がりにする点などが共通す
る。
さらに、「照山」と記される作例に、

（4）「林丘寺照山」、（5）「林丘寺照山謹畫」、
（6）「林丘寺照山元瑶」、（7）「林丘寺照山
元瑶謹書」、（11）「光子内親王普明院照山
元瑶八十七歳書」、（14）「普明院九十二老
尼照山元瑶書」、（15）「照山元瑶」がある。
「照」は 1画目から 4画目にあたる

「日」の部分の形が特徴的で、一様に酷似
する。すなわち、2画目は横画が 1画目と
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離れて右上がりで、縦画を長く下ろしてお
り、4画目が右上がりである点も一致す
る。また、8画目の縦画に入るところの止
めと終筆までの角度や、連火の部分である
10画目から13画目の傾きもよく似ている。
「山」の字は、特に 1画目が太く真っすぐ
な点が類似している。
続いて、「元瑶」が用いられる（3）「聖

明山林丘寺主人元瑶手書」、（6）「林丘寺照
山元瑶」、（7）「林丘寺照山元瑶謹書」、
（8）「普明院元瑶」、（9）「光子内親王普明
院元瑶書」、（10）「普明院元瑶書」、（11）
「光子内親王普明院照山元瑶八十七歳
書」、（13）「普明院元瑶九十一歳書」、
（14）「普明院九十二老尼照山元瑶書」、
（15）「照山元瑶」である。
「元」は、1画目は右上がりで短く（大
書であればやや長い）、2画目も右上がり
という特徴を持つが、③《法華経》、⑨
《法華経普門品第二五》、⑭《法華経普門
品》、⑯《天光塔額字》、《後水尾天皇像》
（浄光寺蔵）は 3画目を 2画目の中央付近
から丁寧に書くものの、⑥《示元瑤尼
偈》、⑰《浄厳院山号額字「金勝山」》およ
び《浄厳院額字「浄厳院」》、㉑《「妙蓮華
峰」》、㉔《照山元瑶尼自画像》、《弥勒菩薩
像》（金剛峯寺蔵）、《白衣観音図》（浄光寺
蔵）は 2画目から繋げるように書く。後者
の特徴は、高齢期の作例に多い。
また、③《法華経》、⑨《法華経普門品

第二五》、⑭《法華経普門品》、《後水尾天
皇像》（浄光寺蔵）は起点を 2画目として
緩やかに曲がって跳ねるが、⑥《示元瑤尼
偈》、⑯《天光塔額字》、⑰《浄厳院山号額
字「金勝山」》および《浄厳院額字「浄厳

院」》、㉑《「妙蓮華峰」》、㉔《照山元瑶尼
自画像》、《弥勒菩薩像》（金剛峯寺蔵）、
《白衣観音図》（浄光寺蔵）は 3画目のや
や下から出る。この特徴も高齢期の作例に
多い。
「瑶」は、1画目を右上がりとし、3画
目は 2画目の縦線を右に超えず、5画目は
やや鋭く左下へ払うことがほぼ共通する
が、やはり年齢の経過とともに⑰《浄厳院
山号額字「金勝山」》、㉑《「妙蓮華峰」》の
ように玉偏や旁を崩すなどしている。
そして、「普明院」が用いられる（8）
「普明院元瑶」、（9）「光子内親王普明院元
瑶書」、（10）「普明院元瑶書」、（11）「光子
内親王普明院照山元瑶八十七歳書」、（12）
「普明院八十八歳書」、（13）「普明院元瑶
九十一歳書」、（14）「普明院九十二老尼照
山元瑶書」である。
「普」は「並」を全体的に右上がりにす
る。「明」は、日偏は前出の「照」のよう
に 4画目が 2画目の縦線から右に出てお
り、「月」の部分の 1画目を左下に長く払
う点が共通する。「院」はこざと偏の 1、2
画目が小さく、「完」の部分のウ冠の形、
最終画の長さや形が共通する。
年を経るごとに少しずつ筆跡が弱くなる
傾向もある一方で、額字などには力強さや
厳しさも認められる。また、初期の作例に
比べ、高齢期の例では文字が細長く鋭くな
り、速筆になる傾向がある。　
以上が元瑶の署名の筆跡の特徴である。

4　元瑶作品の印章

続いて、元瑶作品の印章に着目したい。

きわめて高い年齢であったことから、記念
的な意味や長寿の吉祥的な意味などが込め
られていたのであろう。
（12）「普明院八十八歳書」は⑱享保 6
年（1721）《「壽」》（所在不明）に記され、
「普明院」の号とともに「八十八歳」とい
う年齢も添えている。
（13）「普明院元瑶九十一歳書」は㉑享

保 9年（1724）《「妙蓮華峰」》（菩提禅寺蔵）
に見られ、「普明院」、「元瑶」と号と法諱
とともに「九十一歳」と記している。
（14）「普明院九十二老尼照山元瑶書」
は㉓享保 10年（1725）2月《法華経》（林
丘寺蔵）に見られ、いよいよ体力的にも厳
しいものがあったのか、「普明院」、「照山
元瑶」の間に「九十二老尼」とこれまでに
ない語句を入れている。
（15）「照山元瑶」は、享保 12年（1727）、
臨終を迎える前に書かれた㉔《照山元瑶尼
自画像》の賛に記されている。以上が元瑶
作品の署名の記述内容である。
続いて、署名の筆跡について確認する。

元瑶の署名は基本的に楷書体であり、謹直
な書きぶりが特徴である。額字のような、
他者から見られることを意識するであろう
大書における署名と、比較的小さなスペー
スに書かれる写経や絵画における署名とは
性質や条件が異なるが、それぞれの文字の
特徴について見ていきたい。
まず、「光子内親王」という名が記され
る（1）「光子内親王焚香書」、（2）「光子内
親王謹書」、（9）「光子内親王普明院元瑶
書」、（11）「光子内親王普明院照山元瑶八
十七歳書」に着目する。（1）から（2）の
制作年の差は 3年と短く、両者ともに類似

する丁寧な書体である。
（9）は（2）から 41年後で 86歳、また
（11）は 42年後で 87歳という大変な高齢
であり、例えば「光」の 1画目から 3画目
の形や傾き、最終画の勢いのある跳ねなど
は共通するものの、（9）と（11）は右上が
りの 4画目の終筆から勢いよく左下に 5画
目を払うなど、書き方に変化が見られる。
また、「内」も、（2）は3、4画目を「人」
のように記すが、（9）と（11）は「入」のよ
うに変わっているのが特徴的である。さら
に、「親」も、（2）と（9）、（11）の旁は比較
的よく似るが、偏の3、4画目を崩すなど、
小稿で取り上げた中での初期の作品と高齢
期の作品とで特徴が異なっている。
次に、「林丘寺」と記される（3）「聖明

山林丘寺主人元瑶手書」、（4）「林丘寺照
山」、（5）「林丘寺照山謹畫」、（6）「林丘寺
照山元瑶」、（7）「林丘寺照山元瑶謹書」に
注目する。これらはほぼ同じ特徴を持ち、
「林」は 1、5画目が右上がりで、2、6画
目が跳ねる点、3、4画目の形も一致する。
「丘」は 4画目を左に払うように記し、5
画目をしっかり止めている点、「寺」の 1
画目をやや右上がりにする点などが共通す
る。
さらに、「照山」と記される作例に、

（4）「林丘寺照山」、（5）「林丘寺照山謹畫」、
（6）「林丘寺照山元瑶」、（7）「林丘寺照山
元瑶謹書」、（11）「光子内親王普明院照山
元瑶八十七歳書」、（14）「普明院九十二老
尼照山元瑶書」、（15）「照山元瑶」がある。
「照」は 1画目から 4画目にあたる

「日」の部分の形が特徴的で、一様に酷似
する。すなわち、2画目は横画が 1画目と
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管見の限り書跡に捺される例は、⑰享保 6
年（1721）7月制作の浄厳院蔵《浄厳院山
号額字「金勝山」》、《浄厳院額字「観世
音」》、《浄厳院額字「浄厳院」》のみと極め
て少ない。かつ関防印として使用されてい
る点も特徴的である。
次に、（B）「元瑶之印」白文方印（約 2.3

×2.2 cm）であるが、この印章が捺される作
例には、署名を伴う場合、あるいは他の印章
とともに組み合わされる場合、もしくは署
名を伴い、他の印章とともに組み合わされ
る場合が多い。元瑶の印章の中で、（B）は
最も汎用性が高いものといえるだろう。署
名を伴うものとして、「林丘寺照山」を記す
⑩正明寺蔵《自画像（照山元瑶尼像）》およ
び地安寺蔵《南無観世音菩薩名号》や、「林
丘寺照山謹畫」を記す⑦清水寺蔵《白衣観
音図》、「普明院元瑶」を記す⑮林丘寺蔵
《林丘寺手鑑》が現存する。
（B）が他の印章とともに組み合わされ
る場合、（A）が圧倒的に多く、かつ署名
の無い作例が元瑶作品の中で最も多い。摂
津麻田藩の 2代藩主で、黄檗宗に深く帰依
した青木重兼（1606‒82）の旧蔵品と伝え
られる池田市立歴史民俗資料館蔵《白衣観
音図》（27）、頭光を伴い、白衣、宝冠、瓔
珞を身に着け両手を定印に組み、海上の岩
に向かって右向きに胡坐する姿で表され、
岩の右端に碗に入った楊柳が描かれる地安
寺蔵《楊柳観音像》（28）、同構図の米国ロ
サンゼルス ･カウンティ美術館蔵《白衣観
音図》（29）がある。
また、頭光を伴い、白衣を頭から被り、
宝冠を付け、水流に面した岩に右向きに俯
き加減で右膝を曲げて坐す姿で表され、

山々が描かれた背景からは滝が流れ落ちる
正明寺蔵《瀧見観音図》（30）、同構図の萬
福寺天真院蔵《白衣観音図》（31）と自賛
《観音大士像》（所在不明）（32）、京都萬福
寺蔵《後水尾天皇像》（33）、⑧宝永元年
（1704）制作の御寺泉涌寺蔵《後水尾天皇
像》および⑬同 3年制作の祥雲寺蔵《観音
図》等、制作年が明らかな作例、あるいは
制作年不明の作例も含め、多数現存する。
元瑶が描いた父・後水尾天皇の肖像は、管
見の限りすべて（A）と（B）の 2顆が捺
され、比較的印つきもよい。
（A）1顆が捺される作例でも同様で
あったが、（A）と（B）の 2顆が捺される
作例の場合でも、同構図で同印を捺す例が
多い傾向にある。
さらに、（A）と（B）の 2顆に加えて署

名「林丘寺照山」を記す例に⑤地安寺蔵
《観音菩薩騎龍図》、「林丘寺照山元瑶」を
記す例に浄光寺蔵《白衣観音図》や個人蔵
《観音図》、「普明院元瑶書」を記す例に浄
光寺蔵《後水尾法皇像》がある。
また、（A）と（B）の 2顆に加えて署名

「林丘寺照山」を記し、自賛の部分に関防
印として（C）「鴨川東」朱文長方印（約
2.1×1.3 cm）、遊印として（D）「照山」朱
文方印（約 2.4 × 2.4 cm）を捺す⑫遊行寺
宝物館蔵《観音図》がある。「鴨川東」と
は、文字どおり鴨川の東側であり、林丘寺
の位置、すなわち元瑶自身の居場所を意味
するのであろう。管見の限り、元瑶の作品
において、⑫には印章が最も多く捺されて
いる。⑫は元瑶が遊行上人に下賜したもの
と推察されることから、特別な意味合いが
込められていたのだろうか。

元瑶による絵画や書跡に捺される印章に
は、以下のものがある。
（A） 「庄穎」朱文入隅長方印・中に昇

り龍降り龍（約3.7×1.7 cm）（図9）
（B） 「元瑶之印」白文方印（約2.3×2.2 

cm）（図10）
（C） 「鴨川東」朱文長方印（約2.1×1.3 

cm）（図11）
（D） 「照山」朱文方印（約 2.4×2.4 cm）

（図12）
（E） 「別有天地非人間」朱文方印（約

3.1×3.0 cm） （図13）
（F）「照山」朱文方印（大きさは不明）
（G） 「元瑶」白文方印（約 1.4×1.4 cm）

（図14）
（H） 「元瑶」白文方印（約 1.6 × 1.6 cm）

（図15）
（I） 「光子」朱文方印（約 2.1 × 2.1 cm） 

（図16）

（A）「庄穎」朱文入隅長方印・中に昇
り龍降り龍（約 3.7 × 1.7 cm）は、先行研
究では単に「朱文印」とされるが、朱文長
方印の四隅が内側に入った枠内に、2頭の
龍と思われる意匠が表されており、珍しい
形をとっている。元瑶が幼い頃から帰依し
ていた黄檗宗や、林丘寺の宗派である臨済
宗にとって龍は重要な存在であったことか
ら、印章に用いられたものと推察される。
あるいは、龍は吉祥的な天の使いとして現
れる生き物と崇拝され、皇帝の衣服や宮廷
の品に数多く用いられた。元瑶もまた皇女
であることから、龍を印章に使用すること
が認められた可能性もある。
（A）に刻まれた文字については、先行研

究では「□穎」と 1文字目が明らかにされ
ていない例、または「玉穎」、「庄穎」と読ま
れる例があり、1文字目には諸説がある
が、小稿でも「庄穎」と読んでおきたい。
「庄」は篆書体が存在せず、そのため独自に
創作された可能性がある。さらに、「庄」の
もとになった字は「荘」、「壮」であり、
「壮」の甲骨文、金文の図象をもつものは身
分的に多子族に属すとされる。加えて、
「子」が王子や親王家の身分呼称であるの
に対し、「壮」はそこから出て臣籍に下った
ものの称であるとも推察されている。
「穎」は優れる、賢い、また穂先を意味し、筆
の異称でもあることから（23）、絵画や書跡な
どに才能を発揮した元瑶らしさをこの印文
から窺うことができる。
（A）1顆が捺される作例として、まず①

寛文 12年（1672）メトロポリタン美術館蔵
《観音乗蓮図》がある。また、大きな光背を
伴い、雲上で馬に乗った観音が馬とともに
左下を見やる様子が描かれた、隠元賛の正
明寺蔵《騎馬観音図》（24）、同じく隠元賛で
同構図のロサンゼルス ･カウンティ美術館
蔵《馬上観音図》（25）があるが、この 2作品
は隠元没年の寛文 13年（1673）以前の作例
であることもわかる。
さらに、観音が向かって左を向き、画面
左の小さな岩に右腕をもたれて左膝を立て
て海上の岩に坐す姿で表され、小さな岩の
奥には水瓶に入った楊柳が描かれた個人蔵
《観音図》、同じく淡彩で宝冠に化仏を伴
うがそれ以外は同構図の京都萬福寺蔵《観
音大士像》（26）や、地安寺蔵《朝日観音
像》が確認できる。また、（A）は絵画作
品の落款に見られる例がほとんどであり、
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管見の限り書跡に捺される例は、⑰享保 6
年（1721）7月制作の浄厳院蔵《浄厳院山
号額字「金勝山」》、《浄厳院額字「観世
音」》、《浄厳院額字「浄厳院」》のみと極め
て少ない。かつ関防印として使用されてい
る点も特徴的である。
次に、（B）「元瑶之印」白文方印（約 2.3

×2.2 cm）であるが、この印章が捺される作
例には、署名を伴う場合、あるいは他の印章
とともに組み合わされる場合、もしくは署
名を伴い、他の印章とともに組み合わされ
る場合が多い。元瑶の印章の中で、（B）は
最も汎用性が高いものといえるだろう。署
名を伴うものとして、「林丘寺照山」を記す
⑩正明寺蔵《自画像（照山元瑶尼像）》およ
び地安寺蔵《南無観世音菩薩名号》や、「林
丘寺照山謹畫」を記す⑦清水寺蔵《白衣観
音図》、「普明院元瑶」を記す⑮林丘寺蔵
《林丘寺手鑑》が現存する。
（B）が他の印章とともに組み合わされ
る場合、（A）が圧倒的に多く、かつ署名
の無い作例が元瑶作品の中で最も多い。摂
津麻田藩の 2代藩主で、黄檗宗に深く帰依
した青木重兼（1606‒82）の旧蔵品と伝え
られる池田市立歴史民俗資料館蔵《白衣観
音図》（27）、頭光を伴い、白衣、宝冠、瓔
珞を身に着け両手を定印に組み、海上の岩
に向かって右向きに胡坐する姿で表され、
岩の右端に碗に入った楊柳が描かれる地安
寺蔵《楊柳観音像》（28）、同構図の米国ロ
サンゼルス ･カウンティ美術館蔵《白衣観
音図》（29）がある。
また、頭光を伴い、白衣を頭から被り、
宝冠を付け、水流に面した岩に右向きに俯
き加減で右膝を曲げて坐す姿で表され、

山々が描かれた背景からは滝が流れ落ちる
正明寺蔵《瀧見観音図》（30）、同構図の萬
福寺天真院蔵《白衣観音図》（31）と自賛
《観音大士像》（所在不明）（32）、京都萬福
寺蔵《後水尾天皇像》（33）、⑧宝永元年
（1704）制作の御寺泉涌寺蔵《後水尾天皇
像》および⑬同 3年制作の祥雲寺蔵《観音
図》等、制作年が明らかな作例、あるいは
制作年不明の作例も含め、多数現存する。
元瑶が描いた父・後水尾天皇の肖像は、管
見の限りすべて（A）と（B）の 2顆が捺
され、比較的印つきもよい。
（A）1顆が捺される作例でも同様で

あったが、（A）と（B）の 2顆が捺される
作例の場合でも、同構図で同印を捺す例が
多い傾向にある。
さらに、（A）と（B）の 2顆に加えて署

名「林丘寺照山」を記す例に⑤地安寺蔵
《観音菩薩騎龍図》、「林丘寺照山元瑶」を
記す例に浄光寺蔵《白衣観音図》や個人蔵
《観音図》、「普明院元瑶書」を記す例に浄
光寺蔵《後水尾法皇像》がある。
また、（A）と（B）の 2顆に加えて署名

「林丘寺照山」を記し、自賛の部分に関防
印として（C）「鴨川東」朱文長方印（約
2.1×1.3 cm）、遊印として（D）「照山」朱
文方印（約 2.4 × 2.4 cm）を捺す⑫遊行寺
宝物館蔵《観音図》がある。「鴨川東」と
は、文字どおり鴨川の東側であり、林丘寺
の位置、すなわち元瑶自身の居場所を意味
するのであろう。管見の限り、元瑶の作品
において、⑫には印章が最も多く捺されて
いる。⑫は元瑶が遊行上人に下賜したもの
と推察されることから、特別な意味合いが
込められていたのだろうか。

元瑶による絵画や書跡に捺される印章に
は、以下のものがある。
（A） 「庄穎」朱文入隅長方印・中に昇

り龍降り龍（約3.7×1.7 cm）（図9）
（B） 「元瑶之印」白文方印（約2.3×2.2 

cm）（図10）
（C） 「鴨川東」朱文長方印（約2.1×1.3 

cm）（図11）
（D） 「照山」朱文方印（約 2.4×2.4 cm）

（図12）
（E） 「別有天地非人間」朱文方印（約

3.1×3.0 cm） （図13）
（F）「照山」朱文方印（大きさは不明）
（G） 「元瑶」白文方印（約 1.4×1.4 cm）

（図14）
（H） 「元瑶」白文方印（約 1.6× 1.6 cm）

（図15）
（I） 「光子」朱文方印（約 2.1 × 2.1 cm） 

（図16）

（A）「庄穎」朱文入隅長方印・中に昇
り龍降り龍（約 3.7 × 1.7 cm）は、先行研
究では単に「朱文印」とされるが、朱文長
方印の四隅が内側に入った枠内に、2頭の
龍と思われる意匠が表されており、珍しい
形をとっている。元瑶が幼い頃から帰依し
ていた黄檗宗や、林丘寺の宗派である臨済
宗にとって龍は重要な存在であったことか
ら、印章に用いられたものと推察される。
あるいは、龍は吉祥的な天の使いとして現
れる生き物と崇拝され、皇帝の衣服や宮廷
の品に数多く用いられた。元瑶もまた皇女
であることから、龍を印章に使用すること
が認められた可能性もある。
（A）に刻まれた文字については、先行研

究では「□穎」と 1文字目が明らかにされ
ていない例、または「玉穎」、「庄穎」と読ま
れる例があり、1文字目には諸説がある
が、小稿でも「庄穎」と読んでおきたい。
「庄」は篆書体が存在せず、そのため独自に
創作された可能性がある。さらに、「庄」の
もとになった字は「荘」、「壮」であり、
「壮」の甲骨文、金文の図象をもつものは身
分的に多子族に属すとされる。加えて、
「子」が王子や親王家の身分呼称であるの
に対し、「壮」はそこから出て臣籍に下った
ものの称であるとも推察されている。
「穎」は優れる、賢い、また穂先を意味し、筆
の異称でもあることから（23）、絵画や書跡な
どに才能を発揮した元瑶らしさをこの印文
から窺うことができる。
（A）1顆が捺される作例として、まず①

寛文 12年（1672）メトロポリタン美術館蔵
《観音乗蓮図》がある。また、大きな光背を
伴い、雲上で馬に乗った観音が馬とともに
左下を見やる様子が描かれた、隠元賛の正
明寺蔵《騎馬観音図》（24）、同じく隠元賛で
同構図のロサンゼルス ･カウンティ美術館
蔵《馬上観音図》（25）があるが、この 2作品
は隠元没年の寛文 13年（1673）以前の作例
であることもわかる。
さらに、観音が向かって左を向き、画面
左の小さな岩に右腕をもたれて左膝を立て
て海上の岩に坐す姿で表され、小さな岩の
奥には水瓶に入った楊柳が描かれた個人蔵
《観音図》、同じく淡彩で宝冠に化仏を伴
うがそれ以外は同構図の京都萬福寺蔵《観
音大士像》（26）や、地安寺蔵《朝日観音
像》が確認できる。また、（A）は絵画作
品の落款に見られる例がほとんどであり、
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ているようにも見える。これらが（B）と
は別印なのか、あるいは印つきによりその
ように見えるのかは、さらに「元瑶之印」
白文方印が捺される作例を集めるなどして
検討したい。

5　無款の作品

最後に、無款ではあるが元瑶の作品とさ
れるものに言及する。
（a）《観音像》林丘寺蔵
（b）《弥勒菩薩像》安養寺蔵
（c） 《十一面観音図》兵庫・守部素盞嗚

神社蔵
（d）《十一面観音像》京都・法常寺蔵
（e）《馬郎婦観音像》正明寺蔵
（f） 《十牛図並歌》地安寺蔵
（g） 《後水尾法皇肖像》地安寺蔵
（h） 《関帝図》大阪・池田市立歴史民俗

資料館蔵
（i）《聖徳太子像》同上
（j）《聖徳太子像》同上
（k） 《掛花図屏風》林丘寺蔵
（l）  《諸公卿画讃帖》熊本県立図書館木

下文庫蔵
（m）《寿大字・和歌》個人蔵
（n） 《後水尾天皇像》霊源寺蔵（賛を担

当）

（a）《観音像》は黒地の絹本に銀白色の
絵具を主として描かれ、中国唐代の画家・
呉道子（698頃-758頃）の作品を手本にし
たという書付が残る（37）。元瑶は、この作例
の構図と同じ観音図を複数描いており、中
でも現時点で確認できる最も初期の⑦清水

寺蔵《白衣観音図》が元禄 14年（1701）1
月制作であることから、（a）はそれ以前に
描かれたものと考えられる（38）。
（b）《弥勒菩薩像》は前出の安養寺蔵の
作例であるが、正面観で八重蓮華座に胡坐
し、定印に組んだ両手に五輪塔を乗せた姿
で表された、鮮やかな着色画である。金剛
峯寺（自賛を伴う）、林丘寺にも同様の作
例が現存する。
（c）《十一面観音図》は雲上の踏み割り
蓮華の上に向かって左向きに立ち、化仏の
ついた宝冠や瓔珞等を身に着け、右手は与
願印の形をとり、左手は蓮の花が入った水
瓶を携えた姿で描かれた着色画である。守
部観音堂の再興の際に、泉涌寺の僧・天圭
照周から下賜されたものであることを示
す、延宝 8年（1680）5月の添書が残って
いる（39）。
（d）《十一面観音像》（40）もまた（c）と
同構図で描かれており、延宝 8年に近い時
期に制作された可能性がある。（b）、（c）、
（d）は元瑶が数多く描いた墨画の観音図
とは形式や趣が異なっており、これらの菩
薩像の制作背景についても今後考察しなけ
ればならない。
（e）《馬郎婦観音像》は、もともと三十
三観音の一つであり、中国・唐代の伝説に
おいて、観音菩薩が美しい女性に変化し
て、法華経をよく読誦する者に嫁するとい
い、馬氏の息子がその目的を達したという
故事によるものである。向かって左向きの
女性が両手に携えた経巻を読む立ち姿が表
される押絵であり、絹本に面貌や頭髪、輪
郭を描いて切り抜き、金襴の裂で小袖を表
現している（41）。右上には「たゝ憑め　し

　加えて、（A）を関防印とし、（B）、
（E）「別有天地非人間」朱文方印（約 3.1
× 3.0 cm）を加え、署名「光子内親王普明
院照山元瑶八十七歳書」および「普明院元
瑶書」を記す⑰浄厳院蔵《浄厳院山号額字
「金勝山」》、《浄厳院額字「観世音」》、《浄
厳院額字「浄厳院」》がある。「別有天地非
人間（別に天地の人間に非ざる有り）」と
は、李白の「山中問答」の一節である。別
に天地が有る、その天地は俗人の天地とは
異なる、すなわち俗世間とは異なる別天地
がある、という意味である（34）。
また、（B）、（E）とともに関防印（C）

を捺し、かつ署名「光子内親王普明院元瑶
書」を記す⑯正明寺蔵《天光塔額字》があ
る。（E）は現在のところ 87歳時の⑰、86
歳時の⑯にしか見られないことから、捺印
の例が比較的少ないものの、高齢期に新た
に用いられたものと考えられる。
さらに、「應以帝釋身得度者　即現帝釋
身而為説法」、「或遇悪羅刹　毒龍諸鬼等　
念彼觀音力　時悉不敢害」等の自賛に、
（B）の上に（F）「照山」朱文方印（大き
さは不明）を捺し、関防印（C）を捺す林
丘寺蔵《三十三観音像》がある（35）。（F）
が捺されるのは管見の限りこの作例のみで
ある。
また、（B）の上に（D）を捺し、自賛
「正徧知者兩足尊　天人世間無與等　十力
世尊甚希有　無上最勝良福田　其供養者生
天上　未來解脱住涅槃　諬首無比大精進　
諬首慈悲大導師」に関防印（C）を捺し、
かつ署名「林丘寺照山元瑶謹書」を記す金
剛峯寺蔵《弥勒菩薩像》が現存する。これ
まで見てきたところ、（C）は関防印とし

てしか用いられていないようである。
他に、署名「林丘寺照山元瑶」と（B）
に続く「右一巻納　勅賜正明禪寺」の下に
（G）「元瑶」白文方印（約 1.4 × 1.4 cm）
が捺される⑨正明寺蔵《法華経普門品第二
五》が存在する。管見において、（G）を
捺すものはこの作例のみである。
ほか、（H）「元瑶」白文方印（約 1.6 ×
1.6 cm）1顆が捺される地安寺蔵《自画像》
（36）、（H）に（I）「光子」朱文方印（約 2.1×
2.1 cm）を捺し、署名「聖明山林丘寺主人元
瑶手書」を記す⑥京都萬福寺蔵《示元瑤尼
偈》がある。（I）が捺される作例は管見の限
りこの1点のみである。（H）と（I）はとも
に比較的初期の作品に使用された印章であ
ると思われる。
印章そのものに注目すると、（A）「庄

穎」朱文入隅長方印・中に昇り龍降り龍
は、一般的な方印等とは異なり特殊な形を
しているためか、枠線や龍の部分が薄く印
つきが良いとはいえない例、あるいは枠線
が二重になる例なども見られ、若干捺しに
くい場合があったと推察される。また、捺
した際の力の入れ具合等にもよる可能性が
あるが、（B）「元瑶之印」白文方印の左上
部分にあたる「之」の中央上が逆三角形に
若干欠けている作例と、そうでない作例が
存在することに気が付く。　
また、方印の周囲もやや削れたように捺
されるものやそうでないものもあるが、こ
れらの特徴による年代の推移の考察は現時
点では難しく、今後の課題としたい。
さらに、正住寺蔵《観音図》および⑤地
安寺蔵《観音菩薩騎龍図》では他例とは異
なり、右上の「元」と左上の「之」が接し
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ているようにも見える。これらが（B）と
は別印なのか、あるいは印つきによりその
ように見えるのかは、さらに「元瑶之印」
白文方印が捺される作例を集めるなどして
検討したい。

5　無款の作品

最後に、無款ではあるが元瑶の作品とさ
れるものに言及する。
（a）《観音像》林丘寺蔵
（b）《弥勒菩薩像》安養寺蔵
（c） 《十一面観音図》兵庫・守部素盞嗚

神社蔵
（d）《十一面観音像》京都・法常寺蔵
（e）《馬郎婦観音像》正明寺蔵
（f） 《十牛図並歌》地安寺蔵
（g） 《後水尾法皇肖像》地安寺蔵
（h） 《関帝図》大阪・池田市立歴史民俗

資料館蔵
（i）《聖徳太子像》同上
（j）《聖徳太子像》同上
（k） 《掛花図屏風》林丘寺蔵
（l）  《諸公卿画讃帖》熊本県立図書館木

下文庫蔵
（m）《寿大字・和歌》個人蔵
（n） 《後水尾天皇像》霊源寺蔵（賛を担

当）

（a）《観音像》は黒地の絹本に銀白色の
絵具を主として描かれ、中国唐代の画家・
呉道子（698頃-758頃）の作品を手本にし
たという書付が残る（37）。元瑶は、この作例
の構図と同じ観音図を複数描いており、中
でも現時点で確認できる最も初期の⑦清水

寺蔵《白衣観音図》が元禄 14年（1701）1
月制作であることから、（a）はそれ以前に
描かれたものと考えられる（38）。
（b）《弥勒菩薩像》は前出の安養寺蔵の
作例であるが、正面観で八重蓮華座に胡坐
し、定印に組んだ両手に五輪塔を乗せた姿
で表された、鮮やかな着色画である。金剛
峯寺（自賛を伴う）、林丘寺にも同様の作
例が現存する。
（c）《十一面観音図》は雲上の踏み割り
蓮華の上に向かって左向きに立ち、化仏の
ついた宝冠や瓔珞等を身に着け、右手は与
願印の形をとり、左手は蓮の花が入った水
瓶を携えた姿で描かれた着色画である。守
部観音堂の再興の際に、泉涌寺の僧・天圭
照周から下賜されたものであることを示
す、延宝 8年（1680）5月の添書が残って
いる（39）。
（d）《十一面観音像》（40）もまた（c）と
同構図で描かれており、延宝 8年に近い時
期に制作された可能性がある。（b）、（c）、
（d）は元瑶が数多く描いた墨画の観音図
とは形式や趣が異なっており、これらの菩
薩像の制作背景についても今後考察しなけ
ればならない。
（e）《馬郎婦観音像》は、もともと三十
三観音の一つであり、中国・唐代の伝説に
おいて、観音菩薩が美しい女性に変化し
て、法華経をよく読誦する者に嫁するとい
い、馬氏の息子がその目的を達したという
故事によるものである。向かって左向きの
女性が両手に携えた経巻を読む立ち姿が表
される押絵であり、絹本に面貌や頭髪、輪
郭を描いて切り抜き、金襴の裂で小袖を表
現している（41）。右上には「たゝ憑め　し

　加えて、（A）を関防印とし、（B）、
（E）「別有天地非人間」朱文方印（約 3.1
× 3.0 cm）を加え、署名「光子内親王普明
院照山元瑶八十七歳書」および「普明院元
瑶書」を記す⑰浄厳院蔵《浄厳院山号額字
「金勝山」》、《浄厳院額字「観世音」》、《浄
厳院額字「浄厳院」》がある。「別有天地非
人間（別に天地の人間に非ざる有り）」と
は、李白の「山中問答」の一節である。別
に天地が有る、その天地は俗人の天地とは
異なる、すなわち俗世間とは異なる別天地
がある、という意味である（34）。
また、（B）、（E）とともに関防印（C）

を捺し、かつ署名「光子内親王普明院元瑶
書」を記す⑯正明寺蔵《天光塔額字》があ
る。（E）は現在のところ 87歳時の⑰、86
歳時の⑯にしか見られないことから、捺印
の例が比較的少ないものの、高齢期に新た
に用いられたものと考えられる。
さらに、「應以帝釋身得度者　即現帝釋
身而為説法」、「或遇悪羅刹　毒龍諸鬼等　
念彼觀音力　時悉不敢害」等の自賛に、
（B）の上に（F）「照山」朱文方印（大き
さは不明）を捺し、関防印（C）を捺す林
丘寺蔵《三十三観音像》がある（35）。（F）
が捺されるのは管見の限りこの作例のみで
ある。
また、（B）の上に（D）を捺し、自賛

「正徧知者兩足尊　天人世間無與等　十力
世尊甚希有　無上最勝良福田　其供養者生
天上　未來解脱住涅槃　諬首無比大精進　
諬首慈悲大導師」に関防印（C）を捺し、
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まで見てきたところ、（C）は関防印とし

てしか用いられていないようである。
他に、署名「林丘寺照山元瑶」と（B）
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穎」朱文入隅長方印・中に昇り龍降り龍
は、一般的な方印等とは異なり特殊な形を
しているためか、枠線や龍の部分が薄く印
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くなるという傾向が見られる。また、全体
的に 1行の中で右から左に文字が流れてい
ることも特徴として挙げられる。
（n）《後水尾天皇像》は前出の㉒霊源寺
蔵の作例であり、上部に元瑶が「うしやこ
の　み山かくれの　朽木かき　さても心の
　花しにほはば」を着賛したとされる。こ
の作例においても、（m）と同様、行が右
から左に流れるという共通点がある。
以上、無款の作例を通覧すると、画題の
幅が広いことが指摘でき、仏画、禅書
（画）、父・後水尾天皇の肖像、神として
も信仰された歴史上の人物、花鳥画、書と
分類できる。現時点ではこれらを挙げるに
留まるが、例えば元瑶の仏画においては、
上記の無款の作例に対し、墨画の一連の観
音図にはすべて印章が捺され、署名のある
作例が見られる。また、後水尾天皇の肖像
も、この 1点以外は印章ないし署名があ
る。今後も無款の作例の類例作品や関連資
料の検証を進め、制作背景や無款である事
情などについても考察を行うこととした
い。

おわりに

小稿では、照山元瑶による絵画や書跡の
落款について、執筆者が進めてきた調査を
踏まえ、考察を行った。まず、制作年が推
定、判明する作品を整理したが、現時点で
明らかな最も初期の《観音乗蓮図》が 39
歳の作であり、それ以前の若年期の作例を
見い出し難いのが現状である。絵画や書跡
の学習や師承関係の探究を含め、若年期の
元瑶の制作の様相を明らかにすることは今

後の重要な課題である。
一方、父母の年忌と関連することもあ
り、宝永期（1704‒11）前半、元瑶 70代前
半において制作年が明らかな作例が多いこ
とや、70代後半から晩年にかけて書跡の
数がさらに充実していくことを指摘した。
このほか、作品に記される署名に着目
し、林丘寺の開山の前後や同寺の退隠後、
さらには年齢を重ねたことによる署名内容
の変化など、各々の作品の特性や、制作当
時の元瑶の立場、年齢に合わせて記述され
ていたものとあらためて判断した。
筆跡についても、基本的には楷書体で記
されるものの、年齢を重ねる中での細部の
書き方の変化を挙げ、初期作品との特徴の
違いを示し得た。さらには、各々の印章の
種類や形式、印文に注目するとともに、作
品に捺される傾向や頻度について指摘し
た。また、無款の作例についても、可能な
限りそれらの特徴を示した。高齢期に捺さ
れる印章については提示し得たものの、印
章から作品の年代的推移について完全に分
析するには至らなかったため、この点につ
いてもこれからの課題としたい。
元瑶の従来の研究において、落款に関し
て言及されているものは少なく、小稿も手
探りの状況の中で試論としての意味合いが
強い。また、いまだ実見調査が実現してい
ない作品もあり、今後の調査により小稿の
論を更新する可能性も十分にあり得ること
ではあるが、上記の結果をもとに、さらに
元瑶作品に関する調査研究を進めることと
したい。

めちか原の　さしもくさ　我世の中に　あ
らむかきりは」の和歌が記されている。同
様の「馬郎婦観音像」は養母・東福門院ら
も制作しており、一連の作例として興味深
く、また元瑶の観音信仰が反映された作例
の一つとも考えられる。
（f）《十牛図並歌》は、中国・北宋時代
の禅の書で、修道の過程を牧人と牛との関
係になぞらえて10種類の絵（うち1つは何
も描かずに表現する「人牛倶忘」）と頌に
より示したものである。本作品は金箔の地
の画帖形式で、丸く象られた紙本に墨と淡
彩で 10種類の絵が表され、見開き右側に
それらが貼られ、左側に正方形の紙本に和
歌が2首ずつ書かれて貼られている（42）。
（g）《後水尾法皇肖像》は法皇が黒衣を
身に着け、向かって右向きに上畳に座す姿
で描かれるが、上部に賛はない（43）。無
款、無賛であることに加え、他の作例より
も法量が小さいことから、あるいは元瑶が
自身の近くに置いていた可能性もある。
（h）《関帝図》は、前出の青木重兼の旧
蔵品で、重兼が延宝 7年（1679）に創建し
た青木氏の菩提寺・方廣寺に伝来したもの
とされる。「関帝図」は、中国・後漢末期
に劉備に仕えた関羽が神格化されたもので
あり、江戸時代の日本では武神として尊崇
されて武家らに好まれた（44）。
本図は、関羽が雲上に立ち、腹前に手を
組み凛々しく謹直な姿で描かれており、例
えば同時期の渡来の黄檗仏師・絵師の范道
生（1637 ‒ 70）筆、萬福寺第 2世・木庵性
瑫賛の作例（長崎・聖福寺蔵）等のよう
な、水墨を主体とし、恰幅の良い体型で、
どこかユーモラスな姿ともいえる作風とは

趣を異にする。黄檗宗の日本への流入によ
り請来された新たな画題の一つとされる
が、衣服の文様や彩色の細かさ、金泥が施
される点等からも、従来の日本の仏画風に
描かれている点で興味深く、元瑶の絵画学
習との関連からも今後考察を進めたい。
（i）《聖徳太子像》、（j）《聖徳太子像》

もまた同じく重兼の旧蔵品とされている。
（i）は聖徳太子が唐冠を被り、向かって
右向きに曲彔に座す姿で描かれており、袍
の上に袈裟を身に着け、右手に払子、左手
に経巻を持っている。（j）は父・用明天皇
の病気平癒を祈る姿を描いたいわゆる聖徳
太子 16歳時の孝養像で、向かって左向き
に立ち、髪型は角髪を結い、袍の上に袈裟
を身に着け、両手で柄香炉を捧げる姿で描
かれている。（i）、（j）ともに上部に大き
な余白があり、着賛を想定したものであっ
たと推察される。
（k）《掛花図屏風》は6曲1双であり、1
扇ごとに四季の掛花が描かれ、12瓶が整
然と並んでおり、元瑶自ら生けた花を写し
たものと伝えられる（45）。
（l）《諸公卿画讃帖》は山々とたちこめ

る霞や水流を描く風景画、鶴と花々を描く
花鳥図がやまと絵風に表されており、箱書
の一部に「画　林丘寺緋宮御筆」とある
（46）。
（m）《寿大字・和歌》は、前出の⑲個

人蔵の作例であり、画面右上に「壽」を大
書し、その左から『新続古今和歌集』
（1439年）収載の二条良基の歌「つかへ
つゝ　よはひは老ぬ　ゆく末の　千年も花
に　猶や契らん」を記している。元瑶の高
齢期の筆跡の特徴である、文字が細長く鋭
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な余白があり、着賛を想定したものであっ
たと推察される。
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扇ごとに四季の掛花が描かれ、12瓶が整
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る霞や水流を描く風景画、鶴と花々を描く
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付記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本稿の執筆にあたり、御寺宝ならびに資料

を調査させていただきました各所蔵機関の皆

様方、個人の方々にさまざまなご高配を賜り

ました。末筆ながらここに記して深謝申し上

げます。なお、小稿は科学研究費助成事業・

若手研究「17世紀の女性画家・照山元瑶に関

する基礎研究」（18K12243、2018‒2021年）の
成果の一部です。

図1　 照山元瑶筆《観音図》自賛
　　 神奈川・ 遊行寺宝物館蔵
　　 宝永3年（1706）3月　元瑶72歳時

図3　 照山元瑶筆《照山元瑶尼自画像》
　　 自賛　御寺泉涌寺蔵　
　　 享保12年（1727）元瑶94歳頃

図2　 照山元瑶筆《後水尾天皇像》
　　 京都・御寺泉涌寺蔵
　　 宝永元年（1704）　元瑶71歳時

図4　 照山元瑶筆《法華経》（部分）
　　 京都・雲龍院蔵　延宝7年
　　 （1679）元瑶46歳時

図4-1  《法華経》
　　  署名
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図5　 照山元瑶筆
　　 《自画像》自賛

滋賀・正明寺蔵
宝永2年（1705）
10月
元瑶72歳時

図5-1  《自画像》
　　　落款

図7　 照山元瑶筆《天光塔額字》
正明寺蔵
享保4年（1719）7月
元瑶86歳時

図7-1  《天光塔額字》
　　　落款　

図6　 照山元瑶筆
　　 《法華経普門品第二五》
　　 （部分）正明寺蔵

宝永元年（1704）8月
　元瑶71歳時

図6-1  《法華経普門品
　　　第二五》落款

図8　 照山元瑶筆《「妙蓮華峰」》
菩提禅寺蔵
享保9年 (1724）
元瑶91歳時

図8-1  《「妙蓮華峰」》
　　　署名

図9 「庄穎」朱文入隅長方印・
中に昇り龍降り龍
（《後水尾天皇像》
御寺泉涌寺蔵）

図12 「照山」朱文方印
（《観音図》
遊行寺宝物館蔵）

図15 「元瑶」白文方印
（《示元瑤尼偈》
京都萬福寺蔵）

図10 「元瑶之印」白文方印
（《後水尾天皇像》
御寺泉涌寺蔵）

図13 「別有天地非人間」朱文方印
（《天光塔額字》正明寺蔵）

図16 「光子」朱文方印
（《示元瑤尼偈》
京都萬福寺蔵）

図11 「鴨川東」朱文長方印
（《観音図》
遊行寺宝物館蔵）

図14 「元瑶」白文方印
（《法華経普門品
第二五》正明寺蔵）
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図7 照山元瑶筆《天光塔額字》
正明寺蔵
享保4年（1719）7月
元瑶86歳時

図7-1  《天光塔額字》
　　　落款　

図6 照山元瑶筆
《法華経普門品第二五》
（部分）正明寺蔵
宝永元年（1704）8月
　元瑶71歳時

図6-1  《法華経普門品
　　　第二五》落款

図8 照山元瑶筆《「妙蓮華峰」》
菩提禅寺蔵
享保9年 (1724）
元瑶91歳時

図8-1  《「妙蓮華峰」》
　　　署名

図9　  「庄穎」朱文入隅長方印・
中に昇り龍降り龍
（《後水尾天皇像》
御寺泉涌寺蔵）

図12　 「照山」朱文方印
（《観音図》
遊行寺宝物館蔵）

図15　 「元瑶」白文方印
（《示元瑤尼偈》 
京都萬福寺蔵）

図10　 「元瑶之印」白文方印
（《後水尾天皇像》 
御寺泉涌寺蔵）

図13　 「別有天地非人間」朱文方印
（《天光塔額字》正明寺蔵）

図16　 「光子」朱文方印
（《示元瑤尼偈》 
京都萬福寺蔵）

図11　 「鴨川東」朱文長方印
（《観音図》
遊行寺宝物館蔵）

図14　 「元瑶」白文方印
（《法華経普門品
第二五》正明寺蔵）
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