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Henry VIII

•イギリスでもっとも人気のある王
•男らしさ（槍試合と格闘）
•教養（文学と神学）と音楽
•舞踏上手



演劇 Henry VIII

•エリザベス王女とフェルディナンド選帝侯（ボ
ヘミア） 1613年結婚

ジェイムズ一世
の子供



グローブ座焼失
グローブ座焼失
1613年



レミギウス・ファン・リームプト1667年
（ホルバイン[1537年]模写）

問い

1. これらの人物は
誰か？

2. 画中のなかのど
こに文字が書か
れているか？



レミギウス・ファン・リームプト1667年 （ホルバイン[1537年]模
写）

●これらの人物は誰か？

エリザベス・オ
ブ・ヨーク

ジェーン・シーモア

ヘンリー七世

ヘンリー八世



作者不詳「ヘンリー七世」 15０5年



作者不詳「エリザベス・オブ・ヨーク 」 15０0年頃



作者不詳「ヘンリー八世」 （ホルバイン原作）1540年



ホルバイン「ジェーン・シーモア」 1536-37年頃



レミギウス・ファン・リームプト1667年
（ホルバイン[1537年]模写）

●画中のなかのど
こに文字が書か
れているか？

回答：

AN DO：主の年に

1537



SI IVVAT HEROVM CLARAS 
VIDISSE FIGVRAS

SPECTA HAS MAIORES 
NVLLA TABELLA TVLIT.

英雄の晴れ姿を眺めるのが、あなたの
楽しみであるなら、これらの姿を

じっと眺めてなさい。この小さな絵
ほど大いなることをそこに描いているもの
はないのです。



CERTAMEN MAGNVM LIS 
QVÆSTIO MAGNA PATERNE

FILIVS AN VINCAT VICIT 
VTERQVE QVIDEM.

競い戦い合うことは熾烈、勝利は父の
ものか

息子のものか、議論がつきない。そ
れぞれにおいて勝利をおさめている。



ISTE SVOS HOSTES 
PATRIÆQVE INCENDIA SAEPE

SVSTVLIT ET PACEM 
CIVIBVS VSQVE DEDIT.

父は、敵に勝ち、内乱の炎を消しとめ、
永遠の平和を人民に与えた。

プロパガンダ（政治メッセージ）その１



作者不詳「ヘンリー七世とその家族」1503-9年頃



ヘンリー八世の偉業
FILIVS AD MAIORA QVIDEM PROGNATVS 
AB ARIS
SVBMOVET INDIGNO SI SVBSTITVITQVE 

PROBOS
CERTÆ VIRTVTI PAPARVM AVDACIA 
CESSIT
HENRICO OCTAVO SCEPTRA GERENTE 

MANV
REDDITA RELIGIO EST ISTO REGNANTE 
DEIQVE
DOGMATA CEPERVNT ESSE IN HONORE 

SVO.

さらに大きな偉業のために生まれた息子は、
祭壇から不埒な輩を追い払い、代わってすばらしい
人々をそこに据えた。
その明白な力徳には傲慢な教皇たちも屈した。
ヘンリー八世が権丈を握り、ふるえば、
聖所はヘンリーの統治下に戻り、神の教えは
その本来の名誉を持つようになった。



ヘンリー八世の偉業
(1)祭壇から不埒な輩を追い払い、代わって
すばらしい人々をそこに据えた。
(2) 力徳には傲慢な教皇たちも屈した。
(3) 神の教えはその本来の名誉を持つ

(1)カトリック修道院の解散 1536年
(2)カトリック教会からの独立 1534年
(3) 独自の教義 1536年

(1)小修道院解散法
(2)首長令
(3)十箇条



ヘンリー八世の偉業
英国国教会の首長
「神の代理人」としての勇ましさ

プロパガンダ（政治メッセージ）その２



男子の誕生

ウィリアム・スクロッツ「エドワード六世」1550年頃

エドワード六世 1547年戴冠

(1537- 53年)

ヘンリー八世
(1491 - 1547年)



レミギウス・ファン・リームプト1667年
（ホルバイン[1537年]模写）

血筋の連続



寡婦との結婚
キャスリン・オブ・アラゴン
(1485–1536)

1501年［16歳］ 結婚
1502年 夫の死亡

ヨーロッパ史上最初の女性大使

1509年［34歳］ ヘンリーと
結婚

(再婚？)ミッシェル・シットオ「キャスリン」
1503-1504 年頃



枢機卿ウルジーによる画策

「今度だって、わが国と
皇后様の甥のスペイン皇帝との仲を裂いておきながら、
鉾先を陛下の魂に向け、危険だの疑惑だの良心の苦悶だの
恐怖だの絶望だのを押しつけて、これすべて誤った結婚のため―
と御説明、御心痛を免れるためには離婚なさいませ
と持ち出したんです。あの皇后様とですぞ。」

（ノーフォーク公のセリフ）『ヘンリー八世』2幕2場



妻の鑑・キャスリン

「二十年間、首からかけた宝石のように陛下の胸に抱かれ、
すこしの輝きも失わないあのお方、
天使が正しい人を愛するように、清らかな愛を陛下に捧げ、
いや、それどころか、運命の大蛇が身にふり落ちるそのときでも、
陛下を祝福しようというあの皇后様とですぞ。 」

（ノーフォーク公のセリフ）『ヘンリー八世』2幕2場



妻の鑑・キャスリン

「私はつねに変らず陛下の貞節なつつましい妻でございます。
御心にそむいたことは一度もなく、
陛下に嫌われることだけを怖れて暮し、
いつも、お顔色をうかがっては、喜びも悲しみも
陛下と共にしてまいりました。」

（キャスリンによるヘンリーへの訴え）『ヘンリー八世』2幕4場



寡婦と
の結婚

「兄弟の妻をめとる者は、汚らわしいことをし、
兄弟を辱めたのであり、男も女も子に恵まれ
ることはない。」「レビ記」20章21節

教会法：
兄弟の寡
婦と結婚
を禁じる。



心の疑惑
「余の良心が最初に動かされたのだ。
ある言葉を聞いたとき、疑惑と心の痛みを感じたのだ。
それは当時のフランス大使だったベイヨンの司教の言葉だが
彼はたまたまオルレアン公爵と余の娘メアリーとの
結婚の問題を打ち合せるため来朝しておった。
その相談の途中、もうあとは最終決定を残すのみ
という段階にいたって、その男つまり司教は
突如会議の延期を申し出たのだ。 その理由は、
延期の間に本国のフランス王に報告を送り、
余が死んだ兄の妻と結婚したことに鑑み、
余の娘が正当な嫡子であるかどうか、
訓令を仰ぎたいということだった。 この延期が
余の良心を根底からゆすぶったのだ。」

（ヘンリーによるウルジーへの説明）『ヘンリー八世』2幕4場



神罰への恐怖
「妻が懐妊し、それが男児であるときはいつも
妻の腹は胎児に対して、墓場が死者に対する以上の
ことはできなかったのだ。 つまり、男の世嗣ぎは、
胎内で死んでしまうか、この世にでて間もなく
息を引き取ってしまうかだったのだ。そこで余は考えた。
これは神罰ではないかと。」

（ヘンリーによるウルジーへの説明）『ヘンリー八世』2幕4場



寡婦との結婚

1.教皇からの特免： 結婚の成立。
2.5人の子供を産む

メアリー以外は夭折
3.男子出産を望むヘンリー

宮廷侍女との結婚へ踏み切る
4.キャスリンとの結婚無効の訴え



既婚婦人と結婚
アン・ブーリン
（1507年 - 36年）

作者不詳「アン・ブーリン肖像」1550-1699年頃



既婚婦人との結婚
1.キャスリンとの結婚無効：教皇からの特
免は誤り
1. 特免は神の法が禁じていることを許せない
2. ヘンリーは12歳未満であった

2.アンとの結婚可能性への障害
1. メアリ（アンの姉）とヘンリーの肉体関係
2. キャスリンはアーサーとの肉体関係はなかった



キャスリン

•兄の妻

•兄との肉体関係は無

アン

•姉とヘンリーの肉体関係

•ヘンリーと四等親

教会

•特免は神の法の範囲

•特免の無効とさらなる特免の交付願い



CatherineとAnne






結婚と離婚
1533年［26歳］
結婚

1536年 キャスリン死
去

（1536
年1月8日）
「魔術にかかってやむな
く、アンとの結婚をそそ
のかされたのだから、
別な妻をもらうことが
できないわけはな
い。」（1536年1月
29日 王の発言）

作者不詳「アン・ブーリン肖像」1550-1699年頃



離婚と処刑

1536年5月17日［29
歳］

離婚宣告
捕縛（姦淫罪）

1536年5月19日処
刑

作者不詳「アン・ブーリン肖像」1550-1699年頃



離婚禁止
• 「だから、二人はもはや別々ではなく、一体である。従って、神が
結び合わせてくださったものを、人は離してはならない。」（「マタイ
福音書」19章6節）

• 「更に、既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じ
るのは、わたしではなく、主です。既に別れてしまったのなら、再婚
せずにいるか、夫のもとに帰りなさい。――また、夫は妻を離縁し
てはいけない。」（「第一コリント書」7章10-11節）

結婚式は挙行した。しかし結婚は不成立



結婚の無効となる条件（絶対
的支障）
•配偶者間の合意に不備

•絶対的無能力
• 合意が自由意志でなされない
• 婚姻年齢に達していない

•相対的無能力
• 社会的信義public honestyに反する

• 私が配偶者の親族と結婚する
• 近親affinityに反する

• 血縁（含む婚姻関係）が4等親以内
• 霊的（代父・母）近親



離婚への道：姦淫
• 結婚式は挙行した。結婚は成立していた。
• しかし妻が姦淫をした。

• 「人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見い
だし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、
家を去らせる。」(『申命記』24章1節)。

• アンの事例



第三王妃

ホルバイン「ジェーン・シーモア」1536年

キャスリン、アンの侍女

1536年5月20日結婚

1537年10月15日
死亡（産褥）



聖ジョージ聖堂（ウィンザー
城）

アルフレッド・ヤング・ナットの
スケッチ 1888年

左から

チャールズ一世、ヘンリー八世、シーモア



第四王妃
●アン・オブ・クリ－ヴィズ
ヨハン平和公（ドイツの小
領邦）の娘
●プロテスタント［政略結
婚］
1540年結婚
半年後に結婚無効
［事由：過去の婚約を
解消していない］

ホルバイン「アン・オブ・クリ－ヴィズ」（ 1539 年頃）



第五王妃
●キャスリン・ハワード
●アンの侍女
1540年結婚
2年後に結婚無効

処
刑
［事由：姦通］

ホルバイン「キャスリン・ハワード」（ 1540年頃）



第六王妃
●キャスリン・パー
●三度目の結婚
1543年結婚

メアリーとエリザベスを
嫡嗣とする

作者不詳「キャスリン・パー」（ 1545年頃）
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