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問い  

1. 男性が国王であ
ることは示すもの
は何か？ 

2. 植物の紋章はど
こにあるか？ 

3. 男性の背後の柱
は実物か？ 

4. 男性の背後の建
物は何か？ 

5. 女性は誰を見つ
めているか？ 

 
ファン・ダイク「チャールズ一世と女王ヘンリエッタ・
マライア」 1632年 



三種の王器regalia 

• 剣   王冠      十字架地球儀  



三種の王器 

アルブレヒト・デューラー 
「シギスムンズ皇帝の肖像」  
1509-1516年頃 

作者不詳「エリザベス１世戴
冠像」  

1600-10年頃 1559年複製 



王冠 
• ジェイムズ１世が王
権表象物regaliaを
世襲と制定 

• チャールズ処刑
(1649年)により、競売。 

 

聖エドワード王冠  (1661年) 



権杖scepter ,       牧杖 croiser  

権杖：王権 

牧杖：司牧権 



牧杖 

 



十字架地球儀 globus cruciger 

• 十字架＝キリスト教 

象徴的意味： 

–キリストが世界を治め
ている 

–キリストが終末におい
て世界を救う 

• 王が持つと 

–統治権力 

ティチィアーノ「世界の救い主」 1570年頃 



ダニエル・ミテンス「王チャー
ルズ一世」 1631年 



植物の紋章はどこ
にあるか？ 

 

回答： 

背後のカーテン 

ファン・ダイク「チャールズ一世と女王ヘンリエッタ・
マライア」 1632年 



 



アザミ thistle 

• スコットランド王家の紋章 



チャールズの出自 

祖母：メアリー･スチュアート 

     （スコットランド人の女王メアリー） 

父：ジェイムズ１世 

     スコットランド王→イングランド王と兼任 

 





 

ジョン・スピード「スコットランド王国」1651年出版 



ジョン・スピード「イングランド王国」1651年出版 



宗教・文化・言語が異なる 

• 宗教：長老派（プレズビテリアン） 

• 文化：山岳丘陵地帯→農産物不作 

• 言語：文豪不在 

フランス • ユグノー 

イングラ
ンド 

 

• ピューリタン 

 

スコットラン
ド 

• プレスビテリアン 

英国国
教会 



ファン・ダイク「チャールズ一
世」 1636年 

 



男性の背後の柱は実
物か？ 

 
回答： 
ありえない。 

ファン・ダイク「チャールズ一世と女王ヘンリエッタ・
マライア」 1632年 



• ウェストミンスター・ホール ［イングランド議会場］  （1834年焼失） 



バンクエティング・ハウス［王の住居］ 1622年完成 



「不屈の意志をもって、どのような労苦をものともせずに立ち
向かうなら、／重荷はしっかりとその土台で支えられる」 

 
 

ヤコブ・マータム「剛毅」fortitude 
16-7世紀 

 



議会解散と個人統治 

• 1628年 「権利の請願」 
– 課税には議会の承認が必要 

• 1629年 「権利の請願」廃止→議会解散 
 

      チャーズルの個人統治 
 

• 1639年 対スコットランド戦争→議会招集 
                  内乱 

 
• 1649年 チャールズ処刑 



個人統治から処刑へ BBC video 



男性の背後の建物は何
か？ 

 
回答 
ウェストミンスター・ホール 
 

ファン・ダイク「チャールズ一世と女王ヘンリエッタ・
マライア」 1632年 



 



サムエル・リー「ウェストミンスター・ホール」（1829年） 焼失前の姿を留めている 



サムエル・リー「ウェストミンスター・ホール」（1829年） 焼失前の姿を留めている 



• 国民全体に課税しない／できない 

• 30年戦争に不参戦 

個人統治:地方で好評 



• マライアとの共同統治 

個人統治1629年-40年 



• 戦略 

– (1)結婚により、夫に統治権を持たせる 

– (2)子孫を産み、摂政として間接統治する 

– (3)神的存在として統治する 

– (4)男性ではなく女性でも統治はできる 

 

女王としてのイメージ戦略 



女性は誰を見つめ
ているか？ 

回答： 

夫である国王 

 

ファン・ダイク「チャールズ一世と女王ヘンリエッタ・
マライア」 1632年 



恋愛：燃焼→結婚：子孫と資産保全 

結婚の目的： 

子孫を残すための仕組み 

両家の資産保全 



資産保全 

• ヘンリエッタ・マライアの出自 

–母：マリー・ド・メディシ （メディチ家出身） 

–父：フランス国王アンリ4世 

–兄：ルイ13世 

 

• マライアの政治環境 

–母が政治の実権を握る 

  

ルーベンス「フランス女王マ
リー・ド・メディシ」 
1622年  



チャールズの結婚 

• バッキンガム公ジョージ・ヴィーラーズ 

–マリア・アンナ・スペインとの交渉失敗 



「詳説 世界史
研究」抜粋 



恋愛：燃焼→結婚：子孫と資産保全 

結婚の目的： 

子孫を残すための仕組み 

両家の資産保全 

 

結婚の質： 

燃焼する恋愛とは別 

「夫婦互いにわかり合う結婚愛」という観念は稀 

 

 



同伴
の姿 

ヘンドリック・ファン・スティンウィーク 

「チャールズ一世、ヘンリエッタ・マライア、ジェフェリー・ハドソン、ウィ
リアム・ハーバート」1630-35年 



ゲリット・フークギースト「無題」1635年 

同伴
の姿 



夫婦としての
有徴化 

カルスティアン・ルイクス
「チャールズ１世とヘンリ
エッタ・マライア、そして
むなしさの象徴」17世紀
中頃 



ミテンス「チャールズ１世とヘンリエッタ・マライア」1631年 

夫から妻への親密さ 



夫から
妻へ
の親
密さ 

ゲリット・ファン・ホルスト「アポッローとディアナ女神」 
1628年 

Honthorst  



夫から
妻への
親密さ 

ゲラルド・ドンク「コルネリウス・ダマスズ・ファン・デル・グラフトとその妻」1635年 



夫から妻への
親密さ 

バルトロメウス・ファン・デルヘルスト「夫婦の肖像画」1661年 



ミルトン：結婚 

• 夫婦間の性格一致が要。 

• 「性格の一致」による「同胞の交わり」 

–男性間の友愛が夫婦間の友愛 

–夫優位＋妻劣位 

–妻： 夫の心情をケアする存在 

 



夫婦の親密さ：信頼と献身 

• 近代： 
– 心理的安定をもたらす 
– 物財からの快適さ 
– 相手への配慮 
   （夫から妻への信頼、妻から夫への献身） 

 
• 現代： 

– たえず相手と意思疎通 
– 相手の独特の人格を親密に知る 
– 価値観・人格を相互に補う 
– 自己成長 

 

 



恋愛から結婚へ（西欧17世紀以降） 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

家族愛 

夫婦愛 

恋愛 



これ以後のスライドは資
料用で、発表とは直接
の関係がありません。 

コピーは不要です。 
 



自然法学者の結婚観 

結婚 
契約（世俗の領域における契約関係） 
契約に入る主体は、自発的な意志による。 

• 「配偶者同士が意志に反して強制的に同居するよう介入す
る権利は、誰にもない」（自然法学者コクツェーイ） 

契約の目的：子孫生産 
子孫生産が脅かされない限り、離婚は認められない。 

契約が満たされない場合 
自発的に契約を破棄可能 

契約不履行 
「姦淫」：性的不倫、死への威嚇、幼児殺害 



三種の王器 

職杖 mace 



職杖 

起源 

戦棍(せんこん) ：鎧を打ち砕くのに用いた。 

武装護衛官の持物 

 

王 

軍事指揮権の象徴 

組織 

組織内の統治権、組織の自治権 

 



 The Marriage of King Charles I and 
Henrietta Maria 

 after Unknown artist 
line engraving, mid to late 18th century 
15 1/2 in. x 17 3/4 in. (393 mm x 450 mm) 
paper size 
Given by the daughter of compiler William 
Fleming MD, Mary Elizabeth Stopford, 1931 
NPG D26392 
 



 



 



17世紀上半期 



 

Thomas Howard, 2nd Earl of Arundel (1585-
1646) and his Wife Lady Alethea Talbot, 
Countess of Arundel (c.1590-1654) with 
possibly Francis Junius (1589-1677) or William 
Petty 
after Sir Anthony Van Dyck (Antwerp 1599 - 
London 1641) 



 



 



 





フランチェスコ・コッサ「4月の寓意」 1470年頃 



結婚の様態と機能 

様態 
(1)社会的に承認された性関係 
(2)一定の権利義務を伴う 
(3)継続性の観念に支えられる 
(4)全人格的関係であること 

機能 
    (1)対個人    (2)対社会 
性：  性的欲求の満足 性的秩序維持 
子孫：子を持つ欲求充足 社会成員の補充 
地位：付与   社会的結合拡大 

•  森岡 清美, 望月 嵩『新しい家族社会学』 

 



貞淑と不貞：カトリックのバランス 

 
性欲 原罪 

結婚 

独身・禁欲 

不貞 

子孫 

聖母 



性的交わりへの喜びが排除 

 
性欲 原罪 

結婚 不貞 

子孫 

独身・
禁欲 

聖母 


