
アイザック・オリヴァー 
「虹のエリザベス一世肖像画」 ： 

神聖な処女王の統治 

鈴木繁夫 



問い  

1. 女王は何歳か？ 

2. 右手に何を持っ
ているか？ 

3. 蛇はどこにいる
か？ 

4. 眼と耳はどこに
あるか？ 

5. 手袋はどこにあ
るか？ 

 
アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 



女王は何歳か？ 

答え：57歳 

 

1533年-[58年]-1603年 

 

指輪をしているか？ 

答え：していない。 

 

結婚していない。 

 アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 



恋愛：燃焼→結婚：子孫と資産保全 

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 

 

結婚の目的： 

子孫を残すための仕組み 

両家の資産保全 



奢侈ではなく
子孫 

ブロンジーノ「エレオノーラ・ディ・トレドと
ジョヴァンニ・メディチ」 1544-45年 



未婚の女王 

ジョージ・ガウワー「篩をもつエリザベス一
世肖像画」 1579年 

• 子孫はいない 

 

• 統治権は誰の手に
移るか？ 

• 資産保全＝王国統
一は可能か？ 

 

 



資産保全＝王国統治 

• 王位継承の内乱[バラ戦争]：1455-1485年 

– フランスを巻き込んだ統治権争い 

 

• 集結： 

–ヘンリー7世（ランカスター） 

 エリザベス（ヨーク）と結婚 

 

統治権は誰の手に移るか？ 

 



私生児の女王 

作者不詳「アン・ブリン」 年代不詳 

• 父：ヘンリー八世 

• 母：アン・ブリン 

     [第一王妃の侍女] 

 

3年後に姦通罪で離婚・
投獄・死刑。 

 

エリザベスは私生児と認
定 

 

 



私生児が女王になる 

• ヘンリー８世による継承法1543年 

– エドワード→メアリー→エリザベス 

 





女性へ継承 

• イングランド初の女王 

1553-58年 

• 女性統治 

– 「自然への造反、神へ
の侮蔑、……秩序の転

倒」（ジョン・ノックス） 

–結婚による男性統治
への切り換え 

アントニス・モール 「メアリー一世」1554年 



女王としてのイメージ戦略 

• 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 

 

• 神格化による女性統治 



右手に何を持っている
か？ 

 

 

 

 

アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

答え：虹 

 

NON SINE SOLE IRIS 

「太陽なくして虹もなし」 

 



ルーベンス「虹のある風景」 1636年頃 



虹の典拠と意味 

• 神との契約と和解 

– 「(15)わたしは、わたしとあなたたちならびにすべ

ての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契
約に心を留める。水が洪水となって、肉なるもの
をすべて滅ぼすことは決してない。 (16)雲の中に

虹が現れると、わたしはそれを見て、神と地上の
すべての生き物、すべて肉なるものとの間に立て
た永遠の契約に心を留める。」 

• 「創世記」9章15-16節 

 



虹の象徴的意味 

1. 神と人間との間
の契約→和解 

 

2. 神聖 

 

ヘンリー・ホーキンズ『処女の聖
歌』1614年 



ハンス・メムリング「最後の審判」
1467-71年 



虹を握るエリザベス 

  神聖 ＋ 天地の仲介者 

 



虹を握るエリザベス 

  神聖 ＋ 天地の仲介者 ＋ 太陽 

 

 



蛇はどこにいる
か？ 

 

アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

答え：左袖の刺繍 



蛇の象徴 

智恵 

 「蛇のように賢く、

鳩のように素直に
なりなさい。」 

「マタイ福音書」10章16節 



天球と心臓の象徴 

天球儀  心臓 
 

 リーパ『図像字典』 1624年 



蛇と天球儀の象徴 

蛇と天球儀 

 「自然のものごとを司る原
理に寄り添う。自然のもの
ごとは超自然のことがらに
比べれば劣るが、私たち
の活動領域としてはふさ
わしい。」 

 

天球儀＝自然のことがらへ
の熟考 

 

 



アンソニウス・モア 
「ヘンリー・リー卿」 
1568年 

騎士道： 
エリザベスの擁護者 

天球儀＝エリザベスの持物 



ニコラス・ヒリアード 
「ジョージ・クリフォード卿」 
1590年 

騎士道： 
エリザベスの擁護者 

天球儀＝エリザベスの持物 

天球儀＝？擁護者 



心臓の象徴 

心臓 

 「最良の忠告は心
臓から生じる」 

    リーパ『図像字典』 1624年 

 

 



袖の象徴 

為政者としての特性 

(1)蛇→智恵 

(2)天球儀→知性・擁護 

(3)心臓→忠告 

 

神格化による女性統治 



眼と耳はどこにある
か？ 

答え：ガウンの裏地 

アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 



ジョージ・ガウワー「篩をもつエリザベス一
世肖像画」 1579年 

アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

ガ
ウ
ン 



アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

神格化戦略 

• 象徴的衣装 

• 眼 

• 耳 

• 口 

 



アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

「嫉妬」／「名声」 
リーパ『図像字典』1624年 



アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

「女王は臣下を通じ
て多くのことを見聞
きする」（詩人ジョン・ディヴィス） 

 
 
 

神的な力 



神格化戦略 

• 枢密院と女王の片腕 

–ウィリアム・セシル 

– フランシス・ウォルシンガ
ム（スパイマスター） 

 

 



女王の演説 

• 「王となり王冠を担うことは、それ実際にする
人よりも、観る人に気持ちのよいものなので
す。君主なら皆そうするように、賛否両論、議
論が飛び交うのを聴き、何が正しいのかを理
解するのは嫌ではありませんでしたが、今で
は偏見や偏りによって書かれていない、いわ
ば平易な銘板を熟視することにしています。
たとえよい値がつくことがなくとも、この宝石
にまさる宝石はありません。そう、その宝石と
は皆さんの愛です。」1601年 

 



神格化戦略 

• 象徴的衣装 

• 眼 

• 耳 

• 口 
 

あらゆることを見
聞きしている。 

最終的な決断を
語る。 



アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

神格化戦略 

• 衣装から 

  絶妙な髪型・宝石へ 

 

 処女神格化戦略 

 

 



ボワサー『世界諸民族のスタイル』 1581 年 

テサロニケの婚約女性      テサロニケ女性   未婚のテサロニケ女性       



異国の婚約女性      

処女にして、幻想的婚約者 

三日月 



アンマン『女性劇場』 1586 年     
婚約者 

ニュルンベルグの婚約女性     



女王は何歳か？ 

答え：57歳 

 

髪の毛は本物か？ 

答え：カツラ 

 

エリザベス 

 カツラ80個所有 

 

 

 
アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 



アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

神格化戦略 

• 象徴的衣装 
• カーネーション 

• パンジー 

• 野いちご 

• バラ 

 

春の象徴＝
若々しさ 



アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

神格化戦略 

• 不思議なしぐさ 

• 象徴的衣装・髪型 

 

• 神的存在として統治する 

• 男性ではなく女性でも統
治はできる 
 

神格化による女性統治 

 

 



手袋はどこにある
か？ 

答え：襞襟ruffの右 

 

 

アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 



• レースの襞襟 

• オランダ経
由でイング
ランドへ 

• 糊starchで
堅くする 

 



• 手袋は男性用か女性用
か？ 

答え：男性用gauntlet 

 



• 手袋は男性用か女性用か？ 

答え：男性用gauntlet 

 

騎士の手袋→男性への勝利 

 男性はエリザベスの手袋を
下げていた。 



ニコラス・ヒリアード 
「ジョージ・クリフォード卿」 
1590年 

手袋 



神格化戦略 

• 不思議なしぐさ 

• 象徴的衣装・髪型 

• アクセサリー 

 
• 神的存在として統治する 

• 男性ではなく女性でも統
治はできる 
 

神格化による女性統治 
 

 



女王57歳 

 

指輪をしているか？ 

答え：していない 

 

指輪の逸話 

アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 



議会演説 

「結論を申せば、私はイングランド王国という夫
とすでに結ばれています。（ここでエリザベス
は手を伸ばして、結婚指輪を見せる…）です

から、子供がいないといって責めないでくださ
い。ここにいる一人一人が、イングランドの多
くの人々が、私の子供なのです。」 

        ウィリアム・キャムデン『有名な女王エリザベスの真実の王政
史』1625年 

 



プロテスタントの指輪 

• 聖職者の結婚 

 

ルターの結婚指輪 



エリザベスの指輪 



結婚相手 

ステファン・フォン・デル・メウレン 

「ロバート・ダドリー（レスター伯）」 

1560-65年頃 

 



ケニル
ワースの
出来事 

• エリザベス、ダドリー 42歳 

• I575年夏  2週間 

 

 



幻想の宮廷劇 

• 神話が題材 

• ミュージカル 

• 貴族自身出演 

 

• 愛と結婚の女
神たちが独身
女神ディアナに
勝利 

 



結婚から独身へ 

• 40歳代 （1578年
頃） 

• プラスの独身イメー
ジ 

• 処女女王の崇敬 

ジョージ・ガウワー「篩をもつエリザベス一
世肖像画」 1579年 



結婚から独身へ 

• 篩い40歳代 （1578
年頃） 

• プラスの独身イメー
ジ 

• 処女女王の崇敬 

ジョージ・ガウワー「篩をもつエリザベス一
世肖像画」 1579年 



結婚から処女王へ 

• ウェスタ神殿の女神官
トゥキア 

–純潔を疑われ、神託に
したがってテヴエレ河に
行き、篩を河の水に浸
して、水を運び、一滴も
こぼさずに神殿に持ち
かえった。 

• ペトラルカ『凱旋』「貞節
の凱旋」147-150行 

ジョージ・ガウワー「篩をもつエリザベス一
世肖像画」 1579年 



結婚から処女王へ 

A terra il ben [e il] mal 
dimora in sella 

「この世では、善と悪が
鞍に留まる」 

 

• 女王の職務： 

–善と悪とを分別し、善を
実行する 



結婚から処女王へ 

TVTO VEDO ＆ MOLTO 
MANCIA 

 「私はあらゆるものを見
ているが、欠けている
ものが多い」イタリア語 

 

• 女王の政治使命 
–新大陸への進出 

–富・土地の増大化 



結婚から処女王へ 

SANCHO RIPOSO & 
RIPOSATO AFFANO 

 「やつれた私は休むが、休ん
でもまだやつれている」 

ペトラルカ『凱旋』「アモルの凱旋」145行 

 

• 女王の職務： 
– 恋のばかばかしさ 

• 「疲れた安息と、安らぎの慎悩、 
  歴とした不名誉と、黒き闇の栄光、 
  不実な忠誠と、信篤き欺隔、 
  迅速なる狂気と、怠惰な理性とが。 」 

（池田訳） 

 



処女王崇敬 

1. エリザベスが畏敬の対象。 

2. 他者を排除した、エリザと私だけの世界に入
る。 

3. 「儀礼的メカニズム」  

– 「感情は増幅され、二人の関係そのもののシンボ
ルに付着する」 （ランダル・コリンズ） 

 

 

世俗的崇拝→聖的崇拝との混同 



問い  

1. 女王は何歳か？ 

2. 右手に何を持っ
ているか？ 

3. 蛇はどこにいる
か？ 

4. 眼と耳はどこに
あるか？ 

5. 手袋はどこにあ
るか？ 

 

アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

未婚の神格政治 



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。 
 



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』 

 



結婚における禁忌：不貞と不妊 

妻の役割 

1. 家系の継続 ＜産む機械＞ 

2. 財産の保持 ＜約束手形＞ 

 

不貞と不妊 

1. 非嫡出子への嫌悪、軟禁 

2. 離婚 

 



フランス・アンジュー公爵との結婚 

Early in 1578  the Alenton courtship (I 579-83)  



結婚指輪 

her last months, Quee n Elizabeth wa s heav y 
wit h silence and melancholy. She had no illness. 
She seemed to pine. She wa s no longer radiant, 
a Gloriana, bu t an old woman , plague d wit h 
troubles, at the en d of a long reign. She wep t at 
the anniversary of Essex's death. Her coronation 
ring gre w too small for her swollen finger, and 
she had it filed off. She lay in her Bedchamber, 
waitin g to die. Cecil asked her wh o should 
succeed, and she replied wit h little ambiguity , 
'N o base person, bu t a King. ' It wa s a clear 
enoug h signal for James of Scotland 



英国国教会の結婚 

一五七〇年二月、教皇ピウス五世はエリザ
ベスを破門し、かつ廃位する旨の上諭を発表
した。 

ピューリタン運動 

 



エリザベス＝非嫡出子 

私生児 

 

カトリック側からの攻撃 



ウェヌス女神と処女 

the cult of Venus-Virgo, the 
appearance of thegoddess of 
love as a nymph of Diana in 
the Aeneid. Through this 
the'union of Chastity and Love 
through the mediation of 
Beauty is . . .expressed by one 
hybrid figure in which the two 
opposing goddesses,Diana and 
Venus, are merged into one 

ペルジーノ「聖母の結婚」1503-04年 



処女懐胎 

イエス：神の家系 

三重の純潔 
「ご受胎前の純潔」 

「ご懐妊中の純潔」 

「出産後の処女」 
• 「聖エギディウス」『黄金伝説』 

 

象徴 
三本のユリ・三つの花弁のあるユリ 

三本のユリが、蕾・開きかかり・完全開花 

 

 



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 



恋愛から結婚へ（西欧17世紀以降） 

 
 
 
 

 
 

                
 
 

 
現代：愛情の「ふるまい」が強制 

 

家族愛 

結婚愛 

恋愛 



 

ボワサー『世界諸民族のスタイル』 1581 年 

新婚のローマ女性      未婚のローマ女性      ローマ女性  



アイザック・オリヴァー「虹のエリザベス一世
肖像画」 1600年頃 

神格化戦略 

• 絶妙な髪型と衣装 

髪型はテサロニケ人 

 



新婚のローマ女性      永遠の花嫁 



カルパッチョ「聖アウグスティヌスの幻視」1502年 



ヤコブ・カッツ「虹のある秋の風景」1779年 



奢侈[資産食いつぶし]ではなく子孫 

ブロンジーノ「エレオノーラ・ディ・トレド」
1543年 

「こうした女性たちは、夫によっ
て孕まされ、子供を産むというつ
とめ、すなわち小さな袋のように、
夫がそのなかに植え付けた自
然の種を自分たちが抱えた結
果として子供が生まれるのだ、
ということを忘れてしまってい
る。 」 
 
（1433年9月 フィレンツェ民会での議論） 



チェーザレ・リーパ 1560- 1622 

 

美徳・悪徳・観念  
人物像：姿、衣服の色、持物 
理由付け解説 
アルファベット順配列 
第二版（1603年）から図絵入り 
 
 



(1)特性の記述→(2)図絵＋文字説明→(3)擬似的な聖顕図像文
字 



 





イングランドの結婚 

  (1)結婚式は宗教的意味合いはなかった→世俗の私的契約 
 教会で結婚することはあっても、祝うためで宗教儀式ではなかった。 

 (2)儀礼、争乱、蕩尽の混淆 

 (3)性交copula carnalisがないなら結婚は成立しない 

 (4)多産のおまじないはほとんどなかった 

 (5)通過儀礼としての意識も意味も低かった←そもそも子は親
元を離れていた 


