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ヘンリー8世とイングリッシュガーデンについて 

佐藤 

 

① ヘンリー8世の生涯 

ヘンリー8世（Henry VIII, 1491年 6月 28日 - 1547年 1

月 28日）は、テューダー朝第二代のイングランド王（在位：

1509年 4月 22日（戴冠は 6月 24日） - 1547年 1月 28日）、

アイルランド卿のちにアイルランド王（在位：1541年 - 1547

年）。イングランド王ヘンリー7世の次男。 フランス王位へ

の要求も継続した。 

6度の結婚に加えて、ローマ・カトリック教会からのイング

ランド国教会の分離によって知られる。ローマと対立し、修

道院を解散し、自ら国教会の首長となった。だがローマによ

る破門のあとも、カトリックの教義への信仰は失わなかった。

また、ウェールズ法諸法によって、イングランドおよびウェ

ールズの統合を指導した。 

1513年には神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世と連合して、

1544年には神聖ローマ皇帝カール 5世と連合してフランス

を攻めるが、どちらも神聖ローマ帝国からの援助は最小限で

あり、膨大な戦費に堪えられず失敗に終わった。 

絶頂期においては、魅力的で教養があり老練な王だと同時代

人から見られ、ブリテンの王位についた人物の中で最もカリ

スマ性のあった統治者であると描かれている。権力をふるい

ながら、文筆家および作曲家としても活動した。薔薇戦争の後の危うい平和のもとで女性君主にテュー

ダー朝をまとめることは無理だと考え、男子の世継ぎを渇望した。そのため 6度結婚し、イングランド

における宗教改革を招いた。次第に肥満して健康を害し、1547年に薨去した。晩年の王は好色、利己的、

無慈悲かつ不安定な王であったとされている。後継者は息子のエドワード 6世であった。 

 

② ヘンリー8世の統治 

テューダー朝の君主は強い権力を有し、外交、宣戦布告、貨幣の鋳造、恩赦、そして議会の招集と解

散の権限があった。だがローマ・カトリック教会からの離脱の際に明らかになったように、法律上およ

び財政上の制約を受けており、貴族や、ジェントリ（郷紳）からなる議会と協力して統治を行わざるを

えなかった。官職任命権を用いて、枢密院のような公的な組織と私的な腹心からなる宮廷を運営した。

宮廷人の盛衰は激しく、2人の妻に加えて多くの貴族、役人、友人、聖職者らがヘンリーによって処刑さ

れた。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%9C%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%95%99%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA


 

 

トマス・ウルジー枢機卿、1526年 

1514年から 1529年まで、内政と外交を取り仕切ったのは、枢機卿

であり大法官であったトマス・ウルジーであった。ウルジーは豪奢

な館を構えて、王の代理として振舞い、中央集権化を進め、星室庁

を強化して刑事裁判を改革した。だが王妃キャサリン・オブ・アラ

ゴンとの離婚交渉に失敗したため王はウルジーに失望し、長年の奢

侈で国庫は空となっていた。ウルジーは逮捕され、病死した。 

 

 

トマス・クロムウェル、1532年あるいは 1533年 

その後、ウルジーに代わって政府を司ったのはトマス・クロムウェ

ルであった。大陸から戻って法律の専門家としてウルジーの部下と

なり、その没落後に台頭した。クロムウェルは対話と合意によって

行政改革を進めた。多くの役職について、政府の機能を王室から公

的な部局に移したが、改革にはヘンリーの支持を必要としたため、

一様な移行とはならなかった。修道院の財産を没収して王室に移し、

多くの政治機能を小規模で効率的な枢密院に移し、王の財政と国家

の財政を分離した。だが、アン・オブ・クレーヴズとの結婚への関

与がその立場を弱め、次の王妃キャサリン・ハワードの叔父で政敵

のノーフォーク公の前に敗れ、 1540年に処刑された。 

その他、郵政長官のポストを新設し、ロイヤルメールの起源となっ

た。 

 

③ ヘンリー8世と 6人の妻 

１．キャサリン・オブ・アラゴン（英語: Catherine of Aragon, 1487年

12月 16日 - 1536年 1月 7日）アラゴン王フェルナンド 2世とカステ

ィーリャ女王イザベル 1世との間の末子としてアルカラ・デ・エナーレ

スで生まれた。イングランドとの取り決めで 1501年にヘンリー7世の長

男のアーサー王太子に嫁いだが、その数ヶ月後に花婿は急逝した。 

巨額の持参金の返却を惜しんだヘンリー7世は、その弟の次男ヘンリー

との婚約を持ちかけた。しかし 1503年に王妃エリザベスが死去すると、

彼女を自身の後妻に要求した。さすがに厚顔無恥なこの申し出にスペイ

ン側が硬化し、ヘンリー7世はこの要求を取り下げた。 

1509年、ヘンリー7世の死により王位を継承したヘンリー8世と再婚し

た。ヘンリー8世とキャサリンとは最初は仲睦まじかった。しかし、キ

ャサリンは度重なる流産と死産に見舞われ、1516年にようやく無事出産したのは女児メアリーであった

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/1514%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1529%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%A2%E6%A9%9F%E5%8D%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%A2%E6%A9%9F%E5%8D%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%AE%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%9F%E5%AE%A4%E5%BA%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%9F%E5%AE%A4%E5%BA%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E9%81%93%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89_(%E7%AC%AC3%E4%BB%A3%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%85%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/1540%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1487%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1487%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%8816%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/1536%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1536%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E7%8E%8B%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%892%E4%B8%96_(%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3%E7%8E%8B)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A3%E7%8E%8B%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A3%E7%8E%8B%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%99%E3%83%AB1%E4%B8%96_(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A3%E5%A5%B3%E7%8E%8B)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/1501%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BC7%E4%B8%96_(%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E7%8E%8B)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/1503%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1509%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC1%E4%B8%96_(%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%A5%B3%E7%8E%8B)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cardinal_Wolsey_Christ_Church.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cromwell,Thomas(1EEssex)01.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cromwell,Thomas(1EEssex)01.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cardinal_Wolsey_Christ_Church.jpg


ため、ヘンリーの愛情は冷えてしまう。ヘンリーは後継ぎが欲しいという気持ちが高まり、年をとって

次第に出産が難しくなるキャサリンとは離婚して、別の女性を王妃にして産ませようと考えるようにな

った。男の跡継ぎが一番大事にされていた時代だったこともあるが、それまでイングランドが女王の下

で安泰だったことがなかったためでもある。テューダー朝の歴史はまだ浅く、薔薇戦争の惨禍はまだ記

憶に生々しく残っていた時代であり、王家の安定的な継続はヘンリー8世個人の私欲にとどまらない切実

な問題であった。 

1533年、キャサリンはヘンリー8世から結婚の無効を突きつけられ、王妃の座を追われた。その椅子に

座ったのはかつてキャサリンの侍女であったアン・ブーリンである。 

キャサリンは離婚を死ぬまで認めなかったが、ヘンリー8世からは王太子アーサーの未亡人としてのみ遇

され、庶子扱いとなった一人娘メアリーとの面会も文通も禁じられた。監禁に近い生活であったが、近

辺の住民と努めて接触し、王妃時代同様評判が良く、住民たちは彼女をプリンセス（王太子妃）ではな

くクイーン（王妃）と呼んだ。この頃の「公式」なキャサリンの呼び名は Princess Dowager（王太子未

亡人）である。 

なお、この離婚のため教皇クレメンス 7世と対立したヘンリーは、1534年に国王至上法を発布して自ら

をイングランド国教会の長とするとともに、カトリック教会から離脱した。 

1536年にキンボルトン城（Kimbolton Castle）で没した際、最後の書類に「イングランド王妃キャサリ

ン」の署名を残した。娘メアリーにはスペインから持参した持ち物のうち、わずかに残った毛皮 1枚、

金の鎖、十字架のペンダントを残した。 

葬儀にはメアリーの出席が禁じられ、目立った行事も厳禁とされた。しかし、キャサリンを慕う住民た

ちはそれを無視して進んで葬列に加わり、行列は 500人にも及び、キンボルトンから 40キロ北のピータ

ーバラ修道院まで代わる代わる棺を担いだという。 

ヘンリー8世の正嫡の男子で唯一生存したエドワード 6世が 15歳で病死すると、キャサリンの生んだ娘

メアリーが王位に就いた。「ブラッディ・メアリー」（血塗れのメアリー）と呼ばれたメアリー1世である。 

 

２．アン・ブーリン（英語: Anne Boleyn，1507年頃 - 1536年 5月 19日） 

アンの曾祖父ジェフリーはノーフォークの農家出身で絹織物工見習いとし

て上京した後、財産を成してロンドン市長にまで上り詰めた。 その息子ウィ

リアムはリチャード 3世よりサーの称号を賜った[1]。 

ブーリン家は次々と伯爵家と縁組し娘を国王に差し出すことで、爵位や領地

を増やしていった。トマスはサリー伯爵（ノーフォーク公爵の相続人が名乗

るタイトル）の娘エリザベス（ヘンリー8世の元愛人だったという説がある）

と結婚し、1男 2女が生まれた。その 2番目の娘がアンであった。 

つまりブーリン家は、わずか 4代前まで平民（地方農民）の家系であった。

幼少期にメヘレンのマルグリット・ドートリッシュの私設学校で教育を受け

た後、フランス宮廷に戻った。1526年頃に帰国し、ヘンリー8世の最初の王妃キャサリン・オブ・アラ

ゴンの侍女となった。 オーモンド伯爵の相続争いを収めるため、もう一人の相続人ピアス・バトラーと

の結婚の話もあったが、立ち消えた。やがてアンは、ヘンリー8世の愛人になるよう求められた。 

ヘンリー8世とキャサリンとの間には王女メアリー（のちのメアリー1世）しか子がなく（早世した男子

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E7%8E%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E6%9C%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%94%E8%96%87%E6%88%A6%E4%BA%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/1533%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E3%81%AE%E7%84%A1%E5%8A%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%B6%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%8E%8B%E8%87%B3%E4%B8%8A%E6%B3%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%9B%BD%E6%95%99%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%95%99%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/1536%E5%B9%B4
http://en.wikipedia.org/wiki/Kimbolton_Castle
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%A9%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%A9%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%896%E4%B8%96_(%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E7%8E%8B)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC1%E4%B8%96_(%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%A5%B3%E7%8E%8B)
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http://ja.wikipedia.org/wiki/1526%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3
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がいたともされる）、ヘンリー8世は男子の王位継承者を切望していたものの、当初はアンを愛人にする

程度で満足するはずだった。 

しかし、アンから強硬に王妃の座を要求され、さもなければ肉体関係は拒否すると宣言されたため、ロ

ーマ教皇クレメンス 7世にキャサリンとの「離婚許可」を求めることになった。 

カトリック教会は離婚を認めないが、離婚ではなく「結婚そのものが無効であった」（婚姻の無効）とい

う認可を与えることで事実上の離婚を可能にする方法があった（実際に中世の王族や貴族は、教皇の認

可を得てこの方法を利用している）。 

ヘンリー8世とキャサリンの場合、キャサリンが元々ヘンリーの兄アーサーの妻だったことが結婚無効の

理由になりえたが、教皇ユリウス 2世から教会法規によって特免を得ていたため、合法的な結婚と見な

されていた。また、キャサリンの甥に当たる神聖ローマ皇帝カール 5世（スペイン王カルロス 1世）も

国際関係を考慮して反対しており、教皇庁は許可を出すことが難しかった。キャサリンは国民の人気が

高かったために、国内からも反対の声が大きかった。 

ヘンリー8世はこれに激怒して、教皇庁との断絶を決意した。こうしてイングランド国教会の原型が成立

することになった。国王至上法によって、イングランド国内において国王こそ宗教的にも政治的にも最

高指導者であることを宣言し、1533年 5月にアンを正式な王妃に迎えた。 

これに反対したトマス・モアは処刑された。また、国王至上法によってカトリックの修道院の多くが解

散させられ、反対した多くの修道士が処刑された。 

1533年 5月 23日、キャサリン王妃との結婚の無効の宣言がなされた。 

翌 6月 1日、聖霊降臨祭の日に戴冠式が行われ、アンが正式な王妃と宣言される。 

1533年 9月、アンは第 2王女エリザベスを出産した。王子誕生を望んでいたヘンリー8世は王女誕生に

落胆したが、エリザベスには王位継承権が与えられた。 

アンは、王女の身分を剥奪され庶子に落とされたメアリーに対し、エリザベスの侍女となることを強要

した。 

アンはまた贅沢を好み、宮殿の改装や家具・衣装・宝石等に浪費した。一方、ヘンリー8世はアンの侍女

の一人ジェーン・シーモアへと心移りし、次第にアンへの愛情は薄れていった。1536年 1月、前王妃キ

ャサリンが幽閉先のキムボルトン城で亡くなった知らせを聞くと、アンとヘンリー8世は黄色の衣装を着

て祝宴を開き、ダンスを楽しんだ（黄色はイギリスでは喜びと祝いの意味を持つ）。その後、アンは男児

を流産した。 

1536年 5月 1日、結婚から 2年後、アンは国王暗殺の容疑、および不義密通を行ったとして、反逆罪に

問われた。5人の男と姦通したとされたが、うち 1人は実の弟ジョージ・ブーリンだった。 

同年 5月 19日、反逆、姦通、近親相姦及び魔術という罪で死刑判決を受け、ロンドン塔にて斬首刑に処

せられた。この時、ヘンリー8世はイングランドの死刑執行人に処刑させず、フランスのリールからジャ

ン・ロムバウドという死刑執行人を呼び寄せて執行させたと伝えられている。 

 

３．ジェーン・シーモア（英語: Jane Seymour, 1509年 - 1537年 10月 24日） 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%9B%BD%E6%95%99%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%8E%8B%E8%87%B3%E4%B8%8A%E6%B3%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/1533%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E9%81%93%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E9%9C%8A%E9%99%8D%E8%87%A8%E7%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%99%E3%82%B91%E4%B8%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A6%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A6%AA%E7%9B%B8%E5%A7%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%94%E8%A1%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3%E5%A1%94
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%AC%E9%A6%96%E5%88%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E7%8E%8B%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AB_(%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%A0%E3%83%90%E3%82%A6%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%A0%E3%83%90%E3%82%A6%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1509%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1537%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1537%E5%B9%B4


ジェーンは 1532年、当時の王妃キャサリン・オブ・アラゴンの侍女として

仕え始めたが、後に 2人目の王妃アン・ブーリンの侍女となった。父ジョン

が王の信任厚い寝室侍従だった関係から、1535年 9月、ヘンリー8世はイン

グランド西部巡幸の途中で、シーモア家の邸宅ウルフ・ホールを訪問した。

その時接待に出たジェーンの控えめでもの静かな態度が、王の関心を引いた。

ジェーンはヘンリーに言い返したことがなく、アンと違いカトリックだった。 

1536年、アンが 2度目の流産（ジェーンがヘンリーの膝に乗っているのを

見たショックでという説もあるが、史実ではアンが流産したのはキャサリン

前王妃の死を祝う宴会で踊った直後だった）をした翌月、王はジェーンに対

し高価なプレゼントをし、2人の兄を出世させたことで、王の好意が明らか

になった。ジェーンは贈り物を返した上、王と 2人きりにならないよう警戒

していた。これはアンのやり方をまねて、兄たちが指導したという。やがて

新しい結婚を望む王は、アンを大逆、姦通、近親相姦、魔術行為といった罪で死刑に処した。刑の施行

の翌日に王は婚約を公表し、その 2週間後に 2人は正式に結婚した。ロンドンに伝染病が流行していた

こともあり、ジェーンの王妃としての戴冠式は行われていない。1537年、王妃ジェーンの妊娠が発表さ

れ、ロンドンは歓喜に沸き立った。ジェーンは男子であると確信、お腹の子が欲しがっていると言って、

好物のウズラをフランスから輸入させた。そして 10月 12日、難産の末にジェーンは待望の男子（後の

エドワード 6世）を出産する。しかし難産で体力が回復しないジェーンは、洗礼式にも担架に乗せられ

たままで、その後も容体は悪化していき、10月 24日深夜に息を引き取った。産褥熱に感染したとも、

洗礼式に出席したのが回復に悪かったともいわれている。これ以後、ハンプトン・コート宮殿にはジェ

ーンの幽霊が出るといわれ、特にエドワードの誕生日の 10月 12日になると現れるという。 

 

４．アン・オブ・クレーヴズ（英語: Anne of Cleves, 1515年 9月 22日 - 1557年 7月 17日） 

ユーリヒ＝クレーフェ＝ベルク公ヨハン 3世の娘として生まれた。ヘ

ンリー8世にプロテスタントの王妃をと希望していたヘンリー8世の家

臣トマス・クロムウェルらの意向で王妃の候補に選ばれ、イングラン

ドへ嫁ぐことになった。 

クロムウェルから前もって見合い用のアンナの肖像画を見せられたヘ

ンリー8世は、その肖像画を一目で気に入り、若い使い走りの少年の姿

に変装してこっそり彼女の姿を見に行ったが、ヘンリーは実際のアン

ナの顔を見て、「絵に描いてある女とは違う！」と激怒した。この肖像

画は、クロムウェルが宮廷画家のハンス・ホルバインに依頼して描か

せたものであったが、実際のアンナの姿は肖像画に描かれていたほど

美人でなかったと伝わる。クロムウェルはこの責任を取らされて後に

ロンドン塔で斬首刑に処され、ホルバインは宮廷画家の身分を剥奪さ

れて追放処分を受けることになった。 

アンはわずか半年で王から離縁され、「王の妹」（the King's Beloved Sister）という称号と所領（アン・

ブーリンの邸宅の一つヒーヴァー城もその中に含まれる）、年金を与えられ、ロンドン市内のベイナーズ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3
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http://ja.wikipedia.org/wiki/1515%E5%B9%B4
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%9F%8E&action=edit&redlink=1


城で余生を送った。離婚の理由としては、かつてロレーヌ公フランソワ 1世と交わした婚約をきちんと

解消していなかったことが選ばれた。 

 

５．キャサリン・ハワード（英語: Catherine / Katherine Howard, 1521年? - 1542年 2月 13日） 

父エドムンドは戦場で名を上げたが、名門ハワード家の出といえ

ど、20人を超える子供のうち遅い生まれであったため、名はあ

るが実はなく、常に金に困っていた。持参金目当てで結婚しては

妻を亡くすということを繰り返し、妻の連れ子も自分の子として

育てたため、どちらの子供かもわからないハワード姓の兄弟がキ

ャサリンには多くいた。 

時期は不明だが、ノーフォーク公爵未亡人で、父の義理の母に当

たるアグネス・ティルニーに引き取られ、アグネスの屋敷

（Lambethと Chesworthの 2カ所）で公爵夫人の教育を受ける

他の少女達と暮らすようになる。1540年、ヘンリー8世は前王

妃アン・オブ・クレーヴズと離婚してキャサリンと再婚した。キャサリンはアンの侍女の一人だった。

ヘンリーは年の離れたキャサリンを「私の薔薇」「私の棘のない薔薇」と呼んで可愛がった。しかし、キ

ャサリンは遠縁のトマス・カルペパーや以前に恋人であったフランシス・デレハムらと交流があったと

国王の側近に訴えられ（カトリックのキャサリンは、家臣のうちプロテスタントの者に疎まれていた）、

国王に姦通を疑われ、逮捕された。キャサリンとデレハムが婚約の上で関係を持っていたのであれば、

国王との結婚は無効となりキャサリンは無罪とされるはずであった。だがキャサリンは婚約を否定し、

デレハムに強姦されたと証言した。一方でデレハムは国王との結婚後はキャサリンと関係を持っていな

いと主張したが、キャサリンとカルペパーの関係を証言した。キャトリンからカルペパーに宛て愛を告

白した手紙が証拠として発見され、侍女となっていたジェーン・ブーリンが手引きをしていたことも明

らかになった。キャサリン本人は姦通を否定したが聞き入れられず、事実は曖昧なまま処刑された。同

じく姦通で訴えられた従姉のアン・ブーリンとは違い、実際に有罪だったと当時も今も信じられている。

処刑前には見物人に向かって演説をするのが当時の習慣だが、キャサリンは「トマス・カルペパーの妻

として死にたかった」と言ったと伝えられる。 

 

６．キャサリン・パー（英語: Katharine / Catharine Parr, 1512年 - 1548年 9月 7日） 

16歳で最初の結婚、21歳で 2度目の結婚をしたものの、いずれの夫も病死している。2人目の夫ジョ

ン・ネヴィルの死後、王の 3人目の妃ジェーン・シーモアの次兄トマスと交際を始めたが、51歳のヘン

リー8世に見初められ、トマスは公務で海外に送られてしまい、結局 1543年に 31歳で王と結婚した。

キャサリンは、当時私生児の身分に落とされていたメアリー（後のメアリー1世）とエリザベス（後のエ

リザベス 1世）の姉妹を王女の地位に戻すことを王に嘆願して、許された。少年時代からエラスムスと

文通するほどの教養の持ち主だったヘンリーと対等に学術談義ができるだけの知性をキャサリンは持ち、

特に神学についての造詣が深かった。まだ幼いエドワード（後のエドワード 6世）とエリザベスの養育

を任されたため、彼らへの教育環境を整えてやったほか、音楽などの芸術についての関心も導き出して

いた。 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%9F%8E&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8C%E5%85%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8C%E5%85%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1521%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1542%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1542%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%91%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1512%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1548%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1548%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%94%9F%E5%85%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC1%E4%B8%96_(%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%A5%B3%E7%8E%8B)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%99%E3%82%B91%E4%B8%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%99%E3%82%B91%E4%B8%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%87%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%896%E4%B8%96_(%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E7%8E%8B)


晩年の王は肥満であった他、怪我が元でできた脚の腫瘍とひどい頭

痛に苦しんで寝込むことが多く、激昂すると手の付けられない状態

であった。しかし、キャサリンは王の看護にも熱心であったため王

の信頼を獲得し、1544年に王がフランス遠征をした 3ヶ月間、君主

代理を任されるほどであった。また、イングランド女王・王妃とし

て初めて著書を上梓したのもキャサリン・パーである。 

宗教改革によりカトリック教会とイングランド国教会の対立が止ま

ない時代、キャサリンの身にも危険が及んだことが 1度だけある。

キャサリンが神学への興味からマルティン・ルターによる福音主義

の教義を勉強していたことから、カトリック司祭らの怒りを買い、

キャサリンが異端者であるという報告が王にもたらされた。「貴族の

女性が聖書を読む際は一人で読むこと。また聖書について討論して

はならない」という法律が策定され、何とか危機を回避したかに見えたが、1546年に異端の追求が厳し

くなった。宮廷に出入りしていたアン・アスキューという女性が逮捕され、拷問にかけられて同志の名

前を明かすよう迫られたものの、結局彼女は王妃との関係について何も述べないまま火刑に処せられた。

それでもなお枢密院の調査が進み、王妃逮捕も近いと思われたが、キャサリンはすでに証拠となりうる

書物を処分しており、王に対して自らの信仰の潔白を説いていた。実際、捕吏が夫妻の元へ赴いていた

が、ヘンリーがそれを追い払ってキャサリンは救われた。 

1547年 1月 28日、ヘンリー8世が 55歳で崩御した。キャサリンは周囲の動揺と反対を押し切るように、

5月にはかつての恋人、海軍司令長官トマス・シーモアと再婚し、11月に妊娠がわかった。トマスの兄

エドワード・シーモアがエドワード 6世の摂政となって宮廷に残り、エリザベスはキャサリンとトマス

の元に引き取られた。ところが野心家のトマス・シーモアは、キャサリンの妊娠中に王女エリザベスの

寝室に出入りしているところを見られ、結局エリザベスはシーモア家から出ざるを得なくなる。 

1548年 8月 30日に女児が誕生し、メアリーと名づけられた。しかしキャサリンは産褥感染症にかかり、

9月 5日に世を去った。 

 

④ ハンプトン・コート宮殿（Hampton Court Palace） 

聖ヨハネ騎士団は、この地で 1236年以来、荘園を開いていた。1505年、侍従長のサー・ジャイルズ・

ドーベニー（Sir Giles Daubeney）は、資産を貸し出し、ヘンリー7世を楽しませるために使った。ヘン

リー8世は、英国周辺にハンプトン・コートと同じスタイルの宮殿を 49造ったが、すべて現存していな

い。 

当時のヨークの大司教であり王の主任公使だったトマス・ウルジーは、1514年に賃貸を引き継ぎ、翌 1515

年から 1521年の 7年間にかけて、14世紀のマナ・ハウスを再建して、現在の宮殿の基礎を作り上げた。

トマス・ウルジーはたいへんな浪費家で、ハンプトン・コートに英国一すばらしい宮殿を作ったが、ヘ

ンリー王が嫉妬したため王に宮殿を「進呈」した。 

ハンプトン・コートにはテューダー朝時代の建物がわずかに残っており、のちにヘンリー8世が手入れ・

再建を行っているが、おそらくウルジーはアントニオ・フィラレーテやレオナルド・ダ・ヴィンチのよ

うなイタリアの建築スタイルで、左右対称の設計、古典的ディテールのピアノ・ノビーレに建てられた

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%85%AB%E7%98%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/1544%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E7%8E%8B%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E6%95%99%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%95%99%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%9B%BD%E6%95%99%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E4%B8%BB%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E4%B8%BB%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%B0%E7%AB%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1546%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%88%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%A2%E5%AF%86%E9%99%A2_(%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9)
http://ja.wikipedia.org/wiki/1547%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1547%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%A2_(%E5%88%9D%E4%BB%A3%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E5%85%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/1548%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%885%E6%97%A5


壮大な邸宅など、ルネサンス時代の枢機卿の宮殿を理想として計画したものと思われる。ジョナサン・

フォイルによれば、ウルジーはパオロ・コルテスの“De Cardinalatu”に影響されたという。これは 1510

年に出版された枢機卿のための手引書で、広壮な建築に関するアドバイスも書かれている。長い間不明

だったハンプトン・コートの建築計画は、ルネサンスの幾何学的様式に基づくように思われる。イタリ

アの影響は、有名なテラコッタ製のローマ皇帝の胸像には希薄である。これはジョヴァンニ・ダ・マイ

アーノによるもので、広大な中庭に現存している。 

宮殿は 1525年のあたりには、ウルジーの支配者ヘンリー8世が使用していたが、枢機卿は 1529年まで

そこに住み続けていた。ヘンリー王は宮殿に、大ホールとロイヤル・テニス・コートを付け加えた。大

ホールは、イギリスの君主によって作られたものとしては中世最後のものである。テニス・コートは現

在でもコート・テニスの試合に使用されるが、これは現代のテニスとは異なるものである。 

出典：http://ja.wikipedia.org/wiki 

 

⑤ まとめ 

今回ヘンリー8世を調べてみて、自分が思った以上にひどい人間だと思った。まず、6人の女性と

結婚したというだけでも現代ではありえないのに、当時ヘンリー8世は無理矢理法律を作ってでもや

っていたことがすごいと思った。また、6人の妻のうち 2人を処刑したのにも関わらず、カリスマ性

のある統治者とされていたのはおかしいのではないかと思った。今まで歴史的に見たヘンリー8世の

ことしか知らなかったが、ヘンリー8世がテューダー朝を安定させるために、男の世継ぎにこだわっ

ていたのは当時から男尊女卑の風潮が残っていたからだという新たなことを学んだ。今回初めてイン

グリッシュガーデンを調べて、イングリッシュガーデンは歴史的に見て、所有者の財力を示すととも

に庭園と自然美を融合させたものだということがわかった。日本でもいくつかイングリッシュガーデ

ンがあるが、やはりイギリスのものとどこか違う印象を受けたので、いつか実際にイギリスに行って、

様々なイングリッシュガーデンを見たい。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki

