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モデル／グエン・ティ・ニュー・イー（Nguyen Thi Nhu Y）

まばゆいばかりの日差しの中に、１枚の絵画のような風景が現れ

た。ホーチミン市やハノイなどベトナム各地から「美しい」と評さ

れるフエ（Hue）の女性たち。その魅力とは何なのか。人々に愛

され続ける、ベトナム女性の美の源流を巡る旅に出かけた。

古 都 フ エ に 見 る 美 の 源 流



フエにまつわる美人の噂エトセトラ

教科書に載らない？  フエ美女伝説

野に下った美
王宮を彩った子どもたちは今？

全国から集められた
美しき女性たち

フエ一番の美人女子大生を決める
ミスコン開催

各地のベトナム人男性に聞く、フエ女性のイメージとは？

「フエの女性は美しい」。

ベトナム各地の男性に「ベトナムで美人が

多い土地は？」と尋ねると、多くの人が口を揃

えてこう語る。

ベトナム中部にあるフエは、19 世紀から20

世紀半ばにかけ、グエン（Nguyen ／阮）朝

の都が置かれた街。フオン（Huong ／香）川

が静かに流れるそのほとりでは、艶やかな紫色

のアオザイを身にまとった美しい女性たちが、栄

える街に華を添えたという。

グエン朝２代皇帝ミン・マン（Minh Mang

／明命）帝。初代皇帝であるザー・ロン（Gia 

Long ／嘉隆）帝の後を継ぎ、国の基盤を固

めた英雄で、グエン朝 13 代の皇帝の中でも

　全国各地から様 な々人が集まった、グエン朝

時代のフエ。

「当時は王宮内だけでも数千人の人々が暮ら

していました。その中には美しい女性も多く、皇

后や側室はもちろん、将校の妻や女官、従者

として、全国から美しく気品あふれる女性が集

められたと言われています」と、郷土史・グエン

朝の研究家として名高いファン・トゥアン・アン

（Phan Thuan An）先生は語る。

　また、グエン朝時代の歴代皇后や側室は、

気高い美女が多かったとの話もある。中でも

ティエウ・チ（Thieu Tri ／紹治）帝の妻トゥー・

ズー（Tu Du ／慈裕）皇太后、カイディン

（Khai Dinh ／啓定）帝の妻トゥー・クン（Tu 

Cung ／慈宮）皇太后、その息子であるバオ・

ダイ（Bao Dai ／保大）帝の妻ナム・フオン

（Nam Phuong ／南芳）皇后などは特に有

名。外見だけでなく、内面において評価の高

い美女が揃うフエだけに、今も美人が多いのも

納得、なのかもしれない。

２年に１度開催され、フエ大学とその系列 8

校の学生たちが美を競う「ミスフエ大学コンテ

スト」。グランプリとなった女性は、様 な々イベン

トやプログラムが催される「フエフェスティヴァ

ル」に招待され、ステージを飾る。ベトナム各

地にミスコンは数多くあるが、ここまで大々的に

行っているのは珍しい。

ひとくくりに「美人」といっても、そこには様々

な魅力がある。人それぞれの好みもあるし、時

代が変われば美しさの概念も変わる。時を超え

て受け継がれるベトナム人男性の語る美しさと

は一体何だろうか。そこで、まずはフエ美人に

まつわるいくつかのエピソードを探ってみた。

最も多い側室と子どもがいたという。その数、側

室 43 名、子ども142 名。一説には数百名

の側室がいたとも言われ、美男・美女揃いの

子孫たちが後の世、野に下ったとしたら…。

ハノイ／北部 フエ／中部 ホーチミン市／南部

　　　
ハノイと比べて穏やか

で優しいイメージがあるよ。外
見的にはハノイの女の子の方

が色が白くて可愛いと思うけど、フ
エの子はなんとなく上品。北部の

男性はフエの女性が好きな
人も多いんじゃないかな。

フエ伝統の紫色の
アオザイを着ている姿は本

当にきれい。でも普段は普通
だと思うよ。僕もフエ出身なの
で、もちろんフエの女性が好
き。上品だし、心がやさしい

と思うんだ。

　 
フエの女性は美人

が多いってみんなよく言う
ね。話し方や行動がお淑やか

で、落ち着いた雰囲気。派手な
美しさではなく、家庭的なイメー
ジで、大学の時の友人もそ

んな人が多かったかな。

1.フエに置かれたグエン朝の王宮の午門。フエに残る歴史
的な建造物群として、1993 年、ベトナム初の世界遺
産に登録された。グエン朝時代には、多くの美しい女性
たちが王宮内で働いていたという

ホアンサー諸島

チュオンサー諸島

2.グエン朝の長い歴史の中でもミン・マン帝の時代は最
も隆盛を極めたとされ、今に残る宮廷料理が大きく発
展した時代でもあった

3. 長年クオックホック・フエ
（Quoc Hoc）高等学校で歴
史教師として勤務してきたア
ン先生

4. 3 度連続ミスインドシナに選
ばれたと言われるナム・フオン
皇后

5. 美しさだけでなく、徳の高い人
物としても知られるトゥー・ズー
皇太后

写真提供：Nguyen Dac Xuan

写真提供：
Ban To Chuc Miss Dai Hoc Hue

写真提供：Phan Thuan An

6.コンテストではフエの各大学か
ら選ばれた美女が一堂に揃う

フエフェスティヴァル
www.huefestival.com
ミスフエ大学コンテスト
facebook：Miss Dai Hoc Hue

グエン・ダン・ニャン／
Nguyen Dang Nhan

（32 歳）

チン・ミン・ドゥック／
Trinh Minh Duc

（23 歳）

グエン・タン・ニャン／
Nguyen Thanh Nhan

（36 歳）
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フエ

ハノイ

ホーチミン市
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女性を彩る４つの美徳躾

今もなお、目上の者を尊ぶ儒教の教えが根

強く残るフエ。古来より「コン（Cong ／家事・

仕事）」、「ズン（Dung ／行動・姿勢）」、「ゴ

ン（Ngon ／言葉・話し方）」、「ハイン（Hanh

／礼儀・道徳）」が女性における四徳（トゥー

ドゥック／ Tu Duc）とされ、幼い頃から家庭の

都として栄えたフエには、国内でも有数の頭

脳が集まったとされる。1896 年創立の「クオッ

クホック」は、故ホー・チ・ミン（Ho Chi Minh）

主席ほか数多くの政治指導者を輩出した名

門校。そしてその隣にあり1917 年に創立した

ドンカイン（Dong Khanh）女子学校（現ハイ

バーチュン高等学校）では、ベトナム戦争前ま

で女性のたしなみとして料理や刺しゅう、家庭

の常識なども教えていたという。

米粉や野菜、川エビやシジミなどの魚介を多

く使うフエ料理。油を多用せず、香草や唐辛

子といった薬膳効果の高い食材を加えた健康

食も多い。また、宮廷料理を代表とする様々

な調理法に加え、からだを冷やしたり温めたり、

陰陽道の教えに従い体調を整える献立で、

日々の生活の中から美しさを引き出すことがで

きるという。

内 に 宿る淑 や かさ。
「ミスフエ 大 学 」が 語る、
フエ の 女 性とは

フエの女性は幼い頃から厳しく育て

られます。料理や裁縫などは母や家族

から、毎日の生活を通じて教えられるん

です。15 歳頃には、ひととおりの料理

や家事はできるようになっていますよ。

また「両親や夫に従い、家事や子ども

の世話をして家を守る」、そんな考え方

も親を通じて自然と伝えられているんで

す。だから若い女性も伝統や古くから

の習慣、そして古都としての誇りを持っ

ています。フエ美人と言っても、決して

外見のことではないのではないでしょう

か。ハノイやホーチミン市のような今風

の女性は少ないかもしれませんが、他の

地域の男性にとってフエの女性が魅力

的に映るのは、穏やかで礼儀正しく、で

もちゃんと芯がある、そんな女性が多い

からのような気がしますね。

宮廷音楽とともに、ユネスコの無形世界文

化遺産に登録された伝統舞踊。フエ王宮内の

閲是堂（えつぜどう）の宮廷劇場で観ることが

できる。劇場で舞踊の監督を務めるラー・タイ

ン・フン（La Thanh Hung）さんによると、扇

や蓮の形をしたランプを手に踊る艶やかな舞

の姿勢や立ち振るまいに、連綿と受け継がれ

るフエ女性の美しさを見て取れるという。

中で厳しくしつけられるという。

「女性なら料理や裁縫などは、できて当たり前。

皇太后様はとても厳しい人で、私は家族と話す

時間もとれないほど忙しかった。けれど、皇太

后様に本を読んで差し上げる時間がとても楽

しかったわ」。

王宮で、バオ・ダイ帝の母であるトゥー・クン

皇太后に 60 年以上にわたり仕えたレー・ティ・

ディン（Le Thi Dinh）さん。一般家庭以上に

礼節が求められる宮廷内だけに、四徳は女性

にとって特別でもない、ごく基本的な教えだった

とか。

1. 代々宮仕えの家庭に生まれたディンさん。93 歳を迎
える今も、長年培ってきた上品な面持ちは健在

2.クオックホック・フエ高等学校
Truong Trung Hoc Pho 
Thong Chuyen Quoc 
Hoc-Hue

　住所：10 Le Loi St., Hue
3. ハイバーチュン高等学校

Truong Trung Hoc Pho 
Thong Hai Ba Trung

　住所：14 Le Loi St., Hue

4. 宮廷舞踊には４つの教えの１つ「ズン」が宿るという。
衣装に使われる黄・緑・赤はそれぞれ皇帝への忠誠、
木 な々どの自然・女性の美しさを表しているとか

5. 代々宮廷舞踊を担う家庭に生まれ、8 歳から踊りを
学び、現在、宮廷劇場での舞踊全般を取り仕切る
フンさん

「バインベオ／Banh Beo」（5 万 VND／約 240 円）な
どの米粉料理はダイエットに、ロット（Lot）の葉で牛肉を巻
いて焼く「ボーヌオンラーロット／Bo Nuong La Lot」（10
万 VND／約 480 円）には増血効果が。エビやカニのす
り身団子が入った「ブンボーフエ／Bun Bo Hue」（7 万
VND／約 340 円）は、たっぷりの野菜とともにいただく

ザ・トロピカルガーデン／ 
The Tropical Garden
住所：27 Chu Van An St., 
　　　Hue
電話：(054) 384 7143
営業時間：9:00 〜 22:30

グエン・ティ・ニュー・イー ／ Nguyen Thi Nhu Y
フエ経済大学に通う19 歳。お気に入りの美容法は、野菜たっぷりの食事とフエ伝
統の化粧品ファンヌ（Phan Nu、P.21 参照）。将来は学校の先生になりたいそう。

ズイエット・ティ・ドゥオン宮廷劇場
／Nha Hat Duyet Thi Duong
住所： Dai Noi, Hue
上演時間： 10:00 〜、14:30 〜
 の１日２回
入場料： 10万VND（約480円 
 ミネラルウォーター付き）

磨かれる知性と教養

舞に見る美しき女性像

美を紡ぐ医食同源

藝

食

「ミスフエ大学コンテスト」で2012 年度グランプリに
輝いたグエン・ティ・ニュー・イーさんに、フエ女性の
魅力を尋ねた。

1

2

3

4

5

知

フエ美人を語る、４つのキーワード
美しさとは一体何か。東西南北、地域を越えて愛される、
フエ美人の魅力の源を探る。
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古 都フエで出 会った 街 角 美 人
他のベトナム各地にも美人はもちろんいる。
しかしフエの女性はどこか特別。
そこには、内に秘めたどこまでも自然体な美しさがあった。

古くからフエの王宮内で親しまれてきた宮

廷茶。通常のお茶とは異なり各種生薬を配

合し、からだの調子を整える高い薬膳効果を

持っている。美容にも効果があるとされ、フ

エ市内の茶館では、さまざまな種類の宮廷

茶が楽しめる。その中でも特に女性に良いと

されるおすすめ４種類がこちら。

バオ・ダイ帝の母、トゥー・クン皇太后も使用

していたというファンデーション。王宮解体後、宮

廷でファンヌ作りに従事していた一家が製法を

伝え販売している。鉱石の一種カオリナイトの

粉末を原料に、バラやキクのほか様 な々ハーブ

を加えたもので、美白や肌のきめを整え、鎮静

効果もあるという。

ボーケット（Bo Ket）と呼ばれるマメ科サイカ

チ属の黒豆の煮汁で髪を洗う伝統美容法

「ボーケット洗髪」。頭皮の汚れを洗い流し、健

康な黒髪に戻してくれるとされ、ピルグリミッジ

ヴィレッジ内の「ヴェダナウェルネス＆スパ」で

は、特別に調合したオリジナル・ボーケットメ

ニューを受けられる。シャンプー、トリートメント、

ヘアセットのパッケージでつやつやの黒髪を手

に入れよう。

伝統の宮廷茶で
からだの中から美しく

フエで見つけたお手軽美容法

100 年以上にわたり愛されてきた
門外不出の化粧品

天然素材が生み出す
健康＆艶やかな黒髪で美人度アップ

チャーバーイドックズオン
ニャンサック／ Tra Bai 
Doc Duong Nhan Sac
4 万 VND（約 190 円）
多数の生薬を配合した
薬膳茶。強烈な酸味が
あるが、デトックス作用が
高く、老化防止、美白
にも効果あり。

チャークイフィー／
Tra Quy Phi
3 万 8000VND（ 約
180 円）
皇后たちが好んだ、艶や
かな肌を生み出す貴妃
茶。キク、竜眼、レモン
などが入り、爽やかな酸
味の効いた味わい。

チャーホンホア／
Tra Hong Hoa
3 万 5000VND（ 約
170 円）
色鮮やかな花が浮かぶ
バラ茶。紅茶のような風
味で薬膳茶が苦手な人
にもおすすめ。美肌、各
種婦人病に効くとされる。

チャークックホア／
Tra Cuc Hoa
3 万 5000VND（ 約
170 円）
ほのかな甘みとまろやか
な口当たりの菊の花入
り菊茶。体温調整、解
毒作用があり、からだを
中から整えてくれる。 （左から）「ファンヌ特製ファンデーション／ Phan Nu Trang 

Dac Biet」7 万 VND（約 340 円）、「ファンヌ高級スキ
ンケア乳液／ Phan Nuoc Trang Cham Soc Da Cao 
Cap」22 万 VND（約 1060 円）、「ローズチーク／ Phan 
Ma Hong」6 万 VND（約 290 円）

ファンヌザーチュイェンバートゥン
Phan Nu Gia Truyen Ba Tung
住所：34 To Hien Thanh St., Hue
電話：(054) 357 1433
営業時間：7:00 〜 21:00
www.phannubatung.com.vn

「ソープベリーエキスのフ
エ伝統ヘアトリートメント
／ Hue Traditional 
Hair Treatment with 
Soap-Berry Extract」
45 分 45 万 VND（約
2160 円）++。税・サ
ービス料別途ボーケットの煮汁にザボン

の皮、パンダナスの葉、ラ
イムなどを加える

ピルグリミッジヴィレッジ／Pilgrimage Village
住所：130 Minh Mang St., Hue
電話：(054) 388 5461
営業時間：【Vedanā Wellness & Spa】
　　　　　7:30 〜 22:00 （L.O. 21:00）
www.pilgrimagevillage.com

淑やかな心が魅力のフエ美人。そんな彼女たちが愛した伝統の美容
法が、フエには今も伝わっている。どれも天然素材を使用した自然派。
気軽に体験できるので、ぜひお試しを。

ホアン・ダン・スアン・マーイ／
Hoang Dang Xuan Mai（17 歳）
純白のアオザイがまぶしい、クオック
ホック・フエ高等学校に通う2 年生。
透明感ある笑顔が魅力的で、実は日
本語も話せる才女。将来は日本語
の観光ガイドになりたいとか。 レー・ティ・トゥ・ターオ／

Le Thi Thu Thao（21 歳）
レストランでアルバイト中のところ
を撮影。「普段からメイクはほとん
どしない」と言うナチュラル派。

グエン・ティ・ロン／
Nguyen Thi Long（28 歳）
フエ音楽大学で教鞭をとる。美男
子のご主人とともに、フオン川のほ
とりでカフェ休憩中。

ホー・ティ・バオ・ゴック／
Ho Thi Bao Ngoc（20 歳）
フエ市内のスーパーマーケットでア
ルバイトをしていた女の子。突然の
撮影依頼にも快く応えてくれた。

左上／ H・G（20 歳）
普段はホイアン（Hoi An）で働
いているが、友人を訪ねて一時
帰省中のところに出会った。「美
容について何もしていない」とい
うのにこの美しさ。

右上／レー・ティ・カム・ハン／
Le Thi Cam Hang（29 歳）
フエ名物のしじみご飯、コムヘン

（Com Hen）の人気店で朝ご飯
中にパチリ。美容の一環として、
ヨガに夢中だそう。

右下／チュオン・ティ・モン・カム／
Truong Thi Mong Cam（22歳）
ジュースやフルーツが大好きな女
子大生。「楽しく笑顔を絶やさな
いのが最高の美容法」と、とびき
りの笑顔で答えてくれた。

左下／グエン・ティ・カム・ニュン／
Nguyen Thi Cam Nhung（25歳）
フオン川沿いのカフェで友達とお
茶をしていた。「毎朝、川べりの
ウォーキングは欠かさないの」と少
しはにかんで笑う。

グエン・ティ・カム・ニャット／
Nguyen Thi Cam Nhat（28 歳）
カフェで雨宿りをしていた、フエ市内
の中学校に勤めるアオザイ美人。

「野菜を多く摂るのが美容の秘訣」
とか。

心にプラ
ス

チャーディンヴージー／ Tra Dinh Vu Di
住所：Cu Chanh Village, Thuy Bang, Huong
　　　Thuy Dist., Thua Thien-Hue Province
電話：(054) 386 5703 / 094 848 9902
営業時間：7:00 〜 22:00
www.tradinhvudi.com.vn
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