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10）マーガレットとデージー（ヒナギク＝雛菊） 

マーガレットはキク科の多年草で、原産地はカナリア諸島である。茎は高さ60cm～

1m に達し、やや肉質で鮮緑色または灰緑色の葉は、深く裂けめが入る羽状複葉で

互生し、先端が尖る。春から初夏にかけて、茎頂部の葉腋から花茎を出して、径約 5～
7cm の頭上花をつける。一つに見えている一重咲きの花は、実は小花が多数集まった

もので、これはキク科植物の特徴となっている。この小花はその形状から『舌状花』

(ゼツジョウカ)と『管状花』(カンジョウカ)と呼ばれる花弁からできている。また

マーガレットの舌状花は白色、管状花は黄色が普通であるが、中には舌状花が黄色の

ものや八重咲の品種もある。茎は多数に分枝して茎の基部は古くなるにつれて木質化する。 
学名は『Chrysanthemum frutescens』で、｢Chrysanthemum｣は、｢chrysos＝黄金の｣と､ 
｢anthemon＝花｣との合成語で、英語でもキクを意味しており、種小辞は低木状のという

意味である。日本での別称としてはモクシュンギク、キダチカミツレ、マクレツ、マーク

などさまざまで、この中には茎の基部が木質化するところから呼称となったものが多い。 
マーガレットがヨーロッパに伝わったのは 16 世紀の中頃、もしくは 17 世紀の終り

頃といわれ、それ以前にマーガレットと呼ばれていたのは他の植物で、ヒナギクで

あることが多い。このためか日本でもヒナギクとマーガレットは混同されてきた。

和名の起こりは、イギリス名の『marguerite』によるもので、これはまたギリシャ語

の『margaritês』に由来し、その意味は｢真珠｣である。この美しい白い花を海の真珠        

にたとえたのだろう。しかしこれには異説もあり、ヨーロッパでは 7 月 20 日の聖

マルガレータの日近くに開花するからという説もある。ちなみに聖マルガレータは

異教徒の神官の娘として生まれたが、キリスト教信仰を捨てようとしなかったために

父親に勘当され、後に『六聖人』の一人に数えられた女性で、ドラゴンを象徴として

いることで、ヨーロッパでは広く知られている。 
マーガレットは各国でキク科植物の名称になっていることが多く、ヨーロッパでも

別称の多い植物である。ドイツでの呼称も『Margarete』で、別称として「小さな        

ガチョウの花」「メアリーの花」「無数の魅惑」「牧場の真珠」「愛の測定器」などと

呼ばれており、愛の測定器とは恋に悩んだ娘が、花弁を一つずつむしりながら、

愛してる、愛してない、愛してる、愛してない…と繰り返し、 後の花弁がどちら

になるかで恋の行く末を占ったことから名付けられたものである。映画の1シーンでも

よく見られる光景だが、読者の中にもこんな恋占いをした方も多いことだろう。 
さてヨーロッパでは英仏百年戦争(1338～1453 年)末期の頃、フランスにジャンヌ･

ダルクが出現してイングランド軍を苦しめたが、イングランド王のヘンリー6世(1422
～61年在位)はまだ８歳だった。その後10歳のときパリのノートルダム大聖堂で戴冠式

を行ない、フランス王シャルル7世の王妃の姪に当るマーガレット･オブ･アンジューと

結婚するに及んで、英仏はしばしの休戦状態に入る。彼女が紋章に用いていたのも、
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マーガレットだったといわれている。当時はヨーロッパに自生する耐寒性のフランス

ギクやヒナギクは総称してマーガレットと呼ばれていた。これが各種に分離されるのは

ずっと後のことなのである。またこの花は彼女に限らずマーガレットと名のつく多くの

女性の花となっており、フランスではフランソワ1 世(1515～47 年在位)の姉マルグリート

も、フランソワ2世(1559～60年在位)の妹マルグリートもこの花を紋章にしていた。 
一方デージー(ヒナギク)の学名は『Bellis perennis』で、｢Bellis｣は美しいと言う

意味、｢perennis｣は｢多年性の｣と言う意味である。そしてこのべリスとは木の精で

あるニンフ「べリデス」のことで、ギリシャ神話では緑の芝生の上でダンスに興じて

いると、春の神｢ウェルトゥムス｣が彼女を見初めて、両腕でしっかりと抱きしめよう

とする。ところが彼女はこれを拒絶して、天の助けにより小さなデージーの花に

なったと伝えられている。一方ローマ神話では人間の乙女に恋したキューピッドが、

別れの時に愛を見守ってくれた草たちに、記念として贈った星から生じた花とされ、

ウェールズでは「trembling star」(恐ろしい星)と呼ばれている。 
ところでこの『英仏百年戦争』であるが、当時のヨーロッパは現代から見ると、

複雑怪奇な時代であった。14 世紀といえばまだ封建制まっただ中であったから、

いまだ国家意識もまた国境も定かではなく、それぞれの地方を治める領主が、自分

たちの利益のために、合従連衡を繰り返しており、血縁関係のあるものが敵味方に

なって戦うことも日常茶飯事であった。このため王権といえども必ずしも安定した

ものではなく、特に血縁のみによる外国支配は不安定を極めた。百年戦争はこうした

不安定な血縁による外国支配を背景にして、王家どうしの争いが発端になっている。

ヨーロッパの中世を知るためには、こうした時代背景をまず知っておく必要がある

だろう。またジャンヌ･ダルクの人間像も定かではなく、現在我々が物語などにより

記憶しているジャンヌ･ダルク像は、後世 19 世紀のいわば国家意識高揚の時代に

作り上げられたもので、必ずしも史実に基づくものではない。しかし彼女がオルレアン

市の攻防戦で活躍したことは確かで、これを契機にイングランド軍はオルレアンから

撤退することとなった。この功績によりジャンヌ･ダルクはフランス王シャルル 7 世の

ランスでの戴冠式に列席し、以後ヴァロワ王家の『神の証人』として、シャルル7世の北

フランス諸都市巡行にも同行した。しかし彼女はやがて異端の嫌疑により捕えられ､

1431年に焚刑に処せられた。この時彼女はまだ19歳か20歳の若さだったという。 
百年戦争はイングランド優位の時代、フランス優位の時代が何度となく繰り返された。

その理由は、相互の婚姻関係によるもの、国王の統率力や、広くヨーロッパへの勢力

分布と、新たに起こってきた産業に対する認識の違いなど、様々な要因があった。

とりわけ、イングランド王エドワード3世(1327年～1377年在位)はフランドル地方との

羊毛取引に強い興味を抱いていた。当時イギリスでは羊毛の生産が増大し、フランドル地方

が 大の輸出市場であり、羊毛の輸出関税は議会の課税承認に縛られないイングランド

王家 大の収入源だった。ここに目を着けたエドワードは百年戦争に入る以前から、まず
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ドイツ皇帝、 次いでライン及びネーデルランド諸侯と攻守同盟の約束を取り付け、

フランドル諸侯との同盟関係を強化し、同地方に対する宗主権を認知させたのである。

当時フランドル地方は毛織物工業が隆盛を極め、ガンや隣接するブルージュは中世商業

の一大中心地で、エドワードは経済の掌握を目論んでのことだった。 
このために戦況は終始エドワード優位に進展し、その後1356年の『ポワティエの戦』

において勝利して、12世紀中葉に、かのジョン失地王が失った旧アンジュー領を回復

したのである。その後、小競り合いは何度かあったもののエドワードが亡くなって後、

約半世紀に亘って休戦状態は続いた。しかしエドワードが苦労して奪取したアンジュー領

も結果的には一時的なもので、再びフランスのヴァロワ家が支配するところとなり､

次の時代をリードしたのはフランス王シャルル 5 世だった。しかしシャルルの死後、

フランスは王族諸侯による王政後見の時代に入り、その後国内の対立は内戦にまで発展し

てしまう。これに目を着けたイングランド王ヘンリー5世はノルマンディーを占領して、

再びイングランド有利の時代に入った。しかし 1420 年になるとフランス東北部の

フランドル地方を支配したブルゴーニュ公フィリップ 2 世は、もともと羊毛の取引に

おいて、イングランドとは深い関わりがあったところから、イングランド王家との

同盟策を提唱し英仏両王家の和睦に努めた｡ その甲斐あって両国は条約を締結して､

ヘンリー5 世はフランス王女カトリーヌと結婚したのである。その後 1422 年にシャルル

6世、ヘンリー5世が相次いで他界したが、生まれたばかりのヘンリー6世がイギリスと

フランスの王を兼ねることとなり、英仏連合王家が成立、前述のようにパリで戴冠式

を行なったというわけである。ところがフランス内部にくすぶっていた内部対立はいまだ

継続中で、これをいさぎよしとしないアルマニャック派は、ヴァロワ朝のシャルル 6 世

の末男だったシャルル(後のシャルル 7 世)を擁し、ロワール河畔のブルージュ(前出

のフランドルのブルージュとは異なる)に臨時政府を樹立した。 
百年戦争のクライマックスともいうべき1429年のオルレアンの攻防戦は、ヴァロワ朝

にとってはまさに危急存亡の時だった。そしてこの時突如として現れたジャンヌ･ダルク

だったのである。彼女の活躍は、ヴァロワ朝にとっては有利に作用したが、シャルル7世

はイギリスとの戦争よりも、羊毛地帯のネーデルランドに支配権を持ったブルゴーニュ公と

の和解に熱心で、1435年ヴァロワ、ブルゴーニュ両家の和解に成功したのである。 
英仏百年戦争は結果的には、ギエンヌ地方の争奪戦だったわけだが、この地方が

ワインの産地であることは興味深い。ワインは羊毛と並んで当時の大事な輸出品だった

から、英仏両王家の争奪の的となったのだろう。今では、シャトー･ラトゥールや

シャトー･マルゴー、シャトー･ラフィット･ロットシールトなど、高級ワインの産地

としてよく知られている。 中でもロットシールトはルイ 15 世とその愛人である

ポンパドゥール夫人が好んで飲んだといわれている。またラトゥール(Ｐ.10の写真参照)
は、塔の上に一匹の獅子をいただいたマークのワインとしてよく知られ、実際にもこの

シャトーには塔がそびえ、百年戦争のときには当時の城主がこの塔に宝物を隠して
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戦争に加わり、ついに帰らなかったという伝説が残されている。シャトー･マルゴー

は百年戦争時にはイギリス王エドワード 3 世の手に委ねられていたこともあった。

フランス王がギエンヌ地方に固執したのも､ワインと無関係ではないだろう。また

アンジュー領のロワール川流域は良質な白ワインの産地でもある。 
 しかしアンジュー領の中央を流れるロワール川一帯は、ワインよりもむしろ美しい

古城がある地方として知られ、無名なものを含めると 100 を超える。中でも有名なの

はフランスの歴代王の狩猟館として建てられた『シャンボール城』で、狩猟のための

猟犬や鷹が無数に飼われていたと伝えられている。この城には彫刻やレリーフが施された

無数の塔や鐘楼が立ち並び、800 以上の柱と 365 本の煙突が、優雅でしかも重厚な

デザインを造り出している。この他ロワール川支流シェール川にその美しい影を映す

『シュノンソー城』。さらにはモンテーニュが随想録を記し、カルヴィンが宗教改革を

唱えた頃、サン･バルテルミーの大虐殺の首謀者だったアンリ･ド･ギュイスが、暗殺

されたところとしても名高い『ブロワ城』。この他にもロワールの要塞として川面を

見下ろすショーモン城。同じくロワール川の支流アンドル川の中洲に建って｢ロワール

の真珠｣と称せられた『アゼー･ル･リドー城』など、枚挙にいとまがない。中でも

シュノンソー城は 6 人の女性が城主となった城としても名高い。特に 16 世紀中葉

ディアーヌ･ド･ポワティエはフランス宮廷史に名を残した美女で、フランソワ 1 世の

愛妾だった。その後フランソワが亡くなると父の跡を継いだアンリ 2 世も、19 歳年上

だった彼女を愛人として迎え、このシュノンソーの城を与えたといわれている。城内

に残されているディアーヌ･ド･ポワティエの壮大な庭は彼女が作らせたものである。 
 ところがこのアンリ2世のもとにフィレンツェのメディチ家から、まだ14歳だった

カトリーヌ･ド･メディシスという若い妃が嫁いできた。彼女こそが後に宗教史上に

名高いサン･バルテルミーの大虐殺を命じた張本人である。この時、前述のアンリ･ド･

ギュイスとともに新教徒を圧迫し、数万のプロテスタントを殺害したといわれている。 
 さて、その後アンリ 2 世は騎馬上槍試合で不運にも右目を貫かれて重傷を負って 
不慮の死をとげる。死の間際ディアーヌは王を見舞いに来る。カトリーヌは「死に

いたる王は王妃のもの。どうかお引き取りを!」といってディアーヌを追い返した

という。さらにカトリーヌは王の死後、彼女からシュノンソー城を取り上げたうえに、

『ショーモン城』に追放してしまう。そしてディアーヌが築いた庭園の反対側には

『カトリーヌの庭』を築いて、絶世の美女ディアーヌへの憎しみを現わした。彼女は

以来この城で毎晩舞踏会を催し、吟遊詩人を招き、道化役者にパントマイムを演じさせ、

心のわだかまりを晴そうとしたと伝えられている。カトリーヌはシェール川に橋のような

建造物を築いたが、これは故郷であるフィレンツェのアルノ川にかかる『ポンテ･

ベッキョ』のイメージを表現したものだったという。また現在のフランス料理の基礎は、

多くのものがカトリーヌと共にメディチ家から伝えられたといわれている。 
 その後フランス王はカトリーヌの長男、次男が短い間に入れ代わり、権謀術数が
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渦巻く中、三男アンリ 3 世が即位する。しかしこの王も暗殺され、カトリーヌも波乱に

富んだ69年の生涯を閉じて、ヴァロワ王朝は断絶する。ただ一人だけ残されたアンリ 
3世の妃ルイーズ・ド･ロレーヌは、当時の喪服である白い衣装(01-01-06スノードロップ

の項参照)を身にまとい、この城にひき籠もっていたために、人々はルイーズを『白い夫人』

と呼んだという。一方、絶世の美女として常に権力の傍らで生涯を送ったディアーヌは、

不慮の死をとげたアンリ 2 世が亡くなって 7 年後の 1566 年 4 月故郷アネの自分の城

で67年の数奇な生涯を静かに閉じたと歴史は伝えている。 
百年戦争は歴史的には、 封建時代真っ只中の英仏間の国鏡紛争過ぎなかったが、

英仏相互に得るものは乏しかった。ただ国境も国家意識も乏しかった時代から、この

百年を通して、国家意識に目覚めた次の時代を準備する一方、封建制の崩壊看取って

来た。この百年の間にヨーロッパ全域に黒死病(ペスト)が大流行して、農民人口が

著しく減少した結果、農民の地位が相対的に向上し、貨幣経済の進展とともに、労役

や賦役、更には年貢などの金納化が次第に進み、封建制の根幹が揺らぎ始めた。そして

次の時代に新大陸が発見され、大量の銀がヨーロッパに流れ込み、労役や賦役などの

銀納化が急速に進むと、封建制はもろくも崩壊した。百年戦争の初期はペストの大

流行時代。末期にはルネッサンスが 高潮に達して、新しい芸術観が生まれ始めていた

時代でもあった。この百年もヨーロッパの歴史においては激動の百年だったのだろう。 
もう一つこの時代で注目すべきは、羊毛の取引を通してイギリスとフランス東北部の

フランドル地方、さらにネーデルランドが盛んに交易を行なっていた点である。前述

のようにイギリス王家は議会の承認なしに羊毛の輸出関税を得て、これが大きな収入

源になっていたが、フランスのブルゴーニュ公も当時から羊毛に対して強い関心を示し、

隣地ネーデルランドへの膨張を試みた。当時、羊毛生産はいわば 先端の産業で、

イギリスでは低温でかつ湿潤な気候が幸いして、すでに良質の羊毛を生産していた。

一年を通じて気温が低く、霧の発生による比較的高い湿度が高品質の羊毛を育てていた

のである。この自然条件はドーバー海峡を挟んで反対側のフランドル地方ともよく

似ていた。 時代はやや後になるのだが、新大陸が発見されると前述のごとく大量の銀

がヨーロッパにもたらされた。ではヨーロッパからの輸出品が何であったかと言えば、

この羊毛だったのである。 当初、羊毛はスペインの高原地帯から調達されたが、絶対量

が不足してくると先進国イスパニアは、ネーデルランドやフランドル地方のものを

取込んでゆく。つまり真っ先に世界の海に船出して、当時の先進国だったイスパニアは、

オランダ商人を介してこの地方の良質な羊毛を大量に仕入れて新大陸へ輸出し、莫大

な富を築いていったのである。オランダがやがて独立し、世界の海へ船出する契機と

なったのは、イスパニアのいわば下請として、羊毛の取引に早くから手を染めてきた

ことが、要因になっていたことを忘れてはならないだろう。しかし新大陸の開拓が奥地

へ進むにしたがって、その量を賄うことができなくなり、オランダの商人も新たに下請

が必要になってきた。これに応えたのがイギリスだったのである。そして羊毛取引を
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通してイスパニア、フランドルに隣接するオランダ、さらにやや遅れてイギリスが世界

の覇者に名を連ねて来る。 初は後進国だったイギリスが、やがて抜きん出て来る

契機となったのは、ネルソン提督率いるイギリス海軍が 1588 年にイスパニアの無敵

艦隊を撃破して以来のことだった。これを境にイギリスは世界の制海権を手中に収め、

今度はオランダと覇権を競うようになる。世はまさに女王エリザベス 1 世のもと、

シェークスピアが活躍した時代であった。 
一方オランダは 1556 年一時的にイスパニア領となったが、まもなくハプスブルグ

家の支配を脱して 1581 年には独立を勝ち取り、1600 年には『ニウポールの海戦』で

イスパニア海軍を撃破し、その頭角を現してきた。この事件は歴史的にはイスパニアが、

世界の海から退いて行く前兆でもあったのだが、オランダはイギリスに次いで 1602 年

には東インド会社を設立、またイギリスに先駆けて国立アムステルダム銀行を創設

するなど、近代国家としての体裁を急速に整えて行く。ちょうどヴァン･ダイクや

ルーベンスが活躍した時代である。しかし 1652 年以来 3 回に及ぶ英蘭戦争により体力

を消耗し、オランダ人のアメリカ植民の根拠地ニューアムステルダムが、イギリスに割譲

されるにおよび、同地はニューヨークと改名され、新大陸での優位性は奪われた。

このためオランダはその後、アジアの経営に専念して、日本にも交易を求めてやって

来る。これが長崎出島での交易が始まった背景で、ケンペルやシーボルトが来日する契機

でもあった(01-04-13コデマリ、02-05-04紫陽花の項参照)。 
しかし羊毛産業は産業革命の進展とともに、鉄工業さらには化学工業や機械工業

の時代に変わり、19世紀の後半になると鉄や石炭などの鉱物資源に恵まれたアメリカ

やドイツが台頭してくる。特にアメリカは南北戦争という内乱を切り抜けると、

ずば抜けた鉱物資源や石炭、石油といったエネルギーを背景にして、 国力を増して

来る。またドイツは鉄や石炭に加えて化学工業の発達が目覚ましく、にわかにその

頭角を現して来る。そして世界に先がけたイスパニアは、新大陸の経済成長と反比例

して没落し、ヨーロッパの勢力図は大きく塗り替えられて行くのである。 
 激動する時代の中でマーガレットは人々の心を慰め、同じ名前の女性たちはその

歴史を、後方で支えてきたのだろう。話は長くなったが、日本にマーガレットが

伝わったのは明治になってからで、大正時代になると幅広く栽培されるようになった。

今では房総半島や伊豆半島などの海を見下ろす斜面で春 3 月ともなると可憐な花を

咲かせている。砂質壌土を好み寒さには弱いものの、白い絨毯を敷きつめたように

見事な花をいっせいに開く。繁殖は5～6月頃に挿し芽を行ない、秋になったら定植する。

連作を嫌うので毎年土を入れ変える必要がある。マーガレットは経済栽培されること

も多く、フレーム内で加温して、冬のさなかに咲かせて出荷する。 近ではお正月の

花としても人気があり、5 月頃まで花屋さんの店先を飾っている。また背の低い小苗

を繁殖させて、鉢植えとしても販売されており、入手するのも簡単で、公園など

では花壇の縁などにもよく植えられている。 
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マーガレットといえば白い花と思っていたが、 近ではこんなピンク系の可憐なマーガレット

も登場している。花はとかく、より華やかなものへと改良されてゆくのだろう(園芸種）。 

 
マーガレット、それともデージーの花、園芸品種にはこんな美しい花もある。 
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花屋さんではすべてマーガレットとして販売されているが、もはやマーガレットの面影はない。 

デージーの遺伝子が入っているのだろう。品種改良は時には人を欺くような気がしないでもない。 

 
デージーの花、ここでは分類は別にして、花の美しさと世界歴史の複雑さをご理解いただきたい。 
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1926 年に醸造されたラトゥール。この年、画家モネが亡くなり、コクトーが活躍した時代であった。

ニューヨークで株が暴落し、世界恐慌に突入した３年前のものである。（サン・アド坂根進氏遺品）。 

故坂根進氏に関しては（05-02-26）、故開高健氏と故坂根氏の関係に関しては(04-02-04)を参照。 



花の縁 01－03－10  

                             

10

10 

 
シュノンソー城と手前はディアーヌが築いたという庭園.。城の一部分はロワール川の支流である

シェール川にかかった橋状になっている（上、下の写真とも Wikipedia より借用）。 

これが川の方向から見たシュノンソー城で、フランスの古城の中でも も美しい城の一つ

である。400 年にわたって女性が居城した城として歴史にその足跡をとどめている。 
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こちらがディアーヌがカトリーヌに追いやられたショーモン城である (Wikipedia より借用）。

この城は 1560 年以来カトリーヌ・ド・メディシスの資産となったが、彼女はこの城に

多数の占星術者を滞在させて、占いをさせたという。中でも有名な話は、かの占星術師

ノストラダムスが、この城でカトリーヌに未来の情景を映し出すことが出来る鏡を見せて、

ヴァロワ朝の終焉がすでに迫っていると、カトリーヌに知らせたという。このエピソード

は有名な話だが、この予言が真実となったことは本文で解説したとおりである。 

 カトリーヌは夫アンリ2世が死去すると、その権限を駆使して、シュノンソー城を合法的に

奪い返そうとする。そしてディアーヌに無理やりにショーモン城を売りつける。ディアーヌは

この際、短い期間ではあったが、このショーモン城に滞在したという。 

 カトリーヌの没後、シュノンソー城はアンリ 3 世の妻ルイーズ・ド･ロレーヌが相続する。

ルイーズは夫の暗殺を知ると、本文記述のとおり喪服に身を包み城内で過ごした。その後

シュノンソー城は1624年にアンリ4世の愛妾ガブリエル・デストレが居城した。その後は

ルイーズの相続人であったヴァンドーム公セザール・ド・ブルボンとその妻ヴァンドーム公爵

夫人フランソワーズ･ド･ロレーヌの資産となり、ヴァロア朝の遺産として代々引き継がれた。 

 しかし1720年になるとブルボン公ルイ・アンリがこのシュノンソー城を買い取った。そして

彼は少しずつ城の調度品を売却。このため素晴しい彫像の多くがヴェルサイユ宮殿に納められる

事となった。さらには土地そのものもクロード・デュパンという大地主に売却された。この城も

そして城の居住者も歴史の変遷に押し流されて、数寄な運命に翻弄され続けたのである。 

 長い歴史を経て、シュノンソー城もショーモン城も今では世界遺産に登録され、訪れる観光客

は数多いが、その豪華な美しさに目を奪われて、この悲しい歴史に思いを馳せる者は少ない。 
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マーガレットにやってきたトラフシジミ。この蝶は全国に生息するものの、確実に多産する

ところはない。食樹はフジやクズなどのマメ科植物やリンゴなどである(埼玉県寄居町）。 

 
マーガレットの花にやってきたウスバシロチョウ(栃木県塩谷町)。 
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マーガレットの近縁種はこんなところにも育っている。もともとの祖先はきわめて普遍的

な種だったのだろう(長野県安曇野市）。 

 
花屋さんではこれもマーガレットとして売られている(埼玉県深谷市）。 
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こんなマーガレットの花も…。しかしこれは一般的に覚えやすいマーガレットの名で売られて

いるだけなのかもしれない。タイと関係のない魚も○○タイというのと似ている(栽培品)。 

近縁種のノースポール。北アフリカから欧州が原産で、学名は『Chrysanthemum paludosum』。   
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近縁種のカントウヨメナ、ただしこちらの方は秋咲きで、野菊といわれる部類に入るもので

ある(東京都文京区東京大学大学院理学系研究科附属植物園=以下小石川植物園と表記）。 

 

フランスギクは本来のマーガレットの近縁種で、学名は『Leucanthemum vulgare 』(小石川植物園）。
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似たような花ゆえ、どれもこれもマーガレットと呼んでいるが、これこそがマーガレット。 
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ディアーヌ・ド・ポワチエの肖像画（ウィキペディアより借用）。 

フランソワ 1 世は愛人であったディアーヌに、息子アンリの家庭教師役を命じ、彼に上品

な振る舞いを教えるよう促したという。またアンリは早く母親を亡くしていたために当初は

ディアーヌを母親のように慕っていたらしい。アンリがフランス国王アンリ 2 世になると、

彼女に絶大な信頼を寄せ、フランスのクラウン・ジュエルを預けたり、彼女の故郷であった

アネに彼女の城を建てたり、王妃であるカトリーヌも欲しがっていた美しいシュノンソー城を

ディアーヌに与えたほどであった。ディアーヌは知性、政治的洞察力に優れた女性だったようで、

この点では玄宗皇帝の寵愛を受けた『楊貴妃』に似ている。アンリ 2 世は多くの公式書類で

さえもディアーヌに任せ、2 人の名を併せて“HenriDiane”と署名することさえ許したほど

だった。彼女はアンリ 2 世の愛人であると同時によきブレーンであったとも言えようか。 
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フランソワ・クルーエによる絵（ウィキペディアより借用）。 

アンリ2世の愛人であったディアーヌと王妃カトリーヌは遠縁関係にあり、カトリーヌの母方

の祖父は、ディアーヌの父方の祖母と兄弟関係にあった。しかも親子ほど歳が離れていた

こともあり、王妃といえども、ディアーヌの前ではまったく無力に近かった。このことが 

カトリーヌの嫉妬心を一層のこと増幅させたようで、アンリ 2 世は臨終の折、ディアーヌの

名を何度も叫んで彼女に会いたがったが、カトリーヌはこれを無視し続けた。しかもアンリ2世

が亡くなるとカトリーヌは、アンリが彼女に与えたもののリストを作り、これらを変換するよう

求めたという。この物語は1956年に映画化され、ラナ・ターナーがディアーヌ役を演じている。  
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カトリーヌ・ド・メディティス

(ネットより借用） 

アンリ2世の死後、彼女はディ

アーヌをショーモン城に追い

やり、権力の座につくが、その

後も幸せなものではなかった。 

3 人の息子は相次いで世を去り、

ヴァロワ王朝は断絶する。 

 しかしフランスの料理も香水

もそしてファッションも彼女が

メディチ家から持参したもの

だった。 

 

 

 

 

アンリ2世の肖像 

(ネットより借用） 

まだ幼いころ父親がスペイン

のカール5世軍の捕虜となった

ため、父親の身代わりとして兄

とともにスペインに送られる。

アンリはこのときまだ7歳で、

ディアーヌに別れを惜しんで

スペインへ旅立ったという。

12歳で帰国を許されディアーヌ

から教育を受ける。兄は18歳の

ときに球技を行なった後急死、

アンリが王太子の称号を受け、

27歳のときに王位に着く。しかし

40歳のときに不慮の死を遂げる。

この頃、日本では戦国時代真っ

只中、秀吉と信長の時代だった。 
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カトリーヌ・ド・メディティスの肖像画(ネットより借用） 

  彼女はサンバルテルミーの大虐殺を行なった張本人として、歴史の教科書に登場するが、この

虐殺の首謀者は次男のシャルル９世とも、ギーズ公アンリとも言われている。当時のフランスは改革派

とカトリックとの間でしばしば小競り合いがあり、政情は不安定を極めた。彼女は 14 歳でフランス

王家に嫁ぎ、多くの子供に恵まれたが、息子たちは相次いで暗殺されたり、夭逝したりで、安らぐこと

はなかった。そして彼女の死後8 ケ月でアンリ３世が暗殺され、ヴァロア家は断絶した。目次に戻る 


