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　梨本宮方子（なしもと
のみやまさこ）は、1901
年、皇族で大日本帝国陸
軍大将の父梨本宮守正
（なしもとのみやもりま
さ）王と同妃伊都子（い
つこ）の第一皇女として
生まれました。母伊都子
は、旧佐賀藩主でイタリ
ア大使であった鍋島直大
（なべしまなおひろ）の

次女。1916年、学習院女子中等科在学中の15歳の方
子女王と李王世子※1の19歳李垠（りぎん、イ・ウン）と
の婚約が発表されました。この結婚について、方子女
王が自らの婚約を知ったのは、避暑のため現在の神奈
川県中郡大磯町にある梨本宮家大磯別邸に滞在して
いた1916年8月3日の早朝、手元にあった新聞を何気
なく開いて記事を発見した際であったと言われていま
す。方子は大変ショックを受けましたが、父梨本宮守
正王から正式に婚約を告げられた時には、「よくわか
りました。大変なお役だと思いますが、ご両親のお考
えのように努力してみます」と答えたと言われていま
す。

　さて、この結婚がどのような背景で行われたかを知
るためには、当時の李氏朝鮮の状況をまずご説明する
必要がありそうです。

　李氏朝鮮は、1392年、高麗の武将であった李成桂が
反乱を起こし、明の洪武帝に朝鮮という名前をつけて
もらってできた王朝で、その成立時から、明の冊封国で
した。冊封国というのは、親分である宗主国に対して
朝貢、すなわち貢物をする代わりに家来として認めても
らい、軍事や外交においては宗主国に依存するという
関係にある国のことです。そのため、首都漢城（現在の
ソウル）の北西部には、迎恩門という明の使者を迎える
立派な門が造られ、そのそばには慕華舘（ぼかかん,文
字通りChinaを慕う館）という、迎賓館が建てられ、明
からの使者が到着するたびに李氏朝鮮国王は、そこま
で出かけて、三跪九叩頭（さんききゅうこうとう：三回
地面に跪いて九回額を地面に打ち付けてお辞儀をする
こと、臣下の礼）をすることがしきたりになっていまし
た。ところが、その後、北方の女真族の太祖ヌルハチが
1616年満洲を統一し、後金という国を建国し、それをつ
いだ息子の太宗ホンタイジが国名を清と変え、北から
漢城に攻め込み、1637年、16代李氏朝鮮国王仁祖に
三跪九叩頭をさせ、今後は明ではなく清が宗主国であ
ることを誓わせ、その印に、ソウルに大清皇帝功徳碑と
いう碑を建てさせました。その後、清は、1644年、明が
李自成反乱軍によって滅ぶと、賊軍を打つという名目
で万里の長城を南に超えて北京に入り、明に替わって

漢族を支配する満洲族の王朝を打ち立て、その後1911
年まで万里の長城の南北にまたがって大清帝国という
強大な国を作り上げました。こうして李氏朝鮮は最初は
明、次には清の冊封国であり続けました。

　李氏朝鮮の国内社会は、両班制度という厳しい身分
制度のもとで硬直腐敗した社会でした。支配階級であ
る両班たちは、働くことや体を使うことを卑しみ、金が
なくなると、富裕な農家などに手下を派遣して、難癖を
つけ、身代金を要求し、金を出すまで、梁に逆さ吊りを
したり、拷問をしたりして金を出させました。法律はな
く、地方の役人は、小金を持っている人を見つけると難
癖をつけては金をむしり取るのが常でした。このような
社会の中で、李氏朝鮮国王は、対立抗争を繰り返す有
力な両班一族の支配のための道具と化してゆき、実際
の権限は、勢道家と呼ばれる国王妃の父親となった両
班一族に握られていました。

　このような時に登場したのが野心家の興宣大院君
（こうせんたいいんくん1820−1898）でした。李垠（り
ぎん）の祖父、方子（まさこ）の義祖父にあたります。
本名は李昰応（イ・ハウン）。16代仁祖の8代目の子孫
で、先に述べたような理由で、朝鮮では、王族であるこ
とがわかると、有力な両班たちに取り込まれるか殺さ
れるかのどちらかの運命であったので、李昰応は、な
るべく目立たぬよう、ソウル市内で、市井のごろつき、
酔っ払いであるように振る舞いながら、機会を狙って
いました。1864年、25代哲宗が子供を残さず死ぬと、
李昰応はすかさず次期国王の命名権を持っていた大
王大妃に取り入り、自分の次男当時11歳の李命福（イ
ミョンフク）を第26代李氏朝鮮国王高宗に指名しても
らうことに成功します。次期国王として、王宮から迎え
の使者が家に来たとき、李命福は近所で友達と凧揚
げ遊びに夢中になっていたと言われています。こうして
国王の父となった李昰応は、大院君(王様のお父様）と
名乗り、国政の実権を握り、摂政として、偏狭な儒教主
義に基づいた独裁政治を始めます。キリスト教を弾圧
し、鎖国攘夷を実行し、日本に関しては、小中華主義の
立場から、「日本夷狄（いてき）に化す。禽獣（きんじゅ
う）と何ぞ別たん。我が国人にして日本人と交わるもの
は死刑に処せん」という布告を出しました。つまり、日
本人は人間以下の、獣（けだもの）であると宣言したの
です。こうして、最初のうち飛ぶ鳥を落とす勢いであっ
た大院君が致命的なミスを犯します。1866年、13歳に
なった息子の嫁として、幼くして両親をなくし、孤児と
なっていた閔玆暎（ミン・チャヨン、閔妃・ビンひ）とい
う娘を選んだことです。閔玆暎は、その後大院君の生
涯の敵として、1895年、殺されるまで、大院君と血で血
を洗う家内闘争を続けました。閔妃の夫で国王の高宗
は、もともと政治には興味がなく、11歳で国王となって
以来、酒色に溺れ、後宮で過ごすことを好み、閔妃との
婚姻の夜も、お気に入りの側室の部屋で過ごし、閔妃
の部屋には近づかなかったと言われています。無学で
王としてのしつけや学問、教育を受けていなかった高
宗は政治的には無能で、酒色を好み、父親の大院君や
妻の閔妃が存命中は、その時々、権力を持った方の言
うままに任せていました。高宗は、記録に残っているだ
けでも約14人の妻および側室を持ち、合計6人の息子
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と2人の娘(うち成人したのは息子3人と娘一人のみ)を
作りました。成人した子供のうち、正室閔妃との間に生
まれたのは純宗ただ一人でそれ以外は、全て側室との
間にできた子でした。

閔妃（びんひ、1851−1895）は、1866年、15歳の時一
歳年下の国王高宗と結婚、高宗との間に、のちの純宗
が産まれるまでに3回妊娠し、1回は流産、２回は出産
後すぐ死亡と、子供に恵まれず、舅の大院君から、健
康な男子の世継ぎを産めない嫁だと罵られていまし
た。（閔妃は高宗との間に生涯合計５児を妊娠しまし
たが、次男坧（ちょく、後の純宗）を除いて、いずれも 
１歳を迎える前に夭折しています。）そうこうするうち、
1868年高宗と側室の李順娥（りじゅんが）との間に
長子完和君（かんわくん）が産まれました。これを大
変喜んだ大院君は、完和君を世継ぎとしますが、高宗
の妻の閔妃は、これを認めず、大院君との壮絶な家内
闘争を始めます。1873年、閔妃は高宗が成人するや、
大院君を摂政の地位から失脚させて実権を握ります。
1874年、４度目の妊娠で次男坧（ちょく、後の純宗）
を出産すると、自分の親戚閔氏一族の力を借り、国費
を乱用して王宮内で呪術儀式を毎日のように行い、清
に巨額の賄賂を送り、自分の息子坧（ちょく）を世太子
（世継ぎ）と認定してもらうことに成功しました。1880
年、閔妃の息子坧の対抗馬完和君は12歳で殺害され
ます。大院君は、閔妃の義兄で最大の後援者であった
閔升鎬(ミン・スンホ）を1874年閔の自宅で爆殺し、こ
れに対抗して閔妃は、翌年11月大院君の兄興寅君の家
を襲撃させる事件を起こしました。1882年には、大院
君が裏で指揮をする壬午軍乱が発生し、閔妃は王宮で
襲われましたが、辛うじて身代わりをたててそれを殺さ
せ、自らは侍女に変装して王宮から脱出することに成
功しました。大院君は、閔妃を殺すことに成功したと
勘違いし、閔妃の国葬を公布して催し、国政を握り、閔
妃が進めてきた政策を全て反故にします。一方、閔妃
は忠清道の隠れ家から当時朝鮮総督をしていた清の
袁世凱（えん せいがい）に訴え、大院君を逮捕させて
北京に幽閉させます。大院君の追放に成功した閔妃は
ソウルに戻りますが、1884年、開化派の金玉均が指導
する朝鮮近代化を目指すクーデターが起きると、開化
派の政策項目の中に、大院君を北京から連れ戻すとの
項目があったことなどから、これに反対し、またもや袁
世凱の力で、このクーデターを押し潰し、首謀者金玉均

梨本宮方子

迎恩門　（ソウル）

（きんぎょくきん）を
捕らえて晒し首にしま
した。日清戦争が起き
ると、大院君は日本軍
の力をかりて閔妃から
政権を奪い、三度目に
政権に返り咲きます。
1995年4月下関条約
の後、三国干渉で、日
本が、ロシアなどの圧
力で遼東半島を返還
させられるのを見た閔
妃は、日本弱しと見て
ロシアに就くことを決 大韓帝国初代皇帝高宗（左）

及び2代皇帝純宗

※1　李王世子：李氏朝鮮王朝の王世子（皇太子）のこと
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定、1895年7月ロシア公使ウエーバーの力をかりて大院
君を追い落とし、政権を再び奪い返します。これに不
満な大院君は再度閔妃を亡き者にすることを企み、つ
いに、1895年10月、閔妃殺害に成功し、閔妃の死亡の
事実を隠したまま、閔妃の王妃としての地位を剥奪し、
平民とすることを宣言します。しかし、その後事実が明
らかになり、大院君は、その罪を問われて、自宅に幽閉
され、死亡します。

　国王として無能であった高宗は、閔妃と大院君とい
う二人の敵対する後見人をほぼ同時に失った結果、パ
ニックに陥り、1896年2月ロシア大使館に逃げ込み、ロ
シア公使館の中から国政を行うという前代未聞の行動
を取りました（露館播遷・ろかんはせん）。一年後にロ
シア大使館から出てきた高宗は、バツの悪さを隠す為
か、地に落ちた権威を取り戻そうとしてか、国名を大韓
帝国と変え、自ら初代皇帝を名乗ります。大韓帝国と
名前を変えたとはいえ、事大主義の体質は何も変わら
ず、政府にロシア人顧問を雇い入れ、秘密裏に鴨緑江
岸の土地をロシアの軍事基地使用目的で売り渡すな
ど、朝鮮半島へのロシア侵略を進める政策を次々に進
めました。これは、せっかく日清戦争で大国清の影響
を朝鮮半島から追い払ったと思っていた矢先の日本に
とって、清の代わりに大国ロシアを朝鮮半島に進出さ
せることになるため、これを容認することはできず、つ
いに日露戦争となりました。日露戦争中は、多くの朝鮮
人が日本軍を支持し、特に一進会という組織は、日本
軍の北進を支持する為、鉄道建設に15万人、軍需品の
輸送に11万５千人など合わせて約27万人の大量のボ
ランチアを提供しました。

　日露戦争の勝利後、1910年、大韓帝国と大日本帝国
は合邦しました。その際、大韓帝国皇族のうち、高宗、
純宗、純宗の妃、及び皇太子の李垠の4名は朝鮮貴族
となり、その後も貴族としての手厚い収入と保護を日
本国政府から受けました。高宗は1919年死亡、その息
子で2代大韓帝国皇帝の純宗も1926年に死亡し、純宗
には子供がいなかったので、高宗の第７子、純宗の異
母弟である李垠（イ・グン）が王位継承権一位となりま
した。高宗の第５子李堈（イ・ガン）は、金遣いが荒く、
王公家規範に違反するような行為が多かったと言われ
ており、第７子の李垠より年上であるにもかかわらず、

朝鮮貴族とは認められず、世太子とはされませんでし
た。李堈（イ・ガン）の長男李健（イ・ケン）は日本学習
院で教育を受け、陸軍士官学校を卒業し、方子の母方
の従姉妹である松平佳子と結婚しました。李健は陸
軍中将で終戦を迎え、日本国籍を取得、桃山虔一と名
前を変え、佳子と離婚、その後平民女性と再婚、クラ
シックカーの愛好家で、日本クラシックカー協会の会
長などを務めた後、1990年に死亡しました。李堈（イ・
ガン）の次男李う（イ・ウ：うは金偏に禺）は、日本陸軍
士官学校出身で日本陸軍将校として広島に住んでいま
したが、1945年8月6日朝、乗馬にて自宅から連隊に向
かう途中で広島市内で原子爆弾の直撃を受け、翌日死
亡しました。李うのお付きの兵士は日本人でしたが、そ
の日はたまたま乗馬の伴はしておらず、その死の責任
をとり自殺、李うの葬儀は8月15日、ソウルで行われま
した。日本人にとっては自国日本の敗戦の日という特別
な日であったにもかかわらず多くの日本人が参列した
といわれています。

　長い前置きになりました。李垠（イ・グン）は大韓帝
国初代皇帝高宗の第７子。母は高宗の側室の一人、
嚴善英（オム・ソンヨン）でした。母31歳の時、正室閔
妃に嫉妬されて、宮中から放逐されましたが、閔妃が
1895年殺害され、高宗が1896年2月ロシア公使館に
逃げ込むと、母嚴善英は高宗に伴ってロシア公使館に
入り、そこで李垠を懐妊しました。李垠は翌1897年誕
生しました。母43歳の時の出産でした。23歳年上の異
母兄の２代皇帝純宗に子がなく、20歳年上の異母兄李
堈（イ・ガン）は素行上王族不適格とされたため、李垠
は世嗣皇太子となりました。1910年、大韓帝国と大日
本帝国の合邦により、朝鮮貴族となりました。1919年、
父高宗死亡。皇太子李垠と方子の婚儀は1919年に予
定されていましたが、直前に義父である高宗が死亡し
たため1年間の喪に服し、1920年、結婚しました。方子
はこの時まだ学習院の学生であったと言われています。
この際、厳密には、非皇族の男性への降嫁となる為、女
王の身分をどうするかとの問題が生じましたが、これは
1918年皇室典範を改正することで、皇族女子の身分を
保ったまま王公族と結婚することが容認されることと
なりました。1921年、第一子晋（しん、ジン）が誕生しま
したが、翌年朝鮮訪問中に1歳で急逝しました。晋は毒
殺されたと考えられています。1926年、元第2代大韓帝

　赤坂プリンスホテル別館。李垠と方子が暮らした旧李王家邸  
     Bain Collection (CC BY-SA 3.0)

国皇帝純宗が死亡すると、李垠は李王となりました。
1927年から翌1928年まで欧州公式歴訪をし、その後、
二人は1930年に東京赤坂に新築された李王家邸に住
みました。ちなみにこの建物は第二次大戦後二人の所
有から離れ、1955年以降赤坂プリンスホテル旧館とし
て営業目的で使われるようになりました。1931年には
第二子玖（きゅう、グ）が生まれました。李垠は、その後
日本陸軍の中で昇進を続け、1940年陸軍中将、1941年
には陸軍第51師団長、1943年第一航空軍司令官など
日本帝国軍の中で主要な地位を占めました。1945年、
日本の敗戦により、アメリカ占領軍はそれまでの日本
および朝鮮皇族の地位を、天皇とその三人の弟を除い
て全て剥奪しました。方子はそれ以降朝鮮名の李方子
（イ・バンジャ）と名乗るようになりました。方子は旧朝
鮮籍のため無国籍となりました。1948年大韓民国大統
領となった李承晩（イスンマン、りしょうばん）は李朝の
直系子孫である李垠を警戒し、韓国への入国を認めま
せんでした。李垠と方子の息子李玖は1957年アメリカ
マサチューセッツ工科大学を卒業し、建築家となり、ウ
クライナ系アメリカ人のジュリア・マロックと結婚しまし
たが、その後離婚、子供はなく、李玖は2005年、父母の
家であった赤坂プリンスホテルに長期滞在中、心臓麻
痺で急死します。1959年米国滞在中に李垠は脳梗塞
で倒れました。李承晩が1961年の学生革命で倒れ、朴
正煕（パクチョンヒ）がクーデターで大統領になると、
李垠夫妻は1963年初めて韓国への帰国が許され、韓
国籍の取得も許されましたが、その時には李垠は脳梗
塞で寝たきりとなっており、1970年、病院で死亡する
までベッドを離れることはありませんでした。その頃か
ら方子は、韓国で精神的または身体的障害者に対する
教育および福祉活動に専念するようになり、韓国で障
害者の母と呼ばれて尊敬されるようになりました。李
垠の異母妹で、統合人格失調症にかかっていた、高宗
の末娘徳惠翁主（とくけいおうしゅ）の介護も方子はつ
ききりで行ないました。1989年徳恵翁主の死亡9日後
方子も死亡。享年89歳。韓国で準国葬級の葬儀が行
われ、日本からは三笠宮夫妻が出席されました。

　日本の皇族のお姫様として生まれ、韓日合邦後の
朝鮮皇太子李垠の妃となり、朝鮮貴族、軍人の妻と
して昭和の荒波に揉まれ、最後には、朝鮮人イ・バン
ジャとして韓国の障害者教育及び福祉活動に身を捧
げ、韓国民から尊敬されながらその生涯を全うした
女性の一生は、当時の日本及び朝鮮の姿を映す鏡と
なっています。

山﨑博       循環器専門医   
日米両国医師免許取得

デトロイト市サントジョン病院
循環器科インターベンション部長
京都大学医学部
循環器科臨床教授

循環器科

専門医

　山崎　博

日米両国医師免許取得。

１９８９年京大医学部卒業。トマスジェファーソン医科大学およびミシガン
大学で循環器科フェローシップ。北九州市小倉記念病院循環器科医長および
部長待遇を経て、現在地にて開業。アメリカ内科専門医、循環器科専門医、
インターヴェンション専門医。サントジョン病院インターヴェンション部
長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。

ローズビルオフィス（メインオフィス）
18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066 
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506

胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高
血圧、高コレステロール症その他各種心臓病でお悩みの方、
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。

クリントンタウンシップオフィス
15500 Nineteen Mile Road, Suite 330, 
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
http://www.eastsidecardiovascular.com/

Eastside cardiovascular
 Medicine, PC  -Roseville Office 

25195 Kelly Rd 
Roseville,  MI  48066
Tel: 586-775-4594     Fax: 586-775-4506

ソウルにある大清皇帝功徳碑
（三田渡碑）

伊藤博文と李垠（当時10歳）

李垠（左）と方子Kang Byeong Kee 
(CC BY 3.0)
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