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研究成果の概要（和文）：本研究は、次の研究成果を挙げた。第一に、日本、韓国、中国・台湾

等の東アジアにおけるイマヌエル・カントの平和論及び哲学の現状と課題を解明した。第二に、

カント平和論研究の東アジアの国際的ネットワークを構築した。第三に、日本、韓国、中国・

台湾におけるカント哲学の今後の課題を解明することができた。第四に、東アジアにおけるカ

ント哲学及び平和論の現代的意義の国際的共同研究の重要性を明らかにすることができた。 

 
研究成果の概要（英文）：This study raised the following research results. First, I clarified the 

current status and issues of theory of peace and the study of philosophy of Immanuel Kant 

in East Asia, i.e. Japan, Korea, China, and Taiwan. Secondly, I built the international 

network of the peace study of Kant in East Asia. Third, I was able to elucidate future 

problems of Kant’s philosophy in Japan, Korea, China, and Taiwan. Fourth, I could 

illuminate the importance of the international cooperative study of Kant’s philosophy and 

contemporary significance of theory of peace in East Asia. 
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１．研究開始当初の背景 

（１）研究開始当初の当該研究状況 

①２１世紀においてカント哲学及び平和

論研究は、グローバルな規模で進展し、その

今日的意義についても注目されてきた。 

②それにもかかわらず、東アジアの韓国、

中国・台湾等の東アジアの漢字文化圏では、

日本の当該研究との関連も含め、当該領域の

研究の現状や研究者相互の国際的な共同研

究のネットワークも存在しなかった。 

③その結果、東アジアにおけるカント哲学

及び平和論研究は、欧米等にみられるような

活発な研究交流を欠き、相互の研究成果の公

表の機会もないまま、日本、韓国、中国・台

湾の特定地域内で個別的に進められていた。 

 

（２）研究代表者の研究状況 

①そうした状況の中で、研究代表者は、研
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究開始当初の数年前に韓国・ソウル市内の中

央大学校において開催された韓国カント学

会で日本人として初めて講演する機会を得

た。 

②また、その直後に拙著『カントを読む』

（岩波書店、平成１５年刊行）の韓国語訳が

企画され、台湾では研究代表者は、その数年

前に国立政治大学等で講演する機会を得て、

一定数の台湾のカント研究者との面識を得

た。 

 ③さらに中国では、２００４年から中国語

版カント著作集が全９巻の予定で刊行が開

始された。また、研究代表者は、その間、中

国の哲学研究者との研究面での接触を得る

機会を得た。 

 

（３）東アジアの国際的共同研究の展望 

①そこで、本研究代表者は、こうした急速

に進展する東アジア文化圏におけるカント

哲学及び平和論研究状況に着目した。 

②研究代表者は、漢字文化圏における先進

国ともいうべき日本のカント研究者であり、

岩波書店版カント全集の企画・編集者で訳者

も務めた実績を踏まえて、この機会にカント

研究及び平和論の現代的意義の国際的共同

研究を実施しようと意図した。 

 

 

２．研究の目的 

（１）研究目的の意図 

①研究代表者は、国際化の中で、カント哲

学、特に平和論の現代的意義への着目が盛ん

な欧米の研究状況を踏まえて、東アジアの研

究状況の把握の重要と意義に着目した。 

②そこで本研究では、漢字文化圏に属する

日本、韓国、中国・台湾におけるカント哲学

及び平和論の現状と課題、意義を解明するこ

とを目的とした。 

 

（２）研究目的の狙い 

①日本、韓国、中国・台湾には一定数のカ

ント研究者及び平和論研究者が存在するに

もかかわらず、相互の当該領域にかんする研

究交流がまったくなかった。 

②そこで研究代表者は、本研究目的として、

当該の研究課題として上記の諸国の研究者

間の連携を図り、相互の国際的共同研究のネ

ットワークを構築することにした。 

 ③それとともに漢字文化圏に属する韓国、

中国・台湾におけるカント哲学及び平和論の

現状と課題、意義を解明するために、これら

の国で刊行されている当該の基礎文献、特に

一次文献の収集と翻訳を行い、そのリストの

作成を目的とした。 

 

 

３．研究の方法 

（１）初年度の研究方法 

①初年度は、韓国、中国・台湾におけるカ

ント研究上の基礎文献の収集に努めた。 

②研究代表者は、特に平和論の観点を考慮

して、当該諸国の研究者の協力を得て、カン

トの一次文献と二次文献の収集を重点的に

行った。 

 

（２）二年目の研究方法 

①研究代表者は、二年目には、初年度に収

集した諸国の関連資料の翻訳・紹介・研究・

整理等に重点的に取り組んだ。 

②研究代表者は、そのために当該の韓国、

中国・台湾の研究者との研究交流を進め、そ

の機会を活用してアドヴァイス等も積極的

に受けた。 

 

（３）最終年度の研究方法 

①研究代表者は、最終年度には、これまで

の研究成果を踏まえて、韓国、中国・台湾に

おけるカント哲学及び平和論に関する共同

研究及び研究成果公表のための研究会また

は国際学術会議の開催を計画した。 

 ②それによって、韓国、中国・台湾におけ

る当該研究の国際的共同研究の構築とその

成果を共有できるように試みた。 

 

 

４．研究成果 

（１）研究の主な成果 

①研究代表者は、韓国、中国・台湾におけ

るカント哲学及び平和論研究の一次文献及

び二次文献の多くを収集し、当該の研究者の

協力を得て、韓国語及び中国語の日本語訳を

行い、その主要な文献のリスト化を実現した。 

②研究代表者は、韓国、中国・台湾で開催

された国際学術学会に多数回出席し発表し

て、相互の研究成果の共有と情報交換を行う

ことによって、カント哲学及び平和論研究者

との研究上の連携を強化し、その国際的ネッ

トワークを構築することが可能となった。 

③従来の漢字文化圏における日本、韓国、

中国・台湾における独自に研究され、相互に

没交渉の当該研究領域での研究の現状と成

果、そして直面する課題について、ある程度

の相互理解が実現できた。 

④さらに研究代表者の著作『カントを読

む』及び編集したカント文献『カント事典』

（弘文堂、平成９年刊）の２冊の日本語文献

の韓国語訳を実現することができた。それに

よって、韓国における日本のカント研究及び

平和論研究の一定部分を韓国の研究者に翻

訳・紹介する機会を得た。 

⑤これらの研究成果を蓄積した結果、日本、

韓国、中国・台湾における本研究目的を滞り

なく実施することができた。 

 



 

 

（２）得られた成果の国内外における位置づ 

けとインパクト 

①本研究による韓国、中国・台湾でのカン

ト哲学及び平和論の国内外の重要な位置づ

け及びインパクトは、何よりもカントの永遠

平和論と韓国の国民的英雄とされる安重根

の東洋平和論との比較研究にある。この研究

成果によって、国内外、特に韓国、中国にお

ける安重根の平和思想を解明することがで

きた。 

②その結果、研究代表者による研究成果は、

現在の韓国及び中国の安重根の平和思想の

新たな指針を提供することになった。例えば、

韓国人の研究者が執筆した著作の日本語訳

書、姜昌萬監修『図録・評伝 安重根』（日

本評論社、統一日報社編、2011 年 4 月刊）で

は、研究代表者の安重根の平和思想、特にイ

マヌエル・カントの永遠平和論と安重根の東

洋平和論との比較研究が紹介され、高い評価

を受けている。本書の刊行により、日本にお

ける安重根の東洋平和論とイマヌエル・カン

トの永遠平和論との関係について、国内でも

広く社会的に知られる機会を得た。 

③研究代表者は、研究目的実施中の２０１

０年５月にイタリア・ピサ市で５年に一回開

催される第１１回国際カント学会で、招待講

演者の一人として、アジアの視点からカント

の世界市民主義の意義にかんする講演を行

い、その反響が５月２８日付のドイツの新聞

で紹介されるという成果を得た。 

④このように、本研究の成果は、国内では

研究代表者が会長職を務めた日本カント協

会の機関誌等でも扱われ、国外では、当初の

研究目標を超えて漢字文化圏だけでなく、欧

米でもカント研究者の間に大きなインパク

トやカント哲学及び平和論研究に重要な意

義と研究上の役割を与えることができた。 

 

（３）今後の展望 

①今後の展望としては、第一に本研究目的

で掲げた韓国、中国・台湾におけるカント研

究の成果を長い伝統のある日本の当該研究

との関連から位置づけ、漢字文化圏における

日本、韓国、中国・台湾における文化的差異

と共通性の両面から、カント哲学全体に拡大

して考察することにある。 

②そのためには、漢字文化圏におけるカン

ト哲学全体の翻訳・受容の影響作用史の研究

が不可欠となる。 

③この新たな研究課題の遂行のためには、

本研究の遂行の過程で構築した漢字文化圏

におけるカント哲学及び平和論の研究者の

ネットワークが重要な役割を果たすはずで

ある。 

④それに加えて、今後の当該研究は、漢字

文化圏における日本、韓国、中国・台湾にお

ける独自の歴史的・社会的文脈の中で発展し

てきた哲学や諸思想等との相互連関の研究

の視点も明らかにできるであろう。 

⑤今後の研究は、これまで以上に当該研究

領域の国際的共同研究の活性化をもたらす

はずである。 

⑥さらに最終年度に企画して、福島第一原

発事故の影響により実現できなかった企画、

すなわち韓国、中国・台湾のカント研究者と

ともに、研究代表者は、日本での共同研究の

国際シンポジウム等の開催を望んでいる。 
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