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研究成果の概要（和文）：東アジアにおける朝鮮儒教の位相を解明すべく、従来の性理学から実学へという通説を再検
討する一方で、朝鮮王朝建国時にまで遡り、儒教的建国理念、鄭道伝と『朝鮮経国典』、『朱子家礼』の導入、徐敬徳
の理気論、16世紀朝鮮儒学者の人心道心説、李退溪と朝鮮心学、李栗谷と儒教の土着化、李匡臣の理気論、韓元震の王
陽明批判、李星湖の『孟子』解釈、丁若鏞の政治論、沈大允の歴史館、李炳憲と高橋亨、朴殷植の開化思想など、朝鮮
儒教を特徴づける重要なテーマの抽出に尽力し、その結果として、新たな朝鮮儒学史を記述する研究成果を積み重ねる
ことができたと考えている。

研究成果の概要（英文）：In order to clarify the phases of Korean Confucianism in East Asia, we have made 
lots of efforts to reexamine the common knowledge that Korean Confucianism has changed from Xing-li-xue 
to Shi-xue and have found many indispensable themes to characterize Korean Confucianism, such as 
Confucian ideas of founding a Choson dynasty, Chong To-jon and "Kyongguk-daejon", introduction of "Zhu Xi 
jia li", So Kyong‐dok's Li-qi-lun, ren-xin dao-xin shuo of Confucianists of 16th century, Li Toe-gye and 
Choson xin-xue, Li Yul-gok and creolization of Confucianism in Korea, Li Kwang-sin's Li-qi-lun, Han 
Wong-zin's criticism of Wang YangmIng, Li Soeng-Ho's interpretation of Meng Zi, Chong Yag-yong's views on 
politics, Sim Dea-yun's views on history, Li Byeong-heon and Takahashi Tohru and Pak Eun-sik's thought of 
civilization.

研究分野： 韓国思想史
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
日本国内における朝鮮儒教研究は、阿部

吉雄『日本朱子学と朝鮮』（1965）、高橋進

『李退溪と敬の哲学』（1985）以来、ほと

んど新たな研究成果が積み上げられてい

ないという惨憺たる状況にあった。さらに、

韓国における儒教研究が日本に紹介され

ることは殆ど皆無であり、その一方で、台

湾や中国における朝鮮儒教研究が急速な

高まりを見せていた。こうした東アジア各

国における朝鮮儒教研究の連携のない孤

立した研究状況を打破し、韓国、日本、中

国、台湾、香港において各国研究者が独自

の問題関心から進めている分散化した研

究状況を改善すべく、本共同研究を組織し

て、現在最先端の朝鮮儒教研究を行ってい

る優秀な研究者との真摯な学術交流を繰

り返す中で、朝鮮儒教研究の開放と交流、

そして基礎的学問レベルの向上を目指す

ことにした。 

 
２．研究の目的 

本研究は、朝鮮儒教研究を広く「東アジア

儒教研究」の中に位置づけ、従来の朝鮮儒教

研究が陥りがちだった欠点の克服を目指し

た。具体的には、（１）日本国内における朝

鮮儒教研究者を結集させるだけでなく、韓国、

中国、台湾、香港の朝鮮儒教研究者にも参加

を促し、現状における最高水準の研究を目指

す、（２）朝鮮儒教研究者だけでなく、中国

思想研究者や日本思想研究者にも参加して

もらい、朝鮮儒教の特質や位相を多角的に検

討し、ともすれば閉鎖的で学問的対話が進ま

ない朝鮮儒教研究を、「東アジア思想史研究」

の一環として開放することを目的とした。 
 
３．研究の方法 

東アジアにおける朝鮮儒教の位相を様々

な角度から検討するために、年２回の国際共

同研究集会を研究分担者の所属大学で開催

し、最先端の研究成果を大学院生等に開放す

るとともに、各種の研究集会やワークショッ

プ（中国厦門大学、中国武夷学院、韓国済州

島、香港科技大学）を開催し、つねに最先端

の研究を行っている国内外の優秀な研究者

との学術交流を推進し、研究レベルを高次に

保つことに留意した。 

 
４．研究成果 

 ５年間に及んだ本共同研究の成果として、

雑誌論文 45 件、学会発表 24 件、図書 22 件

を計上するに至った。さらに、現在本共同研

究の総決算として、①宮嶋博史・吉野誠・趙

景達編『原典 朝鮮近代思想史』全６巻（岩

波書店、2017 年 5月刊行開始予定）のうちの

第１巻「伝統思想と近代の黎明」、および②

『朝鮮儒教へのアプローチ』（岩波書店から

来年度出版予定）の編集作業に従事している。

二冊ともに、日本語で書かれる朝鮮儒教解説

書として前例を見ないものであり、本共同研

究の膨大な研究推進なしには企画し得なか

った研究成果であると自負している。 
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