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1
イ・サン－正祖
大王

2007 MBC 77話

イ･ソジン（イ・サン）、ハ
ン・ジミン（ソンヨン）、イ・
ジョン（テス）、イ・スン
ジェ（英祖）

演出：イ・ビョンフ
ン、キム・グノン/
脚本：キム・イヨン/
音楽：イム・セヒョン

朝鮮王朝史上最も愛された名君、
正祖の過酷な人生と功績、一途な
愛を描いた歴史エンターテイメント
ドラマ。

チャングムのイ･ビョンフン監督の
最新作。宮廷行事の記録画を担
当する図画署を初めて紹介。

2
 一枝梅～イルジ
メ

2008 SBS  20話

 イ・ジュンギ、パク・シフ、
ハン・ヒョジュ、イ・ヨン
ア、イ・ムンシク、キム・ソ
ンリョン

 監督・演出：イ・ヨン
ソク/脚本：チェ・ラ
ン/音楽：吉俣良

 17世紀の朝鮮王朝、権力者から財
宝を盗み、庶民の英雄として活躍
した義賊の悲運を描いたフュージョ
ン史劇。

史劇でありながら、現代社会にも
通じるエピソードが満載。

3 イルジメ外伝 2007 MBC 2話

チェ･シウォン（モンニョ
ン）、ソ・ジヘ（ヒャンダ
ン）、イ･ジス（チャンヒャ
ン）

監督：キム・サンホ/
脚本：キム・ジワ
ン、ミョン・チャンヒョ
ン

韓国の有名な古典「春香伝」と「イ
ルジメ」をモチーフにした、ラブコ
メ・フュージョン時代劇。

K-POPスター、SUPER JUNIOR
の一番人気チェ･シウォンの初主
演作！スタントなしのアクションは
必見！

4 王道 2001 KBS 34話

洪国栄：キム・ヨンチョ
ル、正祖：カン・ソグ、貞
純王后：キム・ジャオク、
シン・グ、パク・スネ

脚本：キム・ハンミョ
ン/演出：キム・ジェ
ヒョ

朝鮮時代中期、第22代正祖の腹
心として活躍した政治家で策士で
ある、洪国栄（ホン・グギョン）の栄
光と転落を描いた作品。

「イ・サン」の主要人物、ホン・グ
ギョンがどのように描かれている
のか？もうひとつの「イ・サン」とも
いえる作品。

5 王と妃 1999 KBS 186話

アン・ジェモ、チェ・シラ、
イム・ドンジン、ハン・ヘス
ク、シン・グ、チョン・テ
ウ、チェ・ジョンウォン

演出：キム・ジョンソ
ン/脚本 チョン・ハ
ヨン

朝鮮王朝初の嫡流継承の原則で
即位した5代文宗王から、9代王成
宗までを描いた大河。

同時代が舞台の「王と私」とは、
まったく違う歴史解釈。暴君、燕
山君の父母の描き方が正反対な
のも興味深い。

6  王と私 2007 SBS  63話

 オ・マンソク、ク・ヘソン、
コ・ジュウォン、チョン・
グァンリョル、チョン・イン
ファ、ヤン・ミギョン、ア
ン・ジェモ、チュ・ミンス、
ユ・スンホ

 監督・演出：キム・
ジェヒョン、ソン・
ジェソン/脚本：
ユ・ドンユン

 貧しい少年と王子が娘に恋をし、そ
の後王となった王子は娘を側室に
迎え、少年は愛と友情のため宦官
になる道を選ぶ、究極の愛の物
語。

ミュージカル界のスター、オ・マン
ソク、「花より男子」のク・ヘソンら
若手が主演。今まで描かなかっ
た宦官の愛をを描いた異色劇。

7 王の女 2003 SBS 42話
チソン、パク・ソニョン、キ
ム・ユソク、イム・ドンジン

監督・演出：キム・
ジェヒョン/脚本：
ユン・ジュンゴン

内乱や豊臣秀吉の朝鮮侵攻が相
次ぎ、混乱を極めた16末～17世紀
初頭の朝鮮王朝。女性たちの野望
が渦巻く韓国版「大奥」。

イ・ヨンエが演じたことでも知られ
るキム尚宮に、「チャン・ヒビン」の
パク・ソニョンが挑戦。

8
御史出頭！（オ
サチュルトゥ）

1999 KBS 21話
アン・ジェモ、ウ・ヒジン、
アン・ジョンフン、チョン・
フンチェ

監督：イ・ジェウ、ヤ
ン・キウン/脚本：
チョン・ギョンファ

朝鮮王朝時代に活躍した実在の
暗行御史パク・ムンスが、さまざま
な難事件に挑む姿を痛快娯楽歴
史劇！

近年人気のフュージョン時代劇
の先駆けともいえる作品で、コミ
カルなテイストが満載。

9 快刀-ホン・ギル
ドン-

2008 KBS 24話

カン・ジファン（ギルド
ン）、チャン・グンソク
（チャンフィ）、ソン・ユリ
（イノク）、キム・リナ（ウ
ネ）

監督・演出：イ・ジョ
ンソプ/脚本：ホン・
ミラン、ホン・ジョン
ウン

王位奪還の陰謀に巻き込まれた、
ならず者のホン・ギルドンが義賊と
なって悪官吏を懲らしめる痛快＆
号泣のフュージョン史劇。

韓国の英雄ギルドンを、ロックテ
イストで蘇らせている。奇想天外
な衣装やアクションが最高に楽し
める。

10
美賊イルジメ
（帰ってきたイ
ルジメ）

2009 MBC 24話

チョン・イル（一枝梅）、
ウォルヒ（ユン・ジンソ）キ
ム・ミンジョン（ジャミョ
ン）、チョン・ヘヨン（ペン
メ）

原作（漫画）：コ・ウ
ヨン/監督：ファン・
インレ/脚本：キム・
グァンシク

強きをくじき弱きをたすける、伝説
のヒーローのイルジメ(一枝梅)の活
躍を描いたフアンンタジー歴史劇。

現代を描写した画期的な導入方
式が斬新。劇中のナレーションも
面白い。

11 カクテギ 2004 KBS 2話

イ・インヘ（ヒョンドック）、
コ・ジュウォン（ガックド）、
ユ・ヘギョン、イ・ドクヒ、
チェ・ラン、サ・ミジャ

監督・演出：キム・
ウォニョン/脚本：
イ・ウンジュ

両班の箱入り娘ヒョンドックが作男
ガックドに一目惚れし、二人の愛の
話をカクテギ（大根キムチ）という伝
統的な食べ物を通したロマンチック
ファンタジー。

主人公男女の愚直な愛を、漬
かってないキムチにたとえると
は、韓ドラならではの手。愛を発
酵しさせて完成する不滅の愛が
見もの。

12  風の絵師 2008 SBS  20話

 パク・シニャン、ムン・グ
ニョン、リュ・スンリョン、ム
ン・チェウォン、ペ・スビ
ン、イム・ジウン、アン・
ソックァン、イ・イン

 監督・演出：チャ
ン・テユ、チン・ヒョ
ク/脚本：イ・ウニョ
ン/原作： イ・ジョン
ミョン

 18世紀に実在した天才絵師キム・
ホンドとシン・ユンボクが、絵画に秘
められた謎を解き明かしていく、歴
史アート・ミステリー。

“国民の妹”ムン･グンニョンが男
装の麗人！“キング・オブ・メロ”
のパク･シニャン初の歴史ドラマ
挑戦作が話題に。

13  風の国 2008 KBS  36話

 ソン・イルグク、チョン・ジ
ニョン、チェ・ジョンウォ
ン、パク・コニョン、チャ
ン・テソン、ハン・ジニ、
イ・ジョンウォン、キム・ヘ
リ

 監督・演出：カン・
イルス/脚本：チョ
ン・ジノク、パク・ジ
ヌ/原作：キム・ジン

朱蒙の孫で、高句麗第3代王で“孤
高の王”と呼ばれたムヒュル（無恤）
の生き様を壮大なスケールで描い
た歴史ドラマ。

韓国で累計100万部超ベストセ
ラー漫画が原作。「朱蒙」の脚本
家と「海神」の監督がドラマ化、
朱蒙を演じたソン・イルグクが主
演。

ナビコン『韓ドラ』ここが知りたい！ 韓ドラ早見表（歴史ドラマ編）
朝鮮王朝までそれ以降は現代ドラマ編へhttp://navicon.jp/feature/f0001.html
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14 漢城別曲 2007 KBS 8話

キム・ハウン（イ・ナヨ
ン）、イ・チョニ（ヤン・マ
ノ）、ジン・イハン（パク・
サンギュ）

演出：クァク・ジョン
ファン/脚本：パク・
ジヌ

朝鮮後期に首都漢城で発生した
謎の連続殺人事件を題材した異色
の政治ミステリー。

ヒロイン、イ・ナヨンが両班の一人
娘から官婢に、官婢から医女へ
と変わっていく波乱万丈な人生
は、見ごたえたっぷり。

15
宮廷女官-キム
尚宮

1995 KBS 52話

イ・ヨンエ（キム尚宮）、キ
ム・ギュチョル（光海君）、
イ・ボヒ（大妃）、キム・ボ
ソン（ウォンピョ）

演出：キム・ジェヒョ
ン

女官から権力の中枢にまで上りつ
めた烈女の一代記を、派閥と陰謀
渦巻く朝鮮王朝の宮中を舞台に華
麗に描いている。

「チャングムの誓い」でヒロインを
演じたイ･ヨンエが強烈な悪女と
して登場する。チャングムファン
には少々ショッキングかも。

16
宮廷女官チャン
グムの誓い（大
長今）

2003 MBC  54話
イ・ヨンエ、チ・ジニ、ホ
ン・リナ、イム・ホ

 監督・演出： イ・
ビョンフン/脚本：
キム・ヨンヒョン

 16世紀初めに、身分制度の壁を打
ち破り男尊女卑の封建社会の宮廷
で最高の地位にまで上り詰めた女
性の波乱の人生を描いたサクセス・
ストーリー。

歴史ドラマで始めてキャリア女性
が主人公になったドラマ。アジア
中に韓国歴史ドラマブームを
作った国民的作品。

17 巨万　金万徳 2010 KBS
韓国で
放送中

イ・ミヨン,ハン・ジェソク,
パク・ソルミ,ハ・ソクチン,
コ・ドゥシム

朝鮮王朝の妓女から最高の巨商と
なり、済州道が深刻な凶作に見舞
われると、私財を投じて飢えを解消
した実在の女巨商を描いたドラマ。

ドラマ「愛に狂う」以来、3年ぶり
のドラマ復帰のイ・ミヨンと、「冬ソ
ナ」のパク・ソルミの対決が見も
の。

18
光宗大王（クァ
ンジョテワン）

2002 KBS 94話

キム・サンジュン、チェ・
ジェソン、チョン・ヘジ
ン、ホン・リナ、ノ・ヨング
ク

脚本：イ・ファンギョ
ン

高麗王朝の始祖王建の息子として
生まれ、高麗の礎を築いた４代王・
光宗の半生を描いた傑作。

最高視聴率33.7％、主人公光宗
を演じたキム･サンジュンはＫＢＳ
演技大賞・最優秀演技賞を受
賞。

19  商道－サンド－ 2001 MBC  50話

 イ・ジェリョン、イ・スン
ジェ、キム・ヒョンジュ、パ
ク・インファン、チョン・ボ
ソク、キム・ユミ、ホン・ウ
ニ、ソン・ジェホ

 監督・演出：イ・ビョ
ンフン/脚本：チェ・
ワンギュ

 朝鮮王朝に実在した豪商イム・サン
オクの波乱万丈の人生を描いた歴
史経済ドラマ。

「チャングムの誓い」の監督、「朱
蒙」の脚本家の夢のコンビの傑
作。

20

 シークレット・
ルーム～栄華
館の艶女たち
～

2008 OCN  10話

ホン・ソヒ（ヨン）、ソ・ヨン
（メチャン）イ・イルファ
（ゲウォル）、チェ・フィ
リップ（ウン）

 監督・演出： キム・
ホンソン/脚本： ソ
ン・ミンジ、パク・
チェヒョン

 性に関して保守的だった朝鮮時
代。首都・漢陽にある「栄華館」に
いる絶世美人の妓生たちと、性的
に問題を抱えた人々の交流を描い
た異色のドラマ。

朝鮮時代版の「性クリニック」。美
しい女優たちの妖艶な演技が魅
力で、20代、30代の圧倒的な支
持を受けた。

21
新・別巡検-ビョ
ルスンゴム

2007 MBC 20話
リュ・スンリョン、オン・
ジュワン、パク・ヒョジュ、
アン・ネサン

監督・演出： イ・ス
ンヨン、キム・ビョン
ス/脚本：チョン・ユ
ンジョン、ファン・ヘ
リョン、ヤン・ジナ

混乱する19世紀末に連日起こる凶
悪事件を解決すべく、私服で隠密
捜査する別巡検（ビョルスンゴム）
の、正義感あふれる捜査を描いた
異色作。

朝鮮時代版「CSI：科学捜査班」
と呼ばれ、ケーブルTVで再放送
後にも人気が沸騰し、続編が作
られた。

22 善徳女王 2009 MBC 62話

イ・ヨウォン（トンマン）、
コ・ヒョンジョン（ミシル）、
パク・イェジョン（チョンミョ
ン）、オム･テウン（ユシ
ン）

演出：パク・ホン
ギュン、キム・グン
ホン/脚本：キム･ヨ
ンヒョン、パク･サン
ヨン

朝鮮史上初の女王となった新羅27
代善徳女王の波乱万丈の生涯を、
ドラマチックに描いた超話題作。

驚異の視聴率40％以上をたたき
出した。コ･ヒョンジョンの凄いある
悪女振りが大ブレイク。

23  千年の愛 2003 SBS  20話
ソン・ユリ、ソ・ジソプ、キ
ム・ナムジン、キム・サラ
ン

演出：イ・グァニ
 百済王朝、最後の王女が1400年の
時を超えて現代に降り立つフュー
ジョン史劇。

主役二人が揃って、古代と現代
の二人の人物を演じる。

24 千年の夢 2003 KBS 2話

ソン・イルグク（テサン）、
イ・ジョンギル（ヤン老
人）、イム・ホ（オプトン）、
キム・サラン（ポクトン）

監督：リュ・シヒョン

高麗末期、陶芸の息子として生ま
れながらも商人を目指す若者テサ
ンが、様々な葛藤を乗り越え、優れ
た陶工へ成長していく様を描いた
人間ドラマ。

人気史劇俳優が登場。男として
育てられるキム･サランの男装ぶ
りがかわいい。

25
 薯童謠－ソドン
ヨ－

2005 SBS  55話
チョ・ヒョンジェ、イ・ボヨ
ン、リュ・ジン、チョン・ソ
ンギョン

 監督・演出： イ・
ビョンフン/脚本：
キム・ヨンヒョン

韓国に古くから伝わる歌「薯童謡」
にまつわる「薯童と善花」の説話を
モチーフにした、百済の王と新羅
の姫の運命の愛と、熾烈な戦いを
描いた歴史ドラマ。

韓国版ロミオとジュリエット。三国
の中でも遺跡や史料が少なく謎
が多い百済王国を、ドラマ史上
初めて再現。

26 太王四神記 2007 MBC 24話
ペ・ヨンジュン、ムン・ソ
リ、イ・ジア、ユン・テヨン

演出：キム・ジョン
ハク/音楽：久石譲
/唄：東方神起

韓国に古くから伝わる「檀君神話」
をベースに、4世紀末の三国時代、
高句麗の広開土王タムドク王の、
波乱の人生と愛を描いたファンタ
ジー歴史大作。

ペ･ヨンジュン5年ぶりのドラマ復
帰作、制作費は430億ウォン（当
時約54億円）、企画構想3年、撮
影期間は2年以上の大作。
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27 大王の道 1998 MBC 34話

イム・ホ（思悼）、ホン・リ
ナ（恵慶宮）、ユン・ソナ
（ムン）、パク・グニョン
（英祖）

演出：ソ･ウォニョン
/企画：イ･ビョンフ
ン、イム･チュン

英明な王が、派閥を抑えられず
に、はめられて我子を殺してしまう
21代、英祖王と、イ･サンの父との
葛藤を描いた悲劇。

「チャン･ヒビン」と続けてみるとよ
り楽しめる。同じ時代背景を「イ･
サン」と違う解釈で描いている。

28
太陽人－イ・
ジェマ

2002 KBS 30話

チェ・スジョン（イ・ジェ
マ）、キム・ユミ（ソリ）、
ユ・ホジョン（ウニョン）、イ
ム・ホ（チェ・ムナン）、ペ
ク・ソンヒョン（ジェマ少
年）

脚本：キム・ハンミョ
ン/演出：コ・ヨンタ
ク

ホ・ジュンが執筆した「東医宝鑑」を
もとに四象医学を確立した19世紀
の医学者イ・ジェマの生涯を描いた
感動巨編。

韓国では平均視聴率22.4％。台
湾では、2004年TTVで韓国ドラ
マ史に残る快挙、地上波視聴率
NO.1記録！

29
タムナ～Love
the Island

2009 MBC 16話

イム・ジュファン（パク・
キュ）、ソウ（ボジン）、
ファン・チャビン（ウィリア
ム）、イ・ソンホ（ヤン）

原作：チョン・ヘナ

17世紀の済州島に金髪の青年が
漂着したことで始まるトラブルを描
いた物語に、実話を基に当事の時
代背景も鋭く盛り込んだフュージョ
ン史劇。

「宮～Ｌｏｖｅ in Palace」と「花より
男子」の制作スタッフが手がけ
た、トレンディー史劇。若手4人の
フレッシュな演技が見もの。

30
チェオクの剣
（茶母）

2003 MBC 14話
ハ・ジウォン、イ・ソジン、
キム・ミンジュン

原作：パン・ハッキ/
脚本：チョン・ヒョン
ス

正義と愛のために自らの命を投げ
出した一人の役所の下働きの女、
茶母（タモ）の壮絶な生き様を描い
た悲恋の歴史ドラマ。

歴史ドラマ初の新人3人が主演
の新感覚の歴史ドラマ。フュー
ジョン史劇のさきがけ。

31 済衆院 2010 SBS 36話
パク・ヨンウ、ヨン・ジョン
フン、ハン・ヘジン

演出：ホン・チャン
ウク、脚本：イ・ギ
ウォン

初の近代式病院“済衆院”を舞台
に、身分の違いを越えて、真の医
師として成功していく白丁の物語を
描いた時代劇メディカルドラマ

時代が近代なので、歴史ドラマ
ファン以外も楽しめる。「朱蒙」の
ハン・へジンと、「エデンの東」の
ヨン・ジョンフンの顔合わせに期
待。

32
 張禧嬪－チャ
ン・ヒビン

2002 KBS  100話
 キム・ヘス、チョン・グァン
リョル、パク・ソニョン、キ
ム・ヨンエ

監督・演出： イ・ヨ
ングク、ハン・チョ
ルギュン/脚本： カ

 ン・テワン 

朝鮮中期、家門の没落とともに宮
女となったオクチョンが、王妃から
転落の人生を歩むまでを、愛と野
望を忠実を基に時代考証で描いた
宮廷絵巻。

華やかな宮廷絵巻でなく、当時
の庶民の生活が見られる。映画
「チング」のユ・オソンのTV復帰
作。

33
張吉山-チャン・
ギルサン-

2004 SBS 50話
ユ・オソン、ハン・コウン、
キム・ヨンホ、チョン・ジュ
ナ

企画: チャン・ヒョン
イル/演出: パク・
ギョンリョル、ソン・
ジェソン/シナリオ:
イ・ヒウ

朝鮮王朝を舞台に活躍した義賊
チャン・ギルサンを主人公に、民衆
の生活と改革精神を描いたドラマ。

華やかな花美男の登場はない
が、「イ・サン」で活躍したテス役
イ・ジョンスが登場。歴史ドラマ初
出演作。

34 推奴（チュノ） 2010 KBS 24話

チャン・ヒョク、オ・ジホ、
イ・ダヘ、キム・ジソク、
イ・ジョンヒョク、コン・ヒョ
ンジン

監督・演出：クァク・
チョンファン、脚
本：チョン・ソンイル

朝鮮時代中期が舞台の、自由と正
しい生活を渇望する奴婢とその奴
婢を追う奴婢ハンターの話を描くア
クション時代劇。

韓国ドラマ初の映画用カメラで
撮った、HD1200万画素の高画
質映像の立体感あるアクションが
見もの。見事な腹筋俳優たちが
登場。

35
 朱蒙－チュモン
－

2006 MBC  第81話
ソン・イルグク、ハン・ヘ
ジン、キム・スンス、オ・ヨ
ンス

 監督・演出：イ・
ジュファン、キム・
グンホン/脚本：
チェ・ワンギュ、チョ
ン・ヒョンス

 2000年前の朝鮮半島を舞台に、若
き王子チュモンの誕生から大国・高
句麗を建国するまでの本格派大河
ドラマ。

総制作費400億ウォンを投じ、映
画並みのスケールで描かれたこ
の作品。視聴率35週連続1位の
快挙達成。

36
正祖暗殺ミステ
リー8日（チョン
ジョ）

2007 ＣＧＶ 10話

キム・サンジュン, パク・
チョンチョル, イ・ソノ,
チョン・エリ, キム・ソン
ギョム

監督: パク・ジョン
ウォン

派閥争いが激化する中、今なお人
気の22代王、正祖の暗殺を

ケーブルTV初の大型史劇。速い
展開、若い俳優たちの新鮮な演
技が見もの。

37
千秋太后（チョ
ンチュテフ）

2009 KBS 78話

チェ・シラ、キム・ソック
ン、イ・ドクファ、キム・ホ
ジン、チェ・ジェソン、シ
ネ

演出：シン・チャン
ソク、ファン・イン
ヒョク/脚本：ソン・ヨ
ンモク、イ・サンミ
ン、カン・ヨンナン

大国、高句麗を取り戻そうという理
想を抱き、外勢の侵略に立ち向か
う女傑、千秋太后の波乱万丈の人
生を描く大河ドラマ。

「海神」のチェ・シラも凄かった
が、この千秋太后役のカリスマ演
技も見事！

38 チョン・ヤギョン 2009 OCN 8話

パク・ジョジョン、イ・ヨウ
ン、ホン・ソクチョン、
チョ・サンギ、チャン・ドン
ミン、チョン・ヤン、クォ
ン・ヒョク

正祖イ・サンの右腕として活躍した
実在の人物、チョン・ヤギョンを主
人公にした新感覚の歴史推理ドラ
マ。

朝鮮王朝に名探偵シャーロック
ホームズ並の推理。1話完結で、
毎回豪華ゲストが登場する。

39
大祚榮（テジョヨ
ン）

2006 KBS 134話
チェ・スジョン、チョン・ボ
ソク、イ・ドクファ、ホン・ス
ヒョン、パク・イェジン

プロデューサー：
チャン・ヨンチョル、
脚本：キム・ジョンソ
ン、ユン・ソンシク

高句麗末期、渤海国建国を目指し
た英雄テジョヨンの一大記を、迫力
満点の戦闘シーン、テ・ジョヨンを
巡る2人の女性とのラブ・ロマンスな
どを描いた超大作！

「朱蒙」「淵蓋蘇文（ヨンゲソム
ン）」と並ぶ高句麗の英雄伝。中
国の広大な風景は圧巻！



4/5

 navicon(2011/3/9）

タイトル 放送年 放送局 話数 主なキャスト（役名） スタッフ あらすじ 見どころ

ナビコン『韓ドラ』ここが知りたい！ 韓ドラ早見表（歴史ドラマ編）
朝鮮王朝までそれ以降は現代ドラマ編へhttp://navicon.jp/feature/f0001.html

40
太祖王建（テ
ジョワンゴン）

2008 KBS 200話

チェ・スジョン、キム・ヨン
チョル、ソ・インソク、キ
ム・ヘリ、パク・サンア、ヨ
ム・ジョンア、キム・ガプス

演出 キム・ジョンソ
ン、カン・イルス/原
作 イ・ファンギョン/
脚本 イ・ファンギョ
ン

統一新羅の勢力が衰え、高麗によ
る半島の統一を果たした初代皇帝
王建の激動の生涯を描いたドラ
マ。

最高視聴率60.2％！高視聴率
男チェ・スジョンの熱演は200話も
あっという間。

41
鉄の王 キム・ス
ロ

2010 MBC 32話

チソン、コ・ジュウォン、
カン・ビョル、ソ・ジヘ、
イ・ピルモ、ユ・オソン、
ペ・ジュンオク

演出：チェ・ジュン
ス、チャン・スボン、
脚本：キム・ミスク

伽耶建国の祖“キム・スロ”の一代
記を描いた大型歴史ドラマ。

「善徳女王」ユシンのルーツの
国。初めてドラマのメイン舞台に
なる国。鍛冶場の様子は圧巻。

42  大望－テマン－ 2002 SBS  26話
チャン・ヒョク、ハン・ジェ
ソク、ソン・イェジ、イ・ヨ
ウォン

演出：キム・ジョン
ハク、 脚本：ソン・

 ジナ 

18世紀の朝鮮半島を舞台に、豪商
の息子である二人の兄弟がそれぞ
れの利益のために激突する。

「太王四神記」の演出家キム・
ジョンハクと脚本家ソン・ジナが
手を組んだ、企業ドラマ。

43
大王世宗（テワ
ンセジョン

2008 KBS 86話

キム・サンギョン、キム・ヨ
ンチョル、チェ・ミョンギ
ル、イ・チョニ、イ・ジョン
ヒョン、イ・ユンジ

プロデューサー：キ
ム・ソングン/脚本：
ユン・ソンジュ

朝鮮王朝時代の最高のリーダー
で、国字のハングルを創り出した名
君の、激動の生涯を描いた歴史大
河ドラマ。

製作費20億円！2008年韓国グラ
ミー賞、KBS演技大賞で数々の
賞を受賞作。

44
トキメキ☆成均
館ｽｷｬﾝﾀﾞﾙ

2010 KBS 20話
ユチョン、パク・ミニョン、
ユ・アイン、ソン・ジュンギ

原作：チョン・ウン
グォル/脚本：キム・
テヒ/演出：キム・
ウォンソク

朝鮮王朝、正祖王の時代、弟の代
わりに男装して成均館で学問を学
ぶヒロインと、イケメンエリートたちと
の胸キュンストーリー。

JYJ（元東方神起）のユチョンが初
のドラマ主演作とあって、放送前
から話題。ユチョンは演技大賞3
冠受賞。

45
東医宝鑑-
ホジュン真実
の生涯－

1991 MBC 14話
ソ・インソク、チェ・ブラ
ム、イ・ウンギョン、キム・
ヨンリム

監督 ：イ・ジェガプ
朝鮮王朝時代の医書「東医宝鑑」
を完成させた名医・ホジュンの生涯
を綴ったドラマ。

同じMBC「許浚（ホジュン）」と同
じ主人公。両方見比べると面白
さ倍増。

46 同伊（ドンイ） 2010 MBC 50話
ハン・ヒョジュ、チ・ジニ、
イ・ソヨン、ペ・スビン

演出:イ・ビョンフ
ン、キム・サンヒョ
プ、脚本:イ・ヨン

賎民出身の後宮・淑嬪崔氏の波瀾
の人生を描いた作品。息子を名君
英祖王に育て上げるまでの教育法
を描いている。

巨匠イ・ビョンフン監督が、ハン・
ヒョジュの全ての作品をモニター
して撮影に挑んだというほどの意
欲作。新しいヒョジュに会えそう。

47 女人天下 2001 SBS 150話

 カン・スヨン、チョン・イン
ファ、パク・サンミン、キ
ム・ジョンウン、ト・ジウォ
ン、キム・ヘスク、イ・ボ
ヒ、イ・ドクファ

監督・演出： キム・
ジェヒョン/脚本：
ユ・ドンユン

生来の美貌と知恵で多くの男性を
魅了し、王妃の右腕となって国を
動かす巨大な権力を掴んでいく、
韓国版「大奥」＋超スケール大河ド
ラマの決定版！

登場人物が200人以上を超大
作。悪女好き、ドロドロ好きにたま
らない作品。

48 ハン・ミョンフェ 1994 KBS 104話

イ・ドクファ（ハン･ミョン
フェ）、ソ・インドク（世
祖）、キム･ヨンナン（仁粹
大妃）、イ･ミヌ（燕山君）

演出：キム・ジェヒョ
ン/脚本：シン・ボン
スン

朝鮮王朝前期に長きにわたり君臨
した策士、ハン・ミョンフェの波乱の
生涯を描いた大作。

冴えない男が、王朝を動かすま
での策士になる過程は、現世で
も参考になるかも。

49
必殺！最強チ
ル

2008 KBS 20話

ムン・ジョンヒョク=エリック
（チル）、ユ・アイン（フク
サン）、ク・ヘソン（ソユ
ン）チョン・ノミン（スンぐク

脚本：ペク・ウンチョ
ル

昼は義禁府の下級官僚だが、夜は
最強の刺客に変身し、次々と悪を
断つヒーロー、チルの活躍を描い
たファンタジーアクション史劇ドラ
マ。

日本の「必殺」シリーズの韓国版
リメイク。歌手グループ・神話の
リーダー、エリックが主演。

50 武人時代 2003 KBS 158話
ソ・インソク、イ・ドクファ、
キム・フンギ

演出：チョン・ヨン
チォル、シン・チァ
ンソク、ユン・チャン
ボム/脚本：ユ・ドン
ユン

高麗史上もっとも激動期だった時
代に、一時代を築いた3人の武人
の物語。

無骨な歴史の英雄たちをベテラ
ン俳優たちが好演。

51  ファン・ジニ 2007 KBS  24話
ハ・ジウォン、チャン・グ
ンソク、キム・ジェウォン、
ワン・ビンナ

 監督・演出： キム・
チョルギュ/脚本：
ユン・ソンジュ

韓国文学史上に女流詩人として名
を残した、美貌の名妓ファン・ジニ
の愛と芸術的才能を描いた歴史ド
ラマ。

妓生たちの支度部屋でのトーク
は、まるでオフィスの女子社員の
トークそのもの。

52
不滅の李舜臣
（イ・スンシン）

2004 KBS 104話

キム・ミョンミン（イ・スンシ
ン）、チェ・ジェソン（ウォ
ンギュン）、イ・ジェリョン
（ユ・ソンリョン）

原作：金キム・フン/
演出：イ・ソンジュ、
ハン・ジュンソ/脚
本：ユン・ソンジュ、
パク・ヨンスク

豊臣秀吉の朝鮮出兵で、日本軍と
たたかい勝利を収めた韓国の英
雄、イ・スンシン将軍の生涯を描い
た歴史スペクタル。

「ベートーベンウィルス」のキム・
ミョンミンの出世作。日本歴史
ファンも引き込む面白さ。
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53 海神（ヘシン） 2004 KBS 51話

チェ・スジョン、ソン・イル
グク、スエ、チェ・シラ、
パク・ヨンギュ、キム・ガプ
ス、キム・アジュン、イ・ヨ
ニ、ソ・ドヨン、ペ・スビン

監督・演出： カン・
イルス/脚本： チョ
ン・ジノク、ファン・
ジュハ

統一新羅時代に東アジアの海上を
制圧し、国際貿易を主導した実在
の英雄チャン・ボゴの半生と、彼の
生涯のライバル、ヨムジャとの死闘
を描いた歴史ドラマ。

「三国史記」には、謀反を画策し
た卑しい身分の海島人として記
されている人物のベールを剥い
だ一大スペクタル。

54 ホ・ギュン 2000 KBS 58話

チェ・ジェソン、チョン･ド
ンファン、ハ・ダソム、キ
ム･ミョンス、チェ･ジョン
ユン

脚本 ソン･ヨンモ
ク、監督 イ・サンウ

当代きっての名家に育ち、秀でた
文才を持ちながら、庶民のために
生きた、時代の風雲児ホ･ギュンの
一代記。

スター俳優は登場しないが、「快
刀！ホンギルドン」にも登場する
洪吉童を主人公にした小説を書
いた、実在の人物の男気が見も
の。

55 牧民心書 2000 KBS 82話

イ・ジヌ、キム・ギュチョ
ル、
キム・ソンリョン、ピョン・ヒ
ボン、チョン・ムソン、パ
ク・ムン、カン・インドク

原作：ファン・イン
ギョン/監督：キム・
ハクスン、シン・
ジェグク他/脚本：
ユン・ヨンス、イ・
ヒャンヒ他

朝鮮王朝22代正祖王の寵愛をうけ
た実学者チョン・ヤンギョンの波乱
の人生を描いた作品。

「牧民心書」は、生涯600冊以上
執筆したとも言われるチョン・ヤ
ギョンが、民の上に立つ官僚が
守るべき心得を記録した有名な
著書。

56 許浚（ホジュン） 1999 MBC  64話

 チョン・グァンリョル、ホ
ン・チュンミン、ファン・ス
ジョン、キム・ビョンセ、
イ・スンジェ

 監督・演出：イ・ビョ
ンフン/脚本：
チェ・ワンギュ

 朝鮮王朝時代に“朝鮮一の名医”
と呼ばれ、東洋医学にも大きな影
響を与えたホ・ジュンの波乱の人生
を描い宮廷医官の感動のヒューマ
ンドラマ。

最高視聴率63.7％で、歴史ドラ
マではナンバーワンの視聴率。
イ・ビョンフンの最高傑作との呼
び声も高い。

57
洪吉童-ホン・ギ
ルドン-

1998 SBS 16話

チャン･ドンゴン、キム・
ソックン、キム・ウォニ、パ
ク・サンア、 イ・ジョンウォ
ン、キム・サンジュン

脚本：イ・ハノ
腐敗官僚から財物を盗んでは貧民
に分け与えた義賊ホン・ギルドンの
活躍を描いたドラマ。

主人公のギルドンは、ハングルで
書かれた最古の小説に登場する
英雄。

58
洪國榮（ホン・グ
ギョン）

2001 MBC 40話
キム・サンギョン、 チョン・
ウンイン、イ・テラン、 チョ
ン・ソヨン

監督:イ・ジェガブ
朝鮮王朝22代正祖王の右腕となっ
たホン・グギョンの波乱の人生と愛
を描いたドラマ。

ドラマ「イ・サン」にも登場する実
在の人物。物語の展開がスピー
ディーで飽きない。

59
幻の王女チャ
ミョンゴ

2009 SBS 39話

チョン･リョウオン（チャミョ
ン）、チョン・ギョンホ（ホド
ン王子）、パク・ミニョン
（ラヒ）

プロデューサー：
ホ・ウン/演出：イ・
ミョンウ/脚本：チョ
ン・ソン

古代朝鮮、祖国のため愛した男を
倒す宿命を背負った王女と、愛の
ために祖国を裏切るもう一人の王
女、高句麗の王子が繰り広げる悲
劇。

古代朝鮮で女性が主人公に据
え、ワイヤーアクションやＶＦＸを
ふんだんに使ったフュージョン史
劇。

60 明成皇后 2001 KBS 124話

ムン・グニョン=幼少期、
イ・ミヨン=中期、チェ・ミョ
ンギル=晩年 （明成皇
后）

演出：ユン・チャン
ボム、シン・チャン
ソク/脚本：チョン・
ハヨン

王妃でありながら、暗殺 されるとい
う悲劇的な最期を遂げる美貌の、
朝鮮王朝末期26代王の王妃の物
語。

閔妃と呼び、日本では悪女とし
て知られる彼女を、明成皇后と
呼び聖女として描かれている。

61 名家 2010 KBS 16話
チャ・インピョ,ハン・ゴウ
ン,キム・ソンミン

監督・演出：イ・ウン
ボク、チョン・ウソン
脚本：ペク・ヨンス
ク、ユン・ヨンス

仁祖王の時代の丙子胡乱で家門
が没落するが、祖父の遺志を継
ぎ、慶州チェ氏12代300年に渡る
富の土台を作ったチェ・ククソンの
一代記。

慶州で最高級の伝統酒「校洞法
酒」を製造している慶州崔家の
礎をいかにして築いたのかビジ
ネスドラマと見ても見ごたえたっ
ぷり。

62 妖婦　張嬉嬪 1995 SBS 63話

チョン・ソンギョン（禧
嬪）、イム・ホ（粛宗）、キ
ム・ヨンエ（大王大妃）、
キョン・ミリ（王大妃）

監督・演出：イ・ジョ
ンス、脚本：イム・
チュン

その美貌で王を虜にし、自らの野
望を追い求めた稀代の三大悪女と
して誰もが知る張禧嬪を描いたドラ
マ。

キム・ヘスの演じた同名作品に比
べ、流血も少なく、史実により近
いストーリーで。、落ち着いて視
聴できる作品。

63
淵蓋蘇文（ヨン
ゲソムン）

2006 SBS 100話
イ・テゴン、ユ・ドングン、
パク・イナン、チョン・ドン
ファン、イ・ヒョジョン

演出：イ・ジョンハ
ン、脚本：イ・ファン
ギョン

大国・唐の2代皇帝を敗退させた高
句麗の英雄、ヨンゲソムンの波乱に
満ちた生涯を描いた歴史スぺクタ
ル。

青年期のヨンゲソムンを演じた
イ・テゴンの爽やかさと、壮年期
のユ・ドングンの貫禄ある演技が
見もの。

64  龍の涙 1996 KBS  159話

 キム・ムセン、ユ・ドング
ン、チェ・ミョンギル、キ
ム・ヨンラン、キム・フン
ギ、カン・インドク、パク・
ビョンホ

 監督・演出： キム・
ジェヒョン/脚本：
イ・ファンギョン

「威化島回軍」クーデターから、ハ
ングルを発明した世宗王までの朝

 鮮王朝激動期の政権争い、肉親
同士の確執、女達の策略などを描
く人間ドラマ。

韓国で最高視聴率49.6％を記録
し、のちの“歴史ドラマの歴史を
作った作品”として、金字塔を打
ち建てた。


