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１．はじめに― 研究目的と研究経緯 

         

院生連携研究プロジェクト院生代表  

東京学芸大学連合学校教育学研究科 

社会系教育講座 川上 和宏（Ｄ２） 

 

 

■研究目的 

本研究の主題は、「生活共同空間としてのコミュニティと文化形成の関係性に関する

共同研究」である。2011年以後、東日本大震災をきっかけとして、コミュニティへの関

心が高まっているといわれる。近年コミュニティは、「すでにある帰属先の集団（引用

者注：「排他性や同質性を含む共同体」）というよりも、「相互行為や協働の積み重ねに

よって」形成されるものとして理解されはじめ、日本においては、とくに何らかの問題

を抱える地域（地方や過疎地等）でその関心や実践が活発になっているという。 

その背後には、４つの要因がある。①市場や国家への信頼性の低下から自らが当事者

として関与し、制御できる具体的な関係への期待、②国家による生活保障の後退から、

相互配慮の関係性への期待、③熾烈な競争原理の働かない、非道具的で持続的な関係へ

の希求、④これまでの成長志向の生活/活動様式とは異なった様式への志向、の４点で

あるという1。こうした傾向は、成長志向であった既存の社会・制度の枠組みやあり方に

対する批判ないしオルタナティブなあり方を求めて、コミュニティという具体的な人間

関係から、新たな実践が生まれてきているのだと言える。そうした実践は、例えば、部

活や読書会・勉強会など具体的に共同する場を運営の中に内在させたコミュニティ・カ

フェの存在や、地方の活性化とも結びつきアーティストが共同生活をしながら芸術活動

に取り組むアーティストヴィレッジ、またルームシェアやコレクティブハウスといった

共同生活空間の存在などがあげられるだろう。とくに若年層の非正規雇用化・雇用不安

定化が進むなか、自分たちの生活を共同により成り立たせながらも、競争原理や道具的

な関係ではない、人間関係や活動、組織の在り方そのものの探究が、今後より一層希求

されると考える。 

こうしたコミュニティ志向の社会背景を考慮に入れながら、本プロジェクトで探究し

たのは、生活の共同と、文化の形成の２つがいかなる関係性にあるのか、韓国の「生活

＋研究共同体」と称される「スユ＋ノモ」の事例から考察を試みた。 

 

 

                                        
1 参考：斎藤純一他著、『コミュニティを再考する』、平凡社新書、2013、p.17-21 
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この実践に着目した理由は以下である。まず１つは博士課程失業者2・大学院生ら

が、ともに食事をし、本を共有するなど、資源や生活を共有することで生活コストを

下げ、自分たちの生活と研究を両立させることを求めた実践であったこと。これは韓

国と同様日本においても、社会問題の１つとなっている高学歴ワーキングプアの問題

に挑むものでもあろう。 

もう１つは、このコミュニティ自体がゼミやセミナー、講義等を開き、またデモ等の

社会活動や社会への問題提起を行うなど、文化を発信する拠点となっている。 

つまりこの実践は、「生活を共同すること」と「新たな文化を形成すること」の２つ

の要素を内在させているコミュニティ実践だといえる。 

また、この実践は 1998 年にはじまり、組織やメンバーの変動はありながらも、現在

までも引き続き試みられている。このような実践の来歴、そして蓄積された成果・課題

を考察し、生活共同と文化形成の２つの関係性についての考察を試みたい。 

 

 

■本プロジェクトの研究経緯と方法 

 スユ＋ノモに関する先行研究では、①2008 年以前までの活動報告が主たるものであ

り、また②2012 年の今政論文では分派の事実描写はあるものの、それがどのような課

題や要因があったのか、示されていない。それゆえに、スユ＋ノモが発足・発展・分派

という過程全体、また分派後の各組織の実践比較を通して、蓄積された課題や成果を探

究する必要がある。 

そこで、まずスユ＋ノモの創設者のひとりである高美淑氏らを日本に招へいし、公開

型の討論会を開催し、スユ＋ノモの 08 年以後の動きや課題等についての講演と、その

講演録を作成し、分析を試みた。 

また、上記講演会をきっかけとして、高美淑が中心に運営する「南山講学院」と、李

珍景の「スユノモ N」の２つの実践について、視察ならびに参加者や運営者への聞き取

り調査を行った。 

 

本報告書は、スユ＋ノモの先行研究から見出された課題をもとに（第２節）、創設者や

活動実践者の講演録（第３節）、現地への視察ならびに聞き取り調査の分析をまとめた

「視察報告」（第４節）、創設者への聞き取りや講演内容の分析からまとめた「創設者の

理念と思想」（第５節）、そして総括（第６節）の全６節から構成されるものである。 

                                        
2 高学歴保持者の就職難に関しては、文科省の報告書をもとにインターネットで配信されている「博士が

100人のむらだったら」というパロディは目を引くものである。平成２４年 verでは、博士卒業（16000

人程度）が 100人だとすると、医療関係の就職者は１４人、大学の先生が１７人、ポスドク１１人、会社

勤め３０人、無職１４、不詳・死亡が７人となっている。研究職はポスドクを含めて 3割程度、２割が無

職もしくは不詳・死亡という結果が出ている。韓国同様、日本における高学歴保持者の就職難は社会問題

の１つであろう。 
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■本プロジェクトメンバーによる研究会スケジュール 

―個人の研究発表と共同研究の文献調査・現地調査― 

 

①2013年 5月 3日 八ケ岳にて研究会発足合宿 

発表者：永山佑平、西聡子、張愛子 

 

②2013年 6月 16日（日）13時～17時 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

ル・ルー ブレンダン「19 世紀末のフランス領土への日本人移民について―西印度グ

アドループ島の事例を中心に」 

西聡子「阿波商人酒井弥蔵の旅・俳諧・石門心学―近世後期の遍路文化をめぐって―」 

 

③2013年 7月 13日（土）13時～17時 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

高橋在也「1920～40年代横浜の同人誌に見る、「趣味生活」の意味」 

名村優子「1920－30年代におけるブラジル日本移民の定住入植地建設―アリアンサ移

住地の理念と実態―」 

 

④2013年 9月 7日（土）13：00～17：00 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

船越亮佑「満洲国の教育制度―皆川豊治著『満洲国の教育』―」 

川上和宏「村寄りあいの歴史的意義を探る―宮本常一の寄りあい論を中心に―」 

嶺崎寛子「エジプト女性の宗教実践にみる「自己承認」 

 

⑤2013年 9月 27日 先行研究・文献調査（金友子編訳『歩きながら問う 研究空間＜

スユ＋ノモ＞の実践』インパクト出版会、2008年）、瀬山岬さんによる＜スユ＋ノモ＞

の現在等に関する調査発表） 場所：帝京大学霞が関キャンパス 

 

⑥2013年 10月 5日（土）13：00～17：00 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

小林悠 「英語を通して成長する児童像―自己決定理論からの分析―」 

佐藤和夫・七星純子「「ケアの社会化」はケアの何を社会化するのか」 

 

⑦2013年 11月 30日（土）13:00～17:00 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

山田瑞紀 「浅野智彦の自己物語論における語りえないものー当事者研究との比較に向

けてー」 

川上和宏(連合１年)ほか院生連携プロメンバー「韓国の研究空間「スユ＋ノモ」先行研

究のまとめ」 

 

⑧2014 年 1 月 18 日（土）13 時から 17 時 場所：東京都新宿区揚場町 2－18 ブリエ
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飯田橋 3階 

楊静芳「中日七夕伝説における天の川について」 

金広植「韓国の研究空間「スユノモ」 

 

⑨2014年 2月 4日  

講演会主催 

「韓国の実践に学ぶ 大学の外にオルタナティブな学習空間を創設する意義とは？」 

場所：一橋大学東キャンパス国際研究館５階 ML会議室 

 

⑩2014年 3月 8日(土) 13時から 17時 場所：東京工業大学 キャンパスイノベーシ

ョンセンター ３Ｆラウンジ 

黄根碩「明治初期の朝鮮を巡る対外交渉と指導者の認識―征韓論時期から日朝修好条

規時期までを中心して―」 

 

⑪2014年 4月 13日（日）13:00～17:00 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

ＤＶＤ鑑賞 フランスにおけるスカーフ論争に関するもの 

 

⑫2014年 5月 25日（日） 13:00～17:00 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

今年度の院生連携プロジェクトについて 

楊鉄錚「明治時代の中国語教育者―宮島大八と張廷彦について」 

 

⑬2014年 6月 22日（日）14：30～18：00 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

船越亮佑「芳賀矢一が編纂した布哇教育会初の日本語教科書に関する一考察」 

 

⑭2014年 7月 26日（土）14:30～17:00 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

ル・ルー・ブレンダン「グアドループ島側の史料に見る日本人移民―戸籍・新聞・議

会議事録を中心に」 

 

⑮2014年９月２０日（土）13:00～17:00 場所：立教大学ロイドホール 411号室 

名村優子「1920－1930 年代のブラジルにおける日本人定住入植地の実態―アリアンサ

移住地の「不在地主」問題―」 

 

⑯2014年 10月 31日から 11月 3日：南山講学院ならびにスユノモＮ現地調査 

 

⑰2014年 11月 30日（日）15：00～18：00 場所：アルコイリスカフェ 

南山講学院ならびにスユノモＮの現地調査の報告 
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⑱2014年 12月 13日（土）12:30～18:20 場所弘済会館（千代田区） 

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科第 11回研究討論会 

院生連携プロジェクト中間報告 

 

⑱2015年 1月 11日（日）13:00～17:00 場所：ルノアール市ヶ谷外堀通り店 

西聡子「近世後期における旅と庶民文化―阿波商人酒井弥蔵の歴史意識と文化活動を通

して―」 

 

⑲2015年 2月 10日（火）13:00～17:00 場所：ルノアール市ヶ谷駅前店 

院生連携プロジェクト報告書作成のための打ち合わせ 
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２．先行研究のまとめ    （参考：付録先行研究レジュメ集） 

 

日本における＜スユ＋ノモ＞に関する報告は、 

① 「研究空間スユ＋ノモ」（スユ＋ノモ会員：金友子著、2005）が初出 

 ②『歩きながら問う－研究空間＜スユ＋ノモ＞ の実践』（2008）  

   創設者である高美淑・李珍景らの論文と、2006年までの活動の来歴をまとめたもの 

② 「研究空間〈スユ＋ノモ〉」（同会員：今政肇著、2012』  

の３つの論考が主なるものである。 

 

研究空間＜スユ＋ノモ＞が日本にはじめて紹介されたのは、雑誌『インパクション』

(149号、2005年)所収、「研究空間〈スユ＋ノモ〉」においてである。紹介者は、2004年

から韓国へ留学していた金友子氏である。彼女は、留学時、スユ＋ノモに出入りし、研

究会などにも参加。そうした経験を通して、雑誌に紹介文を掲載した。のち、自身が編

者となって、『歩きながら問う―研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』をまとめたのが 2008

年。金は「スユ＋ノモ」を以下のように説明する。 

 

スユ＋ノモは、「研究＝生活共同体」。 

「それは単に一緒に研究をし、ともに食事をする集団を意味するのではない。研究／勉

強の強度と密度の高さという点で、いわゆる教養講座や生涯学習とは異な」り、「生活

を共にするという点で、大学の研究室とも異なる。多様な関心を持ちつつ集まるけれど

も、それが終わればそれぞれ散っていく研究会とも違う…」。「あくまで研究し知を生産

する場という点で、いわゆるヒッピー的な共同体とも違う」。 

「知を追い求めようとする人が、どのようなやり方で学び、教え、知識の生産に携るの

かという方法と、生産される知識との乖離を限りなく埋めようとする実験。その一つの

場が、研究空間＜スユ＋ノモ＞である」3という。 

 

① 実践の発端 

発端は、 1999年、韓国古典文学者・高美淑（コ・ミスク）の水踰里研究室とソウル

社会科学研究所・李珍景（イ・ジンギョン）が創設した「研究空間ノモ」、この２つの

研究空間が統合し、セミナーや勉強会を定期的に開催するようになる。それが、「水踰

里研究室+研究空間ノモ」＝「スユ＋ノモ」の発足となった。 

最初のセミナーは『大韓毎日申報』という日本の朝鮮侵略期に愛国啓蒙運動を推進し

た新聞講読を行い、以後、韓国における「近代性とは何か」を問うセミナーが開催され

                                        
3 金友子編著『歩きながら問う―研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』、インパクト出版会、2008年、p.5-6 
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ていく。 

 

② 模索と発展 -1999年から 2009年 

 ソウル市内のビルを借り、空間を確保。国文学と社会学を中心に多様な学問分野の講

座やゼミを開催していく。また、会費と講座収入による運営システムの構築や、会員の

ニーズから食堂、カフェ、仮眠室、図書館、託児室などの生活共同空間が整えられてい

く。 最盛期では正会員は 60 名を超え、規模も 300 坪（単科大学ほど）までに至るほ

どの、大規模な実践へと発展していく。 

  

③分化と現在 

 2009年、大きくなりすぎた組織規模と世代交代の必要性から分化を決定。 

 以後、高美淑の南山講学院、李珍景のスユノモＮ、スユノモＲの主に３つの組織に分

派し、現在に至る  

 

【組織の流れ】 

 
 

■先行研究から見えた課題 

スユ＋ノモに関する研究・論文等を考察しても見えてこなかった点として、①日本

において紹介された実践の内実は2008年段階のものが最後であること。また、②論考

「研究空間〈スユ＋ノモ〉」（同会員：今政肇著、2012』では、2008年以後、「分裂

を繰り返し、現在３つの活動に分派している」事実が書かれているものの、その理由

やその後については不明である。 

 

上記先行研究から、課題をあげるならば、 

① 活動分派の理由とは何か。 

② 分派後の現状の活動にどのような変化があったのか、また、それぞれの活動に引き

継がれたものと、引き継がれなかったもの、課題や成果の比較・考察。 
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３．「スユ＋ノモ」の創設者 高美淑氏らの講演会の記録 

 

① 講演録「韓国の実践に学ぶ 大学の外にオルタナティブな学習空

間を創設する意義とは？」 

１． スユ＋ノモ創設者 高美淑（コ・ミスク）氏の講演 

２． 南山講学院代表 文聖煥（ムン・ソンファン）氏の講演 

３． 南山講学院メンバー 申才恩（シン・グンヨン）氏の講演 

 

② 講演後記 

「分かち合いの生き方を、私たちはどう見つけるのか」 
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■講演会の概要 

日時：平成２６年２月４日 午後１時～午後６時 

場所：一橋大学東キャンパス 国際研究館５階ＭＬ会議室 

タイトル： 

「韓国の実践に学ぶ 大学の外にオルタナティブな学習空間を創設する意義とは？」 

 

プログラム：  

① 企画趣旨説明ならびに問題提起  院生連携研究プロジェクト代表 川上和宏 

② スユ＋ノモ創設者  高美淑氏の講演 

③ 南山講学院メンバー 文聖煥・申才恩氏の講演 

 

司会：川上和宏（横浜国立大学社会系教育講座） 

コメント：加藤千香子（横浜国立大学教授）/李熒娘（中央大学教授） 

通訳：黄根碩（横浜国立大学・研究留学生） 

記録：閔東嘩（東京大学大学院総合文化研究科） 

 

内容： 

スユ＋ノモ創設者である高美淑氏、 

ならびにスユ＋ノモの分派後、高氏ととも 

に南山講学院の運営や講義に携わってきた 

文・申両氏を招聘し、公開型の討論会を企 

画・実施した。当日は、大学生・大学院生・ 

大学の非常勤講師等、約４０名ほどが参加。 

オープニングに問題提起として、日本に 

おける博士課程修了後の学生や、非常勤講 

師の現状、また成果主義にますます傾きは 

じめる大学組織の状況などを共有。のち、 

韓国においても同じような状況下の中で、 

独自に「学習空間」を創設する活動として 

の「スユ＋ノモ」の発足から分派までの経 

緯や、現状について三者に話していただい 

た。以下に掲載するのは、問題提起を除く、 

本講演会の講演録である。 

 

                            （講演会開催のチラシ） 
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① ＜スユ＋ノモ＞創設者 高美淑氏の講演 

 私は、「スユ・ノモ」、つまりスユ（韓国ソウルにある地名：水踰洞
ス ユ ド ン

）研究室を始めて 17

年ほど経ちましたし、「スユ・ノモ」を脱退（？）してからも 5・6年が過ぎましたので、昔

の記憶の多くを失ってしまいましたが、今日、ここでみなさんに出会い、制度圏の話を聴い

ていると、私が「スユ・ノモ」を始めたときを思い出してとてもうれしく思っています。 

 私も博士号を取った後に非常勤講師をしながら韓国の大学で感じた問題を、ここにいる

他の方々が全部おしゃっていたので、韓国と日本の状況が同じであることにとても驚きま

した。私は講義をする時、よく冗談で「大学は死んだ、21世紀の内に消滅するだろう」と予

言をしていますが、日本の大学もそんなふうになっていくような気がしますね。つまり、「大

学は死んで“大衆知性”の時代が到来するだろう」と、私は思っています。 

 まず、私が博士号を取ったあと、スユ研究室を始める頃からお話を始めたいと思います。

1997年でしたが、この年は韓国では IMF（アジア通貨危機）が始まった年でした。私も、私

が教授になるのは不可能だと判断していたし、（韓国では）新自由主義が入って来て人々が

経済的な不安を内面化していました。 

 私が新しい研究空間を作って新しい勉強をしたいと思った理由は、大学教授になること

を諦めたこと、そして韓国では 1990年代初頭までマルクス主義的な世界観が知識人たちの

支えとなっていましたが、これがなくなったこと、つまり世界観の問題ですね。最後に私の

個人的な問題ですが、結婚して６年目になっていて、もう結婚生活を終わらしてもいいかな

と思い始めたこと、これら三つがスユ研究空間をつくるようになった理由です。 

 その頃、私は 30代後半。ですから 40代が始まろうとしていたのです。つまり人生を少し

違う方向で生きていきたいと思う、そのようなタイミングでした。そのときの（違う方向の）

基準は、一つは新しい価値観が必要だということで、私は「勉強を楽しくしたい」というの

がそれでした。つまり学ぶことの楽しさというのを諦めてまで、他のことをしたいとは思わ

なかったのです。 

 ところが、「教授になりたい」と考えながら非常勤講師として大学内にいる時は、今みな

さんがおっしゃっていたように、一番重要な勉強、それが楽しくなかったし、教えるのも楽

しくなかった。ですから、勉強を楽しくするためには制動圏に影響されない自由な空間が必

要だったわけです。その頃私はとても小さい賃貸マンションに住んでいましたけれども、結

婚生活も片付けたので、家も必要ないし、必要だったのは書斎だけでしたね。ですから、小

金で小さいセミナー室を貸すようにしました。 

 これが、私が新しく始めた「経済」なんですけれども、「家族のための家」、そしてそれの

ための「経済」に人々は多くのものを注ぎ込むわけなんですけど、私はそれを私のために使

うことにしたわけです。「勉強を楽しくするための空間が必要だ！」という想いが一番切実

だったわけです。こうして、「スユ研究室」という空間が始まりました。 
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 その次に、勉強を楽しくするためには、私が「学ぶ人」になって他の勉強を始めなければ

ならないということで、他の専攻者たちとクロスする必要がありました。そして、韓国古典

文学を専門とする人たちと西洋社会科学を専門とする人たちが出会ったのですが、これは

当初のスユ研究室のとても特異なところでした。ですから、大学での科学の分化がもたらし

た硬直な部分を乗り越えることができたわけです。私は古典文学を教えながら西洋哲学を

学ぶ学生になりました。学生と先生が同時間帯に行ったり来たりすることができる関係に

なったわけです。 

 そして、次に重要な問題は「どうやって食って行くのか」ということでした。東アジア、

デリダー、ドゥルーズなどのセミナーをいくつか作っていると、私みたいな博士失業者、大

学院生、非常勤講師たちが集まって来ました。そうすると、セミナーが終わって、お腹がす

きますよね。どうやって食べるか、これを悩みながら楽しく勉強し続けるためには、やはり

ご飯をおいしく食べなければならないという結論が出ました。スユにいた頃は、私が主人で

すし、そこにはキッチンがなかったので、できるだけみんなに、私がご飯をおごりました。

そうやって１年間ずっとおごっていました。後になると、みんなご飯を食べるために来るよ

うになりました。（笑） 

 でも、そうしているうちに、お金に対する感情が芽生えてきて、経済的な計算をするよう

になっていましたが、 

「一年間ご飯をおごったらいくらになるだろう、一千万ウォン？」 

「一千万ウォンかけてこういう勉強ができるのかな？」 

いや、不可能だと思いましたね。その時から、私なりの「コミュン経済学」が始まりました。

そして一年も経たないうちに、非常に多くの人々がこの空間に出入りするようになりまし

た。この頃、往復４時間もかけて通っていた後輩が隣にいます。17 年間ご飯を食べに来て

いた後輩は、今日ようやく代表になりました。（拍手）「人が多ければ道が開ける」というこ

とをはじめて実感しました。 

 こうして最初（ソウルの）北の方にあった研究室がだんだん南の方へ移動して行きました。

大学路、苑南洞、龍山‚Ö。龍山に移ったとき、ちょうど 10年になっていました。その時に

起きた変化が最初の分化したものとの融合と、クロスだったのです。そして知識と生活、つ

まりどうやって食べて行くかなんですけど、ずっとご飯をおごることはできないので、キッ

チンを作りました。「コミュンの経済学」は、勉強を楽しくすることが基準なんですね。で

すから、他の費用はすべて減らさなければなりません。キッチン、カフェ、共同住宅、こう

いうのは別々にやるとお金が結構かかりますけど、一緒にやるとお金があまりかからない

領域です。こうやって知識と生活をどうクロスさせるか悩みながら、いろんな実験をした結

果、「ソウルで 40万ウォン（日本円に換算すれば 4万円程度）あれば食べたり寝たりするこ

とができる」という結論が出ました。セミナーをして、大衆講義をして、キッチンでご飯を

食べて、カフェでお茶やお酒を飲んだり、生活がすべてこの一つの空間で解決できます。そ

の際に一番重要なのは、「空間の配置」と「時間の動線」、この二つ。勉強部屋で机をどう配
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置するかが、集中して勉強するためには重要です。キッチンでは空間の転換が速く行われる

必要があって、卓球台を置きました。普段はセミナー用のテーブル。ご飯を食べる時は、ビ

ニルカバーをかけて食卓。それをとると、卓球台。（笑）午前中にセミナーをして、その後

ご飯を食べて、卓球を楽しんで、再びセミナー用のテーブルに転換。この転換がどれだけ上

手くできるか。これが共同体の能力を表します。 

 そうやって多くの人が来て、勉強をしてご飯を食べるようになったのですけれども、この

時に新しい問題が出てきました。たとえば、学歴、性、階層のようなもの、あるいは制度圏

を支配するスペックは全く問題でもないし、重要ではないのですが、問題なのは「感情」と

「習慣」でした。共同体の中で生き残るためには、モードの転換を速く行わなければなりま

せん。ご飯を作るときはクックになり、卓球をするときは卓球選手になる。そしてそれが終

わったあとはすぐ勉強部屋に入って文章を書く。つまり身体的な転換が必要なんです。この

ときに身体を動かすのは理念だったり、何とか哲学だったり、するわけではなく、倫理的な

「感性」です。そしてこういう倫理は、制度圏を批判することだけでは、十分に得られるこ

とはできないのです。 

 ということを考えると、制度圏の何が問題なのかは明確だと思います。ところで、制度圏

の外でどんな「生」を生成するのか、ということは制度圏が教えてくれるものではありませ

ん。新しい倫理の一つ目は、知識に対する態度を変えることです。批判的で進歩的な知識人

も知識を所有と啓蒙の立場で考えるんですね。ですから私たちは「エリートと大衆の境界」

を自分自身の内面で解消しなければなりません。この部分が、とても難しいということがよ

くわかりました。そして、もっと深く入って行けば、欲望のベクトルを国家と資本、家族か

ら変えなければならないのですが、この問題も最初に共同体がぶつかった問題です。 

 つまり、（研究室の中で）「感情」と「習慣」の衝突からくる葛藤の問題が生まれ始めまし

た。このような問題は、理念が同じだとか、社会を批判する視点が一緒だからといって、解

決できるものではありません。ですから、（私たちの）「倫理」と「修行」という、より霊性

に近い勉強の領域が開かれたのです。こうして共同体の活動を続けながら、なぜ 20世紀に

数多くの革命が失敗に終わったか――社会主義革命も失敗したけど、民主主義も新しい主

体をつくることはできなかった――、その理由がわかったような気がしました。つまり、霊

的解放のない革命は空虚なものであり、社会的な革命のない霊性は非常に孤立したものだ

ということです。 

 ここまでが、私がスユ研究室をまとめていた頃に変わったことです。ところで、みなさん

が気になる生活と経済はとても上手くいきました。私的に消費する領域を減らして、キッチ

ン、カフェ、共同住宅にすれば、大学院生のような青年たちも最低限の生活費でソウルで勉

強することができます。一方では消費を減らし、他方では新しい活動を創造すればいいので

す。 

 新しい活動がまさに「大衆知性」なんですが、そのために最初は大衆のための講座を開い

ていました。そしてセミナー。これは成人向けでしたが、青少年、小学生へと、世代が広が
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って行きました。この領域は新しく創リ出したものなんです。また、もう一つありますが、

「文章を書く」ことです。とても簡単な作業ですが、知識人が生産できるのは「講義」と「本」

しかないのです。大学が滅びて行き、大学の外ではもっと知的欲求が強くなりました。です

から、「大学のおかげだ」とも言えるのです。それに、（笑）当時は「IMF」（の時期）でした

ので、建物の値段が下がったこともまた影響しました。このように新しい活動を創造しなが

ら消費を減らすこと、この方向しかないのですが、こういうのを私が喜んですることができ

るようになるためには「学んだり教えたりすることの楽しさを絶対に諦めない！」という決

断は必要です。国家、資本、家族、これらが 20 世紀最も抑圧的なコードでしたけれども、

これらが、個々人が持っている自己救援の欲望、すなわち知性を通して実現する自己救援の

欲望を奪ったと思います。ですから重要なのはこういうのを再び奪還する（？）、核心はこ

こにあります。制度圏の後援をもらう必要もないし――なぜなら、もらったらそれが奪われ

ることになるから――、重要なのは新しい領域を創造することなのです。 

 こうして大衆知性の領域を創っていきながら、経済的な自立の土台をかためていきまし

た。そうしているうちに、2008年韓国ではいきなり「人文学ブーム」が起きたのですが、こ

れで大学が確実に滅びたと思いましたね。（笑）いきなり全国規模で図書館、アカデミー、

企業、区役所のような所で人文学（講座）をはじめました。韓国人は一度流行すると、「ダ

イナミック・コリア」ですから。（笑）そのとき加熱現象が起きました。そして私たちみた

いな「ペクス」（失業者）の知性は戸惑いました。その頃から図書館とか、アカデミー、企

業で人文学プログラムを要求する現象があっちこっちで起きました。 

 さらにそこでは学歴が必要なかったです。研究室で人文知性コースを修了した世代がシ

ン・ジェウンですけど、彼女は大学学部しか卒業していません。大衆と疎通することができ

る「知性」であれば大丈夫です。彼女はとても人気講師なんですよ。そして本人の専攻とは

何の関係もないユングとか、自然科学のような講義で大衆に会ったり本を書くのです。それ

で経済的な土台がとても広がったわけです。 

 あと、出版すること。私たちと連帯している出版社がありますが、その出版社も大衆知性

の成果を、何の条件もなく、学歴とか著者の経歴ではなく、原稿の内容だけで本を出してい

ます。韓国の人文学の出版社は大学教授が嫌いなんです。（笑）このように、韓国でも、日

本でも、大学が大衆と疎通する道は断たれました。そのおかげで、私たちみたいな「ペクス

知性」が多くの利益を得ているわけです。 

 ですから、むしろ生活や経済の面では、問題はそう難しくなかったのですが、「スユ・ノ

モ」が 10年目になったとき、そのときに空間が 300坪。単科大学ほどでした。ものすごく

スケールが大きくなったわけです。そこで問題なのは感情と気質でした。 

 規模が大きくなりすぎたと思って分化を決めました。「それまで吸収してきたから、これ

からは分けてネットワーク型にしよう！」ということになったわけです。その理由は、地方

にもネットワークを作らなければならないし、10 年がすぎたから世代交代もしなければな

らない、ということでした。しかし、組織をそのままにして世代交代は難しいです。ですか
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ら分化を決定したのですが、私が脱退（？）するきっかけとなった些細なことがキッチンで

チヂミを作っているときに起きたのです。いわゆる「チヂミ事件」ですが。普段からあった

葛藤の一つだったんです。でも、その事件をめぐって、その後いろんなチームが衝突しまし

た。そのとき、一つの出来事をどれだけいろんな角度からみることができるかということを

リアルに体験しました。そうしてもともと分化しようとしていたのに、ケンカして分かれた

みたいな話になったわけです。 

 その後、「スユ・ノモ R」、「スユ・ノモ N」に分化し、スユ研究室に残ったチームが「南山

講学院」、「スユ・ノモ南山」になりました。そして私は世代交代をするためには私がいると

ダメだと思いました。ですから、私は共同体で学んだ人間の気質、習慣、ここからどのよう

な倫理が生まれるのか、この問題意識を持って東洋医学、暦学の勉強をするチームを組みま

した。そうやって準備をしていたところに「チヂミ事件」が起きたので、私が「スユ・ノモ」

を脱退したことになったようです。 

 今考えると、その頃の私の感情、そういうのはほとんど忘れてしまいましたが、私が今で

も少し後悔していることですが、私はその葛藤とは関係なく、「スユ・ノモ」が分化すると

きにはその名前を捨てるつもりでした。そうしないと、世代交代ができませんので。「「スユ・

ノモ」は 10年の歴史とともに消え去るべきだ！」。これが私の持論でしたし、それは今でも

同じです。ここ（『歩きながら問う』）にある高美淑、李珍景、高秉權…という名前と、「ス

ユ・ノモ」が分離されることはないでしょう。メディアにもそういうふうに出ます。ですか

ら「スユ・ノモ」で学んだすべての勉強を土台にして後輩たちが新しいネットワークを作っ

て連帯する、これが私の構想だったので「南山講学院」のときは（「スユ・ノモ」という）

名前を捨てたのです。そして私は坎以堂（ガミダン）…（を始めましたが）、この坎以堂と

南山講学院とはネットワークをしています。 

 ところで、他のメンバーたちが名前を「絶対に諦めない！」と言いだしたので論争が起き

ました。そしてそのとき私の心が傷つきました。 

「その名前がどうして必要なんだろうか…」。 

「（研究室の）活動と能力で十分証明できるのに、どうしてその名前とイメージが必要なん

だろうか」。 

これはいまだに納得がいかないところですが。ここ（『歩きながら問う』）の「人文学と制度」

を書いた今政肇さんは「スユ・ノモ N」のメンバーになったので、私を「脱退した」という

ふうに書いたと思います。 

 これで理解できましたか。（私の）「脱退」の理由が。（笑） 

 今は龍山から南山に引っ越して来て新しく出発していますが、今も規模は龍山（にある研

究室）より小さくありません。いろんな建物と住宅が一つの村のように構成されていますが、

私が共同体について持っているビジョンは「絶対に規模の大きいもの（研究室）はダメだ。

規模が大きくなったらそれぞれに分けてネットワークをさせるべきだ。そうしてはじめて、

過去や組織のイメージによる既得権が生じない」というものです。 
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 最後に坎以堂の 4つのビジョンをお話して終わりにしたいと思います。 

 まず一つ目は、「都心で遊牧する」。都市のど真ん中で新しいビジョンを探すからこそ資本

主義に対抗できる道が開ける。田舎に帰ったり、移したりするのは、「道」ではないと思い

ます。そして二つ目は、「世俗の中で
．．

出家する」。世俗で行う知的活動と宗教的な霊性が混ざ

らなければならないということです。三つ目は、「日常の中で革命を起す」。日常自体が革命

じゃないとその革命は偽物のような気がします。そして最後の四つ目は、「文章を書くこと

で修練する」。知性人が生産できるものは「文章」ですよね。文章を書くときに身体的な訓

練、治癒、こういったものがちゃんとできるようになると思います。こういうふうに、スユ

研究室を始めるときに考えていたことを 21世紀的なバージョンに変えて、規模は小さくて、

活動の密度は高い、そんなネットワークを。そしてニューヨークとか、世界の他の領域とも

ネットワークができるような、そういう方式の大衆知性を追求していきたいです。 

 ここで終わりにしたいと思います。（拍手） 
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② 南山講学院代表 文聖煥氏の講演 

 

 こんにちは。私は南山講学院代表のムン・ソンファンと申します。さき、高美淑先生から

もお話あったように、私もここに来て初めて高美淑先生が「スユ・ノモ」を「脱退」したと

いうことを知りました。（笑）「記憶」というのはそういうものだと思います。今日私がお話

する「記憶」もきっとそうだろうと思います。 

 今、外は雪が降っているようですね。休憩時間に「あの雪は私が代表になったことを祝福

して降る雪なのか、それとも、悲しいから降る雪なのか」と冗談を言っていましたが、それ

は後日この「事件」を記憶するある時点に決まると思います。 

 私は、1998年、20代後半に初めてスユ研究室を訪れました。外見は今とあまり変わって

いないですけど、（笑）今年 17年目になりました。そしてもう一度強調したいですけど、今

日をもって、私は南山講学院の代表になりました。 

 どういうことかというと、当時の私はスユ研究室では一番若かったです。年齢も学歴も、

外見はよくわからないですけど、とにかく一番下層階級でした。研究室で 17年を過ごして

いるうちに、何度も（研究室の）名前が妙にも変わりました。私はそのいくつもの名前を全

部正確に覚えているのですが、たとえば、スユ研究室、スユ研究室＋研究空間“ノモ”、研

究空間“スユ+ノモ”、スユ・ノモ南山、南山講学院…。 

 おそらく、今日初めて高美淑先生のお話をお聞きになる方は少し驚いたかもしれません。

こんな空間は「韓国だったから可能だっただろう」とか、「こっち（日本）では想像できな

い」、と思われるかもしれません。しかし、高美淑先生の職業が「宇宙で雄一の古典評論家」

であるように、（笑）「スユ・ノモ」、あるいは南山講学院のような空間は韓国でも想像し難

いものでした。 

 私たちがかかげてきたいくつかの名前もまた、その瞬間その瞬間つくられたものです。た

ぶん高美淑先生もこういうふうになるとは思ってもいなかったでしょう。しかも、ここで

「脱退」したと告げられるとは…。私の名前はムン（文）・ソンファンですけど、漢字で「聖

（ソン）」、「煥（ファン）」と書きます。「聖人の煥」（火の光という意）。研究室では“ムン・

リス（less）”という名前を使っています。高美淑先生がつけてくださったあだ名です。「リ

ス」は、みなさんご存知のように、否定的な意味を持つ接続詞“less”です。“useless”（役

立たず）という意味です。このあだ名がつけられた頃、研究室には多才多能の方々が大勢い

ました。学歴だとか、外見だとか、こういうのは研究室ではあまり重要ではないですけれど

も、（その方々は）勉強もできるし、料理も卓球も上手い、お酒も強かったです。こういう

のが全部できるのはそう簡単ではありません。しかも、そのときは農作業もしていましたか

らね。朝はヨガーをさせられたりもしました。ちょっと間違えると、三千拝をしなければな

りませんでした。 

 こういうことすべてを上手くやるのはとても難しいです。しかし、研究室には本当に多才
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多能の方々が大勢いたので、私は相対的にものすごく「useless」に見えていたようです。 

 ところが、2009 年以降、南山講学院というところで私が活動しはじめた頃なのですが、

私はいつの間にか研究室で先輩になっていました。その蒼々たる方々が一人、二人と、いな

くなりました。先輩もいたし、友達も、後輩もいました。   

 ある日、南山講学院の授業に出ていらっしゃる方たちに、私の名前がなぜムン・リスなの

かと聞かれました。その方々は私の名前が「ムン（韓国語でドアという意味）」がない」と

いう意味だと推測していたようで、私に「先生は勉強に敷居（境界）がないから“ムン・リ

ス”ですか？」、と聞かれたのです。 

 私は何も言っていなかったのに、研究室で「useless」だった“ムン・リス”が、境界を

越えて勉強する“ムン・リス”に変わっていたのです。これは過去、記憶に関する話です。

記憶というのはこういうものなのです。 

 2014 年現在、南山講学院は「スユ・ノモ」が最も膨らんでいた頃のフォーマットとそん

なに違いはありません。空間の規模もそうだし、活動の面でもそうです。以前に比べて、活

動する会員数は 8分の 1ほどに減りました。多くの方々が出て行かれました。他の活動で、

スユ・ノモ N、スユ・ノモ R、人文ファクトリーなどへ…。幾多かあります。 

 私たちは現在、常勤者の勉強部屋と、二つの講義室、二つのセミナー室、キッチン、カフ

ェ、そして友達の移住民労働者放送局と一緒に空間を構成しています。その他にも建物の周

辺に、先ほど高美淑先生がおっしゃっていたように、いくつかの建物が勉強と生活のための

空間として占拠されています。今見えるこの絵（会場）も、2、3 年前には――私たちが初

めて今の（研究）空間に来るまでは――想像もできなかった絵です。 

 私たちの空間を構成する一番大事な原則は、「空間で活動する人たちの活動と（空間が）

比例する」ということです。活動が増えれば、自然とより多くの空間が必要になるし、活動

が減れば、自然と多くの空間が必要ではなくなります。一つの空間をいろんな形態へと転換

させて使用できるようになれば、同じ空間でも幾つもの空間へと変わるし、一つの空間が占

拠されはじめると、大きな空間も幾つもの死んだ空間を作ってしまいます。 

 今私たちが、もしくは私が「どんな活動をしたいか」という思いが、私たちの現在を作っ

ているし、もう少しかっこよく言うと、これまでそうやって「作って来たし、作っているし、

作って行く」とでも、言えると思います。 

 初めて研究室に来た当時から今まで、私は平均 3 時間半から 4 時間かかる距離を往復し

ています。私の家は韓国の“仁川”というところにあります。たぶんここ一橋大学から東京

都内までの距離よりももっと遠いと思います。私が 16年間一日 3時間半を道に捨てる代わ

りに専攻の勉強を一生懸命にしていたら、私はおそらく…、専攻の勉強がもう少しはできる

人になっていたかもしれません。（笑）それとも、その時間を家族に注いでいたら、今頃、

家族からもう少し自由になっていたかもしれません。すでに飽きていたと思いますから。 

 ところが、私は一日平均 3時間半以上を道に捨てながらも、今現在は学位を持つようにな

りましたし、まだ家族から追い出されたりもしていないのです。その代わりに、私はご飯を
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作るのが上手くなりましたし、100人分の食事も作れるようになりました。卓球も上手くな

りました。チェギ蹴り4も上手だし、農作業もしたことがある。デモにも行きました。そし

て講義もしています。 

 おそらく私が 16年間制度圏内で一生懸命に勉強をしていたら、こんな能力は持てなかっ

たに違いありません。そして代表にもなれなかったと思います。（笑） 

 その間に多くの関係が結ばれたり、解かれたりしました。私の観点からすると、より集中

的な知識を探求するための分化もありましたし、より親しい人たちともっといたいと思っ

て分化したケースもあったと思います。 

 幸いにも、知的熱望がそんなに高くないし、親しい人もそんなにいなかったおかげで、私

は残ることができました。ところで、私はその数々の変化の中で、私の勉強が研究室と分離

される方を選択したことは一度もなかったのです。私は研究室と分かれてどこかで勉強し

ようとか、あるいは研究室と関係のないものとの関係のなかで幸せになるという考えがで

きなかったと思います。今振り返るとそうだと言えますが、その当時はただ、ある種の本能

のように選択をしていました。しかし時がすぎてから考えると、それぞれの選択にはある共

通点があると思います。 

 時間もあまりないので、後で討論の時間にもう少しお話できればと思いますが、私たちの

研究室で一番強調している勉強は「知ることと、生きることは分離されてはならない」とい

う、とても単純なことです。最初高先生によってはじまったスユ研究室は「知識人」の共同

体だったのかもしれませんが、ある瞬間から研究室は（知識人というより）「共同体」とい

うことがより重要な原則として働くようになりました。ですから、研究室ではキッチン、す

なわちご飯を食べる空間はとても大切なところです。 

 私たちには「追放の綱領」というものがあります。「研究に失敗した研究者は許しても、

配食に失敗した研究者は許さない」。（笑）（ご飯を作る際に）、時間も、内容も、量も、すべ

てのことを本気で悩めるとき、私たちは、そういう友達を「共同体会員」と呼んでいます。

それらを学ぶことが勉強だと思います。勉強は、そうやってより良く生きるために学ぶ「技」

のようなものだと思います。それでは質問タイムにまたお会いしましょう。 

 

 

 

 

 

 

                                        
4 旧正月などに子供達が蹴って遊ぶ「チェギ」。韓国の伝統的な遊び。穴あき「葉銭」や同

じく大きな鉛などを、韓紙や布に包み 15センチくらいのひらひら尾をつけ上に蹴り上げ

る遊びである。 
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③ 南山講学院メンバー 申才恩氏の講演 

 

 私の順番が来ましたね。はじめまして、シン・グンヨンです。さきほど、私が人気講師と

いうお話がありましたが、私が自己紹介をするときはいつもご飯を作って、掃除をして、そ

の後勉強して、講義をして、文章を書くという話をよくします。おそらく、研究室でご飯と

掃除の問題は勉強の延長線上にあるように思います。私は、修士・博士の学位を持っていま

せん。そしてさきもお話がありましたが、「人文学ブーム」が起きていた頃、私は研究室に

初めて来ました。それは 2007年のことです。 

 私は大学に通っていた頃、「運動」（デモ）をするためにいろんなところへ行っていました。

2000年度を前後にして、韓国では「運動」というもの自体が、それが学生運動であれ、社会

運動であれ、方向性を失ってしまいました。「どんな生き方を選ぶのか」という問題ではな

いです。それは、選択する生き方自体が崩れてしまうような状態だったと言えるでしょう。

その時、私がどんな生き方をすればいいか悩みながら選択したのは、どうしてそうしたかは

わかりませんが、とにかく「勉強」でした。 

 そして、その当時、規模は小さいけれども、韓国ではいくつか制度圏の外で勉強をしなが

ら講義ができる場所がありました。私はそういうところに「ショッピング」しに行っていた

わけです。 

 スユ・ノモはもしかしたら私がそういう「ショッピング」をしていた場所の一つだったの

かもしれません。ですが、それにもかかわらず、私が未だに研究室に残っているのは、（研

究室で）行っていた他のところとは違う何かを経験したからです。 

 さきほど、「人類学的報告」と本のなかに翻訳されていたというお話がありましたが、人

類学的報告が可能だということは、その「コミュン」（共同体）だけが持っている特有の倫

理があるということだと思います。今日、私が二つほど簡単にお話させていただきたいと思

うことは、私が研究室で学んだ倫理の二つです。しかし、これらは研究室で綱領のように定

まっている倫理とは言いがたいものです。簡単に言うと、私が考える倫理なのです。でも、

私が研究室にいる限り、それは研究室の倫理でもあります。研究室の倫理はいつもそういう

ふうに生産されます。「活動する人」、その人がつくり出すのが研究室の倫理になります。私

は「大衆知性」を通して勉強を始めたし、「大衆知性」に愛着を持っています。だからこそ、

去年も「大衆知性」プログラムの活動をしました。 

 

（高美淑氏：（シンさんは）大衆知性の学び人として入り、5 年が過ぎて大衆知性のチュー

ターになりました。ここで言う「活動」というのはそういう意味合いを持っています。） 

 

 そうです。私が初めて 2007年に入った時は、学ぶ人として入りましたが、去年私がその
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チームを引っ張る人として活動することになりました。 

 1年間スピノザの勉強をしました。毎週土曜日、14時から遅ければ夜の 19時まで、それ

は 1年間 40週を超える時間でした。私がスピノザの勉強をしなきゃ、と思った理由、すな

わち大衆知性の勉強をしたいと思った一番大きい理由は、私がスピノザのことが好きだか

らです。 

 研究室で教える人は、「誰に何を教えるか」は考えないです。その代わり、自分が何を勉

強するか、これが活動を組織する一番大きな原動力となります。私が思うに、研究室のリー

ダーの条件は、「学ぶことが好きな人」です。教えるのが好きな人ではなくて。ですから私

が思うに、一番勉強の内攻が強い人は誰に会っても学ぶところを探す人です。学べる能力、

つまり教える能力ではなく、学べる能力が研究室では最も大きな原動力となります。 

 その次に、学びたい人は友達を作らなければなりません。ですからリーダーは韓国語で言

うと、「客引き」能力が卓越していなければなりません。少し単純化して言えば、友達を作

れる能力。この能力がリーダーにとってはとても重要だと言えるのです。 

 次に、私がスピノザの勉強をしながら思ったことをお話したいと思います。11 人くらい

が一緒に勉強していました。その中には 50代の方もいました。研究室の勉強はすべてがそ

うですが、10 代から 50 代以上まで、同じ教室で同じ勉強をします。その 50 代の方のお話

をしながら、二つ目の倫理のお話をしたいと思います。 

 その方は、とても一生懸命に勉強する方です。そして文章も上手いです。研究室のすべて

の活動の最後には、文章を書いて発表するのですが、その方が書いた文章を発表すると、み

んな「上手いですね」と言って終わります。 

 でも、それはなぜか友達を作らない文章です。その文章に口出しして話したり、もっとそ

の文章を一緒に良い文章にしようとする想いが生まれないような、そんな文章です。なんで

でしょう。そんなに上手い文章なのに…。そのとき私が得た答えは、「知」とどうやって出

会うべきなのか、に対する答えでした。 

 幸いにも私は大学院に通ったことがありません。ですから、いわゆる専門家、あるいは知

識人という人たちが持っている「知」の形式に私は慣れていませんでした。私はその形式を

今お話しした 50代の女性の方からみることができました。それは何かというと、「知」を所

有する方法です。初めて勉強をする時には、私もそうでした。先ほど高美淑先生から、「気

質」と「習性」のお話があったのですが、私はそれらを「身体性」と呼びます。それは運動

的で、意識的な部分とは少し違うものです。 

 私たちの持っている「身体性」は、この世界と関係を結ぶ際に所有する方法しかわかりま

せん。ずっとそういう方法を身体で学んできました。「知」についても、そして自分自身に

ついても…。その、「知」を所有する身体性を変えて行くのが、研究室においてはとても大

きな勉強となります。これはさきの「友達が作れる能力」とも通じますが、所有しようする

「身体」は絶対に友達を作ることができません。このような「所有する身体」を「循環する

身体」につくり直すことが、私は勉強だと思っています。私が見る限り、知識人たちは知識
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を所有するのに忙しいです。しかしそれは知識人だけの問題ではなくなりました。学歴も高

くて、多くの人々が大学、そして大学院まで通うようになって、徹底的に所有する身体性を

学ぶようになりました。これを循環する身体性に変えることが私の個人的な「勉強」です。 

 では、どうやって循環する身体性に変えることができるのか。ご飯を一生懸命に作って、

掃除を一生懸命にしなければなりません。これらは些細なことのように見えますが、そうで

はありません。知識人たちをはじめ、多くの「知」を所有する人たちは――ユングは、「私

が会ってみた人の中で知識人が一番うそつきである」と言いましたが――、自分自身を「知

識」で偽装しようとします。平たく言うと、合理化する能力に長けているということです。

研究室で一番重要な倫理の一つが、「理念なんかで自分自身を装わない」ことです。 

 キッチンは人の原初的な姿があらわれるところです。たとえば、聞いた話ですが、キムチ

を「はさみで切るか、包丁で切るか」ということで、血が出るほどケンカをしたそうです。

（笑）ケンカをした人は二人とも男性の博士でした。身体はそういうところを見えるように

します。一番原初的で、なおかつ身体化されている資本主義的な性格、自分の境界を確固た

るものとしようとすること、自分の境界の中へとすべてのものを収斂させようとすること、

知識人たちは、たとえばセミナーにはあまり来ません。 

 ご飯を作ったり、ご飯を食べたり、そして片付けているとき、そういうふうに何も考えず

に夢中になっているとき、そんなときに、とても根深い資本主義的な自分の身体性が現れる

のです。 

 私が最近読んだものの中で、一番感銘深かったし、心の中に深く刻まれたものがあります

が、ニーチェの言葉です。「自分は有益なものがおいしい」と。これはものすごい見地だと

思います。 

 たとえば、理念的にあることが正しいと思っている、とイメージしてみましょう。そして、

ある映画がその理念とあまりにも対立していると考えてみましょう。私たちは、それでもそ

の映画を見て笑ったり泣いたりします。もっと具体的な話をしますと、たとえば民族主義が

大嫌いだと言う人がいます。しかしその人は民族主義の映画を見て涙を流します。私はこれ

が「うそ」というものだと思います。そしてこれが、知識人たちの、私もそうですが、「知」

を通して生きている人たちが陥りやすい陥穽だと思います。 

 頭の中では有益なものがあると考えます。しかしそれを口にすることはできませんから

我慢するしかなくなります。そして悔しくなり、疲れちゃいます。そうすると、それと関連

している生活がそれ以上できなくなります。 

 ですから私は、勉強は身体性を造り出すことだと信じています。私が講義をしているとき

には、私の身体性の形に沿って人々との間でリズムを造り出すことができると思います。そ

れが文章であれ、講義であれ、私が思うには「循環する身体を持つこと」だけがそれらを力

づけるようになると思います。その力は、修飾語や特別な用語を使うから得られるものでは

なく、この「身体」から出てくるものだと思うのです。大衆知性は制度圏の内と外の問題で

はありません。「所有する身体」か、それとも「循環する身体か」、まさにここにその境界が
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あると私は思います。 

 最後から二番目の話になりますが、ある意味、私は大学院に通ったことがないのでドラマ

や隣の人との間で起きた話などを通してしか物事をイメージできません。制度圏の内と外

で「知」を生み出していく際の最も大きな違いは、制度圏の内では知識を創造する方法を学

ぶのですが、私みたいに制度圏に行ったことのない人間にとっては「知」ではなく、「生」

を創造するしかないということです。正直に申上げると、そういう人たちは制度圏ほど専門

的な「知」を造り出すことはできません。制度圏の外では不可能です。しかも、私たちの研

究室のようにご飯を作ったり、掃除をしたりするところではもっと不可能です。 

 しかし、それにもかかわらず、人々は研究室の勉強に魅力を感じます。そこにはどんな専

門的な知識よりも人を引く力があります。私はそれがご飯と掃除、つまり「日常」をすると

いうところから湧いてくるものだと思っています。 

 制度圏に追いつこうとすると、簡単に言うと死んでしまいます。（笑）さきもお話があり

ましたが、そんな本は売れません。制度圏の内の「知」に追いつくことも、そして「知」の

生産をそういう方法ですることもできませんが、まったく異なる方法で「知」を生産するこ

とができると私は考えます。私はそれが、「身体性」と関連があると考えています。 

 私の文章を出版社のブログで連載させていただいたことがあります。ある日突然、連絡が

来ました。他の出版社からの連絡でした。私の文章を読んで、本を企画して出版したいとい

うことでした。文章を書くことはとても重要です。知識人たちが友達を作ることのできる、

一番良い種であり、それ自体が実でもあると思います。ただし、持続的に文章を生産できる

ならば、の話ですが。私が学歴も高くないのに本を書いたり、講義に行ったりできるのは、

研究室で今まで学んで来たこういう倫理があったからだと思います。 

 最後に申上げますが、ここで知識共同体のようなものを創って行こうとしている、という

お話を聞きました。そういうときに集まって一緒に勉強するだけでは上手く行かないと思

います。そういう集まりに、私は数知れないほど「ショッピング」しに行っていました。ど

んな方法であれ、「分かち合い」の倫理、「分かち合い」の生き方を造り出す方法でなければ、

生命力は持続しません。私は科学、「自然学」と呼びたいのですが、生命の最も大きな特徴

はまさにこの「分かち合い」の倫理を造り出すことにあり、これが生命か生命ではないかを

分ける基準だとも考えます。研究室の無数の「勉強」を人々と一緒にすることができる理由

は、この倫理的な想像力、つまり「生」に対する新しい想像力、ここにあると思います。 

 南山講学院も「スユ・ノモ」から離れて新しくスタートしていますが、何かを始める時に

は、不安というものがたびたび襲って来ます。これで大丈夫かな。上手く行くかな。こんな

ことが頭の中に浮かんできます。そういうときに、私はいつも自分にこう聞き返します。「私

自身がどう生きて行きたいのか」。人が来るかどうかは別の問題だと思います。私はこれを

マトゥラーナ5という認知生物学者の言葉を借りて表現したいと思います。マトゥラーナは

                                        
5 ウンベルト・マトゥラーナ（Humberto Romesín Maturana）。チリの生物学者。 
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こう言います。「美的誘惑」。簡単に言うと、私が楽しく遊べば他の人たちもその気になって

一緒に遊びたいと思うようになるということです。マトゥラーナが提案する他者への手の

差し伸べ方は、ただ単に啓蒙や教えることではなく、自らがどんなに楽しく生きて行けるか

を考えさせることです。研究室ではよくこういうことを言います。「私たちはこれから失敗

するかもしれない。そしておそらく時々失敗するだろう。でも、それは毎回異なる失敗にな

るはずだ」。この言葉さえあれば大丈夫だと思います。ありがとうございました。 
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講演後記 

「分かち合いの生き方を、私たちはどう見つけるのか 

―スユ・ノモの答え―」 

 

千葉刑務所非常勤講師/東京学芸大学連合学校教育学研究科満期取得退学 

高橋 在也  

 

 

 以上の文章を、私は 2014 年２月に一橋大学でじかに聞いていたし、お三方とも少し

話をした。しかし今回原稿として起こされた文章を読んで、改めて私は、いかに理解し

ていなかったかを思い知らされた。その時、私は主にコ・ミスク氏の話を中心に聞いて

いたのだ。十年間のスユ・ノモ空間をつくるうえで、生活と経済の両立はむしろ問題に

ならなかった、なぜかというと「楽しく勉強する」ことを根底に置き続けていたからだ、

問題はむしろ「感情と習慣」だった、共同体を命あるものとして続けていくうえには「霊

的」すなわちスピリチュアルなものをどう育むかが不可欠だった、、、そのような力点で

聞いた。知といえば、どうしても大学の範囲で考えてきた私には、単に自由な空間をつ

くろうとしたという試みの新奇性だけではなく、生活のなかで知的生産をしてきたなか

で出てきた、コ・ミスクさんの知恵が印象に残った。彼女が最後に話している４つのヴ

ィジョンもそうだ。 

 今回この翻訳をつくってくださった方が、韓国語と日本語の両方のいわゆる「ひだ」

をくぐりぬけて、三人の「思想」を書き物のかたちで届けてくれたことで、初めて理解

できることが多かった。私は、コ・ミスクさんを、先見的な知恵と知識を持つ、ひとり

の特異な知識人として捉えていたのだ。あるいは、ムン・ソンファンさんとシン・グン

ヨンさんを、それぞれの知恵と知識をもつ、やはりひとりの知識人としてみていた。つ

まり、結局は同じような、スユ・ノモ空間に関連する哲学の提唱者として、みていた。 

 私が今回わかったのは、だれもが自分の
．．．

勉強をもつことの重さである。シンギュラリ

ティ（単独性）が、何よりも大事なのだ。もちろん、知識体系の工事・構築の単独性で

はない。共同の空間をつくり、それを命あるものにすることが、なぜ大事なのか、そう

するためには何が欠かせないのか、あるいはその「命」とは何なのか、そして何よりも、

そうした答えを探求し自覚し自分の題材にとかしこんでから皆に共有していくその道

筋は何なのかという問題、その単独性である。ちょうど降っている雪が、なにを知らせ

るものなのか、という話をムン・ソンファンさんが何気なく話している。何気ない話だ

ろう。と同時に、降る雪が何を知らせるものなのか、雪で交通が悪くなるから予定の変
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更の知らせか、読書の時間への前触れか、家族を考える時間のきっかけか、あるいは今

日決まった人事の運命の意味をあらかじめ知らせるものなのか。何気なく降る雪の意味

を受け取ろうとする力は、結局、自分も含めてそこに人間の居る意味を、こまやかに、

いつも辿り直すことと、同じことなのかもしれない。 

 「…その方が書いた文章を発表すると、みんな「上手いですね」と言って終わります。

でも、それはなぜか友達を作らない文章です…所有しようする「身体」は絶対に友達を

作ることができません。このような「所有する身体」を「循環する身体」につくり直す

ことが、私は勉強だと思っています。…学歴も高くて、多くの人々が大学、そして大学

院まで通うようになって、徹底的に所有する身体性を学ぶようになりました。これを循

環する身体性に変えることが私の個人的な「勉強」です。」 

 「友達を作らない文章」、という表現にはっとさせられた。自分の考えを書きながら、

対話の相手を求めている。そうした文章は、「循環する身体」からしか生まれない。文

章を生み出すのは、理念や思想ではなく、身体だという。そうした身体に変えることが、

彼女の個人的な
．．．．

勉強だという。 

 「では、どうやって循環する身体性に変えることができるのか。ご飯を一生懸命に作

って、掃除を一生懸命にしなければなりません。」 

 ここで、シン・グンヨン氏が言っていることは、ご飯を一生懸命作って、掃除を一生

懸命にすることは、友達を作る文章を生み出す、そういう道である。ごく当たり前の日

常的なことを言っているようにも見え、つながらぬものがつながる道を言っているとも

見える。「どんな方法であれ、「分かち合い」の倫理、「分かち合い」の生き方を造り出

す方法でなければ、生命力は持続しません。」私は三人の文章を読んで考えた。「分かち

合い」の倫理、「分かち合い」の生き方を見つけるその道は、シン・グンヨンさんがい

う「個人的な勉強」のなかでしか見出せない。掃除と食事づくりが、分かち合いの生き

方のためにどうしても欠かせない。しかし、「分かち合い」に関わるその発見に、シン・

グンヨンさんの「個人の」勉強の重みを感じる。 

 私は、創造的な知をつくりだし、分かち合う道を、ひとりひとりがそれ自体を哲学と

して探求するスユ・ノモを、今後また訪れてみたいと思っている。 
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４．南山講学院ならびにスユノモＮへの視察報告 

  （視察旅程：平成２６年１０月３１日-１１月２日）  

 

 

① 視察調査スケジュールと調査先概要 

② 南山講学院・スユノモ Nへの視察報告 
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① 視察調査スケジュールと調査先概要 

                     帝京大学講師 ル・ルー・ブレンダン 

 

１．調査目的 

 26年 2月の講演会において、具体的な面識のできた三名を頼りに、2008年以

降分派した南山講学院、スユノモＮのそれぞれの現地視察ならびに運営者・参加

者へ話を伺った。 

 両組織の現状を視察し、また創設者への聞き取りを行うことで、日本における

先行研究では明らかになってはいなかった分派の経緯と、分派後両組織におい

て共通して継続されていることと、継続されえなかったことを明らかにするこ

とが本視察の目的である。とくに後者は、10 年の活動期間を経た分派後も共通

して見られる要素＝新たな学習文化を形成するうえで欠かせないエッセンスだ

と捉えられよう。一方、相違点があるならば、生活共同と文化形成の両方を志向

した活動を継続するうえで、何らかの困難や阻害要因となった部分であるとい

えるだろう。以上の目的をもって下記の視察調査を行った。 

 

 

２．視察調査のスケジュール 

・2014年 10月 31日（金） 

 13:55：成田国際空港発 

 16:35：仁川国際空港着 

 18:30頃：忠武路（チュンムロ）駅着 

  →駅付近で南山講学院の方々と夕飯 

 20:00頃：南山講学院の베이스 캠프（「ベースキャンプ1」）3階を見学＋メン 

  バーと雑談 

（住所：서울 중구 필동 3가 79-66 깨봉빌딩 3층 

 ソウル 中区
チュング

 筆洞
ピルドン

 3街
ガ

 79-66 ケボンビルディング 3階） 

 20:15頃：南山講学院の베어 하우스（ベアハウス，学習・セミナー施設）見学 

 20:30頃：풀 하우스（フルハウス，女子寮）にて住民と雑談 

 

 

                                            
1 南山講学院と감이당（カミダン）の施設の位置・詳細について、以下の地図を参照。 
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・2014年 11月１日（土） 

 08:00頃：南山講学院の「ベースキャンプ」3階で共同厨房にて朝食の準備／ 

  朝食／片付け 

 09:15頃：감이당（カミダン）の Trans Generation (TG) School（学習・講義・

  セミナー施設／）見学 

 09:40頃：「ベアハウス」見学＋会合 

 10:40頃：「ベースキャンプ」で待機 

 10:50頃：「ベースキャンプ」2階で『論語』セミナー見学 

 11:00頃：隣の部屋でセミナーに関する取材 

 11:45頃：「ベースキャンプ」2階の東洋医学の部屋でセミナー見学 

 12:00頃：「ベースキャンプ」3階セミナー室 2のセミナー見学 

 12:15頃：「ベースキャンプ」3階オープンスペースで昼食／休憩 

 13:00頃：南山講学院の方々とソウルタワーのある南山公園を散策 

 13:50頃：「ベアハウス」で高校生・若者向きのセミナー見学＋参加者の取材 

 14:30頃：「ベースキャンプ」3階オープンスペースでキムチ作り 

 15:15頃：「ベースキャンプ」3階「空間プラス」（大セミナー室）で会員・マ 

  ネージャーとの会合 

 19:00頃：Tg School 2階セミナー室で南山講学院・カミダンの先生方と会合

  （高美淑氏も参加） 

 21:10頃：「ベースキャンプ」3階のオープンスペースで懇親会 

 

・2014年 11月 2日（日） 

 08:00頃：「ベースキャンプ」3階のオープンスペースで朝食／片付け／雑談（日

  曜日セミナーに関する説明） 

 09:15頃：散策／韓屋村見学 

 10:00頃：「ベースキャンプ」3階「空間プラス」の日曜日セミナー見学 

 10:15頃：移動／昼食 

 13:00：수유너머 N（スユノモ N）セミナー室 bで会合・創設者と運営者取材 

（住所：서울특별시 서대문구 연희동 193-16 동아빌딩 

 ソウル特別市 西大門区
ソ デ ム ン グ

 延禧洞
ヨ ニ ド ン

 193-16 東亜
ト ン ア

ビルディング） 

 14:40頃：会合終了後，雑談／見学 

 14:50頃：移動 

 17:40：仁川国際空港発 
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 20:00：成田国際空港着 

 

３．調査先概要（地図・写真） 
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・남산강학원&감이당 마을지도（「南山講学院とカミダン 村地図」） 

・南山講学院「ベースキャンプ」 

３階学習スペース 

 

ベア	
ハウス	

フル	
ハウス	

ソウル	
タワー	

南山	
散策路	

南山講学院と	
カミダンの	

ベースキャンプ	

ジャング
ムシン	

Tg	School	

韓屋村	

キウォン
ジャン	
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３階共同厨房 
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３階洗浄場 

 

寄付食材の到来 

 

寄付食材スケジュール 
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３階共同スペースで朝食の準備 

 

３階共同スペース（左奥にカフェスペース） 

 

３階共同スペース 
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３階セミナー室２ 

 

 

３階「空間プラス」での会合 
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３階「空間プラス」日曜日セミナー 

 

 

３階「おススメの本」掲示板 
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３階世界地図（南山講学院・カミダンの施設と講義を行った場所） 

 

２階セミナー室１（『論語』に関するセミナーの様子） 

 

２階セミナー室２（東洋医学のセミナーの様子） 
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２階セミナー室２の薬草 
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・ベアハウス 

外観 

 

掲示板↓   セミナー時間割→ 

 

２階セミナー室（若者向きのセミナーの様子） 
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・TG School 

外観 

 

1階学習スペース 

 

セミナー時間割 
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２階セミナー室 

 

２階セミナー室（高美淑氏との会合） 
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・スユノモ N 

４階学習室 

 

4階講堂 

 

５階セミナー室 b 
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スユノモ週間スケジュール 
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３間取り図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・南山講学院とカミダンのベースキャンプ（３階） 

・スユノモ N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉　

強　

部　

屋	厨　房	

ご飯を食べる所	

洗浄室	 化粧室	
ー

ー
	

ー
室

	

空　間　プ　ラ　ス	セミナー室１	

培　

植　

台	

現在地	

講堂	
セミナー・講演・食事用	

セミナー室a	

セミナー室b	

4階	

5階	

講堂	
セミナー・講演・食事用	

学習室	
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②南山講学院・スユノモ Nへの視察報告 

                     

千葉大学大学院人文社会科学研究科 

博士後期課程 七星純子（Ｄ２） 

 

私たちは、2014 年 10 月 31 日～11 月 2 日まで、南山講学院に訪問をし、寮に宿泊を

させいただき、南山講学院で食事をともにしながら調査を行った。また、11 月 2 日に

はスユノモ Nに出向き、運営に携わる方々にお話を伺うことができた。そこで、現在の

南山講学院とスユノモ Nの現状について調査できた範囲で報告をしていきたい。 

 

 

第一節 南山講学院、カミダン（감이당） 

  

 ここは、高美淑が創設した場である。高美淑は、まず南山講学院を開いたが、現在は

南山講学院の代表を引き渡し、医易学などを主に学ぶカミダンという組織を南山講学院

の敷地内とその他の施設で展開している。 

 

１．運営について 

南山講学院とカミダンは、ビルの２階、３階（全部で 5室）に位置する。2階は、セ

ミナー室、フリースペース、放送局となっており、3階にはキッチン、食器洗い場、食

堂、事務所、勉強部屋、セミナー室がある。また、チョンセという韓国独特の制度は取

り入れておらず、200万ウォン2の家賃を毎月払っており、それらは受講生のセミナー料

金で賄っている。また、同好会という形をとっていて、ビルの名義は個人となっている。 

 南山講学院のメンバーは、①正式会員と②その他の参加者からなっている。正式会員

は約 10 人で、一緒に勉強する意志とビジョンを共有しているという。正会員は、自分

が払える範囲の会費を自分で決めて支払っている。また、運営のための会議があり、正

式会員はそれに参加している。会員以外の人は、南山講学院の各セミナーや企画セミナ

ー等に参加費を支払って参加しており、企画セミナー等には合計約 300人の参加者がい

る。 

 その他、南山講学院から離れた場所にカミダンが運営している TG スクールがある。

                                            
2 2014 年 10 月の視察時、1 ウォン＝0.101 円であった。ここで 200 万ウォンは日本円にして約 20 万円であ

り、ウォンの数値に 1/10 をかけた金額が日本円だととらえられよう。 
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そこでは、主にフリーターの若者が参加しているが、開催されているセミナーは職業訓

練のようなものではなく、哲学的な啓発となっている。 

組織の今後の活動の展望としては、若い世代のためにネットワークをさらに拡大して

いくことと、自国にとどまらない活動を拡大するためにアメリカ・中国にも研究空間（ゲ

ストハウス）をつくる予定がある。 

 

２．学びについて 

２－１．どのように学んでいるか 

次に学びについてみていくことにする。 

１）セミナーについて 

 セミナーには、三つのタイプがある。セミナー時は、飲食可で、セミナー受講者が差

し入れをもってくることもある。 

 

①自主ゼミ的なセミナー 

このセミナーは、会員たちや年間プログラムを受講している人たちが、もっと勉強を

したいというときに開いていく。ゼミで何を勉強するかは、最初に提案する人はいるが、

自然に（話し合いの中で）決まってくる。このときに、会員が補助をすることもある。 

 

②企画セミナー 

このセミナーは、講義形式で行われる。講義するのは正会員で、その人が企画をして、

参加者を募集する。参加人数が約 4人から開講する。 

 

③そのほか、外部講師による講義がある。 

 

２）セミナーの受講金額 

①自主ゼミ的なセミナーは、15,000 ウォン／月で、いくつでも自由に好きなセミナ

ーに出られる。②企画セミナーへの参加は、さらに受講費 150,000ウォン／三ヶ月を支

払う。③講義は、受講講義ごとに 18,000ウォン／月を支払う。 

 

２－２．学んだ成果の出し方 

一年間学んだところで、レポートをだすことになっているという。レポートのタイプ

は、大学のような分析や学術的なものではなく、自分にとって学んだことがどのような

意味あるのか、学んだ感想や感情的な部分にスポットをあてて、学んだ思想と自分の生
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活や人生との接点について書く。また、レポートはコンテストにもなっていて賞金もあ

る。 

 

２－３．実際のセミナーの様子 

 次に実際に見学したセミナー（2014年 11月 1日）についてみていく。一人一つ簡単

に持ち運べる小さな机を並べて床に座って勉強をする。 

 

＜論語＞（見学日時：2014年 11月 1日土曜日 10:50〜11:00） 

企画セミナーで、中国の原文（漢文）を韓国語風に音読して、解説、解釈をする。参

加者は男性 5人、女性 4人、うち正式会員である女性講師１名。 

 

＜ポスト大衆知性＞ 

テーマは「猫について」で、猫の行動様式をみて、自分が何を学ぶか、命について考

える。さらに身体（生理学）と勉強のつながりや身体についてどう解釈するかについて

話あっていた。また、哲学者ドゥルーズを事例に、自殺は決意なのか、それとも逃避な

のかという問題についても討論をしていた。参加者は男性 4人、女性 6人、うち男性講

師 1名で、カミダンで 3年以上学んだ人が参加。 

 

＜人類学ゼミ＞ 

 自主ゼミ的なセミナーで、日本の哲学者柄谷行人の本を取り上げ、人類学の視点で現

在の資本主義社会の中でどのように共同体をつくるかについて学ぶ。男性 2人、女性 3

人。 

 

＜臓器の働き＞ 

ベアハウスという場所で行われていた。この講義は、毎週土曜日の午後開講している。

勉強が始まる前に南山講学院で一緒に昼食を食べ、それから移動して勉強のスペース・

部屋を片付ける。五臓六腑について学ぶ（見学当日：胃について←有名な歌手シンヘチ

ョルが胃の手術で亡くなったばかりという背景）。  

参加者は、中高生：男性 6人、女性 3人 講師は大人 3人（うち観察者１人）で、親

に強制的に通わされている青少年もいる。 

 

＊受講者の 20歳女性のコメント 

・昨年から参加している。 
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・高校認定式のあと、バイト生活。母親が高美淑氏の本を読んで、興味があって参加し

た。 

・今はバイトと土曜にはセミナーにでている。 

・塾は辛かったし、宿題は関心もなかったが、ここは学校の勉強とは違い、知識ばかり

覚えるのではなく、身体とのつながり、全体的なパラダイムシフトについて学んでい

る。 

・学んでいるものは暗記ではなくて、自分とつながっているのでこれまでと全然違う。 

 

３．学びと生活を結ぶ食事と掃除：生活と勉強の分離へのアンチテーゼ 

３－１．掃除：学びのための重要なもの 

南山講学院やカミダンでは、掃除することを重要視している。ここでは、掃除等は勉

強をする人の基本とされ、家事は生活でもあるが勉強でもあるとしている。 

朝到着すると勉強を始める前に先ず掃除をする。どの場所で勉強してもよいが、自分

の机、けしカス、お皿、自分の使った場所は自分で片づけて、自分が使っていた痕跡を

消すようにしている。また各自の掃除とは別に、週に 2日、全員で施設内の掃除をして

いる。 

 

３－２．食事 

１）食事を作る 

シェフ（会員）が 2人いて、食事をする人数の把握とメニューを決めている。知り合

いから野菜などの食材のプレゼントがある。料理は当番制で作っており、誰でも担当す

ることできる。食事を作る人は、自分が担当したい日を決めて月間カレンダーに名前を

書きこむ。肉は油があって食器を洗うのが負担なので食材に使わない。 

 

２）食事をする 

朝食は 8 時頃からで、メニューは、前日の夕食の残りが多い。昼食の準備は 11 時か

らで、12時～13時は食べることができる時間となっている。一食 2,000ウォンである。

セミナー受講だけの人も食べることができる。 

ビュッフェスタイル（ご飯、おかず 3種類くらい、スープ、フルーツなど）で、食後

は、一口サイズのパンで皿をふいて綺麗にしてから、自分で洗いにいく。食器洗いは水

であった。 
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４．共同生活の運営：寮について 

寮は、4つある（男性寮１＝7人、女性寮 3＝12人）3。寮の一つは、宿泊費一泊 5000

ウォン。家賃 20万ウォンで、主に独立生計が難しい人が寮に住んでいる。 

男性にはカミダンからの奨学金があり（毎日の研究室の開錠・施錠、カフェ運営など

の実労働を担う）家賃は払っていない。女性にもマネージャー的な役割もあるようだが、

奨学金はない様子であった。また寮内での、料理ならびに食事はしないことになってい

る。 

 

５．南山講学院参加者の声：南山メンバーとの座談会（2014年 11月 1日 15:30〜） 

 南山講学院に参加しているメンバーと座談会の機会を得た。座談会参加メンバーは、

20代～30代くらいの男性 3人、女性 4人であった4。主に話されたことについて、いく

つかあげてみたい。 

                                            
3 ・女性寮：フルハウス 

女性 4 人＝一部屋に 2 人、宿泊費 5,000 ウォン。家賃 20 万ウォン（韓国では高い方だという） 

光熱費は住居人全員で割り勘する 

・女性寮：名前不明 

 女性 2 人、部屋数 3 室、いろんな人が使っている様子 

・男性寮：小熊 

 男性 7 人、部屋数：４つで一つは物置 

 

4・A さん（女性）：社会人，高美淑の本と出会い参加した／家が近いので共同体にも参加／小学生プログラ

ムの担当者 

・B さん（女性） 

・C さん（男性）：兵役の時に高美淑の本に出会った／元々読む・書く・批評するという過程に興味があっ

た／MVQ のブログを担当 

・D さん（女性）：在籍 4 年目、ロシア文学／外国語が好きで、通訳・翻訳の勉強もしている 

・E さん（女性）：在籍 10 か月、整形外科医、週に 2 回働いている／夏目漱石・四柱推命について執筆中 

・F さん（男性）：4 年前に高美淑の本に出会った／楽しく勉強できる、ここの寮に住んでいる、中国古典

と西洋哲学 

・G さん（男性）：キッチンマネージャー兼シェフ、大学ではバイオエンジニアを専攻（ここでも続けてい

る） 
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＜ここにきたきっかけ＞ 

高美淑の本を読んできたという人が多い5。南山講学院からのＰＲ・宣伝はしないが，

外部講演を聞いて参加する人が多く、最近増えているようである。 

 

＜参加者からみる南山講学院の特色＞ 

・韓国内にほかにも制度圏外の学習空間は５つくらいあるがまだ珍しい存在である。そ

の中でも、南山は共同生活をすることが特色である。 

・制度圏外での研究の目的は、皆で楽しく勉強できること。 

・以前は修士・博士がここで講義をしていたが、今は一般の人も学んで講義できるよう

になった。  

・組織は大きくなれば，分裂するのではないか。 

 

＜南山講学院で学んでいることについて＞ 

＊困難なこと 

・親に説明をするのが難しいし、人にはここでの学びの概念が伝わらない。 

・ここでの生活で経済的自立が成り立っているので両親は何となく了承しているが、外

で仕事・アルバイトをせざるを得ない人もいる。 

 

＊参加者にとっての南山講学院の位置づけ 

・違う生き方を考える場所で，違う生き方をしようと思う人が集まるところ。（その背

景に確かに資本主義社会とは異なる生き方への志向がある）。 

・ここは資本主義社会の問題から逃げて「ヒーリング」を受けられる場ではなく、違う

生き方を探る場所なので、資本主義社会が嫌になって南山講学院に来た人はまた出て

いくことが多い。 

・小さな村に住んでいる感覚で、卒業という概念はない。 

・学ぶことが一番で、共同生活はそれに付随するもの。 

・会社勤めのときは、いつまで職場にいられるのか不安があったが、いまは、ずっとこ

こで勉強できるから未来に不安を感じない。 

・食材のプレゼントも多くあるし、生活も学問も安くできるので資本主義社会の外での

生活が可能。 

                                            
5その他には、韓国に帰化したロシア人のパク・ロシャの影響で、という人もいる。現在はノルウェーで［ハ

ングル学］韓国語を教えていて、南山講学院で講義をしたことがある。 
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＜勉強について＞ 

・今、行っている勉強が、次に何をうむのか、どのように人に伝播していくのかが重要。 

・勉強サイクルは 2～3年（興味によって）。 

・食べることと勉強＝生活という定義→日常課題を通して様々なことを勉強できる。 

 

 

第 2節 スユノモ N（2014年 11月 2日 13:00〜） 

 スユノモＮの中心人物である李珍景をはじめスユノモ Nの運営に関わる 4人（男性 3

名、女性 1名）にお話を伺った。 

 

１．運営について 

スユノモ Nは、ビルの 2フロアで運営している。共同部屋２つ，勉強部屋２つ（上階

の勉強室は、会員ではない人も入れる）、セミナー室２つがある。ゼミや講義の参加費

や会員の会費でビルの家賃を支払っている。 

 メンバーは、会員とゼミ会員がある。会員は 30 人以上で月に 5～20 万ウォン支払っ

ていて、スユノモ運営に直接参加できる。ゼミ会員は 100～150人いる。 

火曜日に討論会があり、全体会議は 2週に一度（参加は会員だけ）ある。あらゆるこ

とを話し合う（講義、ゼミ、キッチン、コピー等）。参加者層は、アーティスト、活動

家、会社員、大学生、高校生などで、フリーターも多くいる。 

 

２．学びについて 

１）セミナーについて 

セミナーはゼミ形式と講義となっている。掲示板で告知をする。ゼミの数は 15〜20

があり、3〜4ものゼミを同時に受ける人が多いが、義務制・数制限はない。人文社会科

学院という、ここでつくった大学（修士・博士あり）がある。リーダーというゼミの責

任者が、主に片づけなどをする。 

 

２）受講費 

ゼミは 15,000 ウォン／月で、どのゼミにも参加できる。講義はゼミよりは高めの受

講費の設定になっている。 

 

３）学んだ人の変化 

受講者はここに来て、目的意識をつくって、変化したり、やりたいことを見つけたり
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しているという。政治意識変更や政治的運動自体は、目的ではないが、その後活動家に

なる人も出てくることもある。運動の内容としては、環境、障がい、再生可能エネルギ

ー、反原発、送電塔の反対、フリーターの労働組合などがある。その他、職場をやめた

人や、積極的に活動する人、変化がない人もいる。 

 

３．食事について 

食事や生活は重要だけれどもそれが核心ではないので、必要ならご飯を食べてもいい

が、あくまでも勉強が中心である。とはいえ、食事をとることはでき、ゼミ受講者の 3

分の 2が利用している。食事の準備は、会員がメインだが非会員も自発的に準備をして

いる。キッチン担当のメインの仕事は食材を買う。食材のプレゼント・寄付ももらって

いる（食材の 2/3を占める）。 

 

４．スユノモ Nにとっての共同性 

ここでは、生活ではなくて、勉強をして、勉強でつながり、運動などをクリエイトし

ている。勉強を媒介にして、互いに影響を与えあっているという。共同体といっても生

活ではなくて、勉強を共有した共同性である。以前は宿泊所があったが，現在は寝泊り

できる場はないため、地方から来た人にとっては不便かもしれない。今後は、若者のた

めの「ルームシェア」という計画があるが，実現しにくいかもしれないとのことである 

 

５．その他 

 スユノモ N の展望としては、自発的につくられたネットワークづくりをしていくが、

拡張をしていくようなことはないとのことである。 

 

 以上が、実際に南山講学院とスユノモ N を視察してきた報告である。両者とも、「勉

強をする」ということを中心においている。中心にある考えは共通しているが、南山講

学院は、学ぶことで生活の仕方も変わる、スユノモ Nは勉強を媒介に人がつながり、活

動や運動を創造するという方向性の違いがある。それが、南山講学院とスユノモ Nの建

物内の清潔さの違いに現れているように感じた。 
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第 3節 高美淑と李珍景 

 次に、スユ＋ノモの創設者でもあり、現在はそれぞれに活動を行っている高美淑と李

珍景が話していたことをまとめておきたい。 

 

１．高美淑が話していたこと 

 私たちは、TGスクールでの座談会（2014年 11月 1日 19:00〜）で、7～8名のメンバ

ーも同席している中で高美淑にお話を伺う機会を得た。以下、高美淑が話していたこと

の要約である。 

  

現在の韓国ではフリーターが共同体をつくる、共同生活やルームシェア、ルームシェ

ア同士で起業するケースもあるが、カミダンは持続性がある点がそれらと異なる特徴だ

と考える。 

 この南山講学院等は、同好会という形をとっていて、税金は払っていないし、役所申

請はしていない。ビルの名義は個人であり、個人がはじめたことであり、最初から組織

をつくろうとしたわけではない。 

 

＜なぜ最初のセミナーは植民地時代に関する新聞記事の批評だったのか？＞ 

参加者の専門はそうであったし，さらにモダニズム（帝国主義，植民地主義）に対す

る視点を民衆，日常から考えるためだったと答える。 

その考えはスユ＋ノモの設立にも関わってくると言う。人々の日常をどう変えられる

のか。また、私的所有、結婚制度、女性の純潔のしがらみから解き放たれるためでもあ

るし、どのようにパラダイムシフトできるかにかかっている。 

つまり、インテリによる資本主義の批判がよく耳に入り容易なものだが、パラダイム

シフトをすることがもっと困難で，今は小規模ながらそれを行おうとしている。 

 

＜活動の拡大について＞ 

アメリカ・中国にも研究空間（ゲストハウス）をつくる予定であるが、場所について

は、アメリカは遠く、中国は広いためである。若い世代のためのネットワーキング＋バ

イリンガル主義のため活動を拡大していく。 

 

＜遊牧することで得られること＞ 

モダニズムは国家，学校や結婚によって人を定着させるシステムであり、国家に属さ

ないとならない。韓国は経済成長して、動かなくなった。2008年以降は自殺率上昇、ス
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マートフォンの所有率が上昇し、人の行き来が活性化した。また、ニートが増えた。こ

れは、モダニズムの定着が難しいことの証明である。つまり、人々は放浪しないとなら

ないのに、ニートを選んだ「職には就きたいけれど［職には就かないで？］、いろいろ

旅をしたい」という身体＝ノマディズム（遊牧）／グローバル世代／国際放浪という新

しいタイプである。高美淑からは、日本人はプライドが高いから留学したくないのか？

というコメントがあった。 

 

＜最近の組織への参加者の変化＞ 

 最近大学生はこなくて、ニートばかりくる。これは、社会の変化ではないと考える。

団体の起源は社会を変える意志にあるのではなく，楽しく真面目に勉強がもっとしたい

ということにあるので、その理由を持って人が集まってくる。 

 

＜生活を共同することについて＞ 

生活を共同することは、資本主義社会にアンチや批判をするためではなくて、やりた

い方法をしている、やりたい生き方をしているだけである。そのため、社会へのただの

批判や断絶はなく、社会とつながっている。たまたま、やりたいようにやったら、資本

主義とは少し違う形になっていたということである。 

 

２．李珍景が話していたこと 

私たちがスユノモ Nを訪問した際の（2014年 11月 2日）李珍景が語っていたことに

ついて以下にまとめる。 

 

＜スユノモ創設への流れ＞ 

李珍景は、ソウル技術大学で哲学を教えるが，雑学である。80年代にレーニン主義で

あり、活動家であった。しかし、ソ連崩壊の後，活動を再思考する必要を感じスユ＋ノ

モを創設する。2008 年はスユノモにとっての「ブーム」時期であったが、2009 年に分

裂をした。共同体は、最初は複雑なものではなかった。 

 

＜制度圏外の学びの場について＞ 

80年代～90年代は大学で勉強ができなかった。警察が大学内にいたし、警備、教授、

警察が集会やデモを監視していた。警察の手伝いを断る教員は解雇になるか異動させら

れるかすることもあった。 

当初は，解雇された大学教員と勉強するために（革命，左翼運動の勉強）、外食しな



56 

 

がら行ったゼミが研究空間の始まりであった。その時代，いくつかの本も出版されたし，

セミナーを開催するいくつかのグループの誕生もあり，外で勉強をするというスタイル

は一般的になった。共同体ではないが，共同で食事をすることも，たまに共同生活もあ

った。ソ連が崩壊した後も，大学内での状況が変わらず外で勉強し続ける必要があった。 

今も学校の中で何かできるとは思わない。大学外で批判的な思想が続いているが，そ

れが必要である。 

 80年代と比べて，人文科学に対する助成金・研究費が増えているが，研究のためとい

うよりは大学の仕事のためである。自発的ではなく、成果を出すための研究になってい

る。さらに、そのために研究費が必要だから申請書・計画書を作成しなければならず、

結局研究をしているわけではない。大学のなかは、バラバラで個人的な勉強であったり、

研究がなくなる勉強であったり、研究費をもらうためのものとなっている。職を失って

いたある先生は研究費・助成金をもらうために論文のタイトル・内容を変えたことがあ

る。 

李珍景自身は本を 30 冊ぐらい出版してきたが，１回を除いて助成金がなかった。し

かし名前が知られているからか，出版するにあたって問題はなかったという。 

また、80 年代には，マルクス主義，レーニン主義，資本主義の勉強がメインだった

が，今はテーマがもっと多くなって，もっと開かれるようになった。 

 

＜スユノモ Nという場＞ 

前述した最初に大学外で集まって始まったゼミは学会の方に発展したが、スユノモは

学会ではなく、もっと開かれた場所である。 

アーティストや運動系で活動家が勉強しており、一緒に運動したりする。会社員、大

学生、高校生、フリーターも多く参加している。ここに来て、目的意識をつくったり、

変化したり、やりたいことを見つける。勉強をすることが目的で、政治意識変更や政治

的運動自体は、目的ではない（とは言えその後活動家になる人も出てくることもある）。 

 

＜人文学について＞ 

韓国における現在の人文学ブームには問題がある。ソウル大学で，CEOのための人文

学や銀行員のための人文学を唱えているが，それらは捨てるべきものである。そもそも

人文学は社会批判であり，違う生き方の可能性を探るものであり、不穏性のある人文学

が本当の人文学である。 

 

＜李珍景の考えるスユノモと南山講学院等との違い＞ 
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南山講学院は、社会に対する運動・活動に関心がない。また、不穏性がなく、高美淑

のカリスマ性が強くて、参加者の活気がないように見える。 

それに対して、スユノモ Nは若者の活気があり、勉強と運動がつながっている。不穏

な人文学が本物である。特定の誰かのカリスマ性はなく、参加者・活動家たちに任せて

いる。 

 

 

 

４．調査を終えて 

                  帝京大学講師 ル・ルー・ブレンダン 

 

・先行研究などによって事前調べをして，日本でスユノモの創設者の一人である高美淑

氏を取材したことがあったにもかかわらず，実際にスユノモと南山講学院（カミダン）

を訪れる前は，どのようなところでどのような勉強をして，どのように運営されている

のかは良く分っていなかったので，先ずその意味で現地調査は非常に有意義であった。 

 

・その際，事前学習から得た情報は不足していたとは言え，現地調査の時に更なる調査・

質問・取材の土台となり得たので，事前学習会の繰り返しが効果的であった。 

 

・2泊とも南山講学院（カミダン）の施設（男子寮・女子寮と「ベースキャンプ」）で過

ごさせて頂くことができたおかげで，会員の私生活と共同生活を少しながら観察し共有

することができ，他では得られない内部からの情報を多くまとめることができた。 

 

・現地調査は 2 泊３日しか行うことができず，しかも土日ということで，南山講学院

（カミダン）にしても，スユノモ Nにしても，限られた活動（セミナー，講義）しか見

ることができなかったのは非常に残念である。もっと長いスパンでの調査ができたらさ

らに興味深い結果が期待できるだろう。 

 

・特に，スユノモ N の場合は約 2 時間の取材しか行うことができず，創設者の思想な

ど、スユノモの理論に関することを多く聞き出せたが，具体的な運営やセミナーの様子

については，情報が少し足りないと言えよう。 
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５．創設者の理念と思想 

 

             東京学芸大学連合学校教育学研究科 

言語文化系教育講座 船越 亮佑（Ｄ２） 

 

 創設者のひとり、高美淑は、講演（2014/2/4）で次のように語った。 

  私が新しい研究空間をつくって新しい勉強をしたいと思った理由は、大学教授にな

ることを諦めたこと、そして韓国では 1990 年代初頭までマルクス主義的な世界観

が知識人たちの支えとなっていましたが、これがなくなったこと、つまり世界観の

問題ですね。最後に私の個人的な問題ですが、結婚して 6年目になっていて、もう

結婚生活を終わらせてもいいかなと思い始めたこと、これら三つがスユリ研究室を

つくった理由です。 

 

1998 年、韓国古典文学研究者の高は、スユリというソウルの中心部から北東に少し

離れた場所に勉強部屋を開いた。その動機は、大学教授にならずとも、経済的自立と学

びの場を確保することにあった。 

最初のセミナーは、『大韓毎日申報』の購読であった。この新聞は、1904年 7月にイ

ギリス人のアーネスト・ベッセルと韓国人の梁起鐸
ヤン・ギタク

によって創刊されたもので、日本の

朝鮮侵略を批判して愛国啓蒙運動の推進を主張したため、韓国統監府の弾圧にあった。

この講読を活動の端緒としたためか、その後も、17～18 世紀の啓蒙主義に基づくモダ

ニズム思想から 19～20 世紀の構造主義の流れを汲むポストモダニズムまでの系譜を歩

むことで、近代性とは何たるかを問わんとするセミナーが開かれていったようである。 

 そうしたなか、高はソウル社会科学研究所が行う講座にも参加するようになった。当

時のソウル社会科学研究所は、思想的に左派の組織として集団的な研究作業を模索して

いた。そこで出会った李珍景たちが、1999 年にソウル社会科学研究所を脱退して研究

空間を始める。そして、その研究空間とスユリ研究室が統合する形で設立されたのがス

ユノモである。このときのことを、李は『歩きながら問う』のなかで次のように述べて

いる。 

 

 近代性とそれを乗り越えるための理論を研究していた「ソウル社会科学研究所」に

属していた数人と、（中略）韓国における近代性の起源に対する系譜学的探査を本

格的に始めようとしていた「水踰研究室」との出会いと接続。こうして、理論と歴
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史、西欧の歴史と韓国の歴史、そして過去と未来が混合する新しい思考の空間が作

り出されたと私たちは思っている。（p.221） 

 

2009 年にスユノモが分裂し、その後は別の組織に所属することになる高と李である

が、少なくとも設立当初は、（韓国の）近代化をめぐり、問題意識を共有していたよう

である。だが、それだけでは十分でなかった。李がマルクスのことばを借りて述べるよ

うに、「何を研究するのかではなく、どのように研究するのかがより重要」（同前、p.221）

であった。すなわち、近代性とは何たるかを研究するということよりも、それをどのよ

うに研究するのかということがより重要であった。そして、この「どのように」をめぐ

るふたりの理念と思想の差異は、『歩きながら問う』やインタビューのなかで繰り返さ

れる「革命」ということばによくあらわれている。 

 李の著作の一つに『社会構成体論と社会科学方法論』（あちむ、1987年）という本が

ある。韓国の社会科学における社会構成体論争は、1980 年の広州民主化運動・1985 年

の九老同盟ストライキ・1986 年のソウル労働運動連合事件などの運動と共鳴し、1980

年代に高まりをみせた。社会構成体とは、唯物史観の立場から世界史の累重的発展を理

解するための概念で、生産関係が社会の下部構造をなし、法律・政治・宗教的などの意

識諸形態が上部構造をなすと把握するものである。社会の発展による下部構造の変化に

つれて上部構造が転覆し起きる変革、これが唯物史観の立場でいう「革命」である。水

野（2007）は、韓国社会構成体論争の特異性を次のように説明する。 

    

労働運動や学生運動など社会変革運動陣営は韓国社会構成体論争に期待をいだ

いた。けれども、もともと社会構成体論争は社会変革論のひとつの領域であるにす

ぎない。それにもかかわらず、社会変革運動上のさまざまな論点を社会構成体論争

上の論点に置き換えて論ずるという偏向が生じ、韓国社会構成体論争という学界

の議論が社会変革論の中心になるという奇妙な現象が起こった。（中略）韓国社会

構成体論争は社会変革運動の期待を一身に受けることになったが、じつはこの期

待は韓国社会構成体論争にとって荷が重かったといえるであろう。（引用者注：傍

点略） 

  

李は、この社会構成体論争に「積極介入」（『歩きながら問う』p.246）する形で前掲書

をあらわし、「革命の問題として理論の問題と組織の問題を同時に思考しよう」（前同）

とした。そして、学生運動のオピニオンリーダーとして「期待を一身に受け」て活動を

続けた李は、1990年 1月に逮捕された。1980年代の李は、「一方で社会構成体論を扱う
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かたちで理論的研究に着手しつつ、もう一方で職業的革命家組織を夢見るレーニン主義

者」であった。 

 ところが、1990 年代になって李の思想に変化が起こる。1989 年の東欧革命により、

ソ連と東ヨーロッパ諸国で共産党国家が連続的に倒され、社会主義が「崩壊」した。「そ

れが理論的にマルクス主義を再思考させ、実践的にも以前とは完全に異なるやり方で―

私はそれをコミューン主義と表現していますが―異なる種類の夢を実験し実行させた

出発点になった」（前掲書、p.243）という。これによって、李は、「来ないものだとい

う意味での「未来」の時制ではなく、今・ここから実現可能で構成可能なもの」（前掲

書、p.253）を志向するようになった。 

スユノモは、2006 年、干拓事業の行われているセマングムの干潟からソウルまで約

400キロを韓米自由貿易協定の反対運動として行進した。それは国家の転覆をはかるよ

うなものではなく、干拓事業により生活の基盤を奪われつつある人々に寄り添いながら

「歩きながら問う」ものであった。 

李は、インタビュー（2014/11/2）で今日の韓国における人文学について、その問題

点を「資本主義に飲み込まれている」ことであると指摘し、人文学とは「不穏なもので

あるべき」と主張した。李のいう「革命」は、学問による探求と実現可能な運動によっ

てもたらされるものであると考えられる。 

一方、高は、コミューンの空間を日常の空間・学びの空間・瞑想の空間という 3領域

に分けたうえで、「革命」をめぐり次のように述べている。 

 

瞑想の知恵は私たちが夢見る革命の配置とも深く関わっている。コミューンと

は基本的に「資本主義の外部」を目指す。具体的に言えば、資本の捕獲装置からの

脱走、そしてそれを表現することのできる日常の全面的再組織化が私たちが追求

する革命の中身であるといえる。これは転覆的であるほどに、長く退屈な旅である。

そのような点で自己との闘い、自意識の敷居を超える修行が必ず要求される。もち

ろん資本に対する抵抗と自己との戦闘は相互に影響を与えつつ宇宙的ビジョンを

確保する境地を目指して進んでいくだろう。（『歩きながら問う』p.111） 

  

ここで高は、スユノモを資本主義の外部から「革命」を試みる共同体と位置付け、そ

してその転覆を迎えるための修行の必要性を訴えている。高のいう宇宙的ビジョンとは、

「資本に立ち向かう情熱的戦闘を遂行するとともに人間の境界を越えて『生命と機械』

を思惟する」（前掲書、p.112）ことである。 
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 また、講演（2014/2/４）では自身が創設し所属する坎以堂
ガ ミ ダ ン

のビジョンについて次の

ように語った。 

    

まず一つ目は、「都心で遊牧する」。都市のど真ん中で新しいビジョンを探すから

こそ資本主義に対抗できる道が開ける。田舎に帰ったり、移したりするのは、「道」

ではないと思います。そして二つ目は、「世俗の中で出家する」。世俗で行う知的活

動と宗教的な霊性が混ざらなければならないということです。三つ目は、「日常の

中で革命を起す」。日常自体が革命じゃないとその革命は偽物のような気がします。

そして最後の四つ目は、「文章を書くことで修練する」。知性人が生産できるものは

「文章」ですよね。文章を書くときに身体的な訓練、治癒、そういったものがちゃ

んとできるようになると思います。こういうふうに、スユ研究室を始めるときに考

えていたことを 21世紀的なバージョンに変えて、規模は小さくて、活動の密度は

高い、そんなネットワークを。そして、ニューヨークとか、世界の他の領域ともネ

ットワークができるような、そういう方式の大衆知性を追求していきたいです。 

  

高は、知識人共同体について、「共同体が失敗する様々な理由のうちの一つが「自足

的」であるというところにある」（『歩きながら問う』）、「ノマド的なあり方を志向する

のは、定着、これはモダニズムと言い換えてもいいが、それを避けるためである」（イ

ンタビュー2014/11/1）とし、自己を固定させる定着・定住的なあり方ではなく、遊牧

すなわちノマド的なあり方を志向すべきであると考える。それを都市のなかで、また他

の都市ともつながるなかで行う知的活動が「革命」を惹起するというのである。高のい

う「革命」は、越境する知を日常のなかで実践することによってもたらされるものであ

ると考えられる。 

 

参考文献 

水野邦彦「韓国社会構成体論争と韓国社会科学：コリア・イデオロギーⅡ」『季刊北海

学園大学経済論集』54-4、2007年 3月 
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６．本プロジェクトの総括 

 

 

東京学芸大学連合学校教育学研究科 

社会系教育講座 川上和宏（Ｄ２) 

 

 

■新たな文化形成の実践事例としての「スユ＋ノモ」 

 98年からはじまった、生活と研究を両立させる試みとしての「スユ＋ノモ」の実践

は、09年の分派以後も、それぞれの活動実践を継続させてきた。また、もともとは、

修士や博士失業者といった大学に属する人々が、大学の外部で始めた実践であった

が、南山講学院やスユノモＮへの参加者に、フリーターやニート、社会活動家やアー

ティスト、サラリーマンなどの多様性がでてきている状況は、より幅広い層の参加を

促し、１つの文化実践として定着がなされてきたといえるだろう。 

 2014年2月の講演で、創設者の１人である高美淑氏は、これまでの実践について以下

のように述べる。  

  

「勉強を楽しくすることが基準なんですね。ですから、他の費用はすべて減ら

さなければなりません。キッチン、カフェ、共同住宅、こういうのは別々にや

るとお金が結構かかりますけど、一緒にやるとお金があまりかからない領域で

す。こうやって知識と生活をどうクロスさせるか悩みながら、いろんな実験を

した結果、「ソウルで40万ウォンあれば食べたり寝たりすることができる」と

いう結論が出ました。セミナー（ゼミ）をして、講義をして、キッチンでご飯

を食べて、カフェでお茶やお酒を飲んだり、生活がすべてこの一つの空間で解

決できます。」（本報告書p.13） 

 

 「勉強を楽しくすることが基準」だというこの実践を、学びを基礎においた新たな

文化形成の実践ととらえたとき、その実践に欠かせない要素とは何であっただろう

か。高美淑はその根底に、「友情の教育学」なる理念を掲げている。 

 その理念においては、ゼミは「誰かが一律に提示したのではなく、もっぱら構成員

たちの知的欲求によって提案されたものであり、その提案に「乗る」人々が集まって

なされる。言わば需要者の学習構成権が保障されるシステム」をとっているという。 

 また、「ゼミの成果がアップグレードして講義(企画セミナー)として開催され
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る」。ある講座では生徒だった人間が、学習を積み重ね、結果今度は先生の立場とな

り、逆に違う講座では受講生になるという変換が常に起きる。「多様な地点を軽快な

歩みで行き来することができること、新しい世紀はまさにこういった教育のパラダイ

ムを要求している」（前掲、『歩きながら問う』、p.49）という。 

つまり、学びの当事者自身が、自身が学びたいことを相互に教え、教わりあう関係

性を、相互行為や共同の積み重ねによって形成すること、が重要視されている。実際

に、私たちが参与観察した南山講学院やスユノモＮでも、自発的なゼミの発足と、共

同による運営、またゼミで学び手であった人間が、正式会員となって企画セミナー

（講義）を行う様子を観察することができた。 

また、全体的な運営についても、正式会員で情報共有・相談・協議のうえで進めて

いくというスタイルも、共通している。そこではお金の流れ、ゼミへの参加者数、食

事の当番など、運営にかかわる事柄がなんでも話される。 

このような学びの文化をつくるための要素として、スユ＋ノモ時代の模索から、ス

ユノモＮ・南山講学院への分派後の現在においても、同様にみられるものを挙げれ

ば、 

 

①制度圏外という位置に空間を構えること 

 ②空間の共有と会員制－「勉強をする、という理念やビジョンを共有した仲間」 

 ③ゼミの発足・実施等、当事者自身が学びたいことを学ぶ「学習構成権」の保障 

 ④学び手が教え手となり、教え手が学び手となる相互の関係性＝友情の教育学 

 

の４要素があるといえる。これらは、発足当初の99年から組織分派以後の2014年まで

の実践に底流するものであり、彼らが 「ともに勉強をする」ことを理念においた文化

活動を実践するうえで欠かせなかった要素といえるだろう。 

  

  

■生活の共同と文化形成の関係性という問題 

 一方、南山講学院とスユノモＮとの相違点となるのは、本プロジェクトの主題でも

ある「生活共同」の部分であった。 

 高美淑は、2014年の講演で、分派が起きた理由に下記のような説明をしている。 

 

「（共同体でともに生活するうえで）学歴、性、階層のようなもの、あるいは制度圏

を支配するスペックは全く問題でもないし、重要ではないのですが、問題なのは「感
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情」と「習慣」。この衝突からくる葛藤の問題は、理念が同じだとか、社会を批判す

る視点が一緒だからといって、解決できるものではありません。」（本報告書p.14） 

 

生活を共同することで浮上する、会員同士の「感情」と「習慣」の衝突がスユ＋ノ

モが分派した直接的なきっかけをつくったという。そして分派後、南山講学院は「生

活の共同」を引き続き実践し、スユノモＮは食事をとること以外の生活部分を切り離

したのであった。この違いはなにを意味するのか。 

 

 ここで改めて、第５節で見た２人の創設者の理念の違いに着目する。高美淑が研究

空間を大学の外部に創設したのは、「大学教授にならずとも、経済的自立と学びの場

を確保することにあった」。生きるため、都市中産層の暮らし方を維持するために

は、大学のポストを維持することが必要であり、そのためには研究費の獲得のための

研究が不可欠である、という構造の中で、この「近代的な生」そのものに対する問い

が根底にあったのである。 

 高は『歩きながら問う』の中で革命について下記のように述べる。「具体的に言え

ば、資本の捕獲装置からの脱走、そしてそれを表現することのできる日常の全面的再

組織化が私たちが追求する革命の中身であるといえる。これは転覆的であるほどに、

長く退屈な旅である。」このように高は、「スユノモを資本主義の外部から「革命」を

試みる共同体と位置付け、そしてその転覆を迎えるための修行の必要性を訴えてい

る」（p.111）。 

 2014年2月に講演した南山講学院の申氏も、「資本主義的な生」を「自分の境界を確

固たるものとしようとする」「所有する身体」と表現し、その身体を「循環する身体」

へと変化させることが「勉強」であると述べた（本報告書p.22）。また、南山講学院の

参加者の多くが、ここでは生活したり掃除をしたり、食事をつくったりすることその

ものが勉強だと述べていたのも、そうした点と関わりがあるのだろう。このように高

は、生活そのものの在り方、「日常の中での変革」を志向し、本や部屋の共有、さらに

は掃除や食事の共同といった生活そのものの変革を重要視する。 

  

一方、スユノモＮを創設した李珍景は、2014年 11月のインタビューにおいて、「80

～90 年代の韓国では、警察が大学内にいて集会やデモを監視。警察の手伝いを断る教

員は解雇された。そうした教員らとともに勉強をするためには、学外に空間をつくるほ

かなかった」と述べる。 

また、李は今日の大学の状況について、「80年代と比べて，人文科学に対する助成金・
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研究費が増えているが，研究のためというよりは大学の仕事のためである。自発的では

なく、成果を出すための研究になっている。さらに、そのために研究費が必要だから申

請書・計画書を作成しなければならず、結局研究をしているわけではない。大学のなか

は、バラバラで個人的な勉強であったり、研究がなくなる勉強であったり、研究費をも

らうためのものとなっている（本報告書 p,55） という。このような制度圏内での「知

の生成」の在り方への批判、また軍国主義政権下の韓国においては現実的に自由に議論

できる空間がなかったことから、李は制度圏の外部の学習空間を求めたのであった。 

また現状のスユノモＮについて李は、「アーティストや運動系の活動家が勉強してお

り、一緒に運動したりする。会社員、大学生、高校生、フリーターも多く参加している。

ここに来て、目的意識をつくったり、変化したり、やりたいことを見つける。勉強をす

ることが目的で、政治意識変更や政治的運動自体は、目的ではない（とは言えその後活

動家になる人も出てくることもある）」が、「勉強と運動がつながっている。」（本報告書

p.56）という。 

李は、「学問による探求と実現可能な運動」による「革命」を志向し（本報告書

p.61）、「社会に対する活動や運動」を重視する。 

  

 南山講学院は、その理念において、「日常の中での革命」を志向し、スユノモＮは

「社会に対する活動や運動」による「革命」を志向する。その志向に付随して、前者

においては「食事や掃除、生活の共同」そのものが勉強であり、後者においては、そ

れらは勉強を共同するための付随的なものであった。 

 南山講学院とスユノモＮの２つの相違点の比較から見えたことは、変革しようとす

る対象が、自分たちの生活や日常そのものなのか、それとも自分たちの外部にある社

会なのか、その志向によって、コミュニティ内部における生活共同の質や密度が異な

るという点である。 

 

■終わりにかえて 

 本研究プロジェクトの主題である「生活共同空間としてのコミュニティと、文化形

成の関係性」について、スユ＋ノモを対象にした今回の調査で深く迫ることはできな

かった。が、南山講学院およびスユノモＮはどちらも制度圏外に学習空間を形成する

活動であった点では同様であり、そうした制度圏外、既存の制度や枠組みの外側に新

しい文化を形成しようとするとき、南山講学院の参加者が「ここでは不安がない」と

述べていたように、生活共同によるお金に依存しない生活や、生活そのものの安定

は、不安を減少させ、新しい文化活動に携わるための原動力の１つになりえるのかも
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しれない。その一方、スユ＋ノモを分派させる契機ともいえる、生活共同により、ど

うしても見えてしまう「感情と習慣」の確執が、文化形成の実践を阻害しうる要因を

含んでいることもわかった。それゆえ、生活共同を伴うコミュニティが文化形成に与

える影響は、積極的な側面と、阻害要因との両者がある。 

最後に今後の課題であるが、さまざまな理由から肝心の視察調査が数日しか行うこ

とができず、深く調査ができなかった。南山講学院とスユノモＮの滞在時間も少な

く、また言語の壁から実際にどのような議論がなされているのか、も深く考察ができ

なかった。またここに参加する人たちの階層や年収、生活実態まで調査ができれば、

生活共同がもつ意味をもう少し考察できたであろう。 

また、スユ＋ノモの活動実践が重要視してきた、新たな学習文化の４要素は、別の

活動や組織の様相と比較・考察を深めたい。学習者自身が学習内容の構成権を持ちう

るような学習空間は、日本の学校教育においても、また社会教育・生涯学習の分野に

おいてもまだ少ないだろう。 

以上のように、本プロジェクトで得た知見を活かして研究に取り組みたい。 

 

 最後に、本研究プロジェクトを実施するにあたって、文字通り国境を超えてさまざ

まな方にご指導・ご助言をいただき、また大変お世話になった。 

 まず、講演会のために渡日ただき、またこちらが視察する際にも快く受け入れてく

ださった高美淑氏、申・文両氏、またスユノモＮの李珍景氏には心から感謝を申し上

げたい。４氏には研究を志す人の姿勢として大切なものを教えていただいたように思

う。 また南山講学院のメンバーには、宿泊や食事、施設周辺の案内など、本当にお

世話になった。彼らと夜遅くまで日韓の文化や社会について語り合えたことは本当に

よい経験であったと感じている。 

 講演会当日や視察実施にあたっては、横浜国立大学・長期研修生であった黄根碩さ

ん、ソウル大学留学中のケイタさんに同時通訳をしていただき、また、東京大学の閔

さんには、講演録のテープお越しで、難解な内容にも関わらず平易な日本語に翻訳し

てくださり、大変お世話になった。 

最後に、指導教員である加藤千香子先生には、高美淑氏らとの橋渡しをしていた

だいたり、研究プロジェクト実施上でご指導・ご助言をいただいた。感謝を申

し上げたい。 

 

             院生連携研究プロジェクト院生代表 川上 和宏 

  



巻末参考 

スユ＋ノモに関する先行研究レジュメ集 

 

文献調査 

○金友子編『歩きながら問う―研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』 

     （インパクト出版会、2006年）の書評 

 

○スユ＋ノモの現在等（ＨＰ等の翻訳ならびに韓国社会について） 

 

 

 



金友子編訳『歩きながら問う 研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』         2013.9.27 

                     千葉大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程 七星 純子 

＜第一部はじまり―運動へ＞pp.29⁻74 

 現代の主に大学における教育と知識のあり方への批判とスユノモの営みへの問題提起。 

 

＊高美淑「はじめに」：pp.30-33 

 この本は 1998 年に小さな勉強部屋から始まったスユノモの人類学的報告書であり、ヴィジ

ョンの探究書。「知識と日常がひとつに折り重なりあい、日常が再び祝祭になるという奇妙な実

験がなされる場。都市の中産層に入っていかなくても、幸せに暮らす方法を模索できる場。革

命と求める道が一致するようなヴィジョンを模索する場。研究空間＜スユ＋ノモ＞は、まさに

そういう場だ」（P.30）。 

 

＊高美淑「「友情の教育」と「遊牧的知識」のためのエッセイ」：pp.34⁻61 

○90 年代以後、近代に対する抜本的な問いにより「近代性の理念的万人の役割」（P.35）を担

ってきた大学や人文学も意義を揺るがされている。教育現場の生動感が保障され、いつでも

状況と配置を変換し続けることをしないのであれば、消滅するか対症療法しかない。 

→このような現実に対して教育をめぐる言説が上滑り。 

→間違ったままの前提を黙認していることが関係している（①知識や教育の固定的な配置②教

育や知識とお金や慣習の癒着③学部制などの区分による知識の分断）。 

→立場や空間を水平に、また区分を取り払いさまざまなものと接続できるようにし、知も人も

流動的なものにしなければならない。 

○資本主義下での経済的利害が、知識人を黙認させる。 

→知の問題と生の倫理学の結びつきを露呈。 

→これを乗り越えるためには知識人共同体が必要。 

→個別的に分散しているときより知的生産性あがる共同研究、共同生活。 

→このようなところから知と生が一致するような倫理学が生成されうる。 

○筆者たちの目標は「教育と研究を一つに融合させながら、人為的に境界づけられた障壁を超

え、知的エネルギーを流れ溢れだせること」（P.59）。 

→現在の教育や知識のあり方の問題、また知識と生が無関係になってしまったことを乗り越え

るものとしてスユノモの実践を捉えている。 

 

＜「知と生」の一致、その生成の倫理学のために＞（P.54） 

大学教育の多くの問題の「そのすべての中心には「知識の喜び」が消えたという陰うつな診

断が位置している」（P.55）。 

→大きなものとしては経済的利害。 

→資本主義下におけるお金が生涯の唯一の目標になってしまうような生活様式から「知の自由

を取り戻す作業は、生を生成させる新たな倫理学が伴わずしては不可能だということを意味

する」（P.56）。 



→大学体制が構成員に強要するこの知識の生産と生の不一致を乗り越えるためには「強烈なつ

ながりを基盤とした知識人共同体が必要だ。一緒に集まって勉強し、セミナーをし、討論し、

日常を共有しながら根本問題をもって悩むことができる」（P.57）。研究をしながら日常の共有

をすることは「個別的に分散している時とは比べることができないほどに知的生産性を引き上

げることができる。なぜならこの時、知識と生はそのまま一つになるからだ」（P.58）。そして

「各自が互いの道を阻まないながらも、強度の高い知的ネットワークを形成すること。知と生

の新たな倫理学はここから生成されうるのである」（P.58）。 

 

＊高秉權「鍾路時代の提案 組織から運動へ」：pp.62⁻68 

〇スユノモへの問題提起。 

ここまで、「疎通」と「接続」をキーワードに集合的身体、集合的頭脳の問題提起に焦点があ

たってきたが、そこに「表現」を入れ込み、外に向かって自分たちの超領域の研究や視点とい

う「特異性」を表現していくことが必要。また、「私たちのコミューン主義は、組織（組織形態）

から生まれた概念ではありません。それは運動の名前なのです。「私たちのコミューンをどのよ

うに育てるか」は、「私たちの組織をどのように育てるか」ではなく「私たちの運動をどのよう

に展開するか」にならねばならないと思います」（P.67）。 

⇒組織を大きくするのではなく運動から展望を開いていこうと提起している。 

 

＊高酋長「われわれの言葉はわれわれの武器か？」：pp.69⁻74 

スユノモでは、さまざまな研究会が行われてきたが「問いと答えが、その小さな蛙の脳みそ

を超えでない」（P.70）ほど、縮こもったものだったり、大学よりも低レベルの発表だったり「世

界に適応するために世界を理解する思考」（P.71）しかみられないようになってしまった。必ず

しも時事的事柄に耳を傾けたり、街頭に出ていったりしなくてはならないわけではないが「必

ずやらねばならないこと。それは運動」（P.73）で「私たちの学問が、いつの時代、どの地域、

どの出来事に向かっていくのであれ、私たちは現在の生に介入するために」（P.73）運動をして

いかなければならないと警鐘をならしている。 

 

＜関心＞ 

・高美淑は「私的に執筆空間を用意し、図書を購入する無駄使いを防ぐことができるだけでな

く、ご飯を食べ、一緒にセミナーを組織し、成果を企画するといった日常の共有は、個別的に

分散している時とは比べることができないほどに知的生産性を引き上げることができる。なぜ

ならこの時、知識と生はそのまま一つになるからだ」（P.58）と言っている。ここから生成され

うる知と生の新たな倫理学とは？  

・高秉權によると、結局、スユノモでは小さな枠を超えない研究しかでてこないという現実が

ある様子。それはなぜ起きたのか？そのことと共同生活は関係しているのか？ 

・高酋長は「私たちの言葉が私たちの武器であるかどうかは、私たちが戦士であるかどうかに

かかっています」（P.74 ）と言っている。なぜ「武器」「戦士」という言葉を使うのだろうか？ 

 



ノート・金
キム・

友子
ウ ヂ ャ

編著『歩きながら問う――研究空間〈スユ＋ノモ〉の実践』 

船越 亮佑 

  

高美淑
コ・ミスク

「ノマディズムと知識人共同体のビジョン――研究空間〈スユ＋ノモ〉についての

人類学的報告書」 

【目次】 Ⅰ．敷居 

  Ⅱ．脱走（1 サイボーグになること／2 贈与と循環） 

     Ⅲ．配置（1 痕跡を残さない／2 座って遊牧する／3 N個の性／ 

4 ユーモア、コミューンの原動力） 

Ⅳ．祝祭（1 ケポイフィリア／2「師と友は一つなり」／3 学術ライブ） 

Ⅴ．ビジョン（1 瞑想の知恵／2 歩きながら問う／3 インターコミュネット） 

【内容】 

Ⅰ 

今から五年前、わたしは三〇代後半の博士失業者だった。当時わたしの目の前にあった次

のコースは大学に進出すること。しかしながら希望はなかった。［…］経済的自立と学びの

場――わたしは初心に帰って、教授になろうとしていたのはこの二つを確保するためであ

ったことを思い返した。［…］水踰里の勉強部屋はこのようにして始まった。（p.76） 

 1998 年、韓国古典文学研究者の高は、スユリというソウルの中心部から北東に少し離れ

た場所に勉強部屋を開いた。その動機は、大学教授にならずとも、経済的自立と学びの場を

確保することにあった。最初のセミナーは、『大韓毎日申報』の購読であった。この新聞は、

1904 年 7 月にイギリス人のアーネスト・ベッセルと韓国人の梁起鐸
ヤン・ギタク

によって創刊されたも

ので、日本の朝鮮侵略を批判して愛国啓蒙運動の推進を主張したため、韓国統監府の弾圧に

あった。この購読を活動の端緒としたためか、〈スユ＋ノモ〉では、17～18世紀の啓蒙主義

に基づくモダニズム思想から 19世紀の構造主義の流れを汲むポストモダニズムまでの系譜

を歩むことで、近代性とは何たるかを問わんとするセミナーが開かれていったようである。 

 

Ⅱ  

 研究室に初めて来る人たちが一様に尋ねることが一つある。どうやって運営してるんで

すか？ 後援者がいるんですか？ 答えは？ 会費で運営し、後援会はありません。さらに

一言付け加える。「お金に余裕があったことはありませんが、お金のために何かができなか

ったこともありません」（p.79） 

・会費は、一般会員が月々三万ウォン（約三千円）以上、新入会員は一万ウォン（約千円） 

・会費、セミナー会費（一講座八万ウォン）、特別会計（講師料の一部）をもとに運営 

・一般会員は、セミナー会費が免除される 

 



Ⅲ 

 苑
うぉん

南洞
なむどん

の研究室三階の勉強部屋の基本ルールは「机の上で遊牧する」である。もう少し

多くの人々が、もう少し自由に空間を活用することができるよう配慮したのである。「痕跡

を残さない」という原則と同じ延長線上にある・重要なのは、単に机の上だけでなく研究室

においてはどこででも遊牧を実践しなければならないという点である。名付けて「座って遊

牧する」。（p.93） 

「共同体が失敗する様々な理由のうちの一つが「自足的」であるというところにある」と

高は考える。自己の境界を固定させる自足的な有り方ではなく、「遊牧」つまりノマド的な

有り方を、知識人共同体は志向すべきであるというわけである。 

 

Ⅳ 

 ケポイフィリアは研究室の知的実験のうちで一番素敵な舞台である。まず研究室の固定

メンバーは全員出席しなければならない。言い換えると、研究室の一般会員になるためには

必ず通貨しなければならない必修コースでもある。共通観念を構成する知の現場であると

同時に研究室の日常に関わるあらゆる事案が論議されるところでもあるからだ。［…］

（pp.101-102） 

 ケポイのカリキュラムは基本的に古今東西の知的境界を往来することを原則としている。

過程ごとに四、五人のパネラーがあらかじめ決められ、五十人余りを前に発表する。一つの

過程が終わると、会員たちはエッセイを書くか、それを読んでコメントしなければならない。 

 

Ⅴ 

 瞑想の知恵は私たちが夢見る革命の配置とも深く関わっている。コミューンとは基本的

に「資本主義の外部」を目指す。具体的に言えば、資本の捕獲装置からの脱走、そしてそれ

を表現することのできる日常の全面的再組織化が私たちが追究する革命の中身であるとい

える。これは転覆的であるほどに、長く退屈な旅である。そのような点で自己との闘い、自

意識の敷居を超える修行が必ず要求される。もちろん資本に対する抵抗と自己との戦闘は

相互に影響を与えつつ宇宙的ビジョンを確保する境地を目指して進んでいくだろう。

（p.111） 

 文章の終りで高は、コミューンの空間は、「日常の空間」「学びの場」「瞑想センター」の

三領域に分けられるという。瞑想センターとは、研究室三階の一角にあるヨガ室のことを指

すものと思われる。〈スユ＋ノモ〉を資本主義の外部から革命を試みる共同体と位置づけ、

そしてその転覆を迎えるための修行の必要性が訴えられている。 

 

【疑問】 

 創始者である高の共同体理念が〈スユ＋ノモ〉のなかで、どれほど共有されているか疑問。 

資本主義の限界から革命が訪れるというマルクス主義の絶大なる影響下にあるのでは？ 



院生連携プロジェクト自主勉強会レジュメ           連合Ｄ１ 川上 和宏 

 

第二部 ようこそマシーンへ 

①高酋長1のお金なしに生きる工夫           著者：高秉權(コ・ビョングォン) 

○倒錯した「生」 

「家を買っては人生をローンの利子と引き換え、研究費がないからと勉強を止め、展示

スペースを借りるお金がないからと作品を寝かせておき、お金がないからと公演も見に

行けないという異常な現実」。また「一部は孤立したまま豊かに暮らし、大多数は貧しい

ままで孤立しているおかしな現実」のこと(p.125) 

  こうした現実の中では、「お金で生きる道を見出す人」が多くなり、「世界は金のある

人のみが生きていけるようになる」⇒「お金の多い人がより多くの権力を持つ」(p,126) 

⇒高氏が主張するのは、「より多くの賃金とより多くの福祉手段を要求することに劣らず、

お金にあまり依存しない＜生＞を考えだすこと」の重要性(p.126) 

  

○「生きるための工夫」としての＜スユ＋ノモ＞ 

 スユ＋ノモは、「何かの信念によって行う運動」ではなく、「どうにかして生きていく工

夫を探しているのみ」。 

 職業を得られない他の博士[号取得者]のように、「学期中に非常勤講師」を掛け持ちし、

論述予備校の講師をするような生計の立て方ではない、別の「道」の模索。 

 「貧しい研究者に勉強と生計のどちらか１つを選べと強要する社会」で、「勉強をもって

生きていき、＜生＞によって勉強する道を見出すことはできない」のか？(p,124-5) 

   

○ 具体的な事例として 

 ・スユ＋ノモの「仲間の一人になること」で享受できるもの 

  食事(外食だと 4000ウォン→研究室だと半額以下)、映画、音楽、マンガ、卓球、ヨガ、

熱い知識、気持ちのいい笑い等々。 

 

・研究室近くの宿泊施設の設置 

  考試院：一人横になればいっぱいの１５万ウォンの部屋 

⇒一人 10万ウォン、７人で一緒に暮らし、研究室の人たちにも開放した共同住居 

(昼間はセミナーハウス・休憩所、夜は夜間作業者の寝どこ、来客者のゲストハウス) 

  

・窮すれば通ずる？ 

既婚者が増え、子どもが生まれたことから、育児の問題が浮上。研究室の引っ越しに

伴い、育児室が併設された。高氏の幼い娘にとって、「研究室は自分を喜んで迎えてく

れるたくさんの「お兄さん」「お姉さん」がいる場所に」。 

 

 

 

 

                                                   
1 高酋長＝高秉權のこと。執筆(2005年)当時のスユ＋ノモの代表を担うが、高氏自身が「代表は性に合わ

ないし、そもそも誰かを「代表にすることなど不可能」、ということで、研究質では「高酋長(コチュジャ

ン)と呼ばれる。ちなみに酋長とは、一般的には生活共同体・部落などの長のこと。 



②コミューンと「お金の倫理」              著者：高美淑(コ・ミスク)  

１．問題は「お金」だ？ 

 スユ＋ノモへの訪問者の質問の多くは「運営費」のこと。 

 ⇒赤字であることはある。が、「深刻な赤字」であったことがない。「私たちの力で十分

に埋め合わせることができる」程度の赤字で結果的には黒字運営。 

スユ＋ノモの賃貸補償金は総額一億二千万ウォン(1400 万円くらい？)。中産層アパート

の補償金と同額程度、そう使った場合は「みすぼらしいことこの上ない」元金で、「百人

を超える人々が勉強し活動し、祝祭を楽しむ空間を確保した」(p.128) 

用法を変えればお金は、「アラジンのランプになる」。お金の量ではなく、お金の使い方

が重要で、そのためには、「お金に対する通念から根本的に変える」必要がある。 

 

２．「私的所有」と死の衝動 

コミューン実践から見えたこと：「資本主義」が「私的所有」を絶対視していること。 

資本主義下では、「所有」＝「人格と同時にアイデンティティ」となり、所有の有無が「恋

愛と結婚、知識と宗教、衛生など、すべての近代的表象の根底」を占める 

 ⇒答えは簡単。「生(生活・生き方・生き様)の配置換え」をするならば、「私的所有の神聖

さという堅固な城壁を瓦解」させればよい。 

 「すべてのものを交換として／によって理解する欲望」、「貨幣の蓄積を通じてのみ存在

の充溢感を感じようとする欲望」、「究極的には私的所有の神聖さを固守しようとする

欲望」、「こうした欲望から脱する戦略あるいはビジョン」＝コミューン 

  研究空間＜スユ＋ノモ＞は、そのための有効な戦略の一つになる 

 

３．コミューンの「政治経済学」 

(１)蓄積ではなく、流れ！ 

 ○平均主義(たとえば学会で見られるような学生○円、教授○円みたいな)にもとづかない

会費収入＝定期収入  

  納付率９５％、その理由に一般会員各人の状況(年齢、学歴、職業、時期ごとの経済的

事情…)を考慮し、20万ウォンから４万ウォンまでの多様な幅を設定。 

 

 ○不定期収入と特別会費 

  ・不定期収入：季節ごとの講座収入。とはいえ一般の公開講座のように講座を主たる

収入源とない。講座収入の１割が研究室の会計、２割は講座運営、７割が講師へ。 

  ※講座収入を研究室の主たる収入源にした場合、講座の興行(参加者数×参加費？)が重

要な変数となってしまい、講座の主旨「学びながら教える」と食い違う 

・特別会費：会員、非会員問わずあらゆる形で研究室の多様な活動に参加した人が支

出する費用。「研究室の活動指数がそのまま現れる」。異質な諸関係が活発に構成さ

れたとき(活動が広がったとき)、お金があちこちから流れてくる。一方、活動がぱっ

としないとき流れが鈍くなる。 

「「今・ここ」のコミューンの活動と能力を増殖する手段としてお金を使い」、組織

を大きくするためではない (p.132-3) 

 

 

  



(２)「お金の叙事」を構成せよ！ 

 ○全体会議「火工所／火公騒(ふぁごんそ)」 

  隔週火曜日、研究室生活全般について議論する時間(トイレ掃除、厨房当番、カフェ係

り、セミナーと講座のことなど)、うち最も重要な案件が会計報告。 

  会計報告は金額が重要ではなく、どのように入り、どのように出て行ったのかを共有

すること。とくに不定期収入・特別会費はその月の活動評価にあたるため、「事情や経

路を叙事的(事件・事実をありのまま)に」伝える。 

  Cf：セミナー会費が減った＝活動が不振だったことを意味し、逆に特別会費が増えた

＝新しい活動や関係が増えたことを意味する。こうした議論の過程を通じて「お金の

流れ、用法、お金が与える多様な意味」を実感できる。 

  

○具体例として 

   学振から得た研究費を日本、アメリカ、中国の知識人ネットワークのための翻訳、旅

行、語学訓練資金として活用、これを通じて新しいネットワークが生まれ、会員の語

学勉強が前進。「ともに連帯する友人ができ、知的能力が増殖されたのなら、それこそ

お金がもたらしうる最高の幸せではないか？」(p.136) 

 

(３)計算法を変えよ！   

  多くの外国人の言葉「こんな共同体を夢みていた、しかし自分の国では無理だ」。 

  ⇒「共同体を組織するためには制度圏の支援や資産家の後援が必要だ」という前提に

誰もがたち、ある程度のお金があって空間が確保でき、人を集められる、という考え

を持っているが…スユ＋ノモは逆？ 

 

 ①お金よりも活動と関係が先行せねばならない 

  夢とビジョンをともにする仲間がなにより重要。逆に企業や財閥からの投資は「活動

の障害になる可能性が高い」。というのも、「後援者の立場は」「何か可視的な成果を期

待」し、「受けた方」は「後援者に対する負債感のため焦るようになる」。なにより巨

額の金を受けた場合は、「果敢にお金を使って活動と関係を増殖させると考えるよりは、

そのお金を」増殖ないし貯蓄するために没頭するようになる。 

  ⇒「お金が人々の間を硬直させてしまう」好例。なぜなら活動を通じてではなく、お

金を通じて人為的に結合された関係」だから。 

 

②規模にとらわれすぎないこと 

  「活動と関係はいつでもどこでも構成」できる。「独立した空間を確保する財源がなけ

れば、自分の書斎でも、図書館の一隅でも」、「とにかくセミナー[研究会]を組織せよ」。 

その過程で「日常と勉強との間のギャップ」が縮まり、別の関係を触発できれば自然

とコミューンが進化していく。すると「お金は自然に転がりこむ！」「信じられないが

事実である。原理は簡単だ。お金は人を通じて流れるからである」(p.138-9) 

  

③日常を共有するための投資 

  資本家たちが投資をするように、コミューンでも、人々を触発するために「扇動的に

無所有を実践する人」＝リーダーが必要。とはいえ「お金の金額」が重要ではない。 

  ⇒「友達と一緒に日常を共有するために必要な経費」＝大部分が食事代。 



  たとえば、高氏は研究会立ち上げ当初、相対的にお金から自由だったため、セミナー

や会合の際に食事をふるまっていた。 

訓練したことは「お金の計算法を変える」こと。「お金を使うことでひき起こされる生

の様々な変化を絶えず喚起」することで、「友達ができ、知的能力が高まり」それらを

「土台に新しい活動が作られる」。これが「お金に還元されない価値」であり、「もし

お金を投資することで友ができるなら、そのお金は幸せの媒体になる」。 

逆に「人々が老後を不安に思うのは」、「仕事も友人も、家族も去る」と考えて、「お

金だけでも保障しておきたいがために保険に」とらわれる。「ずっと続けられる仕事と

友人がいたら」そのようなものが必要だろか？「その点でコミューンは十分に老後対

策になりうる」。「資本に対するこれよりも確かな抵抗がどこにあろうか！」(p.139-40) 

  

４．問題はお金ではない！ 

 研究室は執筆当時で８年目。しかし「お金が問題になったことは一度もなかった」。「規

模が大きくなるほど、お金の問題はより簡単に解けた」。別の言い方をするなら、「共

同体生活においてはお金よりももっと難しく大変な敷居が多い」 

⇒お金の欲以上に「自分の能力と個性、才能と気質」はたやすく捨てられない。活動

密度が高まるほど、そうした問題に直面する。この問題のほうが難題。「心の壁が生じ

て流れがとどまる瞬間、お金も贈り物もそれ以上流れて」来ず、「開かれるほどお金も

流れてくる」。⇒「だから問題はお金ではない」と結ぶ。 

  

＜まとめと疑問＞ 

・スユ＋ノモは、「お金なしに生きるための工夫」、「生の倒錯」が起きている現代社会にお

いて豊かな「生」を取り戻すための実験という理念が背後にある 

 

・お金が先行するのではなく、新たな「友」とつながること、つながった仲間とセミナー

等の活動を常に生み出し続けることが重要。そのための基盤・装置＝スユ＋ノモと言え

る。 

が、前項「ノマディズムと知識人共同体のビジョン」に、「みなが(活動の)主体になる」

＝「空間を能動的に活用」し、「活動と関係を自ら組織する」能力を身につけ、ダイナミ

ックに活動することは「生易しい」ものではない、とある(p.109)。そのスキルはどう学

ばれるのか？  

 

・「生の配置がえ」とあるが、各人の具体的な「生」の描写がない。スユ＋ノモのメンバー

の職層・学歴・収入とスユノモへの支出の割合・子どもの有無・介護の問題…などと、

活動への参画状況の具体例をいくつかしりたい 

 

・こうした理念・実践を積みあげた先の現状と、蓄積された課題とは？ 



2013年 9月 27日（金）＠帝京大学霞ヶ関キャンパス 

歩きながら問う  
研究空間〈スユ＋ノモ〉の実践  

連合プロジェクト研究会 
文責	 ル・ルー	 ブレンダン 

第 Ⅲ 部	 歩きながら問う  
 ・帝国の時代か、帝国の黄昏か？−韓米 FTA をめぐる情勢について 

李珍景・高秉權 
〔前提：帝国＝アメリカ合衆国帝国／FTA = Free Trade Agreementつまり自由貿易協定／本書は 2008
年 7月に刊行→リーマンショックの前〕 

 
帝国の黄昏？ 
世界におけるアメリカの単独支配が崩れそうな状況	 ←EU／中南米／中国／アメリカ経済自体／軍事
組織／貿易赤字	 	 ☞アメリカ内部にもすでに破局を予測する人々	 

帝国とその隣人たち 
多極化された体制は不可避であろう 

←アメリカの要求は様々な国々によって拒否（イラク戦争／NAFTAの拡大） 
	 日本：アメリカ中心の体制を維持	 But経済力が急激に弱まった 
＋韓国：中国との関係を徐々に強化 
 →東アジアにおけるアメリカの影響圏から脱した国家的連隊につながる可能性 
斜陽の帝国の最終電車に乗る！ 
ノ・ムヒョン〔盧武鉉、1946－2009〕政府は排除的かつ一方的なやり方で韓米 FTAを推進する 

	 	 →韓米 FTAは経済同盟＋安保同盟（南北関係が関わってくる）／経済的理由のみで理解できない 
韓米関係に対して中国は警戒の水位をあげつつロシアとの関係を急速に強化している 
＋韓国経済において、「中国機会論」が「中国脅威論」に変質 
FTAに反対する理由： 
韓米 FTAの交渉が成功したら、アメリカ経済と韓国経済の命運をともにさせる 
 →斜陽の帝国の経済に便乗する＝「終電に乗る」 

＝危機を常に潜在的に抱いているアメリカ経済の直接的影響圏の中に編入される（←メキシコの経験） 
＋アメリカが戦争を通じてしか経済力を維持できない	 →韓国も経済的な理由から常にアメリカがす
る戦争や軍事開発を支持せざるを得なくなる 	 ＝時遅き軍事主義・・・ 
 
韓米 FTA、理念的選択！  
韓米 FTA推進の主要論理の一つである「中国脅威論」＝アメリカの立場による考え 

→経済成長の他の動力を見付けるためにアメリカが変数の一つでしかないという視線が必要 
＋サービス業の先進化によって競争力を確保しよう＝製造業を捨てる →失業の増加につながる 
☞そのような「先進化」、FTAは誰のためのもの？	 



	 →戦略的な選択というよりは「理念的選択」（アメリカニズムという理念）	 

	 ←「アメリカ式に訓練された韓国の経済学者たち（ATKE, American-Trained Korean 
Economists ; Alice H. Amsdenによる表現）」が政府と企業、学会を完全に掌握している	 
〔「彼らの知識や学問、彼らの判断基準が全てアメリカで形成されている」＋アメリカ系の新自由主義

によって形成されているのではないか？→フランスも、恐らく日本も同様ではないか？〕	 

盧武鉉：「集団的利益のためには韓米 FTAが妨害されてはならない」と	 
→利益の極大化のための戦略的選択ではなく、利益を離れた理念的選択であることを証言する	 

その事実は、韓米 FTA推進派の高官を見た時により良く現れる	 
	 ←韓国のデモクラシー（民主主義）は事実上テクノクラシーに転換されつつある	 

→様々な「例外状態（state of exception）」（緊急事態や秘密主義）の設定によってテクノクラートは民
衆的統制から外れ出し、自分達の構想を一方的に押し付けている	 

〔日本、アメリカ、フランスなどでも同じではないか？特に EUではこの現象が明らか→ヨーロッパの
民衆によって選ばれなかった「テクノクラートたち」-トロイカ＝欧州中央銀行（ECB）、欧州連合（EU）、

国際通貨基金（IMF）−が EU全体を統制・支配し、新自由主義的理念による経済政策を導入=緊縮財政〕	 
	 

また再び「民族」の名のもとに？	 

韓米 FTAが強力に推進されるもう一つの理由：	 
	 盧武鉉政府としては歴史に残る可視的な成果を挙げる何かが必要であった	 

南北関係の進展は最もたやすく最も可視的な効果を持った答えだっただろう	 

→第二次首脳会談の開催＋開城工業団地（＝北朝鮮での呼吸口）の拡大	 

	 →南北の緊張を緩和し軍縮に導くことで過度な国防費を削ることができる	 

☞民族と統一という名により反米を叫んできた韓国の一部運動圏勢力が再び民族と統一という名によ

りアメリカと手をつなごうとする	 

韓米 FTA は、社会において昔から搾取されてきた少数者（マイノリティ）が受けてきた災いの規模と
強度を増幅する	 	 →他人事であった問題は他人事として片付けることができなくなる	 

	 ☞韓米 FTAに対する闘争は、民族ではなく、全ての少数者・民衆・大衆から始まるべき	 
韓米 FTAによって発生する問題：農民層の崩壊、遺伝子操作食品、環境問題、労働・保険・医療問題、
文化的自生力の問題	 〔しかしその因果関係の具体的な説明はされていない〕	 

韓米 FTA＝韓国の社会運動を再び一つに終結させる契機	 ＋各自の利益を超えた連帯と各自の生存・生
命の問題を超えた連帯の契機	 ＋それらの連帯が革命的な情勢として凝集されうる「凝縮」の契機	 

〔「再び」というのは？結局 FTAはどうなった？その連帯と革命的な情勢の行方は？〕	 

〔「三ヶ月の間に終結した闘争の隊列は、このような予見に対する強力な証拠であろう」＝歩く運動？〕	 

⇒説得することができる内容や資料の不在に象徴される官僚たちの無能力は、大衆＋保守派＋与党議員

の目に映っている	 	 →中流階級の動揺まで起きている。「私たちは久しぶりに目に見える勝利を勝ち

取る闘争をすることになるだろう。」	 〔楽観主義すぎではなかろうか？〕	 

	 

 



・危機に陥った生命、その権利を問う−研究空間〈スユ＋ノモ〉、大長征にあたって 
研究空間スユ＋ノモ	 尊重	 高秉權 

〔この章は、本書が「歩きながら問う」と題づけられたきっかけであろう「千里の道のり」の説明／「千

里の道のり」というのは、セマングム（国家事業として干拓が進められている全羅北道の干潟）からソ

ウルまでの運動／前章と重複している部分も・・・〕	 

歩きながら勉強し、資本と権力（特に韓米自由貿易協定）によって危機に直面している生（命）の権利

を守り育てていくため歩く	 

様々な大衆・マイノリティが闘うその道の上で学ぼうという考え	 

１	 私たちは韓米自由貿易協定に反対するために歩きます〔前章はこの行動／運動の前提的な説明〕	 

「韓米自由貿易協定」＝両国の経済を統合しようという協定＋韓国人の生の米国的再編を要求する協定	 

さらに韓国の社会に自由貿易協定の災いをすでに体験している多様なマイノリティがいる	 

	 	 ☞政府のいう「利益」とは何か？	 

	 →地域開発のため＋自由貿易のため＋優良企業を誘致するため＋福祉予算がないため＋産業

	 	 上の必要のために・・・不可避だとして、政府は様々な人々の利益を搾取した	 

But「不可避である」として排除されたこういった人々を除いた利益はだれの「利益」？	 
２	 私たち全てがともに闘うために歩きます	 

万物がマイノリティとなった今、全ての戦いがともになされているということを証明するために歩く	 

３	 知識人たちが大衆的身体性をもつよう促すために歩きます	 

	 	 抽象的な指標と統計数値で大衆の具体的な生を表現する知を反対	 

＋	 大衆に訓戒する知識人、大衆に対して憐れみをもつ知識人も拒否	 

	 →自らが大衆に、マイノリティになるために歩きます	 

４	 私たちは生命の権利、生の権利を要求するために歩きます	 

「韓米自由貿易協定」→保険と医療サービスの両極性＋農民層の大々的崩壊＋労働条件の不安定性＋文

化的自生力の喪失＋遺伝子操作食品や環境崩壊→生命の脅威	 

	 →それに対する闘争＝「生命権」「生の権利」を要求するもの	 

	 	 	 →生態の多様性を守る戦いを	 文化の多様性を守る戦い＋生の多様性を守る戦い	 と理解する	 

５	 遅れないために、恥ないために歩きます	 

その行進は一足遅かったかも知れない	 

	 	 	 （←韓米自由貿易協定の協定文書草案がすでに作成された）	 

But後悔だけが遅れているのであり行動は決して遅れていない	 ⇒今歩く	 
 



	 

セマングム防潮堤の航空写真 

セマングムの衛星写真

（2006年 10月撮影） 



 

 

連合大学院プロジェクト勉強会                     2013/09/27 

①今政肇「歩きながら問う 研究空間<スユ＋ノモ>と 〓（サルム＝生活・生命）」（金友

子編訳『歩きながら問う 研究空間<スユ＋ノモ>の実践』インパクト出版会 2008年、「第

三部「歩きながら問う」より）→初出：『インパクション』153 号、2006 年 8 月 

②高秉權「周辺化対マイナー化：国家の追放と大衆の逃走 二〇〇六年、研究空間<スユ＋

ノモ>の行進を通して出会った大衆」（同所収）→初出：『現代思想』2007年6月号 

                                  報告：西聡子 

 

①要約 

・研究空間<スユ＋ノモ>は、2006 年 5 月、「大長征」と称し「歩きながら問う」というテ

ーマを掲げ、セマンングムの干潟、韓米ＦＴＡと新自由主義に抗する忠清道の穀倉地帯、

米軍爆撃訓練を中止させた梅香里、米軍基地拡張に揺れる平澤、移住労働者労組が活動

するソウル郊外の安山などを経由し、ソウルに至る約 400 キロの行程を 12 日間かけて歩

いた。 

・2006 年 4 月の始めごろを境にして<スユ＋ノモ>の「運動」が持つ意味は、劇的に変化･･･

移住労働者労組の研究や、障害者の人権問題という少数性の問題に関わる研究活動を通

じて人々に出会いそれらの運動に呼吸を合わせ動き初めていた<スユ＋ノモ>に、国家及

び資本の暴力の問題が外因的に押し寄せてきた→これまで<スユ＋ノモ>が社会問題に働

きかけようとしなかったのは李珍景氏曰く共同体としてそんなことをする余裕も能力も

なかった 

・「大長征」で試されたのは、研究と生活と運動を共同体としてすること、そしてそれを各々

の意思と能力にしたがっていかにするかということ→生活の中で共同性が鍛えられるこ

とで、道徳という名の嫉妬を超えた贈与の関係と持続可能で自発的な闘争を「大長征」

という形で生み出すことが出来た 

・〓（サルム＝生命・生活）の自由かつ不均衡な循環（贈与）の空間を資本の暴利幻想や

戦争の恐怖に抗して道徳を裏切るものたちとしての生活者たちの連帯を通して勝ち取る

こと。たんに生活と運動をつなげるだけではない、その速度と密度が問われている。 

 

②要約 

１大衆の追放：1990 年代後半以降、韓国社会の新自由主義的再編がはっきりしてきた→「全

体」のために「一部」の犠牲が不可避であるとの論理が始終一貫してついてまわってい

る。「全体」のために犠牲となった「一部」、結果的に「全体」に含まれない「一部」、そ

れが韓国社会の「大衆」の形象となった→権力と資本によって追放された 

２周辺の生産：大衆の追放現象･･･「周辺化（マージナル化）」その意味とは①「周辺」･･･

権力と富の領域において副次化された大衆の地位／②「限界」･･･大衆の生のおかれた状

況。大衆を限界の外へと追いやるのではなく限界地帯にしがみつかせること／③「利

益」･･･大衆は生きるために必死に国家と資本にしがみつくこととなり、国家と資本はこ

のような「恐怖から来る利益」を確保する／④政治の「余白」･･･「周辺」が「政治圏」

においては思考されないということ 

３新たなエンクロージャー：国家が公有地に対する独占的な処分権を行使して（国家が民



 

 

間業者を選択する）私的所有権を発生させる→所有権を発生させる力は所有権を剥奪す

ることのできる力でもある→所有権なき大衆の追放を発生させる。 

４治外法権地帯における暴力：主権者としての国家権力は合法的に治外法権地帯に存在。

主権の名の下においてはいかに残忍な暴力も法に適ったものとして行使されうる／周辺

へと追放された大衆も治外法権地帯に立っている場合がある 

→前者は合法的身分でそこに立ち、法の支配を受けないという点で治外法権地帯に立っ

ているとするなら、後者は法の保護を受けないという点でそこに立っている 

５大衆の逃走：追放された大衆･･･法の外へと積極的に逃走。大衆の逃走現象を「周辺化」

と対比して「マイナー化」と呼ぶ。周辺人としての大衆が支配的尺度によって認められ

ることを夢見るとするなら、マイノリティとしての大衆は尺度から逃走する。最近の国

家の追放はこのようなマイノリティ大衆を量産している。今大衆はマジョリティの尺度

によって差別され搾取される地帯から、徐々にその尺度では到底理解しえない地帯へと

移行しつつある。 

 

＜コメント＞ 

・「大長征」を通して、①は韓国の社会問題に対して<スユ＋ノモ>が取り組んだ運動と、運

動にいたる背景について、②は新自由主義的再編が進んでいる韓国においての国家と大

衆の現状について述べたもの。いずれも 2006 年頃の状況を論じている。<スユ＋ノモ>

が、大きく言えば、研究団体が社会問題をどのように扱うのかという問いが見える。 

→「研究と生活と運動をコミューンとしてすること」（今政①論文）の意味を、現地調査

でもう少し知りたい。 

◎現在の<スユ＋ノモ>は同じような状況か？：今政肇「研究空間<スユ＋ノモ>」（西山雄

二『人文学と制度』未来社、2013 年より） 

･･･2004 年から 2009 年には参加者の数と活動領域が飛躍的に殖えた。規模が大きくな

り、贈り物の経済の循環が活溌になるとともに、社会的影響力も増した。日本をはじ

め海外に虚名を博したのもこの時期。･･･規模の拡大とともに、スユノモ内外に広がる

活動のなから
（ マ マ ）

共通のリズムを刻み、コミューンとしてのポジティブな力を生むことは

より困難になっていった。･･･2008 年から段階的にコミュネット（コミューンのネット

ワーク）に分化させる計画が進められた。･･･意識されたネットワーク化と、ささいな

ことから分裂が生成されるという出来事が同時に発生。その過程で高美淑がスユノモ

を脱退し南山講学院を立ち上げるなど、ネットワーク内外にコミューンの細胞分裂が

起きた。･･･コミュネット・スユノモには 2012 年現在、「スユノモＲ」「ノマディス

ト・スユノモＮ」「スユノモ〓
ムン

（門・問 etc.）」という３つのグループが活動。スユノ

モという問いの系が収束に向かっているのか発散に向っているのかはわからない。･･･

模索は続くだろう 

→現在のスユノモがどのようなコミューンとなっているのか。形を変えて模索が続いてい

るのか（発足当時と変わらない部分と変化した部分はどこか）。 



別添資料① スユ＋ノモ 関連年表1 

  

 1998年 高美淑がソウル中心部から少し離れた「スユリ」に、「主なテーマを朝鮮近代の啓蒙期とし、

韓国の近代性の起源を探求する」勉強部屋を開く(スユリ研究室の発足)       

 1999 年 高秉權、李珍景が「韓国の資本主義的発展と近代化等を主なテーマ」とする「ノモ研究室」

を設立。 

  200？年  大学路のＹビルを借り上げ、２つの研究室の同居が始まる 

 200？年  「そんまビル５階」へ引っ越しの際、２つの研究室が統合 

⇒＜水喩里研究室＋研究空間「ノモ」＞＝研究空間「スユ＋ノモ」の誕生 

  2004年 金友子、韓国へ留学、スユ＋ノモと出会う 

2005年 苑南洞に引っ越し、三階建てのビルを貸切 

 2006 年 5 月、「大長征」と称し、「韓米自由貿易協定」ならびに「セマングム干潟開拓」への反対を

唱え、スユ＋ノモの有志が 400キロのデモ行進を実施。 

９月、龍山へ引っ越し 

同１２月、南山中腹へ引っ越し。六階建ての学校のような建物の４階部分を賃貸 

この時期の間取り(10部屋・４００坪ほど)が下図。  

 2008年 『歩きながら問う』発刊 

 スユ＋ノモ創設者の高美淑が脱退、南山講学院の立ち上げ 

      スユ＋ノモ内部で分裂・ネットワーク化が生じる 

            スユノモＲ、ノマディスト・スユノモＮ、スユノモ・ムンの３グループが活動(2012年現在) 

       

添付資料② 2006年時のスユ＋ノモの見とり図 

 

 

  

       

                                                   
1 『歩きながら問う』から、筆者(川上)が作成。 



 

 

「スユ＋ノモ」の現在 
 

瀬山 岬 

１．ネット上で確認できたもの 

 

①：コミュネットスユノモ（2009 年開始） ＝スユノモに関する統合ポータルサイト 

 

 

・2011 年 11 月よりHP 開設 

・「スユノモ・ムン」「スユノモN」「スユノモ R」「Weekly スユノモ」をまとめている。 

 

 

②：「スユノモ・ムンi」―智慧に会いに行く空間―   

＝実際に講座やセミナーを行う場所ii 

 

≪紹介≫―知恵に会いに行く空間 スユノモ・ムン―（全文紹介） 

 

よい生命・よい知識について探索してきた研究空間スユ＋ノモの活動と経験をもとに、生命と知識に関する智慧

に会いに行きましょう。 

智慧は惰性的な思考が終わる地点、そして私が身を置かれている状況に引き続き問いを投げかける過程であると

信じています。 

止まったままの敷居をこえて、門を開き、道に出ること。 

この道は全く予想外の出会いにスユノモ・ムンを引き連れていきます。 

スユノモ・ムンは意外な出会いと学びの中から、お互いの問いと智慧が“通流”する空間であることを望みます。 

門門可入、智慧に会いに行く道は各地にあふれかえっています。 

そしてスユノモ・ムンは自身の生命の可能性を探すため、見知らぬ土地に出ていこうとする人たちに開かれてい

ます。このような空間を通じて、ほかの生命の可能性をともに作っていきたいと思っています。 

 

≪各ページ紹介≫ 

 

【講座】 

「流体都市を構築せよ～大都市分裂と共存のカオス的交差路～」2011 年 11 月～12年 2月（毎週金曜） 

「スユノモ R/スユノモ・ムン：引っ越し記念講座～ともに生きるうつくしさについて～」（2013．7） 

 

【セミナー】  

「日本語“ムン”」…鵜飼哲「応答する力―来るべき言葉たちへ」を読む会（毎週月曜 10 時：月 2万ウォン） 

「ギリシャ・ローマの思惟を読む」…「悲劇、ディオニソスと笑い」（毎週木曜 7 時 30 分：月 2 万ウォン） 

                 （ともに読む本：ニーチェ『悲劇の誕生』、ソフォクレス『ソフォクレス

「スユノモ・ムン」ロゴ 

2013 年 9 月 27 日 

連合大学院プロジェクト自主勉強会資料 



 

悲劇全集』、フロイト『性欲に関する 3 篇のエッセイ』、ジュディス・バ

トラー『アンティゴネーの主張』など） 

「デリダ・セミナー２」…「クラマトロジーのために」（毎週火曜 7時 30 分：4か月 10 万ウォン） 

その他、「社会的であること」「感覚―近代」などのセミナーがこれまで開かれている。 

 

【生活掲示板】 

 ネット上では「山乗りスユノモ（注：登山のお誘い。韓国語で「サンタ」と発音するのでそれにかけている？？）」

「ヨガをやりませんか」「ご飯を食べませんか」「引っ越しについて」「新しい暖炉が来ました」などの話題が

上がっている。 

 

【風景】 ＝２013 年 4 月引っ越し後、以下の写真がUP されている。  

 

 

 

 

 

 

 

【自由掲示板】＝その名の通り、開講案内や講座案内、新刊本の紹介など。 

 

 

③：ノマディスト「スユノモ N」 

 

 

≪紹介≫（全文紹介） 

 

スユノモNはコミューン主義的活動をともに実践しようと集まった集団です。研究空間“スユ＋ノモ”のこれま

での 10余年間の財産経験は我々にともかく再び新しい実験に向かわせようと引っ張ってきました。 

国家と資本、権力に束縛され、不毛の台地になってしまった我々の生命の上に、多様な差異に分けられた新しい

道を作るノマド的な生命の方式を実験しようとしています。 

 

毎日の日常とサークル活動、セミナーと講座などからなる我々の活動が N 個の生命、N 個の思惟、N 個のコミ

ューン、N 個のネットワークに続いていくことを望みます。 

 

≪各ページ紹介≫ 

 

【N ジンiii】スユノモNのウェブマガジン ＝ さまざまな講座や討論会の情報を流している。 

 

【講座】  

（説明文）季節ごとに開設されます。基本的に講座は研究室成員たちがその間勉強して悩んだ内容をもとに企画

されている。このような講座を通して講座と学生たちがともに意思疎通をし新しい知識と生の可能性を開き行く

ノマディスト・スユノモ N ロゴ 



 

経験を積み重ねましょう。学びだけでなく、生を、そして生から再び学びをくみ出すゆっくりだけれどもやわら

かな余韻を踏みしめていくコミューン主義的共同体として我々の実験を続けていきましょう。毎回講座のお知ら

せは本HP 講座掲示板を通してなされます。習うことを通して生を豊かに育て上げるたくさんの方々の参加をお

待ちしております。 

（今年の講座一例） 

「2013 スユノモN 夏講座①」：現代批評理論を読む ―フロイトからドゥールーズまで― 

「2013 スユノモN 夏講座②」：千回の科学 科学者から異質的科学たちの増殖と共存 

「2013 スユノモN 夏講座③」：チョンファスニムivの“ベルグソンを再び読む２”＜物質と記憶＞ 

「2013 スユノモN」夏講座④」：ジャック・デリダと現象学の解体 

 

【セミナー】 

（説明文）スユノモN研究室のもっとも基本となる学びの活動です。もっとも簡単に研究室と出会うことができ

る方法でもあります。各セミナーのやり方は少しずつ異なりますが普通は発題と討論で信仰されます。毎週の発

題者はその週にともに読むことになった一つのテキストをほかのチーム員たちのために整理し、紹介してともに

共有し、間食も準備します。発題後にはチーム員みんなとともに討論をします。セミナーが終わった後には使っ

た各々のカップと間食、テーブルと周辺空間を整理します。 

 

（セミナー一例） 

「現代メディア哲学セミナー」「無計画日本語セミナー」「ニーチェセミナーシーズンⅡ」「哲学史企画セミナー」

「無意識の科学」「ハイデガー講読」「映像記号学」「音楽学セミナー」「生物学セミナー」など。 

 

※参加費と参加方法（説明文） 

基本セミナーの参加費は月 15000 ウォンです。“コミュネットスユノモ”のほかのコミューンでセミナーに

参加していらっしゃる方は月 10000 ウォンです。セミナー会費をお支払した方は追加会費を払わなくとも、

ほかのセミナーに回数の制限なく参加することができます。（セミナーを 5回受けても 1 回受けても会費は月

15000 ウォンです。）ただし企画セミナーの場合は例外ですので必ず参照してください。参加費は全額空間

運営費として使用されます。曜日および時間別セミナー時間表もあります。 

 

講座受講費は講座ごとに決められています。講座案内掲示板で参加したい講座の受講料を確認したのち、公示

された講座に入金してください。次に講座申請掲示板に一言残してください。マネージャーが確認したのち、

確認の返答をすれば手続きが完了します。開校日、授業開始 10分ほどまえまでスユノモNに来ていただけれ

ば大丈夫です。受講料は返金が不可能です。この点参照していただければ幸いです。 

 

※セミナーと講座を聞くことから超えて！（説明文） 

お望みのセミナーと講座があったならばいつでも門をたたいてください。しかし、セミナーと講座は＜スユノ

モN＞活動の一部です。＜スユノモ N＞ではともにご飯を炊いて食べ、おいしいパンを直につくって分け合う

こともいます。食事時間（昼 12 時、夜 5時半）に来て食事をともにするのはどうですか？もしくは研究室カ

フェでお茶をくみかわすことはどうですか？最初から食事の準備をいっしょにしてみるのもよりよいですね。

そのように少しずつ互いを知り合えば、より多くの活動を企画し、経験することができるでしょう？一緒に活

動する友達がたくさんできればうれしいです＾＾ 

 



 

【国際ワークショップ】 

（ワークショップの一例） 

13 年 8月 29～30日「ストリート思想家、毛利嘉孝に会う」（主催：スユノモ N、後援：日本国際交流基金） 

←東京の活動を事例に、１日目はワークショップ「現代文化研究と社会認識」をおこない、「我々の時代、文化

運動の現住所」というテキスト講義が行われた。「脱原発運動と若者の政治参加」について話されたという。2

日目は、「ストリートを占領せよ！」「文化論壇の保守右翼化と革命性の復元」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人文社会科学研究院】 

（科目一例） 

「「解体と破壊」ジャックデリダの『クラマトロジー』を読む」（2013 年 9 月 5 日木曜日開講：全 16 週） 

 

【哲学教室】 

（科目一例） 

「大学生のためのイジンギョンの哲学教室」（週二回、全 12 回） 

 

【風景】 

【自由掲示板】 

【生活空間】 

【かたつむり工房】（説明文） 

 

かたつむり工房は“自分の手で直接つくるDIY”活動を好む人たちの集まりで、ヨニ洞に構えるスユノモN とと

もにいます。我々は生命と直結したものの生産過程に直接参与するものとして生命の一部分を構成しようとして

います。日常生活に必要なものを直接つくって使うことには手もわずらわし、時間と費用もとてもかかります。

しかし、このような経験を通して現在我々の生命を見返してみると、我々が享受する物質的豊かな向こう側には

はたして何があるのか、ともに悩んでいきましょう。忙しい日常生活の中から少しだけでもかたつむりのように

ゆうくりと一歩一歩ともに歩いていく友達に会いたいと思っています。 

（かたつむり工房についての文章は後記） 

 

 

 

 

 

 



 

 

④：スユノモ Rv ＝児童・青少年向けの講座が充実。料理の記事も目立つ。 

 

 

≪紹介≫（説明文） 

 

＞スユノモ Rは研究者たちの共同体です。 

 スユノモ Rは健康な智慧と声明を夢見る研究者たちが集まる共同体です。ここで信仰される講座、セミナーな

どはすべて研究者たちの学びの延長です。一方、ここは研究室の一般会員以外にもセミナーと講座に参加する方

たちとともにやりくりする空間です。したがって、講座やセミナーに参加なさる方は研究室の活動の一部に参加

し、ともに参加するという考えで申請してくださることをお願いいたします。講座およびセミナーのあと、清掃

と整理、間食などの活動にも積極的に参加していただかなければなりません。 

 

＞研究室のすべての活動は学力や年齢に関係なく参加することができます。 

 研究室のセミナーもしくは口座に参加なさるときに必要な資格は何もありません。誰でも自由に研究室のセミ

ナーと講座に参加することができます。講座は四半期別に一定の期間を定めて進行しますがセミナーはより長い

リズムで運営されます。講座はふつう開講後に途中で参加することは不可能です。しかしセミナーはふつう途中

にいつでも参加することができます。関心があるセミナーがあればセミナー班長に問い合わせたあと参加すれば

大丈夫です。 

 

＞講座は１/nに分けることができません。 

 研究室の講座は研究者自信が学んだ内容を多くの人々と分け合うために開設します。講座を企画するときその

全体を一つの完結したテキストに準備します。したがって、講座は１/n に分けることができません。部分受講

は不可能であるのと同様に、講義開始後、一部を返金することもできません。講座申請前に日程をよく考慮頂、

講座を申請していただくようお願いいたします。 

 

＞すべての講座は開講後返金が不可能です。 

 講座会費は大部分が研究室の運営と講座費として使われます。開講後、すぐに会計に処理します。そのため講

座が開始したあとに返金することができません。講座を申請するときはこの点を考慮していただき申請していた

だくようお願いいたします。 

 

＞講座に関連した日に対処するためにほかの人を置きません。 

 研究室の講座は研究室の会員たちがともに準備してやりとりする活動です。ほかの会員より前に講座に責任を

とり企画する“マネージャー”を置くことが一つ、研究室のすべての人たちがともに講座運営に参加します。し

たがって、場合によっては他の空間と異なり、講座に関連したことが、早く正確に処理されないこともあります。

この点了解いただくようお願いいたします。気になる点があれば HP を通して問い合わせし、研究室に直接電話

していただければ丁寧に説明いたします。 

 

≪各ページ≫ 

 

【講座】 

スユノモ R ロゴ 



 

【青少年古典学校】 

（説明文）古典を通して読み、書き、思考する力を育てます。長期休み中には特定の主題を選んで学び、学期中

には重みのあるテキストをともに読みます。古典を読んだあとにはこれをもとにエッセイを書き、文集としてま

とめて出します。今まで＜史記列伝＞＜論語＞＜孟子＞＜荘子＞などを読みました。今年には＜聖書＞を、2014

年、来年には司馬遷の＜史記＞を読む予定です。東西を横断する重要な古典を、世界を探訪する方々を歓迎しま

す。 

（一例） 

2013 年青少年古典学校 4 学期「≪大學≫大きな学びを探して」（9 月 29 日～12 月 29 日の毎週日曜午後 2

時～5時半：中高生対象：会費 30 万ウォン） 

（説明文） 

“大学”はいつだって厄介者である。今日もこの土地の多くの学生が“大学”を目標に汗を流している。しかし

大学に“大きな学び”が消え去って久しい。大學なき大学（university）が現実だ。（抜粋） 

 

【土曜書堂】 

（説明文）小学生のための土曜書堂。“学び（學）”は見知らぬ対象を作る楽しい冒険です。＜論語＞で孔子はこ

の学びをおいて“不亦説乎”“うれしくないか？”と聞きました。しかしこの楽しみを享受するまで短くない苦

しみが必要です、粘り強くテキストに出会う訓練が必要です、孔子はこれを“慣れ（習）”と呼びました。學習、

学び慣れる過程を通して真の智慧に到達することができるのです。  

土曜書堂ではこの学習の意味を反芻し、体一つで学びます。大きな声で読み、手で書きます。毎週＜論語＞1

文章とすばらしい詩一編を暗誦します。暗誦は単純な暗記とは違います。暗記が単純な記憶の蓄積を意味するの

であれば、暗誦はテキストに新しく出会う活動です。朗々とした声で文字を読みながら、私たちは文字が持って

いるすばらしいリズムを、健康な活気に出会うことができます。文字と自分が一つになるすばらしい経験がその

なかにあります。 

（日時：毎週土曜日午前 10 時～12時 30分、対象：小学校高学年 16名、2 か月 15万ウォン、鉛筆準備） 

 

【書き取りの最前線】＝書き取り課題を UP する掲示板？ 

【セミナー】＝詩のセミナーや史記列伝のセミナーなど文学的な要素が多い。 

【生活空間】＝厨房通信なるものがあり、料理に関する書き込みが多い掲示板。（HP より拝借） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自由掲示板】 

【現場 人文学】 



 

⑤：Weekly スユノモ ＝9 月 21 日現在 163 号！ 

 

≪紹介≫（説明文）－創刊号 2010年 1 月 20日発行－ 

 

＜ウィークリースユノモ＞は“コミュネットスユノモ”の人たちがつくる週刊ウェブマガジンです。 

しかし、私たちは、＜ウィークリースユノモ＞がウェブマガジンである前にウェブに存在する一つのコミューン

であると言いたいです。私たちの生命を構成するすべての言葉と情報、アイディア、知識などが私たちの“共同

の資産”として生産されることを望みます。ウェブに存在する考えの集合体として、智慧の共同行動として、＜

ウィークリースユノモ＞が位置づくように努力していきます。 

権力とお金が支配するところではニュースも権力となり、情報も商品となります。 

権力とお金は他者を支配するときに必要なものであり、他者との共同行動、他者たちの共同行動にいかなる必要

もありません。ただただ私たちは互いに聞かせてあげられる話、それとともに享受できる知識、ともにとる行動

だけを必要とするのみです。 

 

私たちのニュースが、私たちの情報が、私たちの考えが、私たちの力になるのです。 

私たちのすべての力はコミューンから出てきます。すべての力をコミューンに！     

 

≪記事内のコーナー紹介≫（すべて Web 上の説明文） 

 

【同時代反時代】＜ウィークリースユノモ＞が試みる

“私たちの時代の読み解き”です。私たちの時代を読

むこと、それは反面では私たちの時代の典型的な力を

見せることです。しかし、ほかの反面で現在ここには

あるけれども私たちの時代には属さない力を発見す

ることでもあります。私たちは時代を読み解きながら

同時に時代の克服を読みます。 

 

【スユコラム】時事、社会、風俗、日常など自由な主

題に関して短く評する特別寄稿、何名かの国内外の筆

者が毎週振り返りながら書きます。 

 

【デモクラシーナウレビュー】国際政治的イシューを

広く深く扱うアメリカのインターネットニュース放

送から重点的に扱われたイシューを選別して翻訳し

て紹介します。 

 

【模様の世界を描く】時事漫画家ぺ・ムニの自転車全

国一周旅行記、2008 年ある冬の日、30歳に直面し

てひらりと旅立った彼が道の上でであった数多くの

顔と風景の話を漫画で記録します。 

 

【シネマコム】ファン・ジンミ映画評論家とともにお

こなう映画の話。1篇の映画から家族、愛、仕事、イ

デオロギーなど深い省察を引き出します。 

 

【午後のカフェ】人文学徒アンティゴネーのマンガ、

ドラマ、ファッション、サブカルチャーなどについて

の通俗批評。難しい本につかれた午後 4時、カフェで

ある人のコーヒーと分け合うおしゃべりでひもとき

ます。（最後意味不明…） 

 

【J のイメージオロギー】対話、写真、映画、TV な

ど視覚媒体発明の歴史を我々はすでに通過してきま

した。イメージは私たちの生命と具体的にある関係を

結んでいるのでしょうか？美学を学んだユ・ジョンア

ノマディストスユノモ N 研究員がイメージを思考す

る。 

 

【ナマンの選曲表】音楽には歌の言葉や旋律でなくて

も隠された多くの言葉たちがあります。音楽出版社で

働くシン・ヒョンジュが音楽の話を探して新しい選曲

表を作ります。 

 



 

【西洋音楽後談話】子どもを育てる声楽専攻者の推測

横行の音楽話。おばさんの無限の想像で始まり、推測

が乱舞し、ちがわなくても終わる可能性が高いけれど

も、だからこそあきらめないクラシックの話です。 

 

【イム・ジョンジンの写真空間】ゆっくり、ゆったり、

深く近寄る写真を共有します。ハンギョレ新聞記者で

あり、ドキュメンタリー写真家イム・ジョンジンが少

数者の感受性としての生命、人間話を込めます。 

 

【青年労働残酷史】我々の国の始めの世代組合である

“青年ユニオン”構成員がご飯を食べ、仕事をしなが

ら生きていく話を、日記を書くように聞かせます。 

 

【一文無し健康法】一文無しが過労死するという冗談

があります。四海兄弟主義健康専門家“担当”が一文

無しのためにきれいに洗ったサトイモのような情報

を送ります。単なる情報ではなく自分の体を知ること

が目的です。自身の体を知ることは体を変えることで

あり、毎日毎日新しい生命を作り出すことです。正規

職、非正規職、老若男女すべてのかたに送ります。 

 

【ヨガン万筆】京畿道ヨンチョンで農事にいそしみな

がらスユノモで 10 年以上学ぶ 6080 学人（？）キ

ム・ユンヒの生活エッセイです。 

 

【ミングルラバーコリア】移住労働者活動家モットゥ

氏が韓国で少数者として生きていく話をお送りしま

す。 

 

【令状破ってハイキック】スユノモで学んでいたヒョ

ンミンは 2010 年 3 月兵役を拒否して監獄で過ごし

ます。熱い若さが全身ににじみ出る監獄からの思索で

す。 

 

【先生の本棚】現場で子どもたちとともに生きる教師

がお送りするほんと生命の話です。 

 

【近似録講読】近似録は人生からかけ離れた高遠な話

の代わりに、人生に近い学びが始まらなければならな

いとあります。キム・ヒョンシクスユノモ R研究員と

ともに＜近似録＞を読みます。 

 

【思想家特集】＜ウィークリースユノモ＞が時代に背

いた思想家の人生と思想を紹介します。 

 

【前線インタビュー】“自分だけの道を行く人は誰と

も会わない”とニーチェは言いました。各自性として

存在する固有な人生を、手馴れていない視線で込める

人間話です。 

 

                                                   
i 「ムン」は漢字語であり、韓国語読みで「聞」「問」「門」「文」などがあたるため、多様な意味合いを含ませて

いる。 
ii 2013 年 4月 3日に解放村に引っ越し。（1年に一回のペースで引っ越している模様） 
iii 韓国ではウェブマガジンのことを「ウェブチン」と略すため、「スユノモNのウェブチン」で「Nチン」 
iv スニムとは韓国語でお坊さんのこと。チョンファは人の名前。 
v 2013 年 7月に解放村に引っ越し。スユノモ・ムンと共同？ 



スユ＋ノモの背景を探る？ 

瀬山 岬 

 

 

１．韓国の学生の就職難 … おおむね 6 割が就職 

   

２．正規・非正規雇用の問題 … 韓国全体で問題となっていることは研究分野でも如実に。 

                特に人文学系で顕著。男女比も顕著。 

３．都市近郊に大学が集まる構造は日本と同じ。 

  … とはいえ、大学院生のほぼ半分はソウルに集まっている。“ソウル”という土壌の特殊性。 

 

４．外国人滞在者の増加・国際結婚の増加・外国人労働者 

 

５．韓国の「デモ」～「市民」という意識～ 

  ・4.19 革命（1960 年） 

  ・光州事件（1980 年） 

  ・6.29 民主化宣言（1987 年） 

  ・狂牛病（2008 年） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考１】卒業生進路状況i（2012 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→就業者はおおむね 6 割程度。しかし、この報告書内では就業職種の正規・不正規の区別はしていない。 

（就業者＝健康保険加入就業者ii、健康保険加入校内就業者、海外就業者、営農業従事者） 

 

【参考２】卒業者新規就業者のうち、正規・非正規区分（2008 年iii） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※韓国：非正規職iv比率v ※韓国：失業率vi…対労働力人口比（％）  ※各国失業率と若年層失業率vii 
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韓国 日本 

2012 年学生進路状況 
※高等教育機関総計は左記以外の教育大学、

産業大学、技能大学、各種大学を含める。 

※就業者は正規・非正規を問わず、健康保険

加入就業者、校内就業者、海外就業者、営

農業従事者を含む。 

※進学者は国内大学・大学院、国外大学・大

学院進学者。 

※その他には、入隊者、就業不可能者（死亡・

収監・海外移民 

・長期入院）、除外認定者（医療給与受給

者など）、専業主婦、1 人事業者（創業者）、

未詳などを含む。 
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【参考３】卒業生新規就業者のうち、専攻別正規・非正規区分（2008 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考４】高等教育機関教員役職比率（2008 年） ＝助教・時間講師は非常勤 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高等教育機関総計には教育大学、放送通信大学、産業大学、技術大学、各種大学、サイバー大学、市内大学、専攻大学、

技能大学が含まれている。 

※大学院の内訳は大学付設大学院と大学院大学。 

※専任教員とは、教授、副教授、助教授、専任講師であり、その他は、学長（総長）、兼任教授、名誉教授が含まれる。 

 

【参考５】高等教育機関総教員数における各役職男女比率（2008 年） 
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【参考６】博士課程所持者男女別年収水準viii     【参考７】就業時における専攻一致度（2008 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考８】高等教育機関地域別学校数・学生数比率（2008 年）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考９】日本の大学数ならびに大学生・院生数（2011 年文部科学省） 
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【参考１０】韓国内滞留外国人数ix 

 

【参考１１】韓国内滞留外国人数推移x     【参考１２】2012 年韓国内滞留外国人国籍内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考１３】韓国の国際結婚推移xi 

なお、全羅南道における農林漁業従事者の外国人女性との婚姻率は 27.2％である。 

 

【参考１４】就業滞在外国人現況（2012 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 

滞留外国人 1158866 1168477 1261415 1395077 1445103 

長期 短期 895464 263402 920887 247590 1002742 258673 1117481 277596 1120599 324504 

韓国人口 49540367 49773145 50515666 50734284 50948272 

外国人比率 2.34% 2.35% 2.50% 2.75% 2.84% 

 
2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 

総結婚件数 304,877 302,503 308,598 314,304 330,634 343,559 327,715 309,759 

国際結婚件数（A） 15,202 24,776 34,640 42,356 38,759 37,560 36,204 33,300 

国際結婚比率 5 8.2 11.2 13.5 11.7 10.9 11 10.8 

外国人女性との結婚件

数（B） 
10,698 18,751 25,515 30,719 29,665 28,580 28,163 25,142 

B/A 70.4 75.7 73.6 72.2 76.5 76 77.8 75.5 
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i 韓国教育開発院『教育統計年報』（教育統計サービス：http://cesi.kedi.re.kr/） 
ii 健康保険加入就業者は、4 週間で勤務時間が 60 時間を超え、1 か月以上継続して勤労する者。また、

所在地が一定で常時 1 人以上の勤労者を抱える事業主とその事業主に雇用された者。（…あやふやな

部分あり） 
iii 『就業統計年報 2008』 
iv 非正規雇用者：『経済活動人口付加調査』における非正規職数とは、①時限雇用者（有期雇用者＝雇用

期間を定める雇用者または継続的な勤務が期待できない雇用者）②時間制雇用者（パート＝1 週間に

36 時間未満しか働かない者）③非典型雇用者（派遣など）のうち重複しているものを除いた数となる。 
v 統計庁『経済活動人口付加調査』「勤労形態別付加調査結果」 

vi  IMF の HP より作成 

vii  統計庁「2013 年 5 月雇用動向」韓国の若年層は 15～29 歳、アメリカは 16 歳～24 歳、その他は 15 

歳～24 歳となっている。フランス・スペインの失業率は 15 歳～74 歳までで算出しており、その他は 

15 歳～64 歳で算出。 
viii 回答者数は男 2638 名、女 1089 名。韓国職業能力開発院で 2011 年 8 月から 2012 年 2 月までに国内

大学で博士課程を修了した学生が対象。専攻別にみると、5000 万ウォン以上を受ける比率は医学が

67.1％、社会学 62.1％、自然 43.4％の順。反対に教育分野は回答者 294 名中 32.5％だけが年収 5000

万ウォン以上だった。人文・芸術・体育分野でも 5000 万ウォン以上は 34.3％、36.3％にすぎない。人

文分野は 2000 万ウォン未満の年収を受ける人が全体応答者の 23.2％でほかの専攻よりも高い水準。 
ix 2012 法務部「出入国外国人政策統計年報」 
x  2009「出入国外国人登録政策統計資料」 
xi  馬 兪貞「韓国の都市と農村における国際結婚の比較研究」（『立命館国際研究』2011）より。 

 

http://cesi.kedi.re.kr/


25.11.30 研究会発表レジュメ 

                   連合大学院院生連携プロジェクト 

 

「韓国の研究空間スユ＋ノモ」の先行研究のまとめと今後の課題 

 

１．はじめに 

 院生連携プロジェクトでスユ＋ノモに着目した発端は、「研究者たちが共同生活を送

ることで生活コストを抑え、ゼミや講座などの研究空間を市民とともに運営し、外部に

向けて問題提起を行うなど、文化を発信する拠点となっている点に特徴がある。また、

韓国と同様、高学歴ワーキングプアが社会問題化している現代日本において、研究者た

ちが自身の研究活動と生活を両立させる実践例として現代的な課題解決の糸口にもな

ると考えられる。」 

生活共同と研究活動の両立という点、また地方・田舎暮らしではなく、ソウル近郊で

運営されている点、何より、研究者たちによる別の「生き方」の模索という点で着目し

た。 

 

 

２．研究空間＜スユ＋ノモ＞とは何か― 

研究空間＜スユ＋ノモ＞が日本にはじめて紹介されたのは、雑誌『インパクション』

(149号、2005年)所収、「研究空間〈スユ＋ノモ〉」においてである。紹介者は、2004年

から韓国へ留学していた金友子氏。彼女は、留学時、スユ＋ノモに出入りし、研究会な

どにも参加。そうした経験を通して、雑誌に紹介文を掲載した。のち、自身が編者とな

って、『歩きながら問う―研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』をまとめたのが 2008年。 

金は「スユ＋ノモ」を以下のように説明する。 

 

スユ＋ノモは、「研究＝生活共同体」。 

「それは単に一緒に研究をし、ともに食事をする集団を意味するのではない。研究／勉

強の強度と密度の高さという点で、いわゆる教養講座や生涯学習とは異な」り、「生活

を共にするという点で、大学の研究室とも異なる。多様な関心を持ちつつ集まるけれど

も、それが終わればそれぞれ散っていく研究会とも違う…」。「あくまで研究し知を生産

する場という点で、いわゆるヒッピー的な共同体とも違う」。 

「知を追い求めようとする人が、どのようなやり方で学び、教え、知識の生産に携るの

かという方法と、生産される知識との乖離を限りなく埋めようとする実験。その一つの

場が、研究空間＜スユ＋ノモ＞である。」1 

３．スユ＋ノモとはどんな空間か―仕組み・運営  

                                                   
1 金友子編著『歩きながら問う―研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』、インパクト出版会、2008年、p.5-6 



 ■セミナー等の開催2  

スユ＋ノモに関わる人々は多様。「専攻も各様各色、年齢も六〇代から二〇代まで。

最近は０歳児から中高生も出入り」する。学生以外の参加もあり、各人が「ハードに

勉強する」場となっている 

  

・セミナー(小グループ研究会) 

   30を超えるセミナーがあり、内容も「仏教、誌や小説の創作、日本の雑誌を読む

会、植民地期教科書購読」、「ドゥルーズ、フーコーといった現代思想」を学ぶ会

まで多種多様。 

   誰でも参加可、参加者のやりたいことに従っていくらでも増殖できる 

 

 ・講座(講義形式の公開事業) 

   季節ごとに７～８の講座を開催。講師は、外部から有名人を呼ぶこともあるが、

基本的にはスユ＋ノモのメンバーが自前でやる。セミナーの成果や自身の「専攻」

に磨きをかけ、講演する。 

  

・講学院(集中講義) 

   会員のための集中プログラム。課題等が課され、きつい勉強メニューをこなす 

  

 ■運営(お金の流れ)   

スユ＋ノモの運営には、１カ月で千二百万ウォン(約 120万円)程度。多くが会費に

よる収入で賄われる。 

 ・定期収入  

平均主義(たとえば学会で見られるような学生○円、教授○円みたいな)にもと

づかない会費収入。一般会員各人の状況(年齢、学歴、職業、時期ごとの経済的

事情…)を考慮し、20万ウォンから４万ウォンまでの多様な幅を設定しているた

め   納付率９５％ 

   

・講座やセミナーの収入 

   講座収入の１割が研究室の会計、２割は講座運営、７割が講師へ。 

   ※一般の公開講座のように講座を主たる収入源としない。講座収入を研究室の主

たる収入源にした場合、講座の興行(参加者数×参加費？)が重要な変数となっ

てしまい、講座の主旨「学びながら教える」と食い違う 

 

 

 

・全体会議「火工所／火公騒(ふぁごんそ)」 

                                                   
2 同前,p.13-14 より、引用者がまとめたもの 



   隔週火曜日、研究室生活全般について議論する時間(トイレ掃除、厨房当番、カ

フェ係り、セミナーと講座のことなど)、うち最も重要な案件が会計報告。 

   会計報告は金額が重要ではなく、どのように入り、どのように出て行ったのかを

共有すること。とくに不定期収入・特別会費はその月の活動評価にあたるため、

「事情や経路を叙事的(事件・事実をありのまま)に」伝える。 

  Cf：セミナー会費が減った＝活動が不振だったことを意味し、逆に特別会計が増

えた＝新しい活動や関係が増えたことを意味する。こうした議論の過程を通じて

「お金の流れ、用法、お金が与える多様な意味」を実感することが重要3。 

 

■食事や託児 

  ・当番制で、室内にある厨房で昼食や夕食を作る。一食 1800 ウォン(200 円程度)

で、自分の食べたい文だけ食べられ、食べ残し厳禁。 

  ・併設のカフェでは、珈琲を飲んだり、セミナー後の打ち上げなどが実施。 

  ・結婚し子育てをする会員が増えてきたことから、託児室を併設。 

  

⇒スユ＋ノモにおいて、会員の多くは「寝るとき4を除いて…ほとんどの時間をこの空

間でともに食べ、遊び、勉強して過ごす」という。 

共同で料理をする場所＋研究室＋託児室を、自分たちの会費ならびにセミナー等の収

入で自立して運営している空間…というイメージ？？ 

 

 

３．創設者の理念と大学への問題提起― 

1998年、文学研究者・高美淑（コ・ミスク）がソウル方区東部の水喩里（スユリ）に

小さな勉強部屋を開いたことからはじまる。 

「今から、五年前、わたしは３０代後半の博士失業者だった。当時わたしの目の前に

あった次のコースは大学に進出すること。しかしながら希望はなかった…。こんな風に

ずっと大学に侵入すべく邁進すべきか？でなければ幸せに暮らせる別の道を探って見

るべきか？経済的自立と学びの場―わたしは初心に帰って、教授になろうとしていたの

はこの二つを確保するためであったことを思い返した。だとするなら教授採用に必死に

なって『精力を使い果たす』くらいなら、いっそこの二つが可能な新たな領域を開拓す

るほうがましではなかろうか。水喩里の勉強部屋はこのようにしてはじまった…」5   

 

「大学」のくだらなさと「スユ＋ノモ」の実践 

                                                   
3 高美淑著「コミューンとお金の倫理」、前掲所収、p.132-135 
4 寝る場所は、スユ＋ノモの施設から歩いて３分くらいに、一ヶ月 10 万ウォン(１万円)程度の共同生活の

場がある。が、「研究室全人ではなく、家が遠い人や希望者飲みの数名」だけが寝泊まりをしている。 
5 高美淑著「ノマディズムと知識人共同体のビジョン」、金友子編訳『歩きながら問う―研究空間＜スユ

＋ノモ＞の実践』所収、インパクト出版、08 年、p.76 



自身で勉強部屋を開き、スユ＋ノモへ発展させた高美淑は、大学に対する深い問題意

識を持っている。まとめると以下の３つだ。 

 

①研究費確保のための「醜い連鎖」6 

・知的エネルギーの焦土化 

  大学において研究支援費の確保が主要な問題であり、その「確保のためのプロジェ

クトを準備するのが一年の主な活動」となっている教授も少なくない。とくに人文

科学系は理工系と違い数を出せばよいというものではなく、成果があがっていない。 

  ⇒「研究支援費とプロジェクトは…人文分野の知的エネルギーを完全に「焦土化」

させている」 

 ・院生の無償労働 

  研究費確保のための必要な業績のため、「あらゆるジャンル、専攻別・地域別学術

大会が」乱立。知的探求のためにではなく、行事のための行事が開かれており、「学

会は一層荒廃化している」。こうした行事や学会出版に必要な労働力は院生が「無

償で献身」しており、「煩雑なこと」のために「知的な能力と欲望を抑圧されてい

る」 

⇒「結局、研究費の確保が主要な」問題となったために、「不毛なことこの上ない論

文を量産し、自分の業績を誇示するために学生たちを無償で搾取」する醜い連鎖が

起きている 

 

②分断された研究領域7 

 学部・学科制の固持が、需要者の選択権に対応するため、というもっともらしい理由

のもとに守られているが、「創発的でダイナミックな知識が生産されにくい」 

⇒「学生は外国語や経営学といった実用的な学問に流れる…何らの知的触発もない」授

業を聞くくらいなら、「現実に役立つ」授業をとったほうがよいからだ。 

「孤立し閉鎖的な分野の壁を超える通路」が開かれない限り、知的触発を生みだすよう

なテーマは生まれえない。 

⇒領域を横断する「友情の教育学」 

 年齢・学閥・学問領域…そういった固定された区画を乗り越え、誰もが学び、教える

「師匠でありながら友人である」ような、水平的な関係8の構築。 

  

③生の倒錯症 

                                                   
6 同前、p.26-42 より、引用者がまとめたもの 
7 同前、p.42-44 
8スユ＋ノモの実践の中で「一番気を使った事」として、空間の「水平的配置」を高氏はあげている。教

師―生徒のような画一的な配置を止め、いわば乱雑に皆が座るようにしたこと。また、講義・セミナーの

際には「常にお茶とお菓子を準備」すること。 



「知識がつらい労働になり、学歴が高くなるほど身体はもっと不自然になり、そうして

いる間に人と人とのつながりと知的想像力は完全に摩耗されるこの悪循環の沼に、なぜ

座りこんでいるのか…その本音の部分には、経済的な利害関係がとぐろを巻いている 

 家族を養わねばならないし、未来のために貯金せねばならないし、そうするためには

必ず制度圏に侵入しなければならないし、そうしようとすると師匠、先輩・後輩などの

セクショナリズムに便乗しなければならなくて…というように。いわば、結局のところ

都市中産層の生を維持せねばならないという大前提が、理念にかかわらず知識人たち皆

にその悪行を黙認するべく仕向けている…」9 

 

図式化すると… 

都市中産層の暮らし方の維持→大学のポストを維持→研究費の獲得のための研究成果

を量産→知的情熱・知的探究心の堅持ができない→大学が腐敗？？ 

 

⇒高氏が主張するのは、「一緒に集まって勉強し、セミナーをし、討論し、日常を共有

しながら根本問題をもって悩むことができる」ような、「知識人たちの共同体」の必要

性。「私的に執筆空間を用意し、図書を購入する無駄使いを防ぐことができるだけでな

く、ご飯を食べ、一緒にセミナ―を組織し、成果を企画するといった日常の共有は、個

別的に分散している時とは比べることができないほどに知的生産性を引き上げること

ができる…」10 

 

 

４．金友子の評価― 

「(スユ＋ノモを日本で)そっくりそのままやるのは無理…ただ、スユの研究室で友

人とこんな話をしたことがあります。日本だと、知識人とかある程度頭のいい人たち

がやれる運動ってだいたい雑誌をだすこと…日本では、生活を変えるとか生活を共に

するような、そういうスタイルの運動がなくて、何でみんな雑誌ばかり出しているの

かっていっていました。たしかにそうだな、と。 

 スユの空間は、基本的には理論を実践に移すというのがあると思うのですが…都市の

中で、いかに研究する時間を確保しながら―禁欲主義ではなく―幸せに生きていくかと

いう、みんなのニーズにもとづいた生活を実現するためにはどうすればいいのか。それ

が根本にある…。ご飯だって、どうせみんな食べるんだから、みんなで作って食べれば

安い。場所があったらみんなででもあるいは一人ででも勉強できる。本も共有できる。

研究のために時間をたくさん使えるような生活スタイルで、同時にその生活スタイルが

反資本主義的あるいは反近代的な知の生産過程になっている。資本主義や近代が生み出

                                                   
9 前掲、p.56-57 
10 同前、p.57-58 



した様々な矛盾を批判するならば、勉強のやり方や生活の仕方、そういうことから、資

本主義に乗らない、あるいは資本の蓄積に貢献しないようなやり方でやろう。知の生産

過程から考えるという問題意識があり、オルタナティブな世界や生き方を実現不可能な

ユートピアではなく、実験してみようというところに現在の姿がある―11」 

 

 

５.中途まとめ 

スユ＋ノモは、既存の大学の在り方への批判と、オルタナティブな研究空間＋生活空

間の創設として、実践されていると言える。こうした状況は韓国だけではなく、日本も

同じような状況だと言えるかもしれない12。それは、スユ＋ノモを日本に紹介した金友

子氏の実感の中にも垣間見れる13。 

  

 

【疑問・論点】 

スユ＋ノモに関する研究・論文等を考察しても見えてこなかった点として、 

①生活空間をつくる、生の在り方の問い直し、がスユ＋ノモの理念として挙げられて

いるが、実際にどういった「生き方」を各自が送っているのか、が分からない。 

 生活をする、というのは食事をともにする以上にもっとシビアな問題がある。 

②２００８年以後、スユ＋ノモは、分裂を繰り返し、現在３つの活動に分派してい

る。また、創設者であるコ・ミスクは脱退し、別の活動を立ち上げているという。

なぜこうした変化が起きたのか？ 

 

  

 

                                                   
11 金友子他、「場所を生みだす」、『インパクション』153 号、p.36 
12 高学歴保持者の就職難に関しては、「博士が１００人のむら」(平成 12 年あたり、当時の博士卒業者は

11,000 人程度)がネットに公開されていて興味深い。『世界がもし１００人の村だったら』のパロディであ

ることは間違いないが、それには、博士１００人のうち、医者が１６人、大学の先生が１４人、ポスドク

が２０人、会社勤めが８人、公務員が１１人、他分野の仕事につくが１人、無職が１６人、残り８人は

「ゆくえふめいかしぼう」である。 

なお、平成２４年 ver(博士卒業者は 16000 人程度)では、医療１４、大学の先生１７、ポスドク１１、会

社勤め３０、無職１４、不詳・死亡が７人となっている。 

13 金友子氏は、「場所を生みだす」(金友子他著、『インパクション』153 号所収)の中で、

専攻が同じ仲間うちで下手に自身の研究内容について話すと、ネタばらし、ネタの取りあ

いが起こり、院生同士の関係がギスギスし、分断されていった経験。自身が大学の非常勤

講師になったが「大学に出入りする理由」と「ちょっとのお金」が保障されただけで、ま

ったく暮らしが成り立たない様子について述べている(p.33)  



■先行研究のまとめ 

 

日本における＜スユ＋ノモ＞に関する報告は、 

① 「研究空間スユ＋ノモ」（スユ＋ノモ会員：金友子著、2005）が初出 

 ②『歩きながら問う－研究空間＜スユ＋ノモ＞ の実践』（2008）  

   創設者である高美淑・李珍景らの論文と、2006年までの活動の来歴をまとめたもの 

② 「研究空間〈スユ＋ノモ〉」（同会員：今政肇著、2012』  

の３つの論考が主なるものである。 

 

研究空間＜スユ＋ノモ＞が日本にはじめて紹介されたのは、雑誌『インパクション』

(149号、2005年)所収、「研究空間〈スユ＋ノモ〉」においてである。紹介者は、2004年

から韓国へ留学していた金友子氏である。彼女は、留学時、スユ＋ノモに出入りし、研

究会などにも参加。そうした経験を通して、雑誌に紹介文を掲載した。のち、自身が編

者となって、『歩きながら問う―研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』をまとめたのが 2008

年。金は「スユ＋ノモ」を以下のように説明する。 

 

スユ＋ノモは、「研究＝生活共同体」。 

「それは単に一緒に研究をし、ともに食事をする集団を意味するのではない。研究／勉

強の強度と密度の高さという点で、いわゆる教養講座や生涯学習とは異な」り、「生活

を共にするという点で、大学の研究室とも異なる。多様な関心を持ちつつ集まるけれど

も、それが終わればそれぞれ散っていく研究会とも違う…」。「あくまで研究し知を生産

する場という点で、いわゆるヒッピー的な共同体とも違う」。 

「知を追い求めようとする人が、どのようなやり方で学び、教え、知識の生産に携るの

かという方法と、生産される知識との乖離を限りなく埋めようとする実験。その一つの

場が、研究空間＜スユ＋ノモ＞である」1という。 

 

① 実践の発端 

発端は、 1999年、韓国古典文学者・高美淑（コ・ミスク）の水踰里研究室とソウル

社会科学研究所・李珍景（イ・ジンギョン）が創設した「研究空間ノモ」、この２つの

研究空間が統合し、セミナーや勉強会を定期的に開催するようになる。それが、「水踰

里研究室+研究空間ノモ」＝「スユ＋ノモ」の発足となった。 

最初のセミナーは『大韓毎日申報』という日本の朝鮮侵略期に愛国啓蒙運動を推進し

た新聞講読を行い、以後、韓国における「近代性とは何か」を問うセミナーが開催され

                                        
1 金友子編著『歩きながら問う―研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』、インパクト出版会、2008年、p.5-6 



ていく。 

 

② 模索と発展 -1999年から 2009年 

 ソウル市内のビルを借り、空間を確保。国文学と社会学を中心に多様な学問分野の講

座やゼミを開催していく。また、会費と講座収入による運営システムの構築や、会員の

ニーズから食堂、カフェ、仮眠室、図書館、託児室などの生活共同空間が整えられてい

く。 最盛期では正会員は 60 名を超え、規模も 300 坪（単科大学ほど）までに至るほ

どの、大規模な実践へと発展していく。 

  

③分化と現在 

 2009年、大きくなりすぎた組織規模と世代交代の必要性から分化を決定。 

 以後、高美淑の南山講学院、李珍景のスユノモＮ、スユノモＲの主に３つの組織に分

派し、現在に至る  

 

【組織の流れ】 

 
 

■先行研究から見えた課題 

スユ＋ノモに関する研究・論文等を考察しても見えてこなかった点として、①日本

において紹介された実践の内実は2008年段階のものが最後であること。また、②論考

「研究空間〈スユ＋ノモ〉」（同会員：今政肇著、2012』では、2008年以後、「分裂

を繰り返し、現在３つの活動に分派している」事実が書かれているものの、その理由

やその後については不明である。 

 

上記先行研究から、課題をあげるならば、 

① 活動分派の理由とは何か。 

② 分派後の現状の活動にどのような変化があったのか、また、それぞれの活動に引き

継がれたものと、引き継がれなかったもの、課題や成果の比較・考察。 



巻末参考② 

 

平成２６年１２月１３日 

東京学芸大学連合学校教育学研究科 研究討論会 発表資料 

 

 



生活共同空間としてのコミュニティと
文化形成の関係性に関する共同研究

―韓国「スユ＋ノモ」の事例を中心に―

研究代表者 横浜国立大学 加藤千香子教授

院生代表者 社会系教育講座 川上和宏（Ｄ２)

０．はじめに

■研究目的

＜スユ＋ノモ＞とは、98年に韓国のソウル特別市ではじまった 「生活＋研究共同体」

博士課程失業者・大学院生らが、ともに食事をし、生活を共有しながら、

ゼミやセミナー、講義等を開くなど、自分たちの生活と研究を両立させることを求めた実践

⇒博士課程卒業後の就職１が厳しい現代において、「暮らしをしていくこと」と「研究をすること」を

いかに両立させていくのか、という根本的な問題に挑む実践でもある

⇒スユ＋ノモの実践には、「生活を共同すること」と「新たな文化を形成すること」の２つの要素が内在し

ている実践であるといえる。

この実践の来歴・成果・課題を考察し、この２つの関係性についての考察を試みる。

1.高学歴保持者の就職難に関しては、文科省の報告書をもとにインターネットで配信されている「博士が１００人のむらだっ
たら」というパロディは目を引くものである。平成２４年verでは、博士卒業（16000人程度）が100人だとすると、医療関係の就
職者は１４人、大学の先生が１７人、ポスドク１１人、会社勤め３０人、無職１４、不詳・死亡が７人となっている。研究職はポ
スドクを含めて3割程度、２割が無職もしくは不詳・死亡という結果が出ている。



1．先行研究と研究経緯

②研究経緯

■平成２５年度

・＜スユ＋ノモ＞の背景を探る－研究会開催（講師招聘）

・2月4日シンポジウム「大学の外側に学習空間を創設する意義とは何か？」＠一ツ橋大学主催

＜スユ＋ノモ＞創設者・高美淑氏らの講演討論会の実施と講演録の作成

■平成２６年度

・ 10月31ｰ11月2日 【南山講学院】ならびに【スユ＋ノモＮ】への視察

①先行研究
日本における＜スユ＋ノモ＞に関する報告は、

１．「研究空間スユ＋ノモ」（スユ＋ノモ会員：金友子著、2005）が初出

２．『歩きながら問う－研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』（2008）

創設者である高美淑・李珍景らの論文と、2006年までの活動の来歴をまとめたもの

３.「研究空間〈スユ＋ノモ〉」（同会員：今政肇著、2012』

⇒2006年以降の来歴、とくに2009年の分派の背景や理由、その後の組織や実践の在り様は不明

２．＜スユ＋ノモ＞とは何か

①発端ｰ 1999年、２つの研究空間の接合

韓国古典文学者・高美淑（コ・ミスク）の水踰里研究室とソウル社会科学研究所・李珍景が創設した「研究空間ノモ」

この２つの研究空間が統合し、セミナーや勉強会を開く ⇒「水踰里研究室+研究空間ノモ」＝「スユ＋ノモ」の発足

最初のセミナーは『大韓毎日申報』という日本の朝鮮侵略期に愛国啓蒙運動を推進した新聞講読

⇒以後、韓国における「近代性とは何か」を問うセミナーが開催されていく

②模索と発展ｰ1999年から2009年

・ソウル市内のビルを借り、空間の確保。国文学と社会学を中心に多様な学問分野の講座やゼミを開催。

・会費と講座収入による運営システムの構築会員のニーズから食堂、カフェ、仮眠室、図書館、託児室などが併設

・最盛期では正会員は60名を超え、規模も300坪（単科大学ほど）までに至る

「勉強を楽しくすることが基準なんですね。ですから、他の費用はすべて減らさなければなりません。キッチン、カフェ、共
同住宅、こういうのは別々にやるとお金が結構かかりますけど、一緒にやるとお金があまりかからない領域です。こう
やって知識と生活をどうクロスさせるか悩みながら、いろんな実験をした結果、「ソウルで40万ウォンあれば食べたり寝
たりすることができる」という結論が出ました。セミナー（ゼミ）をして、講義をして、キッチンでご飯を食べて、カフェでお茶
やお酒を飲んだり、生活がすべてこの一つの空間で解決できます。」（高美淑、2014）



２．＜スユ＋ノモ＞とは何か

③分化と現在

2009年、大きくなりすぎた組織規模と世代交代の必要性から分化を決定。

分化が決まったあとにキッチンで諍い（「チヂミ事件」）が起き、それがきっかけとなって分化。

以後、高美淑の南山講学院、李珍景のスユノモＮ、スユノモＲの主に３つの組織に分派し、現在に至る

【組織の流れ】

水踰里研究室（高美淑）

研究空間ノモ（李珍景）

1999’1998’ 2014’

＜スユ＋ノモ＞

スユノモＮ（李珍景）

南山講学院（高美淑）

スユノモＲ

2009’

３．南山講学院の現状①

１．空間と運営

■空間：ソウル特別市南山のふもとにあるビルの２階、３階

2階：セミナー室、フリースペース、放送局

3階：キッチン、食器洗い場、カフェ、食堂、事務所、セミナー室

家賃：200万ウォン（20万円程度）

■運営：①会員費：15000ウォン（1500円程度/月） 会員は現在40名ほど

一緒に勉強する意思・ビジョンの共有、セミナーへの参加・空間の活用権利

②企画セミナー・講座収入

２、生活のありよう

■食事： 当番制で料理をつくり、主に昼食・夕食をとる一食2000ウォン（200円程度）

■会員寮：４棟の会員寮を併置 寮費：20,000ウォン（20000円程/月）

現在、男性７名、女性12名が住まう

■掃除： スペースの共有が前提のため、後片付け・全会員での掃除が義務

■生活費：研究室の開錠、食事やカフェ等のマネジメント等運営事務を担うことで

収入を得ることができる

【研究室の間取】

【食堂】



３．南山講学院の現状②
３．学びのありよう－「友情の教育学」

ゼミは「誰かが一律に提示したのではなく、もっぱら構成員たちの知的欲求によって提案されたものであり、
その提案に「乗る」人々が集まってなされる。言わば需要者の学習構成権が保障されるシステム」。

また、 「ゼミの成果がアップグレードして講義(企画セミナー)として開催される」。ある講座では先生だった
人が、違う講座では受講生になるという変換が常に起きる。「多様な地点を軽快な歩みで行き来することが
できること、新しい世紀はまさにこういった教育のパラダイムを要求している」（高美淑、2008b）

⇒学びの当事者自身の学習構成権の保障と、相互に教え、教わりあう流動的な関係性＝友情の教育学

■具体的な活動内容

・自主ゼミの開催（週に15～20程度実施）

・講義（企画セミナー）の実施

（HP等で発信、会員外の参加も）

・半期・年間のプログラム（青少年・フリーター向け）

・執筆 会員の学習成果として論文執筆（コンテスト）

提携している出版社からの書籍出版

【討論の様子】
【ゼミの仲間を求めるチラシ】

３．南山講学院の現状③

４．会員の状況と声

■参加会員の状況

フリーター、大学生・院生、医者等多様な属性（近年は中退者・フリーターが増えている）

■参加者の声

・楽しく勉強できる場をもとめて参加。ここでは誰と楽しく勉強できるかがもっとも重要

・共同生活のための仕事が大変なときもあるが、共同生活をすることが勉強でもある

・ここは、違う生き方を考える場所で、違う生き方をしようとする人が集まるところ

・ここで勉強をして、企画セミナー等の講師収入により生計をたてている会員がロールモデル

・会社勤めのときは、いつまで職場にいられるのか不安があったが、いまは、自分の意思の限り

ずっとここで勉強できるから未来に不安を感じない



４．南山講学院とスユノモＮ－実践に底流するもの

■スユノモＮと南山講学院の共通点

・スユノモＮは南山講学院との現状を比較すると、【生活の共同部分】を除いて、空間と運営や学び方は現
在においても同様のシステムをとっている。

⇒以下の４点は、南山講学院・スユノモＮの共通する要素

①制度圏外という位置に空間を構えること

②共有する空間と会員制－「勉強をする、という理念やビジョンを共有した仲間」

③ゼミの発足・実施等、当事者自身が学びたいことを学ぶ「学習構成権」が保障されていること

④学び手が教え手となり、教え手が学び手となる相互の関係性＝友情の教育学

⇒上記の要素は、発足当初の99年から組織分派以後の2014までの実践に底流するもの

彼らが 「ともに勉強をする」ことを理念においた文化活動を実践するうえで欠かせない要素といえる

５．南山講学院とスユノモＮの相違点

■南山講学院とスユノモＮの相違点－【生活共同の位置づけ】

「（共同体でともに生活するうえで）学歴、性、階層のようなもの、あるいは制度圏を支配するスペックは全く問題で
もないし、重要ではないのですが、問題なのは「感情」と「習慣」。この衝突からくる葛藤の問題は、理念が同じだ
とか、社会を批判する視点が一緒だからといって、解決できるものではありません。」 （高美淑、2014）

⇒生活の共有によって浮上する「感情」と「習慣」がスユ＋ノモが分派した直接的なきっかけ。

分派後、南山講学院は「生活共同」を引き続き実践し、スユノモＮはその部分を切り離した

■２人の創設者の理念の違い

①高美淑－【学びと生活の両立を求めて】（高美淑、2006）

生きるための都市中産層の暮らし方の維持→大学のポストを維持→研究費の獲得のための研究

⇒「近代的な生」への問いが根底にあり、「日常の中で変革を起こすこと」を主張する（高美淑2014）

②李珍景－【自由な議論の空間を求めて】

「80～90年代の韓国では、警察が大学内にいて集会やデモを監視。警察の手伝いを断る教員は解雇された。

そうした教員らとともに勉強をするためには、学外に空間をつくるほかなかった。」（李珍景、2014）

⇒「近代的な知の生成」の在り方への問い ⇒「社会活動によって変革を起こす」ことを主張（李珍景2008）



６．まとめと課題

スユ＋ノモの来歴と実践を追うことで考察されたことは以下である。

①近代的な生活と知の在り方を問う中で、制度の外側に学習空間を求めた実践の成果として

現代において新たな学びの文化を創造するための要素

（ともに学ぶ仲間・学習構成権の保障・教え、教わりあう流動的な関係性）

②雇用の流動化・不安定化が起きている現代において、スユ＋ノモの実践でみたように、

文化をつくる活動の中に「生をいかになりたたせるか」という問題は内在しやすいもの

一方で、「ともに勉強する」という理念の共有だけでは、埋められない問題－感情と習慣－がある

今後の課題として－

上記のうち、とくに②の「感情と習慣」によって生じる問題系に着目し、近現代の日本において試みられた

「新しき村」運動等のコミュニティ実践の成果・課題の考察をすすめていく

研究代表者 加藤千香子（横浜国立大学・教授）

院生代表者 川上和宏（横浜国立大学）

共同研究者 船越亮佑（東京学芸大学） 楊静芳（東京学芸大学） 楊鉄錚（東京学芸大学） 西聡子（一ツ橋大学）

名村優子（立教大学） 七星純子（千葉大学） 高橋在也（東京農業工業大学・講師）

ル・ルー・ブレンダン（帝京大学・講師）

参考資料：

李珍景2008a：「前衛組織ではなく」、（前掲『歩きながら問う』所収）
李珍景2014： インタビュー＠スユノモN

今政肇2012： 「研究空間〈スユ＋ノモ〉」、西山雄二編『人文学と制度』、2012年所収

金友子2008:   金友子著「序文」、（金友子編『歩きながら問う－研究空間＜スユ＋ノモ＞の実践』インパクト出版、2008年所収）
高美淑2008a：高美淑著「ノマディズムと知識人共同体のビジョン」 （同前『歩きながら問う』所収）
高美淑2008b：高美淑著「『友情の教育』と『遊牧民的知識』のためのエッセイ」（同前『歩きながら問う』所収）
高美淑2014：講演討論会「大学の外側に学習空間を創設する意義とは」講演録

ご清聴いただきありがとうございました
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「趣味」の輝きと「生活」の苦しみ 

—1920年代・横浜の雑誌『おいら』の検討— 
	 高橋	 在也 

 
１、はじめに 
	 商業出版を目的とはしないで、共有する関心や趣味を題材にして書かれ編まれた

書き物を、「同人誌」と定義する。同人誌には、それを書く人たちの〈考え〉が書か

れ、かれらが実際に催したイベント等なんらかの〈活動〉が記録され、それらを通

して書く人たちの互いの〈関係性〉が書きこまれた記録物となっている。同時に、

同人誌には読み手が存在し、書く人たちやイベントに参加した人たちだけでなく、

当事者の枠を超えて、〈考え〉〈活動〉〈関係性〉を発信する。読み手が、発信に対し

てフィードバックを行い、書き手に転じることも頻繁に起こる。同人誌が記録し、

かつ発信しているのは、〈考え〉や〈活動〉の内容そのものだけでなく、金儲けの論

理を度外視して、〈考え〉を交換しあい、〈活動〉を示し合うような〈関係性〉がつ

くりだす、ひとつの空間である。こうした空間を、本稿では暫定的に〈同人誌の空

間〉と呼ぶことにする1。 
	 〈同人誌の空間〉を単なる趣味の集まりと片付けず、その社会的意味を評価しよ

うとした人たちは、こうした空間を、支配的文化に対する「抵抗」の領域2、あるい

は「対抗文化」3と呼んで評価してきた。こうした名付け方には、支配的文化への「抵

抗」や「対抗」という機能が明確に見出されない活動を捨象してしまうという問題

があり、更に根本的には、〈同人誌の空間〉をつくる人達は、実は支配的文化への「抵

                                                   
1 歴史社会学者の池上英子は、徳川期の俳諧をはじめとする様々な趣味のネットワーク空間を、「パブ
リック圏」と名付けている。池上によると、「一人の人間は無数の社会的、文化的、認知的ネットワー

ク群を引きずって」おり、人間同士が交流する場とは、そうした無数の「ネットワークが交差する場」

であり、そこは「複雑性が飛躍的に増加する場であり、何か新しいことが起こる変化の起点」（池上

2005:ⅳ）だという。池上が「パブリック圏」という言葉を用いる理由は、①趣味のネットワーク空間
こそ、徳川社会において、礼節が civilityを形成するような交際空間であり、②こうした空間が爆発的
に増える時に社会が変容する、と考えるからである。交際の空間でありながら、同時に社会変容の可

能性を持つ空間であることを強調するために、池上はこうした空間に「パブリック
．．．．．

圏」という名称を

与えている。同時に彼女は、J.ハーバーマスの公的領域の理論を、一枚岩の空間であり議会制民主主
義へと転化しないような空間をあらかじめ排除していると批判し、ハーバーマスのイメージの強い「公

共」という漢字を用いなかったと説明している。 
 
2 十五年戦争期において、出版統制のなかでの言論の自由の模索をくみとろうとした研究者たちは、
〈同人誌の空間〉を「抵抗」の空間として位置づけた。同志社大学(1968)(1969)、家永(2002)、鶴見太
郎(2005)参照。 
 
3 山㟢(2002)、吉田(2007) 参照。 
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抗」そのものを目的として活動をしていないことのほうが多いという問題がある4。

一方、『思想の科学』のグループによるサークル研究では、こうした空間の機能につ

いての分析がなされたが、個人の変容と社会の変容を切断する論理を持ち出す事で、

サークルが生じることが、どのように社会に変容をもたらしうるかについての理論

的考察を閉ざしてしまった。鶴見俊輔の主張を要約すると、サークルで、「つきあい」

は成熟し、「豊かさ」も生まれ、「個人の自我」が「変容」することもある。サーク

ルは「書かれた理論のせまさをつきぬけて、縦横に動きまわる精神のための社会空

間を用意する」（鶴見 1976:17）。しかし、サークルが社会を変容させることはない。
社会を変えるためには、「サークルの中にあるような自治をこえるような規律と事務

処理と管理」のある「社会変革の実行部隊の運動」が必要であり、サークルにふさ

わしい政治運動の側面は、「権力による抑圧に対する抵抗運動」（鶴見 1976:18）と
しての側面だということになる5。 
	 〈同人誌の空間〉は、人々の生活にとっても、社会のあり方にとっても、本質的

には付属的で取るに足らない空間なのであろうか。時には、この空間は、同人誌の

書き手・創り手といった直接の当事者にとって、本稿で取り上げる『おいら』とい

う雑誌—1920年代横浜で書かれた「同人誌」—の同人が言うように、「各自の職業の
片影に生き甲斐ある満足を実現」するものであった。では、こうした空間は、社会

にとって、どういうインパクトを持つものなのか。既にある社会の中に、新しい空

間がつけたされるという意味があるものなのか。そこは、何を変容させるのか。 
 

＊ 
 
	 筆者の研究の出発点は、筆者の祖父母が、太平洋

戦争期に、20〜30代のいとこ同士で書いた『野褐』
と題された「同人誌」の文化的意味の探求だが、そ

の初めから解けない謎があった。いとこ会の「同人

誌」をつくるきっかけは、高橋清七(1884-1942)と
いう書店経営者の葬式で、清七叔父さんを記念して

作る話になった、ということらしいのだが、そもそ

もどうして、「同人誌」を書くという発想が、自然

に浮かんだのか、そこがなかなか見えてこない。 (祖
母に聞いても、ごく自然に文集を作ることになった、

という以上に答えはないようだ。) 
                                                   
4 高橋(2009)参照。 
 
5 鶴見(1976)、7-18頁。2000年代の天野正子の研究も、この点では、鶴見の立場を踏襲している（天
野 2005:13-14）。 
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	 時代は若干遡るが、1930年代には、日高六郎(1917- )の弟（当時小学五年生）が、
家族から原稿をあつめて、手書きの「家族新聞『暁』」を「発行」している。日高は、

65年後に、弟から『暁』の原稿コピーを渡されて、その存在を思い出し、「ある家
族の物語」として回想風に本に書いている6。しかし、ここでも、なぜ日高の弟が「家

族新聞」という媒体を思いついたのかは、明らかにされていない。 
	 十五年戦争期で、こうした家族や親戚同士で「同人誌」を書いたのは、例外的出

来事だったかもしれないが、ほかにも例がある7。こうしたケースで、「同人誌」を

書く、という発想が自然に浮かんだと仮定するならば、その家族の特殊な思いつき

であったと考えるよりも、「同人誌」を書くという習慣が、なんらかの形で文化とし

て定着していたのではないか、と考えるほうが自然だと思われる。 
	 書籍文化史の研究者鈴木俊幸によると、18世紀末から 19世紀頭にかけて、江戸・
京都大阪といった「三都」のみならず、地方にまで書肆が発達し、木版印刷による

「経典余師」「東海道中膝栗毛」が多くの人に読まれたという。そういった地方の書

肆は、出版業も兼ねており、出版物のなかには「地方文人」による俳諧集も多く含

まれた8。そして、そうした出版物に先行して、相当の数の手稿本、要するに手書き

の俳諧集が編まれていたとされる9。 
	 〈同人誌の空間〉は、近世から近代にかけて、とりわけ近代化過程で、日本社会

においてどんな意味を持ってきたのだろうか？ 
 
２、『おいら』を検討する理由 
	 〈同人誌の空間〉の歴史を考えるうえで、重要な史料研究として、文化人類学者

山口昌男のほぼ遺作となった『内田魯庵山脈』という著作がある。山口は、古書市

から、『集古』という古雑誌を発掘し、それが、内田魯庵をひとつの中心として、大

月如電(1845-1931)10、林若樹(1875-1938)11といった「大通」を中心に、民俗学の柳

                                                   
6 日高(2005)。ただし、「家族新聞」というメディアそのものの文化的意味の考察や、『暁』が日高自
身の思想にとってどういう影響を持ったかの具体的分析は、なされていない。 
 
7 茨城県結城町（現結城市）の光西寺の住職の子どもの死を追悼して出された記念文集『愛子に別れ
し心境を語る』（1937年）は、住職の家族と檀家が追悼文を載せている（渡邊典子氏のご教示による）。
戦後だが 1948年に福岡浮羽郡吉井町では、「家族雑誌『山の家』」が出され、少なくとも 1973年まで
続いている（柴田章氏のご教示による）。 
 
8 鈴木(2007)。信濃・松本の木版彫師を本業としながら俳諧師としても活躍した岩本平蔵という人物
が報告されている（鈴木 2007:114）。 
 
9 群馬県吾妻郡草津町の蚕農家兼蘭学医高橋景作(1799-1875)は、相当の数の詩集・句集・随筆を手稿
本で残している（金井 2001）。40名を超える門人をもつ俳句の会の先生であった。19世紀の群馬では
すでに、俳諧が、どんな職業の人にとっても楽しめて交流できる手段として広く行き渡っていたが、

会の集まりを記念して手稿本の俳句集をつくる、ということも広くあったらしい（高橋 1990）。 
 
10 大月如電は、日本最初の国語辞典『言海』の編纂者として知られる大月文彦の兄にあたる人物であ
る。彼について『日本人名大事典』（後述）から引用する。「オーツキニョデン	 大槻如電	 （一八四

五 — 一九三一）明治—昭和時代の学者。漢学者大槻磐渓の長男、文彦の兄。本名清修、通称修二、
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田国男(1875-1962)や南方熊楠(1867-1941)、考古学・人類学の坪井正五郎
(1863-1913)、政治家の後藤新平(1857-1929)を含みこむネットワークを〈関係性〉
として持つ雑誌であることを示した。趣味の品の見せ合いの会（「集古会」）と批評

文を載せた雑誌（『集古』）は、明治 28(1895)年から昭和 18(1943)年まで 50年続い
た。それは、今では不可視になった、近代史の隠れた側面だという（山口 2010a:3-73）。 
	 「集古」は、とても興味深い存在でありながら12、基本的には東京の文化であり、

しかも、大変な文化資産を持っている(林若樹は、たとえば天草版木版印刷聖書を出
品していた)一握りの人たちの文化にみえる。 
	 その「集古」会にも出入りしていた、横浜を中心とした別のグループがある。そ

れが、今回取り上げる『おいら』(後に『いもづる』)のグループである。『おいら』

                                                                                                                                                     
字は念卿、如電または如電坊はその號である。明治五年以来文部省の『新撰字書』の編輯に従事した

が、同八年弟文彦に家督を譲って隠居し、爾後悠々自適して学問に親しみ、一世の碩学として重んじ

られたが、殊更に世に出て活躍するやうなことはなかつた。しかし自ら持すること高く、世を白眼視

して、奇人扱ひにされた。学は和漢洋に通達し、特に日本音楽歌曲に趣味深く頗る通じてゐた。昭和

六年一月十日、歿す、年八十七。著書には『東西年表』『洋学年表』『舞楽図説』などがあり、その『俗

曲の由来』と題する文章の如きは、邦楽の沿革に関する資料として重んぜられてゐる。」（藤田）（『日

本人名大事典（新撰大人名辞典）』第一巻、編集兼発行者下中邦彦、平凡社、1979年、579頁。なお、
この記事を書いた「藤田」とは、「浦和高等学校教授	 藤田徳太郎」（第六巻、588頁）と記されてい
る。 
	 『日本人名大事典』は、『新撰大人名事典』（平凡社、1937年）の復刻版であり、1930年代当時の
日本がまだ視野に残していた人物が収録されている。しかし、1979年の復刻版には見逃せない変更点
がある。一つは、皇紀で書かれた年代が、西暦に変更されている点だ。もう一つは、これに関連しつ

つもより見逃せない点だが、「朝鮮・台湾の人名」が削除されている。これに伴って、題名も『新撰』

から『日本』に代わっているが、そのせいで復刻版は、1930年代の日本が視野に入れていた人物の全
体像が分からなくなってしまっている。 
 
11 林若樹は、如電以上に今日忘れられた存在である。山口(2010)は中心的に取りあげているが、前掲
『日本人名大事典』にも、後にとりあげる『おいら』同人斎藤昌三の『少雨叟交友録』にも漏れてい

る。森銑三編『大正人物逸話事典』（1966年、東京堂出版）で、発見できた。 
「林若樹	 はやしわかき	 (一八七五 — 一九三八)	 趣味家・書物愛好家。名は若吉、東京に生まる。
父は林紀である。坪井正五郎博士について、考古の学を修めた。明治二十九年に同志と集古会を創立

し、長くその幹事を勤め、雑誌『集古』の編輯に当った。昭和十三年七月十二日歿す、年六十四。遺

稿として『集古随筆』の一書が刊行されたが、なお逸文のそのままになっているものが多い。」（森

1966:322） 
	 内田魯庵の『獏の舌』を引用して、森は以下のように紹介している。以下は、魯庵の文章である。

「今の蒐集家中、最も広博なる興味を持っているのは林若樹だ。若樹は何といっても、蒐集界の頭目

だ。玩具・錦絵・古書・金石・出土品等、あらゆる方面に指を染めざるはなく、啻（ただ）に日本の

みに跼蹐（きょくせき）せず、先年は支那に渡航して、漢印・漢画を初め、秦漢六朝の雑物を蒐集し

たし、更に新しく文明移入に興味を湧かして、専らキリシタン遺物を蒐集し、稀覯書中の稀覯たる耶

蘇会派の刊行物を初め、キリシタンに関する東西の史籍および当時の銅板・摺物等にまでおよんだ。

蔵儲の大なる。もし一同は陳列したら、優に小博物館を造ることが出来、その中には、富豪の蒐集に

も、博物館にすら見ることの出来ない珍品がある。若樹の主宰する集古会は、毎回若樹の蔵品に由っ

て光輝を放っているが、時としては、若樹の出品が大半を占めることさえある。（内田魯庵著『獏の舌』）」

（森 1966: 323） 
 
12 『集古』の編輯人を長くつとめた林若樹は、幕末の大蘭学者林洞海(1813-1895)の孫であり、洞海か
ら教育もうけた。蘭学を志した者は、明治以降、英仏独の学問のなかで、蘭学の意味が消失していく

なかで、どのように自分のアイデンティティを創出していったかは、重要な問題である。金井(2001)
は、吾妻の蘭学者たちが、明治以降、国学にアイデンティティを求めていった経過を記している。 
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のグループの趣味の対象は、神社の絵馬、性的なイメージを持つ地蔵、仲間が書く

絵葉書コンテストと、思い切り日常に即している(後の『いもづる』になると、全国
の駅弁の包み紙、紙細工で作った妖怪など、どんどんその趣味が、日常の品であり

ながら先鋭なものと変化していく)。 
	 『いもづる』と、更にそのネットワークともメンバーが重複する別の趣味人のネ

ットワーク「我楽多宗
がらくたしゅう

」については、山口昌男は、計三章を割いている。こうした

大正から昭和の趣味のネットワークの性質を説明するために、山口は、そのネット

ワークに参加する人がひとりひとり「プラネタリウム」になるという、不思議な比

喩を用いている。 
 
	 大正に始まるこのネットワーク形成の力は、各々の人が、自らの宇宙を創る

力によるものであった。ネットワークといって悪ければ、一人一人が自らのプ

ラネタリウムをつくる力といってもよい。しかし、普通のプラネタリウムは頂

点に達したら満ち足りて、自らを閉じて固定してしまう。このプラネタリウム

のユニークな点は、天空に穴を穿って外に出て、他の天空を穿って出てきた人

士と新しいネットワークをつくって新しいプラネタリウムをつくるところにあ

る。大正日本に、外国人・日本人を問わず出来上がりつつあったのは、このよ

うな繋がりの人士であったのだ。(山口 2010b:100) 
 
 「趣味」を通してその人の可能性が開花し、開花して自足するのではなく、さらな
る別のネットワークにつながる。「ネットワーク」とは何なのか、「はじめに」で触

れた池上の「パブリック圏」のイメージと重ねて考えると、興味深い。 
	 一方、山口は、こうした空間を説明する際、「プラネタリウム」以外に、「近代化

過程の敗者の居場所」、「近代化の裏面史」、「隠れ家」、「知の桃源郷」という様々な

メタファーを使っている。「近代化過程の敗者」「裏

面」「隠れ家」「桃源郷」という言葉で表されるそれ

ぞれの歴史的意味がさらに細かく追求されるべき

だが、全体として山口の著作からは、江戸文化の置

き忘れのような裏側の文化が近代日本にはまだあ

った、という印象に留まっている。 
	 山口は『いもづる』の前身にあたる『おいら』に

ついては軽く触れる程度で、直接検討対象にしてい

ない。幅広いネットワークをもつ『いもづる』に比

べて、『おいら』はより小さなネットワークから作

られた印象を、山口の著作から受けた。そこで、本

稿では、『おいら』を分析することを通して（本稿
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では準備不足で創刊号の分析に留まるが）、1920年代横浜という舞台で「趣味」が
自分たちの生活にとってどう位置づくものか、「抵抗」や「対抗」という括られ方で

はない、〈同人誌の空間〉の歴史的意味を検討する手がかりとしたい。 
	 使用資料としては、国会図書館蔵『おいら』13を用いる。 
 
３、『おいら』の検討 
	  
3-1	 「趣味生活」の「記録」と「報告」、「交友間の私信」	 

	 

	 1920年、大正 9年の春、横浜に住む 30代のふたりの人物が、「貧弱な趣味生活や、
それらの記録の報告」を掲げて、『おいら』という雑誌を発行した。大きさは縦 15cm
横 10cm程で、知り合いの印刷屋に頼み込んで、活字で出した 20頁そこそこの小雑
誌、無料配布であった。「創刊号」の巻頭、「『おいら』の挨拶」を読んでみよう。 
 
『おいら』の挨拶 
『おいら』は云ふまでもなく俺等の郷土語

です。此小志(ママ)は、おいらの貧弱な趣
味生活や、それらの記録の報告で、謂はば

吾等と交友間との一種の私信に代へて行く

つもりで居ります。従って此関係以外には

発行致しません。 
  右の事情で気が向き合へば月に一度でも
二度でも出し、気が向かなければ一年一回

も出さずに尻切とんぼに終るかも知れませ

ん。 
    大正九年紀元節 
    「おいら」仲間   
頑愚洞長  加山道之助 
郷土社酋長  齋藤昌三14(『おいら』創刊号 3頁) 

                                                   
13 原本。出版元は「横浜郷土社」。創刊号の発刊の辞に「郷土社酋長	 斎藤昌三」とあることから、『お
いら』を発刊した加山道之助と斎藤昌三の二人が創設したものであると推定される。1920年〜1922
年のあいだ、11冊が出た。印刷本である。 
 
14 前掲『日本人名大事典』から、斎藤昌三の項を引用する。「さいとうしょうぞう	 斎藤昌三	 一八
八七 — 一九六一	 書誌研究家、随筆家。本名政三。大正十二年（一九二三）の関東大震災を機にこ
れまでの筆名(ママ)昌三に改めた。俳号桃哉。没するまで居住の茅ヶ崎にちなみ湘雨荘、少雨叟とも号
した。明治二十年三月十九日神奈川県座間市に生る。若くして横浜の原合名、ついで東京神田で貿易

商を営んだ経験は昭和六年（一九三一）以降、限定版を主とした出版社である書物展望社の経営に発

揮された。明治末期から俳句、文芸同人誌に親しむかたわら、発禁本や多角的な文芸蒐集によって専

門家間にも知られ、『明治文化全集』『現代日本文学全集』等への参画のほか、文芸関係書誌編纂の先
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	 「頑愚洞長」と「郷土社酋長」を自ら名乗り、「おいら」と呼ぶ仲間のふたりでは

じめられた雑誌は、「貧弱な趣味生活」の「記録」にして「報告」であり、「吾等と

交友間との一種の私信」として、さりげなく始まった。この「趣味生活」とは、か

れらにとってどういう位置を占めるものだったのだろうか。 
   
可山 
世間の旧慣に添ふて店の大晦日は、ほのぼのと明けました。昼から昌三の家で

うれしいオイラがたりに、夜も更けて、妻君の心づくしの金とんは私一人で平

らげました。(『おいら』創刊号、6頁) 
 
	 「可山」とは、『おいら』の発行人のひとり加山道之助の雅号であると推測される。

本稿では十分に立証できないのだが、後に引用する記述から、彼は質屋の商売をし

ていたようだ。「世間の旧慣に添ふて店の大晦日」とは、こうした文脈だと思われる。

ほのぼのとした大晦日に、昌三の家で「うれしいオイラがたりに、夜も更けて」と

はなかなか楽しそうな雰囲気が伝わってはくる。しかし、気になるのは、可山はこ

うした私的な生活の一駒ともとれる「うれしいオイラがたり」を、なぜ「記録」し、

どんな人に向けて「報告」しようと考えたのだろうか。 
	 どんな人に向けて、という点では、先に引用した「おいらの挨拶」中に「吾等と

交友間との一種の私信」という表現を見て取れるが、この「交友間」が指す範囲に

ついて手がかりとなるような部分を、以下引用する。 
 
多年御交誼は願つても未だお目にかからない方々もかなりどつさりおりますそ

れ等の方々に申し上ます。私共は二人共、三十から四十の間の人間と御含み下

さい。子供は可山が半ダアス、昌三が一人あります。」(『おいら』創刊号、3頁) 
 
	 「貧弱な趣味生活」の「記録」や、「うれしいオイラがたり」を、「未だお目にか

からない方々もかなりどつさり」いるような人びとにむけて、発信しているのであ

る。その範囲は、今日の「知り合い」や「友人」というより、もっと広いものであ

ると推定される。 
	 『おいら』を出すきっかけは、創刊号巻頭の「『おいら』より」によると、以下の

ようにある。 
 

                                                                                                                                                     
駆的労作が多い。そのほか蔵書票趣味の紹介に尽力、晩年には古川柳や近世庶民文芸の紹介普及にも

つとめた。昭和三十六年十一月二十六日病没。《参考》『斎藤昌三翁追悼』日本古書通信	 二一四	 昭

37、『純魚九々里	 斎藤昌三翁蔵書目録』同作成委員会	 昭 38。（稲村徹元）」『日本人名大事典	 現代』
編集兼発行者下中邦彦、平凡社、1979年、339頁 
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『おいら』は、昨年春頃に計画したままお流れにならうとしたのを、今度年賀

はがき展覧会を開いた報告ついでに急に出すことにしました。(『おいら』創刊
号、5頁) 

 
	 ずいぶん適当に出し始め、いつまで続くかは「気が向く」次第であるとわざわざ

宣言されているのは、先に見た通りである。この「年賀葉書展覧会」というのは、

かれらの趣味のネットワークの中でやりとりをした年賀葉書を、そのまま会場を借

りて展覧会にしてしまったものらしい。創刊号には、その「第二回」については、

以下の記述がある。 
 
［大正九年一月］廿五日 港町の濱港館で第二回年賀葉書展覧会を横浜郷土社同
人で開催。第一回に比して遙かに大きい反響があつたらしい。来賓にグツシユ

大学から来朝した文学士スミス女史も見えて面白い所感があつた。詳しくは二

月七日の土曜夕刊と一月廿七日の萬朝報参照。(『おいら』創刊号、7頁) 
 
	 この「土曜夕刊」が、何の夕刊かはまだ調べられていない。「万朝報」については、

後日照合するつもりである。ちなみに、この「年賀葉書」に書かれた俳句・短歌の

一部が『おいら』に採録されている。その署名を見ると、昌三、可山以外の人物も

認められる。 
 
その児抱ける妻君の写真に  (可山へ) 
あんよが出来初めて嬉しいあんよぞ三つの春  昌三 
 
ノンビリと寝て唄きけば春の音 
春なれば高く唄はん何時でも踊る此男  五萬石 
（『おいら』創刊号、8頁） 

 
	 新春をどこまでも謳歌しきっている。次の歌はもっとぐうたらである。 
 
門松気分で何時までも居たい梅も何時までも咲け  一安 
（『おいら』創刊号、8頁） 

 
	 ずいぶんぐうたらな歌であり、「破調」と言うには随分平凡なこの歌は、近代的芸

術の枠組みの中では、凡作とも言えぬようなものとして切り捨てられてしまうかも

しれない。しかし、年賀状のやりとりのなかでは、一安氏の人間味の現れとして意

味あるものとなるし、さらには、他の正月気分の歌と一緒に『おいら』に掲載され

ることで、そのぐうたらの存在感を、遺憾なく発揮できるような「場所」を得てい
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ると考えられる。 
 
3-2	 生きる苦しみと楽しさ	 

 
○（昌三へ）生きる苦しみは楽しいものです。質屋の旦那と、町内の世話焼と、
我楽多の蒐集に、去年よりも今年は猶と旅行も加へて、大に整理し、盛んに努

力する覚悟です。 
	 素山曰く………濱の人忙しさうに遊んで居 
	 昌三曰く………せつかちの尻長の趣味のこと旅のこと 
	 可山曰く………雅俗とりどりに芽立つおらが春うれし栄えん	 道之助 
（『おいら』創刊号、9頁） 

 
	 先に引用した可山の文に「世間の旧慣に添ふて店の大晦日は、ほのぼのと明けま

した」とあったが、この「店」は質屋業の店だったと推測される。質屋業は生業で

あり、町内の世話焼きは、或いはせざるを得ない社交上の付き合いだったのかもし

れない。そこに「我楽多の蒐集」と今年は「旅行も加へて」、大いに整理し、盛んに

努力する覚悟というこの人物が、「おいら」仲間の斎藤昌三に、年賀状で「生きる苦

しみは楽しいものです」と書き伝えることの意味を、掘り下げて考えてみると、そ

れは一体どのようなものだろうか。 
	 幕末期の四国・遍路についての文化史的考察の中で、西聡子氏は、19世紀阿波に
生きた酒井弥蔵という人物に焦点をあてている。この弥蔵という人物は、運送業そ

の他の生業をしながらも、そこだけに生きがいは感じられず、俳諧と心学の会を持

つことが人生のかけがえのない楽しみだったという。西氏が描きだしているのは、

遍路を受け入れる側である阿波の人が一体どんな文化的空間の中に生きていたのか、

また、生活を送る中でどのような文化的空間を創出していたかである。弥蔵の「我

が生得と浮世との違ひあり」「世渡りハ苦界」「我性得貧乏にして、又生れ付の心も

片屈也、然ると言へ共、倭漢の書を好ミて読ミ楽しむ、そが中にも心学と易学と俳

諧ハ別して好ける所也」15という言葉を見たあと、可山の「生きる苦しみは楽しいも

のです」という言葉をみると、この時代を異にする二人が、同じ質のことを表明し

ているように思える。 
	 それは、 
１、生活を廻すための辛苦がありながらも、そことは別の楽しみがあることであり、 

２、その楽しみは、現実逃避的な類いの享楽ではなく、なにか積極的な新しい
．．．

価値

を創出する空間である 

                                                   
15 「超域文化研究会」における、西聡子氏の発表レジュメ「四国遍路の巡礼地域住民の意識・教養の
あり方—近世・近代移行期における阿波商人の蔵書・文化的諸活動から—」 
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	 ということである。 
 
3-3	 不可視の〈文化〉の発見と発展	 

 
	 『おいら』創刊号は、「「おいら」の我楽多行事」として、以下の記事を載せてい

る。 
 
横浜七福神巡り	 年賀端書展覧会	 廃物交換娯美会	 名所旧跡天然記念物踏査	 

横浜史談会	 横浜資料展覧会	 土俗玩具陳列会	 絵馬会	 土俗芸術品展覧会	 

神仏祈願奉納物探査	 御影、守札、宝船	 性的神仏探査	 掃苔会	 文筒、ポチ

袋会	 案内記、名物其他寸票［ママ］	 おいら談話会	 おもちや話しの会	 俗

謡レコード	 地方的舞踊絵葉書	 墓碑の絵葉書	 公刊されたる芸術的裸体	 文

芸的雑誌の表紙	 尚追々 
（『おいら』創刊号、12頁）。 

 
	 全般的に、興味の無い人にとっては文字通り「がらくた」でしかないようなモノ

を、展覧し、陳列し、談話するような具合と推測できる。この文章に続いて、こう

した「がらくた」モノに対する、『おいら』の二人の態度表明と思われる文章が続く。 
 
	 以上は私共が、余程以前から、其資料

を蒐集し来つたもので、猶この上とも続

けて行き度いと思ひ升。それが強度の研

究的態度でない迄も、所謂『おいら』を

自負し得るに足る程度の伽羅具陀は、必

竟は私共として趣味生活の意義を開明し

具体化したものとも云へます。 
	 そんなわけで、私共を理解し応援し下

さる方々に依つて、郷土横浜に、今迄も

あるべくして絶無な或るものゝ向上と発

展を謀り度いと思ふのです。 
	 これは、一面私共の色彩ある趣味生活

であると共に、物質一点張りの不徹底な

現代に『おいら』各自の職業の片影に生

き甲斐ある満足を実現し、改造流行りの世態に、なつかしい古典的な日本とい

ふものを見出しつゝあるのを光栄とします。 
（『おいら』創刊号、12頁） 
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	 この文章は、『おいら』を編んだ二人による、「がらくた」収集及び「趣味生活」

の意味への意見表明と考えられる。 
	 まず、蒐集してきた「伽羅具陀」は、「強度の研究的態度」とは言わないまでも、

かれらが「趣味生活」と呼ぶものの「意義を開明し具現化したもの」である、と言

う。その「趣味生活」の「意義」とは何なのか。注目したいのは、「郷土横浜に、今

迄もあるべくして絶無な或るものゝ向上と発展を謀り度い」という箇所である。 
	 郷土に、今までも存在してたはずであり、かつ全く無いともいえる、「或るもの」。

これを可視化することこそが、かれらのがらくた「蒐集」と「趣味生活」の意義に、

大きく関わっていると考えられる。それは何なのか。「おいらの我楽多行事」の目録

と合わせて考えるならば、確かに存在してきたけれど、目に見えなくなっているも

のは、いわば隠されてしまった〈文化〉のことではないだろうか。「改造流行りの世

態に、なつかしい古典的な日本といふものを見出」すというのは、単に昔を懐かし

む懐古主義ではない。あるべくして絶無なものの、発見のみならず、「向上と発展」

と言う。〈文化〉を、今現在に可視化させて、その生命をさらに伸ばしていく。この

ようなヴィジョンを、「物質一点張りの不徹底な現代に」おいて、「『おいら』各自の

職業の片影に生き甲斐ある満足」として「実現」させようというのが、彼らが『創

刊号』で打ち出した〈考え〉であった。 
 
４、まとめと課題 
	 本稿では、『おいら』という 1920年代横浜にあった、「趣味」の同人誌をとりあげ、
その文化的意味を探るということを目指した。 
	 かれらにとって、『おいら』とは、「趣味生活」の「記録」と「報告」であり、「交

友間の私信」を兼ねるメディアであった。また、職業人として生きることとは別の

空間を創設するものでもあった。そして、かれらにとって「趣味生活」及びその「記

録」と「報告」は、「郷土横浜に、今迄もあるべくして絶無な或るものゝ向上と発展」

のためのものであり、20世紀前半の横浜において既に不可視になりかかっている〈文
化〉を可視化させ、かつ発展させることをねらうものであった。 
	 「はじめに」において、〈同人誌の空間〉として仮の定義を行ったものの、筆者は

未だ決定的な理論的枠組みを発見しきれていないが、これを今後の主要な課題とし

たい。（2015年 3月 21日加筆）
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