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駒澤大学グローバルメディアスタディーズ学
部は、本学の建学の精神である「行学一如」と、
実践徳目である「信誠敬愛」の本旨に則って、
2006年4月に開設され、ここに10周年を迎え、
教育・研究体制の基礎も確立し、隆昌の一途を
たどっていることは誠に喜ばしいことでありま
す。

GMS学部は、地球規模の問題解決に取り組
む未来思考の学部として、この10年間グローバ
ル社会で通用する実践力を養う教育を貫いてき
ました。この実践教育という軸は、駒澤大学の
歴史と深く関わっております。私からは、駒澤
大学の歴史と伝統をご紹介することで、駒澤大
学におけるGMS学部の存在の意義をご紹介し
たいと存じます。
まずは、駒澤大学が如何に歴史と伝統と興味
深いエピソードに満ち溢れた、魅力的な大学か
をお示ししたいと思います。駒澤大学は、我が
国はもとより世界的に見ても、最も長い歴史と
豊かな伝統を持つ大学のひとつです。本学は、
江戸城を造り江戸東京の祖として知られる太田
道灌が城の近くに駒澤大学の前身の前身である
吉祥寺を造り、540年が経っています。その120

年後、秀吉家康の時代です。徳川家康が江戸城
に入って間もない頃、その吉祥寺の中に本学の
前身の学林ができて420年が経ちました。その
後、江戸の大半と江戸城天守閣を焼き尽くした
振袖火事により吉祥寺と学林は駒込へ、門前の
住民は五日市街道を開拓し、吉祥寺村と名付け
ました。今の吉祥寺の街です。それから340年
が経過しています。

そして、1882（明治15）年、麻布北日ケ窪、
今の六本木ヒルズ・テレビ朝日のところに近代
的な大学として出発して133年、そこから、駒
沢の地に移転してきて102年が経ちました。本
学は3年前に開校130周年記念式典を行い、一昨
年、移転100周年記念式典を挙行しております。
駒澤大学で一番古い建物は禅文化歴史博物館
で、1928（昭和3）年の建物です。東京都歴史
的建造物となっております。設計者は菅原栄蔵
という人物ですが、この人物が設計したものに
レンガ造りのビヤホール銀座ライオンがありま
す。さらに、禅や茶の湯と関係深い建物に数寄
屋造りがありますが、深沢キャンパスの洋館は
その数寄屋造りの要素を取り入れた設計で知ら
れる吉田五十八の設計であります。水平のライ
ンに特色があります。テレビドラマや映画で首
相官邸などとして使用されるなど、ロケ地とし
ても知られている建物です。
また、禅の大学らしさを一層深めるために、
図書館前や記念碑の前に枯山水の石庭を造り、
金閣寺垣や建仁垣の竹垣を施してみました。こ
のように伝統と歴史とロマンあふれる駒澤大学
です。本日ご参加下さいました方々も大学構内
やその周辺で、校内の一部が工事中ではござい
ますが、何かを探して楽しんでいただけたらと
存じます。
さて、せっかくの機会ですので、皆さんに本
学の建学の理念について簡潔に説明したいと思
います。永平寺を開いた道元禅師が示されたも
っとも重要な言葉に「修証一等」があります。
すなわち、坐禅修行（修）と悟り（証）は一体

開会挨拶

廣瀬　良弘
駒澤大学学長

駒澤大学文学部教授
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である、悟りは遠い彼方にあるのではなく、坐
禅する姿の中に具現するというのです。「行」
を徹底して重要視し、悟り（証）と全く同等と
したところに特色があります。
本学は、この道元禅師の「修証一等」に基づ
く「行学一如」という言葉を建学の理念として
います。行と学は一体であるとします。行とは
自己陶冶のこと、学とは学問研究のことです。
学問研究はアクティブな学、すなわち、行によ
って本当の学となり、自分の血となり肉となる
のです。本学は「行学一如」を建学の理念とし、
禅の精神に基づいた教育により、皆さんに生き
る力、すなわち人間力を身に付けていただいて
おります。
大学の宣伝が少々長くなってしまいました
が、最後に、本日の国際シンポジウム開催の件
に戻りましょう。グローバリゼーションの進展
とメディアの役割というテーマは、まさに本年
度、駒澤大学が取り組むグローバル化の取り組
に重なります。グローバル社会とメディアの進
展について、様々な角度、視点から活発な議論
が展開されることを期待しています。そして、
グローバル・メディア・スタディーズ学部が、
今後さらにグローバル規模で、メディアの研究
拠点として、世界に貢献でき機関であり続ける
ことをお祈りいたしまして、私の挨拶とさせて
いただきます。ありがとうございました。
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国際シンポジウム「グローバリゼーションの進展とメディアの役割」後記

Good afternoon everyone. It is a great honor to 
hold the international symposium to discuss the 
development of globalization and the role of media 
today. It is with a profound feeling of pleasure and 
privilege that I extend heartfelt welcome to you all, 
especially to the distinguished guest from abroad. 
My special gratitude today must fi rstly go to Profes-
sor Luciano Floridi who has travelled great distanc-
es from England to give us a special keynote speech 
and the discussion afterwards today. In addition, 
I wish to thank all the experts from various fi elds 
for their efforts and attendance; and in particular I 
greatly appreciate the opportunity to hold this event 
through a joint sponsorship with the Japan Society 
of Information and Communication Research, and 
through the support of the ITS, International Tel-
ecommunication Society. We are hoping to provide 
Japan as a location for one of these international 
conferences’ discussion, in addition, through a com-
memorative sponsorship of our faculty’s 10th an-
niversary from Komazawa University and a spon-
sorship of the Institute of Mass Communication at 
Komazawa University.

The title of the discussion is again, “The Devel-
opment of Globalization and the Role of Media”.  
We will examine from a global point of view the 
role of media in an information-driven society has 
progressed to new stage on a global level.

Professor Luciano Floridi of Oxford University 
will give us a brand new idea. He will present the 
framework of his recent work, “The Fourth Revo-
lution”, in which he discusses the essential signifi -
cance of bringing about an information revolution.  
It has been pointed out that while Japan has led 
the role in advancing the ICT industry networks of 
many countries, it is behind other nations in regards 
to use an application as well as service innovation.  
Going forward, it can be expected that as the infor-
mation revolution reaches a full scale global level, 
and the transformation will become all the more 
important.

The planning of this event is being done by the 

Faculty of Global Media Studies, Komazawa Uni-
versity. When the faculty was established, “Global” 
had not yet been attached to it, yet we have estab-
lished this point of view as well carried out the edu-
cational research of media through a new academic 
trend, the interdisciplinary approach. However, as 
we carried out the educational research of media 
through a new academic trend, the interdisciplinary 
approach. However, as we approach the 10th an-
niversary of its establishment this year, we look to 
return to the standing point by raising the question 
of an information revolution in a larger context and 
by discussing its true essence.

As an association of professionals in the infor-
mation, communications, and technology role in the 
world, I think the signifi cance of taking up this topic 
is immensely important.  It is our sincerest hope that 
this international symposium turns out to be pro-
ductive and rewarding. Thank you very much.

各務　洋子
駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部長
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Professor Ryoko Hirose, President of Komazawa 
University; Professor Yoko Kagami, Dean of the 
Faculty of Global Media Studies; Professor Luciano 
Floridi, distinguished guests, ladies and gentlemen. 
On behalf of the Japan Society of Information and 
Communication Research, JSICR, it is my pleasure 
to express my congratulations at the commemora-
tive ceremony for the 10th anniversary of the Facul-
ty of Global Media Studies, Komazawa University 
with attendees spanning from Japan to overseas. I 
am also pleased to note that this symposium is co-
organized by JSICR and supported by the Interna-
tional Telecommunication Society. I am delighted 
to be at this important event.

Media have rapidly developed in recent years 
due to information technology’s rapid development; 
specifi cally, television has been fully digitized in the 
last 10 years and now we can enjoy high-defi nition 
images and better sound quality than we previously 
had. In addition, many alternative media such as 
subscription, video-on-demand have become avail-
able which are attracting attention as new enter-
tainment systems that have the potential to replace 
traditional TV broadcasting. With the emergence 
of smartphones and tablets, people have been able 
to enjoy multi-screen viewing and instantaneous 
communication. By combining media with big data 
analysis, customized services are now available. 
Our media access will become more convenient and 
effi cient. Media will be globalized and increased 
opportunities to gain information but it may also 
decrease cultural diversity in a globalized soci-
ety. Essentially, media stands at critical crossroads. 
Therefore, this symposium is signifi cant because it 
provides a broad platform to consider long-term de-
velopment of media at the global level and discuss 
sustainability of the media in society. It presents an 
opportunity to seek desirable directions for future 
media and the best ways to introduce new media.

Lastly, I would like to express my appreciation 
to the faculty members of the Global Media Stud-

ies for their valuable efforts in making tremendous 
academic contributions to media studies. I am confi -
dent that the faculty will further develop and remain 
on the leading edge of media studies in the next 10 
years. Thank you very much.

三友　仁志
公益財団法人情報通信学会長

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授


