
 

 

 

 

 

 

 
 

平成 20 年 3 月 22 日 
観研 60 周年記念総会  

「慶應義塾からのメッセージ」 
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 観光事業研究会三田会の創立 60 周年記念式典にお招きいただいて、ありがと

うございます。また心からお慶び申し上げます。 
 人間で言えば還暦ということになるわけですが、昭和 23 年というのは、今、

野口会長が言われたように戦後まもなくのころで、日本がこれからという時代

でした。そのときから 60 年、慶應義塾に入学されてこの観光事業研究会で出会

った仲間の方々が、今日だけでもこれだけたくさんいらっしゃる。会員は 700
人近くと伺っています。素晴らしいことだと思います。ぜひこれからのビジッ

トジャパン、観光ジャパンの先導者として発展を続けていっていただきたいと

心から願っています。 
 今日はせっかくお時間をいただきましたので「慶應義塾からのメッセージ」

という題を付けさせていただきました。慶應義塾創立 150 年、観光事業研究会

三田会の 60 周年でもあるこの年は一体どういう年なのかということをあらた

めて考えていただく、また考える機会にできればと思います。 
 慶應義塾が創立されたのは 1858 (安政 5)年で、その起源は福澤先生が江戸築

地鉄砲洲に開いた塾に由来するわけですけれども、1858 年から 10 年経った

1868 年が明治維新です。10 年というのは、今年が平成 20 年ですから平成 10
年から平成 20 年。それだけの短い期間です。平成 10 年というと、ついこの間

のような気がします。福澤の塾ができてから 10 年の間に何が起こったのか。安

政の大獄が安政 5 年ごろにあって、吉田松蔭、橋本左内が処刑されました。私

は、昨年の秋に萩の三田会をお訪ねする機会があり、いろいろなことを思いま

した。 
 それから、さらに咸臨丸で福澤先生がアメリカに渡る。そういう時代を経て、

あるいは坂本龍馬が司馬遼太郎の『竜馬がゆく』に描かれているような時代が

あり、戊辰戦争があり、明治維新に至る。そこには 10 年間があります。きわめ

て濃密な時代だったと思います。そのころの特徴というのは、それまでの日本

の精神の基盤、封建制度と言われますけれども、長い歴史を持つ日本の文化・

精神の基盤と欧米の列強、いわゆる民主主義というか、そういう新しい時代と

がぶつかり合った時代であります。 
 福澤先生が日本を民主社会、民主国家にすることを夢見て活躍された。福澤

門下生が福澤の教えを受けて、幕末から明治にかけて、日本だけではなく世界

へ羽ばたいていった。その時代というのは、日本の精神・伝統の基盤と新しい

民主国家の時代がぶつかった、そういう時代であります。 
 どうしてこういうことを申し上げるかというと、今はどういう時代かという
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ことを申し上げたいからなのです。今の時代というのは、先ほど申し上げた伝

統の基盤と民主国家、この二つの軸がぶつかり合う時代に、さらに三つ目の軸

が重なっているのです。これがグローバリズムです。 
 昨年以来サブプライムローンあるいはアメリカの景気がどうしたとか、世界

の同時株安うんぬんということが言われ、円高になり株安になり、こういう状

況が続いているわけですが、グローバル資本主義の影響、またアメリカ経済の

影響がダイレクトに日本に及ぶという時代になっています。それは、やはり福

澤先生の時代とはまた一つ違った、きわめてリアルタイムで、グローバルな情

報、グローバルな資本、グローバルな考え方が、東京圏だけではなくて日本全

国の地域に直接影響する、そういう時代になったわけです。グローバリズムと

民主国家と日本の伝統の三つがぶつかり合う、そういう時代が今なのです。だ

からこそ観光事業研究会が大事だと言いたいのです。 
 今の観光というのは、もちろん皆様の方がよくご存じで知識も経験もおあり

になると思いますけれども、これからの特に日本の観光事業は、今申し上げた

三つの上に立っていくべきではないかと思われます。日本の精神・伝統・文化

というのは、きわめて大事であります。そして、また特にアジア諸国をいろい

ろと訪問すると、たとえば環境、教育、政治、経済、あるいは技術のどれを取

っても、今、政治でも経済でもいろいろなことが言われていますけれども、ア

ジア諸国を客観的に見れば、日本ほど民主主義が成熟している国というのは、

それほどあるものではありません。たとえば外国のお客さまが日本に観光で来

られるとき、たとえば東京に来る、他の都市・地域に来る。きわめて感銘を受

けるのはクリーンだということです。また人々が親切だということです。そう

いう社会、そういう国というのは、アジアの国々の中でそれほどあるものでは

ありません。それから、さらにこれからの観光は、グローバルであるというこ

とがきわめて大きな影響を与えると思います。その三つの軸の上にこれからの

日本の、ビジットジャパンもそうですけれども、観光が成り立っていくべきだ

ろうと思っています。 
 というわけで、授業はこれで終わりですが、次に慶應義塾創立 150 年の話を

したいと思います。慶應義塾もまた今申し上げたような三つの軸がぶつかると

ころで、創立 150 年を迎えているのです。そのことをぜひ今日ここで皆様と共

有させていただきたい。今の三つの軸がぶつかるところが今年であります。そ

れは偶然ではなくて、福澤先生以来 150 年、慶應義塾が民の学塾として官立の

学校と違った立場でもって、自分たちの力で、力を合わせて日本を先導してき
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た、リードしてきた。それが 150 年経って今の三つの軸がぶつかり合う、その

頂点に慶應義塾があるということなのです。ですから慶應義塾の 150 年という

のはお祭りではありません。お祭りではなくて、これから日本がどういう方向

へ向かうかということを慶應義塾が示すための、その事業が創立 150 年記念事

業だということです。そのことをぜひ共有していただきたい。 
 細かくは申し上げられませんけれども、そういうことを念頭に置いて、創立

150 年記念事業ではたくさんのことをやっています。4 月 1 日に新しい大学院が

二つ発足します。それから、これは創立 150 年記念事業の中にはいろいろな経

緯で入っていないのですけれども、共立薬科大学との合併によって、薬学部、

大学院薬学研究科が創設されます。日吉、あるいは三田、もちろん信濃町、矢

上あるいは湘南藤沢キャンパス、あるいは一貫教育、特に教育と研究の在り方

がこれからの、先ほど申し上げた三つの軸、特にグローバリズムの軸に沿って

大きく変わっていくはずです。その変わっていく出発点の年が今年だというこ

とです。 
 たとえば小中一貫校を創るということで新聞にも載っています。小中一貫校

をなぜ今、提案していくのか。たとえば今年、2008 年に生まれた子どもたちが

皆様の歳になるのは、大体 2050 年ぐらいです。あるいは慶應義塾創立 200 年

記念だというときにまだまだ働き盛りの壮年です。そういう人たちが今生まれ

てくる子どもたちなのです。ですから今生まれる子どもたちの初等・中等教育

というのは、2050 年ごろの日本を見込んでやらなければなりません。慶應義塾

こそ、そういうことができる学校であるということなのです。そのために初等・

中等教育にも一石を投じようということです。一つ一つがそういうことなので

す。 
 観光ということで申し上げておけば、慶應義塾としてはこの年にいろいろな

ことを行います。一つは今度の 5 月 3 日に大阪に拠点を開設します。大阪の堂

島の玉江橋北詰が福澤先生の生誕の地で、そこに生誕の碑があります。その碑

に隣接したビルの中に慶應義塾のキャンパス、大阪の小さな拠点を開設するこ

とになっています。それはやはり慶應義塾が福澤先生の生誕の碑、生誕の地を

これから十分に守っていかなければいけないということもあり、一方で関西ま

た西日本に対して慶應義塾として発信をしてきたいということもあります。ま

た福澤の実家があります大分県の中津市と提携をもって、これからいろいろな

関係を結んでいこうということもあります。 
 今度の 11 月 8 日には創立 150 年の記念式典を日吉キャンパスで挙行します。
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その日の記念式典に到着するようにワンダーフォーゲル部が中津から日吉まで

歩くという計画を立てています。これはその道中、三田会に全部依頼して、サ

ポートをしてくれるように私どもとして頼んであります。他にも体育会系だけ

ではなく文連のいろいろな部が、創立 150 年の記念ということでいろいろな活

動を現在計画中、または実施中です。話は少しずれますけれども、そういう盛

り上がりもあります。 
 今年について申しますと、先ほどグローバリズムと言いましたけれども、150
年の記念も兼ねて、6 月下旬には環太平洋大学学長会議を開催します。これは毎

年環太平洋大学の大学協会という、37 の環太平洋、太平洋に面した国の主要大

学が加盟している団体があり、その環太平洋大学協会が毎年学長会議を行って

います。中国やオーストラリア、アメリカなどでやっているのですけれども、

今度で 12 回目なのですが初めて日本で開催します。慶應義塾がホストを務める

ことになっています。この環太平洋大学協会の加盟校というか、その国は日本

はもちろんですけれども韓国、中国、台湾、それから東南アジア諸国。たとえ

ばフィリピン、インドネシア、シンガポール、マレーシア等のいろいろな国々。

それからロシア、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ。そ

れからメキシコ、チリ。太平洋に面した国がみんな入っています。そういった

国々で、環太平洋は今アジアの大学が多いのですけれども、アジアの大学を中

心として、これからもグローバルな課題に取り組んでいきたいと考えています。

グローバルな課題というのは、たとえば環境問題もあり、人口問題もあり、貧

困の問題もあります。あるいはもちろん大学ですから、大学で生まれる知識を

インターネット等にのせて共有していきたいと思います。世界的な一種のデー

タベースというものをつくっていきたいという動きもあり、知的財産権の問題

もあり、いろいろなことを、特にグローバルなイシューを討議していく場で、

それを学長が一緒にやるという時代になっています。この 6 月下旬の環太平洋

大学学長会議の直後に、洞爺湖で G8 サミットが行われます。この G8 サミット

でも大学サミットというものが計画されていて、世界の主要大学の学長が札幌

に集まって、今、申し上げたグローバルな課題について討議をするということ

になっています。この大学サミットの方は慶應の 150 年とは関係ありませんけ

れども、環太平洋大学協会の方は慶應義塾のホストでもって、創立 150 年記念

ということで行われるということになっています。 
 他にも多々そういういろいろなイベントがあります。ただ、そういうイベン

トをいろいろに並べてみますと、これは 初に申し上げた日本の文化・伝統と、
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それから日本という国が新聞報道等ではなぜか悪く書かれるのです。どうも自

分の国のことを悪く言うのが流行のような状況がありますけれども、他の国を

いろいろと回ってみますと決してそんなことはないのです。日本にも良いとこ

ろは多々あります。そういうところを見せていく、発信していく必要があると

思いますし、そういうことをもっと取り上げていく必要があるのではないかと

思います。一方、グローバリズムの潮流の中で、日本はなかなかポジションが

取れない。そういう状況もあって、そういう中で、今、申し上げた大学学長会

議等でもって、やはり日本の大学が果たすべき役割というのがきわめて大きく

なっている。 
 ついでですが、先般 1 月の末にスイスでダボス会議というものがあって、世

界経済フォーラムといいますけれども、そこで世界学長会議というものが丸一

日開催されていました。そこに招かれて、世界の学長の 30 人弱でしょうか。そ

ういう全く学長だけでクローズのミーティングがあるのです。世界トップレベ

ルの大学の役割は、もちろん優れた学生、慶應でいえば皆様の後輩を育ててい

くことが一番です。またトップレベルの研究をしていくこと、慶應でいえば医

療も大事であります。今は先ほど申し上げたように、グローバルの軸に沿って、

世界の主要大学の一つの方向が、みんなでグローバルな課題に挑戦していこう

ではないかという流れが出てきていて、環境の問題がその一つの大きなテーマ

になっています。 
 少し断片的になってきましたけれども、申し上げたかったのは先ほど申し上

げたように、慶應義塾創立 150 年というのは慶應だけの 150 年ではないという

ことです。幕末以来の 150 年、昨年東京大学が 130 年、早稲田大学が 125 年だ

ったのですが、大体の伝統ある大学というのは明治のころにできました。幕末

からあって今まで生き残っているばかりか、これだけ発展している大学という

のは、皆様のような先輩方のお蔭様をもちまして、慶應をおいてないと思いま

すし、今、官主導ではなかなかうまく行かない。これからはやはり民が主導す

る国になっていかなければなりません。これらはみんな暗黙にわかっているこ

となのです。そういう中で官立の大学よりも、むしろ伝統ある、今年創立 150
年を迎えた慶應義塾が、大学だけではなく、これからの社会を先導していかな

ければならないということは、私が塾長だから宣伝めいて申し上げているとい

うよりは、ほとんど事実であります。福澤先生の「慶應義塾の目的」という有

名な文章に「気品の泉源、智徳の模範」という言葉がありますけれども、その

中で「全社会の先導者たらんことを欲するものなり」こう言い切った、きわめ
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て肝の据わった生き方だと思いますけれども、そういう文言があります。慶應

義塾創立 150 年記念事業の基本テーマは「未来への先導」という言葉で、その

「先導」というのは福澤先生の「全社会の先導者たらんことを欲するものなり」

から取っています。私はそういう内面的な、むしろ慶應義塾がこれからソフト

的な面において日本をリードして、今、世界の中で位置を見失っているかのよ

うに見える日本の位置を、やはり世界に対して堂々と位置付けていくというこ

とが大事だと思います。 
 キャンパス自体は創立 100 年のときに建った建物ばかりで、この建て替えを

含めて、創立 150 年を期してキャンパスの整備もしていかなければなりません。

慶應のキャンパスに 近行かれた方はおわかりだと思いますけれども、特に日

吉キャンパスについては今度の 3 月 30 日、もうすぐですが地下鉄が開通します。

駅を降りてイチョウ並木の入口の右側、警備室と逆の右側に、横浜市営の地下

鉄が開通します。それに伴って利便性が向上し乗降客も非常に増えると思われ

ます。また、日吉キャンパスについては陸上競技場の観覧席のところに相当大

きな建築工事を進めています。これは社会・地域連携、これは観光事業研究会

も随分関係があるのではないかと思います。慶應義塾は社会・地域連携という

ものを設置する予定ですが、地域の連携を念頭に置いて、その建物を建設中で

す。 
 また陸上競技場については、人工芝に張り替えます。日本で初めてだと言っ

たら世界で初めてだと言われたのですけれども、投てき競技を人工芝で、公認

でできるようになるのだそうです。今の陸上競技場は人工芝でなく普通の天然

芝です。どうしてかというと、人工芝ではやり投げなどが刺さらない、壊れて

しまうということがあったようですが、技術の進歩で人工芝が進歩して、世界

で初めて投てき競技がきちんとできる人工芝の陸上競技場が 9月に完成します。

また、その観覧席の建物については、まさに 500 人規模の音楽ホール、講堂と

称していますけれども、これもかなりのレベルのものが入る予定です。 
 それから日吉の第 4 校舎、第 6 校舎等も現在工事中です。やはりこれから入

ってくる皆様の後輩のために教室等の整備が必要で、少人数教育等を含めて現

在日吉棟の建て替えをやろうということで進行中です。日吉の教室については

2009 年の入学者から使えるようになるということで、現在鋭意補充するという

ことです。 
 それから日吉の記念館は、明後日が卒業式なのですけれども、卒業式や入学

式を行っている記念館については今年 11 月 8 日に記念式典を行います。これは
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日吉の新装なった陸上競技場の観覧席のところの建物の横なのですが、日吉記

念館を使用します。その 11 月 8 日は土曜日ですけれども、次の日の日曜日に連

合三田会の大会が開催されます。日吉記念館は来年の入学式まで使って、その

翌日から取り壊しを始め、2010 年秋に新しい記念館が完成する予定です。湘南

藤沢キャンパス等ができたこともあって、今は学生の数が増えています。卒業

式といってもなかなか入り切れない状況ではありますが、日吉記念館について

は新しいものは 1 万人規模になるのではないかと思います。 
 それから三田については、南校舎の建て替えを計画しています。これも教室

が入っていますから建て増しをしなければなりません。今そういう計画を立て

ています。三田は西校舎についても建て替えていくと思います。 
 それから信濃町の病院も、基本的には構想がまとまりつつあります。病院の

建て替えをやはりきちんとやっていかなければいけない。矢上、湘南藤沢キャ

ンパスについても同様です。湘南藤沢は学生寮を置いて、本当に 24 時間学生が

いろいろと議論できるようなキャンパスにしていきたいという構想もあります。 
 いろいろと申し上げてきました。一貫教育については、もちろん今ある一貫

教育についてもいろいろな手だてを講じていかなければなりません。具体的に

はこういうことを現在進めているわけですけれども、申し上げたいのは 初に

申し上げたことであります。慶應義塾の創立 150 年というのは、慶應義塾だけ

のものではない。日本を慶應義塾があらためて先導するための、その記念事業

であり、また今年は特にその年だということであります。とりわけ観光につい

ては、これは広くとらえれば、新しいグローバリズムの潮流の下で観光事業の

在り方というものも随分変わってきていると思います。観光事業研究会におか

れましては、ぜひそういうことも取り込んでいただきながら、慶應義塾の中核

的な存在として、伝統ある、歴史ある、実績のある団体として、ますます発展

していただきますように心から期待していますし、またお祈りもしている次第

です。野口会長、それから大森部長は教育者・研究者として第一級の方である

だけでなく、湘南藤沢の中等部・高等部の校長先生もしていただいて、たいへ

んご活躍されている方です。皆様それぞれの、また観光事業研究会の益々のご

発展をお祈り申し上げて、メッセージとさせていただきます。おめでとうござ

います。 
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