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発行にあたって
～Powered by AIをテーマに～
Introduction

1987 年より MITメディア・ラボ客員研究員として 3 年間活動。90 年 国際
メディア研究財団・主任研究員、93 年 日本大学短期大学部専任講師を
経て、94 年 10 月 デジタルハリウッド設立。2004 年 日本初の株式会社立

「デジタルハリウッド大学院大学」を開学。翌年、「デジタルハリウッド大学」
を開学し、現在、同大学・大学院・スクールの学長を務める。2011 年 9 月、
上海音楽学院（中国）との合作学部「デジタルメディア芸術学院」を設立、
同学院の学院長に就任。福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議会長、
内閣官房知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会委員を務め、また

「新日本様式」協議会、CG-ARTS 協会、デジタルコンテンツ協会など多く
の委員を歴任。99 年度デジタルメディア協会 AMD アワード・功労賞受賞。
https://www.facebook.com/SugiyamaStyle

杉山　知之
President Tomoyuki Sugiyama

デジタルハリウッド大学　学長

『DHU JOURNAL - デジタルハリウッド大学 紀要』の 3 号目が発刊となりました。今年のテーマは

2015 年に開催された「近未来教育フォーラム 2015 Powered by AI」です。

生活の隅々にデジタルテクノロジーが浸透し、世界中といつでもつながることができるようになった現代、

劇的なスピードで変化する 21 世紀に求められるのは、グローバル感覚を備え、デジタルコミュニケー

ションを駆使できる人材です。本学の教育はコンピュータとそのネットワークで構築されたたデジタル

コミュニケーションの世界を基盤として、その上に「何か」を創造することに重きを置いています。自分の

創る「何か」が世の中にどのような影響を与えるのかを考え、より使いやすく、美しく、楽しいものを

生み出し、人々の未来生活に役立てながら、さらに人間に新しい価値を与えることを目指しているのです。

今回のテーマである「Powered by AI」、その AI=人工知能の活用はもう夢物語ではありません。人工

知能の発展は現在の社会生活を大きく変え、現在、人が行っている多くの作業がリプレイスされるでしょう。

人工知能の活用が本格化する新しい世界で、人間はどうあるべきか？  人間がすべき領域は何か？  など

様々な疑問が湧いてくることでしょう。人工知能の発展は、人間の本質への問いかけでもあるのです。

このたび完成した本学の紀要は、本学教員、研究者、大学院生が行った幅広い研究開発活動が集めら

れています。本誌を媒体として、広く読者のみなさまのご意見を頂戴し、研究開発活動に役立てていく

所存であります。
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今号の本紀要では副題を「Powered by AI」とした。これは

前年度に開催された「近未来教育フォーラム2015 Powered 

by AI －人工知能がドライブする人間社会－」のテーマタイトル

を継承しつつ、本年の大きな潮流を表すキーワードとして

掲げたものである。本稿では、「近未来教育フォーラム」（以下、

本フォーラム）について解説する。

背景

本フォーラムは、教育機関、自治体・省庁、企業の方々を

対象に、デジタルコミュニケーション時代の今後の展望を

見据えた本学の実践的な教育研究の取り組みを紹介する場

として2010年より開催している。教育の未来や人材育成の

これからについて、各分野の第一線で活躍する有識者ととも

に、ジャンルや領域を越えた創発的な提言やディスカッション

を行っている。本フォーラムでは未来の社会全体の教育のあり

方を提起し、デジタル化がますます進む近未来の人材育成に

ついての情報交換の促進を図る。毎年、時流を捉える鍵とな

るテーマタイトルを設定している。また、メディアサイエンス

研究所所属研究室の研究発表を同時開催しており、本学の

産学官協同や研究推進の年次の提言・成果を集約する場と

なっている。

過去の開催

本フォーラムは過去に以下のような開催テーマタイトルと

基調講演で開催した。なお基調講演はその年のテーマタイ

トルに直結した内容で行われ、各分科会を包括する。毎年、

ゲストによる講演と、その内容を踏まえた本学学長の杉山

知之との対談で構成されている。

第1回（2010年度）：

Exploring New Education in Digital

基調講演／宋文州氏ほか「デジタルコミュニケーション時代

の人材育成」

第2回（2011年度）：

つくってる？みらい

基調講演／田坂広志氏「日本新生の時代－未来を切り拓く

人材とは」

第3回（2012年度）：

デジタルコミュニケーションで加速するオープンエデュケー

ションによる教育革命

基調講演／飯吉透氏「教育イノベーションとしてのオープン

エデュケーション」

第4回（2013年度）：

Programmable Worldの時代 ～変革する人材育成～

基調講演／坂村健氏「オープン化する世界」

第5回（2014年度）：

Life In DATA

基調講演／橋本大也氏「データ・クリエイティブの時代」

第6回（2015年度）：

Powered by AI －人工知能がドライブする人間社会－

基調講演／中山五輪男氏「ロボットと人工知能が創り出す

第4次産業革命」

2015年度の開催

第 6 回目の開催である 2015 年度は、ディープラーニング

などの研究成果により発展を遂げた人工知能（AI）と、それ

を応用した産業の開発がもたらす人間社会のあり方を考える

ための視点として「Powered by AI －人工知能がドライブ

する人間社会－」をテーマタイトルに掲げた。

基調講演では、iPhoneおよびiPadなどのスマートデバイス、

各種クラウドサービス、パーソナルロボットPepper、IBMの

人工知能型システムIBM Watsonの4分野についてビジネス

ユーザーへの訴求活動を実践している、ソフトバンク社および

ソフトバンクロボティクス社の首席エヴァンジェリストの中山

五輪男氏を迎え、「ロボットと人工知能が創り出す第4次

産業革命」についての講演および学長の杉山知之との対談を

行った。

また、分科会として、産業用ロボティクスの一つとして急速

に普及を始めた無人航空機に関する「ドローンの安全な利活

用から始まる、産業イノベーション」（JUIDA事務局長 熊田

知之氏）、オープンデザインとWebテクノロジーが切り拓く

創造性の未来を語る「IoT／WoTを活用した学習活動の実践」

（Mozilla Japan研究員 赤塚大典氏）などのセッションを開催。

ほかにデジタルハリウッド大学が取り組む「大学からの中退

予防の社会的意義とその方策」（NPO法人NEWVERY理事 

伊藤俊徳氏）、「世界を変えるサービスが産まれるTech教育」

（デジタルハリウッド大学大学院 山崎大助准教授、BASE株式

会社 CTO 藤川真一氏）など、さまざまな角度から本学の教育

研究に関する報告を行った。

おわりに

人々の生活、社会、業界の伝統的なあり方が大きく変わりつ

つある。ケヴィン・ケリー氏は『＜インターネット＞の次に

来るもの　未来を決める12の法則』（NHK出版）の中で「決し

て終わることのないこの変化が、現代社会の中心軸なのだ」

と喝破した。テクノロジーの進化により不可避的にやってくる

未来に向けて、デジタルハリウッドでは、大学、大学院、専門

スクール等の各教育事業において、次世代を担う人材育成

に取り組んでいく。近未来教育フォーラムが、実践的な教育

研究の戦略、挑戦、手法について定期的に紹介し、またご

理解・ご意見をいただく機会となれば幸いである。

池谷 和浩

デジタルハリウッド大学大学院 事務局長 
産学官連携センター 事務局長

Kazuhiro Iketani

【記事】 近未来教育フォーラムについて
Overview of The Future Education Forum
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【基調講演】
人工知能ブームが、第4次産業革命を加速する

本日は、最先端のテーマであるロボットと人工知能について

お話しします。現在、世界は第4次産業革命を迎えたと言わ

れています。何に起因して新しい革命が起きているのか、何を

中心として動いているのか、そして私たちのビジネスやライ

フスタイルがどのように変わるのか。その話をさせていただ

きましょう。

私はソフトバンク株式会社とソフトバンクロボティクス株式

会社の 2 企業に属し、エヴァンジェリストという伝道師の

仕事をしています。私が生まれた1960年代、世界的な第1

次人工知能ブームが起きました。そして 1980 年代、世界

的な第 2 次人工知能ブームを迎え、私も「人工知能による

ロボットアームの最適化制御」をテーマに卒業論文を執筆し

ました。日本国内では、通商産業省（現・経済産業省）が「第

五世代コンピュータ」※1という国家プロジェクトを推進し、

人工知能をベースに新しいコンピュータを開発しようという

動きがありました。そして 2015 年を迎えた現在、第 3 次

人工知能ブームが巻き起こっています。

まずは、産業革命の話をしましょう。第1次産業革命では、

蒸気機関の誕生により人々の生活が変わりました。第 2 次

産業革命は電力の発明、第3次産業革命はコンピュータの

登場によってもたらされたと言われています。そして今、新た

な第4次産業革命を迎えました。その鍵を握るのが、人工

知能です。

人工知能の分野に注力している企業は、たくさんあります。

有名なところではGoogle社です。最近、日産自動車が自動

運転機能をテレビCMでアピールしていますが、Googleで

はそれ以前からプリウスを使用した自動運転の実験を行って

いました。すでに30万km以上テスト走行しているうえ、他の

ドライバーが起こした「もらい事故」を除けば、現在まで無

事故。大きな成果を上げています。

他には、iPhoneに搭載された音声アシスト機能Siriも人工

知能です。Facebookのタグ付け機能にも、人工知能が使わ

れています。Microsoftも、人工知能を用いた音声アシスト

機能Cortanaを発表しました。

中でも注目すべきは、IBMが開発したシステムIBM Watson

（以下Watson）です。IBMの創始者の名は、トーマス・ワト

ソンです。その名を冠しているのですから、IBMがいかにこの

事業に社運を賭けているかがおわかりいただけるでしょう。

ソフトバンクの孫正義は、人工知能ビジネスが今後のソフト

バンクの柱になっていくと考えています。2015年2月、日本

アイ・ビー・エム株式会社とソフトバンクテレコム株式会社は、

日本でのWatsonの開発と市場への導入において戦略的に提携

することで合意しました。そして現在、日本語版Watsonの

共同開発を進めています。すでにβ版が完成し、2016年に

は正式にリリースする予定です。この開発費用をソフトバンク

が投資し、いずれ日本にデータセンターを置く場合、ソフト

バンクが設置場所を提供します。また、数年間にわたる独占

販売契約も結んでいます※2。

認知型コンピュータIBM Watsonの革新性

では、Watsonにはどのような特徴が備わっているのでしょ

うか。IBMは、Watsonを人工知能（Artificial Intelligence）と

称していません。コグニティブ・コンピューティング（Cognitive 

Computing）と位置づけています。コグニティブとは「認知

する」という意味です。つまり認知型コンピュータ＝Watson

なのです。

Watsonは、3つのプロセスで動いています。最初に行うの

は自然言語処理です。Watsonに対して質問を話しかけると、

Watson は人間の会話、自然言語を理解し、質問者が何を

聞きたがっているのか類推します。そして第二のプロセスと

して、仮説を生成します。膨大なビッグデータの中から回答

を導き出し、人間に提示するのです。最後は、学習のプロ

セスです。Watsonが導き出した答えに対し、人間は「あり

がとう、Watson。その答えで正しいよ」もしくは「その答え

は間違っているよ」と教えてあげます。「これは正しい」「これ

は間違っている」とコンピュータに教え、人間の手を介して

成長していくシステム、それがWatsonなのです。購入した

ばかりのWatsonは、優秀な頭脳を持ってはいますがまだ赤

ちゃんです。人間が使い込むことで、赤ちゃんが育つように

Watsonも成長することができるのです。

ソフトバンクのエンジニアが、Watsonβ版に対して面白い

実験を行いました。「桃太郎」の絵本を読み聞かせたのです。

画像は見せずに文章のみを読み聞かせ、その後エンジニア

は「『桃太郎』の中で、桃太郎が鬼と戦っているのは何ページ

だった？」とWatsonに問いかけました。するとWatsonは、「8

ページだと思います」と正しいページ数を提示したのです。

驚くべきことに、8ページに書かれていた文章はこうでした。

「キジは鬼の頭を突っつき、サルは鬼の顔をひっかき、犬は

足にかみつき、桃太郎は刀をふるって鬼たちをやっつけま

した」。そうです、「戦っている」という言葉は入っていない

のです。にもかかわらずWatsonは、「桃太郎は刀をふるって」

という文章が鬼との戦いを指しているのだろうと仮説を立て

ました。つまり、Watsonは文章の行間を読んだり、深読み

したりできるのです。これこそが、Watsonが他の人工知能

システムとは一線を画すポイントであり、認知型コンピュータ

の優れた特徴です。

Watson が提供する質問回答パターンは、次の 3 つです。

第一に「質問と応答」（エンゲージメント）。これは、文献な

どから質問に対する答えを探し出すことを指します。コール

センターなどでの用途が考えられ、アメリカではすでに実用

化されています。日本でも三大メガバンクが、コールセンター

で利用するためにWatsonに関する契約を結びました。今後

は「この顧客にこの金融商品を推奨したい」という資産運用

にも活用されていくでしょう。そして第二に「判断」（ポリシー）

です。Watsonは、事故発生による保険金の支払いを決める

ことができます。保険金を払うべきなのかを含め、これまで

人間がジャッジしていた部分をWatsonが担うことができる

のです。最後に「発見」（ディスカバリー）です。Watsonは、

犯罪を予見することもできます。アメリカのカリフォルニア州

では、コンピュータが犯罪の起こりそうな地域を割り出し、

パトロールをしているそうです。他にも、新しい化合物を

発見したり、商品や食材の成分データベースから患者ごとの

レシピを作成したり、がん治療に役立てたりと、さまざまな

分野での応用が考えられます。すでに全世界で300社以上が、

Watsonを導入しています。

もちろんソフトバンクも、Watsonの利用を加速させていき

ます。ソフトバンクショップ、人事部など、さまざまな部署で

の活用を検討していますが、中でも営業の現場には大きな

変革をもたらすと考えられています。現在ソフトバンクでは、

Watsonをベースにしたアプリケーション「SoftBank BRAIN」

を開発しています。このアプリを利用すれば、営業マンが

営業先に関する情報、SNSでの評判、どのような提案をす

べきかのヒントを得ることができます。私もβ版を試しまし

たが、強力な営業ツールになると実感しました。例えば「明日

セブン-イレブンにスマートフォンの提案をしに行くけれど、

なにかいい資料はない？」と「SoftBank BRAIN」に話しかけ

たとしましょう。するとWatsonが「セブンイレブン」という

単語を認識し、過去に営業マンが使用した他のコンビニ

エンスストア向けの提案書を提供してくれるのです。他にも、

小売業に向けた資料の中から、評判の良かったものも提案

してくれました。さらに、「スマートフォン」という単語から

iPhoneだけでなくAndroidやSurfaceに関する資料も出し

てきたのです。おそらく、2016 年夏からソフトバンクの

営業マンの仕事は大きく変わっていくでしょう。その後は

製品化し、多くのみなさんに使っていただきたいと考えてい

ます。顧客データベースや売り上げ在庫データベースと連携し、

いろいろな形で活用される日がまもなく訪れるはずです。

人工知能とロボットの融合が、新たな未来を切り拓く

ここからはロボットの話に移ります。30年後、地球上に存在

するすべての生命体の種類を、ロボットが超えていくだろう

と言われています。ロボットの時代が到来するのです。すで

に人工知能を持つロボットは、一般家庭に波及しています。

それがPepper※3です。

Pepperは世界初の機能をふたつ持っています。ひとつは感情

を理解する機能です。感情認識エンジンを独自開発し、額と

口元にあるRGBカメラで人間の表情を読み取り、頭部に搭載

した4基の指向性マイクでどの方向から話しかけられている

のか認識することができます。話しかけられた方向に向きを

変え、人間の目を見て会話をすることが可能ですし、映像と

音声ふたつの情報をベースに人間の感情を理解することがで

きるのです。そしてもうひとつは、ロボット自身が感情を持つ

機能です。東京大学の光吉俊二先生※4 が開発した感情認識

マップにより、Pepper自身が感情を持つことができたのです。

こうした機能に注目が集まり、2015年6月20日の発売以来、

日本国内の7000を超える世帯に、Pepperが導入されました。

Pepperの特徴は3つあります。第一に、人型で感情が理解

できること。30人までの顔を認識し、8時間のフル充電で

12時間連続稼動するうえ、自己防衛機能も働きます。第二

に、誰でもアプリケーションを開発できること。小学生でも

マウスを操作するだけで、簡単にアプリを作ることができます。

2015年10月時点で、すでに89種類のエンタテインメント

アプリが存在します。第三に、クラウドAI により継続的に

進化すること。ソフトバンクが作った独自の人工知能のシス

テムは、まだ開発途上です。自分の家の Pepper は頭が良

くないと感じている方も、ご安心ください。徐々にクラウド

ウェアが進化し、Pepper も賢くなっていきます。集合知に

よる加速度的な成長が見込まれています。

現在は一般家庭用に販売している Pepperですが、すで

にビジネスに活用している企業も多数あります。例えば

SMBC 日興証券では、説明会での司会進行役をPepper が

務めています。ベネッセでは店舗での教育コンテンツの提供、

ネスレ日本では商品紹介、日産自動車ではディーラーでの

商品紹介、ロフトでは健康雑貨の紹介、みずほ銀行では金融

商品の紹介など、さまざまな企業で幅広く活用されています。

The Fourth Industrial Revolution: Produced by Robots and AI
The Future Education Forum 2015 Powered by AI: Human Society Driven by AI (From the Keynote Speech)

【記事】 ロボットと人工知能が創り出す第4次産業革命
　　　　　 近未来教育フォーラム2015 Powered by AI -人工知能がドライブする人間社会- 基調講演より

2015 年 11 月 26 日、御茶ノ水ソラシティ アカデミアにて「近未来教育フォーラム 2015 Powered by AI - 人工知能がドライブする人間社会 -」が開催された。
オープニングキーノートとして、ソフトバンク社およびソフトバンクロボティクス社の首席エヴァンジェリストの中山五輪男氏がロボット AI 産業の潮流を解説。
続いて杉山知之学長との対談が行われた。その模様をレポートする。

【基調講演】中山 五輪男 氏　　【対談】中山 五輪男 氏 × 杉山 知之 学長
Iwao Nakayama × Tomoyuki Sugiyama

※1
1982年、 通 商 産 業 省（ 現・ 経
済産業省）が発足した国家プロ
ジェクトの開発目標。新世代コン
ピュータ技術開発機構（ICOT）が
中心となり、「知識情報処理を指
向した新しいコンピュータ技術の
研究開発」を目指して1992年まで
プロジェクトが推進された。

※2
SoftBank + IBM参考URL
ht tps:/ /www.youtube.com/
watch?v=okFqjFKQQaU

※3
ソフトバンクのロボット。2015
年6月、家庭での利用を前提とし
た一般販売モデルを発売。法人
向けモデルPepper for Bizのレン
タル提供もスタートしている。

※4
東 京 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科
特任講師、工学博士。人間の感
情 を認 識する S T（Sens ib i l i t y  
Technology）技術を確立。
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企業におけるニーズの高まりを受け、2015年7月からはビジ

ネスに特化した「Pepper for Biz」も登場しました。ほとんどの

お客様は Pepper を接客に使います。アンケートでも25％

の方が小売業でした。そのため、呼び込み、商品紹介、お客

様診断、アンケート機能などは、最初からビルトインされて

います。また、挨拶や連絡先照会など、受付としての機能も

備えています。接客データを収集し、ユーザー調査や商品紹介

の改善にも活用できます。CSVフォーマットにすることもで

きるため、データの二次利用、三次利用も可能です。収集した

データをWatsonに送り、人工知能型システムに処理させる

という使い方も考えられます。

国内企業での最新導入事例を紹介しましょう。ラーメンチェーン

店の天下一品では、Pepperが店長を務めています。漫才や

早口言葉で店内を湧かせたり、飴をつかんで子供に渡したり、

自己紹介や商品紹介をしたり、さまざまな形でPepperが活躍

しています。顧客数は導入前の 2 倍に増え、大きな成果を

上げているとのことでした。カラオケのJOYSOUNDでは、

コンテンツ提供企業エクシングがPepperを通じてカラオケ

を楽しむことのできるアプリを開発し、対話を通じて年齢や

性別に合わせたおすすめ曲を提案しています。

また、WatsonとPepper の連携も進んでいます。例えば

アメリカでは、頭脳をWatsonに置き換えたPepperが開発

されています。このPepperは、ソフトバンクのクラウドAI

に接続せず、Watsonに常時接続しています。このシステム

では、まず人間が話す言葉を音声ファイルに変換し、インター

ネット経由でアメリカIBMのWatsonシステムに送信します。

Watson側にはSpeech to TextというAPIがあり、音声ファ

イルをテキストに変換できます。するとWatsonはその文章

を理解し、回答を用意します。回答テキストをインターネット

経由でPepperに送ると、Pepperがその言葉を発話すると

いう仕組みです。頭脳をWatsonに置き換えると、こうした

高度なやりとりもできるのです。すでにヤマダ電機では、こ

のシステムを活用しています。家電に関する情報をすべて

Watson に入れておき、お客様の部屋の大きさ、ニーズに

合わせたおすすめ商品を紹介してくれるのです。

ソフトバンクのクラウドAIに接続したPepperは、まだ0～

1歳児と同等の知能です。しかし、人工知能はこれから進化

していきます。人間には真似することのできないコミュニケー

ション手法をPepperは持っています。IBM、マイクロソフト、

Googleなど、いろいろな優れた人工知能型システムとPepper

がつながっていくかもしれない。そうすれば、さらに高度な

雑談ができるようになります。人工知能との融合がロボットを

変えていく。そんな未来が、もうすぐそこまで近づいています。

【対談】
加速度的に進化する人工知能、ロボットの利活用
を考える

杉山「今回の近未来教育フォーラムは、人工知能をテーマに

しました。近年、コンピュータの処理速度やインターネット

の通信速度が速くなったことで、ここ数十年間で積み上げて

きた研究開発が一挙に実を結びつつあります。人工知能の

実用化についても速いスピードで進化をし続けています。1年

前にできなかったことが、もう実現できるようになっています。

ですから、このタイミングで一度人工知能について考えて

おくべきではないかと思いました」

中山「確かに、人工知能は加速度的に進化していますね」

杉山「もうひとつ面白いことが始まっています。クラウドコン

ピュータに搭載された人工知能の出入り口、つまり人工知能

と私たちの接点にロボットを用いていることです。ロボット

も、実用レベルに近づきつつあります。Pepperも予想以上

に多くの人々に受け入れられています。ロボットが人工知能

の IN/OUT を担うことで、我々も人工知能をスムーズに受け

入れることができます。スマートフォンが音声での質問に答え

ても、それほど大きな感動はありません。しかし、ロボット

がインターフェイスになっていると実際に人工知能がワーク

しているように感じられるのです」

中山「まるで人間と会話しているかのような錯覚に陥ります」

杉山「また、人工知能とロボットの発達は、雇用にも影響を

及ぼすのではないかと言われています。人間がどのような

フィールドで働くべきか、改めて考えるきっかけにもなります。

私も人工知能に関しては素人ですが、東京大学の松尾豊

先生※ 5 にゼミにお越しいただくなどして勉強しています。そこ

でわかったのは、人工知能にはいくつものタイプがありま

すね。ソフトバンクのクラウドAIにはこれまでに積み上げて

きたノウハウ、人間が定めたルールなどエキスパート的なシス

テムが入っていて、Pepperをインターフェイスとしてやりとり

していると考えてよろしいでしょうか？」

中山「実は、まだそこまで到達していません。現時点では、

各家庭のPepperがどのようなゲーム、クイズをすると家族

が喜ぶかという情報を収集している段階です。そして、多く

の家庭で喜ばれているゲームを、他の家庭のPepperに教え

ています。Pepperは家族を幸せにするためのロボットなの

で、こうしたベクトルでクラウドAIを育てています」

杉山「Watson の革新性は、多くのデータを収集していく

中でそれらの特徴点を人工知能側が見つけることです。これ

までの人工知能は、例えば『猫にはこういう特徴がある』と

人間が教えることで、写真に写っている動物が猫かそうでな

いかを判別していました」

中山「Googleの人工知能はまさにそうです」

杉山「ディープラーニングによる人工知能は、大量の猫の

写真を見せることでコンピュータが特徴点を自分で見つけ

ます。人間が『猫とはこういう動物です』と定義しなくても、

コンピュータ側がその特徴を探すことができるのです。これ

が2012～3年に起きたブレイクスルーでした」

中山「コンピュータの処理能力、インターネット回線のスピード

が向上したことによるのでしょう」

杉山「数十年前は、大型コンピュータを導入できるのは一部

の大企業に限られていました。Watsonはいかがでしょう」

中山「現段階で契約を結んでいるのは、銀行、保険会社など

の大手企業です」

杉山「やはり第一段階はそうですね。その次の段階に進み、

今後どのように人工知能とロボットが受け入れられていく

か、私も興味があります」

中山「おそらく、プロフェッショナルとビギナー向けで二極

化していくのではないでしょうか。アメリカでは、Watsonに

インターネット接続された子供向けの小さなロボットが存在

します。一方、店舗に置かれているのは、膨大な情報を持つ

スーパーロボットです。こうした二極化傾向が進んでいくの

ではないかと思います」

杉山「スマートフォンや小型ロボットがインターフェイスにな

れば、さまざまな情報を便利にやりとりできるようになりま

す。行政が、住民サービスに人工知能とロボットを活用して

もよいのではないかと思います」

中山「実は、すでに行政も動き始めています。人工知能、ロボッ

トをいかに活用するか、行政側も真剣に考えているようです。

特にWatsonへの興味が高まっているそうです」

杉山「ここから先は、普及のスピードが加速するでしょうね。

日々の業務支援を、高いレベルで行える日も近いでしょう。

そうなった場合、これからのビジネスマンにはどのような

資質が求められるでしょうか」

中山「能力の低い営業管理職は淘汰されていくでしょう。

Watsonは『この案件なら、隣の部署のこの人が詳しい』『こう

いう資料がある』などの情報をすべて教えてくれます。これ

までは、部長や課長の役目だったことをWatsonが担ってくれ

るのです。将来的にはパワーポイントの資料を提案先に合わ

せて組み換えてくれるかもしれません」

【記事】ロボットと人工知能が創り出す第4次産業革命
近未来教育フォーラム2015 Powered by AI -人工知能がドライブする人間社会- 基調講演より

The Fourth Industrial Revolution: Produced by Robots and AI
The Future Education Forum 2015 Powered by AI: Human Society Driven by AI (From the Keynote Speech)

杉山「僕は大学で若者を育てている立場なので、人工知能に

仕事を取って代わられない職業を学生に提示していかなけ

ればなりません」

中山「デジタルハリウッドには、ぜひ人工知能やロボットを

作る技術者を育てていただきたいですね」

杉山「デザイン、アートの分野には、本質的な意味で、まだ

機能していないと判断しています」

中山「その世界は、人工知能には当分無理だろうと言われて

います」

杉山「ただ、東京大学の光吉先生が考えた感情認識マップを

ベースに、Pepperには喜ぶ、悲しむという感情も近々搭載

されているとのこと。他にも、フランス企業のロボティクス

技術、Watsonとの連携機能も搭載されるでしょう。ネットの

スピードが向上したことで、進化のスピードも速いですね」

中山「そうですね。高速インターネット、そしてCPUの高度な

処理能力があるからできることです。以前の人工知能ブーム

が、ブームのまま終わってしまったのはこうした環境が整って

いなかったからでしょう。だからこそ、今度のブームは本物

だと言われています」

杉山「御社の CEO 孫正義さんが、2000 年前後に『いずれ

コンピュータが全人類の知恵を超える。その時にはものす

ごいことができるはずだ』とおっしゃっていたことを鮮明に

覚えています。Pepper の開発は、その一歩だという気がし

ています。これまで我々人類は、人間が成し遂げてきたこと

を言語化して次世代に伝えてきました。それによって、文化、

文明を築いてきたのです。このような文化、文明を、今度

は人工知能側にどんどん移していくことになります。しかし、

コンピュータも進化していますから、天才的な人間が集まっ

ても気づかないことを特徴点として捉える日が来るかもし

れません。人間側にはどうしてそれができるか理屈がわから

ないのに、コンピュータなら実現できてしまう。ディープラー

ニングでは、すでにこうした領域にたどりついていますよね。

なぜそうなるか説明できないけれど、コンピュータが問題を

解いてしまいます。こうなるとコンピュータが感情を持ち、

人間を急に憎みだすということが想起されますが？」

中山「確かに『Pepperは人間に暴力を振るわないでしょうか』

と、聞かれることがよくあります。しかしPepperには自己

防衛機能が備わっているため、人間も自分自身も傷つける

ことはありません。とはいえ、悪意を持った人間がこうした

プログラムを改ざんすることも考えられます。結局は人間次第

と言えるのではないでしょうか」

※5
東京大学大学院工学系研究科 技術
経営戦略学専攻（TMI）特任准教授。
グローバル消費インテリジェンス
寄付講座 共同代表。
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デジタルメディアを前提としたモノづくりにおいては、マスプ

ロダクトのデザインにとどまらない「個人の生活に寄り添う

デザイン」の実践が可能となっている。こうした中、IoTに

Webの技術と体験を統合したWoTの世界では、ブラウザ上

で完結する従来のWebを超えた「実世界へのアプローチ」が

試みられている。AIなどのソフトウェア基盤がIoT/WoTの

領域へもたらす新たな可能性、オープンデザインとWeb

技術の普及が切り開く創造性の未来を展望する、近未来教育

フォーラム2015のセッションをレポートする。

Webテクノロジーを用いた新しいデバイスづくり
を促進

私は、オープンソースソフトウェアが発展した理由を考え、

Webの考え方をさまざまな領域に取り入れようというスタンス

で活動を行っています。まずは、オープンソースソフトウェア

がどのように発展してきたかを説明したいと思います。オー

プンソースソフトウェアには、次のような特徴があります。

誰もが自由にアクセス・使用できること、誰もが自由に複製・

改変・派生できること、誰もが自由に再配布できること、

そしてさまざまな貢献を許容することです。開発過程がしっ

かり見えていることが、オープンソースソフトウェアの発展

理由だと考えています。

では、最近のWebについてお話ししましょう。下図は、Web

にまつわる仕様です。

この図を見ると、Web ブラウザの中だけの仕様が、外側に

広がっているのがおわかりいただけるでしょう。実世界と

のやりとりをWeb に取り込む流れが、この図からわかると

思います。

こうした観点から見ても、IoT に Web の技術と体験を統合

した WoTは必然的な流れです。現在発売されているIoT/

WoT 製品から、いくつか代表的なものを紹介しましょう。

例えば「i-PoT」※1は、離れて暮らす親を見守る電気ポットです。

電気ポットでお湯を入れると、それがトリガーとなって連絡が

届くというIoTの先駆的な製品です。ほかにも産業を効率化

する「KOMTRAX」※2、農業を効率化する「e-kakashi」※3など、

さまざまなモノがIoTを取り巻いています。こうしたモノやサー

ビスがWebでつながり、お互いに連携するのがWoTです。

そして今、特に注目されているのが、下図において線で表さ

れている部分です。

今、議論の中心になっているのは、いかにデバイスを発見でき

るか、発見した後にどういうプロトコルで通信できるかという

点です。そんな中、我々はデバイスそのものをWebに解放し、

Webテクノロジーを用いて新しいデバイスを作ることを目指し

ています。それが「CHIRIMEN Open Hardware」というプロ

ジェクトです。これにより、Web開発者はWebページだけでは

なくデバイスも作れるようになるはずです。

CHIRIMEN Open Hardwareの4つの活動

では、なぜ我々はデバイスづくりに取り組んでいるのでしょ

うか。振り返れば、Webの革新を牽引してきたのはデバイス

です。古くはワークステーションからパーソナルコンピュータ

が生まれ、Webが使われるようになりました。今ではスマート

フォンやタブレットが出現したことで、Webが新たな使われ

方をするようになっています。デバイスがWebを進化させて

いきますし、Webがデバイスを進化させていく。Webとデバ

イスは、引っ張りあう関係にあるのです。WoTの時代にな

ると、これまで以上にモノに重きが置かれるでしょう。我々は、

Webを中心としたデバイスを作っていきたい。その多様化が、

今後のWoTを作っていくのではないかと考えています。

こうした考えを促進するのが、「Fab」です。この「自分の身

の回りのモノは自分たちで作る」というムーブメントを牽引す

る「FabLab」は、世界で300以上、日本国内にも10以上

存在します。彼らはコミュニティベースでモノづくりをしてい

ますが、私たちもコミュニティベースでWebを作っています。

そういう意味では親和性が高く、両者を混ぜると、より良い

WoTデバイスができるのではないかと思います。

※1
象印マホービン株式会社が提供す
る、電気ポットを使った安否確認
サービス。無線通信機を内蔵した

「電気ポット」を毎日使うだけで、
離れて暮らす家族の生活を見守る
ことができる。

※2
コマツ建機販売株式会社が開発
した、建設機械の情報を遠隔で
確認するためのシステム。

※3
PSソリューションズ株式会社が
販売する、農作物の栽培に関する
センサーデータを可視化し、栽培
手法や知見を共有するIoT製品群。

【記事】 IoT/WoTを活用した学習活動の実践
　　　　～オープンデザインとWebテクノロジが切り拓く創造性の未来～
Implementation of Learning Activities Using IoT/WoT:
Future of Creativity Opened Up by Open Design and Web Technologies

赤塚 大典

CHIRIMEN Open Hardware コミュニティ

Daisuke Akatsuka

杉山「2000年問題あたりから、ずっと言われ続けているこ

とですが、セキュリティ、ハッキングはずっとつきまとう課題

ですね」

中山「その通りです」

杉山「自動運転車もそうです。ハッキングの問題に、メーカー

はどのように取り組んでいくのか、大きな課題です」

中山「ネットワークを使い続ける限り、必ずつきまとう問題

です」

杉山「伊藤穰一さん※6 が、次のような問題を提起しています。

自動運転車に乗っている時、このまま車を進めれば目の前の

4人が事故に遭うという局面があったとしましょう。しかし、

ハンドルを切れば運転手1人だけの被害で済みます。この場合、

人工知能はどのような判断をするのかという問題です。答えは

出ませんが、非常に重要な問題だと思いませんか？ 人工知能

の利活用にはバラ色の未来もありますが、まだ深く考えなけれ

ばならない問題もあります。ロボットの倫理学会も発足しま

したし、より多くの学者が関わり、多角的に問題を考えていく

べきでしょう。そうでなければ排斥運動が起き、ロボットや

人工知能の普及に影を落とす可能性もあります」

中山「確かに難しい問題を抱えています。とはいえ、人工知能、

ロボットの時代が来ることは間違いないでしょう」

杉山「そうですね。人工知能やロボットが、早いスピードで

進化することは誰にも止められません。悪い側面ばかりを取り

上げることは簡単です。しかし、みなさんがそれぞれの立場

で良い方向に利活用することを考えなければ、社会全体が

不安定になります。Pepperは普及しつつありますし、海外

では年末商戦によりドローンが40万台売れると言われてい

ます。東京オリンピックが開催される頃には、報道にドローン

が使われ、いたるところにPepperがいるでしょう。人工知能

やロボットが社会をドライブする流れは、すでに始まってい

ます。その中で、いかにしてビジネスに活かすかを考えて

ほしいし、研究開発もさらに促進してほしいと願います。そも

そも日本人は、『鉄腕アトム』のおかげかロボットを受け入れ

ることに抵抗がありません。こうした国民性を活かし、人工

知能やロボットを盛り上げていただきたいと思います」

※6
マサチューセッツ工科大学メディ
アラボ所長。ベンチャーキャピタ
リスト、実業家としても名高い。
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近年急速な普及を遂げ、新たな産業として注目を集める無人

飛行機。その一方で、墜落や危険飛行による事故等のリスク

も懸念されている。こうした状況を踏まえ、国では航空法

の改正をはじめさまざまな法整備を行っている。近未来教育

フォーラム2015で開催された一般社団法人日本UAS産業振

興協議会（JUIDA）とのセッションで、ドローン利活用の産業

事例とリスクを紹介し、安全運航管理教育の必要性を考える。

2015年は日本におけるドローン元年

高橋「本日のセッションでは、3 つのトピックについて話を

します。第一に2015年現在の無人航空機産業の動向、第二

に安全運行ガイドラインの必要性、第三になぜ安全教育が

必要なのかという 3 点です。まず、今回のセッションを開催

した経緯、デジタルハリウッドがなぜドローン教育を始めた

のかについて話させていただきます。私自身、杉山知之学長

とは無人航空機についてさまざまな議論を重ねてきました。

大きな事件・事故が起きた場合、ドローンへのネガティブ

な論調が高まり、規制が強化される恐れがあるという危惧

についても常に話し合ってきました。そして、今年度から研究・

教育プログラムを本格導入しようとした矢先に、残念ながら

首相官邸の事件※1 が起きました。そこで、デジタルハリウッド

はJUIDAとさらなる議論を重ね、今年11月からJUIDA認定

スクールとしてドローン運用ベーシックコースを開講しました。

まずは、JUIDA についてご説明いただけますでしょうか」

熊田「JUIDAは2014年7月31日に発足しました。アメリカ

では、Google、Facebook、Amazonなどがドローンビジ

ネスを構想し、新たなベンチャーが生まれているという背景

があります。中国では、世界市場の7割を席巻するDJI※2と

いう企業が生まれ、めざましい急成長を遂げています。世界

民間航空機関も、将来性、市場規模を認めています。そんな

中、日本だけがドローン産業の伸長が見られないという状況

がありました。そこでドローン産業を盛り上げるための旗振り

役として、JUIDAを発足しました。JUIDAはメーカーの利益

団体、ユーザーの集まりではありません。ドローン産業の裾野

は広いため、あらゆる産業に目配りし、研究開発をする大学、

自治体、国家機関にも参加してもらい、オールジャパン体制で

振興に取り組んでいます。にわかに注目を集め、今では毎日

のように入会申請が来ています」

高橋「今年1年の動向をどのように捉えていますか？」

千田「今年のハイライトは、12月に航空法が改正されたこ

とです。小型無人飛行機が日本の上空を安心して飛べるよう

になりました。今年はドローンという言葉が生まれて80年

です。「空の産業革命」と言われてから、約10年目に当たり

ます。この間に何が起こったか。2004年以降は、特許の出願

数、ドローン製造、使用する団体数がそれぞれ急激に伸び

ています。日本でも12月の法改正を受け、遅れてはいるも

のの伸びていくのではないかと思います。この伸びは、イン

ターネットが民間で使われた時と同じ状況です。ということ

は、来年の今日の様子は想像できません。2年後にはすっかり

プレイヤーも変わっているのではないかと思います。それほ

ど大きな変化が起きた年でした。今年、日本はドローン元年

を迎えたと言ってよいでしょう」

高橋「PC産業で言えば、インターネットが普及しはじめた

1995 年の状況を彷彿とさせます。2015 年にフォーカス

した場合、今後の可能性を感じる出来事は何でしょうか」

熊田「やはり航空法の改正です。無人航空機が、航空法の中

できちんと定義されたということが大きな転換点です。海外も、

この動きに大きく注目をしています。まだ不十分とはいえ、

法整備ができたことで世界のトップグループに躍り出たとい

えるのではないかと思います。JUIDAにも海外からのアプ

ローチが多数届いています。アメリカ、ヨーロッパ、韓国など

から続々とアプローチが来ています。法整備をされたことで、

市場が生まれる期待が高まっているのです。

では、航空法が生まれる過程を紹介します。産業を発展させる

ためにはルールの策定が必要です。そこで正月明けから素案

を練り、国土交通省、経済産業省、総務省と非公式に話をし

ました。その頃は、法整備にはおそらく2～3年、ひょっと

すると10年ぐらいかかるだろうと考えていました。しかし、

4.22事件があり、法整備の必要性が問われるようになりま

した。この時に省庁連絡会があり、それを請けた形で議員

立法ができました。重要施設の上空は、ドローンを飛ばして

はいけないという法です。しかし参議院には間に合いません

でした。航空法に関しては、安全ガイドラインをJUIDAで作

りました。それが出るか出ないかのうちに改正航空法ができ、

我々のルールがほぼそのまま法律になりました。いちばん重

要なポイントは、アメリカのようにホビーと商用を分けなかっ

た点です。アメリカが紛糾しているのは、商用とホビーを分

けたのが原因です。ですから、我々は分けるべきではないと

考えました。一方で、産業分野での振興はめざましいものが

あります。研究開発や商品化も進んでいます。そういう意味

でもドローン元年と言っても過言ではないでしょう」

安全ガイドライン策定の重要性

高橋「なぜ安全利活用が、産業イノベーションより前にくる

のか。イノベーションの過程では、新しいテクノロジーに対

して可能性を感じるよりも恐怖や不安が先立ちます。飛行し

ている機体は、常に墜落する可能性があります。そこを認識

したうえで、墜落させないためにどうすべきか、安全に飛ば

すにはどうすべきか、万一事故や事件が起きた時にどのよう

に迅速に対応すべきか。そこをきちんとしなければ、産業界

高橋 伸太郎

デジタルハリウッド大学
研究員

Shintaro Takahashi
熊田 知之

一般社団法人 日本UAS産業振興協議会
理事・事務局長

Tomoyuki Kumada
千田 泰弘

一般社団法人 日本UAS産業振興協議会
副理事長

Yasuhiro Senda

※1
2015年4月22日、東京都千代
田区永田町にある総理大臣官邸
屋上に、小型の無人航空機が落
下した事件。

※2
民生用ドローンおよびその関連機
器の製造会社。

【記事】 ドローンの安全な利活用から始まる、産業イノベーション
Industrial Innovation: Starting from the Safe Utilization of Drones

IoT/WoT＋Fabには、各国政府も力を入れています。ドイ

ツの「インダストリー4.0」、バルセロナの「Fabシティ」も、

その好例です。日本でも総務省が「ファブ社会」の展望を

検討しています。

こうした背景の中で、我々は4つの活動を行っています。第一

に、開発環境を作ること。「CHIRIMEN」という開発環境を

設計し、センサーやアクチュエーターなどの物理デバイスを 

Web技術だけで制御することができるようにしました。これ

により、Web言語を使える人は、すぐにデバイスの制御がで

きるようになります。第二に、標準化すること。我々が取り

組んでいるのは、HTML、JavaScript、CSSでいかにデバ

イスにアクセスできるか、こうしたデバイスをどれだけ増や

せるかということです。そのためには、APIなどを標準化す

る必要があります。そこで「W3C」というWebの標準化団体

に対し、プロポーザルを行う準備をしています。第三にワー

クショップを行うこと。これまで台北、東京、ニューヨーク

などで、ワークショップを行ってきました。そして、最後にユー

スケースを見つけること。私たちは「Web Centric Devices」

という考え方に基づき、モノづくりを進めています。もともと

Webは、ページ、ブックマーク、掲示板など実世界のメタ

ファーを取り込んで成長してきました。その後、Webは独自

の成長を遂げましたが、今 Web でできた文化がもう一度

実世界にたぐり寄せられる時期に来ていると考えています。

つまり、かつて実世界を前提にWebを構築していたのと同

様に、今はWebを前提に実世界側のデバイスを作れる状態

にあるのではないか。デバイスが先にあるというより、Web

サービスが先にあり、その表現のためにデバイスがあるという

考え方です。

オープンデザインで変わる授業・教育

ここまで、デバイスを作るためにWebがどうあるべきかと

いう話をしてきましたが、ここからはそれをいかにして教育

に役立てるか考えていきましょう。「STEM」という言葉を

ご存じでしょうか。これは、SCIENCE、TECHNOLOGY、

ENGINEERING、MATHEMATICSの 頭 文 字 です。WoTの

デバイスを作る授業では、アイデア、プロトタイプ、開発、フィー

ドバックなどのステップを踏むことで、これらの領域の大半を

網羅できます。すでにアメリカでは、STEM学習のひとつと

して3Dプリンター、レーザーカッターを学校に導入してい

ます。ソフトウェアのアイデアを作るだけでなく、フィジカル

に落とし込んでこそ創造性が高まるという考え方です。デバ

イスを作ることで、ソフトウェアとハードウェア、両面を考え

られる人材を育成しているのです。

それを踏まえ、デジタルハリウッド大学大学院では「IoT / 

WoT プロトタイプ演習」を3日間かけて実施しました。初日

はグループワークによりWoT のアイデアソンを行いました。

2日目は実装、3日目は発表です。オプションで「Mozilla 

Developer Conference」におけるデモ展示も行いました。

この演習で生まれたモノを紹介しましょう。まず「Calende

Lamp」。これはGoogleカレンダーで照明を制御できるので

はないかという考えから生まれたものです。スケジュールや

タスクに応じてランプの色を変え、それによって気持ちを

変えることができます。これを起点に、各種Webサービスを

マッシュアップし、デバイスも含めてひとつのサービスとし

て考えることができます。

「悶々ブレイカー」は、車を破壊し、ストレスを解消するゲーム

です。画面上に車が表示され、ボタンをハリセンで叩くと

車が壊れていきます。クリックではなくハリセンにすること

で体験が変わりましたし、マルチプレイ対応なのである意味

みんなでひとつのページを作っているとも言えます。いろい

ろなアクセスからひとつのものを作っていく好例だと思って

います。

「面接100％通過デバイス」を考えたチームもあります。これ

は面接で緊張するのを避けたいという動機で作られたデバ

イスです。心拍数を測定するセンサーをつけ、数値が高け

れば緊張していると仮定してメッセージが出ます。「Mozilla 

Developer Conference」の展示では、心拍数が高かった場合

に海、森、山など心が落ち着く画像を検索して表示するなど、

さらに改良を加えていました。身体情報とWebの新しい関係

を作っています。

続いて、新しいコミュニケーションチャネルを作ろうという

「Wake Me Cap」。これはウェアラブルWebと言うべきモノ

です。「御茶ノ水で起こして」と表示したモニタを頭につけて

電車の中で寝ていると、目的の駅が近づけば誰かが彼を起こ

してくれます。デバイスをつけた人は目当ての駅で降りられ

ますし、起こした人は空いた席に座れます。双方にメリット

がありますし、生まれるはずのなかった新しいコミュニケー

ションも生じます。

このような取り組みを慶応義塾大学SFC、東京テクニカル

カレッジ専門学校とも実施しています。この際使用するのが、

「Fabble」※4というオープンなモノづくりを促進するドキュ

メンテーションサービスです。「Fabble」にはモノづくりの手順

と記録を共有する機能があり、モノづくりにおけるふたつの

時間軸をサポートしています。ひとつは制作過程の記述です。

デバイスの制作手順をステップバイステップで記述していま

す。ここで重視しているのは、複製性、派生性、貢献性です。

もうひとつは、開発過程の記述です。開発意図などをメモと

して残すことでモノの裏側にひそむ物語を紡ぎ、デバイスの

価値の向上につなげたいという狙いです。現在、大学や専門

学校、世界の「FabLab」など約800プロジェクトがこのサー

ビスを利用しています。

例えば、四足歩行ロボット「FabWalker」もその一例です。

このロボットは脚部を取り換えることで、さまざまな歩き方

ができます。このロボットを題材にして派生物をいかに作れ

るかという着眼点で、授業を行いました。こうした派生物の

中から、次の iPhone のようなイノベーションが生まれる

可能性もあります。いかに派生物を作る土壌を作れるかが、

私の興味の対象です。

今後は授業をフォークすることも考えています。授業前の準

備、授業の目的、手順など、授業のレシピを作り、レシピを

共有してリユースすることもできますし、利用者がフォークし

て新しい授業を作ることもできます。これを応用し、授業の

共有・再利用・派生を目的としたワークショップネットワーク

の提案をしていきたいと考えています。

※4
Fabプロジェクトのためのプラッ
トフォーム。
https://fabble.cc/
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1. はじめに

雇用の流動性が高い諸外国の経営大学院（ビジネススクール）

においては、一般的なMBAプログラムやファイナンス系の

MBAプログラムのみならず、クリエイティブ分野に重点を置

いたBerlin School of Creative LeadershipのExecutive 

MBA in Creative Leadership や Ecole hôtel ière de 

Lausanne（ローザンヌホテルスクール）のExecutive MBA等、

クリエイティブMBAとも言うべき学位プログラムが展開され

ている。その中でも、ファッション分野に関わるものは、表1

に示すとおり世界各国で展開されている。

表 1：ファッション分野の MBA プログラム

学校名 所在国 学位プログラム名

University of the Arts 
London 英国 Executive MBA 

(Fashion)

Institut Supérieur du 
Commerce

(ISC Paris Business 
School)

フランス MBA Luxury 
Marketing

International Fashion 
Academy

（IFA Paris）
フランス MBA Fashion 

Business

ESSEC Business 
School フランス

MBA in 
International 
Luxury Brand 
Management

University of Bologna イタリア
MBA in Design, 

Fashion and 
Luxury Goods

University of Navarra
ISEM Fashion 

Business School
スペイン Executive 

Fashion MBA

出典：EDUNIVERSAL GROUP HP を参考に、筆者作成

日本でも、2006年に開学した文化ファッション大学院大学

ファッションビジネス研究科（Bunka Fashion Graduate 

University、以下BFGU）が、ファッションマネジメント専攻

（授与学位はファッションマネジメント修士（専門職））を設置

している※1。日本国内では同大学院が唯一、専門職大学院

としてファッションビジネスに関する専門職養成を行って

いる※2ことから、本稿は同大学院の教育・運営体制やカリ

キュラムを明らかにすることを主眼に置く。ファッションビ

ジネス教育を扱った先行研究には明治大学商学部（2013）

があるが、同書はモダール・インターナショナル学院、パリ

商業高等大学（ISC Paris Business School）、東華大学、

クイーンズランド工科大学等におけるファッションビジネス

教育や、クランフィールド大学との共同研究の成果につい

て述べられているものの、BFGUなど日本のファッション

ビジネス教育については述べられていない。同書に限らず、

BFGUに関する先行研究は管見の限り存在しないため、本稿

は一定の新規性を有するものと推察される。BFGUのホーム

ページやパンフレットといった公開情報のみでは同大学院の

教育・運営体制やカリキュラムに関する十分な情報を得るこ

とはできなかった。そこで同大学院でプロデューサー養成を

担うファッションビジネス研究科ファッションマネジメント

専攻で専攻長を務める山村貴敬教授と、同大学院の運営を

担う榊原美保・教学事務室副事務長へヒアリング調査を

行った※3。本稿が日本におけるファッションビジネス教育の

発展と深化の一助となれば幸いである。

2. BFGUの概況

BFGUは、学校法人文化学園※4の一員であるが、そのルーツ

は2003年に設立された文化ファッションビジネススクールに

ある。文化ファッションビジネススクールの設立以前にも、

被服を扱う教育機関は存在した、しかし、ファッションビジ

ネスを扱う教育機関は、文化ファッションビジネススクール

が日本国内では実質的に初めてであった（山村2016）。

当初文化ファッションビジネススクールは、専門学校として

スタートしたが学位授与機関ではなかった。しかし、文化

学園の理事長は、専門職大学院の制度が開設されたこと

でファッション分野における MBA の大学院設立に対する

強い思いがあった（山村 2016）。そこで文化ファッション

ビジネススクールを発展させて 2006 年に専門職大学院で

ある文化ファッション大学院大学が開学した。開学に際し

ては、文化ファッションビジネススクールのカリキュラムを

基にする一方、フランスはパリの Institut Français de la 

Mode（IFM）や、イタリアはミラノのボッコーニ大学（SDA 

Bocconi School of Management）等も参考にした（山村

2016）。

BFGUの開学当時、既に文化学園大学も大学院を設置して

いた。但し、文化学園大学大学院は「服装、生活造形、建

築・インテリアなど生活環境分野における研究者と産業界

をリードするスペシャリストの養成を行う『生活環境学研究

科』と、国際的かつ人文社会学的視点から人々の社会生活を

捉えた研究を行う『国際文化研究科』」（文化学園大学・文化

学園大学短期大学部HP）で構成され、両研究科共に「研究」

を前面に打ち出している。それに対し、文化ファッション大

学院大学は「ファッション分野における知財創造ビジネスの

ビジネスモデルを確立し国際的に通用するファッション価値

を創造・具現化させグローバル視点に立つ独自のブランド

を確立できる人材を育成する」（文化ファッション大学院大学

HP）ことを企図している。即ち、研究志向の文化学園大学

戸田 千速

デジタルハリウッド大学

Chihaya Toda
高橋 光輝

デジタルハリウッド大学
准教授

Mitsuteru Takahashi

※1
BFGUは本稿の主題であるファッ
ションビジネス研究科ファッション
マネジメント専攻の他に、同研究
科ファッションクリエイション専攻

（授与学位はファッションクリエ
イション修士（専門職））を設置し
ている。

※2
日本にはBFGU以外に、財団法人
ファッション産業人材育成機構が
IFI総合研究所と共に運営している
IFIビジネス・スクールがある。但
し、IFIビジネス・スクールは学位
授与機関ではないため、本稿の分
析対象から除外した。

※3
山村貴敬教授へは2016年2月3
日、榊原美保副事務長へは2016
年1月15日及び2月3日にヒア
リングを行った。本稿では両氏へ
のヒアリングに基づく箇所を、各々、

（ 山 村2016）、（ 榊 原2016）と
記す。

※4
学校法人文化学園は文化学園大学・
文化学園大学短期大学部・文化服
装学院・文化外国語専門学校に加
え、附属高校や幼稚園等を擁する
わが国屈指の規模を誇る学校法人
であり、大沼淳・文化学園理事長
は日本私立大学協会の会長も務め
ている。

【論文】 クリエイティブMBAに関する考察
　　　　― 文化ファッション大学院大学を事例として ―
Inquiry into Creative MBAs:
Example of Bunka Fashion Graduate University

や社会に受け入れられません。ここからは安全運行ガイド

ラインについて話を進めます。今回安全運行ガイドラインは

どのような経緯で策定されたのでしょうか」

千田「日本の航空法は誰を守るのかがいちばん大事です。それ

は第三者です。操縦する人、操縦を依頼した人は、法律の

外です。それを頭に入れたうえで法律を読んでいただきたい

と思います。航空法では、自由に飛ばしていい場所をきちん

と定義しています。場所と高度、飛ばし方が規定されている

のです。安全性の高い場所以外も、許可さえあればいかなる

方法でも使えるようになっています。私どもの知る限り、これ

ほど自由度の高い法律はありません。海外の方々が驚くほど

です。

もっとも大事なのは、飛行ルールです。飛行禁止区域は、空港

周辺、高度150m以上の上空、人家の密集地域です。ただし、

許可を得れば高度150m以上も飛べます。第三者の建物から

半径30m以内は飛べません。飛行方法は、日中(日の出から

日没まで)での飛行、目視(肉眼)の範囲内に限られています。

その他、距離の確保、催し場所での飛行禁止、危険物輸送の

禁止、物件投下の禁止が挙げられます。これらの場所や方法

によらずに飛行させる場合には、許可・承認が必要です。実は、

これまでにも農薬散布に無人飛行機が使われていました。今ま

では航空法にありませんでしたが、これからは国土交通省が関

わることになりました。管轄が国土交通省に移ったというこ

とです。それぞれ許可を出せば、夜間でも目視外でも飛ばす

ことができます。しかもインターネットで簡単な申請書を出せば、

国土交通省が許可してくれます。

人口集中地帯での飛行は一切禁止です。国勢調査で人口密

度が1km2 あたり4000人以上のところは、飛ばせません。

東京 23 区はすべて不可。ただし、こうした区域の中でも

ドローンを飛ばす方法があります。航空法で言うところの自由

空間を作らずに完全に密閉された空間を形成すれば、東京の

ど真ん中でも飛ばすことができるのです。建物の中、トンネル

をふさいだ中、屋外を網で囲うなどの方法を採れば、飛ばす

ことができます」

安全運航のための人材養成

高橋「では、安全ガイドラインが産業イノベーションにどう関

わっているのかという話に移ります。シリコンバレーでスター

トアップした世界的企業には、必ず公共政策担当者がいて、

政府に対して自らルールを提案しています。日本の感覚では

法律は国会が作るものという認識があります。しかし、法律は

社会の基幹的なOSのようなものであり、民間産業からルール

を策定することが重要です。ドローンに限らず、AIやロボット

産業全般に言えることだと思います。数年後、無人航空機が

当たり前に空を飛ぶような社会が来た時に、どのような管制

システムがあり、どのようなルールが望ましいかを含めて考える

べきだと認識しています。ここから先は教育プログラムや認定

スクールについて話を進めましょう。JUIDAではどのような

取り組みをされていますか？」

熊田「ルールができたのは第一歩。その次は、安全に運行

させる人づくりが必要になります。要は人材養成です。技能

と知識を持つ人材を養成することが課題となります。これが

ソフト面です。ハード面では機体の信頼性をどう担保するか、

それを法律でどう定めていくのかというのが来年以降の検討

課題になります。我々としては、民間ベースでこうあるべきと

いう先鞭をつけていくことが重要だと考えています。それが

優れた方法だと認められれば、国が法制度化するという流

れができます。このたび、私たちはJUIDAでドローンの操縦

者資格を認定しようということで制度をスタートさせました。

ここでは、ドローンの操縦技能を証明する資格だけでなく、

安全に運行させる人材の養成も目指しています。いわゆる現場

監督のような人材です。操縦者は操縦している機体を眺めて

いるだけなので、リスク対策ができる人材を育てます。予防

対策だけでなく、事故が起こったときに臨機に対応できる知

識とノウハウを身につけた管理者を育てようと考えています。

そこで、2015年10月には第一弾として、デジタルハリウッド

をはじめとする7法人をJUIDA認定校にしました。JUIDAが定

める教材に沿って座学と技能を学びます。将来的に、ドローン

はボタンひとつで勝手に飛んで戻ってくるようになるため、操縦

はどんどん易しくなるでしょう。とはいえ、いざという時には

パイロットに責任が生じます。そのため、ヒヤリハットに対応

できる人材をできるだけ多く育成したいと考えています。一定

の技能を持つ人にはライセンスを出すことも考えています。

そこには裏の意味もあります。ひとつは、国が安心感をもって

申請を通してくれるよう、信頼性を担保すること。もうひとつは、

産業の後押しです。ルールに則して計画を立て、複数人体制でき

ちんと管理して撮影する事業者と一般の方々では、安全性に対

する意識がまったく違います。しかし発注者に知識がなければ、

一般の方にドローン撮影を頼んでしまうかもしれません。そう

なると、撮影時に問題が起きる可能性もあります。ですから

ライセンスを持っている人に頼みなさい、と。こうしたステー

タスを持たせることも重要だと考えています」

千田「安全管理者を定義しているのは、世界で日本だけです。

操縦者の育成も重要ですが、安全管理をする現場監督に相

当する人もやはり必要です。操縦者が安全管理の資格も取る

だけでなく、操縦はしないけれど安全管理をする現場監督を

育成することも必要でしょう。ドライバーに全責任を負わせ

るのは、安全性の観点から言っても問題があります。別の人

が見張る制度が必要だと考えています」

熊田「ドローンの世界はまだまだこれから。ハードウェア、

ソフトウェア両輪でやっていかなければなりません。未来を

どう作っていくか、一人ひとりが考えていく必要があります。

発想の転換がすごく重要です。例えばドローンの最高高度は

150mという規制がありますが、有人航空機の高度を上げ

れば規制を緩和できるのではないかなど、柔軟な発想による

さまざまなアイデアが生まれています。硬直的になるのでは

なく、我々の生活がどうすれば豊かになるのかをみなさんと

いっしょ考えていきたい。それが制度、ルール作りにつなが

るのではないかと思います」
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構成は必然的にMBAプログラムと似通う。しかし、マーケ

ティングを扱う場合でも、BFGUでは業界全体ではなくファッ

ション業界を対象としている点に特徴があり、「アパレルマー

チャンダイジング論」「デジタルファッションビジネスプロ

デュース」「デザインマネジメント演習」といったBFGUなら

ではの科目も多数開講されている。必修科目の「ファッション

ビジネスメソッド（演習）」は、アパレルブランドの事業を計画

するものであり、実務現場に近いカオスな場を提供している

（山村2016）。

「ファッションビジネス英語」を除き唯一の英語科目である

「Global Negotiation」は、国内のファッション産業の規模

が縮小する状況下で、商品を海外へ売るには英語力が必須

との考えから開講されている（山村2016）。

ファッションマネジメント専攻を修了するためには、院生自身

による会社設立（登記と事業報告書作成が必須）、会社から

の委託調査、インターンシップのいずれかを行わなくてはな

らない。インターンシップ（4単位）は4週間・160時間行い、

更には実施報告書も課していることから、相当なボリューム

である。

以上のようにファッションマネジメント専攻では多彩な授業

が展開されているが、プロジェクト系科目を除いて授業形式

は2/3が講義形式（双方向も多い）であり、1/3が演習形式

である（山村2016）。

5.おわりに

本稿におけるこれまでの論から、次のようなBFGUの独自性

が明らかとなった。第一に、専門職大学院としては、教員の

研究業績を相対的に重視している点が挙げられる。第二に、

教員個々でなく大学院全体としてカリキュラムをシステマ

ティックに編成しており、私立大学でありながら株式会社立大

学の手法を取り入れている。こうした独自性により、BFGU

の先進的な教育・運営体制やカリキュラムが特徴付けられて

いると言えよう。

一方で、以下のような課題もある。第一に、近年の入学者

がやや中国・台湾出身の留学生に偏重している点が挙げら

れる。院生の多様性を確保する観点からも、日本人の新卒

者及び社会人、様々な国出身の留学生の入学が望まれる。

第二に、運営面を支える職員数の少なさである。欧米のプロ

フェッショナルスクールでは、専門的なスキルを有した職員

が多数雇用され、職員数が教員数の数倍に達することも珍し

くない。勿論、欧米のプロフェッショナルスクールの形態を、

即座に日本に持ち込めるわけではないが、運営を担う職員

の増強は考慮の余地があるのではなかろうか。

前述のとおり、BFGU はファッションビジネス教育を担う

日本唯一の大学院であり、BFGUの浮沈は日本のファッション

ビジネス教育に大きな影響を与える。クリエイティブMBAの

経営大学院が世界で増加していく中、今後ともBFGUの動向

を注視することとしたい。
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・文化学園大学・文化学園大学短期大学部HP

　https://bwu.bunka.ac.jp/

・EDUNIVERSAL GROUP HP

　http://www.best-masters.com/

・グロービス経営大学院大学：経営系専門職大学院認証

評価点検・評価報告書，2015

【論文】 クリエイティブMBAに関する考察
―文化ファッション大学院大学を事例として―

Inquiry into Creative MBAs:
Example of Bunka Fashion Graduate University

大学院に対し、文化ファッション大学院大学は実務のビジネス

志向であり、両者の棲み分けがなされている。また、ファッ

ションマネジメント専攻のファッション経営管理コースにつ

いて『ファッションビジネスの経営者・起業家・プロデュー

サーを育成する専門コース』と謳われている（文化ファッション

大学院大学 HP）。プロデューサー育成と謳っている背景に

は、ファッションも日本の重要なコンテンツであり、日本政

府のコンテンツ成長戦略についてもファッションも含まれる

と政府に意見書も提出している。ファッション分野にもプロ

デューサーが不可欠である。プロデューサーは、ブランド

マネージャー、経営者であり、ストアマネージャーも含まれる

（山村2016）。

BFGUでは、大多数の授業が平日日中に開講されており、

フルタイム学生を前提としている。「修了要件は、各専攻に

2 年以上在学し、所定の授業科目を履修し、54 単位（ファッ

ションクリエイション専攻では「修了作品」の審査での合格、

ファッションマネジメント専攻では「修了研究プロジェクト

報告書」の審査での合格を含む）以上を修得」（文化ファッ

ション大学院大学 2015a）であり、修了に必要な単位数（54

単位）も多い。従って、社会人がフルタイムの仕事を続けな

がら通学することは、ほぼ不可能である。現在では BFGU

の院生は留学生が多い。留学生の出身国については、過去

にはイタリア、イギリス、タイ、ベトナム出身の留学生も在

籍するなどしていたが、現在は中国及び台湾出身の留学生

が大半を占める（榊原 2016）。この背景には、BFGU の

評判が中国や台湾の留学希望者の間で口コミの形で伝わっ

ていることが考えられる（榊原2016）。また以前には多数

在籍していた韓国人留学生は 2011 年 3 月 11 日の東日本

大震災を機に減少したが、現在は回復基調にある（榊原

2016）。

3.教育・運営体制

周知のとおり、日本の専門職大学院制度下では実務家教員が

重視されており、法科大学院（2割）及び教職大学院（4割）

以外の専門職大学院では、実務家教員を3割以上とすることが

定められている。とはいえ、実務家教員比率が90%を超え

るグロービス経営大学院大学のような専門職大学院もある。

BFGUの専任教員22名中、実務家教員は8名（文化ファッ

ション大学院大学2015a）である。従って、研究者教員比率は

おおよそ60%である。しかし、研究者教員でもファッション

業界での実務経験を持った教員が多い。いずれにせよ、前述

のグロービス経営大学院大学等と比較した場合、BFGUは

教員の研究面も重視していると言えよう。ここでいう研究と

は、企業の現場の実務を改革するような研究である（山村

2016）。寧ろファッションビジネスという分野の特性を勘

案すれば、教員の研究業績も重視しており、実務家教員一

辺倒ではないと言えよう。実際にBFGUは、「理論と実務を

架橋する専門職大学院の役割として『ファッションのダボス

会議』ともいえる（中略）文化ファッション大学院大学ファッ

ションウィーク（BFGU FW）」（文化ファッション大学院大学

2015a）を実施するなど、理論と実務の融合を重視している。

勿論、実務経験者がその経験を院生へ伝えることは意義深

く、BFGUでも実務家によるオムニバス形式の授業が開講

されている。一方で実務家教員の課題として「自らの実務経験

をエピソードとして紹介するだけにとどまり、講談・講演の

類に終始して、講義にまで至っていない」（妹尾2008）といっ

た傾向が挙げられるが、山村（2016）も同様の懸念を持って

いる。そこでBFGUでは、実務家を専任教員として採用する

場合、まず非常勤の講師や特別講師として十分な教育経験

を積むことを原則としている（山村2016）。教員の採用に

ついては、公募よりも私募が中心であるが、最終的には教員

選考委員会で審議し、学長が決定する（榊原2016）。教員

採用及び評価（昇進等）の基準としては、教育と研究の双方

を重視している（山村2016）。但し、授業アンケートなど学

生による評価は、教員評価ではなく教員のスキルアップのた

めに活用している（山村2016）。

BFGU の教授会は助教を含む専任教員が参加対象である

（山村2016）。一方で教員22名に対し職員は6名であるが、

事務長は文化服装学院の事務局長も兼ねており、広報担当

者は1名である（榊原2016）。従って、極めて少ない職員

数で、BFGUという一つの大学院大学が運営されていると

言えよう。

4.カリキュラム

言うまでもなく株式会社立大学以外※5 の大半の国公私立大学

では、「教員自身が授業とシラバスを策定することは、（中略）

教員自治の象徴」（Breneman2011）として、当然のことと

される。即ち、各教員の研究者としてのバックグラウンドあ

りきの教育体制であると言えよう。対照的に世界最大規模を

誇る株式会社立大学であるフェニックス大学では「本部で共

通のシラバスを作成」（Breneman2011）しており、同様の

状況にある株式会社立大学も少なくない。

この点に関してBFGUでは、まず教授すべき内容に基づく

コースワークのプログラムを大学院として構築し、個々の科

目を教えられる教員が担当するというスタイルである（山村

2016）。従って、BFGUではシステマティックにプログラムが

構築されており、私立大学でありながら、フェニックス大学

をはじめとする株式会社立大学に類似した状況にあると言え

よう。山村（2016）は、専門職大学院はシステマティックに

カリキュラムを組むことが良いとしている。

ファッションマネジメント専攻の場合、文化ファッション大学

院大学（2015b）で示されているとおり、マネジメント：23

科目／デザイン：8科目／テクノロジー：7科目となっており、

マネジメント分野が非常に重視されている。

ファッションマネジメント専攻である以上、「経営戦略論」「企業

経営論」「ファイナンス」「アカウンティング」「マーケティング

戦略論」「計数管理」「経営情報システム演習」「ロジスティ

クス論」「ビジネス法務」「知財マネジメント論」等、開講科目の

※5
株式会社が運営する大学について、
日本では株式会社立大学、米国で
は営利大学と呼称されることが多
いが、本稿では表記を株式会社立
大学に統一して記す。
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1. はじめに

TOKYO DESIGN WEEKは期間中に10万人を超える来場者

を記録する日本有数のデザイン・アートイベントである。

企業やクリエーターが展示する最先端のソリューションの

ショーケースとしての側面や、アーティストが描く独創的なアー

トワークによるミュージアムとしての側面とともに、「TOKYO 

AWARDS 学校作品展」というコンペティションとしての側面

が同居している。「TOKYO AWARDS 学校作品展」には国内

外から60校を超える学校が参加し、そのクリエーティビティ

を競い合うが、2014 年度、2015 年度と2 年連続で本学

より出展を行い、2015年度は「入選」という結果を得ること

ができたので、本紀要において所感などにつき報告を行う。

2. 本ラボのミッションと出展の狙い

本ラボは 2014 年 4 月から活動を開始した。ミッションは

「コミュニケーションの力を使って、世界に山積する種々の

課題を解決する手法の研究と実践」である。あらゆる技術が

コモディティ化し、発信のためのコストが大幅に下がった

今、過去のアイデアを研究し、新たなアイデアを開発する

という段階までで留まるのであればその活動にほぼ意味

はない。アイデアを実装し、発表し、フィードバックを受け、

そして改善する。そうしたサイクルをなるべく多く繰り返す

ことこそが現代的なアイデア開発のあり方であると考えて

おり、本ラボでも活動の方針として据えている。

その上で、何を「舞台」として位置づけるかは成果及び教育

効果に大きな影響を与える。指導教員として毎年頭を悩ませる

点でもあるのだが、現時点ではTOKYO DESIGN WEEKを

軸として検討している。理由としては2点あり、1）デザイン・

アートイベントならではの専門家の来場が見込め、レベルの

高いフィードバックが行われる可能性が高い。2）それと同時

に専門家ではない一般来場者も極めて多く、市場一般を想

定したフィードバックが得られる というものである。他にも

多くのイベントが存在し、その幾つかには実際に出展を行っ

たり、検討したりしたが、現段階では本ラボの成果を発表し、

適切な質/量のフィードバックを受ける舞台としてこれ以上

の機会は見つかっていない。

3. 2015年度の出展結果について

「インタラクティブ遊具」というテーマが設定された2015

年の「TOKYO AWARDS 学校作品展」。本ラボでは「Over 

the Rainbow」と題した作品を出展した。湖などに浮かんで

いるスワンボートを改造し、乗船の上でペダルを漕ぐことで

ディスプレイの中のスワンが走りだし、前方から登場する

風船に触れると点数を獲得できるという単純な構造のゲーム

であるが、2 人のプレイヤーが同程度のスピードで漕がな

いと直進せず、高得点が望めないという仕様とすることで、

ゲームをプレイするだけで仲良くなる、というコンセプト

による作品である。

「Over the Rainbow」は「入選」という結果に終わった。

「グランプリ」を獲得し、海外各種アワードへの展開を目論ん

でいた本ラボとしては不本意な結果であったが、一定の成果

であるという考え方もできるため、評価点及び課題点につい

て記載する。

4. 評価点

1）テーマである「インタラクティブ遊具」を極めてわかりや

すく、正面から表現した点。アイデア開発の時点では「イン

タラクティブ」「遊具」ともに非常に幅のある解釈が行われたが、

結果としてアイデアの伝達速度を考慮し、可能なかぎりシン

プルに、誰にとってもわかりやすい作品にすることを心が

けて実装を行った。結果として、複雑な解釈や検討を行わ

なくともテーマ合致性が高いことを理解いただけた。2）エン

ターテインメント性の高いアトラクションとすることで、多くの

来場者が体験を所望した点。アナログなインプットをデジタル

的にアウトプットしてゲームとして楽しませるという内容の作品

となり、スタッフの説明がなくとも、たとえ日本語が理解で

本多 忠房

デジタルハリウッド大学大学院
教授

Tadafusa Honda

【報告】 「TOKYO DESIGN WEEK 2015」出展について
TOKYO DESIGN WEEK 2015 Exhibition

きなくても楽しむことができた。結果として会期中にはアト

ラクションの体験を求め行列ができる状態となるなど、多く

の出展作品の中でも高い人気を集める作品となった。それは

結果として多くのフィードバックを得られることと同義であり、

出展の目的を果たせたといえる。

5. 課題点

他の出展校と比較した場合、相対的にフィニッシュワークの

レベルが低く、そのことが「入選」という結果に終わったこと

に大きな影響を与えていることは明らかである。これは、

1）アイデア開発に想定以上に時間がかかり、企画確定から

実装までのスケジュールがタイトになったこと。2）そもそも

アナログな作品を作るという領域自体の経験値が極めて

低いこと。以上2点が要因として考えられる。本学の設立趣旨

及び教育方針から、どうしても「いわゆるデジタル」、つまり

ディスプレイの中を中心とした制作物への活動がメインとな

る傾向がある。一方でデジタルはもはやコモディティ化し、

IoT関連技術の発展もありアナログな領域、特にアナログな

「物質」の制作についてもより高いレベルの経験を積むこと

が求められることが実感できた。これらはこれからの研究

活動方針を検討する上で大きな財産となった。

6. 今後について

本 稿 執 筆 時 点では あくまで予 定では あ る が、 本 年 度 も

TOKYO DESIGN WEEKへの出展は継続したい。2015年度

の評価点及び課題点を改めて分析し、より高いレベルのアウ

トプットを行うことによって、我々の研究活動行為の正当性

及び優位性を、現実世界での有意性を通して証明していき

たいと考えている。
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デジタルハリウッド大学大学院のプロデュースと、院生のクリ

エイティブ・ディレクションにより、2015年3月末にオー

プンした東急百貨店の銀座5丁目の新店舗「HINKA RINKA」

（東急プラザ銀座内）のアイコンが制作された。女性の品格と

凛とした心を併せ持つ女性像の象徴として、勝利の女神「サ

モトラケのニケ」をモチーフに制作したインスタレーション

アートについて報告する。

このインスタレーションは、「HINKA RINKA」の3F～5Fの

エレベーターホールにほど近いエントランスに設置された。

ストアコンセプトおよびフロアの世界観を訴求する象徴となる

ことを目的とし、インタラクティブな仕掛けも設け、お客様

参加型のインスタレーションとなっている。

多くの往来がある場所でもあり、アイキャッチになる位置に

印象的な彫像を置くことで、多くの来店者の注目をあつめて

いる。今後は四季に合わせた季節感の演出を想定している

ほか、女性クリエイターをフィーチャーした作品発表の場と

しての活用も検討していく。

作品解説

3F “EMOTION” ZONE のアイコン

世界中のアイテムをセレクトした3Fには、海を航海するニ

ケや船の舳先・波をポリゴンで表現しプロジェクションマッ

ピングを施すことで、今にも羽ばたかんとする高揚感溢れる

女神を表現。半身がクラシック、半身がポリゴンで象られた

ニケ像は、伝統とモダンの共存と対比も表現している。

4F “STATUS” ZONEのアイコン

高級ラインのシューズを中心にときめきをテーマにした4F

は、ミラーボール加工をした女神が光を反射して輝き、台座

に内蔵されたLEDは、内側から多次元的に光り出すことで

宝石のような美しさを生み出す。自分を磨いて光り輝く女性

を象徴している。

5F “Let it Go/As is” ZONEのアイコン

スタンダードなアイテムをそろえた5Fは、グリーンや花をあし

らうことでリラックスした空間を表現た。足下や頭上に花が

咲きほこる。また、女神の周りに配置した花の球体の内部を

覗くと、女神の内観を表す万華鏡となった映像が見られる

という童心に返るような仕掛けも施した。

浅田 真理

デジタルハリウッド大学大学院
院生（9期生）

Mari Asada

【報告】 HINKA RINKA（東急プラザ銀座）  アイコン制作
Making of Installation Art at HINKA RINKA: TOKYU PLAZA GINZA

クリエイティブディレクター

浅田真理（あさだ まり） / Mira Creative

神奈川県出身。多摩美術大学デザイン学科グラフィックデザ

イン専攻卒業。

ビジュアルアーティスト/アートディレクターとして、プロジェ

クションマッピング、メディアアートライブ、シアター作品、

展示映像の制作、ゲームやアプリの企画・UIデザインなど

を手掛けている。

首都大学東京システムデザイン学部にて非常勤講師として映像

制作を教えたほか、映像文化都市宣言を掲げた逗子市にて、

PR 映像制作、フィルムコミッション・映画祭の立ち上げに

携わる。

国立天文台にて科学プロデューサ養成コース・科学映像クリ

エータ養成コースを共に修了。

現在はデジタルハリウッド大学院にてデジタルコンテンツ

マネージメントを研究実践する傍ら、 marimosphere名義で、

VJやプロジェクションマッピング、インタラクティブメディア

アートパフォーマンス、情報の可視化をテーマとしたアプリ

制作など多方面で活動中。森美術館などのミュージアム展示

映像の制作やファッション・ウィーク東京の配信・撮影など

ライブメディアの現場にも関わる。アートを通じて、共有し

体感するコミュニケーションとしての空間と時間を創り出し、

人々の心に光をもたらすことを追求している。

協力クリエイター　クレジット

【エンジニア】

泉田隆介 / SONICJAM

中農稔 / 面白法人カヤック

右左見拓人 / noTempo

紫勇磨

【3D造形】

小林武人

【造形加工】

東京R&Dコンポジット工業株式会社

【マッピング映像制作】

VJyou

Marimosphere / Mira Creative

【ミラーボール制作】

Ako Miki / KALA mirrorball

【Floral Design]

Edwin R. Molenaar ltd.

Yokohama Display Museum

【台座】

Richard Morgan / HORIZON

【L3D Cube】

インタービジネスブリッジ合同会社

【サウンドデザイン】

DJ Oni / A2P records

TOMO

池谷 和浩

デジタルハリウッド大学大学院 事務局長 
産学官連携センター 事務局長

Kazuhiro Iketani
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本学の産学官連携センターでは、本学の目的および社会的

使命を達成するために、メディアサイエンス研究所に所属する

研究室の研究推進のためのプロジェクトの企画運営、研究等の

成果の産業界への技術移転、大学発ベンチャーの育成支援

等を行っている。本稿では2015年度の取り組みの中から、

テクノロジーアートを都市へ実装する実験的なカルチャー

イベント“MEDIA AMBITION TOKYO 2016”（メディア アン

ビション トーキョー 2016）への参加を報告する。主に

ファッション×テクノロジーの領域における研究活動であり、

デジタルハリウッド大学メディアサイエンス研究所「杉山

知之研究室」のヒラタモトヨシ研究員が中心となって推進

されている。

背景

MEDIA AMBITION TOKYO [MAT] は、2015年度で4回目

の開催となった、最先端のテクノロジーカルチャーを実験

的なアプローチで都市実装するリアルショーケースである。

2015年度の開催では開催エリアを拡大し、六本木を中心に、

青山・銀座・飯田橋・御茶の水（デジタルハリウッド大学）・

お台場・天王洲等、都内各所を舞台に最先端のアートや

映像、音楽、パフォーマンス、ハッカソンやトークショー等

が集結した。 国内外の様々な分野のイノベーターや企業、

イベントが参画し、注目を集めたテクノロジーアートの祭典

である。本学の産学官連携センターでは、公式コンテンツ

としてデジタルハリウッド大学の駿河台キャンパスを会場に、

FashionTech Summit #001 等の実施をすることで参画

した。

実施概要

本学の主催により、2016年3月4日（金）～6日（日）の3日間、

ITとFashionの未来を描くイベント「FashionTech Summit 

#001」を開催した。当日は、FashionTechの活用に取り組

んでいる企業のパネルディスカッションから、新たなテクノロ

ジーでサービス普及に取り組むスタートアップ企業のピッチや

ハッカソンなどを実施し、3日間の模様は、YouTube Live

などによるライブ配信を行った。

【主なプログラム】

FashionTech ハッカソン　「未来のファッション」

3日間の創発的な環境をつくり、ファッションとテクノロジー

各領域の融合とシナジーの創出を図る。FashionTechの新た

なサービス・プロダクトの種をみつけ、ファッションの購買

体験や店舗での体験を向上させるプロトタイプの制作をハッ

カソン形式で行った。

　　

審査員：

市川渚様（デジタルコミュニケーションコンサルタント／

DiFa編集長）

小川徹様（NHK デジタルコンテンツセンター 副部長）

北川竜也様（三越伊勢丹特命担当部長）

桐島ローランド様（写真家、マルチクリエイター）

軍地彩弓様（『Numero TOKYO』エディトリアル・ディレ

クター）

関根修二様（BEAMS 社長室 宣伝広報統括本部 デジタル

コミュニケーションマネージャー）

中里周子様（NORIKONAKAZATOデザイナー）

西垣雄太様（『SnSnap』CO-FOUNDER／CEO 最高経営

責任者）

池谷 和浩

デジタルハリウッド大学大学院 事務局長 
産学官連携センター 事務局長

Kazuhiro Iketani

パネルディスカッション Vol.1　「FashionTechと従来の

ファッション・ビジネスをつなぐもの」

FashionTech 企業側から、従来のファッションビジネス

の問題をどのように解決しているのかを解説する一方で、

ファッションビジネス側はどのようにテクノロジーを利用して

いるのかを解説。両者間から生まれる次なる可能性を探った。

登壇者：

Andreas Olausson様（VIRTUSIZE 日本代表）

北川竜也様（三越伊勢丹特命担当部長）

書上拓郎様（ABEJA事業本部マネージャー）

村田昭彦様（ベイクルーズ取締役ICT統括）

モデレーター：

ヒラタ モトヨシ研究員（モード・ファクトリー・ドット・コム代表）

その他、B2Cスタートアップ企業によるピッチイベント、

デモ展示等を実施。

また、六本木ヒルズ会場では、デジタルハリウッド大学大学

院在籍の12期生（2015年4月入学）・Olga氏が衣装デザ

インを手掛けた「Fabology」（セメダイン株式会社による

導電性接着剤『セメダインSX-ECAシリーズ』を用いた作品）

を製作パートナーのAgIC株式会社とのコラボレーションに

より展示。 布に簡便に導電性が付与でき、 かつ布への接着・

追従性に優れた導電性ペーストである『セメダインSX-ECA』

で、より簡便なウェアラブルデバイスの製作成果を公開した。

代官山T-SITE GARDEN GALLERYの会場では、デジタル

ハリウッド大学大学院在籍の11期生（2014年4月入学）・

福田浩士氏がCEOを務めるmeleapの新感覚ゲームシステム

「HADO」を出展した。

大学院12期生　Olga氏による衣装「Fabology」

大学院11期生　福田浩士氏によるゲーム「HADO」

FashionTech Summitについて

FashionTech（ファッションテック）は、大きく変わりつつある

ファッションの世界をテクノロジーの力で研究開発していくと

ともに、Fashion×Technologyで業界の未来を切り開く活動

である。クリエーションから製造流通、デジタルマーケティング、

リテールソリューションと多くのプレイヤーが日本でも活動

しており、FashionTechを軸に様々な事業者をつなげるコミュ

ニティ形成を目指していく。

【報告】 産学官連携センター 2015年度報告
　　　　Media Ambition Tokyo 2016への参加（FashionTech Summit #001他）
Industry-Academic-Government Cooperation Center: FY2015 Report
Participation in Media Ambition Tokyo 2016 (FashionTech Summit #001)
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【記事】大学院が実験されるデジタルハリウッド大学院「ラボ・プロジェクト」
Lab Project: Case of Digital Hollywood Graduate School 

氏原 大

デジタルハリウッド大学院 兼 産学官連携センター

Dai Ujihara

デジタルハリウッド大学大学院は、新しい事業やコンテンツの

創造を目指す教育研究機関である。実務家及び産業界との

ネットワーク拡大に、教育体制の一環として取り組んできた。

具体的には実務家を中心とする教員、そしてその教員陣に

よる、カリキュラムの不断の刷新が行われてきたのである。

こうした多年に渡る取り組みを経て、近年本学及び産学官

連携センターが開発（あるいは偶然に発見）した「ラボ・プロ

ジェクト」を紹介する。

前提として、まず本学における研究実践科目「ラボ」について

解説する。この科目はいわゆる「ゼミ」科目であり、通年科目

として実務家教員が指導している。それぞれの教員の専門領域

に対し、院生は社会に対してプロジェクトやサービスの実装

を行う。この活動が、彼らの学びとなり、実装の考え方・動き

方は院生の修了課題の「ビジネスプラン＋プロトタイプ」の

制作時に再現される。院生のイノベーションに向けた基本

動作を習得するための科目として位置づけられている。

そして「ラボ・プロジェクト」とは、この「ラボ」科目として

正式に本学のカリキュラムに導入される前にあるもの、まだ

“プロジェクト”段階にあるもの、として発見されたもので

ある。萌芽段階にある産業・試みと出合った場合、まずは

実験的なプロジェクトとして学内に取り入れ育成。こういった

仕組みによって、本学の研究領域を常に刷新し続け、社会

の変化を先取りしながらカリキュラムそのものを有機的に

変化させられるのではないか、ということがわかってきた

のである。企業やイノベーターと共同でプロジェクトを進め

ることで、大学院というカリキュラムそのものが試される、

実験されているのは大学院そのものなのではないかという

主客の転換も感じている。

　

具体的に、「ラボ・プロジェクト」の流れを確認していこう。

2015年10月に開始された「デジタルヘルスラボ・プロジェ

クト」では、次のような目的が掲げられていた。

「デジタルヘルスラボ・プロジェクトとは、デジタルを用いて

ヘルスケア業界にイノベーションを起こすことを志す方々の

ための、プロトタイプ開発を支援する取り組みです。 デジタ

ルヘルスラボ・プロジェクトの最大の特徴は、すでに『デジ

タル』＋『医療・健康』の分野で起業、またはサービス開発

を行っているメンターが支援を行い、『実装（Deployment）』 

を本気で追究する点です。」※1

本プロジェクトは、本学在籍生の株式会社ホスピタリティ・

ワン代表取締役/看護師の高丸慶院生と、本学校医の五十嵐

健祐医師、日本うんこ学会会長・石井洋介院生が中心となり、

多くのメンター・アドバイザー陣を集結し開始された。

2015年10月にキックオフイベント※2が開催され、2015年

10月17日、18日にはヘルスケアハッカソンとの共催による

ハッカソンイベントを実施、12月3日に中間質問会＋Web

なんでも勉強会(本学教員・山崎大助氏主催)を実施、12月

24日にデモデイ(審査会)が開催され、第一回のグランプリ

および審査員特別賞が選出された。受賞者には本学の授業料

優遇措置が与えられた（※入学試験合格者に限る）。第一回

から実際にユーザーを集めて実証を行うプロダクトが出る

など大きな成果を残し、第二回が翌年3月から開催されること

となった。※3

第二回の開催の詳細については、注に譲るが、機械学習を

活用した薬局の業務効率化サービスなど実用可能でイノベー

ティブなサービスが続々と生み出されている。そして、この

成果を受けて2016年4月より、本学のカリキュラムの中に

正式科目として「デジタルヘルスラボ」が設置されることと

なった。※4

このように「デジタル＋医療」の新分野での実験を経て、カリ

キュラム化へとわずか一年で進展したデジタルヘルスラボ・

プロジェクトは、先に触れた「カリキュラムが実験される場」

としての特性を十分に発揮したと考えられる。この特徴が生み

出された所以は優れてイノベーティブな人材であり院生で

ある高丸氏や、校医であり本年度からは特任准教授に就任

された五十嵐医師、石井氏が自ら運営の主体に立って推進

されているからだと考えられる。「器」だけがあっても仕方

がなく、「トップイノベーター自身による運営」が成されて

いるからこそ、価値の高い場が生まれ、実用的なアイデア

がしっかりと生み出されているのであろう。

この「トップイノベーター自身による運営」という形は偶然の

出会いにより生み出されたものである。院生として高丸院生

が入学されたこと、校医として五十嵐医師が着任されたこと、

そして石井院生がハッカソン運営などで豊富な経験を積まれ

ていたことと、そして本学がすでに「オープンイノベーション」

と「本学のマーケティング」を兼ねた取り組みとして、横浜市

とのアプリコンテストによる連携を進めていたことが偶然に

出会ったことで実現が可能となった。

本学では、横浜市との共催および、株式会社パソナテック

が運営するクラウドソーシングサービス「Job-Hub」（ジョブ

ハブ）、株式会社tvkコミュニケーションズと共同主催により

「YOKOHAMA Ups!」アプリコンテストを実施し先進的・模範

的な共創事例を表彰する「日本のコ・クリエーションアワード

2013」にもノミネートされている。※5 地域課題を地域住人自身が

デジタルの力で解決することが可能になるとの認識の基に

開催したコンテストで「オープンイノベーション」と「本学のマー

ケティング」の両立というテーマに挑んだことが、本プロジェ

クトでも活かされている。

また、2016年4月から開始された「サイバーファイナンス

ラボ・プロジェクト」※6では、「医療＋デジタル」から、「金融

＋デジタル」でのイノベーション創出へと活躍領域を変えて

実施。このように業界軸で取り組みを進めることは、一見、

領域の拡張を感じさせるが、「デジタル＋コンテンツ＋金融」

といった3つのキーワードが重なることでジャンルの絞り込

みが効き、本学の院生募集上のマーケティング効果が高まる

ことを予測している。なぜなら本学院は「専門職大学院」で

あるため、それぞれの分野でのオンリーワンと言ってもいい

ような特異な業績を出す方々の入学を想定しているからだ。

そのため、こうした絞り込みの範囲が狭い取り組みを多数用意

することが「まさにそれをやりたかった!」という反応を引き

出しやすく、好ましいのではないかという仮説を持っている。

事業やコンテンツを生み出す仕組みである本学に対して、前述

したようなオープンプロジェクトを対置するということは、

ある意味ではカリキュラムそのものに対する緊張関係を作り

出し、大学院というシステムの安定性を一時的に脅かすこと

となろう。もし、大学院の外で十分にイノベーションが達成

されるのであれば、本学のような大学院は社会における必

要性を問われることとなる。こうした矛盾や衝突をあえて

設定し、自己否定を恐れない姿勢で未知の領域に臨むこと

が、私たちが取り組むプロジェクトの面白さなのではないだ

ろうか。このような活動を通じて、全学のポリシーでもある

『Entertainment. It's Everything.』が、幅広く実現していく

ことを願っている。

※1
デジタルハリウッド大学院 Web
サイト
http://gs.dhw.ac.jp/education/
lab-project/digitalhealthlab/
index.html

※2
キックオ フイベントの 詳 細 は、
SENSORS
http://www.sensors.jp/post/
digital_health.html

※3
デモデイの報告と第二回開催の
詳細は、
ht t p : / /www.dhw.co . j p / p r /
release/detail.php?id=825

※4
2016 年度より正式科目化の詳
細は、
ht t p : / /www.dhw.co . j p / p r /
release/detail.php?id=978

※5
YOKOHAMA Ups！の詳細は、
ht t p : / /www.dhw.co . j p / p r /
release/2014/10/06.html

※6
サイバーファイナンスラボ キック
オフイベントの詳細は、
ZUU ONLINE
h t t p s : / / z u u o n l i n e . c o m /
archives/108259
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【記事】大学院成果発表会「デジコレ6」のデザイン
Design of the Graduate School Results Presentation Meeting “DHGS Collection 6”

大島 志拓

デジタルハリウッド大学院事務局

Yukihiro Ohshima

デジタルハリウッド大学大学院デジタルコンテンツ研究科

（以下、本学）は「株式会社立専門職大学院」という特色を

踏まえ、修士論文の執筆を学位授与の必須要件としておらず、

ビジネスプランを始めとする修了課題制作（以下、修了課題）

によっても学位の取得が可能である。従来の大学院では学位

取得に至るまでの研究成果を「公聴会」において公知の俎上に

載せてきた。しかし本学では「公聴会」とは異なるフォーマット

の成果発表会として「デジコレ」を毎年度開催している。

2016年2月27日（土）に開催された「デジコレ6」のデザ

インにあたっては、「研究成果の一般公開」という当初からの

趣旨を骨格としながら、建学の精神「すべてをエンタテイン

メントにせよ」に則り、ショーとしてのエンタテインメント性

をより強く纏わせることを目指した。

2016年2月27日（土）

「デジタルハリウッド大学大学院 2015 年度成果発表会

 デジコレ 6」

当日プログラム

1. 修了課題プレゼンテーション

2. 研究実践科目（ラボ）エキシビション（ヒットコンテンツラボ）

3. 修了生エキシビション（武田昌大氏）

4. 修了課題プレゼンテーション

5. 研究実践科目（ラボ）エキシビション（ELラボ）

6. 観客特別賞投票／休憩

7. ゲストスピーチ（柴山和久氏／落合陽一氏）

8. 観客特別賞発表

9. MVP発表／学長総評

イベントの中核となる「修了課題プレゼンテーション」では、

修了課題に取り組む終了年度の在籍生から事前にエント

リーを募り、専任教授会にて予め10名の登壇者を選定した。

当該パートはスタートアップの経営者が投資家向けに行う

プレゼンテーション形式「ピッチ」をモチーフとしており、

1人あたり4分を持ち時間として各々の修了課題を紹介する

ものである。

登壇者および発表タイトル

01. PETER ROTHENBERG 

　　「Wearaballs 国境のないスポーツ」

02. 橋本 晋一 

　　「infoair　2020年に向けて、体感・体験を重視したサ

イネージ戦略を考える」

03. 古志 浩之

　　「ScWrap キュレーション志向のデータ整理ツール」

04. NELSON WIDJAYA 

　　「仮想現実とNUIによる3Dモデル構築環境の研究」

05. 田辺 拳斗 

　　「GOZAAAAAS.com 次世代型グルメサービスで、動き出

す外食産業。」

06. 王 勁松

　　「中国動漫産業施策とコンテンツビジネスの可能性」

07. 井上 雅 

　　「SAPAR 海外留学とあなたをつなぐ」

08. 萬里小路 忠昭 

　　「CAMPACK あしたの体験がここにある」

09. 中村 竜乃介

　　「VRノベルゲームの可能性 UI設計とデバイスから見る

新たな形」

10. 神成 大樹 

　　「左手デバイスO2 イラストレーターの仕事革命」

短時間で次々に発表を行う形式は前年度から引き継がれた

ものだが、デジコレ6では、それらの発表に対して2つの賞と

特典を新たに用意した。事前に教授会での審議を通じて決定

される「MVP」に対しては「実装支援金 最大1,000,000円」

を提供する他、当日の観客投票による「観客特別賞」の受賞

者へ「海外研修渡航費」を支給する仕組みを整えた。これら

の施策を通じて、登壇者のモチベーション向上を促すだけで

なく、聴衆参加要素の導入によるエンタテインメント性の向上

を目指している。

なお、デジコレ6では「修了課題プレゼンテーション」以外

にも「研究実践科目（ラボ）エキシビション」「修了生エキシ

ビション」「ゲストスピーチ」といったプログラムを実施した。

過去の実施内容を鑑みれば、「デジコレ」は当初より「修了生

による修了課題成果発表」「研究実践科目（ラボ）の成果発表」

「教員およびゲストによるスピーチ（開会および閉会挨拶等

を含む）」の3要素によって構成されてきた。今回もそれらを

プログラム設計上の要件とすることで、新たな施策を導入し

ながら「デジコレ」としての連続性を担保している。

また、イベント全体のイメージを決定するメインビジュアル

の制作にあたっては、本学が持つ創発的環境の礎として

の「多様性」を表現するため、多様な色彩＝”Colors”をクリ

エイティブ面におけるテーマとした。このテーマは主に制作

物の表現について共通認識を持つために関係者内部で共有

されたものであり、対外的には言及していないが、制作された

メインビジュアルは広報用ポスターやパンフレットに活用し

た他、ビジュアルに含まれる造形要素を登壇者用のブローチ

や表彰用パネル、またステッカー等にも展開した。特にステッ

カーは観客特別賞投票時の投票券としての役割も担って

おり、新たに導入したプログラム上の仕掛けとクリエイティブ

テーマに基づく表現が交差する点において、デジコレ6の象徴

的存在であった。

こうした施策の結果、デジコレ6では本学が駿河台キャンパス

へ移転して以来最多の来場者数（170名）を記録するととも

に、アンケート有効回答101名中100名の観客が「非常に

満足した」或いは「満足した」と回答し、一定の成功を収める

ことができた。

来場者数の内訳［来場者数：170名（昨年度＋53名）］

一般　　　90名（昨年度＋33名）

院生　　　35名（昨年度＋16名）

新入生　　9名　日本人7、留学生2（昨年度-5名）

修了生　　15名（昨年度＋5名）

教員　　　14名　特任1、客員2、専任10、学部1

　　　　　（昨年度＋6名）

DHスタッフ見学　　7名　（昨年度-2名）

多様性を孕みながら実社会との架橋を目指す本学では、自ず

と領域横断的なテーマに研究の焦点があたる。「デジコレ」

のデザインにあたっては、一般的には複雑と思われる研究を

扱いながらも、その成果を簡潔かつエンタテインメント性を

もって伝えることが必要である。その点においては引き続き

向上の余地が残されており、今後も継続的な挑戦が求めら

れるだろう。
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【報告】左手デバイス『O2』イラストレーターの仕事革命
Left Hand Device O2 Illustrator Work Revolution

神成 大樹

デジタルハリウッド大学大学院
修士

Daiki Kannari

1. 事業の趣旨と背景

近年SNSやソーシャルゲームの台頭を皮切りにイラストレー

ター市場が以前にも増し急速に拡大し、今日においては日本

国内に止まらず世界規模での一大マーケットを形成している。

本研究開発はこれを背景としたイラストレーターが、その

作業を行う際に使用するデバイス、中でもペンタブレットと

呼ばれるペン型の入力デバイスの補助として使用される、通称

左手デバイスに着目し、この左手デバイスにおけるデファクト

スタンダードとなるデバイスの研究開発を行ったものである。

昨今イラストレーターとしてその作業に従事する者の大半

は、デジタル環境にてその作業を行っている。その際イラス

トレーターはアナログにおける筆の役割を果たすペンタブ

レットというデバイスを使用し作業を行っており、更にイラス

トレーターの半数近くはペンタブの補助として、何かしらの

デバイスを使用している、或いは使用していた経験を持つ。

それはゲームコントローラーであったり、音量調節用デバイス

であったりと様々であるが、Wacomのペンタブレットのよう

に特にこれといって定まった物はまだ無いのが現状である。

また「使用していた経験を...」と表記した理由として、様々

な問題によりデバイスを使わなくなってしまった人間も多数

居る事実が挙げられる。

また、現在ペンタブレットの補助として何等かのデバイスを

使用している人間の中にも、現状に満足している人ばかりで

はない。筆者である私自身もイラストレーターであり、その

業務に当たり、煩雑な作業の効率化を求め、様々なデバイス

を試験導入した上で満足する結果が得られなかった人間の

一人である。

故に、どのような機能を持ったデバイスであればイラストレー

ターがペンタブレットと共に使用するデバイスとして、デファ

クトスタンダードの地位を確立できるのかに着目した事が

当研究開発の発足の背景である。

2. 要件定義

第一にイラストレーターが現時点で使用しているデバイスの

機能比較を行い、解決すべき問題を洗い出し要件定義を行った。

要件定義は以下の通りである。

①. イラスト制作の工程ににおいて、ペンタブレットと当開発

デバイスの二点で高い水準での作業環境の完結を実現する

こと。

これはデバイスの持ち替え時に発生する手の運動を縮減し、

デバイスの持ち替え時に発生する、画面から視線を切り手元

を確認する行為を減らす意図である。但し、ファイルを名前

をつけて保存する際等、キーボードが必要となる場面も存在

するため、マウスとキーボードを完全に捨てられるわけでは

ない。この点は他の競合デバイスも同様である。

②. ①の条件が満たせない場合は、次の③にて記述される

キーボードで行い難い入力を実現する事に特化して実装を行

い、キーボードで入力する事に差し支えのない機能の一切を

当デバイスからオミットし小型化を追求する。この場合はキー

ボード或いは競合製品1～6迄と併せて作業の効率化を実現

するデバイスを目指すものとする。

③ . キーボード（ON、OFF のスイッチ）では操作し辛く、

かつ使用頻度の高い『ブラシのサイズ変更、ブラシの濃度

変更、ブラシの最小サイズ変更、画面の拡大縮小、画面の

回転、戻る、進む』等の動作を、ツマミや静電容量位置センサー

等スクロール系入力に適正の高い連続性を持った入力を実現

するスイッチ及びセンサーを組み込むことにより、少ない

運動量で実現すること。

④ . 上記③に記述されるような入力に最適な従来のスク

ロール製品では実現されていない、スクロール信号発生毎の

信号切り替えを実現する。仮にツマミを例に挙げ説明すると、

ツマミを30度回わすと1信号が入力され、一回転360度で

12回の信号が入力されるとするならば、通常割り当てられ

たaという入力を連続で入力することしか出来ないが、本製

品では30度毎に任意に設定した異なる入力を実現できるよ

うにする。これにより、回転角度により複数の異なる信号を

入力可能とし、ツールの切り替えや、ブラシの濃度の切り替

えなど、従来のデバイスでは一切実現出来なかった入力を

実現する。

⑤. 使用頻度の高いキー群の中においてもとりわけ使用頻度

の高い、alt,shifft等ファンクションキーへのアクセスが容易

である事。

ファンクションキーを使用する度に手を大きく動かしたり

せずに済む等、使用頻度に合わせ最適化されたスイッチ類

の実装と配置。

⑥. 液晶タブレット若しくはペンタブレットと同時に机に配

置可能なサイズと形状である事。使用感を損なわない範囲

で極力小型化を実現する（基準は100mm×140mm以下、

目標はマウス程度の大きさ）。

⑦. 右利きや左利き、その他様々な手の大きさのユーザーに

提供出来る形状を追求する事（シンメトリー形状、ユニバー

サルデザイン）。

⑧ . プロファイル切り替え機能の実装によりソフトウェアを

跨いでも使用出来るデバイスとする事。又割り当てられた

プロファイルの確認が容易である事。

⑨. 誰もが一目ぼれするようなデザインである事。

3. 開発経緯

以上2で定めた要件定義を満たす為、次の3つの視点から

開発の検討を行った。

①. zero action（視線計測、脳波計測にてキー入力の実現

を目指す方向性）

② . single action（キーボード同様ワンプッシュで信号が

入力される方式、スイッチ、センサー類の最適な選定と配置

を追求し実現する方向性 ）

③. double action（複数のスイッチを同時に入力するコン

ビネーションにより少ないスイッチで膨大な数の信号入力を

実現する方向性 ）

上記①の脳波計測はセンサー精度の問題とコストに大きな

問題を抱え、早々に放擲せざるを得ないものであった。更に

視線計測は、手を動かす必要がなく作業の効率化が見込め

るように思える反面、コストの問題が伏在するのと同時に、

意図的に大きく行う眼球運動は眼精疲労を発生させ、指の

運動で操作を行うキーボードを超える効率化には至らない

ものであると結論づけた。

②については様々な形状の検討を行い、実際にロータリーエン

コーダー×2ジョイスティック×1スイッチ×4を平面上に

実装したプロトタイプの開発を行った。しかし完成した物は

行った要件定義に届かず、要求する信号入力数に応じた

スイッチ数を実現するにはスイッチサイズの小型化が必要と

なり、小型化を行うと逆に操作性に問題を抱える、トレード

オフの状態に陥った。又同時に、この方式は右利き、左利

き両方に最適な形状を実現する事が難しく、シンメトリー

構造を実現するためには余分なスイッチを実装せざるを得ず

規定のサイズを大きく超える必要があると結論付けた。

③については上記②のプロトタイプをベースにコンビネー

ション入力を実現することで、要求する信号入力数への対応

と小型化の両立が図れたが、右利き、左利きの両方に対応

したシンメトリーデザインを維持したまま、要件定義2-③を

満たすスイッチ及びセンサー類を実装する事は困難を極めた。

この問題はスクロール及び回転動作に必要な運動を行いや

すい指が第一指～三指に限られる事に起因する。ここに来て

平面上にスイッチ及びセンサー類を配置する限り、操作性と

小型化の両立は不可能であるという結論に至り、何らかの

パラダイムシフト、ブレイクスルーの必要性に迫られた。

そこで一度それまでの発想から離れ、人間の手で行える動作

の再確認を行い、『倒す』『回す』『押す』という基本動作の再

構築を行うことに成功したのである。

それにより開発されたのが、クリエイターの作業に最適化さ

れた独自入力機構『オービタルエンジン（Orbital_Engine）』

及びそれを搭載した入力デバイス『Orbital 2』通称『O2』で

ある。

4. 独自機構『オービタルエンジン（Orbital_Engine）』

『オービタルエンジン（Orbital_Engine）』 は制御対象を制御

する入力機構である。これは中立位置から複数の方向に傾倒

する軸体と、該軸体の一端に付され該軸体に対して回転する

回転体を有する操作部と、前記軸体の傾倒方向を検出する

第1センサと、前記回転体の回転角を検出する第2センサと、

前記第1センサの検出結果と前記第2センサの検出結果とを

用いて信号を生成する生成手段を備えることを特徴とする。

これにより、従来の製品では実現出来なかった膨大なパターン

の信号入力と小型化の両立を実現した。

本独自機構は平成28年 2月25日付けで特許出願を行った。

5. 入力デバイス『Orbital 2』

入力デバイス『Orbital 2』 （以降『O2』と呼称）は、4で記述

した『オービタルエンジン（Orbital_Engine）』にプラスして、

要件定義2-⑤を満たすためのプログラマブルファンクショ

ンキーを搭載することで、要件定義 2 の全ての項目を満た

すデバイスとしてプロトタイプを完成させた。

当初イラストレーターの作業に特化し設計された本デバイス

ではあるが、一つのツマミで複数のツマミやスイッチの機能

が果たす効果は多岐に渡り、様々なシーンで活用される事

の期待できるデバイスとなった。一例としては動画編集時に

おけるタイムライン移動やボリュームコントロール等にも活

用できるため、従来同業種において使用されていたジョグホ

イールに変わるデバイスとして活用される事も期待される。

現在は実地試験を経て、さらなる操作性の向上と機能拡充

を行い、製品化を目指している。

※ O2 プロトタイプ初期型図
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ピーター・ローゼンバーグ

デジタルハリウッド大学大学院
修士

Peter Rothenberg

Wearaballsとは？

Wearaballsはウェアラブルデバイスを使って、世界中の人と

一緒にスポーツができるサービスである。ウェアラブルと

アプリケーションを使ってユーザーが自分のスポーツのデータ

を記録。アプリが記録したデータを基にカスタムなトレー

ニングを提案する。

加えて、アプリケーションのコア・バリューは同じ場所にいな

くてもIoTを使って世界中の人と競争が可能。既にサッカー

のリフティングプロトタイプが開発されている。

ユーザー経験をまとめると、バンドの形をしているデバイスを

足に付けるとボールのリフティング回数が自動にアプリ内で

記録される。ワールドランキングを確認しながら同じリーグ

にいる選手にチャレンジし、レベルアップしていく。

ミッション

スポーツは昔からのコミュニケーションと交流のツールである。

しかし、最大のスポーツイベント、オリンピックとワールドカップ

は4年に1回しかないものだ。戦争を終わらせる力を持ち、

世界を一緒にする、素晴らしいものスポーツの世界大会は、

なぜ4年に1回しか行われないのか。毎日がオリンピックの

ように世界中の人が一緒に遊べる「国境のないスポーツ」を

創ることは、我々のミッションであるといえよう。

市場の背景

ウェアラブルの市場は現在急成長中である。2020年までに

約3兆200億円までに伸びると予測されている。

(http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/

wearable-electronics.asp)

この熱狂ぶりは下記の3つのトレンドが影響を与えていると

いえよう。

1. ラピッドプロトタイピング

2. ビッグデータ

3. Self-Quantification (データを使って自分を向上させる)

特にラピッドプロトタイピングでヘルスケア用のスタートアップ

が多くみられるが、デバイス内で使われているセンサーの

多くが、加速度センサーのみになっている。これでウェアラブル

はハードウェアで差別化しにくく、ソフトウェアが重要なポジ

ションを担うことになるだろう。

Wearaballsは違う

現在の市場ではヘルスケアプレーヤーが多いが、低コスト

のスポーツ専用デバイスの市場はまだブルーオーシャンと

いえるだろう。

Wearaballsは下記の項目で差別化を図ろうとしている。

1. スポーツ専用

2. ソフトウェア中心　

3. アップセルモデル

少ないセンサーでユーザーが得る情報は限られている。従来の

ヘルスケア用ウェアラブルは、その半分以上がデジタル歩数

計の機能のみである。

ソフトウェアで アルゴリズムを使って動きの分析をするために

は、大量のデータが必要である。

Wearaballsはスポーツ用のアルゴリズムに集中できるため、

ハードウェアを外部で開発している。アルゴリズムが一番の

差別化となり、最強の参入障壁になるだろう。

ヘルスケアウェアラブルを代表する Fitbit の売上は 7 割は

新デバイスである。

(http://www.nasdaq.com/article/deconstructing-the-

fitbit-s-1-cm479397)

マーケットリーダーにはなりえるが、リピーター率が向上しな

ければ、運営は厳しくなると仮説している。

競争分析

去年上場したFitbitを分析してみよう。

Fitbitの粗利率は50％で非常に高い。EBITDAは約215億円で

上場し、1年も経ないうちに黒字化している。FitbitはGoPro

の次に2つ目の上場をしたウェアラブル型の会社である。

高価な もうかる 流動

Fitbit Fitbit Fitbit

P/E: 17.66 粗利率: 48% 流動比率 (Current): 1.29

EV/EBITDA: 22.30 営業利益率: 21% 流動比率 (Quick): 1.04

Go Pro Go Pro Go Pro

P/E: 9.31 粗利率: 45% 流動比率 (Current): 3.18

EV/EBITDA: 5.36 営業利益率: 13% 流動比率 (Quick): 2.59

高い期待 効率よく 安全性

しかし、数年前からの90％のマーケットシェアから、Fitbit

は24%まで下落している。

会社名
マーケット

シェア
出荷数 値段

プラット
ホーム

スポーツ
専用

Fitbit 24.3% 440万個 $40-250
無料

（年/40$）
×

Apple 19.9% 360万個 $350-600 無料 △

Xiaomi 17.1% 310万個 $15 無料 ×

Jawbone 4.4% 50万個 $40-180 無料 ×

Garmin 3.9% 70万個 $50-500 無料 △

Adidas 3.9% 70万個 $50-450 無料 ○

Samsung 3.3% 60万個 $50-150 無料 ×

上記の分析から、生き残るために下記の4つが鍵になると

分析した。

1. 各ユーザーのデバイス数

2. ユーザーのLTV

3. 販売代理店のパートナーシップ

4. ヘルスケアのパートナーシップ

Wearaballsのマーケティング戦略

1. 継続率を第一にする

2. エンゲージメントが高いユーザーにアップセル

3. 縦から横に拡大（各スポーツからスポーツアパレル等に）

まずはサッカーのプロトタイプを使ってサッカー市場にテスト

マーケティングを行う。

最初のユーザーを獲得するために個人のコネを使ってJ3の

MyFCのユースクラブと連携して実績を積む。

また、Google広告のテストマーケティングの結果、ユース

監督の教育が足りないと判明したため、ユース監督のコミュ

ニティを育成する予定である。

ユーザーが長期に渡り継続使用するために、ゲーミフィケー

ションでアプリ内のスポーツトレーニングと競争を行い、

楽しみながら実行できる仕組みを整備。

1 個目のデバイスを5000 円以内で販売する予定であり、

一番エンゲージメントが高いユーザーに対し、新しいデバイス

を販売する予定だ。

一個に6個のセンサーが入っている高いデバイスを販売する

のではなく、データを基にして次のステージに向かうように

なったアスリートに、新しいデバイスを提案していく。

財務モデル

ユーザーの獲得コストは下記の計算式を使っている：

広告＋開発費

Google広 告 の テ スト マ ー ケ ティン グ の 結 果、CTRは

11.3%だった（CPC143円）。

獲得コストは1ユーザーあたりに約3,300円と想定。

財務モデルを3つ作って現在の1.13%のCVRを2.39%ま

で伸ばせるなら損益分岐点に達成すると予測される。ユー

ザー数がFitbitの成長率を同じくするとベスト・ケースで

2024年まで約年間600億円の粗利益を期待している。

これから先

プロトタイプにおいて、さらに安定データを取得するため、

マイクなどの追加センサーが必要だと思われ、研究を継続し

ている。

プロトタイプとユーザー体験も多く取得できた。デバイスの

形をこれから肯定するために、ユーザー体験のテストから

ユーザービリティテストに変更していく予定である。

2016年のリオオリンピックではなく、2020年の東京オリン

ピックではなく、2020年のグローバルオリンピックを一緒

に創りたいと願っている。

【ビジネスプラン/論文】 Wearaballs
世界中の人と一緒にスポーツ「国境のないスポーツ」

Wearaballs - Play with the world. "Sports without borders." 
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概要

本論文の趣旨は、3D モデル開発において、VR（仮想空間）
とナチュラルユーザーインターフェースの可能性について
研究している。3D モデルにおける有効なナチュラルジェス
チャーインターフェースを実験していき、そのジェスチャー
を使用して 3D モデルを作成するのは、3D モデリングソフ
トウェアを使用するよりも制作が早く行えるようになると
思われる。また、VR（仮想空間）を使い、モデルの可視化、
スケール感などを3D モデリングツールを使用するよりも感
じることができることも期待されている結果である。社会
的にはよりクリエイティブで効果的な 3D デザイナーを増加
させられるというインパクトを期待している。

課題解決策

近年、ヘッドマウントディスプレイやモーションキャプチャー
の低価格化に伴い一般の家庭でもVR技術を体感できるように
なった。ヘッドマウントディスプレイも現在は40,000円以
内で購入できることがある。また、モーションキャプチャー
システムが、以前広大なスペースを使用し、マーカーを身
体に装着することを必要とし、高額だった。しかし、現在
は、便利に使用することができるし、低価格になっていき、
20,000円以内で手に入る。その一方、現代3DCGは欠か
せないものになってくる。3DCGコンテンツを作成する為に
は特殊なソフトウェアを使用することが必要とされ、マスター
するまでには時間がかかる。“While 3D related concepts 
are a little hard to grasp or master, what really serves 
as a stumbling block is the graphical interface of these 
programs. Navigating around a virtual 3D space on 
a 2 dimensional monitor screen is what makes the 
process incredibly tedious” [1]。そのため、3Dモデル開
発にVRとモーションキャプチャー技術を融合し、ナチュラル
ユーザインターフェースで3D モデル作成に有効性があるか
どうか、その可能性を実証していく。

本研究を実証するためには、二つのプロトタイプを用意する
ことが必要である。通常の3Dモデリングの場合のプロトタ
イプ（以下、プロトタイプA)。VR+ナチュラルジェスチャー
インターフェースを使っている3Dモデリングの場合のプロト
タイプ（以下、プロトタイプB)。

図1  プロトタイプAとBの説明

特長

1. VRの技術を使って、VR空間でのモデルのスケール感など
が普通の画面より有効になる。

2. VRの中に直感的な音声認識を追加し、3Dモデルの作成
の際に、よりナチュラルなジェスチャーが生まれる。

考察と結論

1) 調査結果によると、ナチュラルインターフェースを使用した
3Dモデリング作成に有効性があるということで、安価機
材でVR+NUIを使用している3Dモデリングソフトウェア
を構築することができる。 

2) VR(仮想空間)を使用し3Dモデルを作成するのは、より
スケール感、可視化を感じられることが実証された。 

3) 経験と時間には関連性がないということが言える。 

4) 学習することによって、さらに使い易く感じられるし、スト
レスもなくなる可能性がある。 

 

今後の展開

今回は比較的構築しやすいソフトウェアと価格の安いハード
ウェアを利用していた。その為には、機材のスペックが制限
されており、様々な検証も限られている。今後スペックが高
いセンサーを使用し、様々なナチュラルジェスチャーで実験
し、より使いやすいプロトタイプを生むことが出来るだろう。
そのため、使用する時のストレスを減少でき、正確なデータ
を取ることが出来るようになる。また、研究からのフィード
バックを基に、改善したプロトタイプを構築していく。更に
改善することにより、より使い易いものになると思われる。
今研究では、「慣れている」という項目が検証できなかった
が、今後、被験者に慣れてもらった場合での使い易さとスト
レスを検証していきたいところである。また、安価機材を使
用することによって、一般普及し、3Dモデルデザイナーを
ターゲットとしてビジネスになる可能性が今後の展開として
期待される。
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[4] Ismail Cimen (2012) Full functional hand-gesture 
interface for 3D modeling
[5] Th ier ry Meta is  (2005) A Dynamic Gesture 
Interface
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reality tool in shipbuilding

【ビジネスプラン/論文】 仮想現実とNUIによる3Dモデル構築環境の研究
Research of 3D Model Constructed Environments with Virtual Reality and NUI

ネルソン・ウイジャヤ

デジタルハリウッド大学大学院
修士

Nelson Widjaya

趣旨と背景

プライベートでもビジネスフィールドでも、個々が取り扱う情報

データ量は増え続けている。昨今、各種ストレージサービス

などは充実しているが、置き場所を複数保有しており、散在

してしまった情報データの取り扱いに悩んでいる人は少なく

ない。その弊害として、いざ必要になった時に置き場所を

忘れてしまったり行方不明になったり、そもそも保存していた

ことを忘れてしまっている場合もある。

増えてしまった情報データを整理するのはとても骨の折れる

作業で、多くの人が後回しにしてしまっているのではないか？

保有しているあらゆる情報データを整理するのは至難であ

るが、個々がもっとも大切にしている興味分野に関する情報

データだけでも、快適に整理する方法はないのか？と考え、

本プランを策定した。

課題解決策

情報データの整理作業は大部分の人が面倒な作業と捉える

と思う。そこで、温故知新的発想から楽しみながら情報を

整理・保存することのできる、アナログのスクラップ帳の

利点を生かした、情報データを楽しく収集・整理できるデータ

整理ツール（Webアプリケーション）を考えた。

特長

「好きなモノを好きなカタチに。」というコンセプトのもと、

テーマを決めてローカルやネット上のあらゆる情報データを

一つ（一画面）のスクラップブックとしてまとめられる。当

アプリケーションに用意されたデザインテーマやサードパー

ティー（クリエーター）が作成したデザインテーマ、企業から

出稿いただいたブランド広告デザインテーマなどを自由に

反映することができるので、個々の興味分野に即した独自の

世界観をスクラップブックに反映できる。集められた情報

データ（当アプリケーション上では“アイテム”と呼称）には

さまざまなメタ情報（独自情報）を付与することが可能で、

作成済みである多数のスクラップブック、アイテムをふり返り

確認する際の分類、検索条件になる。また、設定次第で公開

することもできるので、特定分野に興味を持つ者同士がスク

ラップブックを通じてつながったり、お互いを高めあったり

新たなソーシャルライフも実現できる。

前述した通り、情報データを楽しく収集・整理できること

が重要で、ネット上の情報データ収集には「キュレーション

API」、メタ情報（独自情報）の登録には「言語解析 API」、

スマートフォンのカメラ機能で撮影したフォトデータを「画像

認識API」、「文字認識API」などでアイテム情報を自動認識

させるなどの収集・登録支援を実現しスクラップブックを

作る本来の楽しさに注力できるよう最新のテクノロジーを

導入する計画である。情報収集部分では人工知能 AIとの

連携も想定できる。

今後の展開とまとめ

高度情報化社会において、スマートな情報の整理・活用は

企業でも個人でも大きな課題と考える。情報データが増え続

けるのはこの先も止められない。「情報データ難民＝蓄えた

情報データに翻弄されて自分を見失ってしまう人」という

言葉も一般化するかもしれない。

そのようにデジタル社会の恩恵とは逆に喜ばしくない未来も

心に留めながら、さまざまな情報データ活用シーンの調査を

継続して行い、ターゲットニーズにマッチした本ツールの在り

方やビジネスモデルを継続検討していきたいと考えている。

ソーシャル社会の現代は「広く、浅く、ゆるく」などのキーワー

ドが目に付く時代ではあるが、本ツールは自分の興味分野を

深掘りするためのツールであると同時に、スクラップブック

を共有することにより知らない人と同じ興味分野で深くつな

がれることを期待している。不特定多数とつながる発想では

なく特定の理解者と考えを深めたり、意味のあるやりとりを

交わしたりすることがこれからの時代に必要なのではないか

と感じている。

図 1  ScWrap（ロゴ）

図 2  ScWrap（Web アプリケーション ログイン画面イメージ）

古志 浩之

デジタルハリウッド大学大学院
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【ビジネスプラン/論文】 ScWrap（スクラップ）
あらゆる情報データを楽しくスクラップブック化できる
キュレーション志向のデータ整理ツール

“ScWrap”  Curation-oriented tool for organizing data. 

古志 浩之
所属機関：株式会社グローブテ
イルズ代表取締役  (Preseident 
and CEO)

（www.globetails.jp）
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はじめに

・本研究→「ファン」の持ちうる機能を「ブランド・コミュニ
ティ」概念を用いて検討した。

背景：日本には様々な形のエンタテイメントと、それらの
「ファン」が存在している。インターネットの発達などにより
ファンを取り巻く環境が変化してきている中、企業側による
ファンのマネジメントの重要性もより高まってきていると考え
られる。

ファンの持つ機能・役割の傾向を把握することで、そのマネ
ジメントを容易に出来るのではないだろうか。

仮説：「ブランド・コミュニティの4機能中、ファン・コミュ
ニティにおいては、購買等、企業側へ与える影響よりも、
消費者へ与える影響がより大きいと考えられるため、特に

【エバンジェリスト効果】【エージェント効果】が大きいので
はないだろうか」

→本仮説の検証を通じて、ファンの持つ機能を検討した。

表 1  ブランド・コミュニティの機能（企業視点）※ 1

機能 詳細

エバンジェ
リスト効果

ブランドの価値を広める

コラボレー
ション効果

ブランドの問題点・改善点の積極的な
フィードバック

ロイヤル
ティ効果

コミュニティ内での他メンバーのブランド
態度・ブランド消費に影響を与える

エージェン
ト効果

情報共有やブランドについての歴史と文
化の永続化、支援の提供といった重要な
機能を、企業に代わって遂行し、マーケ
ターと消費者間に社会的な絆を構築する

調査概要

・調査対象：「2.5次元ミュージカル」※2、特に舞台『弱虫ペ
ダル』におけるファンについて

理由）2.5次元：漫画・アニメを原作とした舞台→多様な分野
の受容に影響を受けているのでは

弱虫ペダル：初演から現在まで適度な期間（2012年初演・
現在8作が制作・上演）があり、かつ地方公演など、局所的
な人気ではない

・舞台『弱虫ペダル』の総合スレッド上での発言を上記4効果
に分類→各傾向を分析

・2012年7月16日～2015年12月31日分までの20スレッド、
19,799レス（発言）

分析結果

分類結果は表2の通りである。（重複有）
この結果から、以下のことがわかる。※3

・エバンジェリスト効果の傾向が強い
・ロイヤルティ効果の傾向は弱い
・残り2つの効果には特徴的な傾向は見られない

→仮説のうち、「エバンジェリスト効果」のみの半分が実証
された

表 2  各スレッドにおける 4 機能の推移

合計レス数 割合

エバンジェリスト効果 1,184 42%

コラボレーション効果 648 23%

ロイヤルティ効果 235 8%

エージェント効果 775 27%

合計 2,842 100%

考察・結論

ブランド・コミュニティ概念に基づいて「掲示板」上のファン
間のやり取りを分類、その機能を探る調査を行った→仮説は
半分しか実証できなかった一方、下記の結論に至った。

・「エバンジェリスト効果」に強い傾向
→ファン同士が感想等を共有することで、コンテンツの
価値を高め合っているのでは

・「コラボレーション効果」は結果から有意な傾向があると
までは言えない

⇔どのような状況下においてもまんべんなく現れる

→ファン同士が相互にコンテンツの価値を高め合うことの出
来る場を設け、ファン・コミュニティを支援する、企業側が
コミュニティから発せられる要望を効果的に吸収できるシス
テムづくりを行うなど、本結果から得られた傾向を意識した
ファン・マネジメントを行うことで、結果としてコンテンツへ
のロイヤルティや認知度の向上が図れるのではないだろうか

今後の課題

・掲示板以外のメディアやその他のジャンル・作品のファン
でも同様の結果が得られるか

・本調査では測定できなかった、発言をしない低関与消費者
へ与える影響や、消費者視点での機能などの観点でも検討を
する必要がある。

※3
この結果については、統計的な
検定作業を行い、「エバンジェリ
スト効果が多い」「ロイヤルティ効
果が少ない」という結果が有意で
あることを確認している。

※1
久保田進彦（2003）「ブランド・
コミュニティの概念とマネジメン
ト」『流通情報』403 号、流通経
済研究所、pp.22-23 を基に作
成した。

※2
「2 次元で描かれた漫画・アニメ・
ゲームなどの世界を、舞台コン
テンツとしてショー化したものの
総称」（一般社団法人日本 2.5 次
元ミュージカル協会 HPより）のこ
とである。

【ビジネスプラン/論文】 ファン・コミュニティ機能の研究
－ブランド・コミュニティスキームの適用

Fan Community Function Research: Brand Community Scheme Application
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吉田就彦研究室

吉田 就彦

デジタルコンテンツ研究科
教授

Narihiko Yoshida

主な研究テーマ

① ソーシャルメディア情報を用いたマーケティング戦略の研究
② プロデュース能力の開発とプロデュース手法の開発
③ 森林・林業のビジネスモデル研究

研究概要

① ソーシャルメディア情報を用いたマーケティング戦略の研究；Bｌｏg
等のソーシャルメディアからのクチコミ情報を用いて、商品やサービ
スのヒット状況やその要因を分析し、ビジネス戦略を構築する

② プロデュース能力の開発とプロデュース手法の開発；木暮人倶楽部
が主催する木暮人祭りや木暮人国際映画祭の運営を通じて能力の開発
とプロデュース手法の開発を行う。

③ 森林・林業のビジネスモデル研究；研究会や勉強会の開催などを
通じて、新しい林業系のビジネスモデルを研究・構築する。

専門領域

ヒット商品要因分析、メディア・コンテンツビジネス、マーケティング
戦略、インタラクティブ・マーケティング、ヒット商品開発、人材能力
開発、地域おこしプロデュース

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

シンポ
ジウム

2011 国際森林年記念シンポジウム「木の
国再び」第 1 部「法隆寺五重塔の木造建築
と東京スカイツリーの共通性に見る日本文化
の未来」

2011年12月
皆川芳嗣林野庁長官、元東京芸術大学学長澄川喜一氏らを招いた2011国際森林
年記念シンポジウム「木の国再び」にて、第1部として「法隆寺五重塔の木造建築
と東京スカイツリーの共通性に見る日本文化の未来」のナビゲーション。

講演 吉田私塾「戯塾」 2012年2月～

毎月第一水曜日に定期的に開催する吉田私塾「戯塾」。毎回テーマを決めて講演。
テーマとしては、「スティーブ・ジョブズを考える」「東日本大震災を考える」「オ
リンピックを考える」「東京スカイツリーを考える」等、その時々のエポック的な
テーマを取り上げ一般より公募した塾生に講演。

講演
三重・葉枯らしフォーラム「ヒット学～森林・
林業にヒットを生む可能性」

2012年
2月4日

三重県中勢森林組合主催イベントでの講演。天然乾燥木材の有効活用が地域活
性化に繋がるとの講演を行い、高部京大教授とも対談。

研究
発表会

ソーシャルメディアワーキングショップ「ソー
シャルメディアにおける企業クチコミのコー
ポレートブランド及びサービスプランドの
3.11前後の変化」

2012年
3月28日

ソーシャルメディアに関心のある物理学、社会学、マーケティング、言語学等の
学者が一堂に会し行う定期的開催研究会。

講演
鳥取県智頭町講演会「ヒット学～地域活性と
森林・林業の可能性」

2012年
3月1日

鳥取県智頭町寺谷町長主催の地域活性化研究イベントにて講演。

講演
糸魚川法人会主催「大ヒットの方程式～地域
活性化と最新トレンド～」

2012年4月 新潟県糸魚川市の法人会定期会合にて地域活性化の講演。

講演
奴奈川経済懇談会主催「大ヒットの方程式～
地方活性化のキーポイント『ジオパーク』を
事例にして」

2012年8月
新潟県糸魚川市の経済懇談会で地域活性化のキーポイントとして「世界ジオ
パーク」での活性化を提言。米田糸魚川市長も出席。

研究発表 イベントプロデュース手法の研究
2015年

4月～12月
第4回木暮人祭り2015、及び第3回木暮人国際映画祭2015のプロデュースに
院生が関わり実施。内容を検証。

三淵啓自研究室

三淵 啓自

デジタルコンテンツ研究科
教授

Keiji Mitsubuchi

主な研究テーマ

セカンドライフを活用したコンテンツ制作、ビジネスモデル、経済
モデルの研究

研究概要

メタバースとは、3次元のシミュレーションをもった仮想世界であり、
ソーシャルネットワークでもある。大きな特徴として、自己投影でき
るアバターを介して体感する仮想空間である。現在は、その仮想空
間と現実空間の交差する空間をインタースペースと呼び、インター
フェースに代わる人間と情報の関係空間として研究を行っている。
インタースペースの各種手法として、現実空間に情報をマッピングする
AR拡張現実やプロジェクションマッピング、また仮想空間に現実情報
をマッピングするビジュアリゼーションまで含み、応用は広い。視点
は、シミュレーション空間と現実空間を交差させることにおける人と
情報の新しい交流や、検索、情報処理などを研究しているので、特殊
な手法に限った研究ではない。また、アバターのアイデンティティー
構築やアバターによって形成されるコミュニティーの形成、運用、ソー
シャルメディアにおけるコミュニティー運用なども手がけ、アイデン
ティティー構築により、仮想アイテムや仮想商品などの仮想価値、流通、
販売などの調査も行う。新しいデジタルコンテンツ流通の可能性や、
臨場感・没入感のある3Dのシミュレーションによって演出可能な
ユーザー体験（User Experience）および、コンテンツとコンテクスト
との相関なども調査し、3D仮想世界におけるUXのあたえる仮想価
値、コンテンツの仮想価値などとコミュニティーの相関の研究も行っ
ている。先駆的セカンドライフにおいては現在も拡大を続けており、
登録ユーザー数は2010年8月現在2000万人を突破している。
セカンドライフにおける注目点は、

1. ユーザーの制作した3Dコンテンツが、仮想世界を構築している
2. 制作物の著作権は制作者に帰属する
3. 制作したものを流通・販売できる
4. コストのかからない微少決済ができる
5. 制作物が100％サーバーで管理されている
　 （Digital Contents Tractabirity）

の5点。これは、新しいデジタルコンテンツ流通の可能性と臨場感・
没入感のある3Dのコンテンツであり、コミュニケーションツールで
あると考えている。そこで、当研究室では、初音ミクのようなオープン・
コンテンツのビジネスモデルや臨場感、没入感を活用した教育シス
テム等の研究をしている。特にメタバースにおけるデジタルコンテンツ
の流通に関しては、2009年度には総務省のサイバー特区事業にお
いて、セカンドライフ、スプリューム、ミートミーのメタバースのみな
らず、動画配信を通してミクシー、スティッカム、スカパー放送など
も連動した放送実験等を実施。3Dの情報の表現にはコストが高い
ので、動画のライブ配信も連動させることにより多くの人に対する
コンテンツの流通や、人々の行動などを調査。また、2010年10月
からは株式会社カプコンとコラボして、メタバース内のキャラクター
の制作販売権利をクリエイターに開放し、その制作物の流通なども
開始。今後、ユーザーによる制作活動や販売活動によるビジネスモデ
ルの検証を進めている。研究室では、これらをオープンコンテンツ
と呼び、クリエイティブコモンズやフェアーユースとは異なる新しい
形のビジネスモデル、ライセンスモデルの構築を実験していく。また、
仮想商品の流通や価値に関しても仮説を立て、アバターのアイデン
ティティー、ソーシャルアクティビティーなどによる仮想価値のメカ
ニズムを研究。マクロ的には、メタバースは次世代のデジタルコン
テンツ（仮想商品）の流通の基盤として、社会的認知や法的問題、
経済効果などにも注目し、情報収集及び調査など進めている。

専門領域

人工知能、画像認識、インターネット技術、仮想世界、3Dシミュレー
ション、仮想通貨、デジタルコンテンツ流通、著作権管理、2次・3次
著作物管理システム、MPEG世界標準、拡張現実、仮想現実、拡張
仮想、超臨場感

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

研究 戦国バサラプロジェクト 2010年10月 株式会社カプコン様との仮想世界における、キャラクターグッズ流通実験。

研究
異文化におけるゲーム開発教育

（サウジアラビア）
2010年

6月～12月
サウジ政府教育機関によるゲームエンジニア養成コースのカリキュラム設計及び
運用。

研究
拡張仮想（東北被災地）
三淵研究室

2011年
6月～現在

国土地理院の関東から東北八戸までの1024分の1の地図を作り、原発や被災
地の様子をグーグルマップからのデータなどをマッピングした空間をセカンドあり
ぐ内に構築、アートイベントなど開催。

研究
同化プロダクトの3D化処理
独立行政法人海洋研究開発機構

2012年
2月～3月

震災漂流物モニタリングにかかる同化プロダクトを3D化し、その動的シミュレー
ションを、3D 空間でシミュレーションできるアプリケーションを3D プラット
フォーム Unityを用いて開発。

研究
ARデモ　バーチャルミラーの実験
最先端IT推進コンソーシアム

2012年8月
先端IT推進コンソーシアムとの共同研究で、仮想の鏡を、ゲームエンジンUnity
を使って、つくり、自分と先生の映像などを重ね合わせてみることによって、
教育に活用する実験。

研究
ゲームエンジンUnityを活用した、
仮想世界の研究

2012年
6月～現在

3D 社のクラウドシステムを活用し、デバイス非依存の、水中生物アバターの
チャット世界の研究。
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主な研究テーマ

ロケーションメディアから取得する行動情報を記録するライフログに、
ソーシャルメディアから得られる気分（感性と心理情報）を取り入れた、
人と親和性の高いコミュニケーションプラットフォームの研究

研究概要

メディアコミュニケーションにおいて生活動線上にある様々な広告や
コンテンツの有用性を検証し、メディア接触における生活者の行動
変化要因を抽出し、購買行動変化などの行動分析を行っている。実
生活の中で日々の行動情報を記録するライフログに、感性と心理情報
を取り入れた人と親和性の高いコミュニケーションシステムを研究。
また、これを応用した地域資源の発掘と情報の可視化による情報運
用手法開発と人の行動に合わせたシナリオを構築することで、地域
や企業と生活者にとって的確で親和性の高いコミュニケーションシス
テムの確立を目的としている。

専門領域

コーポレートコミュニケーション

　メディアコミュニケーション

企業におけるコミュニケーション戦略のフレームワーク

　マスメディア・地方メディア・地域メディアなどのメディア特性を
　活用したコミュニケーションビジネス

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

実証実験 金融サイネージ活性化実証実験 2010年10月～
金融サイネージのコンテンツ運用における広告手法の研究およびコンテンツ制作
における教育システムの構築。

テーマ
研究

ソーシャルメディアを研究する番組
「そめけん！」

2010年4月～
2011年5月

ソーシャルメディア市場研究。
企業のソーシャルプロモーション。

ネット
ワーク
構築

クリエイティブコネクション東京
2011年4月～
2012年3月

クリエイターや企業によるコアネットワーク基盤整備とビジネスマッチングのため
のコーディネイト。

共同研究 SoLoMoNプロジェクト 2011年6月
三淵研究室・香田研究室と共同で、地域におけるまち歩きのためのプラットフォーム
研究開発。

共同研究 北前船共同研究プロジェクト 2012年6月～

吉田就彦研究室と共同で、日本海側の伝統文化を掘り起こし、映像メディアやソー
シャルメディアなどのIT技術により現代に甦らせ、新たな価値を付加することに
より、地域文化を顕在化させ、海外展開を意識した観光資源のビジネスモデル化
を目的に研究。

荻野健一研究室

荻野 健一

デジタルコンテンツ研究科
教授

Kenichi Ogino

海老根智仁研究室

海老根 智仁

デジタルコンテンツ研究科
教授

Tomohito Ebine

主な研究テーマ

ITを使った先端研究であり、分野は特に問わない

研究概要

次世代に向けてIT産業を更に発展させるためには、業界の未来を切り
開くような創造的な研究ポテンシャルの充実が不可欠となっている。
このような創造的研究の推進においては、研究者個人の資質、特に
発想の自由な若手研究者の活躍に期待を寄せている。そこで、創造
性、独創性に富んだ若手研究者が、自らがIT業界において実施を希望
する研究課題とオプトの研究領域を勘案して設定した研究課題に
ついて、自由な発想で主体的に研究できる場として、「海老根智仁
研究室」にて研究を実施する。

専門領域

インターネットビジネス
　＊ 経営戦略とインターネットマーケティングの融合領域
　＊ インターネットを活用した経営戦略及び組織

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

講演
デジタルハリウッド大学大学院＆Think!
提携講座

2007年10月 ビジネスを成功に導く事業計画の作り方。

書籍
会社を替えても、あなたは変わらない
成長を描くための「事業計画」

2008年

光文社、単著。
概要：成長への筋道を立ててくれる便利なツール「事業計画」の本質的な考え方
を解説。人が人材市場で勝ち抜いていくための方法として、どのように事業計画
の考え方を応用すればいいのか、具体的な手法・手段も紹介する。

書籍
Webマーケティングコンサルタント
養成講座

2008年
翔泳社、共著。
概要：現在注目されているWebマーケティングコンサルタントとして必要なネット
マーケティングの知識と業界内部の構造を網羅的に通貫した一冊。

書籍 eコマースプランニング入門講座 2009年
概要：これからeコマース事業への参入を目指す方、またはeコマース事業の見
直しを検討している方に向け、本質的な強みを持つeコマースを構築するための
知識・ノウハウをバランスよく解説している。

書籍
モバイルマーケティングコンサルタント
養成講座

2010年

概要：モバイルマーケティングコンサルタントを目指す人々のための入門書。
実際の業務（やるべきこと・その流れ）知識として押えておくべきことを体系的に
まとめ、マーケティング、広告、さらに戦略策定までをカバーし、業界内部の
構造も網羅的に通貫している。
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主な研究テーマ

政府コンテンツ振興政策及びコンテンツ業界に於ける支援環境の構築

研究概要

政府コンテンツ振興政策及びコンテンツ業界に於ける支援環境の構築。
主に総務省、経済産業省、文部科学省に於けるこれまでのコンテンツ
振興の為の政策の研究と分析。
各年度の政府方針に伴う、各省のコンテンツ関連の施策等の研究
および具体施策の提案。
日本のコンテンツ業界全体の有機的連携、国際競争力強化を図る為
の研究。
その一つとして、次世代デジタルコンテンツとなる高解像度3D立体
映像の制作の為の、長編3DCG制作、データの高速伝送等の支援
の共有基盤の研究と実証実験を行う。

主な研究テーマ

1. 新しい色学の研究（先端色彩研究チーム） 
2. 視覚心理学並びに視覚の法則の研究（基礎デザイン研究チーム）

研究概要

1.「先端色彩研究チーム」色による占いや心理テストなど、実際の根拠
はなく、また、マンセルカラーシステムやPCCSは、カラーシステム
の代表だが、これらのシステムの根拠も曖昧なまま構築されたもの
である。実在するかのような色相環もゲーテによる創作であり、それ
を基に作られた色立体も実は架空のものである。
色は電磁波であり、素粒子であるところに色の科学的根拠がある。
色は素粒子としての性質に支配されており、そこから新たなカラー
システムを構築することが、急務と考えている。近年、脳科学や物
理学（素粒子論）の進歩により、さらに色の本質が明らかになりつつ
ある。本研究室は電磁波としての色と脳、そして生理との関係を
踏まえた色彩を「先端色彩」と呼び、その研究を推進するのが「先端
色彩研究チーム」の役割と考える。新たな「色彩生理学」の樹立を図り、
使うための色彩とデジタル色彩に重点を置き、啓蒙と普及活動を
展開する。

専門領域

ビジネスモデル、政府政策

2.「基礎デザイン研究チーム」は、ドイツのメッツガーが50年前に
確立した視覚の法則を科学的に検証し、果たしてそれは現代にも通
用するのか、また新たな法則が見つかるのか、臨床的な調査を踏ま
えて分析。特に現在ファーストパートとして基本図形の心理的な性質
を明らかにする作業に入っている。丸、三角、四角といった基本図
形における視覚心理学は、多方面で応用できるものであると言える。

専門領域

デザインビジネス開発、デザイン戦略立案、発想論、色彩理論、
色彩戦略、デザイン理論、グラフィック実務全般

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

テーマ
研究

デジタルサイネージが持つ公共性と
倫理性の研究

2009年4月～
現在に至る

市場拡大・競争激化が謳われている当該メディアにおいて、その可能性を踏まえ
た上での、可及的速やかな公共性と倫理性の考察と提唱を行うことが、これから
のデジタルサイネージの発展と拡大を良方向へ方向付ける必要要素と思われる。
またそれらの向かうところは、効果的なプロモーションによる地域活性や雇用
創出と同時に、次世代へ向けた秩序ある景観創造や、潤滑な地域コミュニケー
ションが期待されている。

テーマ
研究

3Dサイネージのビジネスの可能性に
ついての研究

2009年
5月～12月

昨今、3Dの表示技術が革新的な進歩を遂げている中、裸眼視立体表示が可能と
なったモニターを活用して、デジタルサイネージ領域において、広告効果やその
他のビジネスの活用について、調査、研究、実証実験を行う。

テーマ
研究

コンテンツ共有制作環境の研究
2009年6月～
2012年3月

平成 19 年まで行われた、文部科学省科学技術振興調整費「次世代超高精細度
映像のためのCG映像制作環境の研究」を引継ぎ、クラウドコンピューティングに
おけるCGのレンダリング処理、ハイビジョンにおけるデジタル放送のプラット
フォームにあわせたエンコーディング処理の具体的なサービス化実現に向けた
実証研究をベンダーと制作プロダクションと連動して行う。

テーマ
研究

上記研究を基に参画企業を募る 2012年4月 一般社団法人「日本コンテンツ振興機構」を設立。

経済産業
省事業プロ
ジェクト

CG・VFX共通基盤検討委員会
2012年9月～
2013年3月

WG.1 クラウドを活用したレンダリングシステムの検討と実証実験。
WG.2 制作工程管理システムの検討と実証実験。

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

書籍
図解で分かるヒット商品の配色術 
商品ごとの特製カラーチャート付き
最新の先端色彩理論で解説 

2008年12月

誠文堂新光社、単著。あのヒット商品の色彩戦略が分かる！ 今ヒットしている商
品、これからヒットするであろう商品、特定のジャンルで売り上げを伸ばして
いる商品を取り上げ、形と色の側面から解説。カラーチャートとともにその配
色を分析する。

講演 第82回かわさきデザインフォーラム 2009年3月

われわれの身近な存在ですが、残念ながら、色のあいまいさ､ 不透明さを利用し、
「色で人の心が解る」「色で幸せになれる」「色でモノが売れる」など､ 色に神秘
な力や過剰な役割を求めた色彩論があふれています。色の本当の姿は何なのか､
色の新しい捉え方についてお話をいただくと共に、色の活用の現況についても、
実例を交えて紹介、解説。

書籍 視覚デザイン 2009年12月 ワークスコーポレーション、単著。

講演
先端色彩による配色
金沢市加賀友禅振興事業

2011年1月
伝統的な配色の世界を持つ加賀友禅。この伝統工芸を躍進させるためには色彩
的な戦略が必要であり、これまでの伝統に縛られず新たな配色を模索するための
提言。金沢で活躍する代表的な加賀友禅作家を招いての講演。

書籍 色と配色がわかる本 2012年1月 日本実業出版社、単著。

教育 先端色彩による配色技法（色彩理論） 2012年3月
これまで中国では行われたことがない実戦的な色彩演習を行った。感覚に頼らない
配色、デザインの現場で使える配色について徹底的な講義と演習を行い、その成果
を収集した。

小山昌孝研究室

小山 昌孝南雲 治嘉

デジタルコンテンツ研究科
客員教授

デジタルコミュニケーション学部 教授
デジタルコンテンツ研究科 兼任教授

Masataka KoyamaHaruyoshi Nagumo

南雲治嘉研究室
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主な研究テーマ

賢者の知を現代に再現する人工知能とビジュアル表現の研究

研究概要

AI（人工知能）によって世阿弥が現代に復活したら、クリエイター
としてどんな教えを話すでしょうか。どんな対話をするでしょうか。
私たちは風姿花伝書から約５１の極意を抽出し、自在にその知を繰り
出す世阿弥の対話型AIを作ります。マルチメディアやロボットという
最先端のメディア表現を使って、楽しく温故知新が伝わるコンテンツ
を制作していきます。

主な研究テーマ

文化政策学、メディア論、コンテンツ産業論、デジタルコミュニケー
ション論

研究概要

社会学、芸術工学、経済学など学際的な視点で激変するコンテンツ
産業の構造と課題。また、アジアやヨーロッパなど各国における
文化政策、さらにテクノロジーの進歩によって変貌するメディアと
コミュニケーションの変化などを研究。

専門領域

知識イノベーション、検索技術、情報編集

専門領域

コミュニケーション学、教育社会学、メディア学、プロデュース学、キャ
リアデザイン学

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

書籍 情報力 2009年1月 「リサーチ＆プランニング」の書籍化。

プロ
ジェクト

デジタルワークを支援する小物ツールの研究 2010年4月～
製造業者とともに学生が、デジタルワークを支援するツールをデザインして製品
を試作。

プロ
ジェクト

ニコンUPの用途研究 2010年5月～ ニコン社のARデバイスUP40台を借りて、学生が新用途を研究した。

プロ
ジェクト

デジタルネイティブ世代のケータイ電話
コンセプトデザイン

2010年6月～
通信キャリアの社員20名と本学学生50人で4時間のワールドカフェを実施して
次世代のケータイコンセプトをデザインした。

書籍 ブックビジネス2.0 2010年7月 電子書籍の未来。

プロ
ジェクト

デジタル時代の授業ノートの取り方研究 2011年4月～
学生の授業ノートを収集してデジタル時代のノートの取り方の変化や製品ニーズを
分析する。マーケティングサークル知恵の輪と共同。協力コクヨ社。

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

著作 デジタルコンテンツ白書2009 2009年9月
デジタルコンテンツ産業の現状と今後について、毎年発行されている「コンテンツ
白書」。2009年度から「人材育成」のパート部分を執筆し、またデジタルコンテンツ
白書2009の編集委員として参加した。P145～152。

著作 コンテンツ教育の誕生と未来 2010年12月 コンテンツ産業の政策とコンテンツ教育の誕生の歴史。

著作 アニメ学 2011年4月
アニメを体系化された学問として成立させるためアニメを学ぶ人のための教科書。
アニメの定義づけ、歴史から演出、教育、法律、ビジネスまでを全網羅。

論文
情報処理学会 デジタルコンテンツクリエー
ション研究会

2012年5月 デジタルコミュニケーションから探る世界拡張の考察。

論文 芸術科学会 2012年7月 デジタルコミュニケーションに関する歴史的考察と定義への試み。

講演
いわてデジタルコンテンツ産業育成
プロジェクト

2012年9月
岩手県が今後推進するデジタルコンテンツ産業について「現状の動向とこれから」
と題して基調講演を行った。また、プロジェクトのメンバーとしてデジタルコン
テンツ産業の育成に関わる。

海外講演
JAPANESE Anime SEMINAR 
AND WORKSHOP WITH PROS

2015年1月
19日～23日　
マレーシア

文化庁　ASEAN諸国へのポップカルチャー分野の専門家派遣等事業。

学会発表
シンガポールのビジネススクールに
関する研究

2015年
6月13日
宇都宮大学

日本比較教育学会第51回大会において、左記タイトルの口頭発表。

橋本大也研究室

橋本 大也高橋 光輝

デジタルコミュニケーション学部
教授

デジタルコミュニケーション学部 兼任准教授
デジタルコンテンツ研究科 准教授

Daiya HashimotoMitsuteru Takahashi

高橋光輝研究室
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主な研究テーマ

キャラクターマーケティング、キャラクタービジネス、キャラクター
ツーリズム

研究概要

キャラクター業界（コミック、アニメ、映画、グッズ、ゲーム、インター
ネット）の過去から現在までをマーケティング、ビジネスの視点から
多面的に調査・分析を行う。

また、近年、注目を集めている地域活性化に大きな貢献をしている
ゆるキャラなど、キャラクターコンテンツをマス・ツーリズムの
視点からその現状の調査・分析を行う。

調査結果は、公式サイトにアップし、公開。

主な研究テーマ

3DCG表現研究

研究概要

3DCGアニメーション制作のための技術研究を行ない、最新技術を
取り入れた3DCG教材を作成する。研究活動をとおして蓄積された
3DCG表現に係わる研究成果内容を、本研究室を中心として発信を
進め、幅広い視野を持ち、高い技術力と芸術性を併せ持つCGデザ
イナーを育成することを目標とする。

専門領域

マス・マーケティング論、キャラクターマーケティング論、キャラクター
ビジネス論、漫画史、キャラクターコンテンツ史、キャラクター
ツーリズム論

専門領域

3DCG デザイン、3DCG 技術研究、美術解剖学、人体デッサン、
美術教育

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

講座 キャラクタービジネス研究 2006年～ キャラクタービジネスの実地調査、研究を行い、研究レポートにまとめる。

講座 キャラクターツーリズム研究 2010年～ 地域活性化につながるキャラクター提案。

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

講演 CG・アニメーション表現と人材育成
2010年
3月26日

2010年3月26日、東京ビッグサイト東京国際展示場にて開催された、東京国際
アニメフェア2010シンポジウム「アジアのCG・アニメーション表現と人材育成」
にて講演。

テキスト
作成

3DプリンタuPrintのチュートリアルの作成 2011年6月～ 3DプリンタuPrintを使用しての立体造形制作指導およびチュートリアルの作成指導。

制作指導 モーションキャプチャ撮影
2012年

2月／7月
モーションキャプチャ撮影およびモーションデータ使用作品の作成指導。

テキスト
作成

MAYAテキストの作成 2012年4月 MAYAテキスト1300Pのバージョンアップ対応。

学会視察 SIGGRAPH2012 2012年8月 SIGGRAPH2012 視察。

3DCG
教育

３DCG教育 2014年 MAYA3DCG制作技術研究、教材作成、テキスト英語化。

モーション
キャプチャ

実習
モーションキャプチャ研究

2015年
2月／8月

モーションキャプチャ研究。

学会視察 SIGGRAPH Asia 2015 2015年11月 SIGGRAPH Asia 2015 視察。

加藤洋研究室

加藤 洋黑田 順子

デジタルコンテンツ研究科
教授

デジタルコミュニケーション学部
准教授

Yo KatoJunko Kuroda

黑田順子研究室
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主な研究テーマ

コンテンツビジネス分析、コンテンツ海外展開

主な研究テーマ

コンテンツ制作技術の未来形

研究概要

本格的にデジタルツールによるコンテンツ制作が開始されて四半世紀が
経とうとしている。当初は制作現場においてインハウス用として開発
され使われてきたものが、アプリケーションソフトとして販売される
ようになり、制作用のデジタルツールという新たな市場を作り出した。

それより現在に到るまで、非常に多くのデジタルツールが開発された。
機能を集積して大規模なツールとして生き残って行くものと、プロ
フェッショナルユースの単機能に等しいツールとして存在するものが、
常に混在している状況でもある。プロでも、ツールを最適に選ぶこと
が難しい状況である。

本研究室は、マンガ、アニメ、映画、ゲームなどのプロフェッショナル
な制作現場において、ツールを組み合わせた最適なワークフロー提案
と、ツール間をつなげるユーティリティ開発などにより、コンテンツの
マルチユースを効率化する研究を行っていく。

専門領域

コンテンツ・ビジネス、海外コンテンツビジネス分析、ビジネス
モデル設計

プロフェッショナル制作現場にフォーカスをして研究をするが、研究室
の目的は、あらゆることがデジタルツール化し、それらをリンクする
ことにより、仕事を含め、あらゆる問題に対して解決して、人生を進め
ていくと想定されるデジタルメディア社会を生きる生活者を念頭に
おいたものである。

専門領域

コンピュータグラフィックス基礎理論、ヴァーチャルリアリティ、コン
ピュータ史、音響工学、建築音響設計、多変量解析、システム設計

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

論文
アニメ産業レポート2010： 
日本アニメの海外展開

2010年10月
日本動画協会、章担当。
日本動画協会会員などを中心とした海外展開状況の分析。

書籍 コンテンツビジネスのデザイン 2011年6月
公益法人ユニジャパン、単著。
コンテンツプロデューサー志望者のためのコンテンツビジネス入門書。

論文 キャラビズデータ2011 2011年6月
キャラクターデータバンク、章担当。
アニメなど日本のポップカルチャーコンテンツの海外ビジネス展開状況の解説。

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

文部科学省科
学技術振興調
整費による研

究開発

関ヶ原の合戦を舞台とした侍の
群集映像制作

2007年11月
大規模な合戦シーンを作成するための群集システムの開発。
第23回NICOGRAPH論文コンテストにて「審査員特別賞」を受賞。

研究会
未来フォーラム「2012年から2013年
のデジタルコミュニケーションの動向」

2011年4月
「2012年から2013年のデジタルコミュニケーションの動向」をテーマに中長期的
なビジョンについて議論。

研究会
未来フォーラム「政治分野における
ネットメディアの展望」

2011年5月
平井卓也衆議院議員をゲストに迎え、政治分野におけるネットメディアの展望を議論。
平井卓也衆議院議員：自民党総務部会長（SC総務大臣）／IT戦略特別委員長／
ネットメディア局長

研究会 未来フォーラム「WebUX, UIの未来」 2012年6月
いまウェブ業界で活躍中のアートディレクターやデザイナーと、今も未来も変わら
ずに人々に求められるであろう「デザインの考え方」を導き出すディスカッション
を行う。

研究会 未来フォーラム SIGGRAPH報告会 2012年8月
8 月 5 日から 9 日にかけてアメリカ ロサンゼルスで開催された、アメリカコン
ピュータ学会の国際会議・展覧会 SIGGRAPH 2012 の報告会。

研究会
未来フォーラム「ライフスタイル領域：
未来のライフスタイル考察」

2012年9月

日本においては明るい未来が待っているとは言えない状況の中、テクノロジー
の進化によって世界の距離感が近くなり、人々のライフスタイルや就労形態も大
きく変わろうとしている。デジタルハリウッドの留学生と共に日本人という枠に
とらわれず多様な視点から未来を議論し本当の「豊かさ」を享受し明るい未来
を創造していくために具体的に今後何を成すべきなのかを考察する。

森祐治研究室

森 祐治杉山 知之

デジタルコンテンツ研究科
客員教授

デジタルハリウッド大学 学長
デジタルコンテンツ研究科 教授

Yuji MoriTomoyuki Sugiyama

杉山知之研究室



48DHU JOURNAL Vol.03  2016  ｜47  ｜ DHU JOURNAL Vol.03  2016

主な研究テーマ

インタラクティブなリアルタイムコンテンツの研究開発

研究概要

過去のREALしかなかった時代の崩壊とともに、VIRTUALを中心と
したデジタルコンテンツが一世風靡したこの時代、しかし、時は止
まることはない。VIRTUALで培われた先進性をベースとした、まっ
たく新しいREALが、今まさに、さまざまシーンで創出されようとし
ている。本研究室では、その次世代のREALを『SUPER REAL』と
定義し、その扉を開くべく活動するクリエイター集団を生み出していく。

『SUPER REAL』は、全身と五感のすべてで感じる、魂を揺さぶる
ような感動をもたらす、まったく新しいエンタテイメントを提供し
ていく。

専門領域

3DCG、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、システム開発、センサー、
プロジェクトマネジメント手法

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

書籍 DirectXゲームグラフィクスプログラミング
2003年
9月30日

ソフトバンククリエイティブ。
DirectXを題材に、3DCGプログラミングの基礎を詳細に解説した入門書。

書籍
DirectXゲームグラフィクスプログラミング
Ver2.0

2004年
10月30日

ソフトバンククリエイティブ。
DirectXを題材に、3DCGプログラミングの基礎を詳細に解説した入門書の第2版。

書籍 DirectXシェーダープログラミング
2007年

12月21日

ソフトバンククリエイティブ。
DirectXを題材に、3DCGプログラミングで主流のテクニックになりつつある、
プログラマブルシェーダーに関して、その基礎と応用を詳細に解説した入門書。

テーマ
研究

ダンスとテクノロジーの融合 2011年4月～
ダンスアートにテクノロジーを融合させ、まったく新しい次元のエンタテインメント
の創出を行う。

テーマ
研究

HAPTICインターフェース 2011年4月～
産総研との共同研究により（予定）、HAPTICインターフェースを誰でも簡単に
デジタルコンテンツに組み込むことができるような API の研究開発。

プロ
ジェクト

街歩きプラットフォームの開発プロジェクト
「SoLoMoN」

2011年4月～
街歩きスマートフォンアプリ開発のためのプラットフォーム開発。JTBをはじめ、
企業・団体と実証実験を実施。

テーマ
研究

インタラクティブ落語の研究 2011年9月～ センサー技術とCG技術を古典落語へ適用し、新感覚の芸能を生み出す。

テーマ
研究

Unityのインタラクティブコンテンツへの
応用技術研究

2011年9月～
ゲームエンジンUnityを応用したインタラクティブコンテンツの構築技術の研究。
内外のエンジニアを動員して、ハッカソンイベントであるGameJamを主催。また、
CEDECにおいても成果発表を行う。

香田夏雄研究室

香田 夏雄

デジタルコミュニケーション学部 客員教授
デジタルコンテンツ研究科 教授

Natsuo Koda

主な研究テーマ

プロデューススキルの発展・応用

研究概要

プロデュース研究によって、ビジネス開発、キャリア創造に成果を
生みだす方法論開発を推進する。プロデュースにとって非常に重要
な役割を果たす〈ビジョン〉、〈ビジョンを生かしたリーダーシップ〉
についても主たる研究対象とする。〈プロデューススキル〉は、地域・
行政・個人・企業の枠を超えたボーダレスで社会的なプロジェクト
創造を促進する。また、プロデュースの思考スキルが、〈うつ〉の予防、
脱却、再発防止に有効と考えられるなど、新しい可能性が広がっ
ている。社会的なテーマを〈プロデューススキル〉によって解決する
新しい方法論を、必要なリサーチ、理論構築、ネットワーク形成を
行い、実践的に成果をあげながら開発していくことも目指す。

専門領域

プロデュース理論、ビジネスプロデューサー養成、事業開発、ビジョ
ナリーリーダーシップ、キャリア創造

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

書籍 キャリアの教科書 2003年

PHP研究所、単著。
エンプロイアビリティについて明らかにし、キャリア創造のための方法論を「3つ
のワーク」と「5つの質問」などの観点から提示した。多くのキャリアコンサルタント、
企業人事担当者に読まれ、中国語、韓国語に翻訳。

書籍 大人のプレゼン術 2005年
PHP研究所、単著。
ロジカルで、しかも相手を感動させて巻き込めるライブなプレゼンを行って、仕事と
人生を切り拓いていくためのノウハウ。

書籍 プロデュース能力 2008年

日本能率協会マネジメントセンター、単著。
プロデュースという行為を〈思考・行動・リーダーシップ〉の側面から整理、体系化。
合理的問題解決に対するプロデュースの意味、ビジョンのパワー、ビジョナリー・
リーダーシップについても言及。ビジネス書大賞2010ノミネート。

書籍 コンサルティング能力

1998年

新装版
2008年

日本能率協会マネジメントセンター、単著。
コンサルティングに必要な能力要件を整理。コンサルタントだけではなく、相手の
問題を解決する要素を持ったあらゆる職種のビジネスパーソンに役立つスキル・
マインドについて言及。中小企業診断士資格要件の助言理論のベースとなった。

書籍 時間をかけない情報整理術 2010年
PHP 研究所、単著。
ビジネスパーソンが行うべき「自分を生かして本物の成果を生み出すための情報
整理」についてのノウハウ。

研究会 ビジネスプロデュースに関する実践研究
2009年～
2011年

ビジネスプロデュース研究会

研究発表 うつを解決するプロデュース 2013年11月 近未来教育フォーラム

研究発表
リゾートワークー新しい移住のカタチで
家族・組織・国を変える

2013年11月 近未来教育フォーラム

研究発表 「ビジョン」を明らかにする 2014年11月 近未来教育フォーラム

佐々木 直彦

デジタルコンテンツ研究科
客員教授

Naohiko Sasaki

佐々木直彦研究室
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主な研究テーマ

秋葉原におけるソーシャルキャピタルとしてのコミュニティデザイン

研究概要

秋葉原は「電気街」「オタク文化の街」として世界的に認知され、多種
多様な趣味・創作文化の中心地であり続けてきた。しかしこれからの
秋葉原が名実ともに趣味・創作文化において世界を牽引するには、秋葉
原のブランド力を資源として活かしたコミュニティデザインが今こそ
必要だと考えている。それには、秋葉原で暮らす人たち、秋葉原で働く
人たち、秋葉原に訪れる人たちが、世代や立場や国境を越えて、ある
趣味・創作文化に関して秋葉原に集い交流できる機会と場を創ることが
必要。そこから、その趣味・創作文化をテーマに人々が有機的につな
がるコミュニティが形成され、さらには、多様な趣味・創作文化のコミュ
ニティが互いにつながることで、新しい趣味・創作文化の創造と発展に
繋がるソーシャルキャピタル（社会関係資本）を創発させることが可能
になると考えている。このような秋葉原における趣味・創造文化のコミュ
ニティデザインによるソーシャルキャピタル形成を実践・研究する。

専門領域

文化経済学、アジア経済論、国際経済学

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

書籍
躍進するアジアの産業クラスターと
日本の課題

2008年3月 創文社、共訳。

論文 創作活動の普及におけるコミュニティの役割 2008年9月
『東アジアへの視点』第19巻4号、単著。
「初音ミク」を事例に、ネット上でのコミュニティの形成と創作活動の普及を分析。

プロ
ジェクト

エール・フロム・秋葉原 2011年4月～ 東日本大震災の被災者に対する秋葉原発の支援プロジェクト。

テレビ
出演

エール・フロム・秋葉原
～被災地支援の新しい仕組み～

2011年4月 フジテレビ「めざましテレビ」にて解説のため出演。

講演 秋葉原の観光資源と観光戦略 2011年4月 秋葉原観光推進協会定例会にて。

プロ
ジェクト

アキハバラを、編む 2012年7月～ 秋葉原における文化発信コミュニティ育成プロジェクト。

学会発表
コスプレの文化経済学：その創造、流通、
享受の変遷

2011年7月 文化経済学会2011年名古屋大会（於名古屋大学）

プロ
ジェクト

秋葉原オトメ☆プロジェクト 2013年4月～ 女性の能力を活かした地域活性化プロジェクト。

講座 日本「なりきり」文化史 2015年6月 八王子学園都市大学にて。

学会発表 Cosplay: How did it become culture? 2015年9月 Third Asian Workshop on Cultural Economics（於同志社大学）

梅本克研究室

梅本 克

デジタルコミュニケーション学部
客員教授

Masaru Umemoto

主な研究テーマ

デジタル技術を活用した学習効果の研究

研究概要

～デジタル技術を活用して新しい教育を創る～
本研究活動は、昨今のソーシャルメディアを筆頭としたデジタルコミュ
ニケーション革命において、このメリットを充分に活用されていない。
こうした教育分野の現状をうけ、新しい教育を企画、創造し、社会
に投げかけ、変革の一助となることを主なテーマとしている。

専門領域

デジタル技術を活用した教育システムの設計、構築、コンサルティング
及び人材開発設計

（コミュニケーション、コーチング、チームビルディング、キャリア設計）

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

雑誌掲載
週刊ダイヤモンド2011年1月29日号　
2011年 フェイスブック（Facebook）の旅
デジタルハリウッドの深謀遠慮

2011年1月 教育機関としてのFacebook利用の第一号事例であると紹介されました。

講演 ソーシャルラーニング入門出版記念セミナー 2011年1月 「ソーシャルラーニング入門」出版に伴う講演。研究内容報告等。

講演
ソーシャルラーニング入門出版記念セミナー
in関西

2011年2月 「ソーシャルラーニング入門」出版に伴う講演。研究内容報告等。

レポート

授業におけるソーシャルネットワークの導入
と利用した復習がもたらす学習効果の分析
－デジタルハリウッド大学大学院「組織開発
実践」を事例として－

2011年12月
SNS（フェイスブック）を活用した授業の学習効果におけるポストラーニングの
重要性の調査・報告。
http://www.ellab.jp/archive-1/

雑誌掲載 人材教育 2012年4月 「ポストラーニングの場の提供で学習効果を高める」

講演
国際電子出版EXPO 凸版印刷ブースにおける
パネルディスカッション

2012年7月 電子書籍マーケット拡大に伴うクリエイター環境の変化について。

講演 EdTech JAPAN Pitch Festival Vol.1 2012年9月 日本の EdTech プレイヤー 9 名によるピッチイベント主催。参加者 150 名。

佐藤 昌宏

デジタルコンテンツ研究科
教授

Masahiro Sato

佐藤昌宏研究室
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主な研究テーマ

『オウンドメディアとＣＣＯ育成研究』
企業・組織におけるCCO（チーフ・コミュニケーション・オフィサー）
スキルの体系的整理とオウンドメディアを中心にしたメディア＆コン
テンツマネジメントの最適化を担う人材の育成のための教育プログ
ラムを開発。

研究概要

1. オウンドメディア※の位置づけと各メディア（ツール）特性体系化
2. 各メディア＆ツールの機能と役割
3. コミュニケーション目的別メディアの再整理
4. 各メディアにおけるコンテンツ＆クリエイティブのあり方
5. メディア・マネジメント機能と組織体系（運営）

以上、実務的研究（企業、制作会社、広告・PR 関連会社の３つの
視点とステークホルダー・インサイト）を重ね、各企業・団体、広く
社会に発信する。
※オウンドメディアとは、コーポレートサイト、公式ＳＮＳなどネット
メディアのみならず、会社案内（各種プリント媒体）、ショールーム、
店舗、イベント・商談会、社員など含む。

専門領域

① マーケティングコミュニケーション
② 広告広報PR
③ マーケティングPR
④ メディア・マネジメント

当学での研究活動

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要

研究発表
CCメソッド基本概念とCC テクニック
の体系化

2006年11月 日本広報学会

研究発表
CCメソッド2.0マーケティング
PR研究

2007年3月
日本広報学会
関西部会

研究発表 企業ブランディングと感性工学 2013年5月
日本感性工学会
関西支部

講演
新世代・広報プランナー講座
広報実践講座

2010年1月
2011年1月

宝塚造形芸術大学大学院
京都産業大学大学院

講演 大学広報におけるWEB活用 2012年12月 追手門学院大学

講演
広報戦略における自社メディア
プランニング

2013年6月 日本PR協会

大島 一豊

デジタルコンテンツ研究科
客員教授

Kazutoyo Oshima

大島一豊研究室

発売直後に米国、中国、そして日本でベストセラーとなった

話題作。著者は『WIRED』の創刊編集長で、未来を見通す

世界的ビジョナリーとして知られるケヴィン・ケリー。ベスト

セラーとなった前著では、テクノロジーの概念のカバー範囲

を政治や経済、社会や文化にまで拡張した『テクニウム』（みす

ず書房）というコンセプトに結晶させた。そして技術が人間

の意志を離れて、自立的に進化していくダイナミックな未来

イメージと、その流れの根底にある普遍的な著者のユニーク

な哲学が鮮やかに語られた。

本作はその先を往く。この先の 30 年でテクニウムが変えて

いく世界をよりリアルに描き出す。著者はまず未来を見るた

めのツールとして、テクノロジーの進化を促している 12 の

ドライビングフォースを定義する。テクノロジー宇宙を支配

する 12 の物理法則といっていい。

12の法則とは、Becoming、Cogn i f y ing、F low ing、

Screening、Accessing、Sharing、Filtering、Remixing、

Interacting、Tracking、Questioning、Beginning。12章

で語られるこれらの法則に従って計算をすれば「不可避な」

（原題:The Inevitable）未来が見えてくる。今あるどの企業

が、どのサービスが市場の勝利者になるかは予測できないが、

どんな性質の企業やサービスがイノベーションを起こすかは

正確に予想できると著者は語る。

Protopiaという造語が印象的だ。ユートピアでもディストピア

でもなくプロトタイピングの連続としての未来を指している。

未来は遠くにあるのではなく、もう来ているというのだ。そし

てケヴィン・ケリーは、2016年の今こそスタートアップに

最高のタイミングだと書いている。彼は読者に呼びかける。

まだあらゆる基本的サービスが存在せず、ドメインも取り放題

だった30年前のインターネットを想像してみよう。なんでも

できる気がするだろう。そして賢明な状況認識ができるなら

ば、今が再び同じチャンスの状況なのだ、早く気づけと読者

に訴えている。

1995年、インターネット草創期に『ビーイング・デジタル―

ビットの時代 』（ニコラス・ネグロポンテ著、アスキー）とい

う伝説的な名著が世に出た。約30年後を予想する本だった。

今読み返すとその予言の多くは当たっていると感じる。IT業界

で、この本がきっかけで人生が変わった、この本がなければ

今の仕事はしていないだろう、という人たちに私は大勢会っ

てきた。そして2016年『〈インターネット〉の次に来るもの』

が出た。これは『ビーイング・デジタル』のように 30 年に

1冊の名著になる予感がする。

『〈インターネット〉の次に来るもの―未来を決める12の法則』
ケヴィン・ケリー 著　 服部 桂 訳
発行：NHK出版

橋本 大也

デジタルハリウッド大学 教授
メディアライブラリー 館長

Daiya Hashimoto

【書評】『〈インターネット〉の次に来るもの ― 未来を決める12の法則』
THE INEVITABLE – UNDERSTANDING THE 12 TECHNOLOGICAL FORCES THAT WILL SHAPE OUR FUTURE
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