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2017年度紀要の発刊にあたり
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

デジタルハリウッドは、1994年10月に設立された。まさに家庭用ゲーム機としてリアルタイム

で動くコンピュータグラフィックスとブラウザでのインターネット利用が始まるタイミングだった。

CGとインターネットは、人類社会に大きな変革を及ぼすことは確実だったが、様々なトライアンド

エラーがずっと続く混乱の時代となると予想していた。その間に蓄えられた知見が、次世代の

人材を育てる基礎となると共に研究開発の指針となると考え、21世紀初頭において大学院を

設立することを目標としていた。

2004年、構造改革特区制度を利用して株式会社立の専門職大学院として認可を得て、大学院

が開校。翌 2005 年に四年制大学も開校した。大学院は高度な専門家の知見を院生に伝授

していくという当初の専門職大学院としての運営に加えて、徐々に研究開発も行うという流れ

となり、近年その成果の一部を紀要としてまとめ発行できる体制となってきた。

今年度の紀要においては、所謂コンテンツ産業のみならず、デジタルヘルスやサービスロボット

など様々な分野に研究開発が広がっている状況を掲載することができた。また、WIRED 誌

創刊編集長であったケヴィン・ケリー氏の出版記念講演と、本学における東京大学稲見昌彦

教授の特別講義「身体の未来」の講演録も掲載させていただくことができ、紀要の内容の充実

を図ることができた。

この紀要から、ダイバーシティに富む本学の特徴を感じていただければ幸いである。

デジタルハリウッド大学・学長　杉山知之
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1. 本研究の背景

映画教育を行う教育機関として、日本でこそ専門学校も一定の

プレゼンスを発揮しているものの、米国では大学に開設され学位を

授与するフィルムスクール※1が名声を博している。実際、コロンビア

大学・ニューヨーク大学・南カリフォルニア大学・カリフォルニア大学

ロサンゼルス校（UCLA）といった同国屈指の研究大学から、チャッ

プマン大学・ロヨラメリーマウント大学・エマーソン大学のよう

な教育大学に至るまで、数多くの大学にフィルムスクールが開設され

ている。また芸術団体が開設した大学院プログラムであるAmerican 

Film Institute（AFI）Conservatoryでは、伝統的な大学に開設された

フィルムスクールと比較して、より実践志向の教育が行われている。

米国以外でも、ポーランドのウッチ映画大学など、世界で高い評価を

受けるフィルムスクールは少なくない。

日本の大学に目を転じても、表1に示すとおり映画教育を行うフィ

ルムスクールは枚挙に暇がない。

表 1：日本の主なフィルムスクール

大学 学部学科 設置年 授与学位

日本映画大学
映画学部映画

学科
2011 学士（映画学） 

日本大学
芸術学部映画

学科

1937
※旧法文学部

芸術学科・映画
美学専攻

学士（芸術）

立命館大学
映像学部映像

学科
2007 学士（映像学） 

京都造形芸術
大学

芸術学部映画
学科

2000
※旧映像・舞台

芸術学科
学士（芸術）

大阪芸術大学
芸術学部映像

学科

1971
※旧映像計画

学科
学士（芸術）

倉敷芸術科学
大学

芸術学部メディ
ア映像学科

2004
※旧映像・デザ

イン学科
学士（芸術）

※各大学HPを基に作成

これら日本に立地するフィルムスクールの中でも本稿は日本映画

大学に着目し、事例研究を行う。日本映画大学に着目した要因であ

るが、日本を代表する映画監督である今村昌平監督が、1975年に

2年制の各種学校である横浜放送映画専門学院を開設し、長きに

わたり映画教育を行ってきたことに加え、今日では日本唯一の学士

（映画学）を授与する映画単科大学であるためである。実際、他大

学で授与される学位の多くは学士（芸術）であることから、日本映画

大学は際立った存在であると言えよう。

しかし、同校の自己点検評価書・ホームページ・リーフレットと

いった公開情報のみでは、教育体制等に関する十分な情報を得られ

なかった。そこで同校の田辺秋守准教授・入試広報部長と、古家

信義企画戦略室室長へのヒアリング調査を行った（ヒアリング調査

実施日：2017 年 5 月 24 日）。入試広報部長や企画戦略室室長

という要職に就かれている両氏へのヒアリング調査は、本研究を

遂行する上で意義深いものと推察される。両氏へのヒアリング調査

に基づく箇所を、本稿では（田辺2017）、（古家2017）と記す。

本稿の構成であるが、まず次章で日本映画大学の概況について

論じる。次に、日本唯一の映画単科大学である日本映画大学特有の

教育プログラムについて考察を加える。続いて、そうした教育プログ

ラムを支える教職員組織について論じる。本稿が日本における映画

教育あるいはフィルムスクール研究活性化の一助となれば幸いである。

2. 日本映画大学の沿革と概況

日本を代表する映画監督である今村昌平監督は、1975年に2年

制の各種学校である横浜放送映画専門学院を開設した。開設当時の

背景として、姿を消しつつあった映画撮影所に替わり、映画人材を

養成する教育機関の必要性が高まっていたことが挙げられる（日本

映画大学2016）。

1985年には名称を日本映画学校に改め、3年制の専門学校に

改組した。今村監督は1990年、大学設立構想のプランを発表した

（日本映画大学2016）。その構想は2011年に、日本映画学校を

継承した4年制大学である日本映画大学の開学という形で結実した。

この間、世に送り出した映画人材は、約6,500名にも及ぶ（日本映画

大学2016）。

現在の日本映画大学は、学士課程としての映画学部映画学科のみ

を有する日本唯一の映画単科大学であり、2017年5月1日現在の

在籍学生は374名である（日本映画大学HP 2017a）。現在のとこ

ろ、大学院の設置は予定されていない（古家2017）。開学以来、

映画評論家の佐藤忠男氏が学長を務めていたが、2017年に『世界で

一番美しい夜』や『うなぎ』で知られる天願大介・新学長が就任した。

日本映画大学の開学に際しては、前身の日本映画学校の良さを継

承することに重きが置かれ、海外のフィルムスクールはさほど参考

にしなかった（田辺2017）。日本と米国のフィルムスクールを取り

巻く状況は全く異なり、欧州のフィルムスクールは人文学寄りである

一方で、アジアのフィルムスクールは発想が近い（田辺2017）。実際、

日本映画大学は2012年に韓国国立芸術綜合学校、2013年に台湾

の国立台北芸術大学、2014年に北京電影学院、2015年にジャカ

ルタ芸術大学（IKJ）と学術交流協定を締結した。

日本映画大学は前身の日本映画学校時代より国際連携に熱心で

あり、CILECT（Centre International de Liaison des Ecoles de 

Cinéma et de Télévision, English： International Association 

of Film and Television Schools）に日本映画学校時代から引き続き

加盟している。ジョージ・ルーカス監督の出身校・南カルフォルニア

日本のフィルムスクールにおける教育に関する研究

A Study of Education in Japanese Film School 
– Using the Example of the Japan Institute of the Moving Image -

【論文】

―日本映画大学を事例として―

デジタルハリウッド大学　教授

高橋 光輝   Mitsuteru Takahashi

デジタルハリウッド大学

戸田 千速   Chihaya Toda
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【論文】日本のフィルムスクールにおける教育に関する研究　―日本映画大学を事例として―

A Study of Education in Japanese Film School  – Using the Example of the Japan Institute of the Moving Image -

大学（USC）や、張詒謀監督の出身校・北京電影学院、フランソワ・

オゾン監督の出身校・フランス国立映像音響芸術学院（La Fémis）

など世界全域60カ国、160以上の映画大学や学校がこのCILECTに

加盟している。昭和29（1954）年にフランスのカンヌで設立された

由緒ある国際組織であり、日本では、本学と日本大学芸術学部の

2校が正規の会員校である」（日本映画大学2016）。2016年には当時

の佐藤学長がThe CILECT Teaching Award 2016（ベスト・ティー

チング・アワード）を受賞し、その教育力が高く評価される形となった。

3. 日本映画大学の教育プログラム

日本映画大学の学士課程における教育プログラムは、2017年度

新入学生までは創作系と理論系に大別されている。創作系には脚本

演出コース／撮影照明コース／録音コース／編集コース／ドキュメン

タリーコースが、理論系には映画・映像文化コース（旧・理論コース）

が設置され、学生は自らの志望に応じた各々のコースに所属して

いた。両コース共に卒業要件としての卒業制作が課され、理論系では

狭義の卒業論文のみならずシナリオ／映画評論／小説の執筆も認め

られる（田辺2017）。また2016年度より、専門学校時代の教育

プログラムが復活する形で、身体表現・俳優コースが設けられた

（古家2017）。

しかし、日本映画大学HP（2017a）によれば、2018年度新入

学生より新たな系・コースが設置され、それを反映した新カリキュ

ラムへ順次移行される予定である。新たな系・コースを表2に示す。

表 2：2018 年度以降の系・コース

1年次 2年次 3年次

全学生が同一
カリキュラム

演出系

演出コース

身体表現・俳優
コース

ドキュメンタリー
コース

技術系

撮影照明コース

録音コース

編集コース

文章系
脚本コース

文芸コース

※日本映画大学（2017b）を基に作成

新カリキュラムでは、1年生の間は学生が志望する系・コースに

かかわらず、同一のカリキュラムで学ぶ。その中でも特徴的な科目

は、「人間総合研究」（必須科目）である。入学早々に全新入生が

履修する「人間総合研究」は、「入学して間もなくのまだお互いよく

知らない新入生同士が、企画立案し、協議し協力しつつ、取材対

象者や関連諸機関と交渉し、調査、インタビュー等の取材を重ね

ながら第三者に見せる発表『作品』に仕上げていく、ユニークな集団

的演習型授業科目である」（日本映画大学2016）。このプロセス

を通じて、新入生は映画製作における一通りの流れを体験する。

2年時は演出系／技術系／文章系の3つに分かれ、更に3年時

には各系に設置されているコースを選択する。演出系には、演出

コース／身体表現・俳優コース／ドキュメンタリーコースが設置さ

れる予定である。技術系には、撮影照明コース／録音コース／編集

コースが設置される予定である。文章系には、脚本コース／文芸

コースが設置される予定である。このように日本映画大学ではコース

を細分化することで、教育内容の明確化を図っている※2。

旧カリキュラムの理論系に比して、新カリキュラムの文章系は、

より映画業界におけるキャリアとの関係が明瞭なものとなっている。

映画学部という学士課程において、研究者養成は主眼に置かれて

いないことから、職業人養成を企図した実践志向へのカリキュラム

改編は自然のことといえる。

日本映画大学では、開学から理論面を含む教養教育も重視され

ている。4年間を通じて、「表象文化論」や「ビジュアル・フォークロア」

など一般教養科目及び「フィルム・アーカイヴ学」や「アジア映画史」

といった映画教養（発展）科目を履修する体制が整えられており、

正に映画人としての教養を培うことが可能である。1991年に大学

設置基準の大綱化に伴う教育科目の区分廃止が実施されて以降、

日本の大学教育は教養教育が軽視される一方で専門教育へ偏重

するきらいがあり、専任教員の大半が実務家教員という大学も出現

しているが、日本映画大学はこうした流れと一線を画している。

「日本映画大学の専任教員は27名であるが、すべて現役の映画

人、つまりプロフェッショナルであるため、最新の知見を備えた現場

感覚の豊かな実製作者」（日本映画大学2016）である実務家教員

と、「研究や批評・評論、国際映画祭、国際支援といったアカデミ

ズムの実践的な分野の専門家」（日本映画大学2016）である研究

者教員は「各々半数ずつでバランスを保っており」（日本映画大学

2016）、両者のコラボレーションによるオムニバス型の産学連携

教育が展開されている。

また開学当初より、1回の授業で映画1本を鑑賞できるように、

1コマ×15回の授業という枠組みに囚われることなく、開学初期

の段階から2コマ連続の授業も導入されている。

以上のような教育プログラムの根底にあるのは、「愚直に映画の

基本を学ぶ」という教育方針であり、それ故にデジタルコンテンツ

へのシフトに懐疑的である（田辺2017）。昨今の若年層にはアニメ

（映画）／ゲーム／声優といったジャンルの方が受けは良いが、日本

映画大学は徹底して実写映画に拘っている（田辺2017）。

4. 日本映画大学の教職員組織

日本のフィルムスクールでは、教員組織の在り方は多様である。

例えば日本大学芸術学部映画学科では任期制教授（専任）1名を含む

常勤教員14名のうち、他大学出身者1名及び不明2名を除く11名

は日本大学芸術学部／大学院芸術学研究科の出身者である（日本大学

芸術学部映画学科HP 2017）。キャリアについても、映画業界の実

務家というより同学科における研究を中心に歩んできた教員が多い

（日本大学芸術学部映画学科HP 2017）。

一方で日本映画大学の場合、前述のとおり専任教員27名のうち、

研究者教員と実務家教員は「各々半数ずつ」（日本映画大学2016）

であるが、このうち実務家教員については、緒方明学科長兼キャ

リアサポートセンター長はじめ前身の日本映画学校時代から在籍

している教員が多く、日本映画学校の伝統が踏襲されている（古家

2017）。とはいえ、専任教員の多くが日本映画学校のOB・OGと

いうわけではなく、人材を広く募ってきた。

著名な映画プロデューサーであり、現在は日本映画大学理事長を

務める佐々木史朗氏の「現場も大学教育も同時にしっかりこなすべき」

（古家2017）との考え方に基づき、日本映画大学は非常勤の特任

教員であっても、『シン・ゴジラ』の尾上克郎准監督はじめ第一線の

プロフェッショナルが招聘されている。
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このように、日本映画大学の専任教員は映画業界での実績が

豊富な実務家が多い。しかし、大学運営においては、私企業的な

トップダウンではなく、カリキュラム検討等を含め教員間の合議及び

FD委員会をはじめとする各委員会での議論を経て決定される（田辺

2017）。教授／准教授／講師といった職位に関係なく、重要な職責

を任せられる（田辺2017）。

従って、日本映画大学における教員組織は、伝統的な大学よりも

実務家教員が占める割合が高いにもかかわらず、伝統的な大学同様

の同僚性モデルによって運営されていると言えよう。

日本映画大学の教職員組織における特質として、専任教員27名

に対して職員が正職員19名／嘱託4名／パート7名の合計30名

（日本映画大学 2016）と、日本の大学としては教員数に比して

職員数が多いことが挙げられる。米国等と比較して、教員数に対する

職員数があまりにも少ないことが、日本の大学経営を難しくしている

こともある。他方で日本映画大学の場合、教員数あるいは大学の規模

に比して少なくない職員が在籍しているため、教職協働を通じた

効率的な大学経営を行える可能性を有している。

5. おわりに

本稿第3章で論じたとおり、日本映画大学は実写映画への拘りが

強い一方で、若年層はアニメ（映画）への関心が高いというミスマッチ

がある。しかし、日本映画大学は前身の日本映画学校時代を通じて、

実写映画に関する教育を行いながらも、卒業生はアニメ（映画）を含む

様々な分野で活躍している。また日本大学芸術学部映画学科は監督

コースの学生を念頭に、「CMやミュージックビデオなどを制作して

いるプロダクション会社に就職する方法もありますし、まったく違う

業種を目指すのもいいでしょう。映画は監督ひとりではなく、技術

スタッフや監督とのコラボレーションで作るものです。組織の長として

要求される、チームをまとめあげる能力は、監督以外の職種について

も大いに役に立つと思います。」（京都精華大学情報館2007）として、

卒業後のキャリアに関して柔軟性を示している。

こうした状況を踏まえれば、実写映画の制作者養成を主眼に置き

ながらも、日本映画大学への進学層のメインである高校生、あるいは

その保護者や高等学校教員の理解を得るためには、実写映画に関する

教育を通じて、多様なキャリアパスがあることを、広報活動等で明示

する必要があるものと推察される。

2017年に日本映画大学は日本有数の商業フィルムラボである

IMAGICAと、「デジタルによる視覚効果（VFX等）教育等に関する

連携協定を締結」（日本映画大学2017b）したことは、日本における

唯一の映画単科大学の強みといえよう。

一方で、日本映画学校時代の原点に立ち返る動きも注目される。

かつて日本映画学校の俳優科における教育プログラムには漫才が

取り入れられていたことから、同校は数多くのお笑いタレントを

芸能界に輩出した。社会全体で高学歴化が進展している以上、お笑い

タレントにも大卒レベルの教養が求められ、大学でお笑いタレント

を養成する積極的意義が見出される。日本映画学校の俳優科の流れ

を汲む日本映画大学の身体表現・俳優コースでも、教育プログラム

に漫才を復活させ、再び多種多様な人材を育成、芸能界に輩出する

ことを祈念して、本稿の結びとしたい。
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※HP閲覧日はいずれも2017年6月30日

・高橋光輝：コンテンツ教育の誕生と未来,ボーンデジタル,2010

・日本映画大学：平成28年度大学機関別認証評価自己点検評価書［日本

高等教育評価機構］,2016

・日本映画大学HP,http://www.eiga.ac.jp/,2017a

・日本映画大学：Japan Institute of the Moving Image 2018,2017b  

・京都精華大学情報館：KINO Vol.5　君の人生を変える最強大学ガイド,

河出書房新社,2007

・日本大学芸術学部映画学科HP,http://nuart-cinema.info/

・立命館大学映像学部HP,http://www.ritsumei.ac.jp/cias/
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【注】

※1

映画教育を行うフィルムスクールのうち、本稿では学位を授与する高等

教育機関（大学）に絞って論じる。

※2

対照的に日本大学芸術学部映画学科では、「2012 年度新入学生より

従来の理論・評論、映像、脚本、監督、撮影・録音、演技の6コースから

映像表現・理論、監督、撮影・録音、演技の4コース編成」（日本大学芸術

学部映画学科HP）とすることで、カリキュラムの統合を図っている。また

同学科では映画分野の研究者もキャリアの一つとして想定しており、実践

志向の日本映画大学との違いが際立っている。

【論文】日本のフィルムスクールにおける教育に関する研究　―日本映画大学を事例として―

A Study of Education in Japanese Film School  – Using the Example of the Japan Institute of the Moving Image -



7 ｜ DHU JOURNAL Vol.04  2017

1. はじめに

本稿は、日本語教育におけるアニメーション研究の流れを概観し、

本学、デジタルハリウッド大学における研究の可能性を提示するも

のである。

日本語教育でアニメーションに注目が集まり、研究や実践が増えた

のは、2006年の日本語教育学会で「映画・アニメ・マンガ―日本

語教育の映像素材」というテーマのもとシンポジウムが行われて

からである。このシンポジウムは、映画、アニメ、マンガの教材化、

そして教材開発に向けた新たな方法論を提示することを目的として

おり、アニメーション研究の本格的な第一歩となることが期待された。

しかしながら、このシンポジウムでは映画やドラマなど既存の映像

教材との差異化が十分になされず、「なぜアニメを使うのか意義が

分からない」「授業設計が見えてこない」などの批判が上がった。その

後、2010年に独立行政法人国際交流基金でアニメーション、マンガ

から日本語を学べるウェブサイト「アニメ・マンガの日本語」が制作

されたことが次の大きな動きとして挙げられる。また、以上のような

大きな動きとは別に、個別の研究発表でもアニメーションは扱われ

ている。例えば「日本語教育学会」の研究大会を確認すると、2000

年春季大会から2016年秋季大会の全34回で8件の発表が確認

された。数としては決して少ないわけではないが、発表の種類および

発表者については多様とは言えず、各教師、各研究者が個別に活動

しているのが現状である。

本稿では、まず日本語教育とアニメーションに関連した先行研究

を整理し、先行研究における問題点を提示する。そして、本学に

おいてこれらの諸問題に対してどのような研究が行えるのかについて

論じたい。

2. 各分野の先行研究と問題点

本稿では、先行研究を「アニメーション作品の教材的分析研究

（以下、教材的分析）」と「アニメーションを用いた教材開発研究

（以下、教材開発）」、「アニメーションを用いた実践研究（以下、

実践研究）」、「アニメーションと日本語学習者研究（以下、学習者

研究）」に分ける。

「教材的分析」で本格的な研究が始まるのは 2000 年代に入っ

てからである。例を挙げると、田中・本間（2009）は『耳をすま

せば』（1995）のスクリプト分析、熊野（2011）は先述の e ラー

ニングサイト「アニメ・マンガの日本語」の制作に先立ち用語の

分析を、そして臼井・清水（2016）はアニメーション作品の数量的

分析枠組みの作成を行っている。これら「教材的分析」の分野が

抱える問題点としては、分析にかかる現場の教師の負担が大きい

ため研究数が少ないこと、そして分析結果が教師間で共有されて

いないことが挙げられる。

「教材開発」はアニメーション作品『あずきちゃん』（1995-

1998）を教材化した長谷川（2002）が早い時期の研究であるが、

近年では、他者とのコミュニケーションを重視した教授法『アニメ

で日本語』を提案し、その活動例を提示している矢崎の一連の研究

（矢崎 2009 等）が最も広く認知されている。「教材開発」が抱え

る問題点は教材化の際の権利問題である。既存のアニメーション

作品を用いる場合、教材の中に映像のワンシーンや台詞を用いる

ことは権利保有者との交渉が必要となる。一方で、映像素材を一から

作成するという方法もあるが、開発資金の問題、そして「学習者が

見たい作品」と「教師が見せたい作品」の乖離という問題が生じること

が考えられる。

「実践研究」についても、上述の矢崎の一連の研究が最も体系的

に行われており、日本国内のブラジル人学校の生徒を対象にした研

究（矢崎2011）など年少者を対象とした数多くの実践を行っている。

また、矢崎以外の「実践研究」を学習環境別にまとめると、「海外

高等教育機関」における例としては日本語を第二外国語として選択して

いる大学生への実践（張・李2011）などが、「国内高等教育機関」に

おける例としては口頭表現能力の向上を目指した実践（杉山・田中

2008）などが、「国内の日本語学校」における例としては好きな作品

をプレゼンテーションする実践（清水2013）などが、「海外の一般

学習者」を対象とした例としてはマドリード日本文化センターにおける

事例報告（熊野2012）などがある。「実践研究」は多様な対象にわた

り行われており、その数も他の分野と比べると多いが、実践の情報が

教師間で十分に共有されていないという大きな問題を抱えている。

また、実践の継続という点に焦点を当てると、矢崎の一連の報告を

除き、縦断的な実践を行っているものがなく、実践研究が持つべき

「授業を改善するサイクル」が見られない点も問題である。

「学習者研究」の分野では、視聴実態の量的な把握を行っている

もの（熊野2010等）、学習動機との関係性を分析した研究（近藤・

村中2010、根本2011等）、アニメーションの専門家であり元学

習者のライフストーリーを分析したもの（臼井 2016）など多様で

あり、「実践研究」同様に研究の層は厚い。「学習者研究」は他の分野

と比較し大きな問題点は見られないが、量的調査では「好きな作品」

など教材化を前提とした表面的な研究が多いこと、質的研究では

横断的研究が中心であり、アニメーションとの関わりを時間的経過

の中で捉えるような縦断的研究がないことが挙げられる。

3. 今後の課題と本学における研究の可能性

最後に、研究分野ごとに課題を挙げ、それらの課題に対して本学

でどのようなアプローチが可能であるかを提示したい。

「教材的分析」では先述のとおり作品選定から分析までを行うた

め研究者にかかる負担が大きい。この解決には、研究グループを

組織し作品を継続的に分析する、あるいは教師間で情報共有でき

日本語教育とアニメーション

Japanese Language Education and Animation ： 
Focusing on a Review of Previous Research and Research Possibilities at Digital Hollywood University

デジタルハリウッド大学　非常勤講師

臼井 直也   USUI Naoya

【報告】

―先行研究の概観およびデジタルハリウッド大学における研究の可能性―
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る場を作り現場の教師にその発信を委ねる方法があるが、どちら

においてもアニメーションを専門の一つとする本学が中心となるこ

とで組織化および情報の発信を効果的に行うことができる。現在、

筆者は日本語教育とアニメーションに関する研究会の設立を準備

しているが、この組織を有効的に活用することが可能であると考え

られる。

「教材開発」については、本学ならではの研究アプローチとして

アニメーションを一から作成するという方法が挙げられる。実写

映画など他の映像素材との効果を比較するための「研究用アニメー

ション映像」の制作はもちろん、他の日本語教育機関では困難な

教材用のショートアニメーション制作なども可能である。「教材開発」

の分野は本学が中心となり進めるべき分野の一つである。

「実践研究」については先述のとおり、実践研究が持つべき「授業

実施後の改善」というサイクルを長期的に行う必要があるが、この

点においても学生のアニメーションへの関心が高い本学との親和性

は高い。課外活動を含めた長期的な「実践研究」を行うことは本学に

おける今後の課題の一つとして挙げられるであろう。また、実践の

成果を学外に積極的に発信していくことも重要である。さらに、教師

間の実践情報の共有については「教材的分析」と同様本学が中心と

なりその場を形成することが可能であると考えられる。

「学習者研究」に関して本学の大きな特徴を挙げるとすれば、学生

の専門がデジタルコンテンツであるということが挙げられる。先行

研究においては対象となる「学習者」の範囲が限定されており、「日

本語の習得を第一としている」場合が多い。しかしながら、近年の

学習者の多様化を考えると、本学における留学生のようなデジタル

分野のクリエイターを目指しつつ日本語も学習するといった学習者

も今後はますます増えていくと予想される。こうした学習者とアニ

メーションの関係性を研究することは本学における特色ある研究の

方向性の一つであり、さらに今後の日本語教育全体に資するもの

となる。

4. おわりに

本稿では、日本語教育におけるアニメーションの流れおよび先行

研究を概観し、その成果と問題点をまとめた。そして、これらの問題

点に対してどのように研究を進めていくべきか、さらに本学でどの

ような研究アプローチが可能かを検討した。

今後の課題としては、前述のような研究を学内で継続的に行って

いくことが挙げられるであろう。本学はアニメーションを専門とする

日本語学習者がいる日本でも数少ない教育機関であり、他の教育機

関ではできない多種多様な研究が可能である。本学が日本語教育に

おける「アニメーション研究」の中心地となるために、こうした環境

を十分に活かし、日本語教育とアニメーションに関する研究を発展

させ、発信し続けることが求められるであろう。
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概要

本稿では、人とロボットのインタラクションを生み出す上で重要と

なる要素であるロボットの「キャラクター」について、その保護と課題

を法的な観点から概観するものである。本稿では、キャラクターの

保護の方法として、パブリシティ価値の保護可能性を検討の後、利用

許諾による保護可能性を検討した。また最後にロボットメーカーに

おいてオープン&クローズ戦略を取っていく際に重要となるリーガル

デザインについて指摘を行う。

その上で利用許諾契約を意図的に設計することで利用者に対する

キャラクター利用のオープン性を確保し、戦略的に外部の力を自社

のビジネス戦略に取り組んでいくというリーガルデザインの考え方が

今後ロボットメーカーには求められることを指摘する。

1. サービスロボットとは何か?

本稿ではサービスロボットのキャラクターの保護について、法的

にはどのようなことが可能なのか、そしてその際に気をつけること

はどのようなものがあるのかについて考察を行う。

汎用性のある「ロボット」の定義は存在しないため※1、考察を

始める前に筆者と読者との「サービスロボット」という言葉について

の認識を統一しておきたい。本稿では「サービスロボット」を次の

3つの性質を持ち、サービス分野※2で用いられ、会話や触れ合い

によって人とコミュニケーションを取ることができる機械（人工の

有体物）※3とする。

1. 周囲の環境を知覚できること

2. 知覚した情報を処理する能力を有すること

3. 自ら置かれた環境に直接対応できるよう組織化されたもの

1-1. 人とサービスロボットのインタラクション

サービスロボットが社会の中で活用される際、そこでは必ず人と

ロボットとのインタラクション（Human Robot Interaction 以下、

HRI）が生まれる。HRIは主にロボットの「キャラクター」と、それが

化体した「形態」（見た目）とともにユーザーから認識される。筆者

が川本（2017）※ 4 で指摘したように、「キャラクター」と「形態」

そしてサービスロボットの「名称」は不可分一体性を持ち、これが

サービスロボットの顧客吸引力を生み出す。そのためサービス

ロボットをビジネス上で活用する場合、HRIをコア領域として、「キャ

ラクター」と「形態」と「名称」のオープン&クローズ戦略※5 をいかに

組み立てるかが重要となる※6。

1-2. サービスロボットのキャラクター保護の重要性

それでは、サービスロボットにおけるキャラクターとは、どのよ

うなものだろうか。サービスロボットの場合「あるロボットに関する、

メーカーによって設計され、かつ、そのロボットと認識するために、

音声、 発言、動作、性格等によって特徴づけられた抽象的概念」と

いうソフトバンクロボティクス株式会社による定義※7が的確であろう。

本稿でもキャラクターについてはこの定義を用いることとする。

長田（2004）が指摘するようにキャラクターによって「外観や色彩

はもちろん、得意技（機能）、行動パターン、動き方、サウンド、セリフ

の言い回しにアフォードされる」※8 ため、既存の市販されているサー

ビスロボットはキャラクターが設定されている場合が多い。例えば、

シャープ株式会社から発売されているモバイル型ロボット電話である

「RoBoHoN」は「5歳児の男の子」※9 というキャラクターが設定さ

れている。ソフトバンクグループから2014年に発売された世界初の

感情を認識するパーソナルロボットである「Pepper」では、「イイコ

ちゃん」ではなく「ひょうきんな愛されキャラ」※ 10として設計され

ている。

サービスロボットの活用を考えた場合、第三者によるロボット上で

動作するアプリケーションの許容とその流通といったプラットフォーム

的な活用や、メディアやイベントでのロボットのタレント的な活用が

考えられるが、サービスロボットの顧客吸引力を蓄積していくため

には基本となる「キャラクター」の一貫性を保つことが重要である。

そのためメーカーとしては第三者による勝手なキャラクターの利用

（フリーライド）や、メーカーが設定したキャラクターを毀損するよ

うな利用からキャラクターを保護することを考えなければならない。

2. キャラクターの保護の方法

キャラクターは前述の通り「音声、 発言、動作、性格等によって

特徴づけられた抽象的概念」である。抽象的概念であるキャラクター

の総体をそのまま著作権等で保護することは困難である※11。

メーカーが想定しているキャラクターの利用が「人格をもった

タレントとして、企業やサービスのプロモーション、PRを行う」※12

ことであることを鑑みると、現時点ではキャラクターが持つパブリ

シティ価値を保護することで、第三者によるフリーライドからキャラ

クターを法的に保護することができるだろう。

またサービスロボットに必ずキャラクターを設計したメーカーと

その利用者（最終顧客のみならず、ロボット上で動作するソフトウェア

を開発／販売する事業者等、ロボットを利用する者すべてを意味する）

がいることを鑑みると、メーカーと利用者との間で利用許諾契約を

結ぶことで、メーカーが意図しないキャラクターの利用や、キャラ

クターを毀損するような動作をさせることからキャラクターを法的

に保護することができる。

そこで本稿ではパブリシティ価値の保護と、利用許諾契約による

保護について検討を行う。

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科　特任助教
デジタルハリウッド株式会社 東京ユニットR&Dグループ　チーフ

川本 大功   Haruku Kawamoto

【論文】

サービスロボットにおけるキャラクター保護に関する法的考察
Legal Consideration Concerning Character Protection in Service Robots
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2-1. パブリシティ権によるキャラクターの保護は可能か?

パブリシティ権は、米国においてプライバシーの権利から派生し

た権利であり、その後日本国でも認められた権利である。日本国内

では「著名人がその氏名、肖像、その他の顧客吸引力のある個人識別

情報の有する経済的な利益ないし価値（パブリシティ価値）を排他的

に支配する権利」と概ね定義されている※13。

しかしパブリシティ権は実定法上の根拠については定説がなく、

その権利内容も明らかではない。学説上も消極説※14と積極説※15

が存在しているが、日本では消極説の方が有力である。消極説は、

パブリシティ権はあくまでも人格権から派生した排他的独占権で

あるから、人格権を有する自然人しか権利を有しない、という立場

に立つ。一方で積極説は、パブリシティ価値は純粋な経済的価値で

あるから、人以外の万物であってもパブリシティ価値を有しており、

パブリシティ権についても人以外であっても認めるべきであると

いう立場に立つ。

いずれにせよ、パブリシティ権の本質は、氏名や肖像等が有する

財産的価値を排他的に支配する無体財産権である。したがって、物

にパブリシティ権が認められる場合は、「物のパブリシティ権」とは

「その物の名称や形態等の物の識別情報が有する経済的利益ないし

価値（パブリシティ）を排他的に支配する権利」と言えるだろう。

2-1-1. 日本国における「物のパブリシティ権」

物のパブリシティ権に関する有名な判例としては、「ギャロップ

レーサー事件」がある。ゲームに無断で使用された競走馬の名称に

ついて争われたこの事件では第 1 審（名古屋地判 H12.1.19）と

第2審（名古屋高判H13.03.08）において広義のパブリシティ権と

して「物のパブリシティ権」が認められた。名古屋高裁では、物の

パブリシティ権を「その物の有する無体価値を支配の対象とする

無体財産権」であると民法上の位置付けを明確に与えている。

しかし最高裁（最高裁判H16.2.13）では「競走馬等の物の所有権は、

その物の有体物としての面に対する排他的支配機能であるにとど

まり、その物の名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する

機能に及ぶものではない。よって、当該競走馬の名称等が有する顧客

吸引力などの競走馬の無体物としての面における経済的価値を利用

したとしても、その行為は、本件競走馬の所有権を侵害するもので

はない」と述べ、「物のパブリシティ権」は否定されており、法の欠缺

を最大の理由として下級審判決を破棄した。これをもって、日本国

では「物のパブリシティ権」は否定されたとするのが一般的である。

2-1-2. サービスロボットのパブリシティ価値の保護の具体的方法

サービスロボットは当然ながら自然人ではないため、人格権を有

していない。そのため、「ギャロップレーサー事件」の判決を鑑みる

と、パブリシティ権は自然人が有する人格権に根ざした権利として

解釈されるため、現状ではロボットのパブリシティ価値については

新たな立法なくして、パブリシティ権及び物のパブリシティ権による

法的な保護は困難である。

したがって、現行法上ロボットメーカーはパブリシティ価値が化体

する「名称」については商標権で、「形態」については商標権または

意匠権でといった知的財産権を中心に法的保護を行わなければなら

ない。前述したPepperを販売するソフトバンクロボティクス株式会社

は、名称だけではなく形態についても商標権※16 を取得し、幅広い

商品及び役務を指定している。

筆者が川本（2017）※17で指摘したように、サービスロボットの

肖像たる形態の保護については意匠権だけでは不十分であり、商標

権による保護と組み合わせた方が有効であると考える。意匠権では、

第三者が業として登録意匠またはそれに類似する意匠を製造・販売

等を行った場合に意匠権の侵害となる。つまり、あるサービスロ

ボットの形態について意匠権を持っている場合、第三者がその意匠

と同一または類似する意匠のロボットを製造・販売すれば意匠権の

侵害になるが、登録した物品以外の物品での利用や著作物への翻案

行為やパブリシティ価値を利用する「人格をもったタレントとして、

企業やサービスのプロモーション、PRを行う」※18といった行為など

に対しては意匠権だけでは侵害行為とならず、対抗することができ

ない。しかし形態に関する商標権を所持していることで、上記のよう

な行為に対しても対抗することができるようになる。

ただし商標権の場合、効力が及ぶ範囲をあらかじめ定めなければ

ならないため、事前にどの商品や役務を指定するかを検討しなけれ

ばならない。潤沢な資金を持つ大企業であれば幅広く取得すること

ができるが、そうではない場合は優先順位をつけて徐々に取得して

いく方が良いだろう。また商標法第29条※19 によりデザインを行う

段階から先意匠権に加え著作物として描かれている著名なロボット

の形態等にも注意を払う必要がある。このほか、形態については

著作権や不正競争防止法での保護※20 も考えられる。

いずれにせよ、現行法上では「物のパブリシティ権」によるサービ

スロボットのキャラクターのパブリシティ価値の保護は困難である。

そのため、パブリシティ価値が化体する「名称」や「形態」などの

「物の識別情報」の各態様に応じて知的財産権法などの現行法を

戦略的に組み合わせて、間接的にパブリシティ価値を保護していく

必要がある。

2-2. 利用許諾によるキャラクターの保護は可能か?

次は利用許諾によるキャラクターの保護を考えてみたい。サービ

スロボットには、必ずキャラクターを設計したメーカーと、それを

利用する利用者がいる。そのため、サービスロボットの利用にあたり、

購入時やアプリケーションの開発時等に必ず利用許諾契約への同意を

取ることで、メーカーが意図しないキャラクターの利用や、キャラク

ターを毀損するような動作をさせることから保護することができる。

またキャラクターの利用可能な範囲や利用方法を明記することで、

オープン&クローズ戦略において、キャラクター利用のオープン性

も確保することができる。

利用許諾によるサービスロボットのキャラクター保護の具体例と

して前述のPepperでは各モデルのいずれにおいても「商標・著作

物・Pepperキャラクターに関するガイドライン」を遵守することを

求めている※21。このガイドラインによってキャラクター利用は制限

されているが、逆に言えば定められている手順や範囲を守ることで

Pepperキャラクターを利用できるということでもあり、オープン性

も確保されている。

なお、この「商標・著作物・Pepperキャラクターに関するガイド

ライン」は、 Pepper の購入者及び利用者をはじめ、Pepperのメディ

アへの登場をさせようとする者、Pepper上で起動するアプリケー

ションを開発する者等を対象としている。

このガイドラインの中で「ソフトバンクロボティクス株式会社は、

同社が設計したキャラクターについては一定の肖像権に準ずる権利

を有しているとの立場に立ち、Pepperのキャラクターに関する権利

を管理しています」と明記されており、Pepperキャラクターを利用

するにはソフトバンクロボティクス株式会社の許諾が必要であると

記載されている。ただし、前述のとおり日本国の現行法ではロボット

は人格権を有していないこと、そして「物のパブリシティ権」が最高裁

【論文】サービスロボットにおけるキャラクター保護に関する法的考察

Legal Consideration Concerning Character Protection in Service Robots
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によって否定されている。そのため、「キャラクターについては

一定の肖像権に準ずる権利を有している」という文言は、物のパブ

リシティ権を指すのではなく、肖像（形態）に関する商標権や意匠権

といった知的財産権を有していることで、実質的に物のパブリシティ

権に準ずる権利を有していることを示していると考えられる。

しかし単純に形態に関連する知的財産権を有していると記述する

ことなく、契約自由の原則によって、あえて「一定の肖像権に準ずる

権利」という文言を使用したガイドラインを遵守させることで、草の

根による「サービスロボットのパブリシティ権」の設立を目指してい

るようにも思える。このガイドラインは、契約自由の原則をうまく

利用しているリーガルデザイン※22 の例の1つとみなすことができる

だろう※23。 

3. サービスロボットのキャラクター保護のリーガルデザイン

サービスロボットのキャラクター保護は、主に第三者からのキャ

ラクターのフリーライドを防ぐパブリシティ価値の保護という観点

と、利用者に積極的にロボットを活用してもらいながらも、メーカー

の意図しないキャラクター利用を防ぐ利用許諾契約による保護と

いう観点の2つを複合的に検討する必要がある。

ただし法的な保護の強化によって、権利保護が行われる一方で、

サービスロボットのプラットフォームとしてのオープン性が損なわれ

たり、メーカーと利用者の双方に手続きや金銭面での権利処理コスト

が発生したりと、共創環境が損なわれてしまい、サービスロボット

そのものの積極的な利用を阻害してしまうというジレンマが生じる

可能性がある。

パブリシティ価値の保護や利用規約によって、顧客吸引力を持つ

HRI、特にキャラクターの一貫性を保つことはもちろん重要である

が、その上で利用許諾契約を意図的に設計することで利用者に対

するキャラクター利用のオープン性を確保し、戦略的に外部の力を

自社のビジネス戦略に取り組んでいくというリーガルデザインの考え

方が今後ロボットメーカーには求められる。

4. 結論

ここまでサービスロボットのキャラクターの法的保護について、

検討を行ってきた。本稿ではキャラクターの一貫性を保つために

必要なサービスロボットの持つ「パブリシティ価値」の保護と、利用

許諾契約による保護を検討した。

パブリシティ価値の保護では、日本国においては「ギャロップレー

サー事件」での最高裁の判決により「物のパブリシティ権」が否定さ

れているため、新たな立法なくして「物のパブリシティ権」による

キャラクター保護は困難であると付けた。そのため、現行法上では

パブリシティ価値が化体する「名称」や「形態」等の「物の識別情報」

の各態様に応じて知的財産権法等の現行法を組み合わせることで、

間接的にパブリシティ価値を保護する必要がある。

利用許諾契約による保護では、キャラクターを設計したメーカー

と、それを利用する利用者間でキャラクター利用に関する利用許諾

契約を結ぶことで、メーカーが意図しないキャラクターの利用や、

キャラクターを毀損するような動作をさせることからキャラクター

を保護することができる。同時に利用許諾契約で利用方法を明記

することにより、キャラクター利用のオープン性を保つことができる。

サービスロボットのビジネスでは、オープン&クローズ戦略が重

要であるが、法的な保護の強化によって、権利保護が行われる一方

で共創環境が損なわれてしまい、サービスロボットそのものの積極

的な利用を阻害してしまうというジレンマが生じる可能性がある。

顧客吸引力を持つHRI、特にキャラクターの一貫性を保つための法

的保護を強化する一方で、利用者に対するキャラクター利用のオー

プン性を確保するよう利用許諾契約を意図的に設計し、戦略的に

外部の力を自社のビジネス戦略に取り組んでいくというリーガルデザ

インの考え方が今後ロボットメーカーには求められる。

本稿が果敢に新領域に挑むサービスロボット関係者の一助になれ

ば光栄である。
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1. 問題提起

わが国の大学を取り巻く環境は、グローバル化及び情報化の進展、

進学率が50%を超えると同時に18歳人口の減少というユニバー

サル化時代の到来、国・地方自治体の危機的な財政状況、2011

年3月11日の東日本大震災により持続可能社会を構築する重要性

の高まり、第4次産業革命の加速化による社会・産業構造の変化等

によって大きく変化している。こうした予測困難な時代において、

わが国の大学は、社会の変革を担い得る有為な人材を育成し社会に

輩出することがより一層求められ、そのためには、わが国の大学の

教育研究や運営の質に対する信頼の確立がより一層求められている。

そうした中で、2005年に開学したデジタルハリウッド大学（以下、

「本学」）は、翌年に自己点検委員会規則を制定した後、同委員会

を常設し、表1の通り、機関別は3年度毎に、専門分野別は4年度

毎に、同規則第2条「本学の教員及び事務組織の多面的な活動状況

等を客観的に点検・評価し、もって本学の発展及び活性化に資する

こと」を目的に、それぞれ絶えず自己点検・評価を実施してきた。

更に、認証評価に関して、機関別は2010年度に日本高等教育

評価機構から適合との評価結果を受け、分野別はデジタルコンテンツ

（以下、「DC」）分野の認証評価機関が存在しない場合の代替措置

として外部評価を受審し、2008年度と2012年度にどちらも適合

との評価結果を受けた。加えて、本学は2016年度に機関別及び

分野別の自己点検・評価を実施し、2017年度に両者ともに大学

基準協会（以下、「JUAA」）による認証評価を受審するに至っている。

表 1：デジタルハリウッド大学の認証評価受審歴

年 機関別認証評価 分野別認証評価

2008 -
自己点検・評価実施

外部評価受審

2009 - -

2010

自己点検・評価
実施

-
認証評価受審
（※JIHEE）

2011 - -

2012 -
自己点検・評価実施

外部評価受審

2013
自己点検・評価

実施
特例制度（免除規定：代替措置）の廃止

2014 - 本大学院のJUAAに対する

認証評価機関設立の働きかけ2015 -

2016
自己点検・評価

実施

JUAA認証評価機関の立ち上げ開始

自己点検・評価実施

2017
認証評価受審
（※JUAA）

JUAA認証評価機関の正式設立

認証評価受審（※JUAA）

※JIHEEは日本高等教育評価機構、JUAAは大学基準協会をそれぞれを指す。

前述の流れの中で特筆すべきは、デジタルハリウッド大学大学院

（以下、「本大学院」）の働きかけにより、2017年にJUAAがDC系

専門職大学院の認証評価機関として正式に文部科学大臣より認証され

たことである。本大学院では、JUAAから2016年9月にパブリック

コメントで提示された「同専門職大学院基準案」に基づき、上記認証

評価受審に向け、2016年度から自己点検・評価を実施している。

筆者は、こうした新たな認証評価機関が創設されたこの時期に、

本大学院の自己点検・評価及び外部評価結果の内容を振り返り、

その結果を本大学院の自己点検・評価活動のより一層の改善に結び

つけることが重要であると考える。その様な理由から、本稿では、

本大学院の自己点検・評価及び外部評価結果に焦点を当て考察する。

2. 本稿の目的と研究方法・データの説明

上記の問題提起に基づき、本稿では、次の3点を明らかにする。

第1に、2008年度から2012年度にかけての自己点検・評価報

告書及び外部評価結果報告書からみた本大学院の①長所、②特色、

③改善点の主な内容は何か。第2に、2012年度の外部評価の指摘

内容に対して、その後本大学院はどのような改善を行ったか。そして、

その結果、2016年度の自己点検・評価報告書からみた本大学院の

①長所、②改善点の主な内容は何か。第3に、今後本大学院がより

一層の自己点検・評価活動の実質化を図るためには何が必要か。

上記を解明するための研究方法・データは、次の通りである。

第1の点は、本大学院の上記報告書から、上記①～③の数や内

容を集計し、定量的・定性的分析に基づき各内容を解明する。

第2の点は、まず2016年度の本大学院の点検・評価報告書から、

外部評価での指摘に対して改善を行った内容を抽出し、次に本学の

2016年度の機関別点検・評価報告書から、本大学院に関連する上記

①②の内容を抽出し、それぞれ定性的分析に基づき解明する。

第3の点は、DC分野の専門職大学院が本大学院以外にわが国に

ないことから、他の分野の専門職大学院の取組みを考察する。具体

的には、まずJUAAが過去実施した各分野（法科、経営、公共政策、

公衆衛生、知的財産）の専門職大学院認証評価結果から、「自己

点検・評価」の基準に該当する部分について、①長所、②特色、

③検討課題、④改善勧告の数や内容をデータ化し、その主な内容を

定量的・定性的分析に基づき解明する。次にその考察から、本大学院

にとって参考になる内容を抽出し、筆者による見解を最後に示す。

なお、本稿で述べることは、筆者が認知するものに過ぎず、本

大学院を代表して見解を述べるものではないことを断っておきたい。

3. 先行研究のレビュー

本大学院を取り扱った論文を次の2つの視点からレビューする。

第1に、株式会社立大学の比較分析を行った論文がある。これに

は、まず同大学の成立史を取り扱った村上（2007,2008）がある。

次に同大学の設置概要や背景を比較考察したものとして田部井他
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（2007a）がある。更に同大学の分野毎の比較考察を行ったもの

として、教育内容と受講形態の類型化を行った田部井他（2007b）、

財務分析を行った川崎（2011）、大学経営組織の比較考察を行っ

た村上（2009）がある。第2に、本大学院のDC研究科と類似した

研究科を設置する国内外の大学と本大学院とを比較分析した論文

がある。これには、まず映画専門大学院大学映画プロデュース研究

科と本大学院の教育体制及び教育プログラムを比較考察した高橋他

（2017）がある。次に南カルフォルニア大学のフィルムスクールと

本大学院の教育体制を比較分析した高橋・戸田（2017）がある。

続いて、分析手法の先行研究を次の2つの視点から整理する。

第1に、認証評価結果の長所、改善点の数と内容を分析したもの

として、機関別ではJUAA（2012）、大学改革支援・学位授与機構

（2013,2016）、日本高等教育評価機構（2012）があり、分野別

では法科大学院を取り扱った野田他（2011）がある。第2に、自己

点検・評価報告書と認証評価結果報告書における長所、改善点の

数と内容の関係性を分析したものとして、渋井他（2011）がある。

表 2：先行研究のレビュー表

内容 著者名

Ⅰ.本大学院を取り扱った論文

　  株式会社立大学の比較考察

　　 ①成立史 ①村上（2007,2008） 

　　 ②設置概要、背景 ②田部井他（2007a）

　　 ③教育内容 ③田部井他（2007b） 

　　 ④財務 ④川崎（2010） 

　　 ⑤経営組織 ⑤村上（2009）

　  国内外の大学院の教育体制の比較

　　 ①映画専門大学院大学との比較 ①高橋他（2017）

　　 ②南カリフォルニア大学との比較 ②高橋・戸田（2017）

Ⅱ.長所、改善点の数と内容の分析

　  認証評価結果

　　 ①機関別認証評価

大学基準協会（2012）

大学改革支援・学位授与機構
（2013,2016）

日本高等教育評価機構
（2012）

　　 ②分野別認証評価（法科大学院） 野田他（2011）

　  自己点検評価結果と認証評価結果 渋井他（2011）

出所：先行研究より筆者作成

これらの結果を整理したのが表2であり、他の大学院との比較から、

本大学院の特徴を示した研究はあるものの、本大学院の自己点検・

評価及び認証評価結果に焦点を当てた文献は、管見の限り存在せず、

この点は、未だ明らかになっていない。また、分析手法については、

先行研究の方法を本大学院に応用して本稿で分析するが、こうした

分析を行ったものも、筆者の知る限り存在しない。こうした点から、

本研究は一定の独自性があると筆者は考える。

4. 本大学院の認証評価のフェーズ

分析に移る前に、本大学院の認証評価のフェーズを、杉岡・早田

（2013,46頁）に倣い、表1の通り、次の3つに分けて概観する。

本大学院の認証評価については、法令上、文部科学大臣の認証

を受けた評価機関による評価を行うことが基本とされているが、

2008・2012年度には、DC分野の認証評価機関が存在しなかっ

たため、当時の他分野の認証評価機関による評価項目を参考に、

自己点検委員会で検討を行い、評価項目を本大学院で設定し自己点検・

評価活動を行った。そして、学校教育法第百九条第三項但し書きに

従って外部評価委員を集め分野別認証評価を両年度に実施した。

その結果、両年度とも同法に基づく大学院の基準に適合していると

認定された。この2008～2012年度の期間を「第1フェーズ」とする。

2013年度に、専門職大学院の質保証の観点から、同法109条

第3項但し書きの特例制度（免除規定）が廃止されたことから、本大

学院は、DC分野を担う認証評価機関として、多くの分野の専門職

大学院認証評価の実績を持つJUAAに働きかけ、その結果、2016

年度にJUAAによる認証評価機関の立ち上げが着手された。この

2013～2016年度の期間を「第2フェーズ」とする。

その後、JUAAは、文部科学大臣へDC分野を担う認証評価機関

としての申請を行い、2017年にJUAAが正式にその認証評価機関

として認証された。現在、本大学院は、2017年度にJUAAによる

DC分野の専門職大学院認証評価受審に向けて作業を進めている。

この2017年度以降の期間を「第3フェーズ」とする。

5. 第1フェーズ：長所、特色、改善点の分析結果

本稿の目的の第1の点を考察する。そもそも自己点検・評価とは、

「大学等が、自己の目的・目標に照らして教育研究等の状況について

点検し、優れている点や改善すべき点等を評価し、その結果を公表

すると共に、その結果を踏まえて改善向上を行っていくという質保

証の仕組み」（大学改革支援・学位授与機構,2016,58頁）と定義され

ている通り、同評価では、大学の長所、改善点等を洗い出し、長所

の伸長策や改善点の改良策を導出することが重要である。

その観点から、2008・2012年度の自己点検・評価報告書で本

大学院が挙げた長所や改善点等に対して、外部評価者はどのように

評価したのかという点について、定量的・定性的に分析を行い、その

主な内容を解明する。まず定量的に分析する。2で述べた研究方法・

データに基づき、長所の指摘数を示したのが表3である。

同表は、基準1～11について、両年度の自己点検・評価報告書

で本大学院が長所として指摘した数を示し、その内、外部評価者が

同様に長所として評価した数を内数として示している。また、それ

以外の内容で、外部評価者が長所として評価した数も示している。

そして、両者を合計した数を認証評価指摘数合計として示している。

表 3：長所の指摘数（2008・2012 年度）

基準
数 年度 自己点検

指摘数
うち認証評
価指摘数

認証評価指摘
数（左記以外）

認証評価指
摘数合計

1.教育目的 4
2008 3 内数（2） 0 2

2012 1 内数（1） 0 1

2.教育内容 6
2008 3 内数（2） 1 3

2012 2 内数（2） 0 2

3.教育方法 7
2008 5 内数（5） 1 6

2012 3 内数（3） 0 3

4.成績評価及び

修了認定
9

2008 2 内数（1） 1 2

2012 2 内数（2） 0 2

5.教育内容等の

改善措置
2

2008 1 内数（1） 0 1

2012 3 内数（3） 1 4

6.研究活動及び

研究環境等
6

2008 1 内数（1） 2 3

2012 1 内数（0） 1 1

7.入学者選抜等 7
2008 1 内数（1） 0 1

2012 2 内数（2） 0 2

8.学生の支援体制 9
2008 1 内数（1） 0 1

2012 2 内数（2） 0 2

9.教員組織 13
2008 1 内数（1） 1 2

2012 1 内数（1） 2 3

10.管理運営等 11
2008 1 内数（1） 0 1

2012 1 内数（0） 0 0

11.施設、設備

及び図書館等 
3

2008 1 内数（1） 0 1

2012 1 内数（1） 1 2

合計 77
2008 20 内数（17） 6 23

2012 19 内数（17） 5 22

出所：本大学院のHPの報告書より筆者作成

【論文】デジタルハリウッド大学大学院における自己点検・評価活動の考察

Consideration of Self-Study Activities in Digital Hollywood Graduate School



15 ｜ DHU JOURNAL Vol.04  2017

この表をみると、本大学院が挙げた長所に対して外部評価者も

ほぼ同様に評価していることが読み取れる。また年度別には、それ

ほど大きな数の違いがないことや、更に本大学院が挙げた長所以外

でも、5～6個の長所を指摘されていることが分かる。こうした点から、

本大学院の長所の取り上げ方は概ね適切であったと考えられる。

長所と同様に改善点の指摘数を示したのが表4である。この表を

みると、長所とは違った傾向が見受けられる。全体として、本大学

院が挙げた改善点に対して、外部評価者も同様に評価している数は

半分程度と少ない。また、年度別には、2008年度から2012年度

にかけて自己点検・評価の指摘数はほぼ変わらないが、外部評価

の指摘数は大きく減少している。これらは、上記年度にかけて本大

学院の改善が実質的に進んでいることを示していると推察される。

長所、改善点以外について、外部評価者が特色ある取組みとして

指摘した数についても考察する。その数を示したのが表5であり、

全体として、2008年度から2012年度にかけて特色の数が増加し

ていることが分かる。これは、その年度にかけて本大学院が改善を

図り、特色ある取組みを行った結果であると筆者は類推する。

表 4：改善点の指摘数（2008・2012 年度）

基準
数 年度 自己点検

指摘数
うち認証評
価指摘数

認証評価指摘
数（左記以外）

認証評価指
摘数合計

1.教育目的 4
2008 3 内数（1） 2 3

2012 2 内数（1） 1 2

2.教育内容 6
2008 1 内数（1） 0 1

2012 2 内数（1） 0 1

3.教育方法 7
2008 1 内数（0） 2 2

2012 1 内数（0） 0 0

4.成績評価及び

修了認定
9

2008 1 内数（0） 0 0

2012 2 内数（1） 1 2

5.教育内容等の

改善措置
2

2008 1 内数（1） 0 1

2012 1 内数（0） 0 0

6.研究活動及び

研究環境等
6

2008 1 内数（1） 5 6

2012 3 内数（2） 1 3

7.入学者選抜等 7
2008 1 内数（1） 7 8

2012 2 内数（2） 0 2

8.学生の支援体制 9
2008 1 内数（1） 7 8

2012 1 内数（0） 0 0

9.教員組織 13
2008 3 内数（2） 3 5

2012 1 内数（0） 2 2

10.管理運営等 11
2008 2 内数（1） 3 4

2012 1 内数（1） 1 2

11.施設、設備

及び図書館等 
3

2008 2 内数（2） 1 3

2012 2 内数（2） 0 2

合計 77
2008 17 内数（11） 30 41

2012 18 内数（10） 6 16

出所：本大学院のHPの報告書より筆者作成

表 5：外部評価における特色の指摘数（2008・2012 年度）

年度 指摘数

2.教育内容
2008 0

2012 3

3.教育方法
2008 2

2012 1

5.教育内容等の改善措置
2008 1

2012 2

8.学生の支援体制
2008 0

2012 1

9.教員組織
2008 0

2012 1

10.管理運営等
2008 2

2012 0

合計
2008 5

2012 8

出所：本大学院のHPの報告書より筆者作成

次に、定性的に分析する。定量的分析から指摘数が多かった基準

を取り上げ、その基準の2008年度から2012年度にかけての主要

な指摘内容を考察する。長所は指摘数が多かった基準2・3・5・9

を取り上げる。その指摘内容を示したのが表6である。但し、基準

3と5は、指摘内容が同様であったため、前者のみ同表に記載した。

この表から、本大学院の長所の主な内容として、①ビジネス、

クリエイティブ、ICT（以下、「BCI」）各分野のカリキュラムを体系的に

配置した教育内容を提供している事、②毎回の授業評価を授業改善

に繋げると共に教員研修等で効果的な指導方法を共有しその能力

向上に努めている事、③BCIの各産業分野の最前線に立つ優れた

実務家教員を多数配置している事の3点を指摘できる。本大学院は、

これらの教育内容・手法や教員組織に強みを持っていると言える。

改善点は指摘数が多かった基準6・7・9を取り上げる。その基準

の指摘内容を示したのが表7である。

この表から、本大学院の改善点の主な内容として、①研究活動の

更なる社会還元を進める事、②BCI各分野を得意とする入学者を

バランスよく受け入れ恒常的な定員充足を図る事、③教員の研究

活動を支援する体制を整備する事の3点を指摘できる。

表 6：長所の指摘内容（2008・2012 年度）

2.教育内容 3.教育方法 9.教員組織

年度 2008 2012 2008 2012 2008 2012

指摘
内容

実務家・経営
者を中心とし
た教員による
授業内容

BCI各分野の
第一線で活躍
する実務家教
員による授業

毎 回 の 授 業
評価の実施と
フィードバッ
ク

左記と同様
産業界の最前
線に立つ実務
家教員の配置

BCI各分野の
最前線に立つ
実務家教員の
配置

DC分 野 を 網
羅 し た カ リ
キュラムの提
供

基 盤、 専 門、
ラボに至るカ
リキュラムの
体系的配置

授 業 評 価 の
データの教員
間での共有

左記と同様
学生からの評
価を教員評価
の指標に活用

教員研修参加
の義務付けと
指導能力の向
上努力

最新の課題に
対応した講座
の適宜開講

―
教授会での授
業評価の検討
と更なる改善

― ―

教員研修と教
員総会による
教員組織の活
性化

― ―

年3回の教員
研修と効果的
な指導方法の
共有

左記と同様 ― ―

― ―
教員相互の授
業参観

― ― ―

― ―
FD委 員 会 で
の知見の共有
と授業改善

― ― ―

出所：本大学院のHPの報告書より筆者作成

表 7：改善点の指摘内容について（2008・2012 年度）

6.研究活動及び研究環境等 7.入学者選抜等 9.教員組織

年度 2008 2012 2008 2012 2008 2012

指摘
内容

明確な研究支
援体制の組成

社会的広がり
のある研究課
題の検討

受入れ方針の
周知と募集要
項等への記載

定員充足状態
の恒常的実現

優れた実務家
教員の安定的
な確保

―

研究者教員の
養成

研究成果の
データベース
化と公表

社会的認知度
を高める広報
活動や募集説
明会の必要性

ICTを得意と
する入学者の
増大

教員の採用基
準の明確化

サバティカル
制度の検討

全教員に対す
る研究成果の
公表と評価

学研的な研究
と産学官連携
の切り分け

客観的な判断
を行うための
面接官の増加

―
実務家以外の
教員の採用

―

研究所の研究
成果の公表

―
筆記試験の追
加実施

―
必須科目を専
任教員が担当
すべき

左記と同様

研究倫理に関
する規程の明
文化

―

経営者に相応
しい見識や人
柄も判断すべ
き

―
研究に専念で
きる教員組織
の組成

―

利益相反問題
への対処

―
学部生の受入
れ体制の構築

― ― ―

― ―
留学生比率増
大への努力

― ― ―

― ―
入学選抜の適
切性の検証

― ― ―

出所：本大学院のHPの報告書より筆者作成
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表 8：外部評価における特色の指摘内容（2008・2012 年度）

年度 指摘内容

2.教育内容 2012
BCIのカリキュラム構成に
特徴や強みを有している

BCIの最前線に立つ教員の
質に特徴や強みを有して
いる

3.教育方法

2008
授業でのアクティブラーニ
ングの手法の採用は例が
少ない

年3回の教員研修での指
導力向上努力は国内では
稀有な試み

2012
独習用教材を研究スペースで利用できることは他校に
ない特長

5.教育内容等の改
善措置

2008
フィードバックシート（FS）、教員相互の授業参観、教員
研修、FD委員会の活動は、他に例をみないほど充実

2012
全学生にFSを提出させて
いることは類例をみない

FD委員会、教員研修での
指導力向上は、他大学院
等ではみられない優れた
措置

8.学生の支援体制 2012 起業支援を行っている点は特色である

9.教員組織 2012 教職協働でのカリキュラムデザインは特筆に値する

10.管理運営等 2008
学生を顧客とした満足度の
高い教育展開は先進的

効率的な大学運営モデル
は先進的

出所：本大学院のHPの報告書より筆者作成

更に、特色の主な内容をまとめたのが表8である。長所で述べ

た以外に、外部評価者から特色として評価された主な内容として、

①教育方法として、アクティブラーニングの手法や独習用教材を利用

している事、②学生支援として、起業支援を行っている事、③教員

組織として、教員と職員が教職協働でカリキュラムデザインを行って

いる事、④管理運営として、学生を顧客とした先進的な大学運営

モデルを提示している事の4点を指摘できる。本大学院は、これら

の点で、他校と比較した特色を持っていると考えられる。

以上の点が、筆者が分析する第1フェーズにおける本大学院の上記

報告書からみた①長所、②特色、③改善点の主な内容である。

6. 第2フェーズ：長所、改善点の分析結果

本稿の目的の第2の点を考察する。2012年度の外部評価での指

摘に対して、その後本大学院が改善を図った主な内容を示したのが

表9である。その具体的な改善事例を紙幅の都合上3点取り上げる。

表 9：本大学院における 2013 年度以降の改善措置

2012年度外部評価の
改善点

2013年度以降の
改善措置

2.教育内容
DC分野の激しい変化に対して
臨機応変に対応すべき

カリキュラム検討委員会で継
続的に検討し、新たな科目を
配置・再編

4.成績評価及び
　 修了認定

シラバスの評価基準に出席率
と表記されている

シラバスガイドラインを作成し
改善

修了率向上措置の必要性
修了率向上施策により向上し
改善

6.研究活動及び
　 研究環境等

社会的広がりのある研究課題
の検討

新たな領域での研究活動の展
開（例：デジタル憲法フォーラ
ム等）

研究成果のデータベース化
と公表

本大学院のHP上で閲覧可能
にし改善

7.入学者選抜等 ICTを得意とする入学者の増大
該当層への認知活動による受
入れ改善

9.教員組織

必須科目を専任教員が担当
すべき

カリキュラムの中核科目を
専任教員が担当し改善

サバティカル制度の検討 経営会議で今後検討

出所：本大学院のHPの報告書より筆者作成

第1に、カリキュラム検討委員会で、科目の改廃の議論を通じて、

数年先のトレンドを見極めて、新たな科目の配置や再編を行っている

（基準2）。第2に、①授業時間を遅くして社会人に配慮する、②学生

の受入れを行う際に個別面談を行い通学プランを助言する、③修了

課題制作を重視し段階的指導を行うといった施策により、2012年度

と比較した修了率の向上に結びつけている（基準4）。第3に、IoT

アクセラレーションプログラムの設置や学生募集時より修了課題制作

におけるゴールがアイデアの実装である旨を強く謳う事で、ICT分野

を得意とする者の入学が促進されている（基準7）。

上記の他にも表9に示した様な改善を本大学院では行っている。

この様に外部評価の指摘内容に対して、本大学院は、自己点検・評価

活動を通じた改善を着実に行っていることが分かる。

そして、その結果として、これまで述べてきた特徴以外において、

2016年度の機関別点検・評価報告書からみた本大学院の①長所、

②改善点の主な内容を示したのが表10である。

長所の主な内容として、基準1で、近未来教育フォーラムを実施

し理念・目的の浸透を図っている点、基準3で、教授会において、

小規模大学の特性を生かし、毎月、ラボ・修了課題制作の課題点

や成果を共有することで、全院生の状況に目が届き、効果的な指導

が実現でき、院生のGPA平均が2年連続で向上している点、基準4で、

教育成果として、学発ベンチャー数が伸長している点と優秀成果発

表会でのアウトプットが向上し、在学中に起業に結びつくケースが

出ている点、基準7で、プロトタイピングのためのラボ・プロトを

創設し、価値共創を促す教育環境を実現している点等を指摘できる。

この様に2016年度には第1フェーズで分析した強みや特色に加

え、上記で挙げた優れた点も本大学院に加わっていると考えられる。

表 10：本大学院における 2016 年度の長所、改善点

2016年度機関別点検・評価報告書

長所（本大学院関連） 改善点（本大学院関連）

1.理念・目的
近未来教育フォーラムを通じ
た理念・目的の浸透

アドバイザリーボードの組成

3.教員・教員組織
ラボ・修了課題制作状況の教
授会での共有と効果的な指導
の実現（GPA平均上昇）

―

4.成果

学発ベンチャー数の伸長 ―

優秀成果発表会（デジコレ）で
のアウトプットの向上

―

7.教育研究等環境
プロトタイピングのための
ファブ工房としてのLabProto

（ラボ・プロト）の創設

教員の研究専念時間を確保
する制度の整備

8.社会連携・社会
   貢献

産学官連携センター及び
メディアサイエンス研究所
での多くの成果の社会還元

―

10.内部質保証 サバティカル制度の検討
機関別と分野別の自己点検・
評価のサイクルを1年度毎に
実施

出所：2016年度本学機関別「自己点検・評価報告書」より筆者作成

改善点の主な内容として、基準1で、アドバイザリーボード（以下、

「AB」）を組成する点、基準7で、教員のサバティカル制度を整備

する点、基準10で、機関別と分野別の点検・評価の周期を1年度

毎に実施する点等を指摘できる。本大学院は、第2フェーズ以降で、

これらの点を改善していくこととし、その検討に着手している。

以上が、筆者が分析する第2フェーズでの本大学院の改善措置と

自己点検・評価報告書からみた①長所、②改善点の主な内容である。

7. 自己点検・評価の実質化に向けた分析結果

本稿の目的の第3の点を考察する。JUAAによる各分野の専門職

大学院認証評価結果の概要を示したのが表11である。
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表 11：専門職大学院認証評価の設置形態別評価結果（JUAA）

評価結果
設置
形態

評価年度
総計

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

法科（適合） 私立 2 5 1 2 6 1 17

法科（不適合） 私立 9 1 6 1 17

経営（適合）

国立 3 3 2 3 3 1 15

公立 2 1 2 5

私立 7 5 4 1 7 4 4 1 33

株立 1 1

経営（不適合）
国立 1 1

株立 1 1 1 2 5

公共政策（適合）
国立 1 1 2 1 1 6

私立 1 1 1 3

公衆衛生（適合）
国立 1 2 1 4

私立 1 1

知的財産（適合） 私立 1 2 3

計 2 24 12 10 2 5 27 13 13 3 111

出所：大学基準協会のHP「評価結果検索ページ」より筆者作成（※追評価を除く）

この表の通り、法科と経営は不適合校が数校ある一方で、公共政

策、公衆衛生、知的財産分野は全ての対象校が適合となっている。

定量的に長所、特色、検討課題、改善勧告を分析する。2で述べた

研究方法・データに基づき、指摘数を示したのが表12である。

長所については、知財を除く各分野で指摘された大学院があり、

国立の比重が高く全体の約1割の大学院が長所を付されている。

特色については、全分野で指摘された大学院があり、国立・私立の

比重が高く全体の約2割である。検討課題については、全ての分野・

設置形態の大学院で指摘を受け、全体の約半分の大学院が同課題を

付されている。改善勧告については、法科と経営で指摘された大学

院があり、私立の比重が高く全体の約6%の大学院が指摘を受けて

いる。なお、株立は評価が相対的に低い。この様に、自己点検・評価

に関して長所と特色を付された大学院が一定程度あるものの、同評

価に関して課題を抱えている多くの大学院があることが分かる。

表 12：設置形態別指摘数（JUAA：自己点検・評価部分）

評価結果 分野 設置
形態

評価年度
総計 評価

大学数2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

長所

法科

私立 1 2 1 4 34

特色 私立 1 2 1 4 34

検討課題 私立 1 6 2 1 3 1 14 34

改善勧告 私立 1 1 2 34

長所

経営

国立 2 1 1 4 16

公立 1 1 5

特色
国立 2 1 3 16

私立 2 1 3 33

検討課題

国立 2 2 2 1 1 1 9 16

公立 1 1 5

私立 7 4 4 4 2 21 33

株立 2 2 4 6

改善勧告

国立 1 1 16

私立 2 1 3 33

株立 1 1 6

長所

公共

国立 1 1 1 3 6

特色 国立 1 1 2 1 5 6

検討課題
国立 1 1 2 6

私立 1 1 3

長所

公衆

国立 2 2 4

特色
国立 2 1 3 4

私立 1 1 1

検討課題 国立 1 2 3 4

特色
知財

私立 1 1 3

検討課題 私立 1 1 3

長所

合計 -

1 3 0 1 0 1 5 2 1 0 14 111

特色 1 0 0 1 0 1 11 3 2 1 20 111

検討課題 1 15 10 7 1 1 11 6 4 0 56 111

改善勧告 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 7 111

出所：大学基準協会のHP「評価結果検索ページ」より筆者作成（※追評価を除く）

長所と特色について、指摘内容のテキストデータから、記述の

多かった内容をまとめたものが表13である。

表 13：長所、特色の指摘内容（JUAA：自己点検・評価部分）

長所 特色

順位 指摘内容 件数 順位 指摘内容 件数

1
外部評価の継続的実施
アドバイザリーボードからの
意見聴取

9 1
外部評価の継続的実施
アドバイザリーボードからの
意見聴取

8

2
全学的に検証する姿勢・体制
の構築

3 2 授業評価結果の活用 4

3

修了生からの評価の活用 1

3

修了生からの評価の活用

3
授業評価結果の活用 1

大学院独自の点検・評価項目
の設定

多様なデータを収集する体制 1 4
教育方法改善のための情報シ
ステム

1

出所：大学基準協会のHP「評価結果検索ページ」より筆者作成（※追評価を除く）

長所については、アドバイザリーボードを含む外部評価の継続的

実施、全学的に自己点検・評価を実施する姿勢・体制の構築、修了

生からの評価や授業評価結果の活用、多様なデータを収集する体制

の構築が自己点検・評価の実質化にとって重要であることが言える。

特色については、上記の指摘以外では、大学院独自の点検・評価項目

を設定し同評価を行うことも有効な方策の一つであると言える。

同様に、検討課題、改善勧告について、指摘内容のテキストデータ

から、記述の多かった内容をまとめたものが表14である。

表 14：検討課題、改善勧告の指摘内容（JUAA：自己点検・評価部分）

検討課題 改善勧告

順位 指摘内容 件数 順位 指摘内容 件数

1
組織的・継続的に自己点検・
評価が実施されていない

23 1
自己点検・評価結果や認証評
価結果を改善に結びつけるシ
ステムの不備

6

2
自己点検・評価活動を改善に
結びつけるための仕組みが不
十分

11 2 自己点検・評価体制の不備 5

3

文部科学省や認証評価機関
からの指摘に対する対応が不
十分 9

3
文部科学省や認証評価機関
からの指摘に対する対応の不
備

4

自己点検・評価報告書の根拠
資料・データの内容が不正確

4

継続的な自己点検・評価の未
実施

3

4
外部から意見聴取を行う仕組
みを検討

4 自己点検・評価規則の不備

出所：大学基準協会のHP「評価結果検索ページ」より筆者作成（※追評価を除く）

検討課題については、自己点検・評価を組織的・継続的に実施し、

その結果を改善に結びつける仕組みが不十分であり、その際、正確

な根拠資料やデータに基づいた評価がなされていないと指摘された

大学院が多かったことが読み取れる。改善勧告については、自己点検・

評価体制や規則が不備であり、継続的に自己点検・評価を実施せず、

その評価結果を改善に結びつける仕組みがないことを指摘される

大学院があったことが分かる。その他、文部科学省や評価機関から

の指摘について改善が進んでいない大学院も見受けられる。

以上が、筆者が分析するJUAAが過去実施した各分野の専門職

大学院認証評価結果における①長所、②特色、③検討課題、④改善

勧告の主な内容である。
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8. 結論

本稿の第3の目的の最後の点について、筆者個人の見解を述べ

結論に代えたい。他の大学院の分析結果から、本大学院の更なる

自己点検・評価の実質化に向けたポイントをまとめたのが表15である。

この内容に対して、本大学院は、下記の様な施策に着手している。

表 15：自己点検・評価実質化のためのポイント

項目 自己点検・評価実質化のためのポイント（分析結果より）

①姿勢 全学的な観点から検証する姿勢を持つこと

②組織 全学的に検証する体制を構築すること

③改善の仕組み
自己点検・評価を組織的・継続的に実施し、その結果を着
実に改善に結びつける仕組みを構築すること

④エビデンス
大学院の必要かつ正確なデータを収集・分析する習慣や体
制の構築

⑤外部者の目線
点検・評価の客観性・妥当性を保証するために、外部から
の意見聴取する仕組み（ABの組成や修了生からの評価の活
用等）を構築すること

⑥独自の評価項目
大学院独自の評価項目を設定して評価や検証を行うことも
有効

出所：分析結果に基づき筆者作成

上記①～③に対して、本学は、まず全学的な検証姿勢を持つため

に「自己点検・評価ニューズレター」を学内配信する試みを2017年

7月から行い、同評価を行う意義を学内に周知し、質に対する学内

構成員の意識を高める「質の文化」の醸成に努めている。次に点検・

評価を組織的・継続的に実施すべく、前述の通り、2018年度から

機関別と分野別の検証サイクルを1年度毎に交互に実施する。更に

それを改善に結びつける仕組みについては、本学の各部署を横断

する筆者が所属する学務グループで、点検・評価報告書に記載した

改善実行リストを作成しその進捗管理を行う仕組みを構築する。

上記④～⑥に対して、まずより一層の根拠主義的（evidence 

based）評価を行うために、2016年度から本学の学務グループと

大学院グループが連携して、自己点検・評価の客観的データを整備し、

そのための情報を収集・分析していくことを習慣化するよう努めて

いる。次に本大学院はABの組成を既に検討し、2018年度から運用

する。更に修了生からの評価の活用と大学院独自の評価項目の設定

については、今後本大学院で検討すべき課題であると考える。

最後に、自己点検・評価とは、認証評価を受審するために行う

ものではなく、また、それを行うこと自体が目的である訳でもなく、

その結果を教育改善に結びつけるための手段であることを本学の

構成員が理解し、上記で挙げた施策に今後地道に取り組みその実を

対外的に証明すると共に、検討すべき課題を実行に移すことで、

本大学院の更なる自己点検・評価の実質化が図られると筆者は考える。
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1. 問題提起

2004年度から導入された認証評価制度は、2018年度から第3

周期を迎える。こうした中、2016年3月に「学校教育法第百十条第

二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令」

が改正され、認証評価機関の評価基準に共通して定められなけれ

ばならない事項として、3ポリシー（卒業の認定方針（以下、「DP」）、

教育課程の編成及び実施方針（以下、「CP」）、入学者の受入れ方針（以

下、「AP」）と、内部質保証（教育研究活動等の改善を継続的に行う

仕組み）が追加された。また、後者は、重点的に認証評価を行うこと

も定められた。この省令改正の通り、第3期認証評価では、内部質

保証を重視した評価が行われると共に、「内部質保証システムを構築

する上で重要な要素となる3ポリシーの明確化（工藤,2017a,22頁）」

がわが国の大学に求められることになった。

この内部質保証に関して、大学基準協会（以下、「JUAA」）は、他

の認証評価機関に先駆けて、2011年度の第2期認証評価から

内部質保証を重視する大学評価システムを構築し運用しているが、

「2011～2015年度のJUAAの機関別認証評価結果（204大学）

において、その3割以上の大学で『内部質保証』に努力課題・改善

勧告の指摘がなされている」（JUAA,2016a,4頁）。この様に、わが

国で、内部質保証に課題を抱えている大学が少なからず存在している。

では、どうすれば、わが国の大学で内部質保証が定着するのか。

また、筆者が所属するデジタルハリウッド大学（以下、「本学」）の内部

質保証をより効果的に推進するためには何が必要になるのか。

2. 本稿の目的と研究方法・データの説明

こうした問題提起のもと、本稿の目的は、JUAAの第2期機関別

認証評価結果に基づき、次の4点を明らかにすることにある。

第1に、内部質保証に係る努力課題・改善勧告の主内容は何か。

第2に、内部質保証に係る長所の主内容は何か。第3に、内部質保証

の重要な要素である3ポリシーに係る長所・努力課題・改善勧告の

主内容は何か。第4に、JUAAの第3期認証評価の基本方針と上記

分析結果を踏まえ、今後わが国の大学で内部質保証が定着するため

には何が必要か。また、その分析が本学に示唆するものは何か。

上記を解明するための研究方法・データは、次の通りである。

第1～第3の点については、JUAAの評価結果検索ページで入手

可能な2011～2016年度までの機関別認証評価結果から、内部

質保証と3ポリシーについて、どのような指摘（長所・努力課題・

改善勧告）が付されたのか、その数と内容をデータ化し、定量的・

定性的分析に基づき、その主要点を導出する。

第4の点については、JUAAの第3期認証評価に係る各種資料

内容と上記分析結果を重ね合わせ、今後わが国の大学で内部質保証

を定着させるためのポイントを導出する。また、その分析の中から、

本学にとって参考になる内容を抽出し、筆者の見解を最後に示す。

なお、本稿で述べることは、筆者が認知するものに過ぎず、本学

を代表して見解を述べるものではないことを予め断っておきたい。

3. 先行研究のレビュー

機関別認証評価結果からみた内部質保証に関する分析を行った

文献について、次の2つの視点からレビューする。

第1は、JUAAの機関別認証評価結果を分析した文献である。

JUAA発行の『大学評価研究』第12号では、特集「第2期認証評価

の実践と課題」が組まれ、2011年度又は2011～2012年度に

実施した同結果をもとに、早田（2013）、山田（2013）、工藤・松坂

（2013）によってそれぞれ分析がなされている。

第2は、大学改革支援・学位授与機構の機関別認証評価結果を

分析した文献である。まず同機構（2016）では、2012～2014年度

に実施した同結果を基に基準8「教育の内部質保証システム」の指摘

内容を分析している。次に渋井・野田（2015）では、同結果を基に

同システムに関する指標の出現頻度をカテゴリ別に集計している。

表 1：先行研究のレビュー表

内容と著者名 対象設置形態大学 対象年度

Ⅰ.大学基準協会による
　 基準10「内部質保証」の認証評価
　 結果分析

　  早田（2013）、山田（2013） 公立・私立・株立 2011

　  工藤・松坂（2013） 上記＋国立（1校） 2011～2012

Ⅱ.大学改革支援・学位授与機構による
　  基準8「教育の内部質保証システム」
　  の認証評価結果分析

　  同機構（2016）、渋井・野田（2015） 国立、公立（4校）、
私立（1校） 2012～2014

出所：先行研究より筆者作成

以上の結果を整理したのが表1であり、多数の国立大学について

は、同機構による機関別認証評価結果に基づく数年度間の分析はあ

るが、多数の公立・私立の設置形態大学については、JUAAによる

同結果に基づく単年度又は2年度間の分析はなされているものの、

包括的な年度に亘る分析は、管見の限り、未だ行われておらず、明ら

かになっていない。そのため、包括的な年度に亘るJUAAによる同

結果の詳細な分析を目的とした本稿は、一定の独自性があると筆者

は考える。

4. JUAAによる大学評価結果概要と内部質保証の定義

分析結果に移る前に、本稿で対象とするJUAAによる2011～

2016年度の機関別認証評価結果の概要（260大学）と内部質保証

の定義等を押さえておく。表2に、国立1校、公立42校、私立216校、

株立1校の同結果の概要を示している。その内、期限付き適合は

私立3校、株立1校となり、不適合は私立2校となっている。
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表 2：JUAA による機関別認証評価結果の概要

評価結果
設置
形態

評価年度
総計

2011 2012 2013 2014 2015 2016

適合

国立 1 1

公立 6 3 4 7 6 16 42

私立 21 25 34 45 46 40 211

期限付き
適合

私立 2 1 3

株立 1 1

不適合 私立 1 1 2

計 30 30 39 52 53 56 260

出所：大学基準協会のHP上「評価検索ページ」より筆者作成（※再評価を除く）

JUAAは、内部質保証を「PDCAサイクル等の方法を適切に機能さ

せることによって、質の向上を図り、教育・学習その他サービスが

一定水準にあることを大学自らの責任で説明・証明していく学内の

恒常的・継続的プロセス」と定義し（JUAA,2016b,4頁）、JUAAの

大学基準では内部質保証を表3のように解説している。

表 3：第２周期の大学基準の解説（内部質保証部分）

大学基準の解説

10 内部質保証について

　大学は、社会の負託を受けた組織体であることに鑑み、組織運営と諸活動の状況
について積極的に情報公開し、社会に対する説明責任を果たすことが必要である。

　また、大学が、自律的な存在として機能するためには、自らの活動を点検・評価し、
その結果を公開するとともに、改善・改革を行うことのできる組織でなければなら
ない。大学の質を保証する第一義的責任は大学自身にあることから、大学は自らの
質を保証する（内部質保証）ための組織を整備するとともに、内部質保証に関する
方針と手続きを明確にする必要がある。

　また、内部質保証システムを十全に機能させるためには、自己点検・評価の客観性・
妥当性を高めるための工夫を講じるとともに、自己点検・評価の結果を改善・改革
に繋げることが重要である。 

出所：大学基準協会（2016b）「大学評価ハンドブック」107頁より

JUAAは、この解説をブレイクダウンした項目に落とし込み、点検・

評価項目と評価の視点を表4のように定め、第2期認証評価では、

①点検・評価結果の説明責任、②内部質保証システムの整備、③同

システムの適切な機能の3点を重視した評価を行っている。

表 4：第２周期の点検・評価項目と評価の視点（内部質保証部分）

点検・評価項目 評価の視点

（１）大学の諸活動について点検・
評価を行い、その結果を公表する
ことで社会に対する説明責任を果
たしているか。

自己点検・評価の実施と結果の公表

情報公開の内容・方法の適切性、情報公開請求への
対応

（２）内部質保証に関するシステム
を整備しているか。

内部質保証の方針と手続きの明確化

内部質保証を掌る組織の整備

自己点検・評価を改革・改善に繋げるシステムの
確立

構成員のコンプライアンス（法令・モラルの遵守）
意識の徹底

（３）内部質保証システムを適切に
機能させているか。

組織レベル・個人レベルでの自己点検・評価活動の
充実

教育研究活動のデータ・ベース化の推進

学外者の意見の反映

文部科学省および認証評価機関等からの指摘事項へ
の対応

出所：大学基準協会（2016b）「大学評価ハンドブック」124頁より

5. 努力課題、改善勧告の分析結果

本稿の目的の第1の点を考察する。2の研究方法・データに基づき、

指摘数を示したのが表5であり、同表から次の点が分かる。

表 5：長所、努力課題、改善勧告の指摘数（内部質保証部分）

評価結果
設置
形態

規模
評価年度

総計
2011 2012 2013 2014 2015 2016

長所

公立 C 1 1

私立

A 1 2 2 1 6

B 1 1 1 3

C 1 1 1 3

D 1 1 2

合計 2 3 4 2 2 2 15

努力課題

公立

A 1 1

B 1 1

C 1 1 2

D 2 1 1 1 5

私立

A 1 1 2 1 5

B 1 2 4 3 1 11

C 3 4 4 8 5 5 29

D 2 3 3 4 3 15

株立 D 1 1

合計 11 11 9 14 13 12 70

改善勧告

公立 D 1 1

私立

A 1 1

C 1 2 1 4

D 1 1 2

株立 D 1 1

合計 3 1 2 1 2 0 9

評価大学数 30 30 39 52 53 56 260

努力課題＋改善勧告の数 14 12 11 15 15 12 79

割合 47% 40% 28% 29% 28% 21% 30%

※規模「A：8学部以上、B：5～7学部、C：2～4学部、D：1学部」

出所：大学基準協会のHP上「評価検索ページ」より筆者作成（※再評価除く）

努力課題と改善勧告を付された大学は合計79校あり、全体の約

3割である。設置形態別には、公立・私立・株立で努力課題と改善

勧告を付された大学がある。規模別にみると、努力課題については、

公立・私立の全規模の大学で指摘を受けており、改善勧告については、

公立のD規模大学と私立のB規模大学を除く全規模の大学で指摘を

受けている。株立はD規模の1校のみであるが、努力課題と改善勧告

を付されている。この様に、わが国で、内部質保証に課題を抱えて

いる大学が一定程度存在していることが分かる。

努力課題と改善勧告について、指摘内容のテキストデータから、

記述の多かった内容を整理したのが表6である。

表 6：努力課題、改善勧告の指摘内容（内部質保証部分）

努力課題 改善勧告

順位 指摘内容 件数 順位 指摘内容 件数

1
点検・評価の結果を改善に結び
つけるプロセスや仕組みが不十
分である

34

1

内部質保証の方針や規程が
未整備

5
2

内部質保証の方針や規程に不備
がある、または、その方針や規
程通りに運用されていない

22
点検・評価の結果を改善に結び
つけるプロセスや仕組みが欠如

3
組織的・継続的に点検・評価や
検証がなされていない

20
内部質保証のための組織体制が
欠如

4
全学的な観点からの検証がなさ
れていない

10 2
継続的な点検・評価の実施の
欠如

3

5
内部質保証に責任を負う組織と
他の組織との役割分担が未整理
である

9

3

点検・評価の根拠資料・データ
が不正確

2

6
点検・評価の根拠資料・データ
が不十分である

3 内部質保証の全学的意識の欠如

－ － － 4

文部科学省からの指摘に対する
対応の不備

1
内部質保証に責任を負う組織と
他の組織との役割分担が不明確

出所：大学基準協会のHP「評価結果検索ページ」より筆者作成（※再評価を除く）
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努力課題の主な内容として、内部質保証の方針や規程に不備が

あり、同方針や規程通りに運用できていない点、内部質保証の組織

を組成するにあたり、他の組織との役割分担や権限を整理できてい

ない点、全学的な観点からの点検・評価の結果を改善に結びつける

プロセス・仕組みが不十分である点、正確な根拠資料・データに

基づき点検・評価や検証を実施できていない点を指摘できる。

改善勧告の結果からも同様な点を読み取れるが、特に内部質保

証の方針・規程や組織体制が未整備である点、点検・評価の結果

を改善に結びつける仕組みが欠如している点、全学的な意識の下、

継続的に点検・評価を実施できていない点を指摘できる。

以上のような内部質保証に関する課題を、わが国の少なからぬ大学

が抱えていることが明らかとなった。

6. 長所の分析結果

本稿の目的の第2の点を考察する。まず表5から、長所が付され

た大学は合計15校あることが分かる。その内訳は公立1校、私立

14校であり、規模別にみると、私立のA規模大学が比較的多いが、

その他の規模の大学も2～3校ある。なお本学にとって参考になる

と思われる私立のD規模大学（本学と同じ1学部体制）も2校ある。

次に長所について、指摘内容のテキストデータから、記述の多かった

内容を整理したのが表7である。

表 7：長所の指摘内容（内部質保証部分）

順位 指摘内容 件数

1
学外者からの組織的な意見聴取（外部評価の実施等）

10
全学的な内部質保証体制の整備

2 点検・評価や検証の結果を着実に改善に結びつけるプロセスや仕組みの整備 7

3
内部質保証に責任を負う組織と他の組織との役割分担の明確化

4
全学的な内部質保証の方針や規程の整備

4

多様なデータを収集する体制やシステムの整備
（例：IR組織や大学評価支援システム等）

3

大学独自の評価指標の設定に基づく点検・評価の実施

5 全学的な内部質保証の意識の醸成 2

出所：大学基準協会のHP「評価結果検索ページ」より筆者作成（※再評価除く）

長所の分析結果から、まず外部評価制度を導入し客観的な評価を

行うことが有効であることが読み取れる。次に内部質保証の方針・

規程や組織を整備するにあたっては、全学的な観点から構築し、他

の組織との役割分担を明確化することが重要であることも言える。

更に正確なデータに基づく点検・評価や検証を行うための組織や

システムを構築することも有効であり、また、大学独自の評価項目を

設定して評価や検証を行うことも効果的であることがうかがえる。

加えて点検・評価や検証結果を着実に改善に結びつけるプロセスや

仕組みを整備することが肝要であることが分かる。

以上の点が、内部質保証を効果的に推進している大学の取組内容

であることが明らかとなった。

7. 3ポリシーの分析結果

本稿の目的の第3の点を考察する。2の研究方法・データに基づき、

3ポリシーに関する指摘数を示したものが表8である。

表 8：3 ポリシーに関する指摘数（2011 ～ 2016 年度）

評価結果 設置形態 規模 ＤＰ ＣＰ AP

長所

公立 D 1

私立

A 1 1 1

B 5 1

D 1

合計 － 8 2 1

努力課題

国立 D 1 1

公立

A 1 3 2

B 2 1

C 12 9 4

D 8 7 3

私立

A 15 15 6

B 16 16 10

C 45 34 13

D 14 18 4

株立 D 1 1 1

合計 － 115 105 43

改善勧告 私立 D 0 0 1

評価大学総数 260

評価大学総数に占める努力課題の割合 44.2% 40.4% 16.5%

※規模「A：8学部以上、B：5～7学部、C：2～4学部、D：1学部」

出所）大学基準協会のHP上「評価検索ページ」より筆者作成（※再評価を除く）

3ポリシーに関連する内容について、長所が付された大学はDP

で8校（公立D規模大学と私立A・B・D規模大学）、CPで2校（私立A・

B規模大学）、APで1校（私立A規模大学）ある。この様に長所を付

された大学の数はかなり限定的であることが読み取れる。

その一方、3ポリシーについて努力課題を付された大学は、DPで

115校（全体の約44%）、CPで105校（全体の約40%）、APで

43校（全体の約17%）と多い。設置形態別にみると、DPとCPは

全設置形態の大学で、APは国立大学を除く全設置形態の大学で、

それぞれ指摘を受けている。規模別にみると、DPとCPに関しては、

公立・私立は全規模の大学で、国立・株立はD規模大学で、それ

ぞれ指摘を受けている。APに関しては、私立は全規模の大学で、

公立はA・C・D規模の大学で、株立はD規模大学で、それぞれ指摘

を受けている。

更に改善勧告は、D規模の私立大学で、APに関して1校指摘を

受けていることが分かる。この様に、わが国の多くの大学で3ポリ

シーに関して課題を抱えていることがうかがえる。

3ポリシーに関連する長所について、指摘内容のテキストデータ

から、その主な内容をまとめたのが表9である。

長所の数が少ないため、限られた情報ではあるが、この分析結果

から3ポリシーを設定する上で重要な点として、第1に、DPに達成

の検証が可能な学習成果を明確に示し、その内容の学生への理解

浸透を図り、それを達成する教育課程を適切に編制して、効果的な

授業を展開する事、第2に、到達可能なCPの内容を定め、それを

実現するための教育体制やカリキュラム構成を同時に整備する事、

第3に、大学全体のAPを明確に示し、その方針に沿った学生の受

入れ活動を着実に展開し、その具体的成果を上げる事を指摘できる。

表 9：３ポリシーに関連する長所の指摘内容（2011 ～ 2016 年度）

指摘内容 件数

DP関連

DPに沿った教育課程を適切に編制し、DPに掲げる学習成果を達成する
上で効果的な教育を展開している

6

DPに掲げた学習成果を明確に示し、学生への理解が浸透している（DP
に掲げた学習成果と授業科目の達成目標の対応関係一覧表の作成等）

2

CP関連
CPに定めた内容を実現する取組み（修学指導・支援体制の整備、順次的・
体系的なカリキュラム構成）を行い、その内容を実現させている

2

AP関連
大学全体のAPを明確に示し、APに沿った学生の受入れ活動を着実に
展開し、その具体的成果を上げている

1

出所：大学基準協会のHP上「評価検索ページ」より筆者作成（※再評価を除く）
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3ポリシーに関する努力課題について、指摘内容のテキストデータ

から、記述の多かった内容を整理したのが表10である。

表 10：３ポリシーに関する努力課題の指摘内容（2011 ～ 2016 年度）

順位 指摘内容 件数

DP

1
DPに、課程修了にあたって修得することが求められる知識・能力等の
学習成果を示していない

72

2
学部及び研究科において、DPが設定されていない（課程ごとに設定され
ていない指摘も含む）

30

3 DPが課程ごとに区別されて設定されていない 5

CP

1 CP に、教育内容・方法等に関する基本的な考え方を示していない 60

2
学部及び研究科において、CPが設定されていない（課程ごとに設定され
ていない指摘も含む）

32

3 CPが課程ごとに区別されて設定されていない 6

AP

1
APに、求める学生像や修得しておくべき知識等の内容・水準が具体的に
明示されていない

16

2
学部及び研究科において、APが設定されていない（課程ごとに設定され
ていない指摘も含む）

13

3 APが課程ごとに区別されて設定されていない 11

出所：大学基準協会のHP上「評価検索ページ」より筆者作成（※再評価を除く）

この表から、DP、CP、APに特有の内容と3ポリシーに共通する

内容があることが分かる。まず特有の内容として、DPでは、課程

修了にあたって修得することが求められる知識・能力等の学習成果

を示していない、CPでは、教育内容・方法等に関する基本的な考え

方を示していない、APでは、求める学生像や修得しておくべき知識

等の内容・水準が具体的に明示されていないとの指摘がそれぞれ

多かったことが分かる。次に共通する内容としては、3ポリシーが

学部及び研究科において設定されていない、又は、課程ごとに区別

されて設定されていないという指摘が多かったことが分かる。

以上のような3ポリシーに関する長所や課題を、わが国の大学が

持っていることが明らかとなった。

8. 内部質保証の定着に向けた分析結果

本稿の目的の第4の点を考察する。そのために、第3期のJUAA

の内部質保証に関する評価基準等の主要な変更点を押さえておく。

まず JUAA による内部質保証の定義についての変更はないが、

より内部質保証の意義を明確にするために、図1の通り、基準の順番

が従来の基準10から基準2へと変更になった（JUAA,2017,4頁）。

図 1：第 3 周期の大学基準の構成図

出典：大学基準協会（2017）4頁より

次に内部質保証システムの構築に向けて、①内部質保証のための

全学的な方針及び手続の設定、②大学全体として内部質保証に責任

を負う組織の整備、③方針の明確化とPDCAサイクルの有機的な結

びつきが重要とされるようになった（JUAA,2017,5～6頁）。この

考え方を反映して、点検・評価項目は表11のように変更された。

表 11：第３周期の点検・評価項目（内部質保証部分）

点検・評価項目

① 内部質保証のための全学的な方針及び手続を明示しているか

② 内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか

③ 方針及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能しているか

④ 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切に
　 公表し、社会に対する説明責任を果たしているか

⑤ 内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行っているか
　 また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか

出所：大学基準協会（2017）「大学評価ハンドブック」91頁より

更に内部質保証を効果的に推進する上で、筆者が注目している点

は3ポリシーと内部質保証との関係である。第3期では、この点が

より明確になり、表12のように大学基準で解説がなされている。

表 12：第３周期の大学基準の解説（内部質保証部分）

大学基準の解説（抜粋）

10 内部質保証について

　内部質保証システムを十全に機能させ、教育の質を保証するためには、その理念・
目的の実現に向けて、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け
入れ方針の策定のための全学的な基本方針を定めた上で、原則として、授与する
学位ごとに上記３つの方針を策定しなければならない。そして、それら３つの方針
に基づき教育活動を展開するとともに、教育活動の有効性の検証とその検証結果を
踏まえた改善・向上を恒常的・継続的に行うことが必要である。全学内部質保証推
進組織は、３つの方針が全学的な基本方針に沿って策定され、また３つの方針に
基づく教育活動、その検証及び改善・向上の一連のプロセスが適切に展開するよう、
必要な運営等を行う役割を担わなければならない。

出所：大学基準協会（2017）「大学評価ハンドブック」82頁より

この表から分かる通り、JUAAが目指す内部質保証システムでは、

3ポリシーの策定が起点となって内部質保証を推進する意義が強調

されている。それをより具体的なイメージで示したのが図2の仕組み

（例）である。また、前述の図1の大学基準の構成図をみても、内部

質保証を推進するに当たり、3ポリシーが重要な起点となっている

ことが読み取れる。加えて、この考え方は、中央教育審議会大学分

科会大学教育部会（2016）の「三つのポリシーの策定及び運用に関

するガイドライン」でも推奨され、「「三つのポリシー」に基づく大学

教育改革の実現（イメージ）（案）」が示されている。こうしたことから、

今後わが国の大学で内部質保証を効果的に推進していくためには、

3ポリシーを起点に考えていく視点が極めて重要であると言える。
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図 2：内部質保証の仕組み（例）

出典：工藤（2017b）102頁より

以上のJUAAの第3期基本方針と上記分析結果を重ね合わせ、

今後わが国の大学で内部質保証を定着させるためのポイントを筆者

がまとめたのが表13であり、次の3点が特に重要であると考える。

表 13：内部質保証定着のためのポイント

項目 内部質保証定着のためのポイント（分析結果より）

1. 方針・規程
内部質保証のための全学的な方針、規程を明確に整備し、
その方針や規程通りに運用すること

2. 組織
大学全体として内部質保証に責任を負う組織を整備し、
他の組織との役割分担や権限を整理すること

3. 3ポリシーと
 　改善システム

3ポリシーを一体的に策定し、その方針に即した教育研究
活動等の改善を、全学的な観点から、継続的に行うプロセス・
仕組み（PDCAサイクル等）を構築すること

※3ポリシーの一体的策定については、以下を明確にする
ことが必要

　DP：課程修了にあたって修得することが求められる
　　　 知識・能力等の学習成果
　CP：教育内容・方法等に関する基本的な考え方
　AP：求める学生像や修得しておくべき知識等の内容・水準

4.エビデンス
正確な根拠資料・データに基づき、点検・評価や検証を
行うこと

5.全学的な意識
全学的な意識のもと、組織的かつ継続的に点検・評価を
実施すること

6.外部者の目線 外部評価制度を導入し客観的な評価を行うことが有効

7.独自の評価項目 大学独自の評価項目を設定して評価や検証を行うことが有効

出所：分析結果より筆者作成

第1に、全学的な観点から、内部質保証のための規程・組織を

確立し、3ポリシーを一体的に策定の上、教育研究活動等の改善を

正確な客観的データに基づき、継続的に行うプロセスや仕組みを構築

することが重要であると考える。換言すれば、内部質保証の「組織性・

継続性・客観性」を担保したその推進が肝要であると考える。

第2に、内部質保証の重要な要素である3ポリシーの策定に当たっ

ては、まず「学習成果の明確化」が鍵となり、それを示したDPを

設定し、次にそれを具体化した教育課程に落とし込んだCPを明確

に設定しDPとCPの連動性を確保した上で、更にDPに定めた人材

を養成するための求める学生像や入学前に修得しておくべき学力を

APとして明確に示すこと、すなわち3ポリシーを一体的に策定する

こと（「DP（特に学習成果の明確化）」⇔「CP」⇔「AP」の循環サイクル

の明確化）が重要であると考える。

第3に、前述の他に、外部評価の実施や大学独自の評価項目を

設定して検証を行うことも有効であると考える。

今後本学で内部質保証をより効果的に推進する上で、表13と前述

の3点は重要な点になると考えられるため、第3期認証評価受審に

向け、今後本学でそれらを検討していく必要があると筆者は考える。

9. 結論−本学の内部質保証システム構築への示唆−

本稿の第4の目的の最後の点について、JUAAの機関別認証評価

で内部質保証に長所が付された15大学の内、本学と同規模である

私立D規模大学（1学部体制）の2大学の事例概要から、本学にとって

の示唆を導出し、筆者個人による見解を述べ結論に代えたい。

一つ目は東京女子大学の事例である。同大学は2016年度の評価

結果で「全学的な内部質保証体制を整備した上で、それを適切に

機能させるため、全学的な自己点検・評価に対する外部評価に加え、

個々の取組みに対する外部評価も積極的に取り入れ、具体的な改善

に結びつけていること」を評価されている（JUAA,2016c,21頁）。

図 3：東京女子大学　改革の PDCA サイクル

出典：両角（2017）34頁より

東京女子大学の改革のPDCAサイクルは、図3に示す通り、学長の

方針とグランドビジョンで改革の方向性を共有し、各部署の点検・評

価活動をベースに、自己点検・評価委員会と将来計画推進委員会を

連動させてPDCAサイクルを回すことで様々な教育改善に着実につな

がる仕組みを構築している。また、エビデンスに基づく点検・評価を

行うために2016年に学長直属組織としてIR推進室を設置し、データ

に基づいた分析を行い、教育改善の支援を行っている。このサイクル

を回す上で、同大学が1学部1キャンパスという利点が大きく、教授会

も1つで学長も出席しており、全教員で情報を共有できている。その

上で、教職員の協力を引き出し、全学で教育改善に繋げるようFD・

SD活動にも力を入れている。さらに、2009年頃から外部評価を

熱心に導入している（両角,2017,32～35頁）。

二つ目は、聖路加国際大学の事例である。同大学は2014年度の

評価結果で「内部質保証の方針を明確に定めた上で、常設的な自己

評価委員会による責任体制の下、PDCAサイクルが確立されており、

主要な取り組みについては外部評価や社会への情報公開等も織り交

ぜながら検証を実施し、また小規模大学のメリットを生かし全員が

活動に参与する仕組みを構築するために各教職員の目標設定のみな

らず、全員参加のプロジェクトとして将来構想の検討を行うなど改善

に取り組んでいる」点を評価されている（JUAA,2014,14頁）。

聖路加国際大学の内部質保証システムの特徴的な取組みは、

①大学全体の重点目標の設定と達成度評価、②組織単位での自己点
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検・評価（年次報告書の作成）、③個人の重点目標の設定及び達成

度評価（自己評価委員会（毎月開催）にてコントロール）をそれぞれ

毎年実施し、①～③を連動させている点にある。また、全教職員が

参加する「将来構想プロジェクト」を臨時で開催し、時代や社会の

動向を見据えたテーマを検討している点も重要である（佐藤,2015）。

この様に、常設的な検証システムと全員が活動に参与する仕組み

を組み合わせ、恒常的に改善策が提案され､ それが着実に実行に

移される内部質保証システムが機能していることが評価されている。

前述2大学の共通部分を抽出すると、①全学的な内部質保証の

方針を明確に定めている事、②1学部の利点を活かし、課題を着実に

改善に繋げる全学的なプロセス・仕組みを構築している事、③将来

計画・構想を審議する場に教職員が参画しその結果を教育改善に繋

げる全学的なプロセス・仕組みを構築している事、④外部評価を

積極的に導入している事の4点を指摘できる。なお、上記4点は、

この様な規模の大学でも表13の妥当性を裏付ける内容とも言える。

こうした事例から本学への示唆を以下3点導出する。

第 1 に上記①について、本学では 2014 年時点の学長ビジョン

「本学設立10年目のカリキュラム構想」に基づく全学的な内部質保証

の方針・規程をより明確に示していく必要があることが示唆される。

第2に上記②③について、本学の場合、大学事業部の学務及び

大学院グループでの自己点検・評価活動をベースに、本学の全学組織

である「自己点検委員会」でその結果を検討し、同委員会は将来

計画・構想を審議する場である本学設置会社の全社組織である教職員

が参加する「経営会議」に対してその検討結果を報告し、今後の改善

案を同会議で審議し、その案に関する指示を同会議が両グループに

下すという全学的なプロセス・仕組み、すなわち「自己点検委員会」、

「経営会議」、「両グループ」の3者を図3の例のように連動させて

PDCAサイクルを回すことを検討していく必要性が示唆される。

第3に上記④について、本学の研究科では、既にアドバイザリー

ボードの設置に向けた検討に着手し、2018年度よりその運用を図る

こととしているため、その検討の際に、本学は1学部1研究科の小規模

大学である点等に鑑み、大学全体の外部評価制度も同時に検討する

必要があることが示唆される。

最後に、内部質保証システムを構築する目的は、そのシステムを

作ることそれ自体が目的ではなく、あくまでも自大学の教育研究活

動等の質の保証・向上を恒常的・継続的に行うことが目的であり、

その目的を実現する1つの手段として同システムの構築があること

を学内構成員が理解し、前述の2大学の事例や表13のポイントを

参考にしながら、今後より効果的な内部質保証を本学の教職員が一体

感を持って検討・推進していくことが重要であると筆者は考える。
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―（2017）「大学評価ハンドブック」

大学改革支援・学位授与機構（2016）「大学機関別認証評価に関する

第 2 サイクルの中間検証結果報告書」

中央教育審議会大学分科会大学教育部会（2016）「三つのポリシーの

策定及び運用に関するガイドライン」2016年3月31日

早田幸政（2013）「『学習成果の測定・評価』と内部質保証」『大学評価

研究』第12号

両角亜希子（2017）「CASE2 東京女子大学」『カレッジマネジメント』

204号

山田勉（2013）「質保証は絵空事か」『大学評価研究』第12号

【論文】認証評価結果からみた内部質保証の現状と課題　―デジタルハリウッド大学の内部質保証システム構築への示唆―

Current Situation and Issues of Internal Quality Assuarance through the Certified Evaluation and Accreditation Results -Implications for Establishment of IQA System in Digital Hollywood University-
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WIRED誌創刊編集長にして、30年に渡りテクノロジーカルチャー

を見続けてきた世界的なビジョナリーであるケヴィン・ケリー氏

が、新刊「＜インターネット＞の次に来るもの　未来を決める12の

法則」（原題“The Inevitable: Understanding the 12 Technological 

Forces That Will Shape Our Future”）の刊行を記念して来日。

2016年7月21日、デジタルハリウッド大学にて特別講演を行った。

講演では、未来を形づくることになると同氏が予見している12

種類の「不可避」なテクノロジーの潮流のうち、「コグニファイング」

「インタラクティング」「トラッキング」の3つのテーマを取り上げ、

これからはじまるデジタル時代について熱く語った。

なぜテクノロジーの未来が予見できるのか？

3つのテーマに入る前にお伝えしたいことがあります。テクノロ

ジーは好むと好まざるとにかかわらずやってきます。私たちに選択

の余地はありません。まずはそのことを理解することが大切です。

本のタイトルである「The Inevitable（不可避）」とはそういう意味です。

また、将来どのようなテクノロジーがやってくるのかもある程度予見

できます。なぜならテクノロジーは、複数のコンポーネントから成り

立つシステムのようなものであるからです。

たとえば、私がいま握っているマイクというテクノロジーはコン

ピューター、バッテリー、無線など個別に進化したテクノロジーと

互いにつながりあってひとつの大きなシステムを構成しています。

そして大きなシステムになればなるほど特定のパターンを繰り返す

ようになります。たとえば地球と同じように重力があって生物もいる

惑星があったとしたら、重力に対抗しやすく安定性のいい四本脚の

動物が存在するであろうことは想像がつきます。それが生物学的な

パターンだからです。物理の摂理に従っている限り、大きなシステム

は必ず一定方向へ傾きます。それが長期トレンドの正体。だから将来

の方向性は予測できるのです。

ただ、トレンドは予見できても個別具体的なことは予見できません。

四本脚という「形態（フォーム）」は予見できても、その惑星にシマウマ

という固有の「種」がいるかどうかはわからないのと同じです。テク

ノロジーにも重力があり、傾きがあり、トレンドがあります。よって

その方向性は不可避なものではありますが、企業、商品、人などは

予測できないのです。たとえば電話は不可避な形態ですが、iPhone

は予見できませんでした。インターネットも不可避な形態ですが、

ツイッターは予測できませんでした。よって、今回取り上げる3つの

テーマについても、電話やインターネットのレベルの、不可避だと

思われる事柄についてのみお話をしたいと思います。

AIの世界で起きたパーフェクトストーム

あらゆることをスマートにするというトレンドは不可避です。

ただ、それを端的に表す単語がないので古めかしい言葉である

「Cognifying（コグニファイング）」と呼ぶことにします。

現在、コグニファイングのテクノロジーは「ニューラルネット（ディー

プラーニング）」「GPU」「ビッグデータ」という3つの個別のテクノロ

ジーの登場によって変革期を迎えています。それらが合わさることで

まるでパーフェクトストームと呼べるような現象が起き、新しい形の

AIが可能になりました。その結果、グーグルがアルファ碁というAI

を開発し、世界トップレベルの囲碁棋士を破ったのです。クリエイ

ティブなAIでしか、なしえないことでした。

そしてさらにグーグルは現在、AIにビデオゲームの遊び方の学習

方法を教えています。「遊び方」ではなく「学び方」です。なんとなく

制約を感じさせる人工「知能」から、より自由度の高い人工的な「ス

マートさ」への移行が起きています。きわめて重要な前進だと思います。

「人間らしさ」がないことがAIのベネフィット

すでにコンピューターは人間よりスマートです。あなたの電卓は

あなたより計算が得意ですし、あなたのGPSはあなたより空間ナビ

ゲーションが得意です。そしてこうしたコンピューターには人間らし

さはありません。実はここが重要なのです。なぜAIを車に搭載して

自動運転を目指すのか？ それは人間がひどい運転手だからです。

最近、自動運転の車で死亡事故が起きたそうですが、人間が運転し

ていれば毎年世界で100万人以上の方がなくっています。AIは人間

のように注意が散漫になったり、パニックになったりすることはあり

ありません。広告文句にもある「Conscious-Free」はAIのベネフィット

であってバグではないのです。

人間の思考におけるコペルニクス的な転回

知性というと「頭が悪い状態」から「スマートな状態」に向かって

リニアに進化していく1次元的な直線だと思われがちですが、実際

はさまざまな楽器によるシンフォニーのようなものです。演繹的な

推測、感情的な理由づけなど、何十、何百もの思考機能が集まって

ひとつの思考を形成しています。人間も、動物も、そしてAIもそう。

楽器の数やそれぞれの音の強弱が違うだけです。

よって今後はAI研究において、さまざまな楽器についての可能性や

あり方について検証が進むことになります。そしてその結果、「人間

ケヴィン・ケリー氏（WIRED誌創刊編集長）出版記念講演

Kevin Kelly Book Launch and Public Lecture: 
The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future

【記事】

『誰もがパイオニアになれる未来〜＜インターネット＞の次に来るもの〜』

WIRED誌創刊編集長

ケヴィン・ケリー   Kevin Kelly
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の知能」についてコペルニクス的な転回が起きると思っています。

人間は自分たちの知能をあたかも汎用的なものと信じがちです。

人間の知能が世界の中心にいて、マイナーな知能がそのまわりを衛星

のようにまわっていると。しかし、今後、さまざまな用途に応じた

知性を作っていくと、人間が「汎用的」だと思い込んでいた人間の知能

は実はきわめて固有なものであり、銀河系の隅にいるようなもので

あることに気づくはずです。

そこで重 要 に なってくる の が、 違った 考 え方 をする（Think 

Different）という発想です。これがニューエコノミーにおいて富の基盤

となります。なぜならAIはすでにそれを実現しているのですから。

AIによって引き起こされる第2次産業革命

1920年代まで「パワー」というものは人間なり動物なりの物理的

な筋肉を使うしかありませんでした。そこに人工的なパワーとしての

電力が供給されるようになり第1次産業革命が起きました。現在でも

町を見渡せば高層ビルがあり、鉄道があり、工場があります。われ

われの筋肉では行えないことを人工的なパワーによって何百万倍も

の掛け算をしているわけです。それと同じようなことをいま「知能」

でもしようとしています。第2次産業革命の到来です。

電力がコモディティ化されたように知性もコモディティ化されます。

好きなだけ AI を買えるようになるでしょう。よって今後登場する

1万社のスタートアップ企業が何をすべきかは明確です。

「Xを選んで、それにAIを足す」

たとえば「椅子」をとってAIを足す。「靴」をとってAIを足す。それ

はすでに起こっています。タクシーをとってAIを足せば、Uberです。

また、現在すでにグーグルに行けばAIを使うことができます。たとえ

ばテニスをしている人物の写真とともに「男性か？ 女性か？」「女性

の服の色は？」「ボールの色は？」と質問するとAIが答えてくれます。

しかも100問の質問でかかるコストはたったの6セント。それを

どう活用するかはみんなが自問していることです。第1次産業革命の

ときがそうだったように、第2次産業革命も大きな変化をもたらします。

それを可能にするのが人工知性（Artificial Mindpower）なのです。

30年後にはトラック運転手の仕事はなくなる

アメリカで最も多い職種はトラックの運転手で300万人もいます。

しかし、20年後にはその半分が、30年後には全員がその職を変わ

らなければいけないと言われています。ただ、自動走行が普及すれば

車両やプログラムのメンテナンスが必要になります。こうした仕事は

いま存在しませんが、将来必要になる職種です。このように、効率

性や生産性が重視されるタスクはAIやロボットにとって変わります。

では人間に残る仕事は何かというと、効率性が最優先されないも

のです。たとえば科学やイノベーション。これらの領域はうまくいか

ないものを試行錯誤しながら実現しようとするものなので、本質的

に非効率です。また、人間関係も非効率ですし、芸術も非効率です。

こうした分野はAIよりも人間の方が得意です。

ケンタウルスが主役になる時代へ

世界のチェスチャンピオン、ガルリ・カスパロフがIBMのスーパー

コンピューター、ディープ・ブルーに負けたとき、こう思ったそうです。

「負けたのはAIが過去の試合のデータベースをすべてもっていた

から。もし自分が同じデータベースにアクセスできていたら勝てた

だろう」と。そこで彼は新しいチェスリーグを設立しました。プレイ

ヤーは「人間」か「AI」、あるいは「人間＋AI」です。

そして彼は「人間＋AI」のことをケンタウルスと呼びました。そし

て今日、地球上における最強のチェスプレイヤーは、人間でもAIでも

なく、ケンタウルスです。あらゆるものがスマートになり、人間がAI

やロボットと協力するようになるトレンドは不可避です。ただ私たち

がどうやって AI を設計するか、そしてどのような形で協力するか

という具体策については、選択肢が大いに残されています。

VRこそ究極のインターアクション

2つ目のトレンドは「インタラクティング（相互作用）」です。映画で

描かれる未来では人間がコンピューターと全身でインターラクティング

しているように、相互作用の増大は不可避です。そして究極の相互作用

といえば、コンピューターのなかに入りこむこと。仮想現実、VRです。

VRは長年研究されてきました。私も1989年ごろからVRのイベント

などを行っています。最近ではオキュラスなどが有名ですが、89年

当時の技術はオキュラスと比べても言うほど劣っていたわけではあ

りませんでした。最も違うのは価格です。当時は1台作るのに現在

価格で100万ドル。なぜいまVRが再燃しているかというと技術的な

ブレイクスルーがあって価格が下がったからです。とくに加速度計や

ジャイロスコープなどのセンサー、高解像度スクリーン、ビデオプロ

セッサーの3つのコンポーネントはスマートフォンのコモディティ化

で非常に入手しやすくなりました。VRの開発速度が一気に早まって

いる要因です。

「知る」から「感じる」へ

VRは大きくわけて2種類あります。ゴーグルで視界がすべて遮ら

れる没入型VR（Immersion VR）とグーグルグラスやポケモンGO

などに代表される現実世界に仮想世界を投影するプレゼンスVR

（Presence VR）です。後者のことをMixed Reality（MR）とも言い

ます。技術的な難易度が高いのはMRです。

【記事】ケヴィン・ケリー氏（WIRED誌創刊編集長）出版記念講演　『誰もがパイオニアになれる未来〜＜インターネット＞の次に来るもの〜』

Kevin Kelly Book Launch and Public Lecture: The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future
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いずれの種類でもVRで最も重要なことは「体感」できることです。

たとえば没入型VRの世界で突然床が抜けて崖っぷちに立っていたら、

頭は「自分は部屋のなかにいるから大丈夫だ」と思っても、筋肉や

心臓は実際に危機的な状況に直面した時と同じ反応をします。この

ように、VRは知性に関わる前頭部よりも、脳のより原始的な部分

に作用します。

とくに今後注視したいのがテレプレゼンス。マイクロソフトのホロ

レンズを試してみたことがありますが、そこにいないとわかっている

のに「いる」と感じてしまうのです。その経験の大きさは、スカイプ

やフェイスタイムや電話会議などとは比べものになりません。「知る」

ではなく、「感じる」ことができるのがVRの最大の特徴です。

「経験」が通貨になる

現在のインターネットが扱っているのはナレッジや情報、データ

です。ですから現代は「情報のインターネットの時代」と言えるで

しょう。しかし、これからは「経験のインターネットの時代」になります。

経験を買ったり、売ったり、シェアしたりする。「経験」がこれからの

新しい通貨になるのです。VRが提供する経験とは、知的な経験や

ドラマチックな経験だけではありません。たとえば病気のときに誰か

が近くにいてくれるという経験であったり、デモを目の前で見る経験

であったり、あらゆる種類の経験が対象となります。VRで学習をすれ

ば全身で経験することになるのでより深く理解でき、より長い記憶と

して刻まれることでしょう。教育以外にも、仕事のあり方、エンター

テインメントのあり方、そして軍のあり方も変わります。

ソーシャルメディアの舞台はVRの世界へ

VRで最後に強調しておきたいポイントは他人の存在です。VRが

最も魅力的なのは第三者がその世界に入ってくるところです。その

世界では人々は自分の分身であるアバターを使い、そのアバターは

自分の体の動きや声、微小な表情までを反映するようになるでしょう。

「アイコンタクト」「ボディランゲージ」「声」。この3つが揃えばリアル

感が高まるからです。そうなると、いくら見た目が漫画のようなキャ

ラクターであっても、現実にそこにいる感覚を味わうことができます。

その結果、VRは人々がインターラクティングする中心の場所となり、

ソーシャルメディアのなかで最もソーシャルな存在になるでしょう。

「トラッキング」がもたらす究極の監視社会

最後のテーマは「トラッキング」です。とくにVRは究極的なトラッ

キングの世界だと言えます。自分の感情や行動、視覚情報などすべ

てを観測するからこそ仮想世界が作れるわけであり、観測できる

ということはトラッキングできるからです。すでに世の中は定量化の

アイデアやテクノロジーによって、だれかが思いつくことはだいたい

追跡できる社会になっています。くしゃみの回数や自分の気分など、

いまこの瞬間も世界のどこかでトラッキングしている人がいます。

「トラッキングできるものはすべてトラッキングされるようになる」

この流れは不可避です。

もし小型の機器を使って脳波や血圧、心拍数といった身体的な

データを生涯トラッキングできるようになったら生涯にわたるカル

テができます。そのカルテがあれば自分にとっての正常値と異常値

がわかるようになるので治療を施されるときには究極的にパーソナ

ライズされたサービスが受けられることでしょう（投薬を受けたら

その反応をリアルタイムにトラッキングして、薬を調整するといった

ように）。これがトラッキングのもたらすベネフィットのひとつです。

ただ、トラッキングは自分のログを取るだけではありません。ほか

のひともあなたのことを絶えずトラッキングしようとします。政府や

企業、そしてフェイスブックのタグ付けのように、あなたの友人も。

観測できるものはすべて観測される。この流れも不可避です。

観測したものをどう活用するかは未知数です。トラッキングの世界

を安心できるものにするひとつの普遍的な方法があるとすると、

私が Co-veillanceと呼ぶ「共監視」という方法があります。自分を

監視するものを監視し、自分を追跡するものを追跡する、シンメト

リーな関係です。かつての私たちは小さな村に住み、お互いを監視

しあって安心して暮らせていたわけですから。

オープンかクローズドか

トラッキングを考えるとき、1つの設定スライダーを考えないと

いけません。片方が「プライベート（クローズド）」で、片方が「透明

性（オープン）」です。フェイスブックの公開設定のように、私たち

はそれを任意で選ぶことができるべきです。スライダーを透明性に

振った場合のアドバンテージは、先ほどの治療の話のようにあなた

固有のサービスが受けられることです。ただ、そのためには自分が

どのような人間で、どういった特徴があるのか開示しないといけま

せん。一方、プライバシーを守ろうとしたら、きわめてジェネリックな、

ごく平凡なサービスしか受けられないことになります。

ただ、現時点では多くのひとは限界までオープンにスライダーを

動かす傾向があるようです。フェイスブックやツイッターがその証拠

です。選択できるのに最大のパーソナライゼーションと最大の透明

性を選ぶ。この現象を英語で要約すると「vanity trumps privacy

（虚しさはプライバシーを凌駕する）」と言えるでしょう。

【記事】ケヴィン・ケリー氏（WIRED誌創刊編集長）出版記念講演　『誰もがパイオニアになれる未来〜＜インターネット＞の次に来るもの〜』
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不可能なことを信じよう

将来とは元来、信じがたいものです。30年前の人からすれば現在

の世界は信じがたい世界に違いありません。30年前の人に「30年

後には絶えず更新されるすごい百科事典があって、どんなことでも

調べられる。しかもタダで」と言ったら「ありえない」と言われるで

しょう。よって30年後の未来も私たちの想像を超える世界になって

いることでしょう。だからこそ、私からは次のメッセージを送りたい

と思います。

We have to believe in the impossible more often.

（不可能なことをもっと頻繁に信じなければならない）

今日お話しした変化は、「はじまりが誕生した瞬間」にすぎません。

24時間で言えば、まだ最初の1時間目です。現在、AIやVRを研究

する人たちであっても、30年先の人からすれば「それでエキスパート

とは言えないよ。まだ何もはじまっていないじゃないか」と言われる

かもしれないのです。

次の 20 年における最高のプロダクト、実際に文明を支配する

ような商品はまだまだ発明されていません。いまからはじめても、

決して遅くないのです。

 （文・構成＝郷和貴）

本講演は、ケヴィン・ケリー氏の新著『＜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）の訳者である服部

桂氏と、デジタルハリウッド大学大学院 メディアライブラリー館長で、

本学にて科目「データサイエンス基礎」で教鞭を執る、橋本大也氏の

コーディネイトにより開催されました。

【登壇者プロフィール】

ケヴィン・ケリー｜Kevin Kelly

著述家・編集者。1984年から90年まで『ホール・アース・レヴュー』の

編集・発行を行う。93年には雑誌『WIRED』を共同で設立。以後、99年

まで編集長を務める。現在は、毎月50万人のユニークヴィジターをもつ

ウェブサイトCool Toolsを運営。2014年6月に『テクニウム─テクノ

ロジーはどこへ向かうのか？』（みすず書房）を刊行。

 

服部 桂｜Katsura Hattori

1978年に朝日新聞社に入社。84年から86年までAT&Tとの通信ヴェン

チャー（日本ENS）に出向。87年から89年までMITメディアラボ客員研

究員。科学部記者や雑誌編集者を経て、現在はジャーナリスト学校シニア

研究員。著書に『人工現実感の世界』（工業調査会）『人工生命の世界』（オー

ム社）『メディアの予言者』（廣済堂出版）。訳書に『デジタル・マクルー

ハン』『パソコン創世「第3の神話」』『ヴィクトリア朝時代のインターネット』

『謎のチェス指し人形「ターク」』『チューリング 情報時代のパイオニア』

（以上、NTT出版）『テクニウム─テクノロジーはどこへ向かうのか？』

（みすず書房）など多数。

橋本 大也｜Daiya Hashimoto

デジタルハリウッド大学 教授 / デジタルハリウッド大学大学院 客員教授 / 

多摩大学大学院経営情報学研究科 客員教授

幼少時よりコンピュータに親しむ。早稲田大学政治経済学部在籍時に

最初の起業を経験。自ら主宰したオンライン・コミュニティにおける実績

と人脈を使って、2000年に自然言語処理と機械学習をコアにしたビッ

グデータ分析ベンチャーのデータセクション株式会社を設立。主な著書に

『情報力』（翔泳社）、『情報考学―WEB時代の羅針盤213冊』（主婦と

生活社）、『アクセスを増やすホームページ革命術』（毎日コミュニケー

ションズ）、『新・データベースメディア戦略』（共著/インプレスジャパン）、

『ブックビジネス2.0』（共著/実業之日本社）、『データサイエンティスト　

データ分析で会社を動かす知的仕事人』（ソフトバンククリエイティブ）など。

【記事】ケヴィン・ケリー氏（WIRED誌創刊編集長）出版記念講演　『誰もがパイオニアになれる未来〜＜インターネット＞の次に来るもの〜』

Kevin Kelly Book Launch and Public Lecture: The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future
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効率的な経営が強いられる中で、新規事業創出に課題を抱く大企

業は少なくない。昨今クラウドファンディングを活用することでIoT

プロダクトに代表される斬新なヒット商品を生み出し、事業化に至る

事例が出てきている。大企業が注目する「新たな製品開発フロー」

と、それに伴う「組織づくり」についてクラウドファンディングサービス

「Makuake」のクリエイティブディレクター（旧：チーフキュレーター）

が最新の動向や事例から紹介し、今後の可能性を考える。

新規事業創出の最新フレーム、クラウドファンディング

私は福岡県久留米市出身で、実家は昭和25年創業の板金加工

工場を営んでいます。頑固親父がものづくりに励んでおり、幼い頃から

日本製品に誇りを持つようになっていきました。現在は、サイバー

エージェントの子会社、サイバーエージェント・クラウドファンディング

で「Makuake」というクラウドファンディングサイトを運営しています。

おかげさまで利用者数、金額ともに日本最大級まで成長できました。

現在、私が主に取り組んでいるのは「Makuake Incubation Studio

（旧：Makuake Enterprise）」というプログラムです。クラウドファン

ディングサービスとしては、日本で初めてクラウドファンディングの

仕組みを組み込んだ新規事業創出プログラムであり、大企業の新規

事業創出における商品企画立案、組織内の新たな仕組みづくりを

推進しています。

本日のテーマは、「大企業が注目する新規事業創出の最新フレーム」

です。効率的な経営が強いられる今、弊社では新規事業創出に課題

を抱く大企業から非常に多くの相談をいただいています。そんな中、

クラウドファンディングを活用することでIoTプロダクトに代表される

斬新なヒット商品を生み出し、事業化に至る事例が出てきています。

そこで、大企業が注目する「新たな製品開発フロー」と、それに伴う

「組織づくり」について講演させていただきます。

本日のゴールは、収益の柱に育つ事業を生み出す第一歩として、

明日から取り組めることの糸口を見つけていただくことです。第一に

大企業が抱える新規事業創出における「課題の整理」、第二に課題

解決法として大企業の導入が進むクラウドファンディングの仕組みを

理解する「解決策の理解」、そして最後に課題解決法を実行していく

ための組織づくりの可能性を考える「実行方法の理解」という三部

構成でお話ししていきます。

はじめに、大企業が抱える新規事業創出における課題を整理しま

しょう。一般的な商品開発フローは、商品を企画し、試作品を作り、

量産し、販売するという流れです。仮に商品企画の段階で、非常に

面白いアイデアが出たとしましょう。しかし、試作品と量産在庫を抱え

るまでの間に、多くの企業では社内決裁というステップが生じます。

市場規模の検討、リスクの洗い出し、事業計画書などの提出が求め

られるのです。とはいえ、前例のないアイデアほどシミュレーション

は困難です。

本日のテーマになっている IoT 製品は、「ものづくり」ではなく

「ことづくり」です。新しいビジネスモデルであるため、前例がなく

判断のしようがないという問題があります。そうなると、事業の成功

の見込みをロジカルに説明することが難しく、お蔵入りしてしまう企画

も非常に多くなります。その結果、新しい製品を生み出すことがなか

なかできず、ありきたりの新商品しか生めなくなってしまうことに

課題を抱える企業も多いようです。

二つ目の課題は、事業規模です。企業のサイズが大きければ大き

いほど、新規事業の規模が2桁～3桁億円見込めないと実行する意味

がないと判断されてしまうことがあります。しかも、あまり時間をか

けることもできません。通常であれば段階をたどっていきたいところ

ですが、短いスパンで大規模な事業を立ち上げることを求められる

ケースも多いようです。

リスクを軽減しつつ、斬新な商品でヒットを狙う

こうした問題の解決策として、導入が進んでいるのがクラウドファン

ディングです。「Makuake」のトップページでプロジェクトをクリック

すると、詳細情報が表示されます。ショッピングサイトのようなイメージ

で、ある金額を支援するとその商品を先行予約できるという仕組み

です。新しくて面白いものを先行予約できるサイトだと思っていただ

ければと思います。

「Makuake」は新しいコンセプトの新製品が毎日次々と登場する

場所です。月に約100件、新しい製品が生まれています。メーカーは、

試作段階から予約販売することが可能です。消費者は作ってほしい

製品を予約購入することが可能です。メーカーにとっては、量産前に

消費者の反応を確認できるというメリットがあります。斬新な商品を

量産前に市場テストできるのです。一方消費者にとってのメリットは、

まだ世の中にない魅力的な製品がいち早く予約して手に入ることです。

大企業が注目する新規事業創出の最新フレーム

Latest Frame of New Business Creation Attracting Attention by Large Corporation:
IoT Product Development and Organization Creation through Cloud Funding

【記事】

―クラウドファンディングによるIoT製品開発と組織づくり―

「近未来教育フォーラム2016 -Daily Life with Super Technologies-」で、クラウドファンディングの活用による新規事業創出に関するセッションが

行われた。その模様をレポートする。

株式会社マクアケ
Makuake Incubation Studio　クリエイティブディレクター

北原 成憲   Masanori Kitahara
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このように、クラウドファンディングはマーケティング的な活用が

進んでいます。そこで、「Makuake」では次のような機能を整えました。

それは、支援してくださった方々の属性、毎日の支援金額、PV数を

分析するツールを実行者の方々に開放するアナリティクス機能です。

量産前にどんな人が購入するのか、定量的に分析することが可能

です。また、「Makuake」はコミュニケーションページという掲示板

機能が実装されています。ここで消費者の声を集めることができます。

書き込めるのはプロジェクトを支援してくださった方のみなので、

応援のコメント、追加してほしい機能などポジティブな声が集まります。

そのため、量産前に定性的なデータを取得することも可能です。

また、「Makuake」はPR効果にも優れ、現在では月に約400件

のメディア掲載実績があります。新しい製品が毎月100件以上生ま

れていますから、メディアにとってもネタの宝庫です。また、資金

が集まるということは、売れる可能性が高い商品だということです。

そうなると流通機関も黙ってはいません。成功したプロジェクトにつ

いては、流通機関から「その商品を取り扱わせてほしい」という

オファーが舞い込んできたり、クラウドファンディングの成功実績を

提示することで好条件で交渉を進められたりと、ビジネスチャンスが

拡大した事例も出てきています。クラウドファンディングは資金調達

だけでなく、その後の事業を大きく拡大させるツールにもなってきて

います。

ここで一度まとめましょう。現在、新製品開発フローにおける試作

と量産の間に「Makuake」の予約販売を組み込むことが企業の中で

少しずつ進んできています。その理由は、

①テストマーケティングができる。予約販売で新商品への市場の反

応をテスト可能＋定量分析も可能。

②量産前の資金確保ができる。予約販売で売上キャッシュが量産前

に手元に届く。

③ユーザーヒアリングができる。プロジェクト支援者と直接接点が持

て、会話しながら商品ブラッシュアップができる。

④話題づくりに繋がる。「Makuake」がきっかけでメディアに取り

上げられるケースが生まれている。

⑤販路獲得に繋がる。「Makuake」がきっかけで流通機関の目に

留まるケースが生まれている。

といった点が挙げられます。つまり量産を抱える前に、リスクを

軽減した形で斬新な新商品を立ち上げることができるのです。思い

切った新商品で、ヒット化を狙えます。

しかも「Makuake」スタート時に掲載料はかかりません。メーカーと

しても取り組みやすいポイントです。多くのクラウドファンディング

は、成果報酬型のビジネスモデルで成り立っています。目標金額を

クリアし、プロジェクトが実行される場合にはじめて手数料がかかる

ビジネスモデルです。サイト掲載料、ツール利用料などはかからない

ため、多くの企業がクラウドファンディングを活用し始めているのです。

大企業によるクラウドファンディングの活用例

それでは、どんな企業で事例が生まれているのか紹介しましょう。

ソニー、デンソー、東芝、JVCケンウッド、シャープなどの企業が

すでにクラウドファンディングを活用して、新しい商品を作り出して

います。今日は代表的な事例を3つ紹介します。

一つ目は、ソニーの「FES Watch」です。電子ペーパーでできた

時計で、24パターンの柄を自由に変えることができます。その日の

気分やファッションに合わせて、自由自在にデザインを変化させる

ことができるのです。その斬新な特徴から話題を集め、量産を目的と

した資金調達のプロジェクトは限定800個の時計が完売となり、見事

目標金額を10倍も上回る1700万円以上を集め大成功となりました。

本プロジェクトは正式販売前にクラウドファンディングプロジェクト

を実施し、斬新な製品の企画に加え、ソニーによる新規事業である

ことが明らかになったことも話題になりました。

本件を通じ、「クラウドファンディングは事業化直前のアイデアを

お客様に評価していただく場」として、量産前に商品力を試し、新事業

の意義を問う機会にもなることを実感しました。

二つ目は、東芝が企画し、設計・製造・販売をスタッフ社が行っ

た学習型アルコールガジェット「TISPY」の事例です。息を吹きかける

ことでアルコール濃度を測定するのですが、翌朝息を吹きかけると

その人のアルコール分解処理速度が記録されます。すると、その人の

アルコール分解処理速度に応じて「そろそろ水を飲んだほうがいい」

「これ以上飲むと二日酔いになる」と、学習してアドバイスを教えて

くれるのです。アプリと連動することでセルフコントロール、セルフ

マネジメントが可能です。将来的には蓄積したデータをもとに「飲み

すぎの人にウコンを勧める」など、データを活用したプラットフォーム

ビジネスに繋がる可能性もあると考えます。本プロジェクトには

企画段階から携わらせていただいたのですが、こちらも非常に反響

が大きく、1500万円を超える支援が集まりました。最初は東芝社内

でも新しい取り組みに不安の声も聞かれましたが、実行者の方々は

熱意をもって取り組まれ、企画のユニークさと多くの支援者の支持

によって、新聞や雑誌、Webサイトなどの多くのメディアで特集が

組まれ話題となりました。東芝社内にも新規事業に積極的な波が起

こり、社内の文化も育っていくという事例でした。

最後にJVCケンウッドの事例です。これは音楽を聴きながら、同時

に周囲の音を取り込めるイヤホン「マルチライブモニターイヤホン」

です。例えば電車の中でイヤホンをつけている時、電車のアナウンス

が聞こえなくて困ることがあるでしょう。このイヤホンにはマイクが

内蔵され、アプリを使ってそのマイクの音量を上げれば外の音を音

楽と同時に聞くことができます。音楽を聴きながらでもアナウンスを

聞き逃すことはありませんし、人から話しかけられた時にも言葉を

聞き取ることができるのです。クラウドファンディングの打ち出しと

しては、JVCケンウッドは音楽分野で有名な企業ですから、楽器を

演奏する人をメインターゲットに、体験価値として「バーチャルセッ

ションができる」という体験をJVCケンウッドと共に企画しました。

楽器を弾く人が自分の演奏をマイクで取り込めば、プロのアーティ

ストとセッションしているかのような感覚を味わえるのです。また、

体験価値に合わせてプロダクトデザインは楽器をモチーフにした斬新

なデザインに仕上げました。その結果、こちらも2000万円を超え

るような大きなプロジェクトに育ちました。この反響を受け、JVC

ケンウッド前副社長の田村誠一氏は「サイト上でお客様自身がやって

みたい独自の（製品の）使い方がどんどん集まってきます。ひとつの

提案でいろいろなバリエーションが反応となって戻ってくる。我々

だけの考えには限界がありますが、お客様との対話によって、その

【記事】大企業が注目する新規事業創出の最新フレーム　―クラウドファンディングによるIoT製品開発と組織づくり―

Latest Frame of New Business Creation Attracting Attention by Large Corporation: IoT Product Development and Organization Creation through Cloud Funding
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限界を超えることができるのです」とインタビューで話しています※1。

「バーチャルセッション」というコンセプトを提示しましたが、先ほどの

ような電車内での使い方、自分独自の使い方の声が集まり、今後の

製品企画につながる可能性も秘めています。「そうして寄せられた

貴重な声を吸収し、さらにプロモーションの仕方や商品開発にフィード

バックする」とのお話もいただきました。

先ほど大企業が抱える新規事業創出の課題として、事業を立ち上

げるにあたり、2桁～3桁億円の事業規模を目指す企業が多いという

話をさせていただきました。ですが、一足飛びにそのレベルを目指

すことは難しく、フェーズ1、2、3と段階を経て立ち上げると、より

確実に狙った規模の事業に向かうことができます。クラウドファン

ディングはその中でもフェーズ1、つまり事業のテストトライに利用

していただくケースが多くなってきました。ここで成功すれば、フェー

ズ2としてBtoCで販路を拡大し、フェーズ3としてBtoBに展開して

いき、それを2桁から3桁億円の事業に育てていくことができます。

WiL（World Innovation Lab）とソニーによって合弁で設立された

Qrioの「Qrio Smart Lock」がそうです。Qrio Smart Lockは住宅

や賃貸物件に簡単に取り付けられ、スマートフォンでカギの操作が

できる次世代型のキーシステムですが、クラウドファンディングで

2000万円を超える成功を収めました。その反響もあり、大手不動

産業者と「不動産会社間の物件見学業務を効率化するスマートロック

対応のサービス」を開始されるなど、クラウドファンディングでの

成功実績が大手不動産業者とのBtoBの取引にも繋がった事例です。

人材を育成し、新規事業に取り組む出島的組織を構築

最後に、事業創出を実行していく組織づくりの話をします。JVC

ケンウッドでは、先ほどのイヤホンを作る際に「通常の商品開発は、

技術と商品企画が中心となりコンセプトなどを固めていって、設計、

技術、デザイナー、営業と徐々に関わる人数が増えていくのですが、

今回のマルチライブモニターイヤホンは真逆で、『こんなコンセプト

の商品で、お客様にはこんな提案でアプローチできたら面白いかも』

から始まり関連部門が集まりだしたという流れです」とインタビュー

で話しています※2。つまり、ユーザー購入起点でのものづくりをされ

ていったということです。

一般的な社内フローと対比するとわかりやすいのですが、通常は

研究開発、アイデア創出、市場調査、試作品開発、量産、販売とい

う流れで製品が誕生します。しかし、試作品開発から量産の間には、

分厚い事業計画書を出す必要がありました。これでは市場調査で

時間をロスし、事業計画書の資料作りに時間がかかり、決裁ではね

のけられればまたやり直すという時間ロスもあります。今、市場環境

は非常に速いスピードで激変し、ものづくりのハードルも低下して

います。そうこうしているうちに海外から似たような製品が発売され、

悔しい思いをするケースも多々あるでしょう。そんな時にクラウド

ファンディングを利用すると、研究開発、ユーザー購入起点での

アイデア創出、最小限の市場調査、試作品開発をしたのち、クラウド

ファンディングで実際に世の中に問うてみることができます。それに

よって、成功したものはスピーディーに量産、販売するという流れが

できるのです。リスクが少なく成功確率も高められ、量産までリーン

に進行することができます。組織の中にこのバリューチェーンを実行

できる、出島的な組織を構築できないかというのが今後の課題です。

ただ、これまでと違うバリューチェーンの実行組織を、大企業が

一足飛びに構築することは困難です。そこで、こうした組織を作るこ

とが「正解」と判断できるような、実績と反響をスモールスタートで

生み出すことが重要になってきます。そのためのステップについて説

明しましょう。新規事業創出のゴールは、将来収益の柱となること

が見込める2桁～3桁億円規模の新規事業の創出です。そのために、

いち早く成功モデルを見つけることができるような顧客との共創

マーケティングモデルの構築、新規事業をブーストさせるエコシステ

ムの形成、ベンチャーマインドが浸透した組織文化の形成が求めら

れます。それを決裁者にプレゼンした時に、「誰がやるのか」「そう

いう覚悟を持った人がいるのか」と聞かれるケースが多々あるそう

です。そのため、新規事業創出のスキルを体得し、それを実行しきる

覚悟・自信を併せ持つビジネスプロデューサーの育成が第一ステップ

ではないかと思われます。

クラウドファンディングは、実践的ビジネスの立ち上げです。つまり

実践的な人材育成の場とも言えます。実際、ソニーや東芝では20

～30代の若手社員がプロジェクトを起こしています。大きな経験を

積み、スキルセットも上がり、今では事業責任者クラスの決裁権を持っ

て活躍されている方も多くなってきました。その背景には、クラウド

ファンディングを通じたユーザー起点での事業創出、実際のビジネス

を起こす真剣勝負の場の経験、生まれた事業アイデアが定量・定性

評価ができる設計になっているということがあります。真剣にビジネス

にチャレンジして、ビジネスを動かしていく実践的な人材育成の場に

なっています。

最後に、課題を整理しましょう。大企業の場合、リスクがあると

リーンに新規事業に取り組むことが難しいという背景がありました。

そのため、クラウドファンディングの「先行販売」の仕組みによって、

事業のリスクを低減するという解決策があります。実行方法として

は、一足飛びに組織を変えるのは難しいので、人材育成軸から取り

組むことで出島的組織を構築する足掛かりを作るという策が挙げら

れます。「クラウドファンディングで成功したプロジェクトは組織と

して取り組んでいきましょう」という流れに結び付けていくのが、

今後の可能性として挙げられます。

デジタルハリウッド大学大学院における事例

ここからは、デジタルハリウッド大学大学院 事務局長 池谷和浩に

より、「Makuake」との連携による事例が紹介された。

デジタルハリウッド大学大学院は、平成27年度経産省調査で学発

ベンチャー数、学校を通じたベンチャーの輩出数は全国11位となった。

私立大学では早稲田に次ぐ第2位に。中でもIoTとデジタルヘルス

ケア、サイバーファイナンスの分野に注力している。

IoTに関しては、「Makuake」と共にアクセラレーションプログラム

に取り組んでいる。スタートアップイベントの実施、開発費支援も

行っている。昨年度は、神成大樹さんが左手IoTデバイス「O2」で

資金調達に成功し、量産化を始めた。特許の出願、会社設立に至っ

ている※3。

デジタルハリウッド大学大学院では、「3D触力覚技術」を開発

した香田夏雄教授によるIoTの考え方をプロトタイピングを通じて

【記事】大企業が注目する新規事業創出の最新フレーム　―クラウドファンディングによるIoT製品開発と組織づくり―
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学ぶ講座を開講している。プロトタイピングのためのファブ工房

「LabProto」の開設したほか、インキュベーション事業も始めている。

デジタルハリウッド大学およびデジタルハリウッド大学大学院は、

「大学とは冒険の拠点であるべきだ」との思いに基づき、ものづくり

や目標到達のための第三の拠点でありたいと考えている。

【注】

※1

『Senka21』2016年10月号「全員で取り組む新価値創造へ新たにスター

トを切る」より

http://www.phileweb.com/editor/senka21/2016-10/02.html

※2

CNET Japan「JVCが新提案型イヤホンで選んだクラウドファンディング

でのモノづくり」

https://japan.cnet.com/article/35086976/

※3

株式会社 Brain Magic 

http://brainmagic.tokyo/

【登壇者プロフィール】

北原 成憲｜Masanori Kitahara

株式会社マクアケ

Makuake Incubation Studio  クリエイティブディレクター

福岡県久留米市で60年以上続く板金加工工場の息子として生まれる。

サイバーエージェント・インターネット広告事業本部にてデジタルを基軸

に置いた大企業の広告戦略立案やコンテンツプランニングを担当した後、

2015年にMakuakeへ加入。「Makuake Incubation Studio」を立ち上げ、

大企業の新商品企画立案や新規事業創出のための仕組みづくりを推進し

ている。シャープ×石井酒造による「-2℃で味わう新しい日本酒体験。

雪がとけるように味わいが変わる『雪どけ酒』冬単衣」プロジェクトの企画

～クラウドファンディングを担当し、2017年度グッドデザイン賞を受賞。

【記事】大企業が注目する新規事業創出の最新フレーム　―クラウドファンディングによるIoT製品開発と組織づくり―
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YouTubeを舞台に活躍する優れたクリエイターを束ね、企業との

タイアップで収益を上げるインフルエンサーマーケティングという

新しいビジネスモデルを日本に本格導入したUUUM株式会社。その

代表取締役、鎌田和樹氏が昨秋より本学にて寄附講座「ネット動画

クリエイター・ビジネスマネジメント」を開講。

その開講を記念して、本学で2016 年 11 月 24 日に開催された

「近未来教育フォーラム2016 Daily Life with Super Technologies」

にて鎌田氏による講演が行われた。テーマは「ネット動画マーケ

ティングから見るクリエイター育成とビジネス開発の可能性」。ネット

動画マーケティングの潮流と未来について解説をしていただいた。

UUUM起業のきっかけ

UUUMの鎌田です。当社の名前を知らなくても、HIKAKIN、はじめしゃ

ちょーといった名前は聞いたことがあるかもしれません。もしない

というのであっても、YouTubeはご存知かと思います。

当社はそのYouTubeで活躍するトップクリエイター、いわゆる

YouTuber（ユーチューバー）と言われるクリエイターたちを束ね

るYouTuber専門のマネジメントプロダクションです。同じような

業態の会社は世界中にありますが、日本では私たちが初めてです。

2013年6月に設立して、現在従業員は140人ほどいます。

起業前は光通信という会社で働いていました。起業を決意したの

は28歳のときで、そのきっかけとなった2人の方がいます。

1 人はガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社の

取締役だった孫泰蔵さんです。「30年後にアジアにシリコンバレーを

作る」ことを目標にベンチャー支援も積極的に行っている方でもあり

ます。お互いソフトバンクの仕事をしていた関係で面識があったのです。

正直に申し上げて当時の私の人生は順風満帆でした。ただ、貯金

残高と体重が日に日に増えていく一方で、悩みがありました。仕事

に対するやる気がなくなっていたんです。

そこで孫さんに相談をしたら「だったら起業しなよ」とハッパをか

けられました。自分で会社を起こすという選択肢があることをその

とき気付かされたのです。

では起業をするとして何をやるか。もともと私は海外で仕事を

したいと思っていましたが、残念ながら英語がまったく話せません。

今も相変わらず、TOEICを受ければ100～200点レベルだと思います。

「じゃあどうしよう」と思っていたときに、HIKAKINと運命的な

出会いをすることになります。

実はHIKAKINに出会ったころの私はYouTubeをあまり見ていま

せんでした。YouTubeといったら好きなアーティストのプロモーション

ビデオを見たり、OLさんが癒しを求めてハムスターの動画を見るよう

なサービスだと思っていたんです。今会場にいらっしゃる方でも、

YouTubeに対してこういったイメージを持たれている方は多いと

思います。

だから HIKAKIN がしきりに「これから日本にもYouTuberきま

すよ！」「アメリカですごいことになっていますよ！」と言っても、当時

の私からすれば「そもそもYouTuberって何？」という感じでした。

でもその後すぐにネット動画の可能性に気付くことができて、30歳

のころに彼と一緒にUUUMを立ち上げることになります。

UUUMの事業①クリエイターのマネジメント

UUUMが行っている事業について触れておきたいと思います。

ひとつめがクリエイターのマネジメントです。HIKAKINは当社の

ファウンダーなので当然含まれますが、現在、日本でトップのクリ

エイターであるはじめしゃちょーやフィッシャーズ、女性では木下

ゆうか、佐々木あさひ、みきぽん、関根理紗。こういった面々が

UUUMと専属契約を結んでいます。

専属契約をしている上位層のクリエイターは150人くらい。さら

に将来有望なクリエイターが3350人ほどいるので、足して3500

人くらいのクリエイターを抱えています。ちなみに今も毎月200、

300人くらいのペースで増えています。

YouTubeのチャンネル毎の登録者数（ツイッターでいうフォロワー

数）のランキングを見ても、トップが「はじめしゃちょー」で約450

万人。2位が「HikakinTV」で約360万人。

ただ、HIKAKINはほかに2つチャンネルを持っていて、Minecraftや

モンスターストライクといったゲームの実況をする「HikakinGames」

が約 250 万人。もともとやっていた「Hikakin」が約 180 万人。

ご存知ない方もいるかもしれませんが、もともとHIKAKINはボイパ

（ボイス・パーカッション）の動画をYouTubeに上げていたら話題

を呼んで、エアロスミスと共演してしまったような男です。

講座開講記念講演「ネット動画マーケティングから見る
クリエイター育成とビジネス開発の可能性」
Start of Course Memorial Lecture: “Potential for Creator Training and Business Development Viewed from 
Net Video Marketing”

【記事】

UUUM株式会社　代表取締役

鎌田 和樹   Kazuki Kamada
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なぜ彼が3つもチャンネルを持っているのかというと、扱うコン

テンツも動画の長さも全然違うから。つまり、視聴者が異なるんで

すね。だからあえて分けています。

他には、大喰いキャラの「木下ゆうか」チャンネルが約250万人

で5位。これは女性で日本一です。あと、HIKAKINの実の兄である

SEIKINがやっている「SeikinTV」が約200万人で6位につけてい

ます。このように当社所属のクリエイターが、トップ 10 のうち 6

チャンネルを占めている状態です。

当然、このランキングは企業を含んだランキングです。ここでみな

さんにご理解いただきたいのは、結局のところYouTubeは個人が

作っているということです。最近では TBS のドラマから生まれた

「恋ダンス」やピコ太郎さんの「PPAP」関連の動画の視聴回数など

が爆発的に伸びているのも事実ですが、一番頑張っているのは「個人」

であることがきわめて重要なポイントです。

今ではUUUM所属のクリエイターの動画の月間再生回数は20億

回くらいになっています。もはや意味がわからないレベルに達して

いますが、同業の2位の会社さんになると数億というレベルなので、

とにかく多いということだけをわかっていただけたら十分です。

UUUMの事業②インフルエンサー・マーケティング

ではたくさんクリエイターを抱えて何をやっているのかというと、

企業様とタイアップして商品のプロモーションのお手伝いなどを

しています。YouTuberのように影響力の強い情報発信者のことを

インフルエンサーといい、彼らを使ったマーケティング手法をイン

フルエンサー・マーケティングと言います。わかりやすい例をいくつ

か挙げましょう。

たとえばバンダイさんから新作のたまごっちのプロモーションを

したいと依頼されたときは、くまみきというクリエイターを使いました。

動画は51万回視聴され、動画を見た3.3％の方が店舗に行って

購入されたという調査結果が出ています。

またDeNAさんのRumorというアプリのリリースに際しては、ダウン

ロード数にブーストをかけたいということだったので、はじめしゃ

ちょーを使いました。この動画は127万回視聴されて、視聴者のうち

6.8％がアプリをダウンロードしたそうです。

ブランディング向上にも使えます。たとえば丸亀製麺さんからは、

うどんだけではなくサイドメニューが充実していることを認知させて

ほしいというご要望がありました。そこで大食い系の人気クリエイ

ター、木下ゆうかにお願いして、そのサイドメニューを全て食べる

動画を作成してもらいました。この動画を見て実際に店舗に足を運

んだ人は29％という、ものすごい結果が出ました。

ちなみに私たちはステマが大嫌いなので、動画のなかに「提供

表示」を必ず入れています。要は面白いコンテンツであれば企業と

のタイアップ企画であろうと100万回視聴されるということです。

逆に言えば、タイアップのときほどコンテンツをしっかり作り込む

ことが肝心である、とも言えます。

また、面白いところではNHKさんからの依頼で紅白歌合戦のプロ

モーションもお手伝いさせていただき、第 66 回紅白歌合戦では

告知動画を68本出しました。NHKさんなので結構お堅いのかと思っ

たら意外にもお題が自由で、「紅白にちなんだことであればいい」と

いうことでしたので、クリエイターたちにもいろいろ知恵を絞っても

らいました。

そのときは本番にもHIKAKINとはじめしゃちょーが出演しています。

単に出るだけでは芸がないので、2人にツイッターで「今から紅白

出るよ」と呟いてもらうことで、実際に瞬間視聴率がポンッと上がる

現象が起きました。

このように、当社が活用するプラットフォームはYouTubeだけで

はありません。TwitterもInstagramもやります。たまに「スナップ

チャットはやらないんですか？」と聞かれることもありますが、今の

ところ扱っていません。私たちの使命は「いかに影響を与えるか」です

から、常に最適なプラットフォームは何かを考えています。

企業からの依頼は増え続けている

以上のように、マーケティング分野での実績を着実に積み重ねて

きたおかげで、現在ではいろいろな企業さんとお仕事をさせていた

だけるようになりました。購買行動だけではなく、認知度、興味関心、

使用意向、購買意欲といった数値の変化も可視化するので非常に

多くのクライアントさんにご実施いただいています。

そのなかで私がよく感じる特徴的なポイントが2つあります。

ひとつは大企業、とくに一見すると動きが重そうなナショナルクラ

イアントほど当社のサービスをかなり早い段階でお使いいただいて

いる点。マーケティング担当者の方がインフルエンサー・マーケ

ティングの効果をよくわかっていらっしゃるからでしょう。

もうひとつ見逃せないのが、クライアントさんのお子さんの影響力

です。私は企業様向けに今日のような話をする機会が多いのですが、

多くの方はあまりピンとこないままお帰りになります。そして、いざ

家に帰って、ためしにお子さんに「はじめしゃちょーって知ってる？」

と聞いてみたら、実は熱烈なファンであることが判明する。そこで

UUUMの資料を子供に見せたら、「この人も好き！」「これも見てる！」

という話になって、翌日私の携帯が鳴って、「もう一回お話を聞かせ

ていただけませんか？」という展開になる。こういったケースが本当

に多いんです。

UUUMの事業③コンテンツ制作

よく聞かれるのですが、弊社所属のクリエイターたちの動画は彼ら

自身で撮影と編集をしてもらっています。ただ、当社にも制作チーム

があって自前でもコンテンツを作っています。

たとえば講談社さんと共同で作らせていただいたボンボンTV。

詳細は後ほど触れますが、これは完全に自社で作って、弊社所属の

クリエイターには「ゲスト出演」してもらう形をとっています。

【記事】講座開講記念講演「ネット動画マーケティングから見るクリエイター育成とビジネス開発の可能性」
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それ以外にイベントもやっていて、小規模なファンミーティングも

やりますし、今年は人気YouTuberを総出演させたU-FES.TOUR

というイベントも全国6カ所で行っています。観客動員数は1万人

以上です。

ほかにも、自分たちでゲームのアプリを作ったり、音楽を作って

iTunesに配信したり、YouTuberを使ったグッズを作ったりもして

います。当社ではこれらを総じてコンテンツと呼んでいます。

UUUMの事業④海外とのアライアンス

当社では海外との取り組みも大きなKPIとして置いています。日本人

のYouTuberを自国に招待する、もしくは海外から商品を送ってくる。

そうやって日本人に向けて情報を発信したいという需要が、あきら

かに高まっています。

たとえばチェジュ島にクリエイターを送り込んだり、ダイソン

のグローバルキャンペーンにうちのクリエイターが使われたり、

LOTTEのDuty Freeでうちのクリエイターと韓国のクリエイターが

共演したりといった事例がたくさんあります。

私たちのような会社は世界にたくさんあります。当社が今業務

提携している海外の会社を挙げると、StyleHaul（アメリカ）、Yoola

（ロシア）、DIA TV（韓国）、POPS Worldwide（ベトナム）、Brave 

Bison（イ ギリス ）、wizdeo（ フランス ）、Mediakraft（ドイツ ）、

PING Network（インド）。このような会社とグローバルアライアンス

を結んで、クリエイターのコラボや紹介、新たなビジネスの構築な

どで協調体制を整えています。

憧れの職業に「YouTuber」がランクインする時代

クリエイターについてもう少し詳しくお話をしましょう。

アメリカで2年くらい前に行われたある調査結果では、13歳から

18歳のアメリカ人にとってもっとも影響力のあるスターのトップ5が、

す べ てYouTuberで し た（Smosh、The Fine Bros.、PewDiePie、

KSI、Ryan Higa）。俳優のポール・ウォーカーが6位、ジョニー・

デップが14位、ダニエル・ラドクリフが15位、レオナルド・ディカ

プリオは20位という結果です。

今のアメリカの中高生はハリウッドスターに憧れるのではなく、

YouTuberに憧れているんです。ちなみにアメリカではYouTuber

とは言わず「YouTube Star」と言います。ググる時の参考にして

ください。

そしてこうした傾向はすでに日本でも見られます。

毎日新聞大阪版朝刊が行った、大阪在住の小学4年生男子に聞いた

「将来の夢」のアンケート結果では、1位サッカー選手、2位医者に

つづいて、YouTuberが3位にランクインしています。

大人からしたら「なんで？」ということになるでしょう。

でも、考えてみれば今の子供たちにとってのスマホは、大人の

世代でいうテレビと同じ感覚なんです。テレビのチャンネルをザッ

ピングするようにYouTubeの動画を見る。だから子供たちからすれば

HIKAKINやはじめしゃちょーは、毎日目にする芸能人のようなもの。

しかも、子供たちはしっかりしていますから、そういったYouTuber

がお金を稼いでいることも知っています。よって「僕もあんな感じに

なりたい」と思うのは必然です。

また、海外では、YouTuberがローマ法王と謁見したり、オバマ

大統領が YouTuberと対談をするといった事例が起きています。

特にアメリカでは先ほどの調査結果のように「YouTuber＝若者の

象徴」という構図が確立されています。若い世代の声を聞こうとなっ

たらYouTuberに聞く。これが当たり前になっています。

さすがに日本ではまだそのレベルまで浸透していません。しかし、

逆に言えば、今後どのような展開を見せるのかは当社の動き次第

なのではないかという自覚を持っています。

YouTuberの変遷

一言でYouTuberといっても、内容の変化は非常に激しいものが

ありますので、軽くおさらいをしておきます。

まず、会社を立ち上げた2013年当時。このときはiPadなどの

ガジェット系のレビューが流行っていました。視聴者の方が口を揃え

て言うことなのですが「高いから買えない商品ではあっても、どん

なものかは見たい。だからYouTubeで検索してみる」。こういった

モチベーションがあるんです。それが2014年になるとゲームの実況

動画や、キッズ向け、ファミリー向けの動画が流行ります。そして最近

では「大人がやる馬鹿」というか、若干バラエティ番組的なコンテンツ

が増えています。

コンテンツが変わるとYouTuberも変わります。もともとYouTube

で人気を集めていた個人のクリエイターは、アルファブロガーと

呼ばれる「影響力を持ったブロガー」たちでした。彼らがビデオブログ

という形で動画を配信することが多かったのです。

その後、HIKAKINのように「僕の仕事はYouTube」と宣言する

専任のクリエイターたちが出てきました。そして最近では7人程度

のグループを作って、それで日々コンテンツを作るパターンが増え

ています。

グループの登場はネット動画ビジネスの発展を象徴していると思

います。なぜなら、7人なら7人が、毎日集まってコンテンツ作りに

没頭して、それでもなお全員が生活できるくらいYouTubeが稼げる

プラットフォームになったということだからです。

では収入源の変遷はどうなっているのかといったら、2013年く

らいまでは企業とのタイアップが軸でした。それが徐々にイベント

開催でも収益が出るようになってきて、最近ではグッズも売れる

ようになっています。

グッズなんて大したことがないと思われるかもしれませんが、クリ

エイターの名前が書かれたTシャツが1万枚も売れるんです。それ

くらい大きなビジネスになってきているのです。
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クリエイターの種類

クリエイターはいくつかのジャンルに分けられますので、参考まで

に簡単に説明しておきたいと思います。

【マルチクリエイター】

なんでも屋です。HIKAKINはマルチクリエイターの象徴で、ボイパ

もするし、新作アイスも食べるし、ゲーム実況もやる。そのときのター

ゲットは若年層なので大人からすればHIKAKINの動画を見て「まっ

たく意味がわからない」と思われる方もいるでしょうが、その動画

が100万回再生されている事実は揺るぎません。

【ベテランクリエイター】

いわゆるおじさん世代をターゲットにしたクリエイターです。

たとえば弊社所属のジェットダイスケはカメラが趣味なので、新製品

のレビューなどをよく行っていて、同じ趣味をもった固定のファン

が大勢います。

【ビューティークリエイター】

これはわかりやすいと思います。美容をテーマに、女性をターゲット

にしたクリエイターです。今日本で一番人気があるビューティー

クリエイターは佐々木あさひ。新作化粧品のレビュー動画などを

投稿しています。彼女にしても撮影と編集はご自身でやられていて、

ご自宅にはハイスペックのパソコンがあるそうです。撮影も自宅で

行っていて、日暮里あたりで買ってきた綺麗な布をぶら下げて、簡易

セットを作っていらっしゃいます。

【フードクリエイター】

食にまつわるコンテンツを配信するクリエイターです。今のところ

木下ゆうかが絶対的な存在です。ターゲット層が広いことが特徴です。

【グループクリエイター】

最近ではフィッシャーズというグループが人気です。ターゲットは

若年層向けが多く、真っ当な社会人が見たら眉をしかめるような

馬鹿なことをしていますが、子供たちはそれを見て腹を抱えて笑っ

ています。

【キッズクリエイター】

最近ですと小さな子供が主役のチャンネルも増えています。例え

ばHIMAWARIチャンネルでは、娘さん2人だけではなくお父さん

とお母さんも毎日レギュラー出演しています。ご夫婦は、働きなが

ら動画を作っています。お2人で企画を考え、小道具を用意して、

撮影をして、編集をされており、動画作りを通じてお子さんと触れ

合い、家族とのコミュニケーションに役立てられていると思います。

ある意味、最先端のライフスタイルを実践されていると言っていい

のではないでしょうか。

どういう人がネット動画クリエイターに向いているか

以前、私が勝手に統計をとったことなのですが、有名なクリエイ

ターは地方出身者が多いです。特に北陸エリアが豊作で、HIKAKIN、

SEIKIN、Masuoは新潟県出身、ジェットダイスケとはじめしゃちょー

は富山県出身、マックスむらいは石川県出身です。

憶測の域を出ませんが、物が1日で届かないエリアに住んでいる

人はYouTubeをよく見るのではないかという仮説を持っています。

実際、彼らに話を聞いてみると、都会のように最新の商品を手に取る

機会が少ないためにネットで人のレビューを見ることが多かったと

いうのです。

基本的に YouTuber になる人は YouTube の熱心な視聴者です

ので、この仮説はあながち間違っていないのではと思っています。

ただ、YouTubeを見ていれば誰でもクリエイターになれるわけで

はなくて、最も大切なことは表現力です。語彙力があって、表情が

豊かで、さらに物語作りが得意で、それをわかりやすく伝える能力

がある。そうしたスキルを持った人が毎日コツコツと動画を投稿し

つづけることで、ファンがついていくのだと思います。

個人がメディアになる時代

以上のことを踏まえて動画ビジネスについて考えてみたいと思い

ます。

私がよく言うのは「個人がメディアになる時代だ」ということ。

これはなにも既存のメディアが良いとか悪いとかいった話ではなく、

HIKAKIN のような個人が発信する情報も、メディアの一種として

立派に機能しているということです。

ではなぜYouTuberを用いたマーケティングの効果が高いのか。

それには3つの理由があると思います。

1つ目は、彼らクリエイターはほぼ素人ではあるけれど、彼ら、

彼女らなりの影響力をちゃんと持っているからです。その背景にある

のはきらびやかなスター性ではないかもしれません。でも、だから

こそ視聴者は親近感を抱くのです。もちろんそこまでの影響力を持つ

までには、毎日毎日動画を撮影し、編集し、アップするという地道

な努力が欠かせません。

2つ目は視聴態度の違いです。私も家に帰るととりあえず習慣で

テレビをつけますが、終始真剣に見ることはありません。特に

テレビのCMは完全に受け身なので、その間、スマホをいじっている

人も多いのではないでしょうか。一方のYouTube。これを「ながら見」

することはまずないと思います。なにかしらの意図があってその動画を

クリックするわけですから、つまらなかったら再生を止めるはずです。

3つ目は情報の差です。テレビCMはほとんどが15秒。長くて

30秒。稀に1分という世界です。CMのクリエイターたちはその限

られた時間のなかで伝えるべき情報だけではなく、クリエイティブ

な要素も突っ込まないといけません。でもネット動画なら2時間で

も3時間でも可能です。もちろん現実的には3～7分くらいの尺を

使うことが多いですが、それだけあれば商品のことをきっちり伝え

ることができます。

こうした3つの理由から、YouTuberを用いた広告は非常に効果

が高いのです。
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新しいメディアの形「ボンボンTV」

先ほど少し触れた「ボンボンTV」について補足をさせてください。

今20代以上の方であれば、昔、講談社さんから『コミックボンボン』

という漫画雑誌が出版されていたことをご存知でしょう。惜しくも

2007年に休刊という扱いになってしまいました。

「ボンボンTV」はその復活版です。ただ、紙の媒体ではなく、子供

向けインターネット番組として復活したのです。

スキームとしては講談社さんから制作費をいただいて当社がコン

テンツを作ってYouTubeで配信しています。簡単にいうとEテレ

でやっているような実験などを、今どきの内容に合わせて行って

います。

ちなみに番組のレギュラー出演者のひとり「えっちゃん」は、デジ

タルハリウッド大学の卒業生で、当社の社員です。動画編集を担当し

てもらっています。

「ボンボンTV」はインターネット「番組」というくらいなので、16

時枠から20時枠まで、一日計6本の枠が決めてあり、その決まっ

た時間に動画を配信しています。ですから子供達からすればテレビ

そのものです。月に配信する動画の本数は106本。おそらく日本で

一番配信数が多いチャンネルかと思います。

おかげさまで月間視聴回数は5200万回というレベルまできて

います。ということは広告媒体としての下地ができたということです

ので、今まさにいろんな企業さんからお仕事をいただいています。

しかも、個人のクリエイターに一任するスタイルではなく、自社

のスタッフたちでしっかり構成を作り、クライアントさんとも密に

連絡をとって細部を詰めているので、結果的に見応えのあるもの

が出来上がる傾向にあり、再生回数もとても多いです。これは新しい

メディアの作り方と言えるのではないかと思います。

講談社さんとのコラボはそれだけではありません。たとえばはじ

めしゃちょーにある漫画のレビューをお願いしたら、配信後、売上が

倍近く伸びました。漫画のことは知らなかったけどはじめしゃちょー

のことは知っていた層に刺さったわけです。

具体的にいうと『リアルアカウント』という作品は41万部、『トモ

ダチゲーム』という作品は14万部の重版が決まりました。講談社さん

からすれば本が売れればリピートできますので、この結果には関係者

一同満足しています。

また、僕らも僕らでせっかく出版社と一緒に仕事をさせてもらっ

ているので、『YouTuberマガジン』という雑誌を出させていただい

ています。YouTuber へのインタビューといった、昔のアイドル雑誌

さながらの内容もあれば、YouTuberが作った動画で反応のよかった

ものを漫画にしてもらうという試みもしています。ネット動画が漫画

になる。これも今までなかった形です。

インターネットの可能性

今、インターネット上で1分の間に何が起きているかご存知で

しょうか。Facebookでは21万6000人もの人が写真をシェア

し、Instagramでは「いいね」が240万回押されています。そして

Googleは6億9500万の単語を翻訳し、YouTubeでは400時間分

の動画がアップロードされているそうです。

そしてこうした数値は年々増加しています。私たちはこういった

時代に生きていいます。

そもそもTVとYouTubeの最大の違いは何かといったら、テレビ

には24時間という枠がありますが、YouTubeにはそうした枠が一切

ないことです。今YouTubeに1日でアップロードされる動画の述べ

時間は57.6万時間分もあります。それだけ自由なプラットフォームで

あるなら、情報の伝え方は今後もさまざまな手法が出てくること

でしょう。

「インターネットの可能性は？」と聞かれても、「無限です！」としか

言いようがないのです。

よってコンテンツに限って話をすれば、ひと昔前のミュージシャン

は路上ライブをしたり、チケットを手売りしていたのが、ONE OK 

ROCKさんのようにネットでの評価からグローバル公演をするアー

ティストが出てきています。また、漫画も昔は出版社に持ち込まれて、

新人賞などをとってようやく仕事がもらえたのが、今ではネット上

で漫画を公開して、話題になったら出版されるという仕組みが出来

上がっています。

このようにコンテンツが広がっていくプロセスは大きく変わりま

したし、今後も変わっていくはずです。

マネタイズは影響力を持ってから、が基本

PPAPの世界規模での拡散は、ジャスティン・ビーバーのツイート

がきっかけでした。そうやって一気に広まると、ほかの人が真似を

してそれをアップし、それが呼び水となってオリジナルもさらに広まる。

このように、拡散の仕方もだいぶ変わってきました。

ここで理解しておくべきことは、ネット動画の世界で情報が拡散

していく過程においては、誰も儲からないということです。ジャス

ティン・ビーバーがこの動画面白いよとつぶやいたところでお金は

もらわないですし、PPAPの動画にしてもあれがまったく流行らな

かったら制作費はそのまま赤字です。

ではピコ太郎さんは実際にどうやって今お金を稼いでいるかと

いうと、テレビ出演やCM出演です。有名になれば別の形でマネタ

イズできる。これが新しいネットの可能性ではないかと思います。
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今からでも遅くない！

2012年くらいにスマートフォンが一段と普及し、2013年から

YouTuberが注目を浴びるようになり、さらにYouTube以外にも

Instagram、Twitter、Facebookなど、情報を発信するいろいろな

プラットフォームが出揃いました。これらの3つの土台ができたこと

で、ネット動画での稼ぎ方と稼ぐ場所が変わりました。

そこで稼ぐためにはプロであろうと素人であろうと関係ありません。

ピコ太郎さんはプロの芸人ですが、では他のお笑い芸人が同じこと

をやったら稼げるかといったらそういうわけでもありません。

「YouTuberはしょせん素人の集まりだ」などとよく言われますが、

その通りです。

大事なことは、その素人がマーケティングのあり方を変えている

ということであって、その事実をまず認めることが大事。それさえ

わかっていれば、これからネット動画の世界に飛び込んでもゲーム

チェンジャーとして世の中を覆せます。

インターネットは無限の可能性があるといいましたが、ネット動画は

その可能性を高める手段です。だからプロアマ問わず、うまく作った

人が成功するし、それをうまく作れるようにすることが大切です。

その秘訣を教える講義がこの度、計8回に渡って本学で行われる

ことになりました。ぜひご期待ください。

（文・構成＝郷和貴）

【登壇者プロフィール】

鎌田 和樹｜Kazuki Kamata

UUUM株式会社　代表取締役

デジタルハリウッド大学大学院 特任教授

2003年に19歳で通信業界に身を投じ、テレコムサービスでソフトバンク

ショップを単月で100店舗出店。ショップ運営、アライアンスなどさま

ざまな経験を積んだ。2011年からはイー・モバイル一次代理店の代表

取締役を務める。2012年に孫泰蔵氏との出会いからベンチャーの道へ。

その後、HIKAKINとの出会いをうけて30歳を手前に独立。UUUM

の 前身となるONSALE株式会社を2013年6月に設立し、日本初の

YouTuber専門のマネジメントプロダクション事業を手掛ける。2013年

10月にUUUM株式会社に商号を変更した。
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【記事】

ロボットと人工知能の普及と法的課題
Robot and Artificial Intelligence Popularization and Legal Issues

モノのインターネット（IoT）の普及により、ロボットがネットワークに

接続され、日常的にあらゆるところ（モノ）で利用される「ロボット

共生社会」の到来が見込まれている。ネットワーク化され遍在する

ロボットが、人工知能（AI）により自律性を有し動作することで、ど

のような問題が生じるのか。その法的課題を把握し、安全・安心

な利用環境の整備に向けて必要な取り組みを確認する。

ロボットをめぐる法的課題検討の必要性

現在日本は、産業用ロボットの出荷稼働台数において世界トップを

維持しています。とりわけサーボモーター、センサー類などの精密

機器については、圧倒的なシェアを誇ります。ところが、ドローン、

スマートフォン、掃除ロボットなどを見ると、海外メーカーの製品が

多いことに気づくでしょう。内部の装置や部品類は日本製ですが、

モノとして売り出される時には海外製品になっている。つまり技術で

勝っていても、ビジネスでは負けているのです。こうした状況の中、

日本は今後ロボット大国の地位を維持できるのでしょうか。危機を

覚える背景には、ロボットをめぐる法的課題についてまだ十分に議論

されていないという問題があります。

ロボットをめぐる法的課題についての最大の問題は、そもそも何を

議論すべきか、体系的に認識・把握されていないことです。自動走行

する車が事故を起こした際、どういった責任を負うのか。自律的に

動くロボットが意図せぬトラブルを起こした時、誰が責任を負うのか。

まだロボットやAIが日常的に扱われていないため、問題について

考える必要性が十分に理解されていません。

では、具体的に何を検討しなければならないのでしょうか。現在、

AIによりロボットは自律的に動くようになりつつあります。さらに、

IoTにより、さまざまなモノがネットワークにつながるようになって

います。ネットワークに接続された自律型ロボットが日常的に使われ

るとなれば、多岐に渡る問題が想定されるでしょう。例えば、外部

から不正アクセスされることも起こり得ます。ロボット共生社会の到来

を見据え、法制度や社会制度の在り方を考える必要があるのです。

今後AIが普及すると、人間の仕事が奪われると言われています。

おそらくこれは現実になるでしょう。単純作業はAIが取って代わり、

失業が生じるはずです。その時、社会は何をすべきでしょうか。一般

的には、人間でなければできない仕事を探すべきだと言われます。

しかし、私はまったく違う考えを持っています。AIに人格、法人格、

権利能力を認めることを考えてもいいのではないかと思うのです。

法律上では、人間以外に「法人」も「人」であるとされています。AIも、

将来的には「AI人」のような人格を認めてもいいのではないでしょ

うか。AIに権利能力を認めれば、権利と同時に義務も発生します。

つまり、ロボットにも勤労、納税、教育を受けさせる義務が生じるの

です。AIにより企業が人員を削減してその分の労働力をAIが担うの

であれば、その分の税金を払ってもらえばいい。権利があり、それに

よって恩恵を得られるなら、それに伴う義務も負うべきだという考え

方です。法的な問題については、そういった観点から考える必要が

あります。

ロボットとAI、IoTの関係を考える際、問題や障害が生じた場合

に誰が法的責任を負うのかという点も考えねばなりません。AIが

搭載されたロボットの欠陥であれば、製造物責任を問うことはでき

ます。ところが、AIの自律的な思考によって誤った動作や判断がな

され、問題が起きた場合、責任はどこにあるのでしょうか。情報その

ものに関しては製造物責任は問われません。現行の法制度では解決

できない可能性が高いのです。IoTの普及により、今後ロボットは

日常的に偏在することになるでしょう。映画『ターミネーター』の

ように、自発的に人間に脅威を及ぼす可能性は現時点においては

非現実的ですが、AIの悪用や暴走は直ちに脅威になり得る問題と

して検討が必要です。現実的な脅威と非現実的な脅威を、きちんと

分けて考える必要があります。

バーチャルな問題からリアルな課題へ

では、なぜロボット法が必要なのでしょうか。そこには、バーチャル

な問題からリアルな課題へと変わりつつあることが背景にあります。

ひとつ例を挙げましょう。皆さんは、パソコンがコンピュータウィルス

に感染することに関しては、どこか他人事だと思います。しかし、

家庭用ロボットや自動走行するクルマがマルウェアに感染したらどう

でしょう。事故などにもつながる、現実の脅威が降りかかってくる

可能性があります。

そもそも日本人は、諸外国と比べてロボットに対して楽観論者が

多い傾向があります。キリスト教圏では、人間が人間のようなロボット

を作ること自体が悪だと捉えられています。映画で扱われるロボット

も、たいてい悪と見なされているでしょう。一方日本では、『鉄腕

アトム』のように人間とロボットが仲良く共生して暮らす作品が多く

見られます。日本と海外では、宗教観、ロボット観が違うのです。

2016年11月24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2016 -Daily Life with Super Technologies-」が開催された。

ロボットと人工知能をめぐる法的課題に関するセッションをレポートする。

慶應義塾大学 総合政策学部　教授

新保 史生   Fumio Shimpo
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こうした背景も、ロボットに対する楽観論につながっているのでは

ないかと思います。

法整備をするうえでは、ロボットとは何かという定義も考えねば

なりません。経済産業省は、「センサ」、「知能・制御系」及び「駆動系」

の三つの要素技術があるものを「ロボット」と定義しています※1。

しかし、これはあくまでも産業用ロボットを前提にしています。アメ

リカの場合は、（1）周囲の環境を認識できること、（2）認識した情報

を処理する能力を有すること、（3）周囲の環境に直接対応して活動

できるように組織化されたもの という定義を試みています※2。

参考までに、ロボットは用語としていつ出てきたのかについても

説明します。諸説ありますが、『ロッサム万能ロボット会社』という

カレル・チャペックの戯曲で人造人間を描くにあたり、「隷属」を

意味するチェコ語のRobota（強制労働）という用語を用いたことが

最初だと言われています。ロボットは労働することが、もともとの意味

だと見てとれます。

自動運転、ドローン、AIをめぐる法的課題

国の政策についても、触れておきましょう。ロボットをめぐる問題に

ついては、主な課題である自動走行、ドローン、人工知能について

急ピッチで検討が進められています。具体的には、ロボットの自律化、

情報端末化、ネットワーク化に着目した「ロボット新戦略」が打ち出さ

れました。これに基づき、産官学共同の「ロボット革命イニシアティブ

協議会」で検討を進めています。

一方、経済産業省は従来からロボット戦略、ロボット政策について

取り組んでいます。最近ではドローンでインフラを管理したり、自動

走行の車を走らせたりしています。自動走行について、例を挙げま

しょう。自動車そのものについては経済産業省、自動車の保安基準

や車検などについては国土交通省と各省庁で対応が分かれています。

自動走行、自動運転については、アメリカの定義分けをもとに5

段階レベルで考える方向になりつつあります。レベル0は、自動で

はなく人間がすべて運転するという段階です。レベル1は、ぶつか

りそうになったらブレーキを踏んでくれるという安全運転支援シス

テムです。すでにさまざまな自動車に搭載されています。レベル2は、

準自動走行システムです。前を走る自動車に追従するため、渋滞の

時に役立ちます。こちらもすでに実用化されています。レベル3も

準自動走行システムですが、すべてが自動化され、緊急時には人間

が介在します。2020 年を目途に、実用化に向けて進んでいます。

レベル4は、完全自動走行システムです。完全に自動化され、そも

そもハンドルもなく箱に乗ったらそのまま目的地に連れて行ってくれ

ます。自動車ではありませんが、ゆりかもめがそうです。

ところが、自動走行をめぐっては法的課題も残されています。

第一に、自動走行と道路関連法令の適用・解釈の問題です。首都高は

一般に60km、中心部の八重洲線は40km制限です。自動運転は、

法令順守が原則です。自動運転の車が普及することで渋滞が改善さ

れると言われていますが、そのような首都高の法定速度において、

自動走行の自動車が混在して走行するとなると、実際にそうなのか

疑問が残ります。他にも、交通事故・交通違反に関する責任、自動

運転の車が走行する際に不可欠な地図情報のマッピングなどに伴う

製造物責任、自動走行車の保安基準、従来とは異なる免許制度の

問題などが挙げられます。さらに、個人情報・プライバシー保護など

の情報の管理責任についても考えなければなりません。事故を起こ

した際、自動運転ではログを解析することで原因を解明します。その

ログをどのように管理するのか、検討しなければなりません。

ドローンについては、どうでしょうか。急ピッチで法整備が進み、

航空法の改正や飛行禁止エリアの拡大など細かなルールが策定され

ましたが、今後も引き続き議論を進める必要があるでしょう。

最後にAIに関する法整備ですが、こちらはようやく検討が始まった

段階です。総務省が「AIネットワーク化検討会議」、文部科学省が「AIP

プロジェクト」、内閣府が「人工知能と人間社会に関する懇談会」を

始めています。人工知能を用いることで、どのようなリスクが生じる

のか検討を始めたところです。例えばAIが作った著作物は、現行の

著作権法では保護されません。しかし、「レンブラントプロジェクト」※3

のような試みもすでに始まっています。これはレンブラントの絵をAI

で解析し、レンブラントが描きそうな新作を生み出すというプロジェ

クトです。生成にあたっては手間も労力もかかっていますが、現行の

著作権法では権利が発生しないのです。今後こうした著作物は増え

ていくでしょう。著作物として考えるのか、誰が創作したのかという

創作意図に基づいて権利者を考えるのか、人工知能は創作者では

ないので権利は与えられないと考えるのか検討する必要があります。

こうした問題は、日本国内だけの議論ではありません。海外でも

同様の問題を抱えています。今後どのような問題が起きるのか、AIを

例にとって考えるとふたつ大きな問題があります。ひとつは、AI活用

時の問題を指摘する際に「加害行為・危害行為」と「不快行為」に分

けて検討することです。例えば何らかの犯罪や権利侵害によって

人間に危害が及ぶ問題については可及的速やかに方策を考える必要が

あります。一方で、AIが人間の活動を分析すると、かなりの確度で

その人物に品物を購入させることができると言われ、これは不快行為

に当たります。両者は区別して考えねばなりません。第二に、法的

課題です。少しずつ認識が高まっていますが、今後は民法、刑法、

労働法、国際法など個別の法律の問題を考える必要があります。

最後に、私が昨年10月に提唱した「ロボット法新8原則」※4を紹介

します。アイザック・アシモフは「ロボット工学の三原則」※5を提唱

しました。ですが、これはあくまでも思想であり、法や規範ではあり

ません。法や規範として、効力を有するものを考える必要があります。

今後みんなでロボットの利用を考える時に、どのように考えるべきか。

共通認識となるのが「ロボット法新8原則」です。

① 人間第一の原則

② 命令服従の原則

③ 秘密保持の原則

④ 利用制限の原則

⑤ 安全保護の原則

⑥ 公開・透明性の原則

⑦ 個人参加の原則

⑧ 責任の原則

ロボット法に関する原則を後から考えるのではなく、前もって

デザインしましょうというのが「ロボット・ロー・バイ・デザイン」（仮

称）（Robot Law by Design）です。今後ロボット法を考えるうえで

最初のきっかけを提言させていただきました。

【記事】ロボットと人工知能の普及と法的課題

Robot and Artificial Intelligence Popularization and Legal Issues
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【注】

※1

NEDO「ロボット白書2014」第2章ロボット利用の意義・必要性・取り

まく環境、ロボット政策研究会「ロボット政策研究会中間報告書～ロボット

で拓くビジネスフロンティア～ 」（平成17年5月）23頁。

※2

ライアン・ケイロ（Ryan Calo）「Ryan Calo, Robotics and the Lessons 

of Cyberlaw, 103 CALIF. L. REV. 513,529 （2015）」

※3

「The Next Rembrandt」は、オランダの金融機関INGグループが出資し、

マウリッツハイス美術館、レンブラントハイス美術館がデルフト工科大学、

マイクロソフトと協力して行ったプロジェクト。レンブラントの全作品を

3Dスキャンによりデジタル化し、美術専門家の協力のもと、ディープラー

ニングで作品の特徴を分析。レンブラントの“新作”を3Dプリンターで

作り出した。

※4

新保史生「何故に『ロボット法』なのか」ロボット法学会設立準備研究会

（2015年10月11日）報告資料（2015）

※5

アイザック・アシモフ（Isaac Asimov）がSF小説『われはロボット（I, Robot）』

で提示した「ロボット工学の三原則」（Three Laws of Robotics）。

第1条

ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過する

ことによって、人間に危害を及ぼしてはならない。

第2条

ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、

あたえられた命令が、第1条に反する場合は、この限りでない。

第3条

ロボットは、前掲第1条および第2条に反するおそれのないかぎり、

自己をまもらなければならない。

―『ロボット工学ハンドブック』第56版、西暦2058年 より。

【登壇者プロフィール】

新保 史生 ｜Fumio Shimpo
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に関する懇談会」委員、 神奈川県「ロボット共生社会推進検討会議」座長、 
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【記事】ロボットと人工知能の普及と法的課題

Robot and Artificial Intelligence Popularization and Legal Issues
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世界が注目する気鋭のVR研究者が語る「身体の未来」

「人類の進化は道具の進化と言っていいでしょう。人類は道具を

使って体格差を克服してきました。道具がなければマンモスは倒せ

なかったわけです。それを突き詰めると、この世の中から「disabled 

people」という言葉が無くなります。ヒュー・ハー教授の言葉を借り

れば、今世の中にあるのはdisabled technology。技術が発達すれ

ば世の中の見方やシステムのあり方も変わってくるでしょう」

こう熱弁を振るうのは東京大学の稲見昌彦教授。背景が透けて

見える「光学迷彩」や眼球運動の観測が可能なメガネ、JINS MEME

などの開発者として世界中から大注目を浴びている気鋭のVR研究

者です。

先日、その稲見教授を、本学の杉山学長が主宰する「テクノロジー

カルチャーラボ」に招き、「身体の未来」と題した特別講義が行われ

ました。その講義内容をダイジェストでご紹介します。

窓の奥の世界が飛び出してきた体感型ゲーム未経験
からの挑戦

私の高校生、大学生時代に体感型ゲームが流行りまして、バイト

代の多くをつぎ込んでいました。それまでの「窓の奥の世界を眺める」

従来のゲームとは違って体感ゲームは自分がその世界と直接つなが

ることができます。「コンピュータは体験を作ることができる」という

事実を知り、深く感銘を受けたわけです。

そのころ第1次VRブームが起きます。1989年に登場したVPL 

Reserch社のRB2（Reality Built for Two）は世界初の商用化VR

システムと言われおり、VRという言葉が世間に広まったきっかけで

もあります。「Built for Two」という名前からわかる通り、このシステム

は二人で使うことを前提にしています。VRの最初のビジネスモデル

が複数のユーザーを想定していたことは極めて重要なポイントです。

従来のものづくりの技術は「誰が使っても同じように見えること」

を前提とした三人称の客観的なテクノロジー。一方のVRは一人称

を対象とした主観的なテクノロジーです。

ただ、ある世界に自分しかいなかったら、それは妄想かもしれま

せん。そこに第三者の主観と共有できるもの、哲学でいう「間主観性」

を付け加えることによって一層リアリティが増し、コミュニケーション

が可能になり、さらに記録することもできる新しい世界が生まれます。

それまで文学や哲学の分野でしか扱えなかった主観の感覚が、エン

ジニアリングの力でコンピュータでも扱えるようになったのです。

身体の動きを数理的に理解しシステム化する

大学に進んだ私は生物系の勉強をしながら、趣味としてVRをやり

たいと思ってロボット技術研究会に入りました。興味があったのは

人の行動の分析。身体の生理を理解し、それに基づいて新たなシス

テムを設計していました。現在の私の研究テーマそのものです。

1992年にはEyeRISという視力入力システムを作っています。

藤子・F・不二雄の『21エモン』のエピソードで、銀河系で一番文明が

進んでいる星の話が出てくるのですが、その名前は「ボタンチラリ星」。

ボタンをチラリと見るだけで動く世界です。「視線入力は銀河で一番

洗練された形である」と信じていたので仲間たちと実際に作って

みることにしたのです。

具体的には眼球運動をカメラでとらえた画像を並列コンピュータ

を使って処理し、ボールの動きを追随してパックを動かせば確実に

打ち返すことができるブロック崩しのゲームを作りました。私の仮説

ではこのシステムを使えば世界一のゲーマーになれるはず……だっ

たのですが、完成したのはとにかく眼が疲れるシステムでした。

あとでわかったのですが、眼の動きは必ずしもスムーズに動くわ

けでありません。眼球運動は跳躍的な動きをするサッケードと、

なめらかな動きをするスムーズパスートの2種類あります（厳密には

他にもあります）。基本的に早い動きを眼で追うときは前者のサッ

ケード運動。眼がパンと動いてしまうので、ゲームでもギクシャクした

動きになってしまうのです。

現在、FOVEなどの視線ベースのヘッドマウントディスプレイ（以下、

HMD）が登場していますが、それを使って視線入力のシューティング

ゲームなどをよく調整しないで作ると恐らく方向性を間違えます。

【記事】
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こればかりは実際に作ってみないとわからないし腑に落ちない。何事

も体験に勝る情報はありません。

内なる自分を観測できるJINS MEME

三つ子の魂百までと言いましょうか、一昨年メガネメーカーの

JINSさんからの依頼で日常生活のログを取ることができるメガネ、

JINS MEMEを共同開発しました。最大の特徴は眼球運動をトラッ

キングできることです。使っている技術は眼電位図（EOG）。人の眼

は網膜側がマイナスで角膜側がプラスの乾電池のようになっている

ので、メガネの鼻に電極3点式眼電位センサーをつけることで眼の

動きを捉えることができるようにしました。

眼球運動は「どれだけ眼が動いているか」を計測することには向い

ています。キョロキョロしている度合いがわかれば、自分がどんな

状況で集中しているかなどがわかります。将来的には授業中に生徒が

どれだけ集中しているか先生がリアルタイムで確認することもできる

でしょう。またこのシステムを用いた大阪府立大の黄瀬浩一先生の

研究では、眼球運動を計測しながら英語の文章を読んでもらうことで

その生徒のTOEFLの点数が予測できるそうです。知らない単語や

難しい言い回しが出てくると眼がそこで止まってしまいますよね。

ですからサンプルをたくさん取れば高い精度で予測できるだろうと。

また、独自研究として眼の周辺の皮膚変形を光センサーによって

計測し、その人の表情を推定するメガネも作っています。この技術が

HMDに実装されれば、VRの世界でバーチャルキャラクターに自分

の表情を投影させることも可能になります。このように、実は人の

心の動きは身体に如実に現れます。大阪大の前田太郎先生の研究

では、じゃんけんをするときの「最初はグー」の腕の動きを解析すれば、

85％の精度で何を出すのかわかるそうです。

また、HMDはスマホやスマートウォッチと違ってコストの高い

ハードです。値段の意味ではなく、装着するモチベーションが高くない

といけないということ。よって相応のメリットがないと普及しません。

その点、人の内側をトラッキングできるHMDが広まれば、メリット

感は高まるかもしれません。

幽体離脱体験で脳内ハックされる

VR研究を本格的にはじめたきっかけは、修士のときに東大名誉

教授の舘暲先生が開発したテレイグジスタンス、通称「幽体離脱

マシン」を体験したことです。まるで頭をハックされたような衝撃で、

それ以来VRに浸かっています。このマシン、HMDにはロボットの

カメラの映像が映されていて、ロボットはオペレータの頭部と腕の

動きを忠実に再現します。ここで質問です。オペレータの手を眼の前

にもってきたら何が起きるでしょう？

そう、ロボットの手が見えます。変身した気になるんです。これが

最初の驚き。さらに、このロボットを使って周囲を見渡すと、どこか

で見たことがある人物の姿が視界に飛び込んできます。2秒くらい

考えてから「あ、自分だ」と気づき、さらに驚くと。本を読んでも理解

できなかった「自分はいまどこにいるのか？」という哲学的な命題に

対して、「自分とは、自分の脳と同期して動く視覚システムと腕がある

ところの中心地にいる」ということが工学的に証明できるのです。

実は余興にすぎなかった「光学迷彩」

再帰性反射材とプロジェクターを用いた「光学迷彩」を作ったのは

1998年のこと。実はこれはある展示会で行列に並ぶ人に向けた余興

として作ったものにすぎなかったのですが、結果的にこっちが行列

になってしました。このアイデアを得たのはご存知、漫画の『攻殻機

動隊』です。『21エモン』に感化されてEyeRISを作ったときと同じ

パターン。

多くの人は漫画や映画で描かれるSFなどのフィクションの世界

は、現実世界とは切り離された独立したものと思いがちです。でも

冷静に考えるとエンジニアはクリエイターに刺激され、クリエイター

はエンジニアに刺激される相互作用があると思っています。秋葉原

がポップカルチャーとハイテクの両方のメッカなのは、たまたまでは

ないと思うのです。

テクノロジーは文化です。万人に平等に受け入れられるサイエンス

とは異なります。料理と同じで個性があるから際立つ。そして食材が

いくらよくても、いくら高価でも、調理が下手では意味がありません。

学生たちには「いいシェフになりなさい」とよく言っています。

「自動」車ではなく「自在」車を作りたい

光学迷彩の技術から生まれたのが、車の外が透けて見えるシス

テムです。車の外に装着したカメラの映像を車内に投影することで

透明な車に乗っている感覚になることができます。「自動」車と言う

くらいですから、車の将来の方向性はどう考えても自動化でしょう。

たしかにそれは便利ですが、果たしてそれが唯一の方向性なのかと。

車にはそれを自在に運転する楽しさがあるはずです。そこから私は

「自在化技術」という言葉を使うようになりました。

自在化技術の目的は2つ

ひとつは「やりたいことの拡張」です。自動化とは本来「やりたくな

いこと」の代理が目的であり、もしペッパーが自分の代わりに遊園地

で遊んできたら誰でも怒るでしょう。「やりたいこと」と「やりたく

ないこと」は独立した関係です。体力の衰えや身体的な障害、また

はコストの高さなどにより、人には「やりたいけどできないこと」が

たくさんあります。それをテクノロジーで実現してあげることは大事

なことだと思います。

【記事】東京大学 稲見昌彦教授 特別講義「身体の未来」
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ちなみに現在、私は「超人スポーツ」というテクノロジーを使った

今までにないスポーツをみんなで考えようという活動を、スポーツ

ハッカソンなどを通して行っています。この根底にあるのも個々の

身体的な差を道具の力で埋めることで新たなスポーツのあり方が

見えてくるのではというものです。

自在化技術のもうひとつの目的は人馬一体ならぬ「人機一体」です。

馬はいわばナチュラルインテリジェンス。独立した知能を持っています。

しかし馬具というテクノロジーを使うことでちゃんと制御しようと

思えばできますよね。それと同じことをAIを相手にしたいと。人と

AIを対立関係で捉えるのではなく、一体化できるものとみなすこと

が重要な視点です。

身体は現実を認知するインターフェースである

このウィーナー界面を縦軸にして、シャノン界面（クロード・シャノン

が情報理論で提唱した物理世界の「アトム」と情報世界の「ビット」の

類似性、応用可能性）を横軸にしてみると、私がやろうとしている

自在化技術（身体情報学）は物理世界における「制御できる界面」を

拡張するテクノロジーにあたります。

身体情報学のポイントは3つ。ウェアラブルなどによって身体そ

のものが拡張していく「超身体」、VRやテレイグジスタンスなどの「脱

身体・変身」、主観的身体位置の分割、融合を図る「分身体・融身体」

です。身体をテクノロジーが変えられることは疑いようがありません。

それを示唆する研究のひとつに、UCLが行ったうつ病治療における

VRの活用があります。実験ではうつ病を患う被験者にHMDを装着。

目の前に泣いている小さな子供が現れ、医師からその子供をなぐ

さめるように指示されます。それが終わるとHMDの画面が変わり、

今度は被験者が子供に変身します。すると先ほど自分が発したなぐ

さめの声が自分自身にかけられるという仕組みです。この治療の方

が他人からなぐさめられるよりはるかに改善が見られるそうです。

リアリティとは身体というインターフェースを通して得るものです。

よって身体が変われば認知も変わる。認知が変われば世の中の見方

も変わります。私たちはそのことを感覚的に知っています。排気量の

大きな車に乗ると運転が乱暴になるのもそうです。よってそれを

うまく使いこなすことができるのなら、活用しない手はありません。

ヒトのことをhomo faber（作る生き物）と表現することがありま

すが、チンパンジーもカラスも道具を使うことができます。しかし、

自分自身の身体を変えることができるのはヒトだけです。よってヒト

はhomo faber “corpus consilium“（身体再構成が可能な生き物）

と呼ぶことができるかもしれません。だとしたら、それに備えた研究

を始めることが大切だと思います。

（文・構成＝郷和貴）

【登壇者プロフィール】

稲見 昌彦 ｜Masahiko Inami

東京大学大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 教授
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【記事】

デジタルヘルスラボの始動報告と今後の展望
Report on the Start of the Digital Health Laboratory and Future Prospects

1. なぜDHUがヘルスケア？

デジタルハリウッド大学（以下、DHU）は、そもそも医療系の大学

ではない。大学院では、ICT、クリエイティブ、ビジネス等の領域

を融合できる能力の開発を行っている。むしろ、医療と一番遠い大学

だった。2015年までは。

しかし、2017年現在、デジハリの「デジタルヘルスラボ」は、ヘル

スケアの業界においては、都内では知らない人はいないであろう程の

存在感と知名度を誇るまでになった。最近では、ラボ主催のイベント

には、首都圏だけにとどまらず、北関東、関西、東北、九州地方から

も参加者が集まるようになり、文字通り日本最大のデジタルヘルスの

学びの場の一つとなっている。このラボがきっかけや動機となり、

本学に入学した学生も実際にいる。

DHUがなぜデジタルヘルスを始めたのか、どのようにそれを確立

していったのか、そのために気を付けたことをこの機会にまとめて

みたい。

2. デジタルヘルスラボプロジェクトの誕生

私は2015年からDHUの校医を務めている。校医の職務は、

学生の健康相談、必要があれば診察したり、どこの医療機関に受診

したほうが良いかを指南したり、また、就職や留学等に当たっての

診断書の発行等多岐に渡る。しかしながら、当時の私は一校医であり、

教員としてデジハリに関わっている訳ではなかった。

同年春頃、大学院事務局の担当者に呼び出されて行ってみると、

高丸慶が大学院生としてそこにいた。そして「デジハリで、ヘルスケア

で何か面白いことをやらないか？」という話になった。断る理由

もないので、とりあえず「いいですね」と返事をした。特に良いネー

ミングも思い浮かばなかったので、仮称「デジタルヘルスラボ」と

名付けた。それがそのまま正式名称になった。「デジタルヘルスラボ

プロジェクト」の誕生である。

そして、まずは何かイベントを企画することになった。おそらく

当時は、デジハリがなぜヘルスケアをやるのかについては、あまり

深くは考えてはいなかったが、結果を見ると、開催したイベントは

大成功だった。ヘルスケアと、ICT、クリエイティブ、ビジネスがこん

なにも密接に関わっていることに驚いた。

3. ヘルスケアとICT、クリエイティブ、ビジネス

繰り返しになるが、DHUは確かに、ICT、クリエイティブ、ビジ

ネス、の大学だ。それらは直接的にはヘルスケアとは関係ないかも

しれない。しかし、その一方で、その3つは人を幸せにするための

ツールでもある。ヘルスケアも人を健康に、幸せにするための

ツールだ。むしろ、ヘルスケア領域においては、これら3つの視点

が欠けている場合もあるので、それらの要素を取り入れることで、

出来ることはさらに増えるのではないか、そこにデジハリがデジタル

ヘルスをやることの価値があるのではないかと考えた。

それでは実際に、ICT、クリエイティブ、ビジネスがそれぞれどの

ようにヘルスケアに関係しているか具体的に実例を見ていこう。

（1）ヘルスケア×ICT

ヘルスケアとICTの両方に強くないと出来ないこととして、私は

日本で初めて心房細動を発見するアプリ「ハートリズム」を開発した。

当時の循環器学会、脳卒中学会等では初の試みで、反応も大きかった。

実際にアプリがきっかけで心房細動が見付かり、医療機関を受診し、

心原性脳塞栓症を未然に防ぐことが出来た患者もいる。ヘルスケア

×ICTは世の中に価値を生むと実感した。

（2）ヘルスケア×クリエイティブ

時を同じくして、厚生労働省勤務の石井洋介は、「うんコレ」（大腸

菌を擬人化したゲーム）を開発していた。大腸癌健診が大事だと

いくら言っても、そもそも医療に関心がない人には届かない。大腸癌

健診に関心がない人にも、なんとか医療に興味を持ってもらえない

かと考えた結果、ゲームにした。厚生労働省は疾病啓発に、セーラー

ムーンやマジンガーZ等のキャラクターコンテンツを活用しており、

このような新たな取り組みは始まったばかりであった。ヘルスケア

×クリエイティブで出来ることはまだまだある。

（3）ヘルスケア×ビジネス

デジタルヘルスラボを共に立ち上げた高丸は、誰もやろうとして

いなかった保険適用外の看護サービスの事業化に成功した。当時は

医療、介護では保険適用のサービスが中心で、保険適用外サービスは

受け入れられ難いイメージがあった。しかし、質の高いサービスは

保険適用外であろう、とそこに価値を感じる人がいればビジネスは

成り立つはずだ。そう考えた彼の予想は正しかった。ヘルスケア×

ビジネスの可能性はまだまだ無限大だ。

余談だが、高丸と私は以前、都内の在宅訪問診療クリニックと

小児学習施設で一度協業したことがあった。それぞれ、大学院生と

学部生の時であった。座学や知識も大事であるが、自らリスクを

取りチャレンジすること、成功しようが失敗しようが、それは貴重な

経験値となる。実践こそ最強の学習であるというスタイルも、とても

デジハリ的だ。

デジハリで私と彼が再会したのは偶然だ。実は、杉山学長が「お

茶の水」「内科」というキーワードでネット検索したところ、私の「お茶

の水内科」が1位にヒットしたそうだ。ウェブ上であればSEO対策

はビジネスでは常識であるが、それを実践している医師は少ない。

もし私がSEO対策をしていなかったら、もし学長がそのキーワード

デジタルハリウッド大学　校医兼特任准教授
お茶の水内科　院長

五十嵐 健祐   Kensuke Igarashi
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で検索していなかったら、もし高丸とデジハリで再会していなかっ

たら、今のデジタルヘルスラボは存在しなかっただろう。

4. デジタルヘルスラボで気を付けたこと

さて、高丸、五十嵐、石井の3名の発起人で始まったデジタル

ヘルスラボでは、運営上、意識して気を付けたことが3点ある。共通

するのは、臨床において新たな価値を生み出すこと、また、作り手

こそが最も賞賛されるべき、という徹底した価値観だ。そのために、

（1）実装ファースト

実装ファーストというコンセプトを明確化した。作れる人が集まる

場であることを、特にくどいくらいに強調した。

当たり前のことだが、ヘルスケアは公的なもの（規制や政治等）にも

影響されるものでもあるので、一歩間違えると政策論議や制度論に

なりがちである。当ラボではそうならないよう配慮し、ここはヘル

スケアサービスを作る場であることを明言できるよう、コンセプト

化した。

政策や政治は大事である。しかし、論じるだけでは変化は得られず、

それに労力を割くことは不毛だ。出来ることは、自らチャレンジし、

小さく成功モデルを作り、それを発信すること、その積み重ねで世の

中を変えていくのが正しい道順だ。

例えば、遠隔診療の時代になり、どのような遠隔診療が適切か、

どのような遠隔診療は難しいか。私と、2017年度から教員に加わった

加藤浩晃は、現場で様々な試行錯誤を重ねてきた。

実際にやってみたから色々なことがわかり、一部は政策として

反映され、世の中は変わっていくのだ。これは、「適切な遠隔診療は

何か？」と机上でずっと議論していたのではわからなかったことだ。

（2）現場主義

イノベーションは現場からしか生まれない。当ラボで目指すものは、

臨床現場の課題に基づいた、解決策の開発だ。現場なくしてそれは

あり得ない。どんなにスライドやプレゼンテーションが綺麗であって

も、現場の課題を把握出来ていないものは、細かいことを抜きに、

まずは現場に足を運ぶようにとアドバイスをした。

事実、優れたプロダクトは全て、自身の臨床経験、または強い

当事者経験にもとづいている。例外はない。医療従事者でない学生

には「ぜひ臨床現場を見てほしい」と、積極的に臨床実習を推奨して

いる。なぜなら、イノベーションは現場からしか生まれない。現場

視点のないプロダクトはどこか見当外れになってしまうからだ。

また、PDCAサイクルの高速化、精度向上という点から言っても

現場を無視することのメリットは少ない。答えは常に現場にある。

当ラボには、協力医療機関、協力薬局、協力看護、協力介護施設等

がある。このような臨床実習の機会があることは、他のラボには

ない特徴であろう。

（3）作り手が主役

ヘルスケアビジネスをサポートしようする様々な人たちが世の中

にいる。学者、弁護士、税理士、公認会計士、VC、自称コンサル

タント、自称ヘルスケア業界に詳しい人、ビジネスのフェイズによって

は必要な時もあるだろう。しかし、基本は外野だ。当ラボの主役は

常に作り手だ。外野が主役よりもデカイ顔をし始めると、そこから

イノベーションは生まれなくなる。私はそのような残念な経験を多

くしてきた。このラボでは同じ過ちをしてはならない。ここでは外野

が主役よりも大きな顔をすることがないように、極めて気を付けた。

ものを作る人が最も賞賛されるような価値観とカルチャー。これを

作ると言うのは簡単だが、実現するのは難しい。どれだけ高名な方か

らの協力でも、作り手が主役という価値観を守るために、断ったこと

もあった。作り手が主役というメッセージを一貫して発信することで、

作り手が今困っていることを相談して協力し合うような、理想の

イメージ通りの場が実現出来た。カルチャーや価値観を作るという

ことは、場をデザインするにあたって一番重要だ。

5. デジタルヘルス学会設立へ

様々な方々の協力を得て、デジタルヘルスラボは成長してきた。

2017年春に加藤が厚生労働省からデジハリの教員として参画し

たのが大きかった。私が臨床やスモールビジネスに強いのに対し、

加藤は医療政策、教育、医療機器開発、デジタルヘルスサービスの

開発、臨床研究まで幅広く知見を持っていた。二人三脚でデジタル

ヘルスラボを運営するようになり、ラボの守備範囲が大きく広がった。

また、エンジニアの木野瀬友人の入学も大きかった。医療×エンター

テインメント、医療×ゲーミフィケーションと、さらに異分野の知見

が集まることによって当ラボは大きく進歩している。

ラボの第二期には総勢10名を超える学生が集まった。第二期は

必ず全員事前面談を実施した。やりたいことが明確になっているか、

それの実現の場はデジタルヘルスラボで間違いがないか、一人ひとり

確認した。適していないと判断したものは、不合格とした。ここでも

前述のラボの価値基準、実装ファースト、現場主義、作り手が主役の

価値観を貫いている。結果、課題意識が明確で、多種多様な人材が

集まるラボになった。

2017年春辺りから都内のヘルスケア系のイベントには、ラボ関係

者がいるようになった。2017年7月に開催した「第4回デジタル

ヘルスラボ・アワード」では、予定時間に終わらず、白熱したディスカッ

ションが続いた。

そのような状況を踏まえ、ラボ企画のイベントとしての運営は限界

に達したと判断し、デジタルヘルス学会の設立に至った。具体的には、

基調講演、一般演題、分科会、デジタルヘルスラボ・アワード、情報

交換会とデジタルヘルスに関わる全ての人が集まり、情報交換する

学会としたい。学会を立ち上げるという試み自体もなかなかない機会

であり、デジタルヘルスラボ第一期生、第二期生には貴重な経験

となるだろう。

第1回デジタルヘルス学会は2017年12月19日開催である。

現在、コンテンツ、登壇者、プログラムを準備中だ。開催後はまた

紀要に報告をしようと思う。お楽しみに。

【デジタルヘルスラボ 関係者プロフィール】

五十嵐 健祐 ｜Kensuke Igarashi

お茶の水内科 院長 / デジタルハリウッド大学 校医兼特任准教授

高丸 慶 ｜Kei Takamaru

株式会社ホスピタリティ・ワン 代表取締役 / 訪問看護支援協会 代表 /

おくりびとアカデミー 校長

石井 洋介 ｜Yosuke Ishii

高知医療再生機構 特命医師 / 日本うんこ学会 会長

加藤 浩晃 ｜Hiroaki Kato

眼科医 / 京都府立医科大学 特任教授 / デジタルハリウッド大学大学院 

客員教授

木野瀬 友人 ｜Tomohito Kinose

エンジニア / 株式会社エクストーン 取締役

【記事】デジタルヘルスラボの始動報告と今後の展望

Report on the Start of the Digital Health Laboratory and Future Prospects
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【記事】

デジタルハリウッド大学大学院 2016年度成果発表会 デジコレ7
Digital Hollywood University Graduate School 2016 Results Presentation

“DHGS Collection 7”

デジタルハリウッド大学大学院では、修士課程在学生の活動成果

を広く学外へ発表する機会として「デジコレ」と称したイベントを

毎年度開催している。デジコレでは特に在学生自身による活動成果

の発表を重視しており、毎回10名前後の学生が各々の修士論文や

ビジネスプランに関して発表する「修了課題プレゼンテーション」を

はじめ、研究実践科目（ラボ）による成果発表やポスターセッション、

また有志学生による様々なデモ展示などを実施している。

さらにデジコレでは本学が掲げる「実社会でのビジネスと学術と

の架橋」を趣旨とするカリキュラム・ポリシーに照らし、広く社会

一般の来場者を呼び込むことを目指している。そのため学内外に

対する幅広い発信力のあるゲストの招聘を継続的に行っているほか、

多様な立場の来場者がイベントに没入するための統合的なクリエイ

ティブワークの実践にも注力している。本稿ではこれらの点に触れ

ながら、デジコレ7の概要を紹介する。

1. 学生自身による成果の発信

2017年2月25日（土）に開催されたデジコレ7では、本学キャン

パス内の駿河台ホールをメイン会場として、修了年次の学生10名に

よる「修了課題プレゼンテーション」や、研究実践科目（ラボ）代表

学生2名によるプロジェクト活動紹介等が実施された。

特に「修了課題プレゼンテーション」は、「修了課題制作」に取り

組む学生の事前のエントリーを経て、さらに、大学院専任教員および

事務局職員（スタッフ）で構成する実行委員会が選出した学生が、各4

分間のプレゼンテーションを行うデジコレのメインイベントである。

特に優秀な学生に対しては、実行委員会の事前審議により決定さ

れる「MVP Award」や当日の観客投票による「Good Presentation 

Award」が授与される。今回のデジコレ7ではMVP Awardとして

高丸慶氏による「退院支援ナビ　看取り難民問題解決に向けて 病院

と在宅を結ぶネットワーク」が、またGood Presentation Awardに

は岡崎大祐氏による「SHUTT　採寸コミュニケーション革命」が選出

された。

大学院という場は、ともすれば研究室等の狭いコミュニティに

篭りがちになってしまうイメージがある。しかし、デジコレでは学校

という場に留まらず、広く実社会に対して成果発表を行うことが

重要であり、その点に本学らしさの一端がある。

2. ゲストスピーカーの招聘

デジコレでは例年複数のゲストスピーカーを招聘し、10分間程度

のスピーチをいただいている。今年度は高野真氏（Forbes JAPAN 

CEO & 編集長／D4V Founder & CEO）、藤井直敬氏（株式会社

ハコスコ代表取締役／理化学研究所脳科学総合研究センター適応

知性研究チームリーダー／医学博士）の2名に加え、本学修了生の

平田元吉氏（合資会社モードファクトリードットコム代表 / デジタル

コンテンツプランナー）にも登壇いただき、学生の発表に対する

コメントやご自身の現在の取り組みについてもお話しいただいた。

先進的な手法を取り入れたビジネスに携わるゲストによるスピーチ

は、学生の発表とは異なるスケール感を持つものであった。それは、

学生にとっては実社会での未来像を描くにあたって大きな刺激と

なるものであり、また様々な背景を持つ一般来場者にとっても、貴重

な機会となったであろう。

3. 統合的クリエイティブワークの実践

デジコレでは、例年エンタテインメント性を強く纏ったユーザー

体験の具現化を特に意識し、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「クリエイティブテーマ」を設定し

ている。今年度は登壇者の中心となる大学院12期生を“Voyagers”

（航海者たち）に見立てた。そして、彼らが迎える船出の日＝“進水

式”をモチーフとして、イベント全体の基軸となるクリエイティブ

コンセプト、空間を構成するビジュアル、音響や映像といった諸要素

を統合し、全体的な観覧体験のデザインに取り組んだ。

グラフィック面ではデザインユニットOshidoriが制作した4種の

メインビジュアルを基軸として、広報用ポスターやパンフレットを

制作したほか、ビジュアルに含まれる造形要素を登壇者用のバンダナ

や表彰用パネル、また、ステッカーや会場装飾に展開し、統合された

世界観を作り上げた。音響や映像についても、制作プロセスの早い

段階で、メインビジュアルと一体となり独自の世界観を形成できる

よう、効果音やスライド写真を用意し、入念に制作を進めた。こうした

観覧体験のデザインは来場者から非常に高い評価を獲得し、デジ

コレ7の成功を支える原動力となった。

デジコレ7には大学院在学生や修了生の他、入学予定者や一般

観覧者など様々な立場の方が来場し、最終的に昨年度実績を大幅

に上回る250名の来場者数を記録した。

閉じた学校行事ではなく、広く開かれたイベントとして、本学の

スローガンである“Entertainment It's Everything”を体現しながら、

今後もさらなる飛躍を目指していきたい。

デジタルハリウッド大学 大学院事務局　チーフ

大島 志拓   Yukihiro Ohshima
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デジタルハリウッド大学大学院 2016年度成果発表会 
デジコレ7

実施概要

日時： 2017年2月25日（土） 13:00-16:00

会場： デジタルハリウッド大学院 駿河台キャンパス3階

　　　 駿河台ホール

URL： http://gs.dhw.ac.jp/exhibition/2016/

【プログラム】

1. 開会のご挨拶

2. 修了課題プレゼンテーション （前半）

3. 研究実践科目（ラボ）エキシビション

　 [コンテンツ情報処理ラボ／ヒットコンテンツラボ]

4. 修了生エキシビション [平田 元吉 氏]

5. 修了課題プレゼンテーション （後半）

6. 観客投票／休憩

7. スペシャルゲスト エキシビション [藤井 直敬 氏] [高野 真 氏]

8. MVPおよびGood Presentation Award表彰

9. 学長総評

終了後、ラボポスターセッション&懇親会を実施。

【登壇者および発表タイトル】

01. Olga：HEATER PARKER!　アイロン接着できる電子回路で

変えていく、未来の「衣」

02．市川賢仁：ワンご　ドッグフードレシピのシェアから始まる

ドッグフード革命‼

03．水谷真大：スポ-サポ　スポーツで叶えるライフワークバランス

04．坂井隆志：3DCG/VR 等を使用した群集シミュレーション

結果のビジュアライズ

05．茂出木謙太郎：Dolly360 もうカメラマンは映らない！ 遠隔

操作で撮影360°カメラ用ドリー

06．栗原知也：コインスペース　サードプレイス革命！ 空きスペース

を10分から収益化

07．鄭美羅：モバイル・インタラクティブ映画　スマホで楽しむ

ユーザー参加型映画の可能性

08．関沼佑樹：実現 'z　Self realization への一歩としての写真

サービス

09．岡崎大祐：SHUTT　採寸コミュニケーション革命

10．高丸慶：退院支援ナビ　看取り難民問題解決に向けて 病院

と在宅を結ぶネットワーク

【ゲストスピーカー】

高野 真（Forbes JAPAN CEO & 編集長／D4V Founder & CEO）

藤井 直敬（株式会社ハコスコ代表取締役／理化学研究所脳科学総合

研究センター適応知性研究チームリーダー／医学博士）

平田 元吉（合資会社モードファクトリードットコム代表 / デジタル

コンテンツプランナー）

【来場者数内訳】（来場者数：250名）

一般 133名

大学院在学者 42名

大学院入学予定者 21名

大学院修了者 14名

大学院教員 22名

デジタルハリウッドスタッフ
（運営担当者を除く） 

18名

【記事】デジタルハリウッド大学大学院 2016年度成果発表会 デジコレ7

Digital Hollywood University Graduate School 2016 Results Presentation “DHGS Collection 7”
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【ビジネスプラン/論文】

1. 序論

1.1 背景

1895年に発明後、新しいテクノロジーを積極的に取り入れてきた

映画においてデジタル技術の進化は今までとは違う新しいナラティブ

を実験できる土台となった。1990年代、未来の映画の形として期

待されたインタラクティブ映画は初期映画館での展開が失敗に終り、

2004年以後ほとんど研究されていない現状である。

1.2 仮説

その後の急激なメディア技術の発展及び映画製作・流通・鑑賞

環境の変化により、インタラクティブ映画は新たな可能性を模索で

きる環境に置かれているのではないだろうか。

1.3 研究範囲

本研究ではインタラクティブ映画におけるメディア・プラット

フォームの進化がもたらす影響を中心に、[1]インタラクティブ映画の

概念から導出した二つの重要な構成要素である ①ストーリーテリング

と②インタラクティビティに関する理論研究を基に共通の分析基準

を定め、［2］プラットフォーム別事例映画研究、［3］認知度・興味

度・ユーザー希望事項などの調査研究を加えて、メディア・プラット

フォームの変化の中で新しい映画モデルとしてユーザー参加型映画

が持つ新たな可能性を検証する。

2. 理論研究

（1） 概念

・ナラティブの中のポイントで観客が行動のコースを決めたり、

ナラティブ上で特定のキャラクターの視点を選択できる映画

・従来の映画にゲームの「インタラクティビティ」要素を取り入れ

た映画で、PlayよりStory表現に中点を置くのが特徴

（2） 事例分析の基準

①インタラクティブ・ストーリーテリングの構造分類

インタラクティブ映画のストーリーテリング構造は、決まった順序

でストーリーが進まないノン・リニア(non-linear)構造を特徴とし、

ストーリーの構成だけでなくインタラクティビティの実現に関与する

基盤として機能する。

②インタラクティビティの要素

インタラクティビティは下記の要素を、どの程度、どのように

提供するかを決めるコントロールが重要となる。

生成的
要素

行動、反応
メディア
要素

メディア、プラット
フォーム、コント
ローラー

構成的
要素

形式、内容、方法、
技術

環境
要素

ネットーワーク、
速度

インタラクティブ映画のストーリーテリング構造とインタラクティビティ研究

Interactive Movie Storytelling Structure and Interactivity Research: Focusing on Platform Evolution

−プラットフォームの進化を中心に−

デジタルハリウッド大学大学院　修士

鄭 美羅   Jung Mila
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3. 事例研究：事例分析の対象作品

メディア
大型スクリーン（集団体験）

映画館

タイトル I'm Your Man The Last Call

製作年度 1992 2010

製作国 米国 ドイツ

製作会社
Controlled Entropy 

Entertainment
13th Street, Film Deluxe 

Berlin

監督 Bob Bejan Milo

ジャンル アクション ホラー

メディア
小型スクリーン（個人体験）

TV PC Smartphone

タイトル
The Truth About 

Marika
Crimeface

The Treasure 
Hunt

Retouching Love

製作年度 2007 2008 2011 2012

製作国 スウェーデン 英国 米国 韓国

製作会社

Sveriges 
Television

(SVT), 
The company P

A Retina Circus 
& Bellyfeel 
Production

Chad,
Matt & Rob

Willow Music

監督 Martin Ericsson Krishna Stott
Tyler Gillett, Matt 
Bettinelli-Olpin

Minhyuk Choi

ジャンル ミステリー 推理
コメディ

ゾンビアクション
ラブストーリー

4. 調査研究

インタラクティブ映画に関する認知度・興味度・ユーザー希望

事項の調査。

対象 10代～60代、一般男女100名

方法 オフライン書面調査

期間 2016/12/24～2017/1/30

調査場所
デジタルハリウッド大学大学院
及びデジタルハリウッド大学内で行われた一般人
対象のイベント

調査結果

・認知度：「知らない」63%　
・鑑賞意向：「すごく観たい」及び「観たい」86%
・プラットフォーム：「PC」25%、「Smartphone」23%
・上映時間：5･10・20分未満を含め「30分未満」58%
・ジャンル：冒険、ファンタジー、ミステリー、アクションの順

5. 分析結果及び結論

（1） 考察１

初期映画館では失敗したインタラクティブ映画は他のプラット

フォームで新たな可能性を示している。

→　インタラクティブ映画のプラットフォームの移動傾向検証：

　　映画館　→ TV → PC → Smartphone

（2） 考察2

ストーリーテリング構造及びインタラクティビティの構成は展開

するプラットフォームと密接な関係がある。

→　①ストーリーテリング構造：大型スクリーンより小型スクリーン

のストーリーテリング構造の自由度が高い。 

→　②インタラクティビティ：構成の豊かさ及び自由度を尺度化

すると、別途のコントローラーが不要で、付加サービスの

提供が可能なSmartphoneが一番高い。

TV ＜ 映画館 ＜ PC ＜ Smartphoneの順。

（3） 結論

新たなユーザー参加型映画のモデルとして、モバイル・インタラク

ティブ映画の可能性が高く見られる。

可能領域としてモバイル・インタラクティブ映画、インタラクティブ

広告、観光用インタラクティブ映画を提言。

〈プラットフォーム別ストーリーテリング構造比較〉

〈プラットフォーム別インタラクティビティの豊かさ・自由度比較〉

【ビジネスプラン/論文】インタラクティブ映画のストーリーテリング構造とインタラクティビティ研究　−プラットフォームの進化を中心に−

Interactive Movie Storytelling Structure and Interactivity Research: Focusing on Platform Evolution
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【ビジネスプラン/論文】

ソーシャルメディアに潜在する脅威の可視化・分析の有効性に関する研究
Research on the Effectiveness of Visualization and Analysis of Threats Lurking in Social Media

1. 研究の背景と課題

近年、インターネットの高速化・大容量化やスマートフォン及び

タブレットなどのモバイル端末の普及にともない、ソーシャルメディア

の利用が急速に拡大している。しかし、ソーシャルメディアが社会

に浸透するにつれて、プライバシー侵害、誘い出しによる性的被害

や暴力行為、犯行予告といったソーシャルメディアが引き起こした

事件・事故や、アカウントのなりすまし、情報漏洩など、ソーシャル

メディアを狙ったサイバー犯罪、またテロ活動などの国際組織犯罪

に利用されるケースが増加の一途をたどり、大きな社会問題になっ

ている（図1）。こうしたソーシャルメディアを取り巻く脅威や危険は、

今後、ますます多様化・高度化することが予想される。

図 1：サイバー犯罪の検挙件数の推移

引用元：警視庁(2016)「平成27年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢
について」広報資料

そこで本研究の課題は、ソーシャルメディアを代表するTwitter

（ツイッター）に焦点をあて、Twitter の投稿情報からソーシャル

メディアに潜む脅威や危険情報を可視化・分析し、その有効性を

探ることにある。

2. 仮説

(1) 仮説1

玉石混淆のツイート情報、加えてAPIの制限範囲以内でのデータ

利用にあっては、目的の情報を得ることは難しいとされるが、抽出

条件を工夫し探索的なデータ分析を行うことで有益な情報が得られ

るのではないかと考える。

(2) 仮説2

2016年5月に東京都小金井市で起きた女子大生刺傷事件では、

容疑者によるブログやTwitterへの執拗な書き込みがあり、被害者

の女性は、警視庁に相談していたにもかかわらず事件を未然に防げ

なかった。この事件からも、ソーシャルメディアの脅威や危険に対して、

警察などの捜査機関による対応だけでは十分とは言い難く、自ら

身を守る手立てとしての情報利活用が求められる。

3. 研究の目的

ソーシャルメディアが既に脅威やサイバー犯罪の温床となっている

現状を踏まえ、本研究では、Twitterのデータを中心に、オシント

（OSINT：open source intelligence）と呼ばれる、公然に公開された

情報を収集、分析する手法を活用することにより、専門的な知識や

特殊なスキルがなくとも、脅威や危険に対して気づきを得ることが

できる可視化・分析を行うことを目的とする

4. 研究の方法

Twitterの投稿情報から脅威・危険に関する情報やサイバー犯罪

に関する情報を抽出する。抽出した情報を集積してリアルタイムに

可視化する。そしてデータマイニングとテキストマイニングを併用

して探索的なデータ分析を行う。

データの可視化（ダッシュボード画面）

使用ツール：「Kibana3」

デジタルハリウッド大学大学院　修士

伊藤 将行   Masayuki Ito
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テキストマイニングの一例（共起ネットワーク）

使用ツール：「Text Mining Studio」NTTデータ数理システム

5. 研究の結果

以下は研究結果の一例になる。

概要

（1） 実験期間　2016年10月15日～2016年12月14日

（2） 本期間中、米大統領選挙（11月8日）が行われる。

（3） （2）の特性を考慮して、サイバー犯罪と米大統領選挙の関連性

を探る。

（4） 抽出ワード：election,cyber,hack,intrusion,interference, 

apt28,anonymous,OpkillingBay

（5） 選挙期間中、ロシアのサイバー活動に関する投稿情報が目立った。

（6） （4）～（5）をもとに探索的なデータ分析を行う。

（7） 10月7日、米国土安全保障省長官と国家情報長官は、ロシア

のサイバー攻撃を断定した内容の共同声明を発表

（8） 国土安全保障省（DHS）及び連邦捜査局（FBI）は、今回のロ

シア諜報機関によるサイバー活動を「GRIZZLY STEPPE」と

命名、DHS・FBIから共同で発表された報告書（｢GRIZZLY 

STEPPE – Russian Malicious Cyber Activity｣）にて詳細を

知ることができる。

6. まとめ

本研究では、Twitterの投稿情報をもとに、ソーシャルメディアに

潜在する脅威や危険情報に対する可視化・分析の有効性について

考察を行った。

ツイート情報から目的のデータを得るには、データマイニングと

テキストマイニングの両方の視点から分析していくことが必要である。

またリアルタイム性と拡散性に優れたツイート情報では、適宜状況

に応じた抽出条件を設けることで、脅威や危険情報に対する有益な

情報が得られたと言える。

【ビジネスプラン/論文】ソーシャルメディアに潜在する脅威の可視化・分析の有効性に関する研究

Research on the Effectiveness of Visualization and Analysis of Threats Lurking in Social Media
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【ビジネスプラン/論文】

3DCG/VR等を使用した群集シミュレーション結果のビジュアライズ
Visualization of Group Simulation Results Using 3DCG/VR

1. 概要

2016年現在徐々にコモディティー化しつつあるHMD、Unity、

3DCG製作ツール等の汎用デバイス、ソフトを使用し、各種シミュ

レーション結果データをビジュアライズする安価で製作容易なシス

テム・パイプラインを構築することを目的とする。また、開発を通

して得た技術的知見を投入した、実際の大規模シミュレーションの

ビジュアライズを行い、視覚化することの有用性を確認する。

システム・パイプライン開発においては、まずは比較的小規模

なデータであるビル火災避難シミュレーションを使用し3Dモデル

データの作成、自動処理プログラムの開発、パフォーマンスの最適化、

問題点の洗い出しを行った。次に10万人規模の街まるごとを使用

した大規模避難シミュレーションの可視化を行った。

視覚化の有用性、問題点についてはシミュレーションの可視化の

企画元の海洋研究開発機構様や第44回可視化情報シンポジウムに

出展して参加いただいた方々のフィードバックを基に検証を行った。

2. 実験設計

実験は2段階に分けて進めていく。1段階目では軽量データを

使用し、各種ツールの開発、パフォーマンスの確認、問題の洗い出し

を中心とし、2段階目では実際に大規模シミュレーションデータの

ビジュアライズコンテンツとして完成を目指す。

1段階目　（建物非難シミュレーションのビジュアライズ）

・点群CSVデータからMAYAへのインポートツールの開発

・MAYAでのビジュアライズ

・各種パフォーマンス測定、最適化

2段階目　（浸水からの非難シミュレーションのビジュアライズ）

・JAMSTEC　次期地球シミュレーターを使用したシミュレーション

・大規模データの軽量化ツールの開発

・MAYAでのビジュアライズ

・Unityでオーサリング

・HMDへの出力まで含めたパッケージとして完成

3. 評価

完成したコンテンツを依頼元、シミュレーションデータ提供元で

ある海洋研究開発機構様、ベクトル総研様と確認しその有用性に

ついて検証した結果をまとめる。

まずはMulti-Agent Systems（MAS）による人流シミュレーション

を活用し、海洋地球科学分野のシミュレーション結果に付加価値を

持たせる（付加価値向上）という目的について、普段からシミュレー

ションを活用されている研究員の方々から次の評価をいただいた。

3DCGを用いた可視化は被災状況等の把握に有用である。特に、

・建物などに遮られることで周囲の浸水状況が把握しにくく、

浸水が避難者の目の前に突如現れるといったことが分かった。

・道路の混雑などにより、思い通りに避難することが難しくなる

状況が発生することを読み取ることができた。

・各所に自然発生する人流のレーンフォーメーションが分かる。

・対象地域全体を俯瞰で見るのではなく、避難者視点で見ること

で安全な避難場所の判断の難しさが分かる。

・この動画は被災状況把握の他、防災意識の向上等に役立つこと

が期待される。

また、製作段階においてもビジュアル化を行うことでシミュレー

ションデータの精度や設定値の妥当性の判断ができ、それをシミュ

レーションプログラムにフィードバックして精度を高めていくことが

可能であった。

デジタルハリウッド大学大学院　修士

坂井 隆志   Takashi Sakai
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4. 考察

実際に製作を行って感じたのは、必要情報の見極めと情報の取り

出し方がデータごとに異なるため簡単な仕様書として流れ作業に

落とし込むことは難しいことである。シミュレーションデータはいろ

いろな条件設定を基に作られるが、結果を常に現実世界と比較しな

がら条件を変更して差異を減らしていく。そのため、シミュレーション

データに含まれる情報は実施するごとに変わっていく。また案件

ごとに全く違うデータフォーマットになることも多い。そのため、効率

的なシミュレーションデータの処理にはあらかじめメタデータに

特定の情報を付加するなどして取り出しの容易な方法を決めておく

必要がある。

一方、シミュレーションデータには含まれないが、ビジュアライズ

に必要となる情報もある。その場合はシミュレーションデータの中

の既存の情報から作り出し補完することができないか検討が必要で

ある。元のシミュレーションデータと後から作り出したデータを合わ

せていくことも有効であり、シミュレーションコストやデータ変換の

工数を下げていける。また、精度の低いデータでも十分活用できる

可能性がある。

想定されるビジュアルイメージを作るには何の情報が必要か想像

し、見極める必要がある。何を見せたいのか、どこを強調したいのか、

あらかじめ想定し、完成イメージの想像をしたうえでそれに必要な

情報を如何に作り出すか考えなければならない。

5. 今後の展開

現在はこれまでに開発したツールとUnityを組み合わせ、広域道路

交通シミュレーションを行う企業と共同でHMDデバイスを使用した

リアルタイム交通シミュレーションコンテンツを開発中である。

近年はYouTube、Vimeoなどの動画サイトへのコンテンツ公開が

容易になり、発表の場は広がっている。またUnity、HMDデバイス

などを使用し、インタラクティブコンテンツにすることも容易になり

つつある。過去に製作された様々なシミュレーションデータ、今後

行われるであろう実験、こういったデータを可視化して公開する

ことが今後どんどん一般的になっていくはずである。そういった際に、

データに応じて、また予算、期間に応じて様々な提案をし、実際に

ビジュアル化に結び付けていくことができれば幸いである。

【ビジネスプラン/論文】3DCG/VR等を使用した群集シミュレーション結果のビジュアライズ

Visualization of Group Simulation Results Using 3DCG/VR
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【ビジネスプラン/論文】

「ワンご」 ドッグフードレシピのシェアから始まるドッグフード革命‼
Dog Food Revolution Starting with “Wango” Dog Food Recipe Sharing!

趣旨と背景

著者自身が犬を飼って6年目の愛犬家の一人であるが、何気なく

与えていた「ドッグフード」に疑問を感じるようになってきた。ドッグ

フードの安全面もさることながら、簡単に計量して与えることのできる

完全栄養食品であるドッグフードは、夫婦共働きの我が家にとって

便利ではあるものの、非常に機械的な行動であり、フードという観点

から安心で安全、幸福なフードタイムの創出を目的に愛犬との関係性

を見直しできないかを考えた。

一般社団法人ペットフード協会調べによると、我が国の犬の飼育

頭数は年々減少しているものの、1ヶ月あたりのドッグフードの支出

総額は増えている。つまりこれは、愛犬1頭にかけるフードの支出

が増えていることを意味しており、愛犬の長寿化により多種多様な

フード類が出現していることと、お金をかけてでも長く一緒にいたい

という愛犬家の気持ちの表れと思われる。また、ペット総研「ペット

フード選びの基準」によると「Q.日本国内で流通しているペットフード

の安全性は信頼できますか？」という問いに対して約40％の人が信頼

できないと回答している。ペットフード自体は便利ではあるものの、

ペットフードは成分が分かり辛い為、購入者は安全面に不安を感じて

いると考えられる。

課題解決策

そこで愛犬家の、愛犬家による、愛犬のための、ドッグフード

レシピ共有サイト「ワンご」の立ち上げを考えた。サービス内容は、

愛犬家が他の愛犬家の投稿したドッグフードレシピを検索・閲覧して

実際に調理して愛犬の様子をみて、投稿者にレシピ評価をフィード

バックするものである。投稿者側も制限がなく、自身の愛犬の為に

作ったドッグフードを「ワンご」を通して、共有してもらうことがで

きる。なお、レシピについてはわかりやすさを前提に動画とテキスト

で提供することを想定している。

特長

犬種・年齢・性別のみならず、アレルギーや病気といった検索

項目も準備し、愛犬家のニーズに沿ったレシピを提供する。また、

投稿者側に関しては閲覧者からのフィードバックによってクラス

アップするマイスター制度を準備し、継続性を促す仕掛けを準備する。

さらに人気のあるレシピについては、実際の調理済みキットとして

販売する計画である。

今後の展開

「ワンご」はメディアという観点から、エンターテインメントという

要素も踏まえ、料理番組等の展開及び他媒体への展開を考えている。

また、データビジネス的要素も踏まえ、BtoB向けのマーケティング

ツールとしての提供も検討している。昨今の「働き方改革」の流れを

受けて、プライベートタイムの充実がますます図られていくものと

思われる。それは愛犬家にとっては愛犬と過ごす時間が増えること

を意味し、「ワンご」を通じて目指す「安心で安全、そしてハッピーな

フードライフの実現」は、社会的にも有意義な取り組みになるもの

と考えている。

「ワンご」ロゴ

「ワンご」サイト画面イメージ

デジタルハリウッド大学大学院　修士

市川 賢仁   Kenji Ichikawa
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【ビジネスプラン/論文】 「ワンご」 ドッグフードレシピのシェアから始まるドッグフード革命‼

Dog Food Revolution Starting with “Wango” Dog Food Recipe Sharing!
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【ビジネスプラン/論文】

退院支援の業務改善マッチングサービス「退院支援ナビ」について
“Hospital Discharge Support Navi” – Discharge from Hospital Support Business Improvement Matching Service 

趣旨と背景

病院に勤務しており訪問看護事業所を探している「MSW（メディ

カルソーシャルワーカー）」等と実際の訪問看護サービスを提供する

「訪問看護ステーション」をWeb上でマッチングするシステムである。

このシステムの背景と意義は、「病床から在宅へ」という国の施策に

沿って必要とされている退院支援業務を円滑にし、多くの利用者様

が在宅においても必要とされる水準の医療や看取りサービスを受け

ることのできる社会を実現することである。

市場動向として、高齢者を対象とした介護予防・生活支援サービス

の市場規模は2014年に6800億円の見通しで、団塊の世代が75歳

を迎える2025年には1兆3000億円に迫るとの予測がされている。

また弊社も訪問看護ステーションとして約8年間訪問看護を行って

きたため、退院調整時に病院と訪問看護ステーション、入院から

退院へと移行する本人・家族の3者それぞれの課題やニーズを肌で

実感していたことが開発のきっかけとなった。特に、訪問看護事業者

として、MSWから電話での退院調整の依頼が来た際に都合が合わず、

退院調整の依頼がたらい回しにされ、ご本人の退院が遅れてしまう

という現状の課題を感じたからである。

課題解決策

事業の新規性と独創性は、従来、電話とFAXでやり取りされて

いたMSWと訪問看護ステーションの調整をWebサービスによって

代替し、簡単に適切なマッチングが行われることによってMSWと

訪問看護ステーションの両者の退院支援における業務の負担が大きく

軽減される。

特長

優位性は、明確な競合がまだ存在せず、大手企業の参入に備えて

ビジネスモデル特許を取得することで他社による弊社モデルの類似

展開を防止することができ、このモデルを排他的なものにすること

ができる。また取締役に医師会の方がいるため、自治体との連携等

も円滑に行うことができること、既に訪問看護ステーション100社

とMSW からの案件を共有する連携関係を築くことができている

点である。

今後の展開

・事業の最終目標（成果物）

本Webサービスに訪問看護ステーション数が1年以内に500ヵ所、

2020年には3,500ヵ所加入することで、次の2つが実現され

ている。

1. 退院調整にかかる MSW や退院調整看護師および訪問看護

ステーション従事者の業務コスト削減

2. 入院患者の退院調整率の増加

・最終目標に到達するために行う事業

1. 直近1年以内に1都3県を中心とした地域にWeb/非Web

による営業、マーケティングを実施し、加入している訪問看

護ステーション数を500ヵ所程度に増大する。

2. 退院調整を実施する際に提供するサービスの主流となる「保険

外サービス」を実施する際の訪問看護ステーションのリスクを

軽減する為、共済もしくは損害保険を準備、提供を実施する。

3. 訪問看護サービスの提供を受ける利用者の方がサービスを

受け易くなるよう、生命保険業種の企業と協業した生命保険

の準備、提供を実施する。

デジタルハリウッド大学大学院　修士

高丸 慶   Kei Takamaru
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仕様

【ビジネスプラン/論文】退院支援の業務改善マッチングサービス「退院支援ナビ」について

“Hospital Discharge Support Navi” – Discharge from Hospital Support Business Improvement Matching Service 
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【ビジネスプラン/論文】

VR向けヘッドマウントディスプレイにおける3D酔いの考察
Inquiry on 3D Sickness in Head Mounted Displays for VR

はじめに

近年技術の発展により、バーチャルリアリティ（VR）向けのヘッド

マウントディスプレイ（HMD）が低価格で登場しており、個人でも

容易にVR環境を体感できる機会が増えた。また、VR技術を使った

産業への応用を期待する企業がVR市場へ参入しており、2016年

を「VR元年」と称する人がいるほど、活発な動きを見せている。VR

向けHMDはVR環境を体感することが可能な代表的なデバイスで

あり、通常のHMDと比べると、立体視、広視野角、頭と連動する

画像の変化（ヘッドトラッキング）の高速化といった特徴を持ち、

非常に高い没入感を得られる。しかし、VR向けHMDの大きな問題

として、ユーザーに吐き気や眩暈など不快な症状を与える3D酔いが、

通常のHMDやテレビなどのディスプレイ機器より生じやすいという

点がある。原因の一部として画面の揺れが挙げられているが、画面

の揺れは映像酔いとして既に研究されており、同じ視覚から引き起

こされるVR向けHMDの酔いに参考になるはずである。しかし、

VR向けHMDで多くの人が酔いを引き起こしている。よって本研究

では、VR向けHMDで引き起こされる酔いと通常のディスプレイで

引き起こされる酔いが、画面の揺れの変化にどの様に反応するか、

シミュレータによる酔いや疲労の指標として用いられているアン

ケートの実施により比較検討することで、VR向けHMDの3D酔いの

一因を明らかにする。

調査概要

背景と地面で構成されたVR空間内を映しだした画面を揺らすこと

で意図的に酔いを誘発するコンテンツを体験させることにより、酔い

の調査を行う。さらに回転方向、振幅、時間周波数の3条件を変更

することで、揺れを変化させる。

・被験者を軸とした回転方向：ピッチ　ヨー　ロール

・画面の中心を0度とした振幅：30度　60度　90度

・時間周波数：0.05Hz　0.1Hz　0.2Hz　0.5Hz　1.0Hz

暗室内にて椅子に楽な姿勢で着席してもらい、シミュレータの

体験を行った。1条件の時間は30秒で、条件間にアンケートである

Simulator Sickness Questionnaire（SSQ）の解答時間も含めた

インターバルを置き、HMDの実験も同様に行った。

SSQは主観評価のため、個人差が大きい。そのため、VR向け

HMDからプロジェクターのSSQを引くことで、プラス値が大きい

ほど症状がより強く発症したことを表した。またSSQは全体的傾向

を表すTotal Score（TS）の他に、下位指標のNausea（気持ち悪さ）、

Oculomotor（眼精疲労）、Disorientation（ふらつき感）の3つがあり、

どのような影響がより大きいかを比較するために分析を行う。

実験結果と考察

SSQのTSの全体的傾向としてプロジェクターは周波数が上がる

ごとにSSQも上がる傾向にあるが、VR向けHMDは0.2Hzが最も

高く、そこから下がっていく傾向にある。

SSQの差で統計的分析を行った結果、振幅では有意差は見られ

なかったが、30度、60度と比べると90度が低くなる傾向が見ら

れた。時間周波数では0.2Hzで差が最も大きく、0.5Hzはそれに

次いだ。1.0Hzでは顕著な差は見られなかった。0.05Hzや0.1Hz

に関してはプロジェクターとのSSQの差がほぼ無かった。これらの

結果により、プロジェクターとVR向けHMDの差は振幅より時間

周波数が影響を与えているという結果が出た。

また、気持ち悪さ、眼精疲労、ふらつき感を回転方向で分析すると、

・ピッチは0.2Hzにおいて眼精疲労とふらつき感が多くを占め

ているが、0.5Hzと1.0Hzに関しては3つとも同程度にプロ

ジェクターより強く感じている。

・ヨーは気持ち悪さと眼精疲労が多くを占めている。他の回転方向

と比べると0.5Hz時に差を最も強く感じられる条件が多い。

・ロールでは強くふらつきを感じることから、気持ち悪さも高く

なっている。その反面、画面の中心を起点に回転しているので、

視点が固定され、眼精疲労は低い。

他にも、年齢で比べると20代とその他の世代で、ピッチで引き

起こされる酔いに大きな差があり、要因としてふらつき感を20代が

より強く感じていることがある。

0.2Hzや0.5Hzの回転は現実の日常生活でも起こりうる回転で

あり、視覚の情報と他の感覚器官からの情報がより大きな矛盾を

生み、大きな酔いが発生したと考えられる。多くの結果が0.2Hzを

頂点としており、0.2HzがVR向けHMDで重要な時間周波数である

ことは間違いない。

本研究では、3D映像を用いた刺激をプロジェクターとVR向け

HMDで提示することで、ディスプレイ機器とVR機器による視聴体験

が人間に及ぼす影響を、SSQを指標として比較検討した。実験の結果、

プロジェクターの酔いが大きくなれば、VR向けHMDも酔いが大きく

なるという訳ではなく、VR向けHMDのみが強い3D酔いを生じる

刺激があった。通常のHMDはプロジェクターと同じように映像酔い

が引き起こされることが分かっている。しかし、VR向けHMDでは

ヘッドトラッキングなどの違いによって、回転方向ごとにプロジェク

ターとは大きく異なる結果が出た。よって、VR 向け HMD が引き

起こす3D酔いは、ディスプレイ機器を見た際に引き起こされる3D

酔いとは異なる酔いであることが判明した。

今後の課題

・ VR空間の環境を空や海、宇宙などに変えれば、酔いが発生するか。

・通常のHMDとの比較や、没入の度合いで酔いが変化するか。

・調査することができなかった、客観評価として脳波、心拍数、

血圧、また、重心動揺や眼球運動、フリッカー値の測定を行い、

酔いとの関連を調査する必要がある。

デジタルハリウッド大学大学院　修士

奥津 漠  Hiro Okutsu
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【ビジネスプラン/論文】

趣旨と背景

マルチプラットフォームで人々の幸福度を使用して花によるビジュ

アライズを行うことで、体験した人を楽しませるコンテンツを提供

することが趣旨である。

インターネット上には膨大な数・種類の情報が電子情報として存在

している。その中には本来数値化が不可能な概念であっても、解釈

次第で数値として扱うことが可能なフォーマットで集積されているも

のもある。今回のプロジェクトでは人々が日頃感じている「幸福度」

のビジュアライズに着目し、体験者を楽しませるための切り口を考え

実装を行った。

課題解決策 

肝である人々の幸福度の数値化に、SNSへ投稿された文章を

活用できないかと考えた。ユーザーの投稿コメントに対してIBM 

Watsonのテキストマイニング機能を使用することで、文中の単語

や語句の出現頻度からコメントの幸福度を計測する。投稿に位置

情報が付与されている前提となるが、ユーザーの投稿の幸福度を

位置情報によって特定の地区ごとに分類すれば、地域別の幸福度

を知ることができる。本プロジェクトではこの数値化された地域別

幸福度情報を基に、各プラットフォーム上でビジュアライズを行う

ことを実現する。

図 1：テレビ朝日社内展示会 ゴーテック展示の様子

特徴

正式版での想定仕様を記述する。

Webサーバー

SNSのユーザー投稿データの解析を行い。地域別幸福度を計測する。

また、クライアントアプリケーションからのリクエストに応じて、

特定範囲内の幸福度情報のみを抽出して返却する。幸福度には内部

的にカテゴリ分けがなされており、幸福度が収集地点の閾値に達し

た時点での含有率から、地域に生成される花の種類が選出される。

地域を区分けする規模別に代表される花が存在し、市区町村毎の

花・都道府県毎の花・国毎の花を見ることができる。

VRアプリケーション

HTC Viveを使用したコンテンツ。Webサーバーから情報を取得し、

VR空間内に幸福度に応じた花を生成する。生成された花はViveの

コントローラーを使って収集ができるほか、花束を作成して他の

プレイヤーに贈るなど交流を図ることが可能。

図 2：VR アプリケーション 花による人々の幸福度のビジュアライズ

モバイルアプリケーション

2つの主な機能のうち1つは抽象化されたマップと特定の座標

に明示的に表示された幸福度集積地点から構成されるマップ探索

モード。もう1つは、Webサーバー上の値からARによって現実世界

の空間に生成される花を収集するモードである。主に後者に重きを

おいて開発される予定だが、AR表現手法が確立するまでの間は

マップモードを中心に進行する構成とする。

Webページ

Webサーバー上に集積された幸福度の様子を確認することができる。

基本的には閲覧機能がメインとなる。

プロジェクションマッピング

街角などで放映することが可能なメディアアート的な側面を表現する。

Webサーバーに蓄積された幸福度情報から花を生成して投影する。

今後の展開

現時点でVRアプリケーションのプロトタイプのみを開発したが、

将来的にはより間口の広いAR対応のモバイル向けアプリケーション

の実装も並行して行っていきたいと考えている。またSNS投稿を取得

する機能、IBM Watsonによるテキストマイニングの実施がまだ仮

実装の状態であるため、本格的な実装に向けて動いていきたい。

Joyfulower インターネット上のデータを活用した
マルチプラットフォームでのビジュアライゼーション
Visualization on Multiple platform utilizing the Internet data

デジタルハリウッド大学大学院　修士

福島 渉  Wataru Fukushima
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【ビジネスプラン/論文】

趣旨と背景

モノづくりに代表される建築リフォーム工事現場では、突発的で

イレギュラーなモノ探しに翻弄される。

ここに収まる部材がほしい…、このイメージのオリジナルサイズ

部材がほしい…、この部材はどこから調達すればいいかわからない

けれど追加でほしい…。 ニッチ部材であれば、捜索に半日程度を

要することもよくある。電話・FAXなどのアナログ的なコミュニケー

ションが通例のため、非効率なたらい回しが横行する。小規模事

業者であればあるほど調達に時間がかかり、その母数も多い傾向が

ある。人手不足・生産性向上の必要性が叫ばれる昨今、モノ探し

の時間削減は渇望されている。

そこで、モノ探しの時間を短縮することができるIoTデバイス・サー

ビスのプロトタイプを開発した。

課題解決策 

IoT・画像認識の技術で、モノの寸法値やイメージ画像を簡易取得

できるキーホルダー型小型デバイス・アプリ・Web クラウドサー

ビスを開発する。スマホカメラをかざし、ポンと押せば情報（画像・

サイズデータ・パーソナルデータ）がサーバーに即座に送られ、

ネットワークサービスと接続する仕組みである。

必要とするモノ・よくわからないモノについて早く、正確に情報

整理できるだけでなく、ネットワーク上の広大なプラットフォームに

伝達することも可能。共通の画像情報でコミュニケーションが可能

になることで、モノ探しの時間を大幅に短縮・効率化できるように

なる。例えば、eコマース上でのジャストサイズ品の検索・捜索依頼

ができたり、ニッチなモノと直感的に出会うことも可能となる。

特徴

1 ポータブル(キーホルダー型)、シンプル、安価

測定器具の概念を取っ払い、より身近で普及性の高いプロダクト

にしている。画像処理技術とローラー型の物理入力デバイスを組み

合わせることにより、直寸・曲寸の簡易入力ができるシンプルな

設計で、他には存在していないプロダクト。

2 ソフトウェアとのサービス連携

ソフト側でできること、ハード側でできることを明確に分業して補い

合うことで、単なるプロダクト体験だけではなく、サービス体験を

提供していく。

今後の展開

IoTとWebサービスについて、生活のあるべき姿の観点から研究

し、人々の豊かな時間を生み出すサービスを構築していく。直近は

テストマーケティングとして建築分野でのテクノロジーの応用について

研究し、その上で、eコマース全体への展開をしてサービスを更に

拡大していく。

モノ探しの時間短縮だけでなく、商品購入・拡販機会を創出する

ことで、物販以外での定期収益を得ることができると期待している。

図 1：SHUTT（ロゴ）

図 2：SHUTT（ デバイス・Web アプリケーション イメージ）

採寸IoTデバイス・画像コミュニケーションサービスのプロトタイプ制作 
“SHUTT”

Measurement IoT Device and Image Communication Service Prototype Production “SHUTT”

デジタルハリウッド大学大学院　修士

岡崎 大祐   Daisuke Okazaki
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研究室要覧
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浅野潤研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
グローバル市場におけるビジネスプランニング

研究概要
日本国内市場の縮小が懸念される中、海外に目を向ければビジネスチャンスはたくさんある。そうした海外市場の課題・ニーズ
を分析、検証し、ビジネスプランニング手法を確立させ、また現地で起業や事業を興すにあたり必要な事項、留意事項を
まとめ、プランを形にするまでのプロセスを書籍にまとめる。

また、本大学院の教育課程の基盤である『ビジネス』『クリエイティブ』『ICT』の3分野の観点でビジネスプランニングを設計・
確立させることを目指し、プランを商品化・サービス化させる社会的証明として、Webサイト等も公表する。

グローバル市場、ビジネスプランニング

浅野 潤  Jun Asano  ｜  デジタルコンテンツ研究科　客員教授

梅本克研究室

専門領域・キーワード

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、戦後から多種多様な趣味文化の中心地であり続け、今や日本のオタク文化の聖地として世界的に認知されている。
これからも秋葉原がオタク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
インが必要になる。当研究室では、秋葉原に暮らす人たち、働く人たち、訪れる人たちと協働して有機的につながるコミュ
ニティを創りだし、新しい文化と社会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）を創発させることを目的
として実践・研究する。

文化経済学、オタク文化、秋葉原

梅本 克  Masaru Umemoto  ｜  デジタルコミュニケーション学部　特任教授

海老根智仁研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
ITを使った先端研究かつ、ビジネスモデルの構築

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や先端的ビジネス
モデル等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」
にてワークショップを実施する。

　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

海老根 智仁  Tomohito Ebine  ｜  デジタルコンテンツ研究科　教授

大島一豊研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
インサイト研究

デジタル時代の企業と消費者の関係に着目、そのポイントはメディア＆コンテンツデザインにある。そこで数々のインサ
イト研究を重ね企業の消費者創造資源としてその枠組みを構築する

研究概要
デジタルメディアの急速な普及にともない私たちを取り巻く情報環境の変化は無視できない。現代はモノからコト・サービス
時代と言われ、メディア＆コンテンツのあり方も従来の認知価値・交換価値重視から使用価値と経験価値に移行してきている。
企業は、デジタルメディアによる消費者との対話で得る情報を消費者創造資源として使用価値・経験価値を高めるメディア
＆コンテンツをいかに設計するかが問われている。これらの方向性を導き出したい。

デジタル時代のマーケティングにおけるターゲットとメディア。インサイト、メディア＆コンテンツデザイン、ブランディング

大島 一豊  Kazutoyo Oshima  ｜  デジタルコンテンツ研究科　客員教授
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荻野健一研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
ネットワークに接続するセンサーから取得するライフログに、ソーシャルメディアから得られる気分（感性とインサイト情報）
を掛け合わせたモノ・コト・ヒトと親和性の高いシナリオ開発とコミュニケーションプラットフォームの研究

研究概要
生活動線上に遍在するコンテンツのメッセージ性を検証し、メディア接触における生活者の行動要因を抽出することによる
購買変化などの解析を継続的に研究。実生活の中で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の研究開発を行う。また、これを応用した地域資源の発掘と情報可視化による国
内外への情報運用手法開発と対象者の行動を喚起する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親和性の
高いメディアを活用したコミュニケーションデザインの確立を目的としている。

情報ネットワーク、感性情報学、ヒューマンインタフェース、インタラクション、地域研究、デザイン学、聖地創生、
シティプロモーション、コミュニケーションデザイン、インバウンド、国際交流、コンテンツカルチャー全般

荻野 健一  Kenichi Ogino  ｜  デジタルコンテンツ研究科　教授

加藤洋研究室

専門領域・キーワード

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・コンテンツ（コミック、アニメ、映画、グッズ、ゲーム、インターネット、ゆるキャラ）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、研究、分析を行う。また新規キャラクターの開発、新規ビジネスを
実践として学ぶ。

キャラクターマーケティング、キャラクタービジネス、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

加藤 洋  Yo Kato  ｜  デジタルコンテンツ研究科　教授

鴨志田晃研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
イノベーション産業のインキュベーション・プラットフォームの研究
ベンチャー・イノベーション産業政策と地域活性化事例研究
デジタル民主型自治体モデルと地域活性化政策の研究

研究概要
当研究室では、デジタル技術を活用してイノベイティブなベンチャー起業を促す仕組みやそれを支える産業政策・地域活性化
政策についての研究に取り組んでいる。また、近年、急速に発展し注目を集めている人工知能が可能とする新しいデジタル
民主主義モデルや地域デザインへの応用方策についても関心を持って研究を行っている。

 デジタル民主主義、ベンチャー・イノベーション、インキュベーション政策、地域デザイン

鴨志田 晃  Akira Kamoshida  ｜  デジタルコンテンツ研究科　客員教授

黑田順子研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
３DCG 表現研究（3DCGアニメーション制作技術研究・3DCG 教材制作）

研究概要
3DCGアニメーション制作のための技術研究を行い、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。

3DCG、アニメーション、エフェクト、レンダリング

黑田 順子  Junko Kuroda  ｜  デジタルコンテンツ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　客員教授
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香田夏雄研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
インタラクティブリアルタイムコンテンツの構築技術の開発

研究概要
過去のREALだけの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。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
エンタティンメントを提供していく。

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

香田 夏雄  Natsuo Koda  ｜  デジタルコンテンツ研究科　教授

国際アニメ研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
アニメの学問化、アニメビジネス、2.5 次元舞台、アニメのデジタルワークフロー、プロデューサー教育、アニメ（文化）
産業政策、アニメの歴史と定義

研究概要
日本のアニメーションは日本のソフトパワーの代表として「anime」として世界で高い評価を受け、認知されるようになった。しかし、
一方で日本ではアニメプロダクションへの人材提供については「職業人養成機関」としての教育（専門学校）がこれまで主流で、
諸外国同様日本においても、大学における体系的なアニメの研究が不可欠であると本学は考え、日本アニメの国際的教育・
研究拠点の創設と振興のため、「国際アニメ研究所」を2007年に創設し、2016年より国際アニメ研究室に転換し活動している。

1. アニメビジネス市場の調査　2.日本のビジネスモデルの考察　3. アニメの体系的な学問化
4. 海外における日本アニメの影響　5. 海外との共同制作

高橋 光輝  Mitsuteru Takahashi  ｜  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　教授

小山昌孝研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
1．政府コンテンツ振興政策への施策立案
2．AI、IoT 等の最新 IT 技術を活用した新ビジネスモデル、エコシステムの構築

研究概要
1. 政府の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、
観光庁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施策立案。クールジャパン
やインバウンド等に於ける日本の優れたコンテンツの発信及び2020オリバラの成功に向けた課題の研究。

2. AI、IoT及び画像等、日々新しく生まれる新技術や5Gのような変化するネットワーク環境を活用した新ビジネスモデル、
エコシステムの構築を研究する。

新ビジネスモデル、エコシステム、政府政策、360°リプレイ（4D）

小山 昌孝  Masataka Koyama  ｜  デジタルコンテンツ研究科　客員教授

佐々木直彦研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
・「プロデュース能力」をビジネス・人生キャリア創造に生かす
・「ビジョンとは何か」を明らかにし、組織、個人が変革と創造を起こす際のメカニズムを整理する

研究概要
「プロデュース」を1つの方法論として整理する。また、「プロデュース能力」を新しい能力概念としてビジネス開発、組織や社
会の変革、個人のキャリア創造に成果をもたらす方法論を開発する。また、プロデュースの鍵となる「ビジョン」について定義し、
組織、社会、個人が変革と創造を起こしていく際のメカニズムを明らかにする。「プロデュース」の思考スキルが〈うつ〉の予防・
改善に有効と考えられる事例が多数あり、このプロセスを整理して、うつ改善の新しい方法論開発にもアプローチしていく。

プロデュース能力、ビジネスプロデューサー養成、起業、ビジョン、リーダーシップ、キャリア創造、うつ改善

佐々木 直彦  Naohiko Sasaki  ｜  デジタルコンテンツ研究科　客員教授
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佐藤昌宏研究室

専門領域・キーワード

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
デジタルテクノロジーを活用したイノベーションは、変革しにくいと言われていた、金融、医療、農業などの制度や仕組み
を大きく変革させている。この進化し続けるデジタルテクノロジーを活用した教育のイノベーションをEdTech（エドテック）
と呼び、日本の教育にもこうした流れを取り入れることにより、新しい教育・学びを創造し、社会に投げかけ、変革の
一助となることを主な活動の目的としている。

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）

佐藤 昌宏  Masahiro Sato  ｜  デジタルコンテンツ研究科　教授

塩見政春研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
インターネットマーケティング

研究概要
インターネットが持つ創造的な技術や概念と、それに対応した人間の心理・行動を研究対象とし、時代時代に即したインター
ネット上での広告・宣伝・販売を中心とした企業・行政などの事例を研究すると共に、常に企業・行政に研究結果をフィード
バックできる要素をプランニングしていく実践的な研究組織として活動している。

インターネットマーケティング、プランニング

塩見 政春  Masaharu Shiomi  ｜  デジタルコンテンツ研究科　客員教授

杉本展将研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
プログラミング教育

研究概要
近年、子供向けIT教育やプログラミング教育への関心が高まりつつある。
プログラミング教育は教える側にも一定のスキルが求められるが、双方に敷居の低い教育の方法や手法について研究する。

プログラミング教育、エンジニアリング

杉本 展将  Hiroyuki Sugimoto  ｜  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　客員教授

杉山知之研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
Technology Culture

研究概要
この四半世紀、インターネット環境の上に、デジタルコミュニケーションは、加速度的にその応用範囲を広げている。今や
インターネットは、人と人を結びつけるだけでなく、人と機械、機械と機械など、あらゆるものを繋げていく。この計算機科学
を基盤とする変革は産業だけにとどまらず、人間社会にも大きな変化を起こし、今や人工知能は我々に、「人間とは何か？」
という問いさえ要求しているようだ。

本研究室では、現代社会を『テクノロジーが文化を作っている時代』と捉えている。その立場から、先端技術を利用した
表現について、研究、開発、制作などを行う。研究室に所属している院生や研究員は、それぞれ自由に個々のテーマを追求し、
お互いがゆるく連携し協力し合って成果を出すというスタイルとなっている。

先端技術を使う本格的な芸術、耳には聴こえない超高音域のハイパーサウンド、インターラクティブストーリーテリング、ファッション
テクノロジー、ドローンレースなど

杉山 知之  Tomoyuki Sugiyama  ｜  デジタルハリウッド大学　学長
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高木泰三研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
コンテンツビジネス、及びＩＴ関連業務における権利関係、契約関係の研究

研究概要
コンテンツ等の制作と利活用、及びＩＴ関連業務に係る権利関係や契約関係について、当該各分野の方々との協働でその
現状や問題点、課題を明らかにし、これらの解決方法等を検討する。

コンテンツIP、コンテンツビジネス

高木 泰三  Taizo Takagi  ｜  デジタルコンテンツ研究科　客員教授

高橋光輝研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
コンテンツ＆ライブエンタテイント産業におけるビジネスモデル研究、デジタルコンテンツ制作、高度専門職業人の育成
研究、デジタル・コミュニケーションの学術研究、クールジャパンと世界に評される日本のソフトパワーの原動力など

研究概要
デジタルコンテンツ企画・制作・販売の実務における実学教育から学術研究まで、デジタルコンテンツを複合領域の視点で
捉え研究している。

2017年は下記を重点に取り組んでいる。

エンタテインメント・ゲーム情報学、デザイン学、芸術工学、教育学

高橋 光輝  Mitsuteru Takahashi  ｜  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　教授

徳永修研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
電子出版システムを基盤とする「拡張読書／関係読書」の研究

研究概要
電子出版システムの登場により、従来の読書行為を機能的に拡張する「拡張読書：extended reading」や、複数のテクスト、
コンテンツを関連付けて繙読する「関係読書：relational reading」等が可能となりつつある。これらは読書の様相を
一新し、知的情報アクセスにパラダイムシフトをもたらすポテンシャルを持っている。本研究室では、こうした新しい読書
行為の概念や様態について考察し、その要求を満たす次代の書誌コンテンツを開発・提供するためのテクノロジーならびに
制作手法を明らかにすることを目的とする。

出版・電子出版、編集、出版プロデュース、書誌制作、制作プロセス開発、ドキュメンテーション、メディア

徳永 修  Osamu Tokunaga  ｜  デジタルコミュニケーション学部　客員准教授

富田美知子研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
『外国人のための百人一首 ― 視覚を通して』の出版に向けての研究

研究概要
当研究室では、日本語教授法及び日本語教材研究開発の分野においての分析・研究を行う。さらに、日本語教授法及び日本
語教材研究開発に留まらず、日本文化の分野にまで及ぶ研究・開発も行う。今年度は、その一例として「百人一首」を取り上げる。
内容としては、外国人により深く日本文化を理解してもらう為に、日本語の現代訳と英語の解説を入れると共に、さらに

「仮名文字」と「現代の浮世絵」を通して視覚にも訴える本にする予定である。

日本語教授法研究開発、日本語教材研究開発、日本文化教材研究

富田 美知子  Michiko Tomita  ｜   デジタルコミュニケーション学部　准教授

4. デジタル・コミュニケーションの学術研究
5. 専門職大学・大学院をはじめとした高度専門職業人育成の研究

1. コンテンツ＆ライブ・エンタテインメント産業のビジネスモデル研究
2. デジタルコンテンツの制作
3. アニメ、マンガ、ゲーム等日本文化の世界展開、文化外交
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南雲治嘉研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
1. デジタル色彩のシステム化の研究　2. 視覚心理学並びに視覚の法則の研究

研究概要
本研究室では先端色彩研究チームと基礎デザイン研究チームの2つのチームがある。先端色彩研究チームは、色に関する
科学的な研究が進み、色が単なる感覚の領域のものから、科学的な根拠を持つものへ進化していることを踏まえて、新しい
色彩を「デジタル色彩」のシステムを充実させ確立することを目標にしている。

基礎デザインチームでは、視覚心理学と視覚の法則を見直し、新た視覚デザイン学の構築を行っている。デザインとビジネス
との関係を深めるための研究にも力を入れている。特に人の心を動かすデザインのモデル化を行っている。

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、視覚心理学

南雲 治嘉  Haruyoshi Nagumo  ｜  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　客員教授

橋本大也研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
「ずっと目が離せない映像」を脳波の波形分析によって制作支援する仕組みを研究している。脳波計を使って映像視聴者の
脳の動きを収集解析し、科学的に注意関心をひきつけるノウハウを蓄積する

研究概要
脳波計とデータ分析ソフトウェアを用いて、映像視聴者のデータを収集する。脳波計から得られる視聴者の集中度、リラッ
クス度等と、映像の内容を照らし合わせて、どのような場面や演出が視聴者の集中や満足につながるかを解析する。また
そうしたノウハウをクリエイターにフィードバックして究極の「眼が離せなくなる映像」を作る。製作者の主観ではなく科学
的に人を惹きつける制作ノウハウを追究する。当初は人気YouTuberや人工知能研究者らと提携してWebの動画をメイン
に実践的な研究を行っていく。

脳波、感情、ビッグデータ、人工知能、映像表現、クリエイター支援

橋本 大也  Daiya Hashimoto  ｜  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　客員教授

三淵啓自研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
現実社会と仮想社会の融合における人間の新しい価値の創造

研究概要
VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR（融合現実）コンテンツ制作や深度センサー、多眼カメラ、360度カメラなどを活用し、
仮想空間と現実空間を融合することで可能となる、ソーシャル活動の新しい価値の創造で、仮想経済市場を研究していく。

VR、AR、MR、仮想世界、SLAM、ソーシャル、インタースペース

三淵 啓自  Keiji Mitsubuchi  ｜  デジタルコンテンツ研究科　教授

森祐治研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
コンテンツ産業論、ソーシャルビジネス、コンテンツを中心とした知的財産戦略の研究を行う

研究概要
アニメなどコンテンツ領域の主に経営学的な研究（産業モデル、波及効果、構造モデルなど）、コンテンツの社会への非経済
的な影響の研究

日本アニメ産業の構造分析（製作委員会の成立要件）及び海外展開状況の把握・海外事業者への産業構造理解支援教材の
作成、知的財産の経済分析

小規模企業・組織のためのCSR導入手法研究（大企業・中小企業及び小規模企業のCSR導入事例調査）

コンテンツIP戦略、コンテンツビジネス分析、コンテンツ海外戦略

森 祐治  Yuji Mori  ｜  デジタルコンテンツ研究科　客員教授
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尹煕元研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
・IT技術の革新によって創出される新しい金融ビジネスの形態（サイバーファイナンス）
・仮想通貨による市場経済の変貌

研究概要
IT、AI、IoTは明らかに世界を変え始めている。その中でも金融は、人の生活に密接に関係し、最も変化の強いられる分野
である。今、まさに始まっている変化は、これまでの金融のルールや制度という枠に止まらず、国のあり方にさえ影響を及
ぼす可能性がある。この変化の波に備えるのではなく、この波に乗って新しい金融を創り出すために何が必要かを思案し、
それをビジネスとするための技術、プロセスに関する研究を行う。

特に、着目する分野としては仮想通貨やAIであり、これらの周辺でのビジネスに貢献する技術を創発する。

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

尹 煕元  Hiwon Yoon  ｜  デジタルコンテンツ研究科　特任教授

吉田就彦研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ
ヒット学及び SNS 分析によるヒット商品の要因分析及びヒットのビジネス・モデル研究。コンテンツ・プロデュース手法
の研究及びその人材育成手法の研究。

研究概要
ヒット学とは、吉田が提唱しているヒット要因やヒット法則をまとめたもので、その尺度により様々な商品やサービスのヒット
要因を分析し、その知見を得るもの。SNS分析では、SNS上の書き込み分析からその商品やサービスのヒット要因等を探る。
これまで、エンタテインメント商品や食品を中心に、その成功要因を分析。コンテンツ・プロデュース手法では、毎年、「木暮人
国際映画祭」のプロデュースに研究室及びラボ授業として取り組み、実際のイベントのプロデュースを通じて、知見をため
ている。近年では、ASEANに日本のヒ－ロービジネスを展開する（株）カレッジフォ－スを設立し、現在その第1弾として
タイ国にて「MIRAIGAR T1」なるタイのヒーローをプロデュース中。

マーケティング、ヒット要因分析、コンテンツ・プロデュース、人材能力開発、コンテンツ・ビジネス戦略

吉田 就彦  Narihiko Yoshida  ｜  デジタルコンテンツ研究科　教授
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【書評】

人類の進歩史観を客観的かつ科学的に「ちゃぶ台返し」する、

ユダヤ人歴史学者が書いた革新的な歴史書。人類の「進歩」や「発展」

の意味を根底から疑う。著者は人類の歴史に大きな影響を与えた

3つの革命を定義している。認知革命（7万年前）、農業革命（1万

2千年前）、科学革命（500年前）、これらがどれも人類史に大き

な変化をもたらしたということに異論のある人は少ないだろう。

しかし、農業革命は人類にとって跳躍ではなく「罠」だったと指摘

する。人類は狩猟採集をやめて農業を始めた結果、数の上では

劇的に増えたが、個人の生活は決して改善されず、むしろ栄養が偏り、

労働時間は長くなり、状況は悪くなったのだ。人類が進歩と考えて

きた事柄は、種の繁栄であって、必ずしも個人の幸せにつながる

わけではなかったというのが著者の意見だ。そして種の繁栄という

意味では、今の地球上には人類よりも家畜の数のほうが数は多い。

実は人類は家畜動物を増やす脇役的存在に過ぎないなどと論を展開

していく。

本書は1998年にピューリッツァー賞を受賞したジャレド・ダイ

アモンドの『銃・病原菌・鉄 1万3000年にわたる人類史の謎』に

啓発されて書かれたそうだが、ジャレドが銃をはじめ3つのモノに

着目したのに対して、ユヴァル・ノア・ハラリが重きを置いたのは

コトの軸である。

彼は、歴史の駆動要因として、特定の発明や事件ではなくて

「想像上の秩序（the imagined order）」を挙げた。法律、お金、神、

国家など人が信じている秩序だ。現代の世界では、神が人を創った、

人間は平等だ、自由市場は最高の経済システムだと多くの人々が

信じている。しかし法律、お金、神、国家、キリスト教や民主主義

や資本主義といったものはすべて実体も根拠も持たない相互主観

の産物である。これらは物質世界に融合し、人の欲望を作り出す。

想像上のものに過ぎないが、その人に及ぼす力はあまりにも強力で、

人間は想像上の秩序という刑務所の壁から外へ出ることはできない

と著者はいう。

著者は、説得力のある語りを通して、何かを絶対化するのではなく、

すべてを相対化していく。すべては想像である、フィクションなん

だよと教えてくれる。私たちの常識だと思っていたものが、実は

こんなにも色メガネをかけてみていたのかと気がつかされる。歴史

書の真骨頂といえる。

この本が世界的ベストセラーになった理由のひとつは、Facebook

の若きCEOマーク・ザッカーバーグが自身の主宰するブッククラブ

で激賞したことだった。Facebook は世界で20 億人が利用する

人類史上空前にして最大の「想像上の構築物」といえるだろう。

ユヴァル・ノア・ハラリもまたそのFacebookで積極的に情報を

発信している。

説得力のある歴史学を読んだ後は、続編の『Homo Deus: A Brief 

History of Tomorrow』もおすすめである。この新作では人類のこれ

からが語られており、「で、これからどうなるの？」という展望を

聞いてみたい人は続けて読むのがおすすめ。

『サピエンス全史　上下合本版　文明の構造と人類の幸福』
ユヴァル・ノア・ハラリ 著　柴田 裕之 訳
発行：河出書房新社

『サピエンス全史　上下合本版　文明の構造と人類の幸福』
Sapiens: A Brief History of Humankind

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

橋本 大也   Daiya Hashimoto
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