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2019年度紀要の発刊にあたり
Introduction

メディアアーティスト、メディアデザイン研究者。メディアデザイン
の仕掛けや仕組みの探求、メディアアートの企画制作展示方法
を主な研究テーマとしている。

青山学院大学大学院理工学研究科経営工学専攻博士前期課程
修了後、日本電信電話株式会社入社。NTT研究所にて、ネットワー
クマネジメント、映像データベース、コミュニティウェア、デジ
タルサイネージなどの研究開発に従事し、サービス企画や研究
戦略にも携わる。その間、東京大学先端科学技術研究センター
協力研究員、総理府調査員、総務省大臣官房調査員などを併任。
2007年東京大学大学院にて博士（情報理工学）。2013年より
2019年まで昭和女子大学生活科学部環境デザイン学科デザイン
プロデュースコース教授。2019年4月よりデジタルハリウッド
大学及び大学院教授。総合企画演習、デザイン概論、メディア
アートゼミ、メディアデザインラボなどを担当。

木原 民雄
Tamio Kihara

デジタルハリウッド大学　デジタルコミュニケーション学部　教授
デジタルハリウッド大学大学院　デジタルコンテンツ研究科　教授

『DHU JOURNAL - デジタルハリウッド大学 紀要』の第6号をお届けする。

　今年は、デジタルハリウッド設立25周年、専門職大学院が開校して15年、4年制大学の開校から

14年となる。デジタルコンテンツ領域を中心とした様々な学術的課題に対して、理論と実務を架橋する

高度な研究活動の発表の場としてこの紀要が発行され、6年目となる。

　今回も、本学らしい研究成果が集まった。純粋に基礎理論的なものから社会実装を行う実証実験

まで、異なる領域を横断して融合的に連携している研究テーマが多く、渾然一体となった創発の結び目

となっている。

　特に、この研究領域が成熟してきたことの証として、長期の継続的な研究活動の紹介を取り揃えること

ができたことを強調したい。

　また、株式会社立である本学の特色のひとつに教員と職員の協働があり、研究者である教員からだけ

ではなく、職員からの教育や大学事業の推進に関わる研究成果も多くなっている。

　ぜひ全体を通読して、本学の研究活動の成長を感じ取っていただきたい。

　昨年度の紀要から、編集委員会を組織して査読体制を整えた。今年度は、更に体制を強化し、論文

と研究ノートについては、外部の方々に査読のご協力をいただき、新たにメタ査読の仕組みを取り入れ、

必要に応じて再査読も行って質の向上に努めた。

　ショートレポートと報告は査読の対象ではないため、クオリティ不足を感じられるかもしれないが、

筆者らの現状がそのまま立ち現れているものとして、大らかな気持ちで優しく見守っていただきたい。

　この紀要は、これまで研究論文を書いたことのない実務家や学生が、初めてその機会を得る場でも

ある。あまり論文らしくないものもあるかもしれないが、萌芽的な試みを排除せず、旧来の様式に無理

に従うことをせず、それぞれの研究者の野生的なままの表現をなるべく残すようにしたのも今回の

編集方針である。

　本学に関わる多くの仲間が、お互いの活動と成果に視線を向けあい、この研究領域で新しく研究資産

を形づくり歴史を積み重ねていくことに参画したいという気持ちを誘うことができれば嬉しい。

　この先、新しい紀要をお届けするごとに、本学の未来へ向けて軽やかに挑戦し続ける加速度を感じ

られるようにしたい。同時に、伝統的で学術的な文脈や様式で客観的な評価を受けても十二分に存在感

があるということを示していきたい。

　ご期待いただきたい。

編集幹事

木原 民雄　デジタルハリウッド大学/大学院 教授

1996年頃よりメディアアートの制作を開始。NTT/ICC「ICC子供週間」などでの作品展示、東急文化会館のプラネタリウム
システムの作品や横浜高速鉄道みなとみらい駅の「みらいチューブ」の企画制作、文化庁メディア芸術祭愛知展で木本圭子
との作品展示、佐世保市博物館島瀬美術センターの「感じる文学ー動く・触る・薫るー」展の技術監修、アーバンコンピュー
ティングシンポジウムシリーズや共創プラットフォーム研究会などの企画運営を手がけた。最近では、電子工作と手芸を
組み合わせたワークショップの講師も務める。

情報処理学会ではマルチメディア通信と分散処理研究会幹事、論文誌特集号編集委員長などを歴任。

1997年Prix Ars Electronicaの Interactive Art部門でHonorary Mention、情報処理学会山下記念研究賞、2017年
情報処理学会マルチメディア通信と分散処理ワークショップ最優秀論文賞など受賞多数。
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Some hypothesis to derive an anti-Einstein field
反アインシュタイン場仮説

【Paper】

Project Associate Professor, the University of Tokyo

Shunji Mitsuyoshi

Collaborative Researcher, the University of Tokyo

Kosuke Tomonaga

Visiting Professor, Digital Hollywood University, 
Graduated School

Masatsugu Hashimoto

Abstract   The theory of relativity by Einstein [1][2] can be interpreted by using a stereographic projection of points on the two-
dimensional complex plane onto a three-dimensional sphere [3]. Especially, 1/0 =∞ is interpreted smoothly, which means that if an 
infinite point extends infinitely, the infinite point on the Riemann sphere [4] overlaps on the north pole. However, is this not simply 
saying that “infinite action is infinite”? This motif is the trigger for thinking of anti-Riemann geometric execution circumstances 
using a converse/inverse-Riemann sphere. So, we define and use “converse”, “inverse” and “anti” as logic. Then we use 
this logic to derive an anti-Einstein field with a new operation [4]. As a result, when anti-0 [0⇒1] is an emergence symbol, the 
Mitsuyoshi operator [4] uses a function as a simple means of connecting quantum theory and relativity and we hypothesize that (0
≡∞) = 1. As a result, when anti-0 [0⇒1] is an emergence symbol, we are led to the hypothesis that (0=∞） = 1 by using the 
Mitsuyoshi operator [4] as a simple means of connecting quantum theory and relativity.

Keywords : Theory of relativity, Riemann sphere, Quantum theory, Pair production, Klein bottle, Spontaneous symmetry breaking, 
Mitsuyoshi operator

Professor, the University of Tokyo

Yuichi Tei

Emeritus Professor, Tohoku University

Tadao Nakamura

1. Introduction

The theory of everything (TOE) [6] does not exist at the 

moment, which means there is no theory that explains the 

quantum theory[7][8] and the general relativity [2] simultaneously. 

On the other hand, in general, the behavior of gravity around 

the zero center (m/0) where the mass m divided by the radius r 

= 0 is understood based on the Schwarzschild metric that is the 

solution to the Einstein field equations. But the zero center per 

se is unexplainable with the concept of Einstein. The concept 

of zero distance as a physical quantity is often considered to 

be non-existent so that any unit less than the smallest unit of 

time and space (most likely approximately equivalent to Planck 

length) is not existing.

Reviewing the above general solution, we calculate the zero 

distance with Mitsuyoshi operator by compressing the diameter 

of the Riemann sphere from 0 to ∞. The calculation results 

a new axiom of (0≡∞) = 1 and demonstrates the structure 

of the universe as viewed from outside the universe. Thus, 

we demonstrate that the Mitsuyoshi operator connects both 

quantum theory and Einstein field without contradictions by 

controlling “space–time” and the whole universe has a structure 

of (0≡∞) = 1, which indicates the structure when we observe 

the universe from outside the universe. Moreover, it indicates 

the possibility that the existence outside the universe was 

because of the emergence symbol anti-0.

We know the phenomenon that is called “spontaneous 

symmetry breaking”[9] proposed by Yoichiro Nambu in 1961. 

In the Nambu's theory, it has been confirmed that a physical 

system in a symmetric energetically stable state transitions to 

an asymmetric energetically lower state. And we also know 

the phenomenon that is called “pair production”, which was 

predicted by Paul Adrien Maurice Dirac in 1930 based on 

negative energy solutions of the Dirac equation [10], and was 

proved in “discovery of electronic pair production” [11] of Carl 

David Anderson in 1932.

On the basis of these two phenomena, we propose a 

hypothesis built up on the Klein bottle [12] to approach the 

TOE. In the Klein's bottle, the relationship between back and 

front is reversed in two dimensions at the neck of the bottle. 

Therefore, we focus on the neck of the Klein's bottle and 

consider the relationship between the neck and the front/

back surface as follows.

A: Is there a twist like the Mobius loop at the neck?

B: Is there an effect of an inversion formula at the neck?

We can solve these problems simultaneously if we define the 

inversion formula of the problem B. First, we defined [13] the 

“Anti” as combination of converse and inverse such as the 

relationship between matter and anti-matter. Next, we use a 

novel operator [5] in order to connect converse and inverse. 

Therefore, we assume the inversion formula as a new symmetric 

system, in which an empty set and an ∞ were corresponding 

to an anti-empty and an anti-∞ respectively, like the pair 

production. 

In this symmetric system, we assume “emergence” to be a 

phenomenon, in which a symmetric energetically stable vacuum 

which is caused by a pair formation of “empty set: anti-empty 

set” moves to a symmetric energetically lower system. Here 

we assume that a stable vacuum ends up in a symmetric state 

in the anti-Einstein field to conserve total energy of all things 

although it ends up in an asymmetric state in the Einstein field. 

And we find that the pair production formula is essentially the 

same as positional numeral systems (N-ary) if we define an 

emergence symbol which generates 1 from 0 and we consider 

the generated 1 as the presence of all things based on the 

positional numeral systems as the concept of numbers.
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反アインシュタイン場仮説

Table 1: Comparative expression and mathematical interpretation

2. Anti-Riemann field

The Einstein field is the limited physical range under the 

Riemann sphere condition (Riemann field), and the anti-

Einstein field is the limited physical range under the anti-

Riemann condition (anti-Riemann field). “On the Riemann 

sphere (Einstein field), division by zero yielding ∞ (1/0 = ∞) is 

explained by the projection using a sphere and lines, but how 

is the projection?” This question has not been answered after a 

long time. 

First, we consider that the following figure which shows 

the relationship between matter and antimatter as an “anti” 

relationship (see Table 1), where the “anti” of A is anti-A.

Thus, we avoid the confusion between expressions 

such as “anti” as represented by the relationship between 

“matter and antimatter” (anti meaning that the quantity and 

motion are exactly the same, but the composing elements 

have exactly the opposite characteristics), “converse” (the 

opposite location or state without going through the origin), 

and the concept of a coordinate-like minus (negative). 

In the figure 1, this characteristic is illustrated in colors 

(blue and red).

Figure 1: A and anti-A

On the other hand, we explain the double-slit experiment 

by using the new operator [5] which is applied to the inversion 

formula of the problem B as the positional numeral systems 

are the concepts to count things for human beings. In this 

hypothesis process, we first assume anti-Riemann sphere as 

the nested model with the inverse-Riemann sphere and the 

converse-Riemann sphere as the geometric model. At this time, 

in order to mathematically confine “inverse and reverse” in one 

field, we connect the two spheres by the same new operator.
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Figure 3: Exchange of polar characteristics of Riemann sphere and Converse-Riemann sphere

Here, if the space of a Riemann sphere is considered the 

Riemann fi eld, then the anti-Riemann fi eld would be this.

Figure 4: Relationship diagram of the sphere by passing through the origin

Here, the Riemann sphere becomes its converse, as in 

Figure 4, and so the converse-z plane is the anti-north pole 

in the converse-Riemann sphere, as in Figure 4.

Figure 5: Riemann and converse-Riemann sphere

Using a diagram with the origin (0) as a baseline and 

placing the converse-Riemann sphere directly below the 

south pole, which is the origin, result in a converse mapping 

from the polarity characteristic (color) through the origin, as 

shown in Figure 5. The result is a converse-Riemann sphere 

with the anti-south pole as the origin, as shown in Figure 5.

These can easily be represented using a magnet model, by 

reversing the attributes of N and S magnetic poles in Figure 2.

N

S

N

S

p→q exchange properties

opposite properties

opposite properties

Figure 2: Magnet and anti-magnet
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Figure 6: Converse-Riemann sphere

Figure 7: Division by zero in Converse-Riemann sphere

3. Converse-Riemann sphere model

In order to consider the converse of the Riemann, let us 

consider a sphere of diameter 1 with opposite polar properties 

that attach at the origin (0), as in the relationship between 

“matter and antimatter.” Thus, we do not call it -1. Instead, 

we call this sphere the converse-Riemann sphere. 

The point where the converse-Riemann sphere touches the 

origin is the anti-south pole. Now, draw a line from infi nity as 

before to the anti-north pole (A), and let some arbitrary point 

from the anti-north pole (A) be the converse-z point. Since we 

cannot change the two-dimensional z plane into the converse-z 

plane, we reverse the polar properties and project the 

converse-z plane into the anti-north pole A, which corresponds 

to the z plane and south pole in the Riemann case (see Figure 

6). This can be called a transition of the macro phase on the z 

plane to the converse-z plane.

Considering 1/0 in this converse-Riemann sphere: 

First, on the top of the complex plane (z plane), let there 

be a sphere of diameter 1 that touches the plane at the origin 

under the Reimann sphere. This sphere is called the converse-

Riemann sphere or the complex sphere. The upper pole of 

contact (called the anti-south pole) on the converse-Riemann 

sphere contacts the origin (0), and the point farthest from the 

origin (0) is called the lower pole anti-P (anti-north pole). By 

drawing a straight line from anti-P to any point on the complex 

plane (anti-z plane), and determining the point of intersection 

between that line and the surface of the sphere, this indicates 

the anti-Z on the sphere with respect to the complex number z 

on the anti-z plane. 

From this, it can be determined that there is a one-to-

one correspondence between the points on the converse-

Riemann sphere and the points on the anti-z plane. Thus, 

as a complex number z on the anti-z plane goes to infi nity ∞ 

(diverges), regardless of the orientation, the corresponding 

anti -Z on the converse-Riemann sphere converges to 

the anti-south pole, or in other words, to the z plane of 

the Riemann sphere. This is the same structure as the 

convergence of 1/0 on the Riemann sphere to the north 

pole, but the convergence is to the z plane in the case of 

the converse-Riemann sphere. The fact that all anti-Z points 

on the complex sphere on diameters (1) where the anti-north 

pole contacts the origin (0) converge to the anti-south pole 

as z goes to infi nity as in the Riemann sphere is considered 

a division by zero, and is interpreted as 1/0 = 0. This means 

that there are two answers to the division by zero.
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Figure 8: Converse-Riemann and inverse-Riemann

Figure 9: Inverse-Riemann sphere nested model-1

In addition, if we consider the anti-south pole on the 

converse-Riemann sphere to be the inverse of the z plane 

in the Riemann sphere (the plane corresponds to a point), 

then we can consider whether the interpretation of 0 

(point) ≡ ∞ (infi nity point in the complex plane), including 

the correspondence of algebraic calculations of complex 

numbers to geometric operations on a Gaussian plane, is 

necessary for 1/0 = 0 and 1/0 = ∞ to hold in the Riemann 

and converse-Riemann spheres.

4. Inverse-Riemann sphere model

When considering what an inverse is, generally there 

are the following comparative expressions and numeric 

interpretations. “Anti” is a relationship between a substance 

and an anti-substance, whereas a converse is the functional 

reverse according to (p→q) - (q→p), and with its anti-state 

as the functional-characteristic reverse of an anti-substance, 

the converse-Riemann sphere was considered to yield 1/0 

= 0. Here, we envision the inverse-Riemann sphere from the 

conditional negation (p→q) - (p→q) yielding the inverse. 

Compared to the case of the Riemann field and the anti-

Riemann field, the inverse-Riemann field from the inverse 

relation is shown in the Figure 8.

Here, although N is not the north pole, there is still a 

question of whether it is the south pole, and whether ¯S 

is the north pole. In the case of the Riemann sphere, the 

debate concerns the surface of the sphere, and so N 

becomes the north pole with an inward-facing vector that 

is not the sphere surface, and ¯S becomes the south pole 

that is not the sphere surface. As a result, points z and Z on 

the plane of inward-facing vectors of the Riemann sphere 

become the arguments of the inverse-Riemann sphere.

Meanwhile, for the Reimann sphere, since if {(origin→z 

plane)-(origin→z plane)}, only a sphere exists outside of the 

origin, we can consider the location of the anti-south pole by 

setting{(origin→z plane) = (sphere→anti-z plane)}. Then, the 

anti-south pole is considered the entire inverse side of the 

sphere, and the anti-north pole, which is the farthest point, 

is located in the center of the sphere. This is equivalent to 

the case when the converse-Riemann sphere is thought of 

as being nested. Therefore, as the converse-z point overlaps 

with the crossing point with the plane (B), it becomes 

a transition where converse-z and converse-Z overlap 

simultaneously (a quantum becoming a particle), and the z 

plane becomes nested inside the sphere as the converse-z 

plane with micro properties, including the probability that the 

converse-z point can exist anywhere on the inverse side of 

the sphere of diameter 1 (uncertainty of a quantum wave). 

Therefore, converse-z is freely and infinitely generated 

within the range of 1 for the Riemann sphere and converse-

Riemann sphere (B) (see Figures 9 and 10).
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Figure 10: Inverse-Riemann sphere nested model-2

Figure 11: Projection to converse-Riemann sphere

Figure 12: Anti-north Inverse of converse-Riemann sphere

5. Converse-Riemann sphere nested structure mode

To the converse-Riemann sphere from the above, fit the 

inverse-Riemann sphere (see Figure 11).

Then, the converse-z point and converse-Z point are freely 

and infi nitely generated, overlapping simultaneously between 

the anti-north pole A and the origin, on the inverse side of 

the anti-Einstein fi eld. Thus, nested converse-z planes exist 

infi nitely even in the anti-∞ of the anti-north pole, and there 

is nesting from the north pole ∞ to the anti-∞ in the anti-

north pole (see Figure 12 and 13).

There have been a nested model based on the inverse of 

converse-Riemann sphere which the author proposed in a 

geometric model. However, in order to confi ne the inverse and 

converse-Riemann spheres mathematically into one fi eld, it is 

necessary to merge these two spheres by logical symbols. So, 

we present the hypothetical principle of anti-Einstein using the 

logical symbols proposed in my doctor thesis.
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Figure 13: North ⇔ anti-north Inverse of converse-Riemann sphere

Figure 14: Concept of the simultaneous calculation and computation of continuous and discrete quantities

The figure 13 is the model concerning the Anti-Einstein 

hypothesis. In these three logical concepts “inverse” “converse” 

and “anti” are defi ned. Based on these defi nitions, the converse 

state and inverse state of Riemann sphere are unifi ed against 

the geometric model using existing Riemann spheres. The state 

from the north pole of the Riemann sphere to the anti-North 

Pole of the converse-Riemann spheres is considered by nesting 

the inverse state in the converse state. However, this is a 

geometric approach, and has not reached mathematical models 

yet, that is to say, physics simulations or experimental proofs. 

“Anti” is a concept that brings the relationship between matter 

and antimatter to the concept of logic and mathematics.

However, in order to generalize this concept, the following 

work is necessary. For example, it is necessary to explain 

physical phenomena such as counter collision and pair-

production by mathematical concepts such as zero (0) and ∞, 

and to confi rm the validity of “anti” by taking a method to obtain 

consistency. A new logic symbol will be necessary if required. 

It is expected that by taking these measures and working 

well with mathematical models, we can develop the concept 

into quantum effects and the Einstein theory represented by 

Riemann spheres. So, we introduce a mathematical simulation 

using new logic symbols and physical model.

6. Function of the new logical symbol 
(Mitsuyoshi operator)

Below, explains the logic symbols. Figure 14 shows a 

model that symbolizes the engineering functions of discrete 

quantit ies (such as concepts and thoughts) that are 

calculated at the same time as the continuous quantities of a 

gradation. This is a model in engineering that measures and 

calculates continuous and discrete quantities simultaneously. 

A and B are attribute symbols corresponding to concept and 

discrete numbers. x and y are physical quantities (such as 

weight, length, and volume) corresponding to continuous 

numbers. The synchronized character of the slider should be 

noted here. To conduct the measurements and calculations 

of the corresponding continuous quantities simultaneously 

with the measurements and calculations of the discrete 

quantities, which serve as anchors, the symbolic slider must 

be synchronized. With this in mind, this symbol is designed 

to represent the slider motion in 2006.

Here, if the space of a Riemann sphere is considered the 

Riemann fi eld, then the anti-Riemann fi eld would be this.
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Figure 15: Design of the symbol

Table 2: Definition of Mitsuyoshi operator

This is defined as a symbol for new operation instructions, 

and called the Mitsuyoshi operator. Though the meaning of 

the symbol itself is “motion between A and B” when used as 

a logic symbol or computational operator, as shown in Figure 

14, it denotes a dynamic method of calculation that defines 

a separation boundary between the continuous values of 

A and B separating them at a ratio of x ; y. In contrast, 

other methods perform discrete calculations by transforming 

into conceptual numbers or symbols such as 0 and 1 by 

establishing a boundary that separates A and B.

6.1. Definition of the new logical symbol
(Mitsuyoshi operator)

It is a dynamic method of calculation that defines a separation 

boundary between the continuous values of A and B separating 

them at a ratio of x:y, whereas the other method performs 

discrete calculations by transformation into conceptual 

numbers or symbols such as 0 and 1 by establishing a 

boundary that separates A and B. In addition, h is defined as 

the variable function that results from the variable functional 

property, f, which is derived from natural signal processing, 

resulting in h= f(x).

The f igure below shows how the anti-Einstein f ield 

is expressed with a “discrete conscious number” and 

“continuous matter quantity” using the Mitsuyoshi operator. 

(Mitsuyoshi operator was published in [1])

Traditional frameworks of computation have not established 

specific methods for the simultaneous calculation of concept 

numbers and continuous physical quantities. Thus, the 

mechanism of an engineering method is illustrated. Also, 

It is developed to conduct simultaneous calculations 

of continuous quantities, discrete quantities and slider 

synchronization (Table 2).
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Figure 16: Engineering principle and output of the Ａ Ｂ computation

6.2. Specific method of computation for Ａ Ｂ

If we substitute the computational symbol with a scale as 

an explanatory illustration (Figure 16), for weight (a physical 

quantity) as measured by the scale, x and y go onto the 

plates of the scale. Meanwhile, as conceptual symbols A and 

B correspond to the movement of the scale rod, the positions 

of the state, in which the weights of x and y are in contention, 

is defined as the metrical basis, where A and B are also in 

contention. Then, we determine the result of A or B by whether 

the rod leans towards A or B (in Figure 16 the quantity of 

y increased and the standard line lowered into the B area). 

Therefore, the result of the computation A B gives the discrete 

result B from a continuous ratio of A and B (x ; y). Thus, the 

calculations are normally executed through the simultaneous 

calculation of linear (analog) and discrete (digital) values, 

and is referred to as the non-Von Neumann computation 

to distinguish it from traditional digital binary Neumann 

computations. Furthermore, with an understanding of the 

Feynman matrix vectors and Fourier transformations, in terms 

of the actual computation, the rail element of the operator can 

be thought of as a matrix and the slider as a vector. Thus, it 

can be easily determined that the vector means energy, leading 

to the rapid understanding of tensor fields. In the paradigm of 

scalar > vectors > tensors, we can comprehend the Mitsuyoshi 

transformation, which calculates energy fields using the 

transformation of tensors into vectors in a manner similar to 

that of Fourier transformations. In addition, within the framework 

of the computation methods derived from the Mitsuyoshi 

transformation (Figures 27-31), the dimensional relationship 

between the two operators of the slider vector and function set 

of the handle element can explain the phase transition resulting 

from passing through zero.
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Figure 17: Simultaneous overlap and discrepancy in anti-Riemann fi eld

Figure 18: anti- ∞ = [0 ≡∞ ]

6.3. Anti-Riemann fi eld hypothesis using the Mitsuyoshi 
operator

Figure 17 illustrates a state in which the north and anti-

north pole model are unified and the operator applied to 

the state between the north pole ∞ and anti-north pole ∞, 

visually rendered as a Klein bottle. If the north pole (∞ in a 

When thinking about anti-Einstein, considering generic 

physical phenomena such as quantum collisions or pair 

production, It may be obvious that the energy required 

for the effect of observation and phase transition in the 

“Schrodinger's cat” or “double-slit experiment,” considering 

representative problems in quantum mechanics, could come 

from a “phase transition from equilibrium (a phase transition 

from equil ibr ium owing to a spontaneous breaking of 

symmetry)” from Youichiro Nambu and “pair production.”

Suppose that by deriving the relationship for “observation 

eff ect and matter,” it is possible for matter energy to phase 

transition to “energy that includes any kind of diversity 

such as consciousness, some observation eff ect, or particle 

collisions,” and to let the act of generating 1 (presence) from 

absence be anti-0, simply letting it be a symbol for emergent 

phase transition anti-0 = [0⇒1]. The state after anti-0 as 

the anti-Riemann fi eld could be imaginable. Considering that 

1/0 = ∞ and 0/1 = 0 in the Riemann fi eld would have their 

1 and 0 reversed in the anti-Riemann field (anti-Einstein 

fi eld), they would become 0/1 = ∞ and 1/0 = 0.

world comprised of matter) and anti-north pole (anti-∞ in a 

world comprised of anti-matter) are unifi ed with the Mitsuyoshi 

operator, a Klein bottle is formed. The fi gure below illustrates 

the parallel infi nite simultaneous overlap and discrepancies in 

the converse z-plane.
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Figure 19: The anti-Einstein hypothesis

For this, Figure 19 illustrates the relationship through the 

“similarity of base-∞ numbers and ∞ + anti-∞.” With 

reference to Professor Nambu’s theory, in the infinitesimal 

quantum world “limiting micro,” the boundary between a 

positive (A) and negative (anti-A), fixed with balanced force, 

is a stable vacuum and a zero. Considering this vacuum to be 

the limiting empty set (Youichiro Nambu has us imagine an 

equilibrium between positive and negative, but here, let the 

vacuum within the range of consciousness of the empty set 

be ∅, let the vacuum outside the range of consciousness be 

anti-∅, and let their equilibrium state and ratios themselves 

be the perfect vacuum “limiting empty set”), its origin is 

considered the equilibrium between the empty set and the 

anti-empty set.

Equation 1: {∅: anti-∅} ＊ {∞ + anti-∞} = anti-0

Letting [∅: anti-∅] be the ratio for the transition in the 

balance of ∞ and anti-∞, and anti-∅ = [same property 

as the empty set but the property of membership is the 

opposite], and considering an “empty set having infinite 

range (macro)” whose possibility balance (like potential 

energy) of [properties in the empty set : properties in 

the anti-empty set] becomes zero, which is beyond “the 

empty set which is limiting micro,” we can assume that the 

properties for “exclusion” are the opposite phenomena to 

properties for “inclusion,” and imagine a mechanism in which 

the equilibrium transitions to such properties for “exclusion.”

In addition, for ∞ and anti-∞, if “anti-∞ has the same 

properties (such as mass) as infinity, but the properties of 

the matter within it is the opposite,” the energy needed for a 

unification with a limiting empty set state [∅: anti-∅] can be 

interpreted as “matter and antimatter” and “pair production.” 

This shows a mechanism for a transition from equilibrium to 

an unstable state. At this time, the concept of the number 

1 as “presence” is first generated by passing through the 

limiting micro and macro, “nothing and ∞.” Therefore, we 

can see the necessity of the equation 1 [∅: anti-∅] ＊ [∞ 

+ anti-∞] = anti-0. In addition, it is worthwhile to consider 

in ＊  the relationships between anti-∅ and ∞, and between 

anti-∞ and ∅. 

Thus, in imagining a transition from the Riemann field to 

the anti-Riemann field, simultaneous requirement 0≡∞ for 

the gate from the Riemann field to the anti-Riemann field 

must exist in parallel to anti-0 = [0$⇒1]. Let this be anti-

∞ = [0≡∞]. Then, anti-0/1 becomes 1/1 owing to anti-0 = 

[0⇒1], and this is 1 in the Riemann field as well. In addition, 

0/0, which is not explained in the Riemann field, becomes 

anti-0/0 (that is, 1/0) owing to anti-0 = [0⇒1], and this is 

∞ in the Riemann field. 

Thus, the passing of the gate to anti-0 = 1 becomes 

possible. In addition, let ∞+∞, unexplained in the Riemann 

field, we turn to ∞ + anti-∞, which is the range of limiting ∞ 

(“range of all existence” in Figure 17), “the limiting macro.” 

Now, if a vast amount of energy causes the vacuum to decay 

(as in “matter-antimatter collision” pair production, making 

the vacuum decay = letting something emerge), we convert 

division by zero in the Riemann field to this, and the author 

interprets for himself that this is the meeting (collision) of ∞ 

in the Riemann field and anti-∞ in the anti-Riemann field.
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Figure 20: Geometric rendering of 0 ≡∞

Figure 21: What is meant by (0 ≡∞ ) =1?

Meanwhile, recognizing that 0≡∞=1 by first using anti-0 

to represent a box, as shown in Figure 21, and comparing to 

1 (that is anti-0) and 0≡∞ as represented in Figure 20, it 

can be more clearly understood.

7. Division by zero in an anti-Riemann field

Here, we will explain the geometric interpretation of anti-

Riemann fields and division by zero are explained. Figure 20 

renders 0 ≡ ∞ into a visually intuitive diagram.

In Figure 20, above the operator to the left, l
n → 0
im is 

represented as quadrangles approaching 0. Conversely, 

below the operator, l
n→∞
im is represented as quadrangles with 

increasing size. Summarizing this as a characteristic that 

seals the time-independent quality of the operator, both 

above and below become the same nested structures, 

rendering an intuitive representation of 0 ≡ ∞.
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Figure 22: Effects of observation in quantum dilemmas as viewed through the Mitsuyoshi operator

8. Explaining the effects of observation in 
quantum dilemmas

Next, if we visually render the observational effect on 

quantum dilemmas with the Mitsuyoshi operator, we obtain 

Figure 22, which illustrates a state analogous to an electron 

that is passing through a slit using the Mitsuyoshi operator. 

If we place this state, where the null-set and anti-null set are 

in contention for the position of the slider in the Mitsuyoshi 

operator, it becomes an anti-0 point that gives rise to 1 

(concept number). This leads to the possible explanation 

that this emergence causes the observed electron to become 

a particle, which then passes through the slit.

Figure 23: The double-slit problem as interpreted using the 
Mitsuyoshi operator (wave-form)

Furthermore, considering the elegant quantum thought 

experiment of the double-slit problem, if we remove the 

operator slide (representative of the concept depicted in 

Figure 22) as seen in Figure 23, the gradation model of the 

Mitsuyoshi operator bar can then be interpreted visually as 

the wave-form outcome of the double-slit experiment.

Figure 24: The double-slit problem as interpreted using the 
Mitsuyoshi operator (particle-form)

Figure 24 illustrates the same experiment observed through 

the state of Figure 22.
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Figure 25: Anti-Einstein field interpretation model using Mitsuyoshi operator

9. Explaining the effects of observation in 
quantum dilemmas

I f  we represent the ant i-Einstein f ie ld as “discrete 

concepts” and “continuous matter” using the Mitsuyoshi 

operator, it becomes the following (Figure 25).

Figure 25 shows how the state of nested operators in 

Figure 26 is explained using the converse-Riemann sphere 

model in Figure 11 . Anti-0, which is an anti-Riemann state, 

becomes a reaction between (∅: anti-∅) and (∞+ anti-

∞), and it means the infinite overlap of converse-z planes 

in the converse-Riemann sphere model, as in Figure 11. In 

addition, this is a figure that simulates what occurs to base-N 

numbers as a concept of “counting” in the limiting base-∞ 

numbers in the anti-Riemann field, when the initially defined 

an emergence property that 0⇒1 anti-0 is the emergence 

of 1 from nothing, and this 1 is grasped as the concept of 

“presence.” The overall structure of the figure is a resonant 

synchronization model, with the image of two pendulums 

synchronizing when one pendulum is embedded in the 

weight part of another pendulum. Anti-0 in Figures 19 has 

the structure that the reaction result of (∅: anti-∅) and (∞ 

+ anti-∞) is (0≡∞), and the range between ∞ and anti-∞ 

owing to the north and anti-north poles is “all existence.” 

On the other hand, 1, which is an anti-0 requirement, 

signifies the entire range of “all existence,” encompassing 

“all existence,” and quantitatively represents the abstract 

concept “all existence” = “all things exist.” Here, since we 

were able to define the range between ∞ and anti-∞ from 

before, said to be “all existence,” as 1 (presence), the 

nesting loop is guaranteed. The important point here is that 

since the range between ∞ and anti-∞ owing to the north 

and anti-north poles has a nested structure, and corresponds 

to anti-∞ (which is an anti-Riemann requirement), and we 

were able to define the range between ∞ and anti-∞ from 

before (said to be “all existence”) as 1 (presence) by the 

initially defined emergence requirement anti-0, there is a 

unification of an abstract concept and a number by letting 1 

in the initially defined emergence requirement anti-0 = 1 be 

“presence (all existence).”

This means that “the beginning of existence (all existence)” 

is 1, the concept of counting and “presence” correspond 

to each other, and within the range of this all existence 

(existence = 1), we can actually set the limiting base-∞ 

number in the anti-Riemann field as s a∞N∞+aanti∞Nanti∞. With 

this, we can let the collision-generated energy (that makes 

the vacuum decay) of ∞ + anti-∞ be equivalent to the base-

∞ nothing in the limit of the anti-Riemann field. This makes 

(0≡∞) the anti-0 condition, as shown in Figure 19, for the 

passage of singularity that makes the presence emerge, and 

(0≡∞) = 1. It should be noted that 1 here is a concept that 

indicates all existence, and that it is the sum of ∞ and anti-

∞ (1=∞ + anti-∞ ). Since this may eventually be similar to 

the argument that “infinity is infinite” in the explanation for 

division by zero in the Riemann field, we claim that this only 

shows the possibility of being effective under the condition (0

≡∞). However, under the condition of treating concepts as 

consciousness.

Equation 2: N-ary method ＊ ∞Coordinate (Concept・Thought) ＝｛∞＋anti-∞｝＊｛∅：anti-∅｝(Timing vector・Energy)

Equation 3: (Concept・Thought) ＝ (Timing vector・Energy)
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Here, a fi nal explanation of the Mitsuyoshi operator should 

be explained. The + symbol, for addition, is the operator 

for combining one object with another. The Mitsuyoshi 

operator is an operator for splitting an object. In addition, 

both simultaneous and discrete calculations are possible 

simultaneously, which saves time, and unlike division, the 

totals on the left and right sides of equations are maintained 

in strict adherence to the laws of thermodynamics; thus, it is 

a useful tool that is capable of including dynamic functions. 

It is true that the explanation in Chapter 2 by itself can be 

considered merely an explanation of a state. However, in that 

case, the addition operation would be merely an explanation 

of a combined state. This is the essence of operators. 

Therefore, unlike addition, it has not been possible to 

describe the conditions for division to equally balance the 

left and right sides of an equation. It is likely that because 

the quantum theory breakthrough idea of simultaneous 

calculation of linear and non-linear forms of dynamic state 

calculations of discrete and continuous functions is diffi  cult to 

comprehend, it was intentionally explained in a supplement. 

Naturally, there is no disputing that there are objections. 

The Mitsuyoshi calculation of A and B is a current dynamic 

state calculation, and so it does not result in a set answer. 

As a result, although it does not seem like an operator in a 

worldview in which time is stopped, once time is excluded, a 

function f is output as a dynamic regularity within a certain 

scope, and the quantum state is represented by x,y and 

the like, which will be understood as a new true meaning 

of calculation. This feature can be useful in calculating the 

emergence of a Grand Unifi ed Theory for the professors at 

Stanford University, who are our research collaborators. 

Figure 26: Space-time concept in anti-Einstein fi eld

In Figure 24, it is stated that “it is worthwhile to consider 

in * the relationships between anti-∅ and ∞, and between 

anti-∞ and ∅,” but in the above fi gure, we can imagine a 

“exchanging of nesting” functionality owing to｛∞＋anti-∞｝
h=x y｛∅：anti-∅｝ where x = (∞・anti-∅) and y = (anti-∞・∅). 

The reason is that it is necessary to consider ∞ and “thing 

to be excluded,” anti-∞ and “thing to be included,” ∅ and 

“matter properties to be fulfilled,” anti-∅ and “antimatter 

properties to be fulfilled,” or ∅ and “matter properties to 

be fulfilled,” and anti-∅ and “matter properties that are 

not fulfilled (with additional consideration for antimatter 

properties).” In addition, as a potential, “to be excluded,” “to 

be included,” “to exist,” “to be fulfi lled,” and “possibility that 

it is not fulfi lled,” are concepts that make the past, present, 

and future exist simultaneously. They negate the constraint 

of nature and tense.

Using  for the correlation between this potential and the 

Feynman energy in the very micro world, as well as “vector 

potential,” important for the concept of momentum, letting 

it feedback from tense, and organizing the explanation by 

determining the definition of potential as a parameter, it 

would be an interesting future problem.
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10. Anti-Einstein's mathematical model

In order to simplify the complicated exchange relations 

above, we consider symbols as in Figure 25 below. This 

is imagined as a combination of two Mitsuyoshi operators 

above and below, being a representation of competition and 

collision as one. The symbol design is such that the state 

is turned into a total sum such as Σ, difference such as Δ, 

and then condensation, as in emergence. The symbol, as 

an operator of “resonance expansion,” combines as one the 

“exchange of the nesting” function on (∞ ＋anti-∞)＊(∅：

anti-∅) owing to x = (∞・anti-∅) and y = ( anti-∞・∅) as a 

contrapositive relation of ” taking the converse then inverse 

of a statement. With this symbol, for the combination of (∞

＋anti-∞) h (∅：anti-∅) and (∞：anti-∞) h (∅ ＋anti-∅), 

h in the head part of the lever (function set) results in the 

functions of the energy from condensation in the top layer 

and the emergence as dispersion (divergence) in the bottom 

layer through x = (∞・anti-∅) and y = ( anti-∞・∅) and other 

free combinations.

Equation 4: anti-0 =(∞ ＋ anti-∞) ＊ (∅：anti-∅){x = (∞・anti-∅), y = (anti-∞・∅)} = 

Here, we can see that the mechanism for the “duality 

of zero” in Figures 27-29 is the same as the mechanism 

for an emergence gate. We now explain the continuous 

state of .  When al l  funct ion sets head toward 

“nothingness” zero, converging like an infinite-dimensional 

Lie group, all vectors are orthogonal at the limiting state 

of zero. They become like a “sea urchin,” passing through 

zero as a vanishing point, and radiate outward, all still as 

orthogonal vectors. 

Figure 27: Explanation of the orthogonal model for duality of zero (1)
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Thinking of 4 dimensions spatially, the x, y, z axes are 

orthogonal. Since there is no gap to insert the 4th axis 

there, vectors after the 4th axis are collected at zero, 

as in Figure 28 and 29. The 4th axis becomes zero, 

overlapping with ∞, which is all vectors. Thus, 0≡∞, 

meaning overlap with others. 

Figure 28: Explanation of the orthogonal model for duality of zero (2)

Figure 29: Explanation of the orthogonal model for duality of zero (3)
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In  t h i s  p r o ce s s ,  consc i ou snes s  ene r g y  pa s se s 

through zero, leaving only a vector like magnetic lines 

(directionality and possibility). In the human relation, this 

can be said to be the state of overlapping with the other 

and sharing the other’s mind (vector). In other words, 

two function sets mix together and disappear, becoming 

just a vector.

 Here, the  separation point of the Einstein field and 

the anti-Einstein f ield becomes zero, and the f ield is 

separated as i f  d ig i ta l ly  (conceptual ly).  Meanwhi le, 

at the moment a l l  vectors are orthogonal,  they can 

be in te rp re ted as becoming a per fec t  vacuum and 

zero. Then, only the meaning of the remaining vector 

tu rns  a round and  passes  th rough ze ro,  and  as  i t 

passes through to the extension, it becomes real. This 

corresponds to the emergence of materialization from 

concepts with only quantities, passing through zero. 

Once it becomes complete nothingness, the energy 

becomes real along the reversed vector, bearing fruit in 

the opposite direction. If this anti-Einstein is true, it may 

be possible in the future to implement a function (wave) 

as energy at the quantum level, as in Equation 4, and 

generate matter by figuring out a method to implement 

the converse of path’s space in infinite-dimensional Lie 

groups, vector fields, or Riemann space, and performing 

the harmonic convergence emergence transition operator 

through function fusion owing to wave superposition and 

interference.  

In addit ion, zero exists everywhere, and a concept 

(“awareness” or  sp i r i tua l i t y )  means the rea l i za t ion 

(action) wherever it is from zero. Thus, this method as a 

theoretical physics interpretation can explain the micro 

quantum effects as a transition (emergence) gate to a 

macro phase, explaining the quantum world in a macro 

way. In addition, by interpreting magnetism and radiation 

as energy having only directionality, an explanation of 

black holes becomes easier. At the same time, this is a 

hint for consciousness emergence in robots. Thinking 

about this in terms of quantum numbers, for example, in 

a one-dimensional harmonic oscillator in an N-particle 

system, we can choose position or momentum (quantity), 

but we can also choose the number n (concept) in the 

energy eigenvalue En.

When the posi t ion or momentum is chosen as the 

quantum number, the quantum number is a continuous 

va r i ab l e ,  bu t  i f  t he  ene rgy  e i genva l ue  numbe r  i s 

chosen, it becomes discrete. Now, by considering the 

one-dimensional harmonic osci l lator as a Mitsuyoshi 

operator or harmonic convergence emergence transition 

operator, quantum theory can easily be explained. At 

the beginning of the field, baryons were generated from 

the initial condition having baryon number 0, yielding 

a field with a positive baryon number, but the details 

are unknown. This is also be explainable by referring to 

Figure 31. 

Figure 30: Explanation of the orthogonal model for duality of zero (4)
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In the Figure32 shows the relationship between an Einstein 

field and an anti-Einstein field.

Figure 31: Design process of the harmonic convergence emergence transition operator

Figure 32: The relationship between an Einstein field and an anti-Einstein field

11. Conclusion

The Einstein’s Theory of Relativity can be considered 

with a technical interpretation on the Riemann sphere 

where all points on a complex two-dimensional plane are 

stereographically projected onto a three-dimensional sphere. 

Such interpretation enables straightforward interpretation of 

m/0 = ∞ where the mass m divided by the radius r = 0 in 

particular.  The intersections of lines which is connecting the 

points with the infinity point of the North Pole are ultimately 

interpreted to overlap the North Pole when the points at 

infinity extend infinitely on the complex two-dimensional 

plane. This situation, however, is considered a mere 

reiteration of “Infinity is infinity.” because the behavior of 

extending to infinity is concluded  with infinity. On the other 

hand, this situation can be interpreted with X which is the 

diameter of 1 as the distance from 0 to ∞ of the Riemann 

sphere. The mass m does not come onto the center of gravity 

without annihilating of X through division by zero. Due to the 

unsolvable nature of this zero division problem, a solution 

using division by zero is considered either non-existent or 

infinitely large. Gravity therefore becomes infinitely large at 

zero distance, which has been demonstrated to result in 

contradiction and collapse at the level of Conservation of 

Energy, the first and second law of thermodynamics. We 

considered the hypothesis of the state of emergence and 

defined anti-0 [0⇒1] as a symbol that produces existence 

from nothing. We also geometrically derived the “converse” 

and “inverse” of the anti-Riemann sphere from the original 

Riemann sphere to resolve the zero division problem of the 

Einstein's relativity. Next, we defined anti-∞ and anti-∅, and 

derived that anti-∞=(0≡∞). Relating to the derivation, we 

have shown that joint of an Einstein field and an anti-Einstein 
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field become (0≡∞) = 1 by passing through the duality of 

zero. We called this the emergence axiom hypothesis. An 

anti-Riemann domain is considered using the converse and 

inverse Riemann spheres hypothetically. The terms converse, 

inverse and anti are defined as a theory, following which 

this logic is applied to derive an anti-Einstein field with a 

new means of operation. Ultimately, defining anti-0［0⇒1］

as the symbol of emergence, the equation (0≡∞) = 1 is 

established by using the function that Mitsuyoshi operator. 

Thus, the operator ties the Quantum Theory and the Theory 

of Relativity.

By applying the Mitsuyoshi operator to confine time-

scale of the equation (0≡∞) = 1, the equation = (0≡

∞) = 1 (everything) is attained. Thus, this equation enables 

compression of the Riemann sphere diameter to zero and the 

calculation of zero distance. The Mitsuyoshi operator was used 

in the axiom hypothesis. The axiom hypothesis is that “when 

zero is equivalent to ∞, the 1 emerges as the total energy of 

the universe." Further, we gave some ideas about infinity. 

Based on the above, we show that quantum theory 

and the 0 Einstein field can be simply connected without 

contradiction by controlling “space-time,” and that the entire 

universe has a structure of (0≡∞) = 1. This can be said 

to represent observing the universe from the outside, but it 

also suggests the possibility that the existence outside the 

universe was created by the emergence symbol anti-0. If 

that is true, it raises the issue of whether or not the region 

outside this universe is also a universe. In particular, the 

issue is whether or not an anti-universe is still a universe 

despite being an anti-universe, where the “anti” created by 

“converse” and “inverse” is analogous to antimatter.

It is necessary to prove the axiom hypothesis through 

physical experiments because this hypothesis is no more 

than a proposal. However, if these physics experiments are 

successful, the Mitsuyoshi operator will be used to “quantum 

gate” of a quantum computer. 

12. Future research themes

・ Imagining the converse-Riemann sphere as a “phase 
transition from a strained competition,” anti-∞ {0≡∞} and 
anti-0 {0⇒1} become necessary. In the rational function 
necessary for the analysis of human thinking process, this 
suggests the presence of anti. By measuring it, we can 
explore the possibility of anti-0 {0⇒1} being the mathematics 
of creativity, and anti-∞ {0≡∞} being the mathematics of 
curiosity, sympathy, and tolerance from diversity.

・ Simulating the Riemann in a few spherical projection 
patterns (there are conceivable ways of projecting the 
sphere other than A and B above, but as they turn into 
differentiations of infinite division as in the Mercator 
projection, they were omitted), in the anti-Einstein 
field, a process that makes 0 and infinity the same and 
a requirement for the emergence of presence (1) from 
absence (0) arise.

・ This was exp la ined in an engineer ing mechanism 
as a principle of phase transit ion. With this, axiom 
mathematics becomes interpretable from engineering as 
an actual mechanism.

・ As a result, 1/0 = “infinity is nothing, and 1 arises from 
nothing” in the anti-Einstein field. This phenomenon is 
interpreted widely and generally in quantum mechanics.

・ I f  t he  se t  desc r i bed  above  i s  i nvo l ved  i n  the  h 
equat ion (homeostas is)  in a Mi tsuyoshi  operator, 
phase transitioning in a nested state, we can hope for 
applications for new interpretations of superstring theory, 
which arose from Professor Nambu’s research, and 
Boltzmann thermodynamics. In this case, it has been 
pointed out that the two limiting edges AB of Mitsuyoshi 
operator’s range (x+y) becomes an “uncertainty of 
infinitesimal derivatives,” but this operator involves the 
dynamic states of h characteristics, including tense. 
In addit ion, calculation separates concept numbers 
and continuous quantities, so it frees physicists from 
uncertainty and infinitesimal problems, making it a tool 
(operator) that makes it possible to perform continuous 
and discrete calculations simultaneously and elegantly.

・ This is secondary, but by using the Mitsuyoshi operator 
for E=mc2, it may be possible to convert mass into 
energy waves.

・ Consider the following physical expansions corresponding 
to the cardinality conditions of ∞ as control systems:

・ In addition, we have a mathematical interest in what 
would happen to ∞÷0 and 0÷∞ wi th the s imple 
condition of (0≡∞)=1. Here, considering the conditions 
for ∞, we realize the following cardinality conditions 
of ∞. The corresponding physical projection is also 
considered a control system.

I. Infinity has cardinality. 

II. Natural number cardinality (ℵ0), real number cardinality (ℵ1)

III. ℵ1 = 2ℵ0, ℵ0 ≠ ℵ1

IV. ℵ1 + ℵ1 + ℵ1 + …… = ℵ1

V. ℵ0 × ℵ0 × ℵ0 × …… = ℵ1

VI. ℵ0 + ℵ0 + ℵ0 + …… = ℵ0

13. Acknowledgments

We would like to thank Dr.Shuji Shinohara, Dr.Yasuto 
Tanaka and Mr.Masahiko Nemoto for useful discussions. 
We would l ike, also, to thank Mr.Masayoshi Son and 
Mr.Fumihide Tomizawa for considering AE(Artificial Ego) 
commercialization. This work was supported by SoftBank 
Robotics Corp. and Japan Tobacco Inc.



23 ｜ DHU JOURNAL Vol.06  2019

【Bibliographies】

[1]  A. Einstein, “Uber den EinfluB der Schwerkraft auf die 
Ausbreitung des Lichtes”, (German) (PDF). Annalen 
der Phys ik (Leipz ig) 340 (10). 898-908. Bibcode 
1911AnP.340.898E. doi:10.1002/andp.19113401005. 
ISSN 0003-3804. OCLC 5854993. June 21, (1911).

[2] A. Einstein, “Die Grundlage der allgemeinen Relativitatstheorie”, 
(German) (PDF). Annalen der Physik (Leipzig) 354 (7). 
769–822. Bibcode 1916AnP.354.769 E. doi:.10.1002/
andp.19163540702. ISSN 0003-3804. OCLC 5854993. 
March 20, (1916).

[3]  R. Penrose, and W. Rindler, “Spinor and Space Time: Vol. 
1, Two-Spinor. Calculus and Relativistic Fields”, Cambridge 
Monographs on Mathematical. Physics, Cambridge, (1984).

[4] L.V.Ahlfors, “Complex Analysis”, Mc Graw Hill, 1953, Third 
Edition (ISBN 978-007-085008-8), (1979).

[5] S. Mitsuyoshi, “Research on the phonetic recognition of 
feelings and a system for emotional physiological brain signal 
analysis” (Japan), Tokushima University, 2006, Doctoral 
dissertation, (2006).

[6] Stephen W. Hawking, “The Theory of Everything”, The Origin 
and Fate of the Universe. Phoenix Books; Special Anniv. 
ISBN 978-1-59777-508-3. (28 February 2006).

[7] W. Heisenberg, “Uber quantentheoretische Umdeutung 
kinematischer und mechanischer Beziehungen”, Zeitschrift 
fur Physik 33, pp, 879–893, (1925).

[8] E. Schrodinger, “Quantisierung als Eigenwertproblem I”, 
Annalen der Physik 79, pp. 361–376, (1926).

[9] Y.  Nambu and G. Jona-Las in io,  “Dynamica l  model 
o f  e lementa ry  par t ic les  based on an ana logy w i th 
superconductivity. I,”, Phys. Rev. 122, pp. 345-358, 
(1961).

[10] P.A.M. Dirac, “The Quantum Theory of the Electron”, Proc. 
R. Soc. A 117 (778), pp. 610-624, doi: 10.1098 / 
rspa.1928.0023, (1928).

[11] C. D. Anderson, “The Apparent Existence of Easi ly 
Deflectable Posit ives”, Science, New Series, vol.76, 
no.1967, pp.238-239, (1932).

[12] N. A l l ing, and N. Greenleaf, “Klein surfaces and real 
a lgebra ic funct ion f ie lds”, Bul let in of  the Amer ican 
Mathematical, soc.75, pp.869-872, (1969).

[13] Banks,  Tom, F isch ler,  Wi l ly,  “Shenker,  Stephen H. 
Susskind, Leonard “M theory as a matr ix model: A 
conjecture”. Physical Review D 55 (8), doi:10.1103/
PhysRevD.55.5112.arXiv:hep-th/9610043 pp.5112-
5128, (1997).



24DHU JOURNAL Vol.06  2019 ｜

【論文】

反アインシュタイン場仮説

光吉 俊二 1・朝長 康介 2・橋本 昌嗣 3・鄭 雄一 4・中村 維男 5

（1 東京大学大学院工学系研究科 特任准教授・2 東京大学大学院工学系研究科 共同研究員・3 デジタルハリウッド大学大学院 デジタルコンテンツ

研究科 客員教授・4東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科（兼任）教授・5東北大学 名誉教授）

Einstein の相対性理論において、Riemann 球体面による二次元的な複素数平面上の点を、三次元的な球体の上へ写像させるアイディア

に基づく立体写像での解釈が広く一般的に知られている。また、ゼロ除算において、1/0= ∞とされる説明にもよく使われている。これは

Riemann 球体面の北極点に無限遠点が無限に伸びると球面上の無限遠点と北極点を結ぶ線との交点が北極点に重なることで解釈される。

しかし、これは「無限の行為を無限である」と説明しているだけではないのかとも考えられる。そこで論理学としての「逆」「裏」「反」を新規に

定義し、これによる逆 Riemann 球体と裏 Riemann 球体を想定し、そこで、新規演算子を使い反 Einstein 場の仮説を立てた。

キーワード：相対性理論、 Riemann球体、 量子論、 対生成、 クラインの壺、 自発対称性の破れ、 光吉演算子
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1. 本研究の目的

本研究は、実社会において論理思考ができることの構造と、その

構造に基づいて論理思考ができるようになるための要件と、思考能力

を高めるための方法について考察したものである。

人間の論理的な思考の意味や方法については、ギリシャ、中国、

インド、イスラーム、欧州などの地域で2000年以上前から、考察、

研究されてきた分野であり、より具体的には、アリストテレスの論理

学、近代以降の数学的思考に立脚した論理学が、体系立った研究と

実践であろう。ではそれが、現代社会の、ビジネスや実生活で活用

されるにふさわしいかというと、残念ながらNOである。しかしなぜ

NOなのかを考察することは本稿の目的ではない。

本研究では、対象を、現代日本の、大学以降の実社会、特にビジ

ネス領域に中心を定め、日本において論理思考を学び、実践するこ

とを考察しつつ、現状を整理し、論理思考の量的・質的な拡大の

ためのひとつの解を得ようとするものだ。

このような研究目的を設定したのは、日本の現状について、論理

思考力が不十分であり、今後さらに高める必要があるという認識が、

本研究の中心となった研究会「chigyo-labo」※1メンバーの共通認識

であるからだ。また同様の認識は、chigyo-laboメンバーのみならず、

広く日本のビジネスパースンや大学関係者に共有されている。

論理思考力の強化は、現代日本の重要な学問上とビジネス上の

課題であるが、ことの重要さと比べて、その研究は不十分である。

その理由として、論理思考が論理思考であるがゆえに、論理的で

あろうとする意識が強く働きすぎる傾向にあり、形式論理の整備に

偏り、実践的な知の集積の比重が低くなりがちな傾向が指摘できる。

たとえば、しばしばこの分野の論文が論理思考とは何かの定義づけ

に多くの労力が払われ、実際的な課題への迫り方が不足する傾向が

見られることにも現れている。

このような現状を踏まえ、本研究では、実際に思考力が必要な

場面で何が起きているかという知の集積に力を入れ、そこに立脚して

論考を行うという方法をとる。この方法が、論理思考についての知見

を深めることに、最も効果的だと考えるからである。

2. 本研究の対象

論理思考は、紀元前から世界各地で考察や研究が始まっている

ことからわかる通り、人類に共通する知的能力であり、本来地域や

時代を問わず、普遍性を持っている。とはいえ、地域や時代によって

実際的な課題は異なり、特に現代日本では、他の先進国と比べて論理

思考が弱いという認識がある。

そこで、本研究では、対象を下記のように限定する。

(1) 主に、日本に生まれ、日本語を母語とし、日本社会でのコミュ

ニケーションが中心の人々を対象とする。

(2) 日本の高等教育を受けている、また日本のビジネス社会で

仕事をしている人々を対象とする。

(3) 仕事上の場面に加え、生活全般のコミュニケーションの場面

を対象とする。

逆に、下記は第一義的な対象からは除外する。

・ 幼児、小中学生、高校生など、専門学校、大学などの高等教

育未満の人々

・ 社会人であっても、単純労働など、高度なコミュニケーション

が必要ない、あるいは習慣的に行っていない人々と、その仕

事や生活の場面

これらを対象から外した理由は、これらの人々と、その生活や

仕事上に論理性が不要だという意味ではないものの、必要の度合い

が小さいと考えられるためである。当然だが対象から外した人々が、

論理的な能力が不要であるということではないし、まして論理的な

能力を持っていないという意味ではない。しかし、研究上の考察対象

を限定することで、状況をより明確にすることができるため、この

ような対象の限定を行った。

言語を日本語に限定したことについては、4.で詳しく論じるが、

日本語が、英語などの言語と比べて、論理性を含まないコミュニケー

ションに傾きやすい言語構造を持っており、同じ個人でも英語と

日本語の両方ができる場合、英語では論理的なのに、日本語では

論理性が下がる、といった傾向が見られることと関係している。

その理由は後段に譲るが、日本人が、日本語を使うという特性に

よって、論理思考力がある種の制限状態になりやすい、ということ

は指摘できる。そのため本研究は、日本において、日本語によって

コミュニケートする場面での論理性に限定していることを、あらか

じめ宣言しておく。

デジタルハリウッド大学 教授

渡辺 パコ   Paco Watanabe

【論文】

実社会における論理思考の構造と思考能力向上の方法の研究
Research on the structure of logical thinking in the real business environment and the method of 
improving thinking ability

論理思考は、歴史的には哲学・論理学・数学に基づく知見に立脚して発展してきた。その一方で、現代社会のビジネス環境下で実践されて
いる論理思考は、伝統的な論理学などとは異質な進化を遂げてきた。本研究はビジネス環境での論理思考の構造を整理することから始め、
そこから見えてきた「問う」ことの核心的な意味を明らかにする。加えて「問う」「答える」を軸にした新しい論理思考の方法と習得のメソッド

「質問カード」の開発にいたる意味を論じたものである。

キーワード：論理思考、ロジカルシンキング、思考力、社会人基礎力、ビジネススキル、セルフデベロップメント



26DHU JOURNAL Vol.06  2019 ｜

【論文】実社会における論理思考の構造と思考能力向上の方法の研究

Research on the structure of logical thinking in the real business environment and the method of improving thinking ability

3. 研究の方法

本研究は、chigyo-laboの研究活動の成果をまとめたものである。

chigyo-laboのメンバー4人は、それぞれ論理思考を教え、論理

思考力を使って個人や企業のカウンセリング・コンサルティングを

行ってきた。その経験から、研究対象者の論理思考に関する傾向や、

論理思考がうまくできないときの事例を豊富に持っている。その事

例は、質・量共に充分であり、本研究のためだけに新たにリサーチ

を行うのに比べて、はるかに実践的、かつ豊富で多彩な実例を持っ

ていると言える。よって、本研究では、新たにリサーチを追加する

ことはせず、研究会メンバーの経験に基づく実例をベースにした。

具体的に例を挙げれば、渡辺パコが論理的な思考力を教え始め

たのは1997年であり、すでに20年以上の実績がある。この間、

定員30人規模の研修を年間50回以上継続して行っており、対象の

カテゴリーに該当する人数は3万人を優に超える。すべてが2.で

定義した属性の人々である。また研修中は講師が一方的にレク

チャーするのではなく、課題を出し、考えさせ、受講者の思考の

パターンを考察して、うまくできないときに、どのような思考に陥る

ことでできないのかを観察し、アドバイスをしてきた。この経験は、研究

のために新たに「どのようなところで論理思考ができないのか？」を

調査するのと比べて、実践状態での観察になり、リサーチとして

充分深いものと言ってよい。このような経験（実質的な調査）を研究

会のメンバー4人がそれぞれに持っており、それを包括的にとらえた

上で、集約することが、本研究の方法になる。

また、筆者（渡辺パコ）は、日本で論理思考を教えることについて

のパイオニアであるグロービス・マネジメント・スクール（GMS）の

講師を20年務めてきた。GMSでは、「思考系講師ミーティング」を

開き、教える場で具体的に何が起きているかを講師が持ち寄り、効果

的に学ばせるためのポイントを多くの講師と共に議論し、共有し、

実践しては再度ミーティングで検討するという活動を繰り返してきた。

筆者はこの講師ミーティングの多くに参加しており、最も有力な知見を

提示する役割を担ってきた。GMSが日本の論理思考力教育の最前

線であることは、多くの識者が了解するところであり、その最前線を

前進させることに貢献してきた知見もまた、本研究のベースになっ

ている。

この後の章で提示するさまざまな知見は、研究のためのリサーチ

のための条件設定とその評価というプロセスは経ておらず、それを

もって筆者、または研究会メンバーの偏った認識、または思いつき

という批判を受ける可能性が考えられるが、実際には、条件設定を

することによって被験者が不自然な思考をするリスクを考慮すれば、

むしろ最も効果的な知見探求の方法であると考える。

4. 論理を巡る言葉と概念の整理

この章では、論理思考とそのメソッドに関わる用語と概念を整理

しつつ、日本において論理思考が直面している困難を明らかにし、

そこからすべきことを抽出する。

本稿で使う用語の定義でもあり、論証のポイントを明らかにする

作業でもある。

論理思考は、言葉を介して行うものだ。記号で論理を示す方法も

あるが、応用範囲は狭く、それだけで論理的な思考が完結すること

はない。

4.1. 日本語の特徴と制約が論理思考に与える影響

日本語は、英語などヨーロッパの言語と違い、論理的な思考に影響

を与える（多くの場合やりにくくさせる）いくつかの特徴がある。

その特徴は論理思考を巡る定義や内容の理解にも関係が深いので、

先に整理しておく。

論理思考に影響を与える日本語の特徴は、次のように整理できる。

まず、単語の意味が広く、同じ意味を表す単語が多い。

たとえば英語の第一人称である「I（アイ）」は、その単語以外に

存在しない。古い時代の英語も「I」と表現する。

これに対して、日本語では「私」「僕」が中心的な第一人称である

ものの、他に多様な表現が存在する。「俺」「当方」「小職」、さらに

現代の若者たちの間では「うち」も頻出だ。さらにこれらの表現に

文字表現の違いが加わる。「私」も「わたし」「わたくし」「ワタシ」

「あたし」「アタシ」などとも表現でき、バリエーションは多彩に広がる。

さらに「拙者」「それがし」といった古語も、日常的に使われること

はないものの、あえて使うことで意味合いを込めることもできる。

さらに、日本語は歴史的にさまざまな外国語の影響を受け入れて

おり、たとえばビジネスでよく使う「儲け」という言葉も「利益」という

漢語、「プロフィット」という英語でも表現され、だれがどの局面で

使うかで、意味が変化する。

同じような表現力の豊富さは、日常使う日本語表現の随所に見られ、

日本人はこういった表現力を特に意識せずに使いこなしている。

しかし多様な意味を表現できることは、論理思考にとっては、しば

しばマイナスや困難をもたらす。

論理思考に関係するさまざまな概念も、それぞれの意味をある程度

限定したほうが議論は明確になるものの、限定によって本質が見失

われる可能性もあり、ある程度幅を持たせながら意味の特定をする

必要がある（これが、本章を用意した理由である）。

4.2. 主語が省略できるため主語が不明確になりやすい

論理思考を指導するさい、「メッセージを明確にするために、主語・

述語をつけた文章で表現するように」指導することは指導上の基本

である。

研修中・講義中は主語・述語を使わない表現は禁止とするような

指導者もいる。しかし指導中に徹底したとしても、しょせん数時間

のことにすぎない。研修や講義が終わって日常生活や仕事に戻れば、

日本語の通常の習慣に戻ってしまう。論理思考の指導を行うときに、

主語・述語を明確にした日本語表現をどのように習慣化するかが、

論理思考ができるようになるための重要な鍵を握っている。

コンサルタントや論理思考の指導者など、論理思考を仕事にして

いる人々は、必ず主語・述語をつけた日本語を使っているのだろうか？ 

筆者を含め、多くの思考を仕事にする人々も、日常的には主語をつけ

ない表現を多く使っている。

しかし違いはあり、主語を明確にしないと誤解が生じるとわかっ

ている場合には、必ず主語・述語を明確に使う。

たとえば、主語は「私」なのか、「私たち」なのかを明確にせずに

話を続けるコンサルタントはいない。「私たち」にはどこまでの範囲の

人が含まれるかをあいまいにして話し続けるコンサルタントもいない。

主語と述語を明確にした表現をしていないときも、常に今の主語

は何か、その主語に対して述語は適切かを考え、判断する思考の

習慣をつけることが重要である。

4.3.「体言止め」によって述語が不明確になりやすい

日本語表現では、しばしば体言止めが使われる。

(a)「この新製品は、従来にない新しい顧客層を対象にする」

(b)「新しい顧客に訴求する新製品」

(a)は主語・述語のあるメッセージ、(b)は体言止めで表現された

メッセージである。企画書などではしばしば (b) が使われるが、
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(b)では体言止めになることで述語がどれかわかりにくくなり、さら

に主語が省略されているように見える。

主語・述語のある文章で表現することは、論理思考の基礎をなす

意味の明確化にとって重要だが、体言止めを使う習慣によって、意味

の特定がしにくくなるという弱点が生まれる。

もちろん、(a)(b)は、言語的な訓練を受けたものにとっては容易

に言い換えることが可能だが、論理思考が苦手なものの多くが言語

的訓練も不十分なことが多く、実際の指導の現場では、スムーズ

に言い換えができる受講者は少数派だ。

日本語の表現力の豊富さが、意味の特定を難しくし、論理的な思考

の組み立てに迷いが生じやすいという状況があることを前提にする

必要がある。

4.4.主張を明確にしない言語習慣がある

日本語での習慣として、主張をあいまいにして明確に言い切らな

いという点はしばしば指摘される。この習慣は、生活面のみではなく、

ビジネスの最前線にも存在している。

業務の一環で作られる企画書は、本来的には何らかの主張を伝える

ためのものであり、たとえば営業上の企画書は、自社の製品やサー

ビスの購入を促すために作られる。つまり「買ってほしい」ということ

が中心的なメッセージだ。

しかし、実際に指導者として企業に出向き、さまざまなビジネス

パースンが作った企画書を見ると、最も重要なメッセージが書かれ

ていないか、またはあってもとても小さくひっそりと書かれていること

に出くわす。もはや企画書とは言えない書類になっているのだが、

それでも営業という仕事自体は機能していることにむしろ驚きがある

ほどだ。

論理思考ができるようになるためには、論理が通っているといっ

たこと以前に、主語・述語があるわかりやすい文章で、明確に主張

するという論理以前の条件を理解できるようにすることが重要で

あることがわかる。

論理思考の指導の現場では、主語・述語を含む文章で、伝えたい

ことを記述したものを「メッセージ」と呼んでいる。特に中心的なメッ

セージを「メインメッセージ」と呼ぶ。

4.5. 考える対象を特定してから考え始めること

4.1.から4.4.までは論理性を担保するための形式的、あるいは

言語環境的な側面だが、この節以降は論理構成そのものを決める

核心的な要件となる。

ある考えが論理的かどうかを決める重要な要件が、「考える対象

が定まっているか」という点だ。それはしばしば論点がずれるという

問題として認識される。

そもそも何を対象に考え始めるのかを決めることを、論理思考

では「イシュー設定」と呼んでいる。たとえば、あるビジネス上のミー

ティングで、

「Aというサービスをリリースすべきか？」

を議論している際に

「なぜAというサービスをリリースするのか？」

という議論に入り、「なぜ」つまりリリースする理由が話された

だけで満足してしまい、最初の問いである「リリースすべきか？」に

対して明確な議論がされずに終わる、といったことが起こる。

理由があるなら、リリースすることは当然だという暗黙の了解が

生まれた結果、リリースすることが非明示的に決まったことになる

場合もしばしば見られる。

しかし「理由」を考えることと、「理由の内容に関わらず、リリース

すべきかどうか」は別の問題だ。つまり論点がずれているのに、もと

の論点に戻れなくなっている状態だと言える。

このような場合、

「Aというサービスをリリースすべきか？」

を議論するためには、まず、

「なぜAというサービスをリリースするのか？」

を議論する必要があり、ふたつの問いが入れ子の構造を持ってい

ることを明示してから議論する必要がある。またこの場合、

「Aというサービスをリリースした場合に想定される結果は何か？

（メリット/デメリット）」

「他のサービスにする可能性はあるのか？」

といった別の問いを設定し、議論することで、もともとのイシュー

である「リリースすべきか？」について適切な解を得ることができる。

イシューは、考えるべき全体を特定（設定）するためのイシューと、

それを深掘りするための小さな（部分の）イシューに構造的に分けて

おくと議論が可能になる。議論中は、細部のイシューを議論しつつ、

最終的には全体のイシューに答えを出すためのものだということを

関わる人全員が自覚していることが重要だ。

イシュー設定については、あらかじめ適切なイシューを設定しな

ければ論理性は確保できないという認識を持っているかどうかという

課題と、適切なイシューを設定することができるかどうかという課題

のふたつの側面があり、両方ができて初めて適切にイシューを使い

こなせたことになるが、その両者ともが意外に難しい。論理思考力

を身につけようとするものにとって、難易度の高い課題といえる。

4.6. 主張を適切に理由付ける

メッセージを多くの聞き手に納得させるためには、説得力のある

説明、あるいは理由付けが必要になる。

通常、これを根拠付けと呼ぶことが多い。

「ある主張が妥当だと言える根拠を示せ」という言い方で、しばしば

論理性担保のための最重要ポイントのように考えられている。

主張と根拠という関係を考えるとき、しばしば、主張と根拠の1対1

対応が想定される。たとえば、「今年に入ってサービスBは好調で

ある」という主張に対して、根拠として求められることは、「昨年同期

と比べて売上げが50％伸びている」という根拠が示されるような

場合がそれにあたる。主張と根拠という論理的なつながりには、

しばしばひとつの主張に対してひとつの根拠という関係が想定される

（後述するように、この想定は、論理思考にとって邪魔になる場合

が多い）。

一方、根拠という言葉を使わずに、理由という言葉を使う場合も

ある。「今年に入ってサービスBが好調である」と言える理由を考え

るわけだ。もちろん、この理由に前述と同じものを当てはめること

もできる。

しかし理由と言ったときに、別のアプローチも想定される。具体

的に見てみよう。去年の末から「マーケットのニーズが顕在化」し、

「自社も価格体系の見直しを行って」、「新規顧客が手軽に試せる」

ようになり、一方で「手軽な少額ネット決済の方法が開発され」て、

「使ってみようと考えるユーザーが増えた」というように、顧客が

増え、売上げが増えるしくみを説明する場合である。

このように長い説明をしたほうが妥当性が高い場合、それは理由、

要因、背景などと言われることが多い。論理思考では因果関係、

メカニズムとも呼ぶ説明の方法である。筋道だった説明と呼ばれる

こともある。

根拠が1対1対応の説明で、理由が長いメカニズムを示すことだと、

単純化することはできないのは言うまでもない。とはいえここで筆者が



28DHU JOURNAL Vol.06  2019 ｜

示したいのは、論理の妥当性を示す理由付けに対しても、根拠、因果

関係などのような多彩な呼び方があり、さらに背景という極めて

あいまいな（演劇舞台の背景にある大道具さえも想起させる）言葉

も多用されるという、日本における論理思考に関わる複雑さである。

論理的な思考と主張の構造を解き明かすことは、これら現実的な思考

方法を明らかにすることであり、その方法からくる、論理的に考え

られないという課題に対する解決策を的確に示すことである。

4.7. 事実の発見の困難さと推論・期待・憶測

次に、理由付けに使われる情報の確からしさを巡る議論を見て

みよう。

論理性を高めるには、説明や思考の素材となる事実が正しく、また

実際に起きたことであることが重要だが、実際のビジネスの現場

では事実を事実として確認するプロセスが意外なほどおろそかに

されがちである。

たとえば「商品Cは高齢者によく売れている」というメッセージを

言う人がいた場合、「高齢者とは何歳以上の人か？」「よく売れると

は、他の年齢層より高齢者が買っているという意味か？　その差異は

どのくらいか？」「商品 A、Bと比べて高齢者に売れているという

意味か？」「競合会社 X の商品 Yと比べて高齢者に売れていると

いう意味か？」など、さまざまな可能性がある。またこういった点に

ついて、「自ら販売データにあたって掴んだことか？」あるいは「営業

担当のEさんが個人的な感触として言ったことなのか？」といった

こともあいまいにされがちだ。このように「売れている」という情報

さえ、事実に基づくのかどうか、事実なのか、自分の解釈なのか、

伝聞なのか、あいまいにされがちだ。

論理思考ではしばしば「事実なのか、解釈なのかを明らかにする」

よう指導されるが、このふたつを見分けるだけでは不十分だ。また

社会に出るまでの学校教育などの段階で、事実の確認の仕方を学ん

でいないという日本の教育環境の問題もあると考えられている。

このように、事実確認があいまいになるのに比例するように、憶測

や期待、過去の経験に基づく観測の比重が高くなる。ここに忖度

という問題も加わる。上長が暗に期待していると思われるような

情報の解釈をしてしまい、事実があいまいになり、それに基づくメッ

セージもさらに意味の薄いものになっていくという傾向が、日本企業

では決してまれなことではない。

ここから、もうひとつの問題が生まれる。正しく吟味された事実と、

一般的な法則から、推論して新しい解釈を出そうという理性的な

態度が、客観的な情報に基づかないという理由で忌避される傾向が

ある。事実を確認することをおろそかにすることと、ゆるい解釈や

忖度を含んだ解釈を多く採用していることと、論理的な推論を忌避

する傾向は、同じ思考傾向の裏表ということができる。

4.8. 論理とは一連の思考プロセスの総体

4.1.から4.7.まで、日本の思考空間の中での、論理性が立ち現れ

てくる要所となる場面を分析的に見てきた。このような分析を行った

理由は、論理的であるということを定義しようとした場合、短い言葉

や文章で説明しても総体を捉えることができず、課題の特定も、解決

の糸口も押さえることができない。

本稿の目的は、日本の大学やビジネス社会において、論理的な

思考力がどのような状況にあるのかを全体感を持って分析し、そこ

から今後の改善に向けて具体的な示唆を示すことにある。

この目的のために、まず論理的な思考とは何かを定義付ける作業

を行ってきたわけだが、その結果到達したのは、論理思考とは、

4.1. から4.7.までの各要素についていずれも過不足なく、かつ

有機的連携を持って行う一連のプロセスだということである。

こういったプロセス全体、または一連の部分を本稿では「論理」

「ロジック」と呼び、一般的なコミュニケーションや思考に論理の

傾向を加えていくことを「論理的」「論理性」と呼ぶ。また思考にとど

まる場合、「論理思考」「ロジカルシンキング」と呼ぶ。多くの場合、

その思考は個人の中で完結するものではなく、複数人の対話（グルー

プワーク、会議）の形で行われるため、論理思考の質を向上させる

ことは個人というよりチームやグループに関わるものとなる。さらに

個人やグループが特定、あるいは不特定多数の他者に向けて伝え、

説得し同意を得るために有効なメソッドとなるものである。この点に

いたると、論理思考とは、伝えやすく、わかりやすいコミュニケーション

の方法という意味合いが強くなっていく。

5. 現代日本人の論理性についての諸課題

論理思考が複合的なプロセスの中に存在していることを確認した

のち、chigyo-laboでは論理思考の能力開発ですでに行われている

ことを踏まえつつ、不十分なパートを発見する議論に入った。

前述の通り、日本では1990年代から論理思考力に特化した大学院

クラスや企業内研修が実施されてきた。その中で4.で指摘した各点

については、トレーニングの手法が開発されて成果を上げてきた。

たとえば、4.5.イシュー設定では、日常生活の中からさまざまな

イシューを探し出して言語化、設定する練習方法や、それらの

イシューを数個の枠組（小さなイシュー）に分解する練習を繰り返し

て習慣化を促すといった方法が成果を上げてきた。

また図解の開発も成果を上げ、4.6.因果関係では、「因果関係図」

が考案されて、因果関係を捉える際の正確さを確認したり、数人で

付箋を貼り、動かして思考を完成させていく方法も、成果を上げて

いる。

このようなすでに効果があった方法をchigyo-laboメンバーが

洗い出し、そこから、これから手をつけるべき手薄な領域が浮かび

上がってきた。

それが次の2点である。

5.1. 質問がつくれない、質問されたくない

質問が重要な役割を果たすことは、すでに認識され、研修プログ

ラムでも取り入れられてきた。また質問力に関する書籍も複数登場

している。

しかし、それにもかかわらず論理思考をすでに学んだものの不十

分なもの、これから学ぼうとする初学者にとっては、質問は、する

のも、聞かれるのも「できれば避けたい」という認識が強くあることが、

chigyo-laboメンバーから示された。

一方、論理思考を教えるchigyo-laboメンバーのような講師や、

思考力を使って仕事を行うコンサルタントは、あらゆる場面に際して

最も適切な問いを立てることを常に意識的に行っている。

両者の差を見ることで、質問を軸に論理思考力を高め、使いこなす

ことが可能になることが予想された。議論を深めた結果、立ち現れ

てきた違いは次の通りである。

ここでは便宜上、それぞれ、「初学者」「講師」と呼ぶ。

・初学者は質問をされることが恐い。できれば避けたい。講師は

質問をすることが好き、あるいは重要だと考えている。

・初学者は質問をつくれない。または何を問うている質問かがわか

りにくい質問をつくる。講師は質問のバリエーションがつくれる。

複数の候補から最適を選ぼうとする。

【論文】実社会における論理思考の構造と思考能力向上の方法の研究

Research on the structure of logical thinking in the real business environment and the method of improving thinking ability
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・初学者は質問に出合うと思考が止まる。講師は質問によって

思考を加速させ、ドライブさせようとする。

質問を活用することで従来の論理思考を指導するメソッドを超え

て新しく効果的なメソッドが生まれることが示唆された。この知見を

ベースに、「質問カード」のコンセプトが生まれ、開発が進められる

ことになる。

5.2. 概念を使った抽象思考が弱い

概念を扱う能力については、まず4.1.日本語の特徴と制約を議論

する中で発見された。日本語は単語が持つ意味が幅広く、非限定

的で、さまざまなる異義語との間で意味がオーバーラップしながら、

次々と類似の単語へと広がり、展開していく。

このような特徴の言葉を使いこなすために、日本人は複数の単語

を並べて、「とか」「など」といった言葉でまとめ、最大公約数的な

意味を伝える表現をとることで、意味の特定を定義なしに行うといっ

た工夫をしてきた。しかしこの方法では意味の特定は、発話者の

もとを離れ、受け手の理解力に依存してしまうために、発話者と受け

手の間で意味さえ共有できているかどうか、わからなくなってしまう。

結果、意味が伝わっているはずだという希望的観測が相互に広がっ

てしまう。

さらに、概念から概念に意味を展開していく演繹的思考になると、

日本人は苦手という以上に、どうやっていいかわからない状況になる。

実際、枠組や因果関係の指導ではおおいに成果を上げたビジネスス

クールでも、演繹的思考についての説明はそうとうにレベルが低い。

本来演繹的思考とは、スピノザの「エチカ」やカントの「純粋理性

批判」などに見られるように、無味乾燥な文章に見えるシンプルな

定義や定理をもとに、必然を繰り返して新しい知見に到る思考法で

ある。

概念を的確に捉えたり、演繹的な思考を行うことは日本語の特徴

からすると難しさは伴うものの、十分可能だ。事実、日本は哲学や

宗教の分野で抽象的な事象を理解し、新たな知見を生み出してきた

実績がある。論理思考の訓練の方法として最適な方法を開発するこ

とは、ビジネスのみならず、文化的な側面でも大きな意味があると

考えられるが、この点についてはchigyo-laboとしても今後の検討

課題として残されている状況である。

6. 論理性を高めるための「質問のリスト」の開発

6.1. 思考をドライブさせるための質問

5.1.で見た通り、論理思考力がより適切に出るようにするために

は質問が大きな意味を持つことが確認できた。

そこで、質問の意味合いを改めて「思考を最適化し、ドライブ（推し

進め、加速させる）させるためのツール」と位置付けたうえで、どの

ような質問がそれにあたるかを検討することにした。

「質問が思考をドライブさせる」とは、

第一に、4.で見たような、論理思考に含まれる全体的な構成要素

をすべて考えることを可能にすること。

第二にそれを正確・精緻にできるようにすること。

第三に、質問が思考をドライブするなら、質問をされることに

恐さやアレルギーがなくなり、むしろ質問してほしいと感じるように

なること。

第四に、自ら適切な質問を発することができるようになること。

の4点を意味していると定義した。

この議論の中で浮き彫りになってきたのは、日本のビジネス環境

の中で、質問がフラットな意味での問いかけではなく、相手を追及

するための詰問になっている場面が多いことだった。

たとえば、始業に遅刻してきた社員に対して「なぜ遅刻したの

か？」と問いかける場合、字義通り遅刻の理由を聞いているのでは

なく、「遅刻するほど重大な理由があるなら言ってみろ」というように、

叱責を意味している場合がしばしばある。このような場合、遅刻した

ものは、問いかけられている「なぜ遅刻したのか」の理由を答える

より先に「申し訳ありません」と謝ってしまう。

問「なぜ遅刻したのか？」

答「申し訳ありません」

このやりとりでは、「答」の内容は、質問に答えていない状況となっ

ていることに気づくが、こういったかみ合わない質問と回答が、日本

ではしばしば見られる。「質問が思考をドライブさせる」という状況を

つくるためには、質問を詰問と捉えるような、捉えさせるような、

暗黙の文脈についても解消し、フラットなコミュニケーション空間を

つくることが重要である。

6.2. 質問の数は少ないほどよいのか？

「思考をドライブさせるための質問」とは具体的にどのようなものか、

「汎用性が高い質問のリスト」をつくれれば、その質問に答えるだけで、

論理思考を実践することができると考えた。

そこで問題になったのが、「質問のリストは、短いほうがいいのか？ 

むしろ大量になってもいいのか？」という点である。

従来、論理思考を指導するメソッドとして行われていたのは質問の

リストを短く、最小限にすることだ。理由は、質問がたくさんある

と考えることが大変なことだと感じられ、諦めてしまうという点と、

いざ考えようとするときに長いリストを所持するように求めること

が困難だという事情があった。このような中で、筆者自身の著書も

「3つのステップで考える」（この場合、ステップとは質問の数と同義）

というように、問いのリストを最小限にするための本を書いてきた

経緯がある。

とはいえ、メソッドとして質問の数を減らすことはできても、本質的

に問いたい内容が少なくていいわけではない。実際にはひとつの質

問を使いながら、それを思考する人自身が考えながら展開して質問

のバリエーションをつくることを期待していることにほかならない。

とはいえ、もともと質問が苦手な初学者がバリエーションを考える

ことは困難だと考えられ、質問数を最小限にしようとすること自体が、

学びにくさや考えにくさに繋がっているのではないかという仮説の

もと、必要な質問をリストアップした場合、どのような質問のリスト

になるのかを検討することにした。

6.3. 質問を尽くすための方法論を考える

質問を尽くすために、まず最初に、メンバーがランダムに思考を

ドライブさせる問いを出した結果、35の質問が提出された。この方法

では適切な質問が尽くされたかどうか確信を持つことができないため、

初期に出た 35 の質問を概観し、特徴を確認するために考案した

方法が、タグ付けである。

実は、通常のロジカルシンキングの方法では、考えるために枠組を

つくる方法をとる。先に質問のカテゴリーを考え、それぞれのカテ

ゴリーの中に含まれる問いをリストアップする方法である。

この方法を採用しなかった意図は、質問を分類するためのカテゴ

リーはすでにある程度オーソドックスなものが存在しており、それに

収斂しそうだという意見が出たためだ。既存の枠組からでは、よく

使われる質問が予定調和的に出てくるにとどまり、効果的な質問を

発見するきっかけが失われる。
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そこで、初期の35の質問の特徴を捉えるために、タグを考える

ことにした。タグ付けとカテゴライズの違いは、カテゴライズは

基本的にMECE（モレなくダブリなく）な状態の分類を想定している

ために、特徴を捉える言葉（カテゴリー）がMECEなものであること

に制約を受けると考えたからだ。MECEであるカテゴリーの組み

合わせは、ひとつの事象について（この場合、質問全体）、ある程度

限定的な組み合わせしか存在することが難しいため、斬新な特徴

発見ができないのだ。

タグ付けはカテゴリーと違い、重複にもモレにも縛られない。ひと

つの質問に複数のタグ付けが可能なため（重複したカテゴライズ）、

どのような質問が質問をドライブさせるよい質問なのかについて

新たな発見がしやすいと考えた。

議論の結果出てきたタグは「広げる」「狭める」「方向付ける」「方向

付けない」「二択」など14になった。

その後、タグ付け（横軸）を検討して概念を整理し、「直球」「普遍性」

「スペシフィック」「提供者にとって」「受け手にとって」「時間軸」「感情

を含む」「広げる」「制約を外す」「ひっくり返す」という10のタグに

整理、拡充した。

それと同時に35用意した質問（縦軸）についても検討し、通常の

「問題解決（problem solving）」の手法でいったん整理可能と考え、

「課題設定」「事実確認」「事実間の関係（因果関係）」「ゴール設定

（あるべき姿）」「解決策」の5のカテゴリーとした。

原理的には縦軸が5（のちに議論の末、6に設定）、横軸が10の

マトリックスをベースに、網羅的な質問群がつくれることになる。

54のマトリックスに対して、それぞれ複数の質問があることも想定

すると、数百の質問を網羅的に考えることができる。

ここで、「マトリックスのすべてのセルに質問を必ず入れるべきか」

「ひとつのセルに複数の質問を入れるのはNGか」についての意見

が出され、前者については「空白のセルがあってもよい」、後者に

ついては「重複して問いが入ってもよい」という原則で進めることと

なった。理由は、ビジネスの実践において重要な問いを出すという

目的を優先するためには、形式的な論理性にこだわる必要はないと

いうことと、同じく、無理にすべてのセルを埋めても、最終的に使え

ないものと判断されるだろうという認識からだ。

6.4. 質問の考案・整理・完成

ここから先は、論理的な議論というよりは、実践し、そこからの

フィードバックを受けて改良するという質問のセットを完成させる

開発のプロセスになる。

マトリックスに基づき、セルに入る質問を議論し、初期の67の

質問を得た。これを質問のリストにして（α版）、実証のために、

3 ～ 20 名程度のビジネスパースンに集まってもらう「パイロット

研修会」を4回行い、そこで使った人からのフィードバックとファシリ

テーターとなったchigyo-laboメンバーからの観察を踏まえて質問

を改善し、重複感のあるものを削除して、質問を整理し、完成度を

上げた。

この結果、58の質問に整理され（β版）、質問のリストはいったん

完成とした。

7. 「思考のツール」としての完成度を上げる議論

質問のリストを仕上げるのと並行して、このリストを実際に論理思

考力を高めたい人たちによりうまく使ってもらうための仕上がりや

見え方とはどのようなものであるべきかの議論が進められた。

7.1. 詰問から問いかけへの転換

改めてこのリストが本来の目的にかなっているのか、確認の議論を

行った。目的は「質問が思考をドライブさせる」状況を使う人に理解

させ、実際に質問に答えることで考えが深まることにある（6.1.）。

改めてリストを見ると、質問の量が多いこともあって、問われる

ことで考えが進むという半面、問い詰められている（詰問）ような感覚

を与えるかもしれないという懸念がわいた。また数が多いために、

最初から最後まで一気に進めるのは無理があり、いくつかのパート

に分けるべきだという点で意見が一致した。また、実践的に使って

もらうためには、このカードを使うことで単に思考が加速させるだけ

にとどまらず、どのような仕事のときに役立ち、何が得られるのか

を示す必要があることに気づいた。

7.2. 「問題解決」から「課題解決」へ

質問のリストは、考えをドライブさせるためのものなので、本来

はどのような思考の局面でも有効である。しかし代表的な用途を

示して質問の有効性や意味を理解しやすくしておくことで、質問を

使う意味を認識できる。リストの開発途中で示されたカテゴリーは、

基本的に問題解決のための方法に近いことから、このリストも問題

解決のためのものとするのがよい。

そこで、改めて現実のビジネスパースンのニーズ、あるいは企業

が若手や中堅の社員につけさせたい思考力を考えたとき、「問題」

解決よりも「課題」解決という言葉がしばしば登場する。日本企業の

中で使われる「課題解決」とは何か？　ビジネススクールで教えられ

る「問題解決」とは何が違うのか？

問題解決は英語でproblem solvingであり、problemとはtroubleに

近い語である。現実に生じている不具合を直視してそれを正す行為

が問題解決と見なすことができる。ここで重要なことは、望ましく

ない状態を、本来の状態に戻すことが問題解決の中心的なテーマで

あるということだ。

一方、「課題解決」という言葉が使われる場面を考えると、課題は

必ずしも不具合や望ましくない状態であるわけではなく（それらを

含んでもよいだろう）、解決された状態は、復旧、原状回復という

ような、マイナスをゼロレベルに戻すことだけではない、より広い

意味である。課題とは、不具合でもよいし、不具合でなく、問題が

ないように見えても、改善の余地がある事柄を含んでいると分析で

きる。課題解決とは、トラブルを潰すことにとどまらず、大きな不具

合がない象限にも目を向け、よりよい状態に前進させることも含ん

でいる。日本企業が社員に見つけさせたい課題解決は、問題解決

より広い意味を持っていることが明確にされた。質問のリストは

まず課題解決に適用するのがよいと結論付けられた。

7.3. プロセスを6に分けて区切りをはっきりさせる

問題解決で従来使われてきた思考の手順がある。①問題の特定と

解決後のあるべき姿の確認、②問題の分析（事実の確認と、問題が

起きているメカニズム～因果関係の解明）、③解決策の立案（と実行）

である。

この3つのプロセスには、実践の際につまずきやすいポイントが

いくつかあった。

【論文】実社会における論理思考の構造と思考能力向上の方法の研究

Research on the structure of logical thinking in the real business environment and the method of improving thinking ability
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まず①問題の特定と解決後のあるべき姿の確認だが、このプロ

セスは「問題解決」では比較的容易だが、「課題解決」では決めること

が難しかった。まず問題と課題の違いから、問題（トラブル）は発見し

やすいが、課題は一見特に問題がない箇所から改善余地を発見しな

ければならないため、特定が難しかった。それに対応した解決後の

あるべき姿はさらに難易度に差がついた。「問題解決」では基本的に

は復旧できればいいが、課題解決では「解決の結果の理想像」を

どの程度理想に近づけるのが現実的かで、頭を悩ませることが多い。

極めて高度な状態を想定することもできれば、ごく小さな前進でも

よい。現実を踏まえた上で野心的な解決後のあるべき姿をどう描くか

が難しかった。質問を使えば、この問題は解決できる可能性が高い。

そこで、最初に課題設定をした上で、現状分析をしてから、改め

てゴール（あるべき姿）を設定するというプロセスを想定したところ、

現状を把握してからのほうが、現実に即した上で、高い目標も設

定しやすいという結論に達した。

実際の問題解決の指導がどのような形で行われているかを検討

した結果も同じ指導が行われており、最初にあるべき姿を考える

ものの、現状分析後に再検討して必要に応じて修正するように指導

されていることが多かった。この事実を踏まえて、課題解決のプロ

セスを次のように設定し、それぞれをSTAGEと名付けた。

STAGE1：課題の特定

STAGE2：現状の事実の確認・洗い出し

STAGE3：事実を因果関係でつなぐ

STAGE4：ゴール（あるべき姿）の設定

STAGE5：手を打つ箇所の特定

STAGE6：解決策の立案

7.4. キャラクター設定とカード化

質問のリストも、STAGEごとに変化をつけると飽きずに進められる

というアイディアが提出された。これによって、多数の質問があって

もSTAGEごとの区切りを明確にすれば、最後まで質問に勇気付け

られるように思考を続けることができる。

質問を順に読んでは答えていくことを想定した場合、質問はカード

に書かれていることがよいだろう。カードをめくるように参照した

とき、STAGEが切り替わったことをはっきり認識できるようにする

ために、STAGEごとにキャラクターを設定して、STAGE が切り

替わると質問者が代わるつくりにすると、リアルに問われているよう

に感じられ、かつ飽きずに進めることができる。

こうしてSTAGEごと（図1）に6人のキャラクターを設定し、それ

ぞれのキャラクターの個性を明確にすること、STAGEが切り替わる

ごとにキャラクターに合った口調で問うことで、使う人の思考

が新鮮な状態に切り替わり集中力が途切れることなく答えられる

ことを狙った（図2-1、図2-2）。

図 1：STAGE とキャラクター

図 2-1 質問カード

図 2-2 質問カード

8.「課題解決のための質問カード」の成果と評価

「質問カード」は、2019年4月に『56の質問カードで身につくプロ

の課題解決力』（かんき出版）として完成を見て、本稿執筆時点現在、

さまざまな企業や個人の論理思考力向上のツールとして利用が始まっ

ている。

食品メーカー、製薬メーカー、ビジネススクールなどで研修を実施し、

受講者の数は200名を超える。中心的な受講者は30代の中堅ビジ

ネスパースンで、企業でのステイタスは一般社員から主任クラスが

中心となる。課長以上のマネジャークラスの受講者も予想より多く、

自ら学び、部下に使わせるよう指導したいというニーズもある。

実際に研修で使った受講者たちに依頼したアンケートで書かれた

評価と、講師からの認識をまとめておく。

8.1. 「質問カード」使用者からの評価・感想

「考えるステップがはっきりしているので迷わず考えられる」（メー

カー企画職・30代）

「直接誰かから聞かれると答えにくい質問も、キャラクターに聞か

れると答えやすい」（メーカー営業職・20代）

「STAGEごとにまとめを書いていくので、あとで説明したり、プレ

ゼンテーションにしやすい」（メーカー営業職・20代）

「チームの課題設定と解決策に使いたい」（メーカー課長職・40代）

「部下からの報告をこの方法でやるようにすると、判断しやすい」

（メーカー課長職・40代）

「地域での問題を住民と考えるときに使えそう」（市役所課長職・

40代）

「STAGE3の因果関係図がうまくつくれなかった」（メーカー事務職・

20代）



32DHU JOURNAL Vol.06  2019 ｜

「ときどき、ギクッとする質問があり、考えが深まった」（メーカー

営業職・20代）

「論理的な思考に苦手意識が強いが、質問カードならレベルアップ

できると感じた」（メーカー企画職・30代）

8.2. 講師からの評価

現在、研修では1つのSTAGEを10分、6つのSTAGEすべて

を終えて解決策を出すまでに60分を標準と設定して指導している。

60分間は原則的に講師は介入せず、受講者が自力で質問に答え、

ワークシートに記入することで進めている。始めるまでのレクチャー

も使い方と進め方をレクチャーするのみで、課題解決の実例の紹介

などは行っておらず、受講者は各自が発見した課題に取り組む。

つまり、ほぼ自力で60分間、集中して質問に向き合うという時間

である。

通常の研修で、このような自習を行っても、アウトプットは自己流

になり、終わってから説明を求めても、論理的な説明ができる人は

限られる（感触としては1～2割程度）。この人たちは研修を受け

なくても一定の論理思考ができる人たちでもある。

全体として、「質問カード」を使うことで、

①論理的な思考に親しんでいない人でも一定の水準のアウトプット

ができるようになる

②短時間で、底上げができる

③考えを整理したワークシートがアウトプットとして仕上がるこ

とで、説明もしやすくなる

④受講者同士でアウトプットの共有をさせた場合、質問カードを

使わないときと比べて、話すべき点が明確になり、堂々巡り

しにくい

といった点がメリットとして観察されている。

9. 結論と今後の研究

論理思考（論理学ではなく）はコンサルティングの基本ツールとして

注目され、ビジネスにサイエンスを持ち込み、コミュニケーションの

質を上げるという点が注目されて、特に日本で学ぶべき基礎スキル

となってきた。

一方、海外の事情で言えば、論理思考は小学校～大学の教育の

プロセスの中で、おもに国語（母語）教育の一環として学ぶものと

位置付けられ、ビジネスのために特別なスキルとして教え学ぶと

いう位置付けではない。

日本では学校教育の中での論理思考の比重が低く、論理思考力が

充分身についていない状態でビジネス社会に入り、見よう見まねの

ような形で覚えながら、頼りない論理でビジネスを進めてきた経緯

がある。

このような経緯から、ビジネス領域における論理思考は、すでに

社会人になった人材に対してなるべく短時間で、多少なりとも論理

性が（いくぶんかでも）高い思考とコミュニケーションができるよう

になることをゴールにしてきた。

一方で学術的な研究の対象としてはほとんど注目されておらず、

ビジネスでの論理思考とは何か、効果的な習得の仕方とは何かに

ついて、整理された知見が少ない。本稿は、この課題に取り組んだ

数少ない例である。

とはいえ、研究はまだ多くのフロンティアを残しており、今後の研

究に委ねることは多い。重要度の高いものをいくつか挙げる。

・本稿で因果関係と呼んでひとくくりにしたものの中に、アリスト

テレス以来の論理学の伝統と数理学の要素の強い現代的な論理学

からの応用の部分と、それらでは説明できない独特の思考法が隠れて

いるが、この点については検討も不足しており、今後の研究が必要だ。

とはいえ、現実的なビジネス領域での因果関係では、これら論理学の

知見がほぼなくても現実的な分析を行うことが充分できているよう

に見える。興味深い研究対象ではあるが、進めるべきかを含めた検討

が必要である。

・5.2.でも指摘した概念に関する研究は、まだ端緒にもついてい

ないが、この分野を深めることは日本人の論理思考力の不足を補う

ための重要な知見が得られる可能性があると認識している。今後の

重点研究領域だと考える。

・「質問カード」は、一定の成果を上げたと考えているが、その

成果は、従来の方法と比べてどの程度のものなのかを、実証的に

説明できていない。何と比較するか、どのように検証するかも含め、

実証的な研究が必要だ。

・筆者が論理思考を教え、研究を始めて20年以上になる。初期に

教えた受講者たちの中には有力企業の幹部となり、部下を率いている

ものも多い。中には部下を論理的な仕事に導き、成果を上げている

ものも多くいるが、では日本企業の経営が20年前と比べて論理性

を増したかと言えば、yesの部分とnoの部分が混在しており、全体

として見れば、noの圧力にyesが押しつぶされて、経営の論理性は

上がっていないことを示す実例は多い。特に日本の伝統的な企業

群は、論理的に意味がある解はわかりつつも、情や経験を重視する

意思決定を行っていることは、多くの戦略コンサルタントが指摘する

ところだ。20年以上の歳月をかけながら、変われない日本の企業

社会に、論理思考を学んだビジネスパースンが増えることに意味が

あるのか、という研究は別途必要である。

以上の課題を踏まえながら、今後の研究を進めていく。

【論文】実社会における論理思考の構造と思考能力向上の方法の研究

Research on the structure of logical thinking in the real business environment and the method of improving thinking ability
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Research on the structure of logical thinking in the real business environment and 
the method of improving thinking ability

Paco Watanabe
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Historically, logical thinking has developed based on knowledge of philosophy, logic, and mathematics. On the other hand, 

logical thinking practiced in the business environment of modern society has evolved differently from traditional logic. This study 

starts with organizing the structure of logical thinking in the business environment and clarifies the core meaning of “question” 

that has emerged from there. In addition, he discussed the meaning of the development of a new logical thinking method and a 

mastered method "question card" based on "question" and "answer".
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1. 問題提起と本稿の目的

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や

第4次産業革命の進行によって大きく変化し、大学進学率が50％を

超えると同時に18歳人口が減少するユニバーサル化時代の到来に

よって、世界的な大学間競争が激化するとともに、国境を越えた学生

獲得競争が本格化している。かかる世界的な大学間競争時代に、

わが国の大学が生き残っていくためには、国内のみならず海外の学生

に対して各大学のプレゼンスをアピールするとともに、世界の学生を

対象とした学内の教育改革・改善を進めていくことが必要である。

こうした時代を見据えた教育内容・方法の革新として、近年わが

国では「大学は多様な教育の提供や学習環境の向上を図るため、

MOOCの戦略的な活用」（教育再生実行会議, 2015, 7-8頁）が推奨

されており、すでにわが国の先進的な大学は世界の優秀な学生に

対するアウトリーチ手法として、また、反転授業やブレンド型学習を

用いた学内の教育改革・改善手法として、MOOCをグローバルに

配信する試みを行っている。

上記の状況に鑑み、近年わが国の大学において、グローバル

MOOCを配信する意義が益々高まっている。それでは、グローバル

MOOCをどのように配信すればよいのだろうか。その点を解き明か

すために、本稿はグローバルMOOC配信のコスト・ベネフィットに

関する考察を行い、以下の3点を提示することを目的とする。

第1にグローバルMOOCに関する文献調査を行い、その結果から

グローバルMOOCを各大学が配信する場合に考えられる金銭面と

金銭外のベネフィット及び金銭外の課題や金銭面のコストに関する

新たなフレームワークを提案し、グローバルMOOCに取り組む大学

の参考に供することである。

第2にグローバルMOOCを配信することで成果を収めている大学

の実践事例研究を収集の上、前述のフレームワークにおけるベネ

フィットとコストを検討し、その結果からわが国の大学がグローバル

MOOC配信を検討する際に参考となる取組や重要な点を提示する

ことである。

第3にグローバルMOOCがもたらす高等教育への影響について、

前述のフレームワークのベネフィットの中から高等教育に関する

共通事項を抽出し、その抽出した視点に基づきグローバルMOOCが

切り拓く高等教育の将来像を推察し、未来を創造する高等教育機関

であるデジタルハリウッド大学が次世代高等教育において果たすべき

役割を提案することである。

なお、本稿は、筆者が個人として発表するものであり、所属機関を

代表して述べる見解ではなく、その内容は全て筆者個人の責任に

帰属することを予め断っておく。

2. グローバルMOOCの定義と先行研究のサーベイ

2.1. グローバルMOOCの定義

MOOCとは、Massive Open Online Courseの略であり、Massive

「受講者の規模が巨大である」、Open「誰でも自由に受講可能で

ある」、Online「インターネットにつながる環境であれば、どこからでも

受講可能である」、Course「大学レベルの開講科目がある」の各頭

文字をとった総称である。そのMOOCを世界配信するプロバイダー

と提携を結んで、各大学がグローバルにMOOCを配信することを

本稿では「グローバルMOOC」と呼ぶ。その主なプロバイダーが表1

の3者であり、わが国の大学もこれらと提携を結んでいる。

表 1：主なグローバル MOOC プロバイダー

◆ Coursera（2012年にスタンフォード大学の教授らが設立し
た教育ベンチャー企業）

□ 世界160以上の大学が約3,100のコースを公開

□ 3,700万人を超える受講者

□ 東京大学が参加

◆ edX（2012年にMITとハーバード大学が出資し共同設立）

□ 世界139大学が約2,200のコースを公開

□ 1,800万人を超える受講者

□ 東京大学、京都大学、北海道大学、大阪大学、早稲田大学、
東京工業大学が参加

◆ FutureLearn（英国オープンユニバーシティが所有する企業
［2012年設立］）

□ 世界約174の大学が約1,000のコースを公開

□ 約1,800万人の受講者

□ 慶應義塾大学が参加

出所）Shah and Pickard（2019）の数字を基に筆者作成

デジタルハリウッド大学 学務グループ

山口 豪   Go Yamaguchi

【論文】

本稿では、まずグローバルMOOCの定義と先行研究のレビューを行う。次に先行研究に基づき、グローバルMOOC配信のコスト・ベネフィット
分析に関する新たなフレームワークを提案する。さらに、そのフレームワークの観点に基づきグローバルMOOCを配信している大学の実践事例
を検討し、その結果から今後、わが国の大学がグローバルMOOC配信を検討する際に参考となる取組や重要な点を提示する。最後にグローバル
MOOCがもたらす高等教育への影響を考察し、その結果からグローバルMOOCが切り拓く高等教育の将来像を展望し、未来を創造する高等教育
機関であるデジタルハリウッド大学が次世代高等教育において果たすべき役割を提案する。

キーワード：グローバルMOOC、SPOC、ブレンド型学習、反転授業、高等教育のアンバンドリング

グローバルMOOC配信のコスト・ベネフィットに関する考察

Cost-Benefit Analysis for the Delivery of Global MOOC :
Roles to Be Played of Digital Hollywood University in the Next Generation of Higher Education

― 次世代高等教育を創造するデジタルハリウッド大学の果たすべき役割 ―
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2.2. 先行研究のサーベイ

わが国の大学のグローバルMOOCに関する主な先行研究を紙幅

の都合上、下記3点に絞ってレビューする。

第1は学習履歴データの分析を行った各大学の研究である。

東京大学の荒他（2014）は2つのコースの受講者の幅の広さから

多様性を考慮したコースデザインが必要であると指摘し、京都大学の

田口他（2017）は行動ログや質問紙の回答を分析し、グローバル

MOOC の質の向上に役立てるために講義制作チーム等にフィー

ドバックを行った内容を報告している。また、早稲田大学の石井他

（2017）は博士号取得者や日本に関心を持つ国のユーザーの修了率

が高い点を指摘し、慶応義塾大学の高信（2016, 2017）は受講者

属性、学習行動、コース評価等を分析し、オンラインコース開発

ガイドラインを作成している。

第2はビジネスモデルに関する研究である。北村（2015）は事例

等からビジネスモデルを構成する要素について抽出・整理を試

み、ビジネスモデルキャンバスの観点から分析を行い、グローバル

MOOCのビジネスモデル要素例を示している。また、北村他（2015）

は東京大学と北海道大学のグローバルMOOCのビジネスモデルを

比較し、両大学の特徴を明らかにしている※1。

第3はグローバルMOOCの実態把握調査である。京都大学（2014）

では、グローバルMOOCを配信している東京大学、京都大学、北海道

大学の情報を収集し、各大学におけるグローバルMOOCのコース

概要を明らかにしている。大学ICT推進協議会（2015）では、グロー

バルMOOCを配信している東京大学、京都大学、大阪大学、北海道

大学の実態を調査し、各大学のグローバルMOOC制作に関する方針、

設備、予算、学内体制、コンテンツ紹介、運用プラットフォーム、

受講状況、成績の評価方法、修了率、講座の運用体制、今後の課題

等を中心に紹介している。

これらの先行研究の中で、本稿で提示するような3つの具体的

提案は見受けられないことから、本稿は一定の独自性があり、また、

その内容は今後この分野での新たな研究の推進や展開に資すること

ができると考えられる。

3. コスト・ベネフィットの整理

3.1. ベネフィット（金銭外）

グローバルMOOC配信の際に想定される金銭外のベネフィットの

主要なものを文献調査に基づき整理すると、次の7点を挙げること

ができる※2。

（1）入学希望者へのプロモーション

入学前の学生が講義をグローバル MOOCで閲覧することで、

大学選びに影響を与えることができる。

（2）優秀な学生の確保（リクルーティングツール）

大学にとってグローバルMOOCは優秀な学生を見つける手段に

なり得る。

（3）自校のブランディング（プレゼンス・知名度向上）

国内外に各大学の教育力の高さを発信することによって、各大学の

国内外のプレゼンスや知名度の向上に寄与し得る。さらに、各大学

の魅力的な講義を配信することによって、受講生の満足度を高め、

各大学のブランディングの確立に貢献することも期待できる。

（4）学習履歴データによる大学教育の改善

大学はグローバルMOOCの開講で、数万人単位の学習履歴データ

を入手できる。そのデータを活用し講義や教材の評価・改善に利用

することで、学内の教育の質を高めることも可能になる。

（5）MOOC＋SPOCによる大学教育改革（ブレンド型学習）

グローバルMOOCを学内向けSmall Private Online Courses

（SPOC）として配信することで、反転授業やブレンド型学習を推進し

教育効果の増大を図り、学内の教育改革を行うことができる。

（6）先端的な学問知識の普及（国際貢献活動）

グローバルMOOCの配信によって、各大学は先端的な学問知識を

グローバルに普及させることができる。また、地理的、経済的な

理由等で大学に通うことができない人々への教育機会を提供する

ことができる。

（7）企業内教育への活用

グローバルMOOCを社内研修のような形で、企業内教育のため

に用いることも可能である。

3.2. ベネフィット（金銭面）

グローバルMOOC配信の際に想定される金銭面のベネフィットと

して主要なものを文献調査に基づき整理すると、次の7点を挙げる

ことができる※3。

（1）有償の認定証の発行料収入

1つの講座あたり数十～数百ドル程度の発行料であるが、受講者

が数千～数万人単位の規模となれば、それなりの収入が期待できる。

（2）特定の学問分野コース群からの収入

特定の学問領域をまとめて学ぶことのできるコース群に受講料

（数十～数百ドル）を課すことができる。

（3）オンライン学位プログラムの授業料収入

大学認定のオンライン学位プログラムを提供し、その授業料を

得ることができる。

（4）教材のライセンス販売

グローバルMOOCをカスタイマイズして教材を制作し、これを他

大学等にライセンス販売を行うことで収益を得ることができる。

（5）企業向け人材育成プログラム受講料収入

企業の求める専門スキル教育を行う有料の資格等が取得可能な

プログラムを提供することで、その受講料を得ることができる。

（6）企業への学生斡旋手数料

学習コースで優秀な成績を収めた学生を企業に斡旋することに

よる手数料収入を得ることができる。

（7）Coursera/edX等からの分配金

グローバルMOOCのプロバイダーはパートナーの大学との間で

収益分配の取り決めを行っており、大学にも利益配分がある。

3.3. 課題（金銭外）

グローバルMOOC配信の際に想定される金銭外の課題として、

主要なものを文献調査に基づき整理すると、次の5点を挙げること

ができる※4。

（1）学習者にとって魅力的な講座の提供

もし学習者にとって魅力に欠ける講座を提供すれば、その大学の

評価を下げるリスクがある。

（2）自主的な受講と低い修了率

グローバルMOOCは最後まで受講する義務がないため、途中で

離脱することが容易であり、受講者の修了率は1割程度である。

（3）英語教材制作の質の確保（正確な著作権処理）

英語で制作された動画教材の品質を保証する仕組みが必要であり、

特に正確な著作権処理を行う必要がある。
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（4）英語講義担当可能な教員の確保

英語での講義が出来る教員を確保する必要がある。また、第一線の

研究者ほど忙しく英語教材制作のための時間を確保することが難しい

という課題もある。

（5）言語の壁

英語だけで卒業できるコースを設置していない大学の場合、英語

での講義を配信して、世界の優秀な留学生を確保することから発生

すると予想される言語の壁の問題、すなわち、英語での講義と学内

の日本語授業の取組をどのように両立させことができるのかという

課題がある。

3.4. コスト（金銭面）

グローバルMOOC配信の際に想定される金銭面のコストとして、

主要なものを文献調査に基づき整理すると、次の8点を挙げること

ができる。

1 プラットフォーム（システム）維持費

2 講座運用費

3 教材制作費

4 収録スタジオ・機材費

5 講座運営スタッフ人件費（教員、職員、TA等）

6 教材設計・映像制作・著作権処理に携わるスタッフの人件費

7 著作権処理に関わる費用（人件費を除く）

8 翻訳費（複数言語の字幕制作費等）

このように、各大学がグローバルMOOCを配信する場合、グロー

バルMOOCの開講に必要な費用は講座を開く側の大学が負担する

必要がある。例えば、大学は、グローバルMOOCに関する開発費用、

人件費、著作権処理費、翻訳費等を負担する必要がある。

3.5. グローバルMOOC配信の検討フレームワーク

これまで述べた点を全てまとめて整理したのが表2である。わが

国の大学がグローバル MOOC 配信を検討する際には、こうした

ベネフィットやコストを総合的に分析する必要がある。このような

総合的視点に立ったフレームワークは先行研究の中には見受けられ

ないことから、表2のフレームワークはグローバルMOOCに取り組む

大学にとって活用・参照することができる内容であると考えられる。

4. コスト・ベネフィットの検討

4.1. ベネフィット（金銭外）の検討

ここでは3.で提示した7点のベネフィット（金銭外）について具体的

な事例を基に検討し、グローバルMOOC配信を検討する大学への

参考となる取組を提示する。

（1）入学希望者へのプロモーション

グローバルMOOCが学生の大学選びに影響を与えた事例として、

海外ではマサチューセッツ工科大学（以下、MIT）の入学者のうち

講義をグローバルMOOCで閲覧したことが大学選びに大きな影響

を与えたと答えた学生が27％を占めている事例が挙げられる（MIT, 

2011）。また、国内では東京大学の山内祐平や早稲田大学の柴山

知也が講義を配信した後、実際に受講生から大学院進学の問い合わ

せが来ている事例が挙げられる（金成, 2013, 180頁, 姉川他, 

2019, 153頁）。

さらに、グローバルMOOCを留学生獲得のために活用している

事例も見られる。その代表的事例のペンシルべニア大学では、米国

留学に関する情報提供を行う講座をCourseraで配信して海外からの

入学希望者増加につなげている（Tyson, 2014）。また、edXでは

High School Initiative、FutureLearnではGoing To Universityと

いう高校生対象の大学による1年次レベルの基礎科目の講座が開設

され、数十万人単位の受講者を獲得している。そして、国内でも東京

大学が2016年より日本留学希望者を対象とした講座を開講し、留学

生獲得というねらいを一定程度達成している（高濱・藤本, 2017）。

このようなグローバルMOOCを使った入学希望者へのPR方法は

各大学にとって参考になる取組であると考えられる。

（2）優秀な学生の確保（リクルーティングツール）

グローバルMOOCの開講で優秀な学生を確保した事例として、

edXのMITの講義で満点を取得したモンゴルの少年がMIT関係者

から強く受験を勧められ、MITに学費免除の形で進学したことが挙げ

られる。また、国内の事例として、京都大学はグローバルMOOC

講義期間中に、国外の受講生から成績優秀者6名をYouTubeでの

面接等により選抜の上、京都大学に1週間招待し、このうち意欲

等も考慮して選抜された成績優秀者1名が京都大学大学院の国費

外国人留学生として推薦されたことが挙げられる（大学ICT推進協

議会, 2015, 99頁）。

こうした積極的な方法は世界の優秀な学生を集めたい大学にとっ

て参考になる取組であると考えられる。

表2：グローバルMOOC配信を検討するためのフレームワーク

金銭外のベネフィットと課題 金銭面のベネフィットとコスト

ベネフィット

□ 入学希望者へのプロモーション

□ 優秀な学生の確保（リクルーティングツール）

□ 自校のブランディング（プレゼンス・知名度向上）

□ 学習履歴データによる大学教育の改善

□ MOOC+SPOCによる大学教育改革（ブレンド型学習）

□ 先端的な学問知識の普及（国際貢献活動）

□ 企業内教育への活用

□ 有償の認定証の発行料収入

□ 特定の学問分野コース群からの収入

□ オンライン学位プログラムの授業料収入

□ 教材のライセンス販売

□ 企業向け人材育成プログラム受講料収入

□ 企業への学生斡旋手数料

□ Coursera/edX等からの分配金

課題・コスト

□ 学習者にとって魅力的な講座の提供

□ 自主的な受講と低い修了率

□ 英語教材制作の質の確保（正確な著作権処理）

□ 英語講義担当可能な教員の確保

□ 言語の壁（英語でのグローバルMOOCと日本語授業との
接続性）

□ プラットフォーム（システム）維持費

□ 講座運用費　□ 教材制作費　□ 収録スタジオ・機材費

□ 講座運営スタッフ人件費（教員、職員、TA等）

□ 教材設計・映像制作・著作権処理に携わるスタッフの人件費

□ 著作権処理に関わる費用（人件費を除く）

□ 翻訳費（複数言語の字幕制作費等）

出所）文献調査より筆者作成
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（3）自校のブランディング（プレゼンス・知名度向上）

グローバルMOOCの開講で、プレゼンスや知名度を向上させた

2つの事例を挙げる。

まず早稲田大学では2つのグローバルMOOC講座の受講者アン

ケートを実施し、第一弾講座は849名の中の62％、第二弾講座は

610名の中の83％の学習者から「早稲田大学についてよく知って

いない」又は「早稲田大学について一度も聞いたことがなかった」

という回答が得られた。この結果はMOOCの広報効果を示唆して

いる（石井, 2018, 119頁）。

次に東京大学ではグローバルMOOCの開講で累計登録者数21

万人以上、修了者数1万人以上という海外の学習者へのコース提供

が可能になったことで、海外での認知度向上につながる一定の成果

を上げている（大学ICT推進協議会, 2015, 95頁）。

さらに、魅力的な講義を配信することで、受講者の共感を呼び、

その大学で学んでみたいと思わせ、自校のブランディングの確立に

貢献した2つの事例を挙げる。

まず早稲田大学の「Tsunamis and Storm Surges : Introduction 

to Coastal Disasters」の講座には123か国・地域から約2,600名

が登録し、その受講者から「災害発生時に何をすれば良いのかがわかり

大変ためになった」等という感想が多く寄せられた結果、受講者の

約半数は「早稲田大学で学びたい」となった。

次に慶應義塾大学の「Japanese Culture Through Rare Books」

の 講 座 に は141か 国と地 域 か ら8,666人 の 受 講 者 が 参 加し、

「FutureLearnで一番素敵なコースだった」「いつか同大学で学んで

みたい」等のコメントが寄せられている（高信, 2017, 39頁）。

このように、グローバルMOOCは各大学のプレゼンス・知名度

の向上やブランディング確立に貢献する可能性を持っているため、

そうした志向を持つ大学にとって、こうした取組は参考になると

考えられる。

（4）学習履歴データによる大学教育の改善

グローバルMOOCで得られた学習履歴データを活用し、大学教育

の改善につなげている事例は2.2.でレビューしたが、その中の代表

的事例として、京都大学ではedX加盟のグローバルMOOCで得ら

れたデータから、コースレポートの作成、行動ログや質問紙の集計・

可視化を行い、MOOCの質の向上に役立てるために講義制作チームや

コース提供者に向けたフィードバックを行うことで、提供回を重ねる

ごとにコースを改善したり、項目を理解しやすくしたり、かつ心理学的

な分析にも活用しやすい受講動機の質問項目を作成するなど一定の

成果を上げている（田口他, 2017）。

こうした取組は学習ログ解析を行い当該大学の教育改善を図る

ことを目指す大学にとって参考になると考えられる。

（5）MOOC＋SPOCによる大学教育改革（ブレンド型学習）

グローバルMOOCを反転授業として活用し、教育効果の増大を

図った事例として、カリフォルニア州立大学サンノゼ校がedX上の

MIT科目「エレクトロニクスと電気回路」を自大学の授業に2012年

秋から取り入れた事例を挙げることができる。この科目は従来から

同大学で最も嫌われている科目の1つで合格率も55％と低かった

が、この反転授業の導入で合格率は91％に高まった（McGuire, 

2013）。また、国内では、京都大学がグローバル MOOC の反転

授業を調査し、グローバルMOOCという新たな教材が利用可能

となったことで、従来の授業に比べて、授業者が意図した教授機能

を、授業内・授業外にわたり、より適切な順序で配置し、かつより

多くの教授機能を付加することが可能となったこと、学生が自分

のペースで知識獲得が可能となる環境が準備できたこと、よりインタ

ラクティブで臨機応変な授業展開が可能になったことを明らかにした

（田口他, 2018）。さらに、京都大学の上杉志成はグローバル

MOOC を用いた反転授業を実施し、学生から好反応を得たと分析

している（上杉, 2014）。

このようにグローバルMOOCは反転授業の推進による教育効果

の増大を図ることができる可能性を持っていることから、学内の

教育改善を進めたい大学にとって、こうした取組は参考になると

考えられる。

（6）先端的な学問知識の普及（国際貢献活動）

グローバルMOOCの配信によって、先端的な学問知識を普及させ

ている事例として、例えば、東京大学は従来の活動では実現でき

なかった形で、海外の学習者へ最先端の知を届ける方法を確立する

ことができている（大学ICT推進協議会, 2015, 93頁）。また、慶応

義塾大学も世界レベルの研究・教育を通じた「知」の資産を基に、

MOOCコンテンツを開発し、FutureLearnを通じて全世界に向けて

配信することができている。

こうした取組は、大学の先端的な学問知識をグローバルに伝える

ことを志向する大学にとって参考になると考えられる。

（7）企業内教育への活用

グローバルMOOCを企業内教育として活用している代表的事例と

して、米国Yahoo社は既存のCourseraのコースを社内の専門家

育成に用いている（重田, 2013, 16頁）。このように、グローバル

MOOCは企業でも活用できる可能性を持っているため、法人内や

企業内教育をグローバルMOOCを使って実施したい機関にとって、

こうした取組は参考になると考えられる。

4.2. ベネフィット（金銭面）の検討

ここでは3.で提示した7点のベネフィット（金銭面）について具体的

な事例を基に検討し、グローバルMOOC配信を検討する大学への

参考となる取組を提示する。

（1）有償の認定証の発行料収入

各グローバルMOOCプロバイダーは数十～数百ドル程度の個人

認証付き有料修了証発行料金を設定しているが、例えば、東京大

学はCourseraの3コースについて、試験的にその発行サービスを

提供開始し、一定の収入を得る仕組みが機能することを確認して

いる（大学ICT推進協議会, 2015, 96頁）。また、慶應義塾大学

はFutureLearnで2つの講座を開講し、その修了証が76枚と38

枚、受講生によって購入され一定の収入を得ている（高信, 2017, 

39-40頁）。

（2）特定の学問分野コース群からの収入

CourseraやedXは、提携大学による協力の下、特定の専門分野

のコースをグループ化した「Specialization」や「Xseries」と呼ば

れる専門資格コース群を提供し、数十～数百ドルの受講料を課す

ことができている。

（3）オンライン学位プログラムの授業料収入

Courseraは2015年5月にイリノイ大学と提携し、edXは2017年

8月にジョージア工科大学と提携し、オンライン修士プログラムを

提供し、2018年1月時点で、前者は約800人、後者は約650人

という多数の登録者を集め、その授業料（前者は22,000ドル以下、

後者は10,000ドル以下）を得ている（中沢, 2018, 12頁）。また、

そのプログラムは通常の学位プログラムと比較して安価である。

（4）教材のライセンス販売

CourseraゃUdacity等のMOOCプロバイダーは大学と提携して

カスタマイズ教材を反転授業用の教材として他大学に販売して収益

を上げている（重田, 2013, 15頁）。
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（5）企業向け人材育成プログラム受講料収入

Courseraは、提携大学や企業と連携して、2016年に、企業の求め

る専門スキル教育を行う「Coursera for Business」（無制限コース

400ドル／ユーザー／年）を開始し、その利用企業は2016年の

30社から2017年には500社以上に増加傾向にあり、その受講料

を得ることができている。また、edXも提携大学や産業のリーダー

と連携して、プロフェッショナルプログラムと呼ばれる企業にも認知

された資格等の取得が可能な有料のプログラムを提供し、その受講料

（数十～数百ドル）を得ている。

（6）企業への学生斡旋手数料

グローバルMOOCプロバイダーと大学・企業が共に専門職人材を

育成し、優秀な受講者を企業へ斡旋する取組もある。Udacityは

GoogleやAT&T等と協同して、またCourseraはCiscoと協同して

若手 IT 人材をグローバル MOOCで育成する取組を行っている。

これらの営利事業によって得た収入は契約により、グローバル

MOOC プロバイダーとパートナー大学・機関の間で分配される

（京都大学, 2014, 281～282頁）。

（7）Coursera/edX等からの分配金

CourseraやedXはパートナー間で収益分配の取り決めを行って

おり、その取り決めは、例えばコースが維持されている期間に応じて

なされ、大学はHPにグローバルMOOCのプラットフォームを使用

する権利を得ることができる（Baturay, 2015, 432頁）。

（8）小括

グローバルMOOCで金銭面のベネフィットを得る方法としては、

まず（1）や（2）のようなグローバル MOOC の講座や特定の学問

分野コース群への課金の仕組みを構築することが参考になると考え

られる取組として挙げられる。次にわが国の大学ではまだ実施され

ていないが、将来的にはグローバルMOOCによる（3）のオンライン

学位プログラムの授業料収入や、（5）や（6）のような海外企業とわが

国の大学が連携して専門職人材を育成し、そのための教育プログラム

の受講料収入や企業への学生斡旋手数料等を大学が得ていく取組も

参考になると考えられる。さらに、（4）のような教材のライセンス

販売の収益や、（7）のようなグローバルMOOCのプロバイダーから

の分配金を得ていく取組も参考になると考えられる。

4.3. 課題（金銭外）の検討

ここでは 3.で提示した 5 点の課題（金銭外）について具体的に

検討し、グローバルMOOC配信を検討する大学にとって参考となる

取組や重要な点を提示する。

（1）学習者にとって魅力的な講座の提供

学習者にとって魅力的な講座を提供する上で、慶應義塾大学に

よるFutureLearnのオンラインコース開発ガイドラインを示した高信

（2016）が体系的である。実際にこのガイドラインに沿って開講さ

れた「Japnese Culture Through Rare Books」の講座では76％

の学習者がExcellentと回答し、「An Introduction to Japanese 

Subcultures」の講座では91％の学習者がExcellent又はGoodと

回答している（高信, 2017, 39-40頁）。こうしたガイドラインは、

学習者にとっての魅力的な講座作りを行う上で、参考になる取組で

あると考えられる。

（2）自主的な受講と低い修了率

グローバルMOOCの低い修了率（例えば、早稲田大学の2つ

のコースの修了率は9.4％と7.5％である（姉川他, 2019, 150-

151頁））については、荒他（2014）が指摘するように、MOOCの

総登録者数は一般的な大学の対面授業と比較して非常に大きい

ため、総登録者に対する修了者の割合で、一般的な大学の対面授業

とMOOCを比較して教育効果を論じるのは適当ではない。MOOC

の教育効果を測る場合には、受講者が学習目標をどの程度達成でき

たかを測定する「学習効果」と、コンテンツやプラットフォームを

要因とする離脱者がどれだけいたのかという「離脱効果」を分けて評価

することが重要である。

（3）英語教材制作の質の確保（正確な著作権処理）

正確な著作権処理について、東京大学や北海道大学では、担当

職員と教員が協力し処理を進め、教材の中に第三者の著作物を利用

するにあたっては、著作権者に問い合わせ、権利処理手続きや使用

料設定等の著作権処理を行っており、参考になる取組であると考えら

れる（藤本, 2015, 大学ICT推進協議会, 2015, 107頁）。ただし、

このような処理は多くの負担を伴う作業であるため、その負担を

前提に著作権処理の業務体制を構築することが重要である。なお、

そうした人的資源や時間に制約がある大学は一部の作業を外注する

ことも選択肢の1つとしてあり得ると考えられる。

（4）英語講義担当可能な教員の確保

英語講義担当可能な教員の確保という点について、例えば、大阪

大学の場合、英語による講義はハードルが高く、講座担当部局との

交渉や講座担当教員との打ち合せを順次実施する等、担当教員の

確保に時間を要している。（大学ICT推進協議会, 2015, 103頁）。

このことからもわかるように、そうした教員を各部署と交渉の上、

確保していく必要があり、また、そうした教員の数が少ない場合は、

各大学の象徴的な講義を英語で行うことができる教員をまず確保する

ことが重要であると考えられる。

（5）言語の壁

英語だけで卒業できるコースを設置していない大学の場合、当該

大学では英語レクチャーはないことを伝えつつ、将来的には英語だけ

で卒業できるコースを設置することや、学内の資料を日英の併記で

制作する又は日英の 2 つのコースを併走させるなどの措置を検討

していくことが重要であると考えられる。

4.4. コスト（金銭面）の検討

ここでは3.で提示したコスト（金銭面）について具体的に検討し、

グローバルMOOC配信を検討する大学にとって参考となる取組や

重要な点を提示する。

グローバルMOOCの制作費用を公表している大学は見受けられ

ないため、グローバルMOOCに限定した調査ではなく、JMOOC

の国内向け配信も含めた2015年の調査によれば、わが国の大学

のMOOCのコンテンツ制作費用については、50万円以内が4校、

100万円以内が7校、300万円以内が8校となっている。その一方、

1,000万円を超える費用を投入している大学も2校ある。この設問

では人件費について特に指示していないため、非常勤やパート等の

人件費は計上していても、常勤職員の人件費を含んでいない可能性

が高い。従って、制作費用は人件費を含むか否かで金額が大きく

変わる（大学ICT推進協議会, 2015, 20-21頁）。

このようにグローバルMOOC講座作りのための大学側の負荷は

大きく、東京大学においても独立採算でのコース開発・運営費用を

まかなう目途は立っていない（大学ICT推進協議会, 2015, 96頁）。

これらのことは、今後グローバルMOOC配信を検討する大学は

その制作費用や人件費のための予算確保、技術的な方法等での教材

制作のコスト削減、外部資金の獲得やファンドレイジング等に向けた

体制整備を図ることが重要であることを示唆していると考えられる。
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その他には、大阪大学で実施しているように、投資したコストの

回収が見込める内容の講座を検討の上、全学部の学生が受講できる

内容の教材を作成し、これをSPOCや反転授業の教材として活用で

きれば、教材作成の投資を学内教育コストの削減と教育の質向上と

して回収可能であるため、そうした方法も参考になる取組であると

考えられる（大学ICT推進協議会, 2015, 102頁）。

5. グローバルMOOCが切り拓く高等教育の将来像

5.1. グローバルMOOC発展の促進要因

未来を創造する高等教育機関であるデジタルハリウッド大学（以下、

本学）の次世代高等教育における果たすべき役割を検討するため

には、高等教育の世界的潮流を見極め、高等教育の将来像を確実

に展望する必要がある。

その将来像を展望するにあたって、図1の通り、2018年時点

で、グローバルMOOCの受講者数は1億1000万人に達し、また、

900校以上の大学が1つ以上のグローバルMOOCのコースを提供し、

さらに、世界のグローバル MOOCコース数は 11,400 に上って

いるなど、グローバルMOOCは近年大きく発展しており、高等教育

の将来に大きな影響を与える力を持っていることが推察される。

図 1：グローバル MOOC の推移

出所）Shah（2018）に基づき筆者作成

そして、その具体的な影響力を考察する視点を導出するために、

表2のフレームワークの中でグローバルMOOCの発展を促進させ

ている要因として重要と考えられる金銭面と金銭外のベネフィット

から高等教育に関する共通事項を抽出する。

その共通事項を抽出したのが表 3であり、例えば、ベネフィット

（金銭外）の（1）入学希望者へのプロモーション、（2）優秀な学生

の確保（リクルーティングツール）、（3）自校のブランディング（プレ

ゼンス・知名度向上）は、これらを包含する共通の視点として「入試・

広報の視点」に整理できると考えられる。同様な考え方から、表3の

各ベネフィットの共通事項を抽出すると、「単位・学位の視点」、「授業

内容・方法の視点」、「大学と企業の接続の視点」にそれぞれ整理

できると考えられる。

これらの視点に立脚し、グローバルMOOCがもたらす高等教育

への影響を文献調査に基づき整理し、グローバルMOOCが切り拓く

高等教育の将来像を展望する。

表 3：グローバル MOOC のベネフィットの共通事項

ベネフィット（金銭面・金銭外） 共通事項

＜ベネフィット（金銭面）＞
（1）有償の認定証の発行料収入

（2）特定の学問分野コース群からの収入

（3）オンライン学位プログラムの授業料収入

単位・学位
の視点

＜ベネフィット（金銭外）＞
（1）入学希望者へのプロモーション

（2）優秀な学生の確保（リクルーティングツール）

（3）自校のブランディング（プレゼンス・知名度向上）

入試・広報
の視点

＜ベネフィット（金銭外）＞
（4）学習履歴データによる大学教育の改善

（5）MOOC＋SPOCによる大学教育改革（ブレンド型学習）

授業内容・
方法の視点

＜ベネフィット（金銭面）＞
（5）企業向け人材育成プログラム受講料収入

（6）企業への学生斡旋手数料

大学と企業との
接続の視点

出所）表2のフレームワークより筆者作成

5.2. 単位・学位・入試・広報の視点

（1）正規科目認定と単位互換制度

単位への影響として、グローバルMOOCの正規科目認定や単位

互換制度が挙げられる。

前者について、例えばアリゾナ州立大学はedXと連携し、Global 

Freshman Academy（以下、GFA）という同大学の1年次に必要な

単位をグローバルMOOCで全て取得できる制度を2016年にスタート

させ、FutureLearnも正規の単位を取得することができるコースを

リーズ大学（最大10単位）とオープンユニバーシティ（最大30単位）

から提供している。

後者について、例えばデルフト工科大学は、2016年に、オースト

ラリアやスイスの大学とのグローバルMOOCでの単位互換制度を

公表している。また、GFAを通じて取得した単位はアリゾナ州立大学

と単位互換協定を結んでいる他大学に編入学した場合や、他大学

から同大学へ正規留学生として短期留学した場合に、単位互換を

行うこともできる。さらに、Courseraの個人認証付修了証を、米国の

大学単位推薦サービスが発行するACE Creditに置き換えることで

全米約2,000の大学の単位を取得できる。

（2）オンライン学位プログラムの開設

学位への影響としては、グローバルMOOCでのオンライン学位プ

ログラム開設を挙げることができる。その事例として、Courseraと

edXでの開設は前述した通りだが、Udacityも2014年1月にジョー

ジア工科大学と提携の上、オンライン修士プログラムを提供し、

2018年1月時点で、計6,000人の受講者を集めている（中沢, 

2018, 12頁）。また、2017年よりディーキン大学がFutureLearn

のみで、修士号を取得できる大学院プログラムを提供している。

その他、2016年にMITはedXと連携し、既存の修士プログラム

の約半分の単位取得をグローバルMOOC受講に置き換え、Micro 

Mastersという新しい学位を授与する制度を開始している。また、

現在edXと連携して、世界のトップクラスの24の大学院から約50

のMicroMastersが提供されている（飯吉, 2018, 28頁）。

（3）ナノ学位の開設

グローバルMOOCは独自の学位も生み出している。例えば、

Udacityは、特定の職種に必要な知識と技能を習得したことを認定

しUdacityが授与する独自の「ナノ学位（Nanodegree）」と呼ばれる

有料の資格プログラムを20以上開講している。そして、2017年

【論文】グローバルMOOC配信のコスト・ベネフィットに関する考察  ― 次世代高等教育を創造するデジタルハリウッド大学の果たすべき役割 ―

Cost-Benefit Analysis for the Delivery of Global MOOC : Roles to Be Played of Digital Hollywood University in the Next Generation of Higher Education
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のその受講者数は前年比4倍となる5万3,000人に上り、ナノ学

位の取得者は、関連企業の就職や昇進に有利となり、これまでに、

約2万人がUdacityからナノ学位を授与されている（飯吉, 2018, 

28-29頁）。

（4）入学選抜システム

グローバルMOOCを世界の優秀人材を集める入学選抜システム

として活用している事例もある。例えば、MIT が edXと連携して

開講した前述のMicroMasters 課程では、そこで好成績を修めた

学生はMITの修士プログラムへの編入学が認められるため、2017年

6月に622人が編入学選抜への応募が許可され、最終的には40名

が入学を許可されている（飯吉, 2018, 28頁）。

（5）高等教育のアンバンドリング

このように、グローバルMOOCは大学の発行する学位や単位を

「相対化」し得る影響力を持っている。また、前述の通り、グロー

バルMOOCを活用した編入学制度の構築も進んでいることから、

グローバルMOOCの台頭によって、これまで大学キャンパスと一体

不可分であった大学講義がキャンパスから切り離され（アンバンド

リング）、学習者が自身のニーズに応じて教育課程を編成できるよう

になる「高等教育のアンバンドリング」現象（船守, 2015, 260頁）

が今後進むことが予想される。

5.3. 授業内容・方法の視点

授業内容・方法へのグローバルMOOCの影響として、例えばカリ

フォルニア大学バークレー校、MITを始め、世界中の20以上の大学

でedXのグローバルMOOCを利用したブレンド型学習が試みられ

ていることが挙げられる（京都大学, 2014, 287頁）。

また、グローバルMOOCはオンライン上の開かれた学習環境と

してだけでなく、教育機関が自校の教育に用いる教材を開発共有

するプラットフォームとして定着する可能性も有している。例えば、

グローバルMOOCを大学間で制作共有し、対面授業に用いる取り

組みもある。スタンフォード大学の運営するグローバルMOOCプラッ

トフォームStanford Online,では、ブリティッシュコロンビア大学等

との間でグローバルMOOCコンテンツを持ち寄り、各校の正規授業

で用いている（Stanford Online, 2014）。

さらに、わが国においても北海道内の国立大学7校の間で、オー

プン教材を開発しOpen edX をベースとしたプラットフォームで

グローバルMOOCコンテンツを共有し、反転授業やアクティブラー

ニング向けの教材として用いながら、双方向遠隔授業システムを

介して遠隔教育を行っている（重田他, 2015）。

これらのことから、今後オンライン学習と対面学習を組みわせた

ブレンド型学習に移行する「高等教育のブレンディッド化」が進むこと

が予想される。

加えて、2.2.においてグローバルMOOCで得られた学習履歴

データを活用して授業内容・方法の改善につなげている事例を

レビューしたように、今後、グローバルMOOCの学習履歴データ

を解析することで、新たな教育手法を開発し導入する動きが加速化

することも推察される。

5.4. 大学と企業との接続の視点

グローバルMOOCの台頭による大学と企業との接続に関する影響

として、例えば、5.2.で見たように、大学から一度ドロップアウトした

学生でも、グローバルMOOCの認定証を取り編入学することや大学

の単位を補完することができたり、企業に勤める社会人は、「ナノ

学位の開設」で述べたように、グローバルMOOCを学ぶことで新しい

専門性を身につけ、転職を成功させることも可能になるなど、グロー

バル MOOC は、誰でもいつでも自由に学べる「リカレント教育・

生涯学習」を促進する力を持つことが推察される。

また、前述のナノ学位に加えて、Coursera for Businessのコースの

修了者に関する情報は、多数の企業に共有され、雇用につながる可

能性がある事例も見受けられることから、今後グローバルMOOCの

認定証を企業が評価するようになることが予想され、その認定証が

単位や学位と同じような能力を示す資格になり、雇用や採用のあり

方が劇的に変わる可能性も大いにあり得ると考えられる。さらに、

その認定証が就職活動の際に使われたり、優秀な学生と企業を結び

付ける人材紹介に活用されたりする可能性も推測される。

5.5. 高等教育市場の破壊的イノベーション

これまで5.で述べてきたことをまとめたのが図2である。グロー

バルMOOCは、①「高等教育のアンバンドリング」など、従来の大学

の存在価値を揺るがす可能性を持つ、②「高等教育のブレンディッド

化」など、従来の授業内容・方法の形を変える可能性がある、③「リ

カレント教育・生涯学習の促進」など、従来の就職・転職のあり方

を劇的に変える可能性を持つことから、高等教育市場をデジタル空

間に移行させる破壊的イノベーションの作用を及ぼす力を持つもの

であると考えられる。

図 2：グローバル MOOC がもたらす高等教育への影響

グローバルMOOCの高等教育市場への影響力

高等教育市場におけるオンライン化の促進

高等教育市場をデジタル空間に移行させる破壊的イノベーション

高等教育の
ブレンディッド化

高等教育の
アンバンドリング

リカレント教育・
生涯学習の促進

授業内容・方法の
変化

単位・学位・入試・広報
の変化

就職・転職の
あり方の変化

出所）文献調査より筆者作成

6. デジタルハリウッド大学の果たすべき役割（提言）

ここでは、5.で考察した3つの視点から高等教育の世界的潮流を

見極め、本学の次世代高等教育における果たすべき役割を提案する。

6.1 高等教育機関のあり方を変える

これまでの高等教育市場は大学組織・国家・言語圏の枠によって

市場が守られている側面があったが、グローバルMOOCの台頭に

よって、「高等教育のアンバンドリング」現象が進みつつある。そう

した世界的潮流を見極め、本学は単位を認定でき学位を授与できる

グローバルレベルの MOOC 教育を制度的に確立し、その知見を

高等教育市場に普及させていくことで、わが国の高等教育機関のあり

方を変える「グローバルな社会貢献活動の役割」を担うべきである。

特にグローバルMOOCプロバイダーと提携を結び、本学において、

グローバルMOOCでの正規科目認定・単位互換・編入学・入学選抜

制度を構築するとともに、オンライン学位プログラムをグローバル

に提供することを検討していくべきである。
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6.2 授業内容・方法のあり方を変える

世界の「高等教育のブレンディット化」の潮流を受け止め、本学は

グローバルMOOCを活用した新たな教育手法を開発し、その成果

を高等教育市場に還元していくことで、わが国の授業内容・方法の

あり方を変える「グローバルなレベルでの授業の質向上を促進する

役割」を担うべきである。

特にグローバルMOOCを積極的に作り、世界の学習者や世界の

大学に提供し、その学習履歴データを解析することで、21世紀の

学びの理想形に相応しい教育改善の方法を確立し、個々の学生の

学習の改善（個別最適化学習）、教員の教授能力の向上、及び教材

の改良を科学的かつ戦略的に行うべきである。

6.3 就職・転職のあり方を変える

世界では、有名大学の学位を取得せずとも、有名大学が提供する

各分野の質の高い講座を優秀な成績で修了したということが就職の

際に評価される可能性が生まれている。こうした世界的潮流を新たな

機会と捉え、本学は株式会社立大学の特性を活かして、グローバル

MOOCプロバイダーや世界の関連企業と連携してデジタルコンテンツ

分野の専門職人材を育成する教育プログラムを開発し、独自の学位や

資格認定証を発行することで、就職・転職のあり方を変え、誰でも

いつでも時間的・空間的制約を超えて自由に自分らしく学べる「グロー

バルなリカレント教育・生涯学習を推進する役割」を担うべきである。

特にUdacityのナノ学位、CourseraやedXによる特定の学問分野

コース群及び企業向け人材育成プログラムの事例を参考に、海外で

人気を博している「VR開発者」「人工知能」「プログラミング」等の

学位又は資格証明プログラムをグローバルMOOCプロバイダーや

海外の関連企業と提携を結びグローバルかつ戦略的に提供していく

ことを検討すべきである。

6.4 次世代高等教育を創造する本学の果たすべき役割

デジタル空間に高等教育市場が移行しつつある中で、デジタル

コミュニケーションの本質を理解した人材を育成することを主眼に

置き、未来を創造する高等教育機関である本学は、デジタル化時代の

高等教育市場におけるよりよい学びの普及を促進する責務がある。

その責務に応えていく上で、グローバルMOOCは本稿で述べたように

大きな可能性を持っていると共に、株式会社立大学である本学の

教育研究活動と極めて親和性の高いものである。従って、今後本学

はグローバルMOOCを戦略的に活用して、わが国の高等教育の創造

的破壊を促進し、よりイノベ―ティブな次世代の高等教育を再創造し

ていく次世代大学の模範的先駆けになるべきであると考える。これ

らの点をまとめて示したのが図3である。

図 3：次世代高等教育を創造する本学の果たすべき役割

デジタルハリウッド大学の果たすべき役割
次世代大学の模範的先駆け

高等教育市場のデジタル空間への移行

わが国における高等教育の創造的破壊の促進

授業内容・方法の
あり方を変える

高等教育機関の
あり方を変える

就職・転職の
あり方を変える

グローバルレベルでの
授業の質向上の促進

グローバルな
社会貢献活動の展開

グローバルなリカレント
教育・生涯学習の推進

よりイノベ―ティブな次世代の高等教育の再創造
デジタル化時代の高等教育市場におけるよりよい学びの普及を促進する責務

出所）筆者作成

7. まとめ

本稿では、まずグローバルMOOCのコスト・ベネフィットを整理し、

グローバルMOOCに取り組む大学の参考に供すべく、グローバル

MOOC配信を検討するための新たなフレームワークを提示した。

次にそのコスト・ベネフィットについて具体的な事例を基に検討し、

わが国の大学がグローバルMOOC配信を検討する際に参考となる

取組や重要な論点を提示した。

さらに、グローバルMOOCがもたらす高等教育への影響について、

①単位・学位・入試・広報の視点、②授業内容・方法の視点、

③大学と企業との接続の視点から整理し、グローバル MOOC は

高等教育市場をデジタル空間に移行させる破壊的イノベーションの

作用を及ぼす力を持つものであると考えられることを主張した。

最後に、未来を創造する高等教育機関である本学は、そうした

力を持つグローバルMOOCを戦略的に活用して、①高等教育機関

のあり方を変える「グローバルな社会貢献活動の役割」、②授業内容・

方法のあり方を変える「グローバルなレベルでの授業の質向上を促進

する役割」、③就職・転職のあり方を変える「グローバルなリカレント

教育・生涯学習を推進する役割」を今後果たしていくべきであると

いう提言を行った。

こうしてまとめた本稿の内容が、本学を含むわが国の大学でグロー

バルMOOC配信を検討するための一助となり、また、そうした取組

を今後推進する1つの契機となれば幸いである。

【論文】グローバルMOOC配信のコスト・ベネフィットに関する考察  ― 次世代高等教育を創造するデジタルハリウッド大学の果たすべき役割 ―

Cost-Benefit Analysis for the Delivery of Global MOOC : Roles to Be Played of Digital Hollywood University in the Next Generation of Higher Education
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【注】

※1

ビジネスモデルキャンバスは、2010年にオスターワルダーらが提唱した

ビジネスモデルを表現するための枠組みであり、事業戦略の検討、コン

サルティングなどで用いられている（北村他, 2015, 87頁）。

※2

グローバルMOOCに関する文献調査の結果、金銭外のベネフィットは、

大きく分けて、募集、リクルーティング、ブランディングの観点による（1）

（2）（3）、大学教育改革・改善の観点による（4）（5）、国際貢献の観点

による（6）、企業内教育の観点による（7）に整理することができるため、

この7点を取り上げた。

※3

グローバルMOOCを配信している大学がどのような金銭面のベネフィット

を得ているかという点について文献調査を実施したところ、大きく分けて、

この7点の金銭面のメリットを挙げることができるため、本稿ではこの

7点での整理の視点を取り上げた。

※4

グローバルMOOCに関する文献調査の結果、金銭外の課題は、大きく

分けて、学習者、受講者の観点による（1）（2）、英語配信の観点による（3）（4）、

学内の日本語教育との接続の観点による（5）に整理することができるため、

この5点を取り上げた。
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Cost-Benefit Analysis for the Delivery of Global MOOC :
Roles to Be Played of Digital Hollywood University in the Next Generation of Higher Education

Go Yamaguchi

(Undergraduate Academic Affairs, Digital Hollywood University)

This paper is organized as follows. First, the definition of Global MOOC (Massive Open Online Course) is provided, and previous 

research related to the relevant fields is surveyed in this paper.

Second, based on the previous research, this paper suggests new framework of cost-benefit analysis for carrying out Global 

MOOC delivery at Japanese Universities. 

Furthermore, after verifying practical cases related to the delivery of Global MOOC from the point of the framework, reference 

initiatives and important points to provide Global MOOC at Japanese universities are proposed in this paper.

Finally, through considering the impact of Global MOOC on higher education, this paper analysis how Global MOOC open up 

new horizons in higher education and proposes roles to be played of Digital Hollywood University which creates the future in the 

next generation of higher education.
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原則的に、処方せんがないと薬局にある「医療用医薬品」の販売はできないとされているが、一定の場合において、薬剤師が「処方せん医薬品以外
の医療用医薬品」を販売することが認められている。この販売形態は「零売」（れいばい）と呼ばれており、全国で十数軒ほどの薬局で実践されている。
しかし、全国でも実践薬局が少ない零売がもたらす効果については、十分に検証されていないのが現状である。今回、薬局お茶の水ファーマシーが
実施した零売を検証した結果、医療費削減効果が認められた。また、零売対応時には医療情報の非対称性を緩和するために、デジタルコミュニケー
ションの手段としてSNSを用いた情報提供も行った。これを機に、医療における零売とデジタルコミュニケーションの可能性を考察したい。

キーワード：医療、零売、SNS、医療費削減、セルフメディケーション

1. 背景

1.1. 処方せん医薬品以外の医療用医薬品の取り扱い

医薬品は医療機関で扱う「医療用医薬品」とドラッグストアで購入

できるような「一般用医薬品」に大きく分けられる。「医療用医薬品」

はさらに、交付するには処方せんが必要な「処方せん医薬品」と「処方

せん医薬品以外の医療用医薬品」に分けられる。平成17年3月30日

に厚生労働省より発令された「処方せん医薬品等の取り扱いについて」

において、「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」は原則として処方

せんをもとに交付するが、「一般用医薬品」の販売による対応を考慮

したにもかかわらず、やむを得ず販売せざるを得ない場合などに

おいては、必要な受診勧奨を行った上で、薬剤師が患者に対面販売

できるとされている（厚生労働省, 2005）。この販売形態は「零売」

（れいばい）と呼ばれており、ごく僅かな薬局で実践されている。

図 1：医薬品の分類と取扱医療従事者

薬剤師が風邪や花粉症といった症状の初期対応を対面で行える

こと、薬局だけで完結することから、医療費や待ち時間の削減に効果

があると考えられるが、零売の集計結果はされておらず、その効果に

ついて未だ検証した報告はない。類似研究として、風邪における

医療サービスと市販薬の代替性に関する研究がある。井伊らの指摘

によると、薬局における薬剤師の情報提供、あるいは教育によって

患者の薬に関する知識が増加した場合、医療機関を受診する人が減り、

その効果として約430～600億円の医療費削減につながるとして

いる（井伊雅子ら, 1999）。一般用医薬品との比較をしたケース

はあくまでも想定質問ベースによることが多く、具体的な実績に基づ

いて論じている研究は少ない。厚生労働省はようやく市販薬の販売

実績や販売経路によるデータ分析のための予算を計上する（厚生

労働省 , 2019）など、セルフメディケーションはこれから本腰を

入れて解析が進むと考えられる。本研究ノートは、市販薬ではないが、

薬剤師が対面して販売できる「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」

の販売実績から、セルフメディケーションに関わる医療費削減効果

の具体的根拠となりえる新規性を持つ。

しかし、医療費削減が期待されるセルフメディケーションとしての

零売にも問題点はある。その一つとして、医療情報の非対称性がある。

患者本人の疾病状態の把握と適切な薬剤選択における医療情報は、

薬剤師が持つ医療情報と非対称的である。また、医療の場合、完全

に非対称性を取り除くことが困難であることが指摘されている（真野

俊樹, 2004）。この非対称性の問題を、SNSによる薬剤師とのコミュ

ニケーションと零売で解決する取り組みはまだまだ進んでいない。

1.2. 「薬局お茶の水ファーマシー」

処方せんにもとづく保険調剤と、「処方せん医薬品以外の医療用

医薬品」を薬剤師のカウンセリングをもとに提案、販売している、

筆者が運営している薬局である。平成27年9月に開業し、平成31

年2月より地域サービスとして零売を開始。当薬局の近隣には平成

30年4月から内科を標榜する医療機関が内科を取り下げたため、

内科を希望して受診する患者は離れた場所で開業している医療機関

を受診せざるを得ない環境が続いている。一般用医薬品の提案、販売

に比べ、単一成分を用いて患者に症状緩和の医薬品を提案できる

零売の柔軟性とその経済性に注目し、かかりつけ薬局として機能する

べく零売に取り組んでいる。

1.3. 薬局におけるSNS対応

薬局における患者対応の方法は対面、電話、FAX、電子メールと

いった手段がとられているが、近年デジタルコミュニケーションとして、

SNSを利用した患者対応を行う薬局が見られるようになった。SNSの

中でも、「LINE」は各種SNSの利用率のうち、80.8％の利用者がいる

ことがわかっている（ICT総研, 2018）。「LINE」は企業アカウント

として「LINE公式アカウント」を作成することができ、「LINE」ユー

ザーと企業がやり取りできるようになっており、薬局も企業アカウン

トを取得することができる。薬の飲み合わせの相談から、処方せん

の仮受付、各種健康相談まで気軽に行える SNS 対応は医療情報

の非対称性を緩和できることも期待されている。

【研究ノート】

零売とデジタルコミュニケーションによるヘルスケア
Selling non-prescription drugs and Digital communication for Healthcare

薬局お茶の水ファーマシー 管理薬剤師

片山 陸   Riku Katayama

お茶の水循環器内科 院長
デジタルハリウッド大学 校医 兼 デジタルハリウッド大学院 准教授

五十嵐 健祐   Kensuke Igarashi
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2. 方法

2.1. 零売

今回、零売するにあたって、患者から症状を聞き、症状緩和に用い

られる医薬品の提案と薬学的管理料として1回の対応につき700円

を請求することとした。医薬品の代金は別途薬局が定める価格で

請求した。この金額設定は、1週間程度の症状緩和であれば病院と

薬局でかかる自己負担を上回らないように配慮したためである。この

理由として、梅原らの研究ノートにある患者自己負担率の引き上げ

によって、症状の自然治癒を選択する割合が増えてしまうという

予測を参考にしている（梅原昌弘ら, 2012）。地域サービスとして位置

づけている零売において、保険適応により負担が安く済むのであれば、

患者心理として容易に保険を使う選択肢をとると推測される。また、

利用にハードルを感じ、症状の自然治癒を選択することで、症状の

早期発見、早期治療の遅延を招き、却って医療費の増加を招いて

しまうことになるのではないかと梅原らは指摘している。

なお、医薬品の情報資料や医薬品を入れる薬袋、お薬手帳シールの

発行といった対応については、処方せん応需と同様にするものとした。

2.2. LINE公式アカウント

円滑な患者コミュニケーションを図るため、「LINE公式アカウント」

による企業アカウントを利用した。HP 上で「薬局 LINE 公式アカ

ウント」にリンクできるようにしていると同時に、薬袋の裏に「LINE

公式アカウント」リンクのQRコードを印刷することで、零売対応後に

「LINE公式アカウント」でもお薬相談できる体制を整えた。下記の

画像が藥袋の裏に印刷した内容である。

図 2：「LINE 公式アカウント」の QR コードを薬袋裏に印字した例

3. 結果

3.1. 零売がもたらす医療費削減効果について

2019年2月から6月までの薬局お茶の水ファーマシーが行った

零売の集計結果を示す。

表 1：集計結果

人数 総医療費 零売合計額 削減額

2019.2 8 47,440 17,926 29,514

2019.3 32 202,690 71,937 130,753

2019.4 35 234,330 87,542 146,788

2019.5 33 220,250 66,141 154,109

2019.6 32 212,860 69,987 142,873

合計 140 917,570 313,533 604,037

総医療費は診療所の初診料2,820円と処方せん料680円に加え、

薬局での調剤技術料、薬学管理料、薬剤料を加えた金額の合計金額

とした。削減額は総医療費から零売合計額を差し引いた額とした。

図 3：総医療費と零売合計額との比較

合計140人において、総医療費合計額917,570円に対し、零売

合計額は313,533円、その差として医療費削減額は604,037円

であることが確認できた。その削減割合は65.8％であった。

4. 考察

4.1. 目的と利用者

零売の対象者は多忙なビジネスパーソンや急な体調不良をセルフ

メディケーションしたい患者である。目的は、情報の非対称性がハー

ドルとなっている薬剤選択において、薬剤師がSNSを含めた情報提供

と零売対応をすることによって、よりセルフメディケーションを普及

させることで、医療費の削減と国民の公衆衛生に寄与することである。

零売は薬剤師の対面販売が必須となっているため、一般用医薬品を

患者が自ら選択するより、薬剤師の情報提供をベースに意思決定を

できる点で、医療情報の非対称性を緩和できると考えられる。

4.2. 零売がもたらす医療費削減効果

5ヶ月間の集計結果にもとづくと、零売で対応すると医療費を

65.8％削減することがわかった。しかし、今回の総医療費のうち、

病院は初診料と処方せん料のみで計算しているため、検査にかかった

費用を加えるとまだまだ削減の余地があると考えられる。しかし、

ここでは、あくまで急性疾患に対する対症療法としての医薬品提案

として零売という手段が用いられるため、検査を要するケースは除外

するものとして、検査費は加えなかった。

平成29年度の急性鼻咽頭炎（風邪）となったケース（保険組合

1280団体の2783万人を対象）では、医療費は5億5,600万円

かかっており、65.8％削減を実現できれば、医療費は3億6,600

万円弱削減することができると考えられる（健康保険組合連合会, 

2018）。医療費が高騰している中、国民皆保険を存続させる意味を

込めて、薬局零売を組み合わせた医療費削減が今後大きく活躍する

ことに期待したい。

4.3. 零売とデジタルコミュニケーションの考察

薬局零売は医療費を削減するだけではなく、薬剤師が急性疾患の

初期対応を行うことで、医療機関に患者が集中することを低減させる

効果も期待される。また、受診勧奨によって医師の専門治療に誘導

することができることから、地域医療に零売が実装されることで医療

資源の再分配、医療費の削減、重篤な症状の早期発見につながる

だろう。

留意すべき点として、薬剤師は患者の症状緩和に即して医薬品の

提案を行うが、診断にもとづく提案ではないため、重篤な疾患を

【研究ノート】零売とデジタルコミュニケーションによるヘルスケア

Selling non-prescription drugs and Digital communication for Healthcare
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見逃してしまうことで症状が悪化してしまうことを防がなければなら

ないことが重要である。最近の報告によると、薬局及びドラッグストア

におけるセルフメディケーション支援として風邪様症状に関わる受診

勧奨事例から、薬剤師や登録販売者による受診勧奨が風邪以外の

疾患の早期発見、早期治療に寄与していることがわかっている（恩田

光子ら, 2019）。

また、薬物乱用を防ぐため、販売量を必要最低限に抑える、適切な

服薬ができるようフォローが必要であると考えられる。加えて、医療

情報の非対称性を緩和する情報提供が現場の薬剤師に求められる。

そのため、薬剤師が特に必要と判断した場合には電話やSNSによる

フォローを行うことが望ましい。電話は一般的に双方に時間を要し

てしまうため、緊急性が低いがフォローが必要な場合の手段として

SNSによるフォローが適切であると考えられる。「LINE公式アカ

ウント」はアプリ「LINE」のインストールと友達登録によって企業と

連絡がとれるが、スマートフォンユーザーのSNSアプリで最も普及

率が高く（総務省情報通信政策研究所, 2018年）、無料で運用する

ことができるため、薬局と患者との連絡手段として有効なものである

と考えられる。事前に友達登録をすることで、症状の緩和に合った

薬の相談や飲み合わせの相談もできるため、これからのデジタル

コミュニケーションに必要なツールとして活気を見せている。

有料サービスとして、メドピア株式会社の「kakari」、Fumihiro 

Kawasaki氏開発の「メディバイザー」、株式会社リクルートホール

ディングスの「すこやかトーク」（現在利用中止）といったものがある。

無料で使える「LINE」はユーザーのスマートフォンに早い段階でイン

ストールされていることが多く、新規アプリダウンロードの手間もか

からず、QRコードの読み取りだけで「LINE公式アカウント」を登録

できるため、ユーザーエクスペリエンス上好ましいと考えられる。

4.4. 零売の副次的な効果としての後発医薬品販売促進

零売における注目すべき点として、零売対応においては先発医薬品

希望者であっても、この期間の利用者においては、ほぼ全員（140

人中139人）が後発医薬品を希望した点である。その結果、後発医薬

品使用割合は96.26％と、薬局お茶の水ファーマシーの当該期間中

の後発医薬品使用割合87.85％に比べると高いことが判明している。

平成30年度9月時点の全国平均は72.5％であるため（厚生労働省, 

2019）、零売による後発医薬品使用を推進することで、後発品への

抵抗感を低減し、後発医薬品使用の普及に寄与できると考えられる。

ただし、当薬局に後発医薬品の取り扱いがない成分に関しては

先発医薬品を提案している。自費になると先発医薬品と後発医薬品

の価格差は通常の3割負担に比べると大きくなるため、医療費削減の

考え方として、医療保険が適応された処方せん以外の医療用医薬品

に関しては、償還払いや自費での取り扱いによって、後発医薬品の

利用を促進する効果があると考えられる。

5. 零売とデジタルコミュニケーションのこれから

薬局零売は医療費削減だけではなく、常に薬剤師が対面で情報

提供できることから、薬物濫用の防止、効果的な服薬、受診勧奨が

できる手段としてこれから広まると考えられる。また、事前事後の

フォローを補うために、デジタルコミュニケーションを積極的に

使っていくことで、よりよいサービスに成長できるだろう。一方で、

却って薬物濫用にならないように、慎重に患者とコミュニケーション

をとる必要がある。薬剤師が零売対応によって、患者から薬の専門家

として信頼され、身近な相談相手として改めて機能すれば、医療費

削減だけではなく、国民の安全な医薬品使用に貢献できるだろう。
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【Notes】

Selling non-prescription drugs and Digital communication for Healthcare

Riku Katayama1, Kensuke Igarashi2 

(1Yakkyoku Ochanomizu pharmacy, 2Ochanomizu Cardiology Clinic. M.D.)

In principle, it is impossible to sell "prescription drugs" in the pharmacy without prescriptions, but in certain cases, it is permitted 

for pharmacists to sell "non-prescription drugs". This selling method is called "Reibai" and is practiced by a few pharmacies. 

However, the effects of this method have not been fully verified. As a result of examining "Reibai", the reduction effect of medical 

expenses was recognized. In addition, for follow-up treatment, we also provided medication support using SNS as a means of 

digital communication. In this paper, we note the possibility of "Reibai" and digital communication in medicine.

Keywords: Rebai, Healthcare, Digital communication, Self-medication, Medical expenses
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動機づけには、内発的動機づけと外発的動機づけ、無動機づけの3つが存在する。学習者が自ら進んで学びたいという願望や好奇心は内発的
動機である。近年、主体性や協調性、働きかけ力が注目されている中、内発的動機を如何に生み出せるかは、企業や組織、教育機関において
関心ごとになっている。本稿は、児童を対象にしたコミュニケーションワークショップを通じて、ワークショップが内発的動機づけに如何に
寄与していくかに着眼した。ワークショップのファシリテーター（F）、学習者（L）、作品や作業（O）の三者の関係性を構造化したF2LOモデルを
用い、効果的なワークショップの組み立て方を考察し、学習者の内発的動機づけとの関係性を研究する。

キーワード：内発的動機づけ、自己決定性、ワークショップ、アクティブ・ラーニング、F2LOモデル

1. はじめに

昨今の社会のグローバル化、AIの発達、ダイバシティの浸透により、

個々人が組織に依存をせず、自ら考え行動をしていく主体性が、

今まで以上に求められてきている。経済が成長社会から成熟社会

へと変化をし、一つの正解を出せば良い社会から、個々人が自らの

視点で課題を見つけ、他者が納得する形で課題を解決していく納得

解を各々が導いていく能力が必要になってきたといえる。

その流れを受け、教育機関でも「アクティブ・ラーニング」の概念が

急速に浸透している。教員が一方的に受講生に向けて講義を行うの

ではなく、学習者の能動性を喚起させることに視点を置き、対話や

プレゼンテーションを交えながら目の前の課題を多面的に捉えて

いく教育手法である。

アクティブ・ラーニングは、体験を通じた学びの発想が根底に

あると考える。人は何から学ぶかという研究（Lombardo and 

Eichinger, 2006, p.1189）に対して、本や授業は10%、他者の

アドバイスは20%、直接体験は70%という結果があるように、体験

を通じた学びの大切さとアクティブ・ラーニングのあり方は通ずる

ところがある。

筆者は、10年以上アクティブ・ラーニングの実践を重ねてきた中で、

体験やフィールドワーク、非言語のコミュニケーションの大切さに着眼

をしてワークショップを行ってきた。アクティブ・ラーニング手法の

一つであるワークショップは、「みんなが楽しそうに取り組んだ」、

「笑顔が絶えなかった」というポジティブな感想がある反面、楽し

そうや笑顔が前面に出るあまり、なぜ学習者がそのようになったか、

その結果、学習者が何を得られたかという背景分析や効果検証が

為されないことが少なくない。

田澤・淡河（2017）は、ワークショップを構成する基本形となる

F2LOモデル（苅宿, 2012）を用いながら、①プログラムの評価、

②ファシリテーターの進め方、③グループワークの内容、④グループ

ワークへの積極的参加の視点で評価を行った。また、伊藤（2017）は、

アクティブ・ラーニング型授業における学習者の心的変化を①思考

面、②動機づけ、③感情面の観点で、「ポジティブ」「変化なし」「ネガ

ティブ」の３カテゴリーに分類し、学習者を評価した。

本研究では、筆者が開催しているワークショップをF2LOモデル

を用いてその構成を可視化し、本ワークショップが学習者の内発的

動機づけにどのように寄与していくかを、学習者のコンピテンシー

と紐付けながら考察する。

2. 内発的動機づけに繋げるワークショップの意図

2.1. ワークショップの概念

近年、教育現場以外でも地域コミュニティや企業内研修において

「ワークショップ」という言葉が浸透してきた。ワークショップ研究

で著名な中野民夫は、「講義などの一方的な知識伝達スタイルで

はなく、参加者が自ら参加・体験して共同で何かを学びあったり

創り出したりする学びと創造のスタイルである」（中野民夫, 2001, 

p.11）とワークショップを定義しているように、ワークショップは、

参加者の体験・共同作業を根底としている。また、子どもとのまち

づくりを実践している木下勇は、「構成員が水平的な関係のもとに

経験や意見、情報を分かち合い、身体の動きを伴った作業を積み重

ねる過程において、集団の相互作用による主体の意識化がなされ、

目標に向かって集団で創造していく方法」（木下勇, 2007, pp.15-

16）と表現している通り、ワークショップには、水平な関係性で、安心・

安全な環境を保ちながら、相互理解や合意形成を行うことが大切だ

といえる。

20世紀における日本の教育は、高度経済成長やバブル期などの

社会背景から如何に効率よく知識を覚え、正解を速やかに出し、

集団で同じゴールに向かって目標を達成させられるかが重要視され

たため、教育のあり方は一方向、教師と生徒が上下関係であった。

しかしながら、上記ワークショップのあり方から読み取れるように、

これからの教育に必要なことは、「共感」と「自己開示」を如何に生み

出していけるかが求められている。自分のことだけではなく、相手に

関心を持ち、相手の考えや価値観を尊重する姿勢すなわち「共感」と、

自分の意見や主張をオープンにし、様々な背景を抱えた他者との

関係性を築いていく「自己開示」により、柔軟なアイデアや視点が学習

者同士で有機的に取り交わされ、創造性に富んだ学びの空間が生み

出されるといえる。

この視点を元に、ワークショップの参加者は日頃気づいていなかっ

たり、見失ってしまっている個人に内在する精神的支柱や志を、参加

者同士で対話や意見交換を重ねる外化を行い、客観的に自己を振り

返り、そして各々の内発的な動機を再確認していくことができると

考える。

【研究ノート】

児童を対象としたワークショップにおける
F2LOモデルの組み立てと内発的動機づけの考察
Verification of assembling the F2LO model and intrinsic motivation in workshop for children

デジタルハリウッド大学 非常勤講師

古新 舜   Shun Coney
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2.2. 自己決定理論と内発的動機づけ

動機づけを考える上で、自己決定性の概念が大きく関わってくる。

自己決定性とは、目の前の課題に対して、自分で決断する度合いを

指し示す。

この自己決定性を中心にして、動機づけを分析している理論に、

自己決定理論（Deci & Ryan, 2000）がある。DeciとRyanは、

動機づけには無動機づけ、外発的動機づけ、内発的動機づけの3つ

の状態があるとしている。

まず、無動機づけから説明すると、これは「勉強をする意味がわか

らないからやらない」と行動が自己決定できていない状況を表す。

次に、外発的動機づけは、自己決定が低い順に外的調整、取り

入れ的調整、同一化的調整、統合的調整の 4 つに分類される。

外的調整（external regulation）とは、物的報酬の獲得や罰の恐怖

を避けることを目的とし、「お小遣いがもらえるから勉強する」という

例が挙がる。取り入れ的調整（introjected regulation）とは、恥を

かきたくない、自己の価値を感じたいために行われ、「親に褒めら

れるために勉強をする」がその例である。同一化的調整（identified 

regulation）とは、行動の価値と自己とを同一化させ、楽しくはない

けれど重要であるから行うことであり、例として、「大学に行くため

に楽しくはないけど勉強をする」が挙げられる。4つ目の統合的調整

（integrated regulation）とは、自己の中で迷いや葛藤を経ずに活動

そのものが自己と一体化された状況にあり、「勉強することで自分を

高められる」という例を挙げられる。最後に、内発的動機づけとは、

内的調整が行われ、対象に対しての興味や楽しさなどの感情から

自発的に行動に結びつく動機づけである。

図 1：Deci & Ryan(2000) を元に筆者が作成した自己決定性の程度と
動機づけの関係性

2.3.ワークショップの学びの基本となる出来事の最小単位
「F2LOモデル」

内発的動機づけは、学習者の興味や楽しさの感情に起因すること

から、ワークショップのファシリテーターには、場を活性化させ、

開放的かつ想像的な出来事を生み出していくことが役割として求め

られる。

植村・刑部・戸田・苅宿・高木（2012）は、ワークショップに

おける「出来事は、それを包含するいくつかの『小規模の出来事の

連続』が結節し、ひとまとまりとなって構成されている。それらの

連続する一つひとつの小さな規模の出来事の中に、さらに小さい規模

の出来事が時間の経緯に従って連続に結びつきながら立ち現れる

という『入れ子構造』で成り立っている」（p.504）と表現している。

このような構造を前提として、ワークショップの学びを明らかにする

ことを目標としたモデルに「F2LOモデル」という概念がある。苅宿

（2012）は、「ワークショップに参加した学習者たちは、ファシリ

テーターのサポートを受けつつ、他の学習者とコミュニケーション

をとりながら、この対象に対して何らかの作業を行うことになる。この

関係が維持されている限り、それはワークショップである」（p.14）と

述べている。

図 2：苅宿（2012）を元に筆者が作成した F2LO モデル

高木（2012）は、ワークショップを評価する上で、「位置づく/見

立てる/味わう」のプロセスが成立しているかどうかを評価の視点と

して提案している。

「位置づく」とは、参加者がワークショップでのふるまいや態度

などを人や活動との関係性を測りながら、どのようにしていくか

を決め、その場になじんでいく自分自身を意識している場面で

ある（苅宿, 2012, p.42）。「見立てる」は、コミュニケーション教育

での「展開」に相当する活動であり、協働的な意味生成の場面として

のワークショップの中核の活動として取り組まれる（苅宿, 2012, 

p.43）過程である。「味わう」は、自他の「見立てた」ことに相互に

「乗り」ながら、「見立てた」ことを見直したり、評価し直したりする

関係や、他者の「見立て」を共通の価値観で共感し合える関係性の

構築（苅宿, 2012, p.47）をする段階としている。

本稿では、このF2LOモデルを用いながら、位置づく（F2LO関係

の構築）から、見立てる（対象の変形可能性と接触可能性の探索）、

そして味わう（達成感及び相互承認）の流れを実際のワークと照らし

合わせて分析する。

3. 研究の方法と実践および考察

3.1. 対象

本ワークショップは、筆者と認定NPO法人キーパーソン21（以下、

キーパーソン21）との協働で行われた学外活動である寺子屋体験活

動内で開催された。キーパーソン21は、神奈川県川崎市中原区に

事務所を置く、教育系NPO法人（特定非営利活動法人）であり、ワー

クショップの開催場所は、川崎市立今井小学校である。

本ワークショップは、川崎市内の小学生11名、中学1年生1名で

児童は計12名、大人は保護者を中心とした14名の合計26名を

対象にして行った。ワークショップのオブザーバーとして、キーパー

ソン21の堤賢治氏を据え、筆者のワークショップの進行を観察、

評価してもらった。

【研究ノート】児童を対象としたワークショップにおけるF2LOモデルの組み立てと内発的動機づけの考察
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3.2. 内容

2019年6月29日（土）9時40分から11時10分の間で、間に

休憩を10分挟んだ前半・後半合わせて80分でワークショップを

展開した。

内容は、様々なルールのじゃんけん、新聞紙タワー、見えない物を

運ぶなど非言語コミュニケーションをゲーム仕立てで行っていった。

インプロヴィゼーション（即興）の要素を取り入れながら、表情、視線、

動作、身体の位置、他者との間合い、声の大きさ、声のテンポなどの

変化を学習者が自然と体感できるワークを組み立て、そこに瞬発力、

協調性、柔軟性を促す形でファシリテートを行った。

図 3：ワークショップの様子

3.3. 分析

(1)「位置づく」

Fである筆者は、ワークショップ冒頭の5分で、Lとの関係性を測る

ために、アイスブレイクを行った。複数のスタッフが一文字ずつ単語

を呼称して、何の動物の名前を言っているかを当てるゲームである。

初めてLがFに対して接する場面において、目線を合わせ、言葉を

最小限に用いて、聴覚情報や視覚情報を組み合わせながら、Lと共に

学びの環境を生み出していくという姿勢を示した。街頭でマジシャン

や芸人が自然と通行人を引き付けるのと同じ感覚で、LはFの単純

な質問の投げかけに対して、短時間で集中をし、理解に到達し、

達成感を覚えていった。

その後、ハイタッチでの自己紹介、Lが同じ色のチーム同士に分か

れる仲間探しゲームを行った。Fはアイスブレイクの個人ワークから

ペアワーク・協働作業の体制作りを円滑に進めていった。本ゲーム

では、ルールを細かく説明せずに、「背中に貼られた付箋の色の

グループに集まってください」とL全体に促した。児童はゲームの

内容をお互い対話をしながら、想像力を働かせて、集まることがで

きたが、一部の大人は対話をせずに一人で考えを巡らせて、ルールが

わからないと困惑する姿が見受けられた。傾向として、大人は決めら

れたルールを与えられることを待ち、限られた情報の中で思考をし、

想像力を働かせ行動することに抵抗を持つ人間が少なからずいる

ことが見て取れた。

図 4：苅宿（2012）を元に筆者が作成した F2LO モデル
　　　「人に位置づく」の構造

図 5：ワークショップの「人に位置づく」の様子

オブザーバーは、「Fは、Lの緊張をほぐすため、自らLに接近

することが多かった」と述べている。FがL同士の関係性を生み出す

ために、ワークショップの初期段階は、自らが行動をし、Lの行動を

誘発することを意識していたといえる。

続くワークでは、グループで様々なルールを用いたじゃんけん

ゲームを行った。L同士の緊張をほぐし、既存の知識に対して、見方

を変えて柔軟に対応をしていく適応力と、仲間と協働でOに向き

合っている参加意識を芽生えさせることを狙いとした。ここでの

ポイントは、長時間「位置づく」の時間を設けないことである。Lに

対して、一定の達成感と満足感を持たせながらも、次に提示される

Oに対しての期待感や欲求を促すことを狙いとしているためである。

図6：苅宿（2012）を元に筆者が作成した F2LO モデル「活動に位置
づく」の構造

図7：ワークショップの「活動に位置づく」の様子

(2)「見立てる」

筆者は、この段階で、新聞紙を使って、どのチームが一番高くタワー

を立てられるかという課題を課した。新聞紙は、読むものである

という概念を取り払い、柔軟に形を変えられて、耐久性もある玩具
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であるという意味づけの下に、Lはチームメンバーとの対話から手探り

の状態で新聞紙を丸めたり、ちぎったりしていった。Fは具体的な

ヒントを出さず、「この形、面白いね」、「その発想はいいね」とLの

行動を否定せず、励ましの声を掛けていった。

ある程度向き合っていくと、Lに「土台を作れば良い」、「強度が

大切だ」などの発想が生まれて作業をするようになり、それに応じた

別のLがそのアイデアを補完するように作業をサポートしていった。

図8：苅宿（2012）を元に筆者が作成したF2LOモデル「見立てる」の
構造・前半

図9：ワークショップの「見立てる」の様子・前半

作業が進むに連れて、L 同士の貢献感が生まれてくる。チーム

内の交流が促進されると、Fは外部から見守る立ち位置に徹した。

Lが自発的にOに向けて働きかける協働作業が見受けられ、各グ

ループで内的調整が図られていった。

オブザーバーはFが、「失敗はOK！」「他のグループも見て！」と

短い言葉でLに伝え、Fのきっかけとなる声がけに触発され、協働

作業が活発になっていったと述べている。

また、オブザーバーは、Fの特徴は「短い言葉で」「全員に」「タイ

ミングよく伝え」、「その都度のワーク終わりにまとめの言葉の投げ

かけ」を行っていたと評価した。

図10：苅宿（2012）を元に筆者が作成したF2LOモデル「見立てる」の
構造・後半

図 11：ワークショップの「見立てる」の様子・後半

(3)「味わう」

Lは作業が終わったら目の前の作品の出来上がりを見て、自分たち

がそれを成したものとみなし、その「良さ」や「物足りなさ」などに

ついて語り合った。作品の完成度から、そこに至った背景や物語など

をL同士で対話するようになり、一体化された関係性が構築されて

いった。関係性が構築されると、そこから他者理解が深まり、チーム

内には、その空間独特の互恵的なつながりが生み出された。

L同士の強固な関係性において、Fは木の上から地上を見渡す猿の

ような存在として、空間を包括的に見守る立ち位置にいるよう意識

した。オブザーバーは、「Lは作業が終わったら、出来上がりを見て、

自分たちが達成したものとみなし、その良さや物足りなさについて

語り合い、Fは自然とLから離れていった」と評価している。

図12：苅宿（2012）を元に筆者が作成したF2LOモデル「味わう」の
構造

図 13：ワークショップの「味わう」の様子
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「味わう」場面は不可逆的なものではなく、つねに「見立てる」

場面と行きつ戻りつを繰り返していく円環的なもの（苅宿, 2012, 

p.48）であると表現しているように、新聞紙ワークで培った互恵的

関係で終わりにすることなく、その後も、身体ワークや様々なもの

を運ぶゲームなどを繰り返していった。そして、チームでの関係性の

構築作業から個人における内的調整の思考を喚起する作業に徐々に

移行していった。

3.4. ルーブリック評価

本ワークショップは、児童に向けた社会との繋がり、仕事への関心

を引き出すことを目標に開催し、調査も児童に対象を絞ってルーブ

リック調査を行った。

調査の内容は、これからの社会で活躍するために必要なコンピ

テンシーとして、「知識」「スキル」「人間性」の3項目が挙げられており

（文部科学省教育課程企画特別部会, 2015）、本ワークショップで

習得できると仮定した「傾聴力（聴く力）」「感性（感じる力）」「想像力

（想像する力）」「思考力（考える力）」「協調性（仲良くなる力）」「自己

理解（自分を見つける力）」の6項目に絞って参加者に提示をした。

表 1：6 つのコンピテンシーの評価

聴
く
力

感
じ
る
力

想
像
す
る
力

考
え
る
力

仲
良
く
な
る
力

自
分
を

見
つ
け
る
力

大変よくできた 4 9 9 8 9 7

少しよくできた 7 3 3 4 3 4

次回にチャレンジ 1 0 0 0 0 1

検定結果 n.s. ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ n.s.

3.5. 結果と考察

ルーブリックの集計結果をまとめたものが表1である。各々の出

現頻度に偏りが見受けられるかを、χ 2 検定を行った。その結果、

「聴く力」は有意差が認められなかった（χ 2=4.5, df=2, p>.05）。

「感じる力」「想像する力」「考える力」「仲良くなる力」「自分を見つ

ける力」については、「感じる力」は有意差が認められ（χ 2=10.5, 

df=2, p<.01）、「想像する力」は有意差が認められ（χ 2=10.5, 

df=2, p<.01）、「考える力」は有意差が認められ（χ 2=8.0, df=2, 

p<.05）、「仲良くなる力」は有意差が認められ（χ 2=10.5, df=2, 

p<.01）、「自分を見つける力」は有意差が認められなかった（χ2=4.5, 

df=2, p>.05）。

「見立てる」の段階で、Lは活動に対しての特質に誘引され、Oの

持つ形状や色、音声や触覚に対して固有の反応を意味付けていった

ことが、「感じる力」「想像する力」に有意が見られた要因だといえる。

また、「見立てる」において、「見立てた」ことを、他者の「見立て」に

共通の価値観で共感を行ったことでL同士の関係性の構築および

認証が行われたと考えられ、結果、「仲良くなる力」に有意が見ら

れたといえる。「考える力」は提示された活動において、Oを「見立て」

直したり、「見立て」の交換を行う作業を繰り返したことで、有意が

見られたといえる。有意差が見られなかった「聴く力」と「自分を見つ

ける力」に関して、「聴く力」は他者の価値観を受け入れながら、時間

を掛けて共感を積み重ねていくものであるため、本ワークショップ

の展開のテンポ感では、十分に「聴く力」を誘引できなかったといえる。

また「自分を見つける力」は、「味わう」で獲得した気づきを自分の

意識の中で深め、落とし込んでいく行為であるため、「聴く力」同様に、

今回のワークショップ内で行った内容では、効果を生み出せなかっ

たといえる。

4. 今後の研究課題

苅宿（2012, pp.72-73）は、ワークショップのグランドデザイン

は「協働性、即興性、身体性、自己原因性感覚から成り立っている

……（中略）……この『自己原因性感覚』の裏打ちによって、他者と

の相互作用を通した自分の意味を見出すことができるからである。

これは、自己有用感の土台として考えることができる」といっている。

図14：ワークショップ後に行ったルーブリック

がくねん（大人の方は年齢）＿年（歳）　おなまえ ＿＿

とってもよくできた！（3） すこしよくできた！（２） つぎにむかってチャレンジ！（１）

きく力 あいてのお話にしぜんときょうみをもって、
きくことができた

あいてのお話を、きこうとどりょくした あいてのお話を、まったくきけなかった

かんじる力 うれしいきもちやびっくりしたきもちが
たくさん生まれた

うれしいきもちやびっくりしたきもちが
ちょっとだけ生まれた

うれしいきもちやびっくりしたきもちが
まったくでてこなかった

そうぞうする力 ほかのひととはちがったじぶんらしい
アイデアをうみだすことができた

ほかのひととすこしにているアイデアを
うみだすことができた

アイデアがまったくうまれてこなかった

かんがえる力 あたえられたざいりょうをうまくくみあわ
せて、おもいどおりのかたちにできた

あたえられたざいりょうをうまくくみあわ
せて、すこしだけかたちにできた

あたえられたざいりょうをうまくくみあわ
せられず、かたちにできなかった

なかよくなる力 じぶんからおともだちにてをさしのべる、
こえをかけることができた

とまどいながらもおともだちにてをさし
のべられたり、こえをかけられた

まったくおともだちにてをさしのべられ
なかった、こえをかけられなかった

じぶんをみつける力 ワークをつうじて、自分のいい部分が
たくさんみつかった

ワークをつうじて、自分のいい部分が
すこしみつかった

ワークをつうじて、自分のいい部分が
またったくみつからなかった
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この自己原因性感覚に関して、苅宿（2012, p.80）は、「自分たち

を納得するために、他者を「自分のこととして」考え、そこで合意

した意味をもとに、モノやことがらを構成していく。そこでは、参加

者各自が他者にかかわることを通して自己原因性感覚を実感し、

違いが影響を与え合って双原因性感覚を味わっていく」と表しており、

この自己原因性感覚は、Lたちの目的やミッションの実現に向けて

ワークショップが如何に機会を与えられるかということであり、

Lの内発的動機づけと親和性があるといえる。

図 15：ワークショップのグランドデザインの構図（苅宿 , 2012, p.72 より）

即興性 身体性

協働性

自己原因性感覚

今回の研究を元に、ワークショップの一連の過程における学習者

の感情の変化を段階ごとに分析したものが図16となる。

図 16：ワークショップの構成と学習者の感情との関係を分析した図

Lは、最初は個人で初見のワークショップに臨むため、空間の環境

や他者との関係性、Fとの心的距離感においては緊張状態に置かれ

ている。Fが投げかけるアイスブレイクなどで、空気感が和み、緊張

がほぐれるとFの投げかけやOに対しての提示を安心して受け入れ

る姿勢が出来上がる。「見立て」の状態になり、他のLとの関係性が

深まると、Oに対しての関心が生まれ、想像性が少しずつ湧き上がっ

てくる。「見立て」直しや他者の「見立て」に乗ることで、新しい価値観や

視点との遭遇による葛藤が生まれ、協働による活動の持続によって、

グループ内での自分の存在意義の確立が芽生え、状況の変化に対応

するための他者への貢献感が生み出される。「味わう」に入り、新しい

型を通じたソリューションと出合うことで、活動に対しての納得が

互恵性を伴いながら生み出される。納得から、図１で示した内的調整

を経て、内発的動機づけに如何に結び付けられるかを、コンピテン

シーの分析と紐付けながら研究することを、今後の課題としたい。
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【Notes】

Verification of assembling the F2LO model and intrinsic motivation in workshop for children

Shun Coney

(Lecturer, Digital Hollywood University)

There are three types of motivation: intrinsic motivation, extrinsic motivation, and no motivation. The desire and curiosity 

that learners want to learn by themselves is an intrinsic motive. In recent social backgrounds, attention has been focused on 

independence, coordination and encouragement, and how to create intrinsic motivation has become an interest in companies, 

organizations, and educational facilities. This research has focused on how the workshop contributes to intrinsic motivation 

through a communication workshop in which children and adults participate together. We consider how to assemble an effective 

workshop and study the relationship with learners' intrinsic motivation, using the ‘F2LO model’ that has structured the relationship 

among the workshop facilitator (F), the learner (L), and the work/object (O).

Keywords: Intrinsic motivation, Self-determination, Workshop, Active-learning, F2LO model
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未だ確立されていないシーンベースにおけるVR音響を用いた音楽制作のためのワークフローについて標準化を図ることを目指す。360度
動画の視点変化に連動し定位変化する2Mix（ステレオ）音源のVR音響化を行うために、従来の音楽制作ワークフローを踏襲しつつ、デジタル
コンテンツを学ぶ学生でも着手することができるレベルを標準的なものとし、複雑なシステムを簡略化し、無料または安価な機材やツールの
使用に留めながら、音楽制作ワークフローの構築を図った。

キーワード：VR音響、VRオーディオ、アンビソニック、空間音響、音楽制作

1. 背景と目的

一般的にVR元年と呼ばれる2016年頃より、バーチャルリアリティ

技術を用いたコンテンツ制作のための機材やツール、プラットフォーム

が広く普及し、これに伴い様々なサービスやVRコンテンツが誕生し

てきた。その代表的な例のひとつに360度動画がある。

そもそも動画（2D動画）は、スマートフォンやタブレットの普及に

伴い、誰もが専門知識が無くとも手軽に扱えるコンテンツとなって

いる。その延長として、全方位を画角の対象とした全天球カメラが

各メーカーより発売されたり、複数の 2Dカメラ素材をスティッチ

することで360度化を実現する編集ツールが誕生する等、360度

動画を制作する環境が整ってきた。

360度動画の大きな特徴のひとつは、視聴者が自由に視点を動か

せることである。自分が見たい視点を上下左右奥行きの軸でコント

ロールできることは、これまでの自由な視点変更ができない2D動画

とは異なり、用途は格段に向上した。

一方で、これらの動画に連動する音の技術の進捗は鈍い。360度

動画の視点を動かしても音は依然固定された 2Mix（ステレオ）で

ある場合が多く、VRコンテンツのリアリティを低下させる一因となっ

ている。その要因として、動画と比べ機材やツール等の環境が整って

いないことも挙げられるが、実際、数が少ないとはいえ既に VR

音響化する手段は存在しており、そのための制作ワークフローが

確立していないことが課題と考えられる。

そこで、本研究では、360度動画の動きに連動するVR音響化

された音楽制作のための標準となり得るワークフローの確立を目的

とする。

2. 提案の概要

原理としては、モノラルやステレオ、バイノーラル録音により制作

された、あるいは、シーケンサーを用いた打ち込みといった録音を

伴わず制作された 2 次元音源ソースとして定着している素材を、

3次元空間に再配置する。

現状の音楽制作環境は1chか2chのチャンネル設定に対応した

ものが多く、プラグインの仕様も同様である。一方で、VR音響化

することでトラックは4ch以上のチャンネル設定になるため、従来

使用しているプラグインが使えるよう、2Mix音源用のトラックとVR

音響化した音源用のトラックに分け、このふたつをルーチン化しVR

音響化を実施する。さらに、この仕組みが構築されれば、元ソース

となる2Mix音源が複数になっても、1曲のVR音響化した楽曲と

して制作することができる。

これにより、従来の音楽制作のワークフローを活用しながら音楽

コンテンツの新しい表現をすることができ、また、既に存在する

2Mix音源の再利用もすることができる。これまで音楽業界で制作に

従事してきた者でも、DTMといった趣味のため独学で学んできた者

であっても、特別なハードウェア等追加すること無く、このワークフ

ローを活用することでVR音響化した音楽制作をすることができる。

3. 先行研究と前提条件

まず、従来の音楽制作ワークフローは、作詞や作曲といった曲

作りをし、実際の音をレコーディングした後、編集やミックスを行う

ものである。

谷井章夫、後藤真孝、片寄晴弘（2003）の研究報告では音楽制

作のプロセスを次のようにまとめている。

（1）楽曲コンセプト

（2）作詞・作曲

（3）編曲（アレンジ）

（4）録音（レコーディング）

（5）ミックスダウン

（6）マスタリング

（7）CDプレス

この工程の中でも技術的な制作の中心となるのは録音（レコー

ディング）とミックスダウン（編集を含む）である。現在もこの流れに

則り音楽制作が行われているため、この工程は崩さずミックスダウン

の後にVR音響化する作業を追加する。

音をVR音響化するためには大きく分けて2つの手段がある。

ひとつは、動画撮影時と同時にVR音響専用のマイクで録音する

ことである。声や楽器、環境音等の録音に適しており、その場の様子

をそのまま収める点では最もリアリティある音が再現できる。しかし、

とりわけ音質についてはどうしてもマイク本体の性能に依存し、不要

なノイズ混入等、録音環境の影響を受けやすい。

【研究ノート】

シーンベースのVR音響のための
標準的音楽制作ワークフローの提案と構築
Proposal and construction of a standard music production workflow for scene-based VR Audio

デジタルハリウッド大学 助教

坂本 昭人   Akihito Sakamoto
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もうひとつの方法として、既に出来上がっている音源やこれから

制作される2Mix（ステレオ）音源を編集でVR音響化することである。

こちらの場合、これまでの2Mix音源を制作するワークフローがその

まま使え、新たに機材を用意する必要もない。さらにコンピュータ

ミュージックの場合、打ち込み音源等も使えることから自由度が高く

なり、この場合ノイズの心配も最小限に抑えられる。本研究では後者

の流れを想定しワークフローの構築を進めていく。

音をVR音響化するためには、空間音響（Spatial Audio）の技術を

用いる。広義としての空間音響は、大きくチャンネルベース、シーン

ベース、オブジェクトベースの3つの方式に分かれる。

チャンネルベース方式は、2chステレオや5.1chサラウンドを拡張

した、チャンネル配置があらかじめ定められた方式で、シーンベース

方式は、音場全体の物理的な情報を記録・伝送する方式、オブジェ

クトベース方式は、素材音（オブジェクト）とその位置や動きを分け

て記録・伝送し、再生環境に合わせて構成する方式である※1。

360度動画に連動する音の作成に最も都合が良いのは、シーン

ベース方式の空間音響であると考えた。それは、360度動画同様、

頭の動きを感知するヘッドトラッキング機能に連動し、音源の定位が

変化する仕組みであることと、最終的に従来のスピーカーシステム

であるステレオモニタリング環境を活用し視聴できるようにすること、

誰もがアクセスできるプラットフォームに対応すること等の利便性や

実現性を鑑みたためである。また、シーンベースの中にも複数の

形式や方式等が存在しているが、現在の音楽制作環境で最も活用

されているもののひとつであることを理由に、Ambisonicsテクノロ

ジー（安藤彰男（2010）参照）を用いる。

そもそもAmbisonicsには、複数のフォーマットが存在する。四面

体構造に4つのカプセルを配置したマイクロホン構造で、アンビソ

ニックマイクロホンと呼ばれるものがA-formatである。このマイクロ

ホンは、LFは左前方の上向き、LBは左後方の下向き、RFは右前方

の下向き、RBは右後方の上向きにマイクロホンカプセルが配され

ている（図1）。

図 1：Ambisonics A-format　　参照：安藤彰男（2010）p.41

一方、全指向性と両指向性マイクロホンの組み合わせによる空間

収音方式であるのがB-formatである（図2）。

図 2：Ambisonics B-format　　参照：安藤彰男（2010）p.41

Ambisonics は、1970 年代にイギリスで発案されたテクノロ

ジーで、現在市販されているVR音響専用マイクの多くがこの仕組

みを活用している。ここから得られる信号情報は、正四面体の頂点

の位置計4点のマイクによる位置情報であるためA-formatである

が、これを音楽制作としてより自由に処理・編集し、また聴くことが

できるよう、3次元（軸）の方向情報であるB-formatに変換処理する。

これにより、ある一点（視聴点）を取り巻く音場全体の物理情報を

記録再生することができる。

具体的には、正四面体の頂点の位置計4点のマイクによる位置

情報を計測・処理し、それぞれの和、差を演算し360度の音を達成

する仕組みである。Wを全指向の情報とし、Wに対する前後の情報

をX、左右の情報をY、上下の情報をZとして展開する。

Ambisonicsを用いる場合、その軸が多くなればなるほど空間の

再現精度は向上する。正四面体の頂点の位置計4点のマイクによる

位置情報（4ch）で再現するものを1次Ambisonics（FOA）、各軸の

間を表現し9ch用いるものを2次、16chを用いたものを3次と呼び、

より高次（High Order Ambisonics：以下HOA ）なものへとなっていく。

高次に比べ1次Ambisonics（First Order Ambisonics：以下FOA）

は空間音響の再現精度が低いが、手軽さや扱いやすさから今回はFOA

を用いる。尚、フォーマットはB-format、方式はFuMAとambiXが

存在する。FuMaはチャンネル序列がW,X,Y,Zであり、ambiXは

W,Y,Z,Xの序列である。両方式は専用コンバーターを使うことで比較

的容易に変換することができ、現在においても無償と有償でいくつ

かのツールが存在するため、大きな問題にはならない。

YouTubeへのアップロードを考慮してambiXの方式を採用し、

これにより、既存の2Mix音源をVR音響化し、特別なハードウェア

等なく視聴できる標準的音楽制作ワークフローの構築を図っていく。

4. 検証

4.1. 制作ワークフローの流れ

制作ワークフローは、通常の2Mix音源の制作ワークフローをベース

とする。その上でVR音響化のための処理を実施し、ステレオ（バイ

ノーラル）環境での再生確認をする。その後360度動画と統合、アッ

プロードするプラットフォームに対応したメタデータを付加し、ひとつ

のVR動画ファイルとしてアップロードすることで完了となる（図3）。

図 3：制作ワークフロー概念図

従来の楽曲制作手法

2Mix（ステレオ）音源制作

FB360 Encoderプラグインを用いた編集

Ambisonics音源と360度動画の統合

Spatial Workstation（VST）プラグインを
用いた編集

Ambisonics化

Spatial Media Metadata Injectorソフトウェアを
用いたメタデータ付加

メタデータの付加・アップロード
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VR 音響化することだけに特化した、あるいは音楽以外の制作

機能を持つVR音響化のためのアプリやソフトウェアは存在するが、

音楽制作の場合、VR音響化することに加え、波形編集や音質等の

細かい調整、従来の音楽制作で使用するプラグインやハードウェア

との互換性等、利便性や実用性を鑑みる必要がある。なぜなら

これらは特に音楽ビジネスにおいて重要となる品質の担保にも直接

関わってくるためである。

4.2. 制作環境

制作環境は現状で比較的多くの者が入手できる環境で検証する。

（1） コンピュータ

特にハイスペックなマシンは必要とせず、またWindowsでもMac

でも可能とする。今回の使用マシンは以下である（制作・視聴共通）。

本体：MacBook Air

OS：macOS Sierra

プロセッサ：1.7GHz Intel Core i5

メモリ：4GB 1600MHz DDDR3

グラフィックス：Intel HD Graphics 4000 1536MB

容量：60.7GB中20.39GBの空き

（2） DAW（Digital Audio Workstation）

FOAを達成するためには、1トラックにおいて4chの録音・再生

ができるスペックが必要である。例えば、音楽業界で多く使用され

るAVID社のProToolsは無償版と有償版とがあるが、前者（Pro 

Tools｜ First）は1トラックで2ch（ステレオ）までしか扱えず、後者

（Pro Toolsまたは Pro Tools ｜ Ultimate）は費用が発生する。

ダウンロードやインストールに極力費用が発生せず 4ch 以上の

チャンネルを扱えることと、多くのOSやプラグイン規格に対応して

いること、入手が比較的容易なことから、Cockosによって開発さ

れたREAPER VERSION 5.974（OS X 64-bit）を使用する。

（3） プラグイン

2Mix 音源をAmbisonics 化するためにプラグインを用いる。

こちらも無償版と有償版とがありそれぞれ機能や特徴の違いはある

が、2Mix音源をFOA（B-format/ambiX）化するに支障なく、360度

動画が編集画面上でプレビューでき、さらにAmbisonics化され

た定位変化を編集中リアルタイムにステレオ環境でモニタリングでき

ること、そして対応するDAWが比較的多いプラグイン形式（VST、

AU、AAX等）であることから、Facebookが提供しているFacebook 

360 Spatial Workstation（VST） - macOS - v3.3 beta3の「FB360 

Spatialiser（ambiX）（Two Big Ears）（16ch）」（以下、FB360 

Spatialiser）と、「FB360 Control（ambiX）（Two Big Ears）（16ch）」

（以下、FB360 Control ）、「FB360 Encoder」を使用する。

（4） 再生プラットフォーム

投稿や視聴に費用を発生させずとも、多くの者が視聴することの

できるプラットフォームであるYouTubeを使用する。

ただし今回の検証の時点では、次の仕様においてのみ再生保証が

されているため、この条件に合わせ制作する※2。

・メタデータがファイルに追加されている

・使用している音声トラックが1つだけである

・空間音声にアンビソニック（AmbiX）形式が使われている

・1次アンビソニック（FOA）がサポートされている

・ヘッドロック ステレオを組み合わせた1次アンビソニック（FOA）

がサポートされている

（5） ソフトウェア

YouTube にVRコンテンツをアップする際に必要となるメタ

データを付加するために、Googleの提供しているSpatial Media 

Metadata Injectorを使用する。

（6） 再生ブラウザ

こちらもYouTubeの仕様に則り、Googleの提供しているGoogle 

Chrome（バージョン 75.0.3770.80（64ビット））を使用する。

（7） 2Mix音源

現状、多く流通している一般的なデータ形式となる音楽ファイル

とする。

サンプル音源：VR音響制作マニュアル用_サンプルステレオ音源

https://www.youtube.com/watch?v=pnTZkNlGZ8Y

ファイルタイプ：ステレオ

ファイル形式：WAV

サンプリング周波数：44.1kHz

ビットデプス：16bit

サイズ：11MB

再生時間：60秒

（8） 360度動画

サンプル360度動画：VR音響制作マニュアル用_サンプルVR

動画素材

https://www.youtube.com/watch?v=IohNTEu8SDA

YouTube上に360度動画としてアップするため、アスペクト比

が2（横）：1（縦）であり、音源位置が分かりやすい動画内容であり、

またマシンに負担をかけない程度のファイルにする。

アスペクト比：2：1

画像解像度：4000×2000

コーデック：H.264

サイズ：26MB

再生時間：60秒

4.3. 制作ワークフローの実際

（1） チャンネル設定

Ambisonics化はチャンネルトラックで行う。具体的には、2Mix

音源をセッションに配置しFOA 化のためのトラックやチャンネル

設定を行う。

波形編集や音源処理の利便性、分かりやすさ等を鑑み、2Mix

トラックそのものにAmbisonics処理は行わず、別途用意したバス

トラックにアサインし、ここにSpatial Workstation（VST）プラグ

インをインサートしたのちマスターに送る。

ここでは、2Mix音源のトラックを元ソーストラック、Ambisonics

処理のためのバストラックをAmbisonics化トラックとする。

尚、元ソーストラックにそのままプラグインをインサートしても

Ambisonics処理はすることができる。しかしこの場合、プラグイン

をインサートすることで招く音質等変化に対応することが難しい。

それは、従来の音楽制作で使用するプラグインはモノラルかステレオ
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対応のものがほとんどであるため、4chに設定したトラックにこれ

らが混在すると、正確なAmbisonics化がなされないことや、本来

のプラグイン効果が期待できない可能性があるためである。さらに

波形編集を行う場合も、本当に正常な処理がなされたかが把握しに

くい。そのため、元ソースとAmbisonics化を別にすることでクオリ

ティ担保の確実性とミスやエラーが起こった際の原因把握のし易さ

を確保する。

図 4：トラックルーチン

（2） 元ソーストラックのルーチン設定 

従来のようなチャンネルトラックからマスタートラックへという

ルーチンではなく、バストラックとなるAmbisonics化トラック

へのみアサインする。また、元ソースは2chであるが、4chの

Ambisonics化を想定しているため、チャンネル設定は4chとしておく。

Master send：OFF

Parent channels：1-4

Track channels：4

Add new send...：2

Send to track2内

 Audio>Multichannel source>4 channels>1-4

図 5：元ソーストラックのルーチン設定

（3） Ambisonics化トラックのルーチン設定 

このトラックでFOA化をするため、チャンネル設定は4chにして

おき、プラグインをインサートしておく。この結果をマスタートラック

にアサインする。

Master send：ON

Parent channels：1-4

Track channels：4

プラグイン：FB360 Spatialiser

（4） マスタートラックのルーチン設定 

マスタートラックでは、実際のFOA化された信号を通す役割のため、

当然4chに設定する。仮に複数の音源があっても、FOAの場合、

マスタートラックは4chであることに変わりはない。

Track channels：4

プラグイン：FB360 Control

Ambisonics化された音源をそのままスピーカーやヘッドホン等

ステレオ環境で再生しても、定位や音量等のバランスが崩れ、求める

パフォーマンスをモニタリングすることはできない。FB360 Control

は、制作時においてAmbisonics音源をステレオ（バイノーラル）環境

でモニタリングできるようにするためのプラグインである。これが

インサートされている状態でAmbisonics音源を再生すると、最終

的にステレオ環境で再生される状態と同様のモニタリングができる。

尚、本プラグインは制作時のモニタリング用であるため、書き出し

時にはオフにする必要がある。

（5） 定位設定

FB360 Spatialiserは360度動画に合わせ音源定位の設定がで

きるため、用意した360度動画をロードし、その画を見ながら音源

を定位させる（図3 「Ambisonics化」）。動画上でのアサインは上下

左右軸であることから、奥行や指向性、距離による音量の減衰量等

は各パラメータにより個別設定する。今回は、動画上の「A」に音源

が定位するよう次のように設定する。

プラグイン： FB360 Spatialiser

POSITIONING

Azimuth：-56.36°

Elevation：-5.50°

Distance：1.00m

Spread：0.10

ATTENUATION

Min Distance：1.00m

Max Distance：1000m

Factor：1.00

DIRECTIONALITY：OFF

DOPPLER：OFF

図 6：FB360 Spatialiser の設定
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（6） 音響処理

通常の2Mix音楽制作同様、ここでも波形編集や音質、音量等を

設定することができる。具体的には、リージョン単位でのテイク取捨

選択やフェード処理の他、プラグイン処理による音質の補正やVR

音響化したことで付加したい演出等のためのイコライジングやコン

プレッション、リバーブ処理等をすることが可能である。特にプラグ

インの使用については、音楽制作としてだけでなく、VR音響化した

ことで変化する音質等の補正に必要となるため重要な要素となる。

これらのエフェクト機能を持つプラグインの多くは1chか2ch用

のものであるため、4ch 化したトラックにそのまま使うと定位の

バランスが崩れる。

試しにVR音響化した4ch設定のAmbisonics化トラックにモノ

ラル用イコライザープラグインであるVST：REQ2 Mono（Waves）

を使い検証した。聴感上でも分かるほど定位が変化し、レベルメー

ターでも定位変化による音量変化を確認することができる（図7）。

図 7：VST：REQ2 Mono（Waves）使用有無による比較図

左がVST：REQ2 Mono（Waves）オフ、右がオンのマスタートラックのレベル
メーター（同楽曲の2小節目/1拍目における右90°定位での比較）

このことから、定位のバランスを担保するため、プラグイン処理

は元ソーストラックに施すことで、従来の2Mix音楽制作と同じ手法

を活用することができる。

尚、今回はひとつの音源を例に行っているが、マルチトラックを

用いた楽曲制作においても同様の考えで制作することができ、この

場合、元ソーストラックとAmbisonics化トラックの組み合わせが

音源数分だけ増えることになる。また、音源が複数あっても定位が

同じ音源であれば、それらは同じバストラックにアサインすること

ができるため、処理に要するマシンパワーを最小限に抑えることが

できる。

（7） 書き出し

全ての設定や編集が完了したら1つのWAVファイルとして音源を

書き出す。その際、前述のFB360 Controlをオフにすることを忘れ

てはならない。また、出力のチャンネル数は4である。今回は次の

ように設定する。

Source：Master mix

Bounds：Entire project

Directory：Desktop

File name：DemoMusic_FOA　

Sample rate：48000Hz

Channels：4

Output format：WAV

図 8：書き出し設定

（8） VR音響音源と360度動画の統合

音源と動画の統合は、DAWを使った工程とは別に、独立して行う。

具体的には、前項で書き出したAmbisonics音源とVR動画を統合

させひとつの動画ファイルとして統合し出力する（図3）。

FB360 Spatial Workstation内のFB360 Encoderはスタンド

アローンであるため、単独で起動させ次のように再生プラットフォーム

に合わせ書き出す。

プラグイン： FB360 Encoder

OUTPUT FORMAT

Select format：YouTube Video（with 1st order ambiX）

SPATIAL AUDIO

Select Format：B-format ambiX 1st order

From Pro Tools：チェックしない

Spatial audio file：作成した音源をロードする

VIDEO

Video Layout：Monoscopic

Video file：用意したVR動画をロードする

（9） メタデータの付加およびアップロード

最後にSpatial Media Metadata Injectorでメタデータを付加

する。これもDAWを使った工程、あるいは、エンドコード工程と

は別に独立して行う。具体的には、スタンドアローンであるSpatial 

Media Metadata Injectorを起動させ、該当する動画ファイルを

読み込ませた後、「My video is spherical （360）」と「My video 

has spatial audio （ambiX ACN/SN3D format）」にチェックを入れ

ることで、今回のアップロード先であるYouTubeの再生仕様に適した

状態となる（図3）。

アップロードについては、再生プラットフォームに対応したファイル

形式になっていれば、プラットフォームが指定するアップロード先に

ファイルを送るだけで作業は完了となる。

ソフトウェア： Spatial Media Metadata Injector

これらの工程を用いることで、従来の音楽制作ワークフローは

変えず、その後に延長する作業として加えることができる。また、

VR音響化することで変化する音質等のための補正や編集（イコライ

ザーやコンプレッサープラグインの使用や波形編集）も従来と同様

にすることができるため、利便性や実現性が高いまま実行すること

ができる。
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実際に、元ソースが1トラックのものと6トラックのもので検証した。

元ソースが1トラックのサンプルコンテンツ：VR音響制作マニュ

アル用_サンプルVR音響

https://www.youtube.com/watch?v=Gra8JZxhijg

元ソースが複数（6トラック）の音源を使用して制作したサンプル

コンテンツ：【VR音響研究】坂本音響塾6期生楽曲 「K（仮）」プリプ

ロ VR音響実験

https://www.youtube.com/watch?v=dF3fhTGjzE0

（元ソースとなる2Mix音源：Dr、Ba、Gtr1、Gtr2、Syn、Vo）

5. 結果と考察

アップロードしたVR動画ファイルをGoogle Chromeを使って

確認すると、360度動画の動きに合わせた音源の定位変化を確認

することができた。特に左右の定位変化はVR音響化した音源とし

て十分に楽しむことができた。

また、VR音響化したトラックに1chまたは2ch仕様のプラグイン

を使うことで定位のバランスが崩れることを確認したため、プラグ

イン処理は元ソースとなる2Mix音源のトラックに行うことで解決で

きることが分かった。

Ambisonicsを用いたシーンベースのVR音響は、パソコンとヘッド

ホン（ステレオ出力機器）だけで、視点変化と音源定位が連動し変化

する様を確認できるため、コンテンツのリアリティはより向上し、

エンタテインメントとしてだけでなく、様々な分野への応用が考えら

れる。

また、制作においては、比較的容易に揃えることができる制作環境

と従来の音楽制作ワークフローの活用でこれを達成できることが

確認できた。

6. 今後の課題

今回はFOAに限定しているため、分かりやすい左右の定位変化に

比べ、上下や奥行の音源定位の変化は確認しづらく向上の余地がある。

解決策のひとつとして、高次Ambisonics（HOA）を用いれば一定

の再現性が担保されることは容易に想像がつくが、処理するチャン

ネル数が多くなればなるほど高いスペックがマシンには要求されるし、

利用環境の負荷も増大する。高次に対応するプラットフォームの

高機能化を待つだけでなく、たとえ低次であっても利用できる手法

や技術の応用にはまだ工夫の余地があると考えられる。
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【Notes】

Proposal and construction of a standard music production workflow for scene-based VR Audio

Akihito Sakamoto

(Assistant Professor, Digital Hollywood University)

It aims to standardize the workflow for music production using VR Audio in the scene base that has not been established yet. 

In order to create a VR Audio for 2Mix (stereo) sound source that changes in position in accordance with the change in the 

viewpoint of 360-degree video, the standard that can be used by students learning digital content while following the conventional 

music production workflow In order to create a music production workflow, we simplified the complex system and used only free 

and inexpensive equipment and tools.

Keywords: VR Acoustics, VR Audio, Ambisonics, Spatial Audio, Music production
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デジタルハリウッド大学大学院を中心に多方面の協力を得て進めている多言語を融合し音楽にする新しい形のエンターテインメントの研究に
ついて報告する。多言語で同時に歌うことにより創り出される音楽の形態をLingphony（言語のLinguisticと音楽のSymphonyを合わせた造語）
と定義し、その可能性を追求するために、今回は、クラシック音楽をベースに、12か国の言語の歌詞を作り、それらの組み合わせで音楽として
成り立つかの検証を行った。Lingphonyの概念を伝えるための映像やVRコンテンツなどを制作するプロジェクトがいくつか並行して走っている。
本稿は、担当研究者各々の観点からの報告をまとめたものである。

キーワード：多言語、音楽、歌、言語、文化、エンターテインメント

1. はじめに（吉村 毅）

Lingphonyは、言語Linguisticと音楽Symphonyの合成語であり、

その考え方は、次の通りである。

・言語は全て異なる特徴を持つ楽器と捉えられる

・言語を楽器として活用して音楽がつくれる！

・それぞれの言語の特性を活かし、歌唱パートを振り分ける

・言語間のベストハーモニーをコーディネートする

・言語は単なる楽器にあらず、意味までも伝えられる

・そのフレーズの意味を伝達するにあたり、ベストの言語を選択

していく

例えば、「ほんと？」と東京弁で言うより、関西弁で、「ほん～まか?」

と言った方が、気持ちが伝わる感じのようなことを出発点としている。

愛している、サランヘヨ、我愛你、アイラヴューのどれがその

フレーズにおいてはベストなのか？などを探求することが必要であり、

そこでは、言語や言い回しにより人々の受ける印象が異なることを

想定している。

「言語ごとのシンガーは、その国（言語）を代表するトップシンガー

を起用し、オリンピック開幕式か紅白歌合戦で発表したい！というよう

なことを実現したいですね」と、2018年度の本学大学院のFuture 

Gate Camp（新入生合宿）のときに雑談で三淵先生と話をしたところ、

その場で「やりましょう！」となり、このプロジェクトがスタートした

のである。

三淵先生が、松尾謙二郎さん（サウンドアーティストでインビジブル・

デザインズ・ラボ代表）を引き入れてくれ、デジタルハリウッド大学

の坂本先生、三淵ラボの平井さんや、学部生のフィアーズジェイド

さん（英語と日本語の作詞担当）が続々参加。また、文化庁から文化

財多言語解説整備事業費補助金を受けられることになり、映像化と

VRコンテンツ化が決定。2018年度末から院生の藤井翔監督も、

他の仕事に優先し、映像監督として加わってくれることとなった。

Lingphony に 隠 さ れ た メ ッ セ ー ジ は、"Against Ethnic 

Discr iminat ion"つまり「我々はあらゆる民族差別を否定する」、

「相手の国の言語を話すことは、その国の民族をリスペクトしている

ことだから」と考えている。

2. 研究の概要（三淵 啓自）

2.1. 目的意識

多言語で同時に歌うことで創り出される音楽の形態をLingphony

と定義しているが、単に言語を音に置き換えて楽曲にすることが

目的ではない。言語と文化、その融合などの可能性を検証すること

が大きな目的である。 

そもそも、霊長類のコミュニケーションは、鳴き声のような口か

ら発される音や、道具で作り出せる音をベースにやり取りされて

いたと考えられている。それらの声や音が言語や音楽に変化して

いったと考えられるが、言語の起源に関しては多くの説がある。脳の

進化や喉の形状進化などがあり、霊長類と人間との間が連続的な

進化か不連続的な進化かさえ明確にはなっていないが、文化的な視点

から見ると、言語は、民族や種族、地域の環境や生活様式などに

影響を受け、多様化していったと考えられる。言語は、人間に多く

の情報やその処理能力をあたえ、思考や思想などの発展の基礎に

なっている。また、音楽も多くの人々の感性や心情などに響くアートと

して昇華され、文化とも密接に関連して進化してきた。つまり、言語

と音楽は、音というメディアにおいて、地域、民族の文化の基盤で

あるといえる。言語と音楽が多くの民族や部族などで多様化し、分裂・

融合してきたのが人類の音の文化であるともいえる。近代において

は、国という地理的な境界線（国境）や分断された組織同士で交流

や断絶、協働や争いの歴史があり、大きな世界戦争にまで発展した。

その後、共同体的な思想や、自由な貿易や、人の自由な移動などで、

ある程度、緊張が緩和された時期もあったが、再び、自国第一主義

的な思想が蔓延し、少数民族やマイノリティーの弾圧、貿易戦争など

が横行し始めている。

そのようななか、自分たちの言語・文化を変えることなく、他の

言語・文化と融合できる可能性を、Lingphonyという概念で、人々

に認知させることが可能ではないかと考えているのである。

故に、この研究は、単なる新しいエンターテインメントの研究で

はなく、多様化した民族・文化・国境を越えて、人々がお互いの

違いを尊重し協働できる、そのようなエンターテインメントの可能

性の追求なのである。

【報告】

「Lingphony」多言語融合エンターテインメントの研究
「Lingphony」Multilingual entertainment

デジタルハリウッド大学大学院 教授

吉村 毅   Takeshi Yoshimura

デジタルハリウッド大学大学院 教授

三淵 啓自   Keiji Mitsubuchi

インビジブル・デザインズ・ラボ 代表

松尾 謙二郎   Kenjirou Matsuo

デジタルハリウッド大学 助教

坂本 昭人   Akihito Sakamoto

デジタルハリウッド大学大学院 院生

藤井 翔   Sho Fujii
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2.2. 研究の方法

 実際にどのようなアプローチが良いのかは手探りの状況であり、

現時点ではまだ初期の段階として、世界中で歌われているクラシック

音楽をベースに、12カ国語で翻訳した歌詞をつくり、それらによって

試行錯誤をしているところである。多様な言語、多様な文化の融合

を目指すためには、言語や文化のネイティブな研究者や音楽家など

多くの人々の協力が今後必要になると考えられる。このためにまず

は、Lingphonyの概念を伝えるべく、パイロット版として映像やVR

コンテンツなどで人々が体感できるものを開発し、今後の研究につ

なげていくこととした。

3. 音楽的視点の研究（松尾 謙二郎）

3.1. 研究動機

吉村先生と三淵先生から、言語にはそれぞれに独特のイントネー

ションがあり、それがその国の特徴や文化を象徴する要素を大きく

含み、ある種の音楽として聞こえるのではないか？という話を伺っ

たとき、大変に興味を持った。というのも、筆者は音楽と文化、本能

との研究を長く行っており、それに近しい文献などをいろいろと調べ

ていたからである。

3.2. 音と音楽（言語）

音楽というものの概念から考えていくとき、そもそも音楽がなん

であるかということを考える必要性がある。筆者は、そもそも音楽

は「本能的に反応してしまう人為的な音がある」ということへの「気

づき」から始まったと考えている。

多くの本で、音楽と言葉、人間の文化ができていく上でどちらが

先にできたか？という論争がある。答えを明確に出すこと自体が

難しいので、今はその辺りにフォーカスを当てること自体が避けられ

ているという話もある（スティーヴン・ミズン 2006）。

言語と音楽は、スタートは違うかもしれないが、結局「音」をつかっ

たツールであり、コミュニケーションの手段などの要素がお互いに

ある。それぞれの国や地方にその発祥の流れや価値観、そのほか

の要素が混じって生まれ育まれてきた流れを考えると、多くの表現

が出てくるのは当然といえる。その中で人間特有の「声」をつかった

コミュニケーションがどの国でも発展していったのは大変興味深い。

このプロジェクトにおいて、言語と音楽の関係性を考えるきっか

けになったことが、筆者自身の大きな進歩であり、多くの気づきを

生みだしてくれた。今回このプロジェクトにおいて気がついた点、

これからもっと掘り下げたい点についていくつかを挙げていく。

3.2.1 音と生物の関係

音が情報の要素として生き物全体に大きな影響を与えていること

はいうまでもない。危険を察知するためや、自分の置かれた環境を

感知したりする基本的な部分もあるが、耳から入ってくる音の情報

を脳で処理し、それをどう理解するかという機能がどう働いている

のかが問題である。視覚の情報量が多いとはよくいわれるが、量も

大事であるが「どう処理するか？」が大きな要素である。 多くの

情報において実はなかなか重要となるのは「無意識の処理」という

ものである。

人間の五感センサーは、無意識でもそれを処理している。温度、

湿度、明るさ、うるささや、それらの中から必要な情報を無意識に

抽出できるような能力が多くある。

音に関していえば、「カクテルパーティ効果」などはその一つの例

だといえる。カクテルパーティ効果は、ノイズの多い場所でも、意識

した音だけを聞き分けることができるという人間の脳内での音の

処理の機能のことを指すが、これはなかなか深い能力で、無意識下

でもたまたま隣の席の知らない人が、自分の興味のあるワードを口

にした瞬間、特にその会話を聞いていなかったにもかかわらずその気

になるワードだけ耳に飛び込んでくる、などということである。脳が

どのように情報を処理しているかということは案外意識しにくい

のであるが、このような能力は、言語が発達する上で、音を「脳で

理解する」ことが不可欠な機能であるといえる。

3.2.2 生物における音の認識と影響

まず、はじめに、YouTubeに上がっている『ニワトリとしゃべる猫

(コケコッコーの巻） Cock-a-doodle-doo Cat』（https://youtu.be/

eXkJqS-GrhE）の例を取り上げる。映像を視聴しながら、本稿を読ん

でいただきたい。この猫は、耳で聞いた鶏の声を「まね」している。

どのようなことを考えているのかはわからないが、耳から入ってきた

情報を、何かしら認識して、自分もまねしてみる、ということを行っ

たといえる。生き物にはこういった能力があるといえるが、人間は

これが顕著であると考えられる。それは、脳が発達しているという

ことにも繋がっている。

音を何かしらの意味として捉えていくにはプロセスがある。その

上で、音を「言語」と捉える前の段階に、音が人間にプリミティブに

与える影響というものがあると考える。ある一定のリズムやハーモ

ニーといった音楽的な要素は人間の心理に大きく作用する。

『Golden Loves Guitar !!』（http://youtu.be/KBluUZ4NnZg）

を視聴していただきたい。全ての犬がこうなるわけではないといえ

るが、音が動物に与える影響として、一つの事例だといえるし、人間

以外でも音楽、もしくは音楽に近い要素を、理解できているという

ことがわかる。

『オウムのダンス AKB48 恋するフォーチュンクッキー』（https://

youtu.be/s8MPB0IoNBs）を視聴していただきたい。音楽が身体

に与える影響は多く報告されており、特に音楽のビートと心拍数の

関係は、いろいろな研究の報告がある。例えば、

・60-80bpm　休憩中の心拍数

・130-160bpm　緊張時の心拍数

である。音楽を聞いていると、心拍数もそれにあわせて変わって

いくというのは、事例としては確認されている。もちろんぴったりに

なるというわけではないが、心理的に大きく影響する一つの事例と

いえる。

次に、『水太鼓 / バカ族（カメルーン）』（https://www.youtube.

com/watch?v=iVStKVoadO4）を視聴していただきたい。音楽として

認識するには、声を使うことが最もプリミティブだともいえるが、

身の回りの物をつかって音楽を感じ、表現する流れは古くからあっ

たといえる。その上で世界中に民族音楽という形で多くのバリエー

ションが存在するのは、その場所で独自な言語が発生する流れと

同じようなものだと考えてもいいのではないかと考える。

3.2.3 言語と音の関係の事例

いくつかの言語ではそれを音、もしくは音楽と一体にして考える

ようなカルチャーも見受けられる。

『The ta lk ing drum-Donno.mpg-Kwame Ansah-Brew

@Frostburg State Univ.』（https://youtu.be/sDSPPHGht5s?t

=1m23s）を視聴していただきたい。トーキングドラムは楽器でも

あるが、伝達手段としての機能も持ち、遠くの人へのメッセージや

音楽の「歌詞」を表現できる楽器である。 楽器そのもののピッチを

変えることによって、言葉のイントネーションを表現することがで

きる。言語と音楽が混ざり合ったプリミティブな事例だといえる。

【報告】「Lingphony」多言語融合エンターテインメントの研究

「Lingphony」Multilingual entertainment
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次に、『All you need to know about Silbo Gomero』（https://

youtu.be/AqdAnGDMU2k）を視聴していただいきたい。同じよう

にヨーロッパにいくつか散見される（スペインのカナリア諸島など）

口笛をつかって言語を遠くまで伝えるという音と言語の関係性をつ

かったコミュニケーションで、南米の一部にも存在するようである。

これは言語の持つイントネーションを口笛のピッチで表現すること

ができないと成立しないといえる。

ここまでくると、言語と音楽の関係性はある程度見えてくるもの

があるのではないかと考える。

3.2.4 文化のバラエティと言語　言語を音楽として見たときの背景

言語が生まれた背景が、その土壌や文化に大きく関わっていること

はいうまでもない。言葉自体、コミュニケーションの中心にあり、

それらがその土地で生きた人々の長い年月をかけてできた「成果物」

だと考えたとき、そこに多くの特徴や背景が含まれていることは、

おそらく間違いないと考えられる。 言語を音として見たときにも、

それぞれの言語には独特の音のつかい方があるという見方ができる。

アクセント、リズム、音程（ピッチ）といった音楽的な用語で考えて

いったときに、日本語には日本語の、中国語には中国語のイントネー

ションがあり、それぞれ違う形になるといえる。

文化や風習は国ごとに違うことはもちろんのことだが、このアク

セント、リズム、ピッチの違いは顕著であり使い方も様々である。

日本語はピッチよりもアクセントによる表現が多いといわれている

が、中国語はではピッチによる表現がより強いそうである。

妈妈骑马，马慢，妈妈骂马。
“mama qiˊ maˇ. maˇ manˋ. mama maˋ maˇ”

（お母さんは馬に乗る。馬が遅くて、お母さんは馬を叱る）

は、ほぼ全ての漢字の読みが日本語のふりがなで書くと「マー」で

はあるが、それぞれピッチの動きが違う。そのため今回Lingphony

で議論になったのは、中国語の歌詞に勝手にメロディをつけてしま

うと「意味」が違うものになってしまう可能性があるという話であっ

た。これは、中国語がもともと持つピッチの動きが、必ずしも歌の

メロディの動きと一致しない場合が考えられるという話である。

その昔、日本の音楽教育では「日本語のイントネーションに合わ

せてメロディをつけるべき」という考え方が主流だったと聞いている。

まだ作曲家の団伊玖磨氏が存命だった頃、荒井由実（松任谷由実）の

「ひこうき雲」という曲の解説をNHKで行っていたのを見たことが

あるが、この曲のメロディラインが、日本語のイントネーションに

とらわれず自由かつ、印象的にメロディづけされていることにイン

パクトを覚え、斬新ですばらしいと褒めていたことがあった。概念

というものが時代とともに変わっていく一つの例だともいえる。

これに近い話ではあるが、中国語の「マー」がメロディと一体になっ

ていないと意味が変わってしまうことに懸念はしていたが、吉村先生

の中国人留学生へのインタビューによると「気にしない」のだそうで

ある。たしかに前後で想像がつく部分もあるであろうし、縛られて

しまう表現は今の時代にはマッチしないのであろう。音程が変わる

ことで意味自体変わってしまうことよりも自由に音楽として楽しむ

風潮が今の時代の考え方なのだといえる。 音楽と言語の持つ難しい

部分を考える一つの例だといえるが、こういうことが各国の言語で

起こっているのだと考えられる。

こういった言語と音楽との関係性は常に強くあり、しかも変化して

いると考える。そういったことを意識することができたことに大きな

意義を感じる。

3.3 Lingphonyプロジェクトとしての表現

本来、言語の持つ「音楽的要素」と「各言語の特徴」を体系化する

ことで何が見えてくるかを考えるプロジェクトだと考えているが、これ

がかなり難しく、現段階で明確にデータや数値にするようなことが

できにくいことで、かなり頭を悩ませることとなった。

そのため、まずはなにか形になるものにしてみて、プロジェクトの

方向性や可能性を考えるための作品を作ってみるべきだろうと考え、

いくつかの条件を揃えた言語＋音楽の表現をしてはどうかという話

になった。

そのための条件は、

・世界的に知名度のある曲をメインメロディとしてみる

・同じ歌詞を各言語に翻訳し、メロディにあわせる

・各言語を同時にミックスして一つのハーモニーにしてみる

という試みになった。正直どうなるかはわからなかったが、これ

により

・このプロジェクトが考える「多様性」の表現

・ダイバーシティが同時に存在する社会の表現

・場所や考え方を超えてクリエイティブでつながり、解決していく

という意思

を表現することができたのではないかと考える。

ベートーベンの第九を軸に世界中の言語が繋がり、文化や考え方

が違っても、同じ明るい未来の方向を見ることができるのではないか

と考えている。

4. 平成30年度文化財多言語解説整備事業費補助金を
活用した文化財存在意義の啓蒙（坂本 昭人）

4.1. 背景と目的

国や地域を越えた国際的な交流は国を挙げて益々盛んになって

おり、平成30年度の訪日外国人旅行者数は3,119万人となっている。

国内には外国人旅行者の満足度を向上させることができる施設が数

多く存在し、代表的なもののひとつに国が指定する文化財がある。

これらは国の伝統文化を象徴するだけでなく、日本の歴史や取り

組みを国外へ伝える役割も担っていることから、最近では特に、

外国人旅行者を招くだけに留まらず、施設訪問時の満足度向上にも

力を入れている。しかし、プロモーションや現地での施設案内等に

おいて有効な対策が十分に取られていないため、各施設の存在や

魅力を伝えきれずにいる現状がある。

そこで、本研究で創出した多言語を活用した音楽を用いることで、

施設の存在意義そのものを啓蒙し、各施設が発信するメッセージの

必要性や価値を理解しやすくすることで、総合的に満足度を向上

させるという、新しいデジタルコミュニケーションの形を探究する。

4.2. 実証と結果

4.2.1 コンテンツの検討

音楽の最大の魅力のひとつは言語を問わず共有することのできる

ハーモニーである。一般的な楽曲は、歌詞とメロディを主とした

構成になる。多言語を同時に用いるとひとつひとつの言語の独立性

が低下してしまうことがあるが、メロディにおいては発音や発声を

ハーモニーとして活用することで、楽曲として成立させることが

できる。そこで本研究では、日本語含め計12カ国の言語を用いて、

各々の言語を混声する音として見立てることでこのハーモニーを

達成した。
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言語はその国や地域の文化や背景を象徴するもののひとつである

ことから、多言語を用いた楽曲を通じて異なる文化が共存する姿を

表現するという、新しいデジタルコミュニケーションの形の実現を

目指す。

制作したコンテンツは2点である。

ひとつ目の動画を用いた楽曲では、該当する言語と共にその国

を象徴する衣装や風景を映し、またストーリー性を持たせることで

各文化をより理解しやすくなるよう演出し、世界の中の日本という

立ち位置と、自国の言語と他国の言語との関係性について意識する

きっかけを与えることができる。

図 1：多言語を用いた楽曲と動画の制作

ふたつ目のVR音響化した楽曲では、360度動画の視点移動に

連動し定位変化する音を聴くことができるため、例えば右耳からは

日本語、左耳からはフランス語、正面からはロシア語のように自由

に変化させることができ、各言語の対比すなわち国や地域それぞれ

の相性や違いを発見する気付きとすることができる。また、これら

はエンターテインメント性も持ち得ることから、より気軽にそして

楽しみながら視聴できる点が啓蒙力向上の要素となると考えられる。

図 2：多言語を用いた楽曲の VR 音響化

4.2.2 実証実験

デジタルハリウッド大学は東京都千代田区に位置し、同区内には

国の登録有形文化財に指定される神田明神（正式名称・神田神社）

がある。同施設は、東京の中心つまり神田、日本橋、秋葉原、大手町、

丸の内、旧神田市場、旧築地市場などの108町会の総氏神であり、

日本を代表する文化財のひとつである。国の魅力を国外へ発信

する重要な施設として、多くの外国人旅行者を招き日本文化の

理解促進のために様々な取り組みを図っている。その施策のひとつ

として、参拝者や観光客、更に外国からの来訪者に日本の伝統

文化等を伝えるための施設として、文化交流館を平成30年12月

にオープンした。

この度、本研究のテーマやコンテンツが発信するメッセージと

神田明神の施策が一致し、さらに地域活性化や産学連携としても

重要な活動にもなることから、本研究で創出したコンテンツを同施

設に設置・展示することとなった。この取り組みが、文化庁が実施

する平成30年度文化財多言語解説整備事業費補助金に採択された。

これは、訪日外国人旅行者数の増加及び訪日外国人旅行者が地域

を訪れた際の地域での滞在体験の満足度を向上させるため、文化財

に対して先進的・高次元な多言語解説を整備する事業を、観光施策

と連携させつつ実施する事業に対し補助をする制度である。

常に新しい取り組みで多くの外国人旅行者に対し国際交流を図る

神田明神の存在意義を啓蒙するためとして、デジタルコンテンツを

活用した新しいデジタルコミュニケーションを達成する技術力や

制作力、また多くの留学生が在籍し言語教育にも力を入れている

本学のカリキュラムから実証されるネイティブ力が国の施策として

認められた形となり、本研究を推進する大きな力となった。

平成31年3月29日（金）、30日（土）の2日に、本研究で創出

したコンテンツと複数の言語で表記された案内文を神田明神の文化

交流館に設置・展示し、多くの外国人旅行者にコンテンツを視聴い

ただき、一定の満足度を測ることができた。

神田明神でのLingphonyプロジェクトの実施概要

・日程

平成31年3月29日（金）13:00-16:00

平成31年3月30日（土）13:00-16:00

・場所

神田明神文化交流館 1F

・内容

次のコンテンツの設置・展示・視聴・説明等

多言語を用いた楽曲動画（iPadおよびヘッドホンによる視聴）

多言語を用いたVR音響楽曲（iPadおよびヘッドホンによる視聴）

・本取り組みに案内した人数：112名

※2日間合計値

・満足度アンケートの平均値：3.8

※満足度を5段階で評価（5点を満点とする）

※評価数値の算出は小数第二位を四捨五入

※空白等無効回答は集計に含まず

※両コンテンツの満足度の平均値

図 3：神田明神文化交流館での設置・展示の様子

4.3. 今後の課題

本研究を文化財に導入することで伝達力を強化する一定の成果は

達成できたが、数多く存在する施設それぞれに沿ったコンテンツの

ローカライズやメッセージアレンジの精度向上、本取り組み自体を

広げる啓蒙力強化にはまだまだ研究の余地がある。また、コン

【報告】「Lingphony」多言語融合エンターテインメントの研究

「Lingphony」Multilingual entertainment
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テンツ自体も、さらに万人に理解できるよう分かりやすくアウト

プットするための企画や技術に関して発展させられる余地がある。

テクノロジーやニーズの変化等、その時流に合った新しいデジタル

コミュニケーションの研究を推進していく。

5. Lingphony映像の撮影と制作 （藤井 翔）

5.1. はじめに

2019年2月7日木曜日。この日、映像監督としてお声がけをい

ただき、Lingphony映像制作の第1回打ち合わせを行う。テーマや

メッセージ性などLingphony全体に関わる内容は決められている

ものの、映像に関しては基本自由に撮らせていただけるという事で、

興味深いプロジェクトに関わる事が出来たと感じた。事前に録音さ

れた楽曲をベースにするという事は決まっていたので、ある程度内容

は絞られるものの、描き方は何通りも存在した。ドキュメンタリー、

ミュージカル、メイキング、ショートフィルム、ミュージックビデオ。

初見ではミュージカルが合うのではないかとも考えていたのだが、

ここで大きな壁に直面する。それが予算と納期である。特に納期に

関しては残り1ヶ月半しかないという事で、内容も決まっていない

状態で直ぐにプリプロダクションに入る必要があった。一番簡単な

方法として、世界中の歌手をスタジオに集め、1分間のミュージック

ビデオを制作するということも考えられたのだが、それでは自分が

撮る意味がなくなってしまうので、自分の一番の強みであるショート

フィルムを作ることにした。

5.2. プランニング

最初の打ち合わせで課された課題が、1ヶ月以内に物語と絵コンテ

を完成させること。映画制作において肝であり、一番時間のかかる

プリプロダクション。特にストーリーに関しては内容次第で映画の

善し悪しが決まってしまうので、ありきたりなものを書くことはできな

かった。映画制作に関して自分が拘りを持っているのが 1. 主人公を

女性とし、女性の観客の心を掴む。2. 世界観を作り上げ、観客を映画

の中に入り込ませる。3. 台詞ではなくシネマトグラフィー、つまり絵

で物語を表現する。この3点を念頭にストーリー制作に取り掛かった。

1ヶ月だと長いようにも思えるが、0ベースでの開始であり、予算の

制約も考えるとアイディア出しに多くの時間を要する。しかも別件の

撮影で東京を離れる事が多々あり、その中でも東北大学のプロジェクト

は何ヶ月もかけて制作をしている上に撮影時期と納期が完全に被って

しまっていたのである。幸いにも東北大学のプロジェクトはプリプロ

ダクションが完了していた為、仕事以外のときはLingphonyのプロ

ジェクトに集中をする事が出来た。

5.3. ストーリー

まず今回のストーリーで最も重要になるポイントが、言葉やメロ

ディと言った「音」を通して各国の言語、ひいては文化背景を互いに

理解し合うこと。そのきっかけ作りと仕組み化を目的としている。

その為、キャスティング、ロケーション面で考えてもインターナショ

ナルにする事は絶対条件であった。日本も国際社会化が進んで

いるとはいえ、まだまだ専門職の外国人を探す事は容易ではなく、

また世界各国のロケーションを東京近辺で見つける事は不可能に

近かった。

自分は幸いにもデジタルハリウッド大学時代に留学制度を利用

してロサンゼルスのUCLA Extensionにて映画監督の学位を取得し

ていた為、当時は毎日のように映画の撮影に励み、8年経った今でも

映画関係者との交流があった。元々アメリカは移民で出来た国でも

あり、映画の都ハリウッドには世界中から有名な俳優、クルーが

集まる。また、日本、イタリア、ロシアなど世界中のコミュニティが

存在し、ロケーションも豊富にあった。

直ぐにロサンゼルスの知り合いに連絡をとったが、日程と予算の

問題もあり、なかなか協力をしてくれるプロデューサーはいなかった。

しかし期限が迫る中、戸惑っている時間もなく、ストーリー制作に

励み、急ぎで1st ドラフトを完成させた。

「ある病を抱えて外出する事の出来ない少女、彩（18歳）。母から

のプレゼントであるVRを用いて世界中の人々が歌う“An die Freude”

（歓喜の歌）を鑑賞し、小さな希望を見いだす」 

このVRというのは三淵教授の要望で、教授の研究とのつながり

を持たせたかった点と、デジタルハリウッドの作品という意味も

込めて、インターネットやテクノロジーを交えて世界中の人々と交流

するという内容は、21世紀の社会反映という意味でも良いメッセージ

になると考えた。

5.4. キャスティングとロケーション

丁度ストーリーを完成させた頃、留学当時同じプログラムに所属

をしており、今ではプロダクションに所属し、多くの有名作品にプロ

デューサーとして活躍をしているドイツ人のセバスチャンから返事

があり、是非やりたいとのお言葉をいただいた。彼とは何本もの映画

を共に撮影し、プライベートでもドイツを訪れている仲であったので、

絶対の信用をおいていた。早速彼と協議を重ね、ロサンゼルにて世界

各国の俳優をキャスティングする事にした。吉村先生の意見で必要度

の高い国をベースに、ストーリーにあった国籍のアメリカ人、ドイツ

人、イタリア人、ブラジル人、アラブ人、中国人、韓国人、インド

ネシア人、スペイン人のキャスティング、またそれぞれの国にあった

ロケーションを探す事にした。

5.5. 撮影

それと同時に日本での撮影の準備に取り掛かった。先にも記述

したように、自分のこだわりとして主人公を魅力的に見せたく、特に

キャラクターの設定上、病人を魅力的に見せるのは容易ではない。

検討した結果、インフルエンサーであり、少女役の設定にも合って

いるミチにお願いをする事に。またロケーションも千葉のゴルフク

ラブが経営する緑豊かな宿泊施設から協力をいただける事になった。

2019年3月7日木曜日。あっという間に1ヶ月が過ぎ、Lingphony

第2回目の打ち合わせ日。ここでストーリーを始め、これまでの経過

を発表する。ここで許可を得られないと全て一からのスタートとなって

しまうので、内心ドキドキであったのだが、いくつかの指摘点を除け

ば大枠GOサインをいただく事が出来た。ここで出た問題点として、

いくらLAといえども、歌唱力のある俳優をこの短期間と低予算で

確保するのは不可能に等しく、そこで各国の楽曲に関しては音楽

プロデューサーの松尾さんに用意をしていただき、LAでは口パクに

て俳優に対応をしてもらう事となった。

吉村先生から青信号も灯り、いよいよ本格的に準備を進める事に。

というのも、既に納期が3週間を切っていたのである。急いで数日

後の飛行機を押さえ、俳優の知り合いの家に泊めてもらうようお願

いをし、本格的にキャストやロケーションの選定を始めた。この

スピードは普通に考えればあり得ないのだが、久しぶりのLAでの

撮影、ハリウッドマジックが起きることを信じた。

2019年3月13日水曜日。LAX出国日。案の定未確定要素が多く

ギリギリまでプロデューサーと打ち合わせをしていたのだが、ここで

急遽自分が運転をする事になり、空港に行く前ギリギリで国際免許
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を取りに。真冬の東京を重い機材を持って走り回り、なんとか時間

内に空港に到着する事が出来た。ラウンジで休憩をする暇もなく、

早速LAに飛び立つ。

−Day 1−

今回の撮影で唯一の救いだったのが、メインのアメリカ人とドイツ人

を抜かした殆どの撮影がスクリーン上で数秒しか使用しないという

事だった。普通であれば何十人ものクルーが何時間も準備をして１つ

のシーンを撮影するのだが、今回は殆どその必要がなかったので

ある。予め録音された音楽に乗って歌を歌ってもらうだけなので、

1ヶ国につき2,3時間もあれば終わるものであった。なので、ロケー

ションとキャストだけ用意が出来れば直ぐに撮影が出来るという状態。

初日からでも撮影が出来ればと考えていた。取り急ぎ到着後直ぐに

プロデューサーと会い、準備に取り掛かった。と言っても、その前

にやる事が大量にあり、必要な機材のピックアップ、SIMカードの購入

（設定後中々つながらず、結局数時間を費やす事に）、レンタカー

（都合によりレンタル出来ず、結局プロデューサーの車を使わせて

もらう事に）、衣装決め（スターウォーズを始め多くのハリウッド映画

で衣装をレンタルする世界最大のショップで、ブラジルの民族衣装

を調達）、そしてロケーションスカウティング。ようやくオフィスに戻っ

た頃には、とっくに日が落ちていた。急いで打ち合わせを始めるの

だが、ここで大きな問題に直面する。それはキャスティングの問題で

ある。今回遠隔でのやり取りをするという意味でもインターネットに

よるキャスティングを行い、メインのキャストには数百人もの応募が

あり、その中から選考をしていつでも準備をしておくようプロデュー

サーに要求をしていたのだが、その作業が追いついていなかったよ

うで、翌日のキャストも決まっていないという状況であった。この時

既に夜の8時。夜ご飯も碌に食べられていない状況で、選抜したキャ

ストにひたすら連絡をとる。と同時に未だに携帯からネットにつなが

らない状態。Apple iPhone XS MaxにAT&T プリペイドシムという

最も信頼性が高い会社であり、それも問題を避けるためアメリカ家電

製品大手のBest Buyにて安心パックを購入し設定までしてもらっ

たのにこの有様である。しかもBest Buyは9時には閉まってしま

うので、プロデュサーのプリウスを走らせ閉店ギリギリのお店へ。

しかし案の定、店員は使えない理由が分からず、AT&Tも自動音声

対応に回され、結局使えず。オフィスに戻ると、翌日のブラジルの

民族役のキャストが決まっていた。この日は既にハリウッドサイン

が望める丘のロケーションスカウティングを終わらせていたので、

ようやく全てのピースを埋めることが出来た。しかも、いつの間に

かインターネットにもつながることが出来たのである。これで一

安心。しかし準備が終わったのは夜の11時。長い一日を終えて、

やっとの思いで友達の家に向かう。今回泊まらせてもらえることに

なったのは、有名なコメディアンであり、ライターとしても活躍する

トムの家。彼とはアメリカのテレビ番組を日本で撮影する際に出

会った。到着は夜中になってしまったが、優しく迎えてくれた。数年

ぶりの再会、話す事は沢山あったが、もう2日以上も動きっぱなし

であったので、この日はシャワーを浴びて就寝。

−Day 2−

カリフォルニアの強い日差しに照らされ小鳥のさえずりを聞きな

がら起床。ハリウッドの中心地ながら、緑のある素敵な家であった。

マフィンにコーヒーというアメリカンな朝食を済ませ、早速撮影に向

かう。今回は予算削減の為に、メインのシーン以外は俳優自身に衣装と

メイクをお願いしたのだが、流石にブラジルの民族の格好で来られる

人はいない。その為に、レンタルした衣装にボディーペインティング

で対応をする事にした。早速準備を終わらせ、ロケーションに向かう。

LAでの撮影で一番素晴らしい事は、天気の心配をする必要が無い

事である。と言っても、自分が来る前日まで歴史的にもまずないらし

いくらいの大雨がカリフォルニアを襲ったそうなのだが、自分が

到着すると同時に雨もどこかへ去って行ってくれた。人里離れた森

の中での撮影ということもあり、誰にも邪魔される事なく撮影を終

えることが出来た。1分の録音された歌に合わせて口パクをすると

いう非常に単純なシーンということもあり、順調な滑り出しである。

そしてオフィスに戻ると、次に撮影予定の中国人役の応募の返事も

多くきていた。スカイプオーディションで一人に絞る。ロケーション

は勿論チャイナタウン。ここは撮影が禁止されている区域であった

為に、ゲリラスタイルで撮影を行う必要があった。幸いにも今回は

録音もなく、照明の使用も極力控えていたので、目立たずに撮影

を行うことが出来た。

−Day 3−

ここで大きな問題が生じる。同時進行でお願いしていた楽曲の提供

が間に合っていなかったのである。楽曲なしでは撮影をする事が出来

ないので、大幅にスケジュールを修正する必要があった。取り急ぎ

この日は楽曲の必要ないアフリカ人の指揮者と既に楽曲の提供が

あるイタリア人カップルの撮影をなんとか組み入れる事が出来た。

特にイタリア人の撮影ではロマンチックにする為サンセットの海を

背景に挑んである。普通の映画であればワイドショットにミディアム

ショット、クロースアップ、Bロールとストーリーを語る為に色々な

ショットを組み合わせるのだが、今回はVRで見る映像という事で、

50mmのレンズ一本で全てのシーンを撮影する必要があった。この

ような素晴らしい背景があったとしても、それを活かすための絵が

撮影出来ないという難点があった。しかしこの日もなんとかスケ

ジュール通り終了し、クルーとアメリカンステーキを食し終了。

−Day 4−

この日はアメリカロケで一番大掛かりである教会での撮影。普通

教会での撮影はロケーション代だけでも今回の予算がかかってしまう

レベルなのだが、プロデューサーが交渉に交渉を重ねて低価格で使わ

せていただく事はできた。と言っても準備や片付けも含めて毎時間

料金がかかってしまうので、早朝から大人数で大忙しである。これ

まで極力目立たないような撮影を続けてきただけに、久しぶり

のハリウッドでの撮影に幸せを感じていたのだが、そんな暇もない。

早速撮影に移る。教会での撮影は初めてだったので、照明さんの

力も借りて、綺麗にライティングも作り上げる事が出来た。ここで

驚異的なアクティングを見せたのがエキストラの方々である。元々

アメリカ人は特に自己表現能力や説明力に長けていると言われて

いるが、日本では考えられない即興での対応力に関心をした一日で

あった。予定を1時間押してしまったが、満足のいく撮影が出来た。

この日は早めに終わったので翌日以降の準備に移る必要があったの

だが、ここに来て問題が発生。順調に納品をしたはずの東北大学の

映像に直しの依頼がきてしまった。たとえ数秒の変更であっても数

時間かかってしまうのが動画編集。撮影の準備と交互に行ったこと

もあり、結局この日も帰宅は深夜に。毎日朝から晩まで続くプロダ

クション、流石にクルーの顔にも疲れが見えてきた。

−Day 5−

日曜日にしてスケジュール調整のために一番忙しくなってしまった。

朝からドイツ人のオフィスシーンの撮影、それに続いてモスクにて

アラブ人、プロデューサーの自宅にて韓国人、インドネシア人と

【報告】「Lingphony」多言語融合エンターテインメントの研究

「Lingphony」Multilingual entertainment
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続けざまの撮影。特にアラブ人に関しては数日前にイスラム教徒に

よるテロが発生し、結局知り合いの知り合いにお願いをして業界で

も有名な俳優をキャスティングする事に。それなりのギャラが発生

してしまったが、それまでに何時間、何十時間もかけた事を考えると、

やむを得ないというプロデューサーの判断であった。しかもその俳優

がモスクとも良い友好関係があった為、良いロケーションを使える

こととなった。心配していた撮影も無事に成功し、プロデューサー

の自宅にて韓国人を待つ。照明もセットアップし、準備万端で待っ

ているのだが、俳優と連絡がつかない。Webサイト、メール、電話、

どれを試してもつながらない。結局彼から返事が来たのは約束の1時

間後。急用ができたので行けないと一言だけメールで送られてきた。

低予算の撮影で、ギャラも大して高くなかったのだが、その人とは

もうハリウッドで会う事はないだろう。幸運にも次のインドネシア人

の撮影も同じ場所であった為、移動をする必要もなく、直ぐに撮影

に挑めた。プロデューサーのペットであるオウムも大活躍で撮影は

終了。丁度良い時間だったので、皆でディナーに行きたいところだっ

たが、そんな余裕もない。翌朝の演奏者の撮影場所が決まっていな

かったのである。当初はUCLAにて撮影をする予定があったのだが、

もう学校に通っていない以上許可を取ることが出来ず、ここ数日色々

な場所を見ていたのだが、結局ヨーロピアンな背景を見つける事は

出来なかった。少し背伸びしてロケーションレンタルを試みるが、

あいにくラストミニットという事もあり、途方に暮れていた。そこで

思いついたのが、Airbnbにて家を借りる事である。あまり長い間知り

合いの家に泊めてもらう事も出来ずに宿も探していたところだった

ので、丁度良いアイディアであった。やっとの思いで押さえた3人の

スケジュール、もう変更することは出来なかった。家主にお願いを

して、小さな撮影も同時に行いたいとの了承も得て、翌日プール

付きの豪邸に宿泊をする事になった。

−Day 6−

相変わらずの晴天が続くカリフォルニアの青空を見つめながら、

豪邸のあるハリウッドの北へドライブ。ゲートを開けると、家主の

家の向こう側に素敵なガーデン付きの一軒家が待っていた。ここで

映画一本撮れるのではないかというレベル。LAはもう夏が始まって

いた。せっかくのプールやジャグジーに入りたいという衝動を抑え

ながらもキャストとクルーの到着を待つ。当初のイメージとは少し

違ったのだが、プールをバックに演奏者3人の撮影もスムーズに終了

し、そのままドイツ人の歌パートへと移る。今度はガーデンを

バックに撮影を始めるのだが、ドイツ人役俳優の様子がおかしい。

オーディションで見せた綺麗な歌声どころか、途中で何度も詰まっ

てしまう始末。後日プロデューサーに聞いたのだが、彼はアルコール

中毒者で、撮影当日もアルコールの匂いがしていたのである。次の

予定もあり何とか撮影を終わらせ、片付けをしていると、家主から

連絡が入る。クルーの一人が庭先で電子タバコを吸っている事に激怒

してしまったのである。ついでに、撮影も予定よりも大掛かりになっ

てしまったのだが、今直ぐクルーは敷地から出るようにと。幸いにも

撮影は終了していたのだが、皆に迷惑をかけてしまった。ランチを

終えて次の撮影場所に向かうのだが、家主の顔が頭から離れない。

もう謝る必要はないとの連絡がきていたのだが、念の為にプレゼント

を購入する事に。自分はまだ良いとして、他の現地クルーへの配慮

として必要な出費であった。その後はロシア人の撮影。ハリウッド

のロシアンチャーチを望むパーキングの最上階のスポットを見つけ

ていた。写真からブロンドの美女を期待していたのに、写真とは別

人ではと疑うような女優であったが、夕焼けが良いバックライトと

なって素敵な雰囲気の中撮影が出来た。その晩、お世話になった

知り合いのトムとディナーをする予定が、急用で会う事ができず、

プロデューサーと寿司で小さなセレブレーション。低予算で時間も

ない中、本当に良く働いてくれました。酒も進み、ほろ酔いの中、豪

邸のベッドで就寝。

−Day 7−

LAでの撮影最終日。結局代役の韓国人を見つける事は出来なかっ

たのだが、最後はスペイン人カップルの撮影で終わりを迎える事が

できた。キャストは二人ともLA時代の大親友。監督として働く傍ら

俳優としても活躍をしているという事で、演出をお願いしたのである。

特にAliciaはクルーとしても人道的に助けてくれた恩人である。友達

の手助けでお金は受け取れないと支払いを断っていたのである。

せめてもの恩返しという事で、シャンパンと花束の中にメッセージ

カードとチェックを入れ、プレゼント。今回は本当に友達に助けら

れたプロジェクトであった。ハリウッドの中心地で夕焼けが落ちるの

を見ながらの撮影も流石はスペイン人、2～3度の撮影でやっての

けた。最後は UCLA Extensionでのクラスメートと合流して久し

ぶりの再開をチーズケーキファクトリーにて祝う。ディーナーテー

ブルを囲んで、昔の思い出を語る。今はそれぞれ他の道を歩んで

いるが、皆映画という夢と希望を持って毎日仕事に励んでいる。

友人との絆は5年経っても10年経っても薄れる事はないであろう。

−Day 8−

プロデューサーに見送られ、空港に向かう。1週間休まず働いて

くれたプロデューサーには休んでもらい、Uberを使う事に。ドライ

バーは口数少ない黒人だったのだが、LA名物大渋滞を見るや性格

が変わり、信号待ちをしている車の長蛇の列を横目に反対車線を爆

走してフリーウェイに入る。最初から最後まで裏切らないアメリカの

クレイジーな旅であった。

1週間以上にも及ぶLAでの撮影も何とか終わらせ帰宅。普段で

あれば数日間の休養を取りたいところだが、そんな暇もない。直ぐ

に日本での撮影が控えており、その数日後には納品までしないとい

けないというとんでもないスケジュールであった。撮影とジェットラグ

で疲れ切った身体を休める間も無く、編集と撮影の準備に移る。

2019年3月24日日曜日。この日は朝7時に撮影監督所有の都内

某スタジオで待ち合わせ。キャスト、クルーが続々と集まるのだが、

約束の時間を過ぎても撮影監督の姿が見えない。電話をすると、この

日2箇所目のロケーションである、千葉のホテルにいるという。コー

ルシートをアメリカで使用したフォーマットのまま日本語に翻訳した

為に、見づらく読み間違えてしまったのである。急いで戻って来ても

らうのだが、その間スタジオのドアは開かない。仕方なく車の中で女

優のメイクを始めてもらうのだが、ドライバーが間違えてエンジンを

切ったまま暖房をかけてしまいエンスト。最悪の状態で一日がス

タートする。幸いにも1時間後に関係者がスタジオの鍵を開けてく

れて、準備を開始する。スタジオでの撮影はグリーンスクリーンにて

簡単なシーンをいくつか撮るだけであったのだが、グリーンスクリーン

は高度なライティングのテクニックが必要なのと、編集の期間が通常

の1/100の為、慎重に撮影をする必要があった。今回は予算の

関係上ほとんど全て自己所有の機材を使用しなくてはならなかった

ので、特にワイドショットの撮影の際、背景に均等となるよう光を

当てるのは至難の技であった。だが準備に時間がかかったお陰

でヘア＆メイクアップアーティストのさゆりさんが素晴らしい働きを

してくれて、可愛いミチを何十倍も素敵な女性にしてくれた。この

シーンはミチ演じる彩の想像上の姿であるので、ピンクのドレスを
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着て、大人の女性を演じる必要があったのである。なんとか必要な

素材も撮影でき、二箇所目であり最後のロケーションである千葉の

ホテルへと向かう。小谷流の郷サンクチュアリーフォレストはゴルフ

クラブ会員専用のホテルという事で、大自然の中、高級感溢れる

内装が自慢の場所である。部屋の前には立派な桜の木があり、楽し

みにしていたのだが、今回は残念ながら少しだけ時期が間に合わ

なかった。立派なホテルだけに施設を満喫したいところであったが、

そんな時間もないので、直ぐに準備を開始する。ここでは彩は病人

という設定なので、残念ながら素晴らしいホテルを限られた照明を

駆使して陰影のある病室の様に作り上げる必要があった。幸いにも

丁度良い場所に太陽も落ちてくれて、部屋もベランダもとても広いつ

くりであった為に、綺麗なシーンを作り上げることが出来た。普段は

モデルとして活躍するミチだが、ここでは素晴らしい演技を見せてく

れて、なんとか陽が落ちる前に全ての撮影を終わらせることが出来た。

5.6. 編集制作

全ての撮影が終わり身体も崩壊寸前であったが、あと数日間で

なんとか編集を終わらせる必要があった。特にクロマキーを抜くのは

至難の技であったので、ここは撮影でも素晴らしい働きをしてくれた

ラファエルにVFXをお願いする事に。といっても、それ以前の撮影し

た絵を繋ぎ合わせるオフライン編集をいち早く終わらせなければ、

グリーンを抜き他の絵と合わせる事も出来ないので、VFXに時間を

かけてもらえるよういち早く編集を終わらせる必要があった。幸い

にも今回は尺も短く、簡単な編集であった為、直ぐに素材をラファ

エルに渡すことが出来た。ラファエルは日中NHKで働いているので、

仕事後に集中して働く必要があった。流石に4K60Pというとてつも

ない情報量の素材をオーバーラップさせる今回のVFXはパソコン

に負荷がかかりすぎ、人も機械もオーバーヒート寸前であったが、

なんとか納得のいく形で終わらせる事が出来た。そこからカラーコレ

クションを終わらせ、音楽監督の松尾さんからいただいた楽曲を合わ

せて、納品完了。

5.7. 制作のまとめ

その後直ぐに別件でNYに行く必要があった為にデジタルフロン

ティアでの上映に行く事が出来なかったのだが、短い期間でこれだ

けの作品を作り上げる事が出来たのは大変多くの方々の手助けが

あってのことである。改めてコネクションの大切さを実感したプロ

ジェクトであった。

6. 考察とまとめ（三淵 啓自）

まだ可能性の検証レベルではあるが、多言語を同時に歌った場合、

それぞれのネイティブの言語が聞き取れたり、逆に音楽の一部と

して楽器のように聞こえたりし、様々な可能性が見えてきた。現在は、

数人で進めているプロジェクトであり、まだまだ試行錯誤の段階で

ある。これから少しでも多くの人が参加し、いろいろな作品が出て

くることでモーツァルトのような天才が、新しい方向性を発見して

くれるのはないかと考えている。

多様化した言語や文化が融合し一つの作品になりうる Lingphony

という概念の目的と意義を、少しでも多くの人に伝えたい。多様な

文化・言語のネイティブの人々が、お互いに協力し合って新しい文化

を創造できるようになるのがこのプロジェクトの最終目的である。

【引用文献】

スティーヴン・ミズン（2006）.『歌うネアンデルタール ― 音楽と言語か

ら見るヒトの進化』早川書房

日本政府観光局（2019）. 『国籍/月別 訪日外客数（2003年～2019

年 ）』（https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/since2003_visitor_

arrivals.pdf）（2019年6月28日）

文化庁（2019）. 『平成30年度文化財多言語解説整備事業』

（ht tp: / /www.bunka .go. jp /se i saku/bunkaza i / jose i sh ien/

tagengokaiseki_seibijigyo/1405914.html） （2019年6月28日）

PR TIMES（2019）. 『多言語を用いた音楽制作による異文化理解の研究

「Lingphony」（リンフォニー）、文化庁文化財多言語解説整備事業費補

助金に採択｜デジタルハリウッド大学［DHU］』 

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001629.000000496.

html）（2019年6月28日）

江戸総鎮守 神田明神（2019）. 『神田明神とは』

（https://www.kandamyoujin.or.jp/profile/）（2019年7月2日）

江戸総鎮守 神田明神（2019）. 『神田明神創建 1300年記念事業ご奉賛

のお願い』

（https://www.kandamyoujin.or.jp/1300th/） （2019年7月2日）

【報告】「Lingphony」多言語融合エンターテインメントの研究

「Lingphony」Multilingual entertainment



71 ｜ DHU JOURNAL Vol.06  2019

【Report】

『Lingphony』Multilingual entertainment

Takeshi Yoshimura1, Keiji Mitsubuchi1, Kenjirou Matsuo2, Akihito Sakamoto3, Sho Fujii4

(1Professor, Digital Hollywood Graduate School, 2CEO,Invisible Design Lab, 3Assistant Professor, Digital Hollywood University, 
4Digital Hollywood Graduate School)

This research report is a new type of entertainment research that combines multilingual and singing songs with the cooperation of 

graduate schools as the main axis. In order to define the form of music created by singing multiple languages simultaneously as 

Lingphony (a coined word combining Linguistic of language and Symphony of music), this time, based on classical music, we 

made lyrics in 12 countries and verified whether they could be combined into music. Since several projects are running in parallel, 

such as video and virtual reality VR content that should convey the concept of Lingphony, please write a report from the viewpoint 

of each researcher. This is a summary.

Keywords: Multilingual, Music, Song, Language, Culture, Entertainment
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KANDO株式会社 代表取締役 ／ デジタルハリウッド大学 
メディアサイエンス研究所 松本英博研究室 客員研究員

高橋 輝行   Teruyuki Takahashi

2018年度のDHU JOURNALにて「“議論そのもの”の方法論の確立」と題し、会議や打ち合わせにおける議論の質的向上を目指す際、時間や
資料といった議論の外的形態を規定するより、参加者の動機づけとスキル改善の方が有効である、という仮説を提示した。

これは、KANDO 株式会社として様々な企業との取組から帰納的に導かれたものであるが、これまでの会議のやり方の改善を中心とした
アプローチではなく、「会議の本来の目的とは何か？」という極めて当たり前ではあるものの、見落とされがちな命題に正面から向き合うこと
によって、あるべき会議の「型」を再構築しようとする試みが、本研究の骨子である。

キーワード：議論、会議変革

1. 「ディスカッション・デザイン研究」とは

企業からの要請で、様々な会議に出席するものの、会議といえる

会議が本当に少ない。改めて辞典を紐解くと、会議とは「関係者が

集まって相談をし、物事を決定すること。また、その集まり」（大辞泉）

「合議体の構成員が一堂に会し、一定の事項（議題）について、意見と

情報を交換し合って審議を行い、最良の施策を見出そうとする会合、

またはそのための組織をいう」（ブリタニカ国際大百科事典）と説明

されている。端的に言えば「複数人で行動する何かを決めること」で

ある。ブリタニカ国際大百科事典には、「集団成員に単に意見を

開陳する機会をつくるためや、上司が命令やその他の情報の伝達

をするためだけに部下を招集したような会合は、本来の意味の会議

ではない」とまで、丁寧に付記されている。

複数人で「行動する何か」を決めるには、大抵の場合、誰かの「こう

したい」という発案に対し、その理由や目的、手段の妥当性、実現

性など多面的な視点から議論を積み上げ、全員が「こうするのが

最良であろう」という合意に到達するプロセスを経る。容易に結論

がでるような場合を除き、会議を成功へと導くには、発案者の設定、

発案内容の事前準備、会議における役割分担、議論の進め方・まと

め方など、状況に応じて丁寧に設計する必要性が生じる。成功する

会議に共通する要点を抽出し、体系化する試みが「ディスカッション・

デザイン研究」である。

2. 本研究における問題意識

「働き方改革」などの影響から、企業が自発的に会議の生産性・

効率性を見直す動きが広がりつつある。「会議時間は30分」「立った

まま会議」「議事録の1ページ化」といった、会議にかかる時間短縮を

主目的とした外的形態の規定が多く見られる。これらの取組の問題

は、会議本来の目的である「最良の施策を見出すこと」とは直接的な

関係がなく、得てして形骸化もしくはウヤムヤになってしてしまう点

にある。

他方、ファシリテーションやコーチングを活用し、会議の質を上げ

ようとする試みも行われている。しかしながら、これらの多くは

分析的なアプローチをとっており、一つ一つの「テクニック」としての

深い洞察はなされているものの、「最良の施策を見出すこと」へ至る

プロセスとしての統合的な「型」にまでは昇華しきれていない。

こうした、会議の外的形態の規定や、会議の質を上げようとする

試みは一定の効果は期待できるものの、残念ながら会議の目的の

実現には遠い。改めて「最良の施策とは何か？」「そこへ至るプロ

セスとは？」「その実現に必要な要素や技術は？」を問い直し、ゼロ

ベースで全体図面を引く作業を通じて一つの「型」を提示したいと

考えている。

3. 「ディスカッション・デザイン研究」の意義

2030年問題に代表されるように、これからの日本で高齢化は進み、

生産年齢人口は減少する。既に労働生産性が全世界的にみて下位に

ある日本こそ、頭脳を駆使して新たな価値を生み出すディスカッション

能力を飛躍的に向上させなければ、近いうちに世界でのサバイブが

困難になることは想像に難くない。「うちの会議はダメ会議ばかりだ」

などと愚痴をこぼしている暇はない。私たちは、これからの時代を

サバイブすべく、衆知を活かしてスピーディーに高いレベルでの行動

を導かねばならない。

それには、手垢まみれの会議に切り込む努力ではなく、 これまで

とは次元の異なる新たな会議手法を手に入れる方がよほど生産的で

あろう。日本の会議維新である。「ディスカッション・デザイン研究」

の意義は、これからの日本が世界の中でサバイブするための武器を

提供することであり、個人が自身の能力に気付き、活かすことを

通じて、生きる意味を見出すための水先案内人足り得ることにある。

4. 「ディスカッション・デザイン研究」の狙い

本研究は、KANDO株式会社として様々な企業との取組から得ら

れた知見を基礎に置くものの、それ以外の場面でも汎用的に使える

武器になることを目指し、成功する会議の要点抽出と体系化に取り

組む。他方、高いディスカッション能力を保持するに至った人材の

追体験を可能にする、実践的トレーニング手法の開発にも着手し

たい。本研究の狙いとしては、つまるところ、日本全体のディスカッ

ション力向上であり、世界中のあらゆる会議をおもしろくし、最良

の施策へとガイドできる人材を増やし、ネットワークすることにある。

それゆえ、企業の会議体研究に閉じるものではなく、広く教育機関

との連携、国策との連関性も視野に入れ、各方面とオープンなディ

スカッションを行おうと考えている。

【報告】

日本の会議を革新する“ディスカッション・デザイン”
Research of Discussion Design
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5. 今後の展望と活動

KANDO株式会社では一定の「ディスカッション・デザイン」仮説

を持ち、既に様々な企業と実証実験を始めている。業績など企業の

運営状況の改善を成果に置き、意思決定から実施検証までの動きの

早い中小規模企業を中心に、既存事業テコ入れや新事業創造、事業

承継後の再成長といったリアルなテーマに切り込んでいる。今後は

仮説と検証結果についてまとめた形での報告を予定している。
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【Report】

Research of Discussion Design

Teruyuki Takahashi

(KANDO Inc. CEO, Digital Hollywood University Media Science Laboratory Matsumoto Lab Visiting Researcher)

The aim of this research is to find out the ideal type of discussion for the best conclusion. We try to develop a methodology for 

good discussion. We call that discussion methodology is “Discussion Design”.

Keywords: Discussion, To Change the Way of Meeting

【報告】日本の会議を革新する“ディスカッション・デザイン”

Research of Discussion Design
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Curation service for recurrent education should add value, since there are huge amount of non digital and digital contents 
in various vehicles in the market. Learning curator optimizes the learning contents according to learner’s needs and verifies 
the learning log of the designated contents. Curation service supports the working adults to learn effectively and efficiently, 
and provide verified learning logs, which can be consolidated in the learning record store.

Keywords：Learning log, Study Log, LRS, Curation, Recurrent Education

1. Introduction

With the rapid change of technology, recurrent education 

is becoming important for adults to update themselves. There 

are various learning contents available in the market, not 

only using non-digital vehicles such as books, magazines, 

coaches, schools, study groups, but also digital vehicles 

such as websites, online courses, Youtube, social media, etc. 

The challenge is more to optimize the learning contents and 

vehicles based on the learner, based on the past learnings. 

Past learning records can be accumulated and grasped 

in the learning logs. I would like to use the term “learning 

log”, not “study log”, as learning log is recognized to have 

a wider scope than “study log”, including not only formal 

learning (normal study), but also non-formal and informal 

learning. Non-formal learning is an education provided by 

institutions outside of the formal education system, and 

informal learning refers to non-structured learning processes 

from daily activities. (Villalba, 2016)   

2. Premises for Recurrent Education 

 Premises of recurrent education for working adults can 

be quite different from those of formal school education for 

students. Firstly, the objectives have variations, based on the 

individuals. Formal education institutions are usually following 

the guidelines to grant degrees. Especially for compulsory 

education, the government provides specific objectives and 

guidelines for the contents. For recurrent education, the 

learner has his or her objectives and preferences of his or 

her own and the learning starting base line is different, so 

the contents should be selectively chosen, based on the 

individual, unless the learner is pursuing certain certification 

or academic degrees.

Secondly, working adults have fewer opportunit ies 

to participate in formal or informal education classes. 

Additionally, formal or informal learning institutions do not 

always have learning contents matching working adults’ 

needs. Working adults usually have sufficient informal 

learning opportunities at work or at home. They can learn not 

only from books and schools, but also from their colleagues 

and experience, in the form of informal learning. Working 

adults are more likely to learn by themselves independently, 

without a classroom. The challenge of informal learning is 

that progress is not recorded, contents not reflected, and 

results are not always validated.    

Thirdly, working adults have less time to allocate for 

learning than full time students, as they have daily work in 

the workplace and at home. They may not be afforded to 

learn by trial and error, and need to learn effectively and 

efficiently in their spare time. On the other hand, some 

working adults have capability to pay for the curation service 

themselves, as well as their company, as long as the curation 

service provides benefits exceeding the costs.  

3. Learning Log

Learning logs are becoming easier to accumulate and to 

utilize with the development of the learning management 

system (LMS) and the learning record store (LRS).  Learning 

logs can be accumulated in the individual application as well 

as LRS. The quality of the learning log can be maintained 

with the verification process.    

Learning logs should be accumulated not only from 

formal education, but also from informal and non-formal 

education. Learning logs contain the real learning activities 

of the learner. The Japanese government already announced 

to start studying to accumulate learning logs from formal 

education. (Ministry of Education, 2019)  So, there is value 

to accumulate logs from informal and non-formal education 

as well, considering the consolidation in the overall LRS.

【Report】

Curation Service for Recurrent Education
リカレント教育におけるキュレーションサービス
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4. Learning Curator as a Service

The learning curator is like a project manager of the 

learner’s learning project, who does not go through the 

contents themselves with the learner, but helps to choose 

and optimize the contents, highlights risks and issues, and 

evaluates the progress. Learning curators are expected 

to provide following two services; advise the appropriate 

content selections for the learner to optimize, and validate 

the learning logs of the learner.

There are many learning contents, digital and non-digital, 

using various vehicles in the same theme. Learning curators 

advise the next learning content and vehicle, based on 

the learning log and the learner’s objectives. Learning 

curators should be quite knowledgeable about the contents 

in the designated field in order to advise.  Digital contents 

are expected to go beyond the language barrier in the 

near future, due to the recent progress of neural machine 

translation technology.    

A learning curator who advises the learning contents 

is in the best position to validate the learning activities 

of the designated learning contents. However, a learning 

curator is not in the position to train the contents to the 

learner or to following up the progress like a coach (or a 

teacher or mentor). Coaches (or teachers or mentors) may 

have conflicts of interest to evaluate the completion of the 

designated learning activities, but a learning curator can be 

more neutral during the evaluation.  

5. My Current Standpoint

 I know it depends on the quality and enthusiasm of the 

learning curator as well as the recurrent education learner. 

This remote service can be provided efficiently and effectively 

utilizing learning log and online communication tools. I am 

developing a business plan to establish a feasible learning 

curator service for recurrent education.
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【報告】

リカレント教育におけるキュレーションサービス

高井 雅彦

(デジタルハリウッド大学大学院 院生)

大人の学びの効果を上げるには、学びのコンテンツをきちんと選択し、学びの状況を認知することが必要である。この学習のパーソナル化、

学校以外の学習の有意化に貢献するのは、ラーニングキューレーションサービスである。ラーニングキュレーターの主要な役割は、学ぶ人に合った

コンテンツを選ぶことだけではなく、該当コンテンツの学習完了状況を確認することにある。リカレントの学びの目的はそれぞれであるが、既に

多様で大量な学習コンテンツも出回ってきており、また、学びの記録をきちんと保管・活用する仕組みも技術的に可能になってきている。

キーワード：学習ログ、ラーニングログ、ラーニングキュレーター

【Report】Curation Service for Recurrent Education

リカレント教育におけるキュレーションサービス
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1. 企業ゼミが求められる背景

2011年にキャリア教育が義務化され、学生が入学時から自らの

職業観・勤労観を培い、社会人として必要な資質能力を形成していく

ことが求められるようになった。

そのためには産業界との連携はより重要となり、デジタルハリウッド

大学（以下、本学）のカリキュラムポリシーでも、「本学部では、学内

での知識や技術のインプットだけでなく、実践を通じたアウトプット

による理解の深化や知識・技術の定着にも重きを置いており、イン

ターンシップやProblem Based Learning （以下、PBL）等の企業

や社会との協働による活動に関する科目や制度を配置している」と

示している通り、株式会社立の特性を生かし、多くの企業との産学

連携を行ってきた。例えば、インターンシップは主体的な職業選択

や高い職業意識の育成が図られる有益な取組であるが、長期休暇

以外の期間での実施は、授業や課題といった学業との両立が難しく

希望しても行けない場合がある。加えて、社会での就業にまだ不安

がありハードルを高く感じている学生も少なくない。PBLは、企業

の課題に実際に取り組めるメリットは大きいが、企業との直接の

コミュニケーションが限られてしまう。こうした課題を解決するために、

インターンシップやPBLと同じように職業意識の育成が図られる

プログラムとして、「企業ゼミ」を実施するに至った。

本稿では、本学キャリアセンター長として、新しいキャリア形成の

取組「企業ゼミ」を紹介する。

2. 企業ゼミとは

「企業ゼミ」とは、学内にいながら就業体験に近い経験ができ職業

意識の育成が図られる産学連携プログラムである。企業で活躍して

いるクリエイターやビジネスの最前線にいる社会人が講師となり、

講義内容は企業と大学が連携して考案する。その為、産業界の最前線

で必要とされた能力や企業が考える課題、学生のうちに学んでおいて

もらいたい実践が体験できるプログラムになっており、2015年度

より単位化されている。また、本学の学生だけでなく大学院生、

デジタルハリウッド株式会社が運営している専門スクールやオンライン

スクールやジーズアカデミーなどの教育機関の受講生も参加できる

ことが特徴でもある。

この「企業ゼミ」では、講師や参加者の社会人と直接コミュニケー

ションを取ることで、働くということについて考える機会が得られる。

また別の側面として、企業側としても目的に合わせてカリキュラムを

カスタマイズできる上に学生と直接コミュニケーションが取れる

ので、取り組みやすい産学連携プログラムになっている。

3. 企業ゼミの特色

「企業ゼミ」は大きく3つの特色がある。

①企業で活躍されている方が講師となるので、実際の業務に近い

実例を学ぶことができる。「企業ゼミ」の中で行うワークショップも

実際のクライアントの案件について取り組む事例が多く、さらに

プロのクリエイターからアドバイスをもらうこともあり、自分の実力

を試せる場となっている。

②「企業ゼミ」終了後にその企業へインターンシップに行くケース

もある。企業ゼミで学んだことを、より実践の場で試してみたいと

志願する場合や、企業側からインターンシップの募集を行う場合も

ある。企業と学生が直接接点を持てる機会でもあるので、学生は

安心してインターンシップにチャレンジしたいと思うきっかけになり、

社会での就業に対して感じる不安の軽減にもつながっている。

③企業による指導のもと、実際にリリースするコンテンツを学生

中心に制作した実績も出ている。学生にとっては、自分の実績となり、

就職活動時のポートフォリオにも組み入れることができる。また企業

にとってみても、学生の感性や意見などで今までと違うコンテンツ

を生み出すことができている。

4. 企業ゼミの実施概要

4.1. 企業ゼミの実施時期

「企業ゼミ」は、シーズンごとに年4回開催時期を設けている。

それぞれのシーズンによって参加学生の特徴も違い、企業側の目的

も考慮の上、開催時期を決めている（表1）。

デジタルハリウッド大学 キャリアセンター

座間味 涼子   Ryoko Zamami 

【ショートレポート】

デジタルハリウッド大学では、キャリア開発として「企業ゼミ」という産学連携プログラムを実施してきた。インターンシップや共同研究など
産学連携の必要性が指摘されている中、「企業ゼミ」はデジタルハリウッド大学の株式会社立という特徴を活かし、職業観を養う実践的な新しい
取り組みである。本稿では、7年間実施してきた「企業ゼミ」の過程を紹介する。

キーワード：キャリア、産学連携、インターンシップ、PBL

デジタルハリウッドの特色ある企業ゼミの取り組み

Unique Corporate Seminars at Digital Hollywood
―New Practice of Career Development Support―

〜キャリア開発支援の新たな実践〜
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表 1：企業ゼミの実施時期

開催時期 社数 学生の特徴 ポイント

春（6-7月） 5-10 社

入学・新学年で、モチ
ベーションが高い。
1年生は初めて企業と
協働する機会になる。

1年生でも参加でき
るよう技術を使う内
容よりも、企画や業
界についての講演な
どが多い。

夏（8月） 1-5社
夏休み期間のため、
学ぶ意欲が高い学生
参加が多い。

連続して講義を実施
するなど集中講座形
式ができる。

秋（11-12月） 5-10社
就職活動間近の3年
生の参加が多い

春よりも技術が必要
な内容や発展的な内
容が増える。

冬（1-2月） 1-5社
夏休み同様、学ぶ意
欲が高い学生の参加
が多い。

連続して講義を実施
するなど集中講座形
式ができる。

出典）筆者作成

4.2. 企業ゼミの実施スケジュール

「企業ゼミ」の実施は、次のようなスケジュールで行っている（図1）。

図 1：企業ゼミ実施までの流れ

2ヵ月前
・参加確認

・協定書締結

・シラバス作成

・実施スケジュール
 の調整

・学生への告知

・事前説明会の
 実施（春・秋）

・募集開始

1ヵ月前

企業ゼミ
スタート

実施企業の募集は、通年を通して、①求人の打合せ時、説明会

参加企業、卒業生内定先企業などに提案、②学生が興味ある企業・

業界への提案、③教員や他部署からの紹介など様々な接点から企業

を募っていて、実施時期の2ヵ月前から具体的に運営に向けて進め

ていく。

まず2ヵ月前から提案してきた企業へ参加可能か確認を行っていく。

「企業ゼミ」の実施が決まると、企業とまずは協定書の締結を行う。

その後に具体的な内容のすり合わせを行っていく。講座の目的を

明確にして、企業が学生に伝えたいことや、更に学生が参加しや

すい内容を企業と連携して構成していく。内容が決まり次第、実際

に講義を行うスケジュールを各企業と調整していく。

1ヵ月前までにシラバスやスケジュールを確定させ、学生へ告知

を始める。春・秋のシーズンは、参加企業にプレゼンをしてもらう

説明会を開催し企業から直接学生へ説明を行ってもらう。シラバス

だけではわからない企業の特徴なども理解してもらい、興味のな

かったジャンルや知らなかった企業への申し込みにつなげていく。

説明会で聞いた内容を考慮し、その後に学生からエントリーを募っ

ていく。

4.3. これまでの実績

「企業ゼミ」は2012年秋からスタートして、7年間が経過した。

この7年間で実施した企業数は90社で、プログラム数は130講座

開講されている（表2）。学生も、毎年延べ300～400名程度が

参加した。「企業ゼミ」を始めた当初は就職活動を控えた3 年生の

参加が多く1、2 年生の参加は少なかったが、1 年生の入学時ガイ

ダンスや必修科目などでも宣伝を行い、1年生でも知っている企業

などに積極的に参加してもらうことにより2018 年度は 1年生が

全体の約25％を占めるようになった。1年生のうちに参加をして

企業とのコミュニケーションに慣れておくと、大学生活を通して産学

連携のプログラムの参加意欲も高くなり、早期からキャリアを考える

きっかけとなっている。

表 2：過去の「企業ゼミ」参画企業と講座名の例

企業名 講座名

博報堂プロダクツ 世の中を動かすデジタルがまるっとわかる集中講座

ドワンゴ Webサービス設計演習

チームラボ 次世代のデザイナーに求められるスキルとは

Viibar bouncyコンテンツ開発ラボ

CCCマーケティング ビッグデータを活用した実践マーケティング

フロンティアインター
ナショナル

商業施設における「デジタル×イベント」の一歩先
を考える

ソウルドアウト Web広告における「良いデザイン」の考え方

出典）筆者作成

5. 企業ゼミの代表的な授業内容

「企業ゼミ」のプログラムは大きく分けると①クライアントワーク型、

②アウトプット型、③講義型、④体験型の4つに分類できる。

①クライアントワーク型は、今まで一番多く開催されたプログラム

である。企業から課題が与えられ、グループワークでその課題に

取り組みプレゼンテーションまで行う形式である。授業で与えられた

課題は自分が描きたいものを制作することが多いが、実際の仕事に

なると必ずクライアントがいて、クライアントが求めるものを制作

していかなくてはいけない。そういった仕事の場で必要な技術力だけ

でなく力を養うのが狙いである。また、技術スキルが求められない

ため、学年問わず誰もが参加しやすく企業も取り組みやすいという

点もある。

次に多いのが②アウトプット型である。ゼミ内でデザインや映像

などの課題として出された制作を行う。実際に制作物ができるので、

学生も実績ができ将来的には就職活動の際にポートフォリオにも

載せることができる。参加する学生のスキルはバラつきがあるため、

指導・運用が難しいが、制作物ができるため一番達成感を感じること

ができる。これまでに制作したものは、ゲームアプリ、カードゲーム、

イラスト、広告動画、VTuber動画などがある。

③講義型はワークなどを行わず、講義形式で業界や実務について

話してもらう。一番取り組みやすく、学生も参加しやすい形式である。

企業側も主に広報を目的とした企業がこの形式を行うことが多い。

今まで登壇された方は、トップクリエイターの方がプロならではの

制作の裏話や、ベンチャー企業の代表の方が会社立ち上げや業界

のことなどについての講演を行っている。

最後に④体験型は、学内で数回講義を行った後、それを体験する

形式である。過去にはプロと混ざってモデルハウスの写真撮影を行う

講座や、映像コンテンツを使った避難訓練プログラムで実際に体験し

考察するプログラムなどを行った。
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「企業ゼミ」の具体的なカリキュラムとしては、次のようなシラバス

を作成し、学生に概要・到達目標・スケジュールなどを提示している

（図2）。

図 2：企業ゼミのシラバスの例

世の中や人を動かす最先端のデジタルがまるっとわかる

デジタルプロモーション MARUTTO-7

講座概要

デジタルコミュニケーションが当たり前になった今、「世の中

を動かす」を生業とする広告・プロモーション業界はどうデジ

タルを駆使しているのか。業界の最前線で活躍するプロが

集結し、7つの専門領域ごとに講義を展開。業界最先端の

極意を皆さんにインプットします。

到達目標

・広告やプロモーションにおける多岐にわたるデジタル活用

を総合的に理解出来る。

・さまざまなデジタルの手法とその活用方法がわかる。

・デジタルを活用した企画力が身につく。

対象学生
全学生対象。

広告・プロモーション業界に興味がある。デジタルを使った

コミュニケーションに興味がある。企画に興味がある。

場所 / 時間 デジタルハリウッド大学　E-12、13 / 10:20～17:30

第1回 8月20日 ■ プロモーション業界におけるデジタルの現状

第2回 8月20日 ■ XRの今後（MR・VR）

第3回 8月20日 ■ デジタル ↔ リアル プランニング

第4回 8月20日 ■ データベースマーケティング

第5回 8月23日 ■ SNSプロモーション

第6回 8月23日 ■ 動画マーケティング

第7回 8月23日 ■ WEBマーケティング

第8回 8月23日 ■ プラットフォーマーの今後

出典）2019年「企業ゼミ」シラバスより抜粋

6. 企業ゼミの成果

「企業ゼミ」に参加した学生にアンケートを取り、学生の満足度や

成果を確認している。2018年度に企業ゼミに参加した477名の学生

に対して、下記の項目でアンケートを行った（図3～4及び表3～4）。

■企業ゼミの受講はあなたにとって有益でしたか？

図 3：企業ゼミ満足度アンケート（2018 年度）

表 3：学生アンケートからのコメント

根拠を持った提案やプレゼンをする相手のことを考えるきっかけになったから。

実際に広告を作っている人にイロハやアドバイスを貰うことができた。

サービスをつくる上での考え方、面白い話を聞けたから。

今までの課題の中でも相当頭を悩ませました。自分の反省点・改善点が大い
に見えてきたので。

仕事で企画するスタンスや流れを実際に体験することができ身になった。

マーケティングのお金の話を具体的に聞けて良かったです。

業界について正直な話を聞く事ができて本当によかったです。私は映像に
以前までは関心がなかったのですが面白そうだと思います。

フィードバックを実際にもらえるのはありがたかったです。

起業するにおいて、どのように始めるといいのか近づく方法を知りました。

出典）学生アンケート一覧より抜粋

■企業ゼミを受講してキャリアに対する気付きはありましたか？

図 4：企業ゼミ職業観アンケート（2018 年度）

表 4：学生アンケートからのコメント（職業観）

専門用語を並べ立てるのではなく、相手の立場に立って考えるというのが想像
以上に大事だと気付けた。

プレゼンが学生レベルだったなと気づきました。

AIが企業のデータ収集の面で役に立っていること。

今、映像に興味を持っていますが、仕事にするとなると早めに技術を身に
つけておかないといけないと思いました。

現役で働いている人でも我々と同じようにつまずいているのだということ。

提案したものをまとめるまでは割とスイスイといくと思うのですが、それを
どう人に伝えるのかが本当にこれから先も大事だと思いました。

今までは単に有名なところに行けばいいでしょ、と思っていたが、今回の
話を聞いて会社１つ１つをみてみないといけないと思った。

ただ自分がしたいことを提案するだけでなく、相手に価値を体験させること
を意識すること

出典）学生アンケート一覧より抜粋

上記のアンケート結果から、「企業ゼミ」に参加した学生の満足度

は高く、キャリアに関する気付きも得られたことがうかがえる。

「企業ゼミ」は現場にいるプロが講師なので、現在の学びがどう社会

で生かされるのを実感することができる。自分の学びの先をイメージ

することができ、キャリアを意識したより効果的な学びへとつながっ

ている。

【ショートレポート】デジタルハリウッドの特色ある企業ゼミの取り組み  〜キャリア開発支援の新たな実践〜
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また、企業との連携にも効果的なプログラムとなっている。企業

説明会などの採用活動では得られない学生との密なコミュニケー

ションが取れ、学生の理解にもつながっている。さらに取りまとめた

アンケートも企業へフィードバックをしているので、各回の取り組み

の良かった点、反省点が明確となり、企業側も気付きを得ることが

できる。採用活動として行っている取り組みではないが、結果とし

て2018年度は「企業ゼミ」をきっかけに就職が決まった学生が3名、

参加した「企業ゼミ」の企業のインターンシップに参加した学生が

12名いた。

7. 企業ゼミの課題

今後は①参加学生数の増加、②社会人の参加促進、③新規企業

の獲得の3つをさらに強化していきたいと考えている。

①の参加学生数に関しては、現在、在学生の約30%の参加となっ

ているので次年度は50%を目指していきたい。特に低学年の段階

からキャリア醸成のため参加をしてもらえるよう、1年生必修のキャ

リア科目の教員と連携してより促進を行っていく施策を考えている。

次に、②の社会人の参加促進だが、「企業ゼミ」は大学生だけで

なく大学院や専門スクールなどデジタルハリウッドが運営している

他の教育機関の受講生も参加することができ、同世代の大学生だけ

でなく社会人も一緒に学べることが魅力の１つでもある。スクール

に通っている社会人学生などは、「企業ゼミ」においても講師に質問

を行ったり、グループワークでリーダーシップを発揮するなど、積極

的な姿勢で参加する方々が多く、その姿勢は大学生にとてもいい

影響を与えている。企業だけでなく、同じ学ぶ者として社会人との

コミュニケーションが取れると大学生にとっても身近な見本となる

ため、社会人の参加は全体の約15％だが、大学院やスクールなどの

事務局とも連携して、次年度はまずは 20% を目指して促進して

いきたい。

③の新規企業の獲得も強化していきたい。最初は学生にそれほど

知られていない企業が多かったが、最近は大手企業などにも参加して

いただけるようになった。また、産業面では、コンテンツ産業が多く、

コンテンツ産業界には学生も興味があり、普段から学内などで多く

触れ合う機会も多いものの、今後はより広く社会を知ってもらう

ために、コンテンツ産業以外の業種などにも広げていきたい。

8. 終わりに

「企業ゼミ」は、学生のキャリア開発支援のため、インターンシップ

や共同研究とも違う新たな産学連携の取り組みとして行ってきた。

企業が学内で講義を行ってくれることにより企業を身近に感じ、社会

人とのコミュニケーションの楽しさを実感してもらうことができて

いる。「企業ゼミ」で社会に興味を持ってもらい、次のステップと

してインターンシップやPBLといった違う産学連携の取り組みに

挑戦していってもらいたい。本学の教育研究目的にある「国際社会に

貢献できる人材を育成する」ためにも、この「企業ゼミ」の取り組み

をより強化していき、将来的には他大学の学生にも参加してもらい、

学学連携の取り組みにもなるように発展させていきたい。
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1. VR産業における輪廻と俯瞰

1.1 VR1.0 – 原理と要素技術の時代

バーチャルリアリティ(VR)は近年急速に注目されているメディア

であるが、その起こりは新しくはない。2019 年に発刊された

服部桂『VR原論 人とテクノロジーの新しいリアル』[1]は、日本で最初

に発売されたバーチャルリアリティに関する書籍『人工現実感の

世界』[2] (1991)の再編であり、1989年ごろから米国サンフランシ

スコや日本の研究者らによって提案された人間の知覚をコンピュータ

空間で再現する「人工現実感」、すなわち3次元CGの中で他人体験

や架空世界を疑似体験できる技術の原理について、朝日新聞紙上と

いうメディアにおいて一般に紹介した情報の再書籍化といえる。

デジタルハリウッド大学もこのVRの歴史と深い関係にある。日本

バーチャルリアリティ学会は1996年に設立されているが、同年10月

に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された設立総会

においてデジタルハリウッド大学学長・杉山知之が招待講演やデモ

を行っている。バーチャルアイドル「伊達杏子」や全身利用のゲーム

システム、デジタルハリウッドという教育システムの可能性を伝えて

いる。当時学生であった著者の小史となるが、この講演にその後

の人生が少なからず影響されたことは、1997年に全身を使用した

VRエンタテイメント作品「ファンタスティック・ファントム・スリッパ」[3,4]

を開発し、日本 VR 学会大会第 2 回大会や米国 SIGGRAPH'98

において発表を行い、以後20年余、数々のVRエンタテインメント

システムの研究開発に従事していることからも疑いようがない。

VR の歴史を俯瞰すると、VR への熱狂とそのイノベーションは

リニアではなく、何度も盛衰輪廻を繰り返しながら進化しつづけて

いることがわかる。まずアイバン・サザランドによる世界初のHMD

「ダモクレスの剣(The Sword of Damocles)」が提案された1968

年を起点とし、「バーチャルリアリティ」という言葉を世間に知らし

めたジャロン・ラニアーがVPL Research社を興した1984年頃

までをVRの最初のエポック、すなわち「VR1.0」と呼ぶことができる。

この時代は実際に体験するVRではなく、そのコンセプトが多くの

研究やSFにインスピレーションを与えた時代である。

1.2 VR2.0 – 汎用ハードウェアとゲーム機の時代

VRに関する原理的な考え方の整理や要素的なハードウェア技術

が現れた時代をゼロからイチと呼ぶのであれば、一段階引き上げら

れた統合やアプリケーション、実装が提案された1995年近辺に

起きたムーブメントは「VR2.0」と呼ぶべきであろう。VR1.0時代の

グラフィックスは「世界に1台しかない実験的ハードウェアによる

生成」であったが、VR2.0時代にはWindows95に代表されるPC

向けOSの爆発的普及とグラフィックスアクセラレータ等の周辺機器

整備により、ピクセル描画機能についてはフルカラー、つまりRGB

各色において8ビット256段階、合計24ビット16,777,216色

の同時描画ができる環境が一般的となってきた。一方3Dグラフィッ

クスはグラフィックスワークステーション(GWS)やハイエンドPCと

いった「高価なコンピュータ」によって生成される技術となった（価格

は最低でも数百万～数億円というレンジである）。当時の3Dグラ

フィックスにおけるレンダリングアルゴリズムは時間をかけたレイト

レーシングやラジオシティ法であり、その後、フォトンマッピングと

いった物理ベースレンダリングが提案されていく。一方で、秒30回

を超えるリアルタイム描画が可能な3Dグラフィックス環境は、ゲー

ムセンターの大型体感ゲーム機を除けば、GWSでも高価なクラス

に限られていた。またCGに求められる表現も、戦闘機や建造物

といった変形を伴わない剛体だけでなく、人物やクリーチャー等の

キャラクター、特に複雑な表情や髪や服の物理にも求められるよう

になっていく。高品質高演算コストのアルゴリズムとは別進化しつつ

も、ハードウェアによる高速ポリゴン描画性能はムーアの法則ととも

に高集積低価格化し、それらハードウェアをコールするOpenGLや

DirectXといったミドルウェアや標準化API、すなわちアプリケー

ション・プログラミング・インターフェースとして整備が進んでいく。

これらのAPIはDCCと呼ばれる多様な3DCG映像生成ツールの

誕生と、それを支える映画製作やゲーム開発といったエンタテイン

メントコンテンツ産業の大規模化によって、急速に市場開発が進んだ。

また3Dグラフィックスによるコンテンツのインパクトや可能性が、

その制作を学びたい人々を刺激し、学校ビジネスを含めた産業人口

が拡大した。

3Dグラフィックス、特に映像産業としては杉山学長が予見した

通り、CADを中心とする製造業と映像産業、エンタテインメント業界

で拡大していく一方で、VR2.0における特徴は、そのクリエイティ

ビティの発揮される場が「研究所のラボ、映像制作会社のスタ

ジオや開発室、ゲーム開発企業、機械産業における設計室、そして

アミューズメント施設の一角」といった一般消費者の自宅ではない

デジタルハリウッド大学大学院 客員教授
グリー株式会社 GREE VR Studio Lab, Director

白井 暁彦   Akihiko Shirai

【ショートレポート】

この論文は近年のVR産業、特にVRエンタテインメント産業の前線で起きているパラダイムシフトについて報告する。従来からのハードウェア
中心のVRから、バーチャルな存在、具体的にはVTuberと呼ばれるYouTubeなどの動画配信サービスやSNSを中心に活動するバーチャルキャ
ラクターの存在に注目する。コンシューマ機器となったVR機材やゲームエンジンを利用し、従来のテレビや映画といったデジタルコンテンツとは
異なるコンテキストで影響力を高め、いまや国内においてはVRエンタテインメント開発の主流とも表現できる産業となっている。このような
背景において、企業内研究所「GREE VR Studio Lab」を立ち上げ、どのような視点で研究活動や社会実装を展開していくべきか、VRの歴史
といくつかの成果とともにまとめてみたい。

キーワード：VTuber、特殊表情、リアルタイムCG、バーチャル、社会実装

VR4.0 -リアルタイムバーチャルキャラクターが牽引する
VR産業における基盤研究
VR 4.0 - Fundamental research in the VR industry, which is driven by real-time virtual characters
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「限定された場所」に限られていた。VR 産業はそこまで大きな

プレゼンスを見せないまま「冬の時代」を迎える。しかしながらVR

エンタテインメント、そしてリアルタイムグラフィックスは死滅する

ことなく、異なるドメインで大きく成長する。ホームコンピュー

ティング、特に家庭用ゲーム産業において大きな成長期を迎える。

ファミリーコンピュータ(1983)、スーパーファミコン(1990)で世界

のゲーム機産業のトップに立った任天堂は1995年に「バーチャル

ボーイ」を発売するも、この時代、ソニーPlayStation(1994)の

3Dグラフィックスを中心としたゲームの流行により立場を逆転さ

れ、2年遅れる形で追従となった3DCGゲーム機NINTENDO64を

1996年に発売する。なおPlayStation初代にはMIPS社R3000A

とベクトル演算コプロセッサGTE（Geometric Transfer Engine）が

搭載されており、初期の希望小売価格39,800円。NINTENDO64

はSGI社と共同で開発され、メインCPUとしてMIPS社 R4300カス

タムと主にグラフィックス用途のプロセッサとしてR3000をコアに

持つRCP(Reality Co-Processor)を搭載し、価格は25,000円で

スタートした。そのタイミングでPlayStationは19,800円まで価

格を下げるようなゲーム機戦争が起きている。この数年前で数百～

数千万円の価値があったSGI社のGWSを、描画性能を向上させつ

つゲーム専用機として価格を約1/100～1/1000に下げた計算に

なる。ハードウェアは半導体の高集積化・大量生産による低価格化

が特徴づけられるが、セガ「バーチャファイター」を代表とする3D

対戦格闘ゲームの流行もアーケードゲームの技術を家庭用ゲーム機

に移植する需要としてこの時代の進化に大きく寄与している。「セガ

サターン」(1994)はCPUに日立製作所SH-2を2基搭載、そして

VDP(Video Display Processor)という画像生成プロセッサによる

構成であり、当時のアーケードゲーム基盤よりも性能が高い面も

あった。その次世代の「Dreamcast」(1998)ではCPUはSH-4、

GPUはVideoLogic社PowerVR2に8MBのVRAMを搭載している。

大ヒットとなったPlayStation2 (2000年, VRAM4MB)と比べても

いくつかの面で高性能である。

21世紀に入るとPlayStation2, Dreamcastに加え、 マイクロソ

フトXboxがコンソールゲーム機戦争に参加し、既存のハイエンド

PCと激しい競争と拡大を繰り広げる。激しい競争は成長も生み出し

たが、同時に急速な変化と分化も生み出した。SGI社の主力であっ

たスパコン・GWS市場は急速に縮小し、産業用CADや科学計算な

ど特殊用途のみになり、代わりに多様化するパソコン市場において

はAMDやNVIDIAといったグラフィックスプロセッサ(GPU)メーカー

が台頭し、ゲーム機や、映像制作、メディアアート作品といったホビー

やクリエイティビティを支える高性能PCの描画エンジンの一角を押

さえた。

2000年代初頭は、ゲーム機の3Dグラフィックス化と同時に

ADSLによるブロードバンドと呼ばれる大規模高速常時接続のイン

ターネットの一般化や携帯電話によるインターネットプロトコルの

サポート、携帯電話と携帯ゲーム機というモバイルネットワークの

時代が到来する。常時接続とモバイルネットワークの普及は、さら

にmixiやmobage, GREEのようなソーシャルメディアという新しい

企業を生み出していく。広告やアイテム課金をベースとした無料

プレイ可能なソーシャルゲーム、SNSという人間と人間の関係性が

新たなエンタテインメントとなり、アバターと呼ばれるリアルタイム

グラフィックスによるユーザの代理キャラクターのファッション、

着替えアイテムやライフそのものが価値を生むようになった。なお、

この当時のアバターは2Dもしくは2.5Dと呼ばれる疑似3Dが主流

である。ゲームシステムも従来のようなパッケージソフトウェアの

購入やインストールが不要なブラウザゲームが登場し、広告やSNS

連動によって無料プレイ(Free to play)を可能とするモバイルゲーム

が急速に拡大する。ブラウザ上で動くゲームやアバターシステムに

おけるリアルタイム映像はAdobe Flashのようなブラウザの描画

機能を強化するプラグインを利用して生成されるものが多かった。

静的なHTMLによるコンテンツに対して、インタラクティブな映像は

「リッチコンテンツ」と呼ばれ、あらたな市場や流通形態を生み出し

た。PCゲームは3Dグラフィックスとブロードバンドにより大規模

多人数同時参加型ネットワークゲーム(MMORPG)を生み出し、そし

て「The Second Life」,「Meet-Me」に代表されるバーチャルライフ

やワールドチャットを扱う「メタバース（Metaverse）」が流行する。

ただしハイエンドPC環境が求められる当時のこれらのシステムは、

一般的人々とっては縁遠い存在であった。つまりこの時代、VR2.0

は高価で煩雑で貧弱なハードウェアによって構成され、汎用的な

コンテンツクリエイション環境を持たず、OpenGLやDirectXのよう

なプログラミング環境におけるハードコーディングを必須とする技術

であった。極端にアプリケーション開発人口が少なく、ウェブやゲーム

と比べて見栄えもよくないVR2.0のコンテンツが、刺激のアップデート

が激しい当時のエンタテインメント市場でプレゼンスを弱めていくの

は無理もない状況であったともいえよう。

1.3 VR3.0 –パーソナルHMDとゲームエンジンの時代

このようなVR史観において、2013年以降近年まで起きたVR

ムーブメントは「VR3.0」と呼ぶことができるだろう。皮肉なことに

スマートフォンを中心とするモバイル機器の一般化によって、液晶

ディスプレイの性能や価格や入手性は格段に向上した。VR3.0時代

のパーソナルHMDのパイオニアである「Oculus」は安価で高品質の

液晶ディスプレイと非球面レンズによって構成されている。当時10

代の若者・パルマー・ラッキーがクラウドファンディングによって資金

を集め、旧来のVRハードウェアにまつわる価格と品質のトレードオフ

を破壊し、大量の支援者兼ユーザ兼開発者を得た。VR3.0時代は

ソフトウェア技術やコンテンツ開発においても革新的な時代である。

ゲーム開発の大規模化によりDirectXやOpenGLによるハードコー

ディングは主流ではなくなり、3dsMax, Mayaといった3DCG映像

のためのDCCツールの活用に加え、Virtools、Blender、Unityや

Unreal Engine4(UE4)といった統合型ゲームエンジンが開発の中心

になる。さらにゲーム開発者を中心とする良質な3Dグラフィックス

アプリケーション開発者が急速にVR開発者となることが可能になり、

手軽な価格で体験できる高品質なコンテンツが爆発的に増えた。

以上がVR3.0前半における特徴を俯瞰したものであるが、実際

のところメジャーゲームエンジンがその初期にパーソナルHMDを

はじめとするVR機器をサポートしたわけではない。まずゲーム開発

者がUnity等のゲームエンジンを一般的に使うようになる段階が

あり、その過程には数多くのジレンマがあった。またコンシューマ

ゲーム機に対してインストール数が少ない特殊ハードウェアである

HMDがサポートされる過程には、数多くのハッカーやゲーム開発者

たちがリスク込みでクラウドファンディングに賛同し、VRハードウェア

のコンシューマハードウェア化を底支えし、主体的興味やビジョンを

持ってこれらの融合する世界にその貢献を投じた過程がある。

このような現象は日本だけでなく、世界中のゲーム開発者で起き

ており、ソーシャルゲームやインディゲームといったゲーム分野の

拡大から地殻振動は起きていた。SteamをはじめとするPCゲーム

配信プラットフォームやゲームエンジン、パーソナルHMDといった

良い道具がイノベーションのトリガーを引いた例ともいえよう。
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2. VR4.0 – VR産業におけるパラダイムシフト

2.1 VR3.0と動的・複合ペルソナ的分析

VR3.0はこの後、どのような未来を迎えるのであろうか。米フォー

チューン誌によると「VRはAI,ブロックチェーン, 5Gネットワークに

並び注目される技術である」と明言しつつも、「小規模な VRコン

テンツの開発には映画製作並みの開発費がかかる」としている[5]。

一方でHMD向けアプリの販売価格はおおむね1本あたり50米ドル

以下である。単純計算では映画の2倍以上の価格で、より小規模の

体験を制作するという条件であり、技術がいかに注目されたとしても、

その社会実装がバランスしているとはいいがたい。では、VR3.0は

このまま再度「冬の時代」を迎えるのであろうか。

図 1：動的ペルソナ

著者は書籍『白井博士の未来のゲームデザイン-エンターテインメン

トシステムの科学』において「動的ペルソナ」と「複合ペルソナ」という

考え方を提案している。一般的なペルソナ理論はある時点の単体の

ユーザについて、詳細な家族構成や生活圏を設定し、そのユーザの

理解や行動をアプリやサービス、またそのインフルエンスの設計を

検討する人間中心設計手法であるが、動的ペルソナは「人（ユーザ）

は、時代とともに、コンテンツとともに成長する」という視点を持つ。

複合ペルソナはユーザを単体ととらえるのではなく「親子」や「カッ

プル」、「家族連れ」、「老夫婦」といった複数名のユーザを集合的に

扱い設計する手法である。この視点で現状のVR3.0世代における

多くの HMDアプリケーションを省みると、多くの動的ペルソナ

において、「過去の3Dディスプレイ」や「過去の低品質なHMD」や

「VR1.0やVR2.0時代に描いた未来」、そして「映画やアニメ、SF

などによって描かれているVR体験」から得られたユーザの経験を上書

きできていない。さらに複合ペルソナとしても、現状のHMDは個

人在宅利用を前提としすぎている。例えば複数人同時の体験や、ネッ

トワークに接続した上での「VRならでは」を体感できるコンテンツを

設計した例は一部のロケーションVRや国際学生対抗VRコンテスト

「IVRC」のような分野を除いて非常に少ないのが現実である。

図 2：複合ペルソナ

2.2 原理的VRと自己投射性の溶融

VR3.0まではVRの開発者の多くは「原理的VR」を意識していた。

原理的VRとはつまり「バーチャルリアリティ学」で定義されている

「VRとして必要な 3 要素」によって構成されるシステムであり、

①「3 次元の空間性」，②「実時間の相互作用性」，③「自己投射性」

を満たしている必要がある。原理的VRの定義において、VRの「バー

チャル」を「仮想」と翻訳するのは正しいとはいえない。仮想、虚構

あるいは擬似といった訳は、英語のバーチャル (virtual) つまり

｢みかけや形は原物そのものではないが，本質的あるいは効果とし

ては現実であり原物であること｣とは異なる。この原理的な理解で

はバーチャルの反意語はノミナル（nominal）すなわち｢名目上の｣と

いう言葉であってバーチャルは決してリアル（real）と対をなす言葉

ではない。バーチャルは virtue の形容詞で，virtue は「美徳」など、

その物をその物として在らしめる本来的な力という意味からきている。

VR3.0後期には3要素は満たしてはいるが、③の自己投射先が「現実

世界」ではなく「SFやマンガ、アニメ、ゲーム等の別世界のファンタジー」

という空想の世界が選ばれるVRが現実の定義が拡張されたともい

える。そう解くと、Virtualを「仮想」と訳すのは誤りではあったが、

「仮」も「想」も意味的には正しくないとは言い難い。

2.3 学生VRコンテストに観測される空想世界投射現象

この空想世界の投射現象は国際学生対抗VRコンテストIVRCの

アーカイブ（http://ivrc.net/archive/）を観測すると明確で、総合

優勝作品のタイトルを列挙すると「バーチャルロープスライダー」

(2013)、「CHILDHOOD/チャイルドフード」(2014)、「私をスキー

ジャンプに連れてって」(2015)、ジャグリングをテーマにした「THE 

JUGGLINGM@STER」(2016)、人気マンガ『ONE PIECE』の主人公

にオマージュした「ゴムゴムのシューティング」(2017)、マンド

ラゴラのような空想世界の植物による頭部への寄生をモチーフにした

「ブレインツリー」(2018)となっている。つまり2016 年までは

現実世界に理想の状態を持つVRが評価されてきたが、2017年以降

はマンガや空想の世界の実現をゴールとし、テクノロジー、特に「現実

社会で利用用途を持たない知覚現象」を利用した VR 作品が総合

優勝している。もちろん過去にも空想世界の実現をモチーフにした

VR作品は存在したのであるが、総合優勝として認知されるまでの

段階が読み取れる。なおIVRCファイナルステージでは国際コンテスト

としてフランスからの招聘作品も発表を行うが、『星の王子さま』や

童話などの児童文学をテーマにしたVR作品が選ばれている。

【ショートレポート】VR4.0 -リアルタイムバーチャルキャラクターが牽引するVR産業における基盤研究

VR 4.0 - Fundamental research in the VR industry, which is driven by real-time virtual characters
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2.4 融けるVR3.0とシンギュラリティ

落合陽一氏の代表書籍『魔法の世紀』に興味深い一節がある。

VR2.0世代から活躍し、現在は小型飛行機の制作に挑戦している

メディアアーティスト八谷和彦氏が、学生であった落合陽一氏に講義

の中で「メディアアートは社会に溶けた」と伝えている。この邂逅自

体が興味深いが、「とける」とは「溶ける」以外にも「解／説／融ける」

など様々な意味で解釈可能な同音異義語がある。メディアアートは

毎年開催されるメディア芸術祭や、ライゾマティクス、チームラボの

ような制作会社、NHK紅白歌合戦のような別のメディアによって

社会に希釈され、境界領域があいまいになっていく過程をとったと

説明することができるかもしれない。VRの歴史が過去に体験して

きた夏と冬の時代の繰り返しは言うなれば希釈ではなく溶融に近い

感覚がある。2019年9月に開催された日本VR学会第24回大会

では、有志学生、特に東京大学のサークルUT-Virtualらにより「ギラ

ギラ夏祭り2019～融けろVR～」が開催され、パブリックディスカッ

ションと学会内でのオーガナイズド成果発表セッションが学会内で

共有された。これも溶融といえよう。

VRはその理想のわかりやすさ、派手さ、インパクトの大きさから、

一時の過度な期待を集め投資市場を刺激しやすい。しかしその後の

課題の複雑さや普及展開の難しさとは裏腹に、新規提案そのものの

インパクトの陳腐化、慢性的な開発者不足、コモディティ化による

市場価値の低下といったイノベーションのジレンマと常に立ち向かう

必要がある。世間の需要、すなわち「VRが解決すべき課題」や「VR

で解決すべき課題」と、若者たちの中で認識されている「僕たちが

解決したい課題」、「僕たちが体験したい現実」との乖離は間違いなく

存在する。

レイ・カーツワイル『ポスト・ヒューマン誕生―コンピュータが

人類の知性を超えるとき／(改題)シンギュラリティは近い―人類が

生命を超越するとき』（The Singularity Is Near: When Humans 

Transcend Biology, 2005/2016）における「シンギュラリティ

（技術的特異点）」を引用するまでもなく、もしVR3.0が現実世界

をゴールにするVRと仮定すれば、人間が解決すべき課題はそれほど

多く残されてはいない。

もちろん今後も高解像度のHMDや軽いARグラスなどは開発され

ていくべきであろう。しかし今後のVRに必要な開発は「新しいHMD

を被ることが目的」ではなく、「VRで何がしたいか？」でもない。

この両者はすでにVR3.0、ことエンタテインメントシステムにおい

ては「安価なコンシューマHMDを入手している」か、「遊びきれない

ほどのコンテンツを入手している」か、「開発者側に立っている」と

いう動的ペルソナである。現状のVR3.0をアップデートするために

は、この軸にいない人々、つまりキャズム理論におけるレイトマジョ

リティやラガードに対して「なぜVR環境のほうが自然なのか？」を

気にしなくてもよい程度まで設計して社会実装する必要がある。

もはや個々のエンジニアリングやコンテンツ体験としてアセットを

産出する体制は正しいとはいえず、目指す状態としては「社会にVR

を融かしていくことによって産出されるエネルギー」に注目する必要

がある。従来のソリッドな社会に対して、変革をともない、バーチャル

な存在に溶融させていくことでエネルギーを得る状態変異リソース

の再配分課題をともなう社会実装である。これを設計することは、

情報でもサービスでもSNSのようなつながりでもない、人間社会の

動的な状態をさらに積分して人間のような存在としてパッケージ化

して、ロールモデルとして「なりたい存在」をデザインして社会に実装

していくエンジニアリングが必要となる。それがVR4.0の本質で

あり、コンシューマ化したVR機器やVR3.0が技術的にも文化的に

も底支えしている状態である。

2.5 シンギュラリティの裂け目とアバター

シンギュラリティは「AIに仕事を奪われる」といったコンテキスト

で語られる。しかし今までの人類の進歩はそのような道具による

高効率化と常に接してきたし、選択性があるものである。またエン

タテインメントVRにおいてはここまで説明してきたように、「仕事を

奪われるかどうか」は重要な軸ではない。むしろ現在の我々が突き

付けられているのは「どうありたいか」、「何をもって働きとしたいのか

どうか？」ではないだろうか。働き方改革のコンテキストで「リモー

トワークのためのHMD共有環境」といった提案もある。しかし我々

人類が本気で考える必要があるのは「なぜ働きたいか？」であり、

それを突き詰めれば「どんな問題を解決するのが楽しいか」であり、

対象や楽しいかどうかといった感情も含めて「人間としてどんな判断

をしたいか？」なのかもしれない。つまり「バーチャルであること」は、

3D 空間の実時間インタラクションの中で「何を自己投射」とした

いか？　そして誰としたいか？に帰結する。

例えば、誰もいない平原が与えられ、作物を植えるVRがあった

としても、自分以外に作物を受容する存在がいないのであればそこ

で農作業を行う需要はない。空腹がない世界において、生産的活動

自体が意味を持っているのかどうかを「マインクラフト」時代の子供

たちはよく知っている。マインクラフトの3D世界はすべて荒いボク

セルで表現されている。グラフィックスのクオリティは本質では

ない。ストーリーやグラフィックスが作りこまれた世界よりも、無限の

世界において「どう生きるか？」のほうが重要な世界をプレイフィー

ルドとして与えられる子供たちや、YouTubeで自由に生きることを

生業としているYouTuberたちに親しむ子供たちを動的ペルソナで

考えると、もう「何が楽しいのか？」を観察し、人の興味をより集める

設計をするほうが、人が集まり価値が生まれる。無意味とわかって

いても地平線を目指すような「冒険」であったり、インタラクティブ

なジオラマ作品であったり、マインクラフトの世界では実時間体験

が可能であるし、実時間体験でなくてもYouTubeなどの別メディアに

変換されて世界中の人々が非同期で追体験可能になる。重要なのは

人々に「何が素晴らしい生き方なのか」を示せる等身大のアバターで

はないか。ネットワークゲーム上のゲームマスターのような超越した

存在でもなく、等身大の人間を収めるアバターというメディアが人間

とテクノロジーの漸近線の境界、すなわちシンギュラリティの裂け目

を作り出す。なぜならアバターは個々の人間のロールモデルを人間

というユニットで切り出したものだからだ。それが自律的に動作する

NPCであったとしても、人間であったとしても、一部が人間で見た

目を含めた大部分がコンピュータにアシストされる存在だったとし

ても、その世界の中においては、何の差別も存在しない。そのアバ

ターを操作している物理的な存在が「どんな性別で、どこに住んで

いる、どんな職業の、何歳の人物であるのか」といった情報はあま

り意味を持たない。それが本当であるかどうかは必要ではないし、

むしろよくできた NPCであったとしても、人間として他者とどの

ようなインタラクション反応をするのか、というインターフェイス

設計のほうが重要である。

2.6 VTuberの誕生

このようなVR4.0の存在、つまり旧来のVR3.0時代に「キャラ

クター」や「アバター」と呼ばれていた存在は、2019年現在では

Virtual YouTuberもしくは「VTuber」と呼ばれている。「VTuber」と

いう名称は自称スーパーAIであるVTuber「キズナアイ」が2016年

12月1日に公開した最初のYouTube動画（https://www.youtube.

com/watch?v=NasyGUeNMTs）に お いて 自 ら を「 バ ー チャ ル

YouTuber」であると紹介したことに起因する。その後、YouTube

でのエンタメコンテンツとしての動画は視聴回数290万回を超える
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人気であり、動画だけではなく、ゲーム実況やライブイベント、ゲーム

への出演、日本テレビ『news zero』といったライブ番組での活動

を行っている。ライブキャラクタとして振り返ると、没入型コンテン

ツではないものの、バーチャルリアリティの3要素である①「3次元

の空間性」，②「実時間の相互作用性」，③「自己投射性」を満たし

ているバーチャルリアリティそのものであるといえる。YouTubeや

Twitterを主な活動の場としているVTuberは「CG生成等の実写では

ないYouTube配信者」という括りで表現できるかもしれない。

VTuberは3DCGだけでなく、2018年に爆発的に増え、Live2Dや

FaceRigといった2D, 2.5Dの顔トラッキングアニメーションキャラ

クタも含めると2019年5月で8,000人存在するという調査もある。

技術的には全身3Dトラッキングの場合は、Unity等のゲームエン

ジンに HTC Vive や Vive Trackerといったコンシューマ用 HMD

システムをリアルタイムモーションキャプチャとして使用し、「Final 

IK」等のIK(Inverse Kinematics; 逆運動力学)をリアルタイムで解く

Unityとプラグインによってリアルタイム3Dキャラクタアニメーション

を実現するシステムが中心になっている。

3. GREE VR Studio Labの研究開発活動

3.1 グリーとVTuberサービス「REALITY」

グリー株式会社は2018年4月5日にVTuber産業を推進する

100％出資の子会社「Wright Flyer Live Entertainment(WFLE)」

を立ち上げ、1 ～ 2 年のうちに 100 億円規模の投資を行うとの

リリースを行った。また同年8月にVTuber専用ライブ配信サービス

「REALITY」を開始した。「なりたい自分で、生きていく」をテーマ

にプラットフォーム開発と、オリジナルVTuber「KMNZ」や「いそら

真実」のプロデュース、他社の有名VTuberがライブで活躍する番組

を制作し、iPhoneやAndroidといったスマートフォンで視聴できる

というサービスである。バーチャルYouTuberによるライブ番組は

YouTube Liveやニコニコ動画での2.5D番組やゲーム配信番組を

中心に存在していたが、スマートフォンからの視聴（縦動画である

ことが多い）や、出演者に対して視聴者が番組を盛り上げるための

プレゼントを贈れる「バーチャルギフティング」機能、そして、視聴者

自身がスマートフォンの内蔵カメラを使ってアバターをリアルタイム

に動かしVTuber番組をスマートフォンだけで配信しバーチャルギフト

を受け取れるアプリ「REALITY Avatar」を続けてリリースした。

図 3：WFLE のサービスブランド「REALITY」

図 4：WFLE 社員 VTuber「いそら真実」と様々なバーチャルギフト

図 5：「REALITY」による 3D アバター配信

GREE VR Studioはグリー株式会社が従来開発展開してきたVR

エンタテインメントシステムとVTuber事業を支援、国内外との連携

を推進する研究開発組織として同時期に設立された。企業研究所、

特にITサービス系の研究所は人工知能のアルゴリズム、データ分析、

効率化など、多くの場合はソフトウェア技術の研究を担当することが

多い。しかしながら前述の通りVTuber技術は既存のVRシステム

技術とソーシャルメディアを舞台としたリアルタイムバーチャルキャ

ラクター技術である。例えばリアルタイムグラフィックスやリアル

タイムシミュレーション技術，フィンガーキャプチャシステムやフェ

イストラッキングといったデバイス技術や音響などを含めたスタジオ

技術，クラウドを利用した配信技術，バーチャルギフティング技

術等、多岐にわたる。

以下、特に「ラボ」と書く研究に関してはVR Studio Labによる

研究成果である。

3.2 WFLE Presence Technology Groupの技術支援

WFLEとラボは近い距離感で密接に連携している。WFLEは

VTuber事業を推進し、ラボはVRコンテンツ開発や3Dゲームで

培った経験を持つスタッフとともに(1)誰もやらないことをやる，

(2)どんな状態になっていればいいか考える，(3)R2Dのパスを作る

というコンセプトで活動している。

図 6：WFLE REALITY スタジオにて

図 7：REALITY を構成する技術の概要

【ショートレポート】VR4.0 -リアルタイムバーチャルキャラクターが牽引するVR産業における基盤研究

VR 4.0 - Fundamental research in the VR industry, which is driven by real-time virtual characters
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WFLE社内ではスタジオ技術はPresence Technology Groupが

担当している。ラボとしては技術支援としてスタジオの品質を高め

る技術やノウハウの構築を行っている。例えば先進的なモーション

キャプチャシステムの選定評価や、スムーズな導入のためのマニュ

アル動画などを作成することもある。VTuber業界の振興のため、

特にセキュリティを要しない動画や高価な機材については「VICON

入門」といった形で、積極的にラボYouTube等で公開している（例 

http://j.mp/VRSvicon）。このような動画資料もWFLE側では

VTuberコンテンツと同じチャンネルでは展開しづらいため、棲み分

けができているともいえる。

図 8：「VICON 入門」より

3.3 VTuber関連の特許

VTuber 産業に関連する研究開発を考えるとき、特許について

避けて語ることはできない。VTuber技術は先述のようなVRやゲーム

等のエンタテインメントシステムの歴史からつながったリアルタイム

キャラクターに関連する技術の集大成ともいえるが、通信と放送の

融合分野、VTuberプラットフォームを構築する配信技術に関する

分野、課金やギフティングに関連する発明、HMDなど将来のVR

デバイスや新たなプレゼンスに関連するメディア技術、アバターに関

連する技術、そしてゲームをベースとするUIやUXの発明など、ラ

ボによる2018年の調査では日本国内だけでも数百件の関連特許が

存在している。急速に発達した分野でもあるため、現在は関連各社とも

出願を進めている段階であり全容はまだまだ見えてこないが、中国

など東アジア各国でも同様のサービスの登場が確認されており、

今後世界の産業の中で日本のVTuber関連特許は大きなプレゼンス

を見せると考える。そのような視点も交えながらいくつかの挑戦を

紹介していきたい。

3.4 指表現グローブの開発

R2D(Research to Development/Deployment)の一つの例と

して指表現グローブのR2Dを挙げる。VTuberの指表現は見た目の

印象や表現能力に大きく影響を与えるため、プロ VTuber 各社が

望む技術の一つである。LeapMotionを使用する「Luppet」のよう

な画像方式を除くと、データグローブのようなグローブ型デバイス

が想定される。しかしながらデータグローブのベースはVR1.0の頃

に発明された「VR3種の神器」でもあり多くの企業が製品化に挑戦

しているが、実のところ実用的なVTuber向けグローブや汎用型指

表現が可能なコンシューマ製品は存在しない。VR2.0時代の製品に

おいては光ファイバーによる曲げセンサを使って構築されていたが、

非常に高価で壊れやすい。一方、最近は様々な静電容量デバイスや

導電性新素材などが多様に存在している。またソフトウェア的にも

機械学習や深層学習を使用する方法で品質を上げる手法なども研究

としては存在する。

そこでラボではまずREALITYスタジオで利用できるプロ用グローブ

の実用化を目指しR2Dを行った。ニュージーランドのスタートアップ

企業StretchSense社による伸ばし(Stretch)センサを片手5関節の

検出に利用し、StretchSense SDKを使いRaspberry Pi Linuxで

コントロールユニットと接続し、UDP通信でUnreal Engine4上の

レンダリングシステムに指の状態を送信する「REALITYグローブ」を

開発し、REALITYスタジオで運用している。

図 9：REALITY グローブ

https://www.youtube.com/watch?v=stXq04_JPRU

REALITYグローブのR2D開発を担当してわかったことである

が、REALITYはプラットフォームとして開発しているため汎用的な

グローブを作ることは難度が高い。VTuber のアクター（REALITY

では「出演者」と呼ぶ）は日本人女性が多いが、多くの場合、汎用的

な海外サイズのグローブはサイズが合わない。適正なモーションキャ

プチャのためのグローブは指の長さ(length) や掌の幅 (palm)、

腕の周囲(wrist)などの詳細な採寸やサイズ考慮が重要でS,M,Lと

いったサイズで表現することは適正ではない。また毎日の番組で

使用するため洗える素材で使用する必要がある、曲げ伸ばしや脱着

に対する壊れにくさ等要求仕様が高く、R2D 特に Deployment

難度が高い。

なおソフトウェア面も、機械学習を使用することで動作品質を向上

させセンサ数を減らす研究がある。指の開き方向についての表現、

例えば人差し指と中指を使った「Vサイン」のような指形状を表現し

たい場合は、指の開き方向のセンシングが可能なセンサを追加する

必要があるが、そのために指間に伸ばしセンサを追加するとその他

の姿勢が難しくなるため、できるだけ少ない数のセンサで多様な

姿勢が表現できることが理想である。また単なる手の開閉であって

も開き側も閉じ側も、力の入れようによっては指の表情も変わって

くる。教師あり機械学習の場合は多様な指のサイズに順応できるター

ゲットの設定とキャリブレーション手法が重要である。マテリアルも

導電性ゴムによるもの以外に、カーボンナノチューブや導電性繊維

など様々な価格帯、特性を持った材料が登場している。コンシューマ

製品としてのデータグローブについては今後、VTuberスタジオ技術

だけでなく、スマートフォンやパーソナルHMDの周辺機器としての

デバイスが一般化する時代がやってきたとき、大きく注目される技術

となろう。

3.5 REALITYでのフェイシャルキャプチャと技術需要

REALITYにおけるフェイシャル（顔）トラッキングはスタジオに

おけるプロ用配信技術のほかに、スマホアプリ「REALITY Avatar」

（現在は視聴アプリ「REALITY」に統合）にも頭部・表情トラッキング

とともに実装されており、ポートレイトスタイルの縦画面映像を配信

する一般配信者にとっては音声と並び、最も重要な技術である。これ

はApple iPhone X以降に搭載されたTrueDepthによって最大のパ

フォーマンスを得られる実装となっている。TrueDepthはMicrosoft

のKinectやPrimeSenseで利用されている赤外線ドットプロジェクタ
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によるライトコーディング系トラッキング技術である。iPhone X/XS

のTrueDepthカメラの場合は約3万個の赤外線ビームによる52点

のブレンドシェイプを制御するための顔特徴点を最大75FPSで取得

できる。REALITYはiPhone X/XS以外のスマートフォンもサポート

しており、ほかにもAndroidやTrueDepth非搭載iPhoneではRGB

カメラを使用したコンピュータビジョン系技術でトラッキングを実現

している。

ここ数年、SIGGRAPHやCVPRといった世界頂点のCG・コン

ピュータビジョン系国際会議では、この顔リアルタイムトラッキング

技術は大変な競争状態にある。多くの研究は機械学習を利用し、

最近では政治家の顔置き換え技術を実現したデモが数多く提案さ

れる。大学の研究だけでなく、スタートアップ企業、さらにスマート

フォンプラットフォームを保有するGoogleやAppleがAR系APIと

して実装し、VTuberやアバター社会のための基盤技術を提供して

いる。現在ではAppleの「Animoji」、Galaxy S9+/S9に搭載され

ている「AR絵文字」などに実装がみられる。

3.6 機械学習を用いた特殊表情コントローラ

特殊表情（exaggerated face expressions）とはマンガ的な誇張

表現であり、前述のトラッキングによる顔表現では作り出せない特殊な

表情である。滝のような涙の泣き顔や目がハートなど「マンガ的表現」

は絵文字 (emoji)として、文字コードの世界でも日本から広まり、

世界標準になっている。REALITYプラットフォーム上ではプロ配信の

VTuberには笑いや泣き、怒りや照れなどいくつかの特殊表情が表示

可能であるが、必ずしもすべてのVTuberが共通して同じ表現を有し

ているわけではないので共通化が難しい。またライブ番組内では演

出担当者がジョイパッドなどで操作することが多いが、どのようなタイ

ミングでどのような時間長で表示すべきなのかはキャラクター設計に

依存するため自動化も難しい。このような背景からラボが「誰もやら

ないチャレンジ」として取り組んだ課題が「機械学習を用いた特殊表情

コントローラ」であり、日本の人工知能関連企業PKSHA Technology

と協力して推進した。

図 10：様々な特殊表情と emoji

図 11：完成した分類器によるテストアプリ

プロVTuber数名に協力をいただき、図10にあるような15種

類の表情｛嬉しい, 企み, 威圧, バッテン目, 恐怖, 怒り, 無気力, 

おねだり, 泣き, 照れ, 星目, 白丸目, キス, 通常, 喋り｝を使った

シナリオを使って演技をし、その様子を音声，画像，iPhone Xの

TrueDepthによるBlendshapes値で収録し、機械学習によって

分類器を生成する。学習のベースモデルは 2017 年に Google が

発表したモバイル向けを意識した軽量で高速な推論が可能モデルで

あるMobileNetを使い、顔領域を MobileNet に入力し特徴量を

抽出した後、誤差逆伝播法で最適化した。結果としてBlendshapes

と音声を用いた場合、理想的条件で95%，難しい条件で 60%といっ

た判定精度を得た。初期検証としては十分でUnityプラグイン化し, 

iPhone Xで追試可能にした。WFLE内で今後の実用化に向けた第

2期検証が進んでいる。学習データの取得方法，複数演者の表情認識，

（素顔を出すのが難しいVTuberに対して）生配信時のデータ収録か

ら精度検証や改善サイクルの構築が課題になる。

3.7 ボイスチェンジャ「転声こえうらない」

「なりたい自分で、生きていく」を実現していく過程で、見た目に

関してはアバターで自由にデザインできるが、声についてはアイデン

ティティが大きい。一方で配信者がリアルタイムでボイスチェンジで

きる技術はハードウェアやソフトウェアで存在するが、多くの場合、

ピッチやフォルマントなどの音響に関する知識が必要となる。これ

らの変換パラメータは人それぞれ異なった値になる上、自分自身の

声を評価するのは難しい。そのため、実際には「なりたい自分」を

提案するためには「どんな声になりたいか？」を調査するほうが重要

であるという仮説に基づき、公開実験プロジェクトとして「転声こえ

うらない」をスタートした。

図 12：転声こえうらない

「転声こえうらない」（https://vr.gree.net/lab/vc/）は、スマート

フォンやPCのWebブラウザで動作する音声変換サービスである。

プリセットとして用意された｛おねえさん，マダム，男子中学生，ソ

プラノ，おにいさん，小学生，ゴリラ，ダミボ，ヤミ声，ムッシュ，

カワボ，ダンディ，両声類｝の計13種類から「なりたい声」を選択し、

自由なセリフを録音・変換しTwitter等でシェアできる。

【ショートレポート】VR4.0 -リアルタイムバーチャルキャラクターが牽引するVR産業における基盤研究

VR 4.0 - Fundamental research in the VR industry, which is driven by real-time virtual characters
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音声分析と合成は森勢将雅の研究成果である「WORLD」をベース

にGoogle Cloud Platform（GCP）に実装している。ユーザはイン

ストール不要で｛男性・中性・女性｝を選択し、様々なキャラクター

への転生を試すことができ、「いいね」やシェアを通して他者の評価

を参考にすることができる。

R2Dとしては、この無料サービスを通して「どのような声のユーザ

がどのような声になりたいのか？」を調査している。ユーザそのも

のがどのような使い方でどのようなセリフを読んでいるのか？という

データも収集できる。今後は収集したデータをもとに、より高度で

高品質な声質変換に挑戦していく計画である。

4. 大学連携研究

4.1 博士研究インターンの受け入れ

海外大学、特にヨーロッパの高等教育機関においては、インターン

は必須であり、先端研究を企業の活動に活かしていくイノベーション

サイクルを作る上でも最も重要なチェーンであるといえる。一方で

日本の大学院、特に博士課程の学生は、先端で高度な研究を深めて

いるにもかかわらず、企業との接点が少ないことも多く、課題や

求められる品質、その後の研究の出口を探るのが難しい面もある。

ラボでは著者のフランスの研究機関での経験を活かし、大学院

博士課程の学生について、指導教員との綿密な連携をとり、本人の

キャリアプランや、特許や外部発表の方法を整備した博士研究イン

ターンを実施している。いずれもSIGGRAPHをはじめとする有力な

国内学会・国際会議での発表成果を挙げているので2件紹介する。

4.2 アバターの教育向け活用

VTuberは現在のところエンタテインメントコンテンツが中心に

なっているが、将来的に広い用途でアバターを活用するための研究

も行っている。しかし教育のために必要なアバターとはどのような

ものであろうか。神奈川工科大学佐藤尚研究室のRex HSIEH氏の

インターン研究を紹介する。

工科系大学１年生向けプログラミング系講義の受講生186名を対

象に、全く同じシナリオで、アバターの見た目を｛実写(R)，男性風

アバター(A)，女性風アバター(B)｝の3種類、音声は｛オリジナル

音声(O)，ボイスチェンジ済音声(T)｝の2種類に変えた動画コン

テンツを用意し、それぞれの違いを測定するため 15 グループに

対して15週間の自宅学習用YouTubeコンテンツを用意して、その

視聴傾向、成績などの傾向の違いを調査した [6]。

図 13：アバターによる自宅学習教材（比較）

調査開始5週目での主観評価では女性風アバターが好まれた。

音声については、総じてオリジナルの音声(O)が変換済音声(T)に

比べて講師の見た目に対する評価が高い傾向があり、オリジナルの

音声が外見に対して好印象を与えることがわかった。またYouTube

視聴傾向からは特に連休後のドロップオフが観察できた。

最終的な成績は図15で、最も成績が悪かったグループに女性風

アバターが多く、成績向上には寄与しているとは言い難い。ボイス

チェンジは講師の外観（A/B/R)にかかわらず学習意欲を低下させ

ている可能性が読み取れる。また音声の種類（T/O）にかかわらず、

実験期間中に音声を変更しないほうが成績向上に寄与することが

わかった（週ごとに音声をOからTに変えた実験グループA～Cが最

も成績が悪かった）。同様に、常に同じアバター・音声で授業を

行った実験グループJ～Oは実験期間中常に成績がグループ全体

の上位半分だったことから、アバターの外観と音声の種類を実験期

間中に変更しないほうが成績向上に寄与することがわかった。過去

2015年～2019年との成績比較を行ったところ、最高点、平均点、

中央値については大きな差はなく、最低点に向上がみられた。また

成績の分散は縮小した。

もちろんこのようなフィールドワークは1回の実験で判断すべきで

はなく、継続的に実施するべきで、評価の軸や手法についても並行

して開発していくべきと考えている。

図 14：YouTube による視聴傾向の観察

図 15：最終的な成績

4.3 触覚VRエンタテインメントのためのアルゴリズム

もう一つのインターン研究が、触覚VRエンタテインメントのため

のアルゴリズム研究である。従来のVRコンテンツの体験はHMDに

よる映像、音声、コントローラの把持が中心の装置構成であるが、

これに干渉されずに多様な情報提示を簡易的な装置で実現したい。

触覚提示デバイスは近年ではApple iPhoneに内蔵されている

TAPTIC ENGINE、Nintendo SwitchのコントローラJOYCONに

内蔵されているHD振動など様々なアクチュエータが開発されている。

この研究を連携する東京工業大学長谷川昌一研究室、山崎勇祐氏は

音楽視聴用ハプティックデバイス「Hapbeat」を開発する大学発

スタートアップ企業Hapbeatの代表社員でもある。大学とHapbeat

はハードウェアの研究を深め、ラボではこれをエンタテインメント

VRに使用するための基盤技術を深める研究を担当してもらっている。
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6か月のインターンで実施した研究は、2つの振動触覚を用いた

ナビゲーションシステムについての提案である（図16）。

図 16：2 つの振動触覚を用いたナビゲーションシステム

目的の物体に対して、2つ（もしくは複数）のアクチュエータを用いて

方位角と距離を提示できる。この研究は視覚的に見えているかどう

かは限定しない。つまりHMDを装着している場合は「視界に入って

いない状態」、例えば背後や側面などの視界の外、釣りゲームで

あれば「水面下の魚」といった情報に利用できる。もちろん完全に

非表示、もしくは目隠しした状態でも利用できる。

著者が1997年に提案した「ファンタスティック・ファントム・

スリッパ」での挑戦を最新の環境で足裏から首に変更して理論化して

いる形であるが、アルゴリズムは振幅変調に加え、包絡線変調を

提案して実験している。両モデルともにナビゲーションシステムに

応用が可能だが、モデルごとに特性が異なる。詳細な研究およびデモ

はIEEE World Haptics Conference 2019，ACM SIGGRAPH 

Posters[7], 第24回日本VR学会大会で発表しているが、結果とし

ては、包絡線変調モデル（EM）は大きく、おおよその位置を把握さ

せるには向いているが、振幅変調モデル（AM）のほうが到達時間

が短く、ユーザ間の分散が少ない直感的なモデルであることが明ら

かになった。また各モデルを利用する上で適切なパラメータも明ら

かになっており、今後はVTuberライブイベント向けの応用として

第2期R2Dを実施する予定である。

5. GREE VR Studio Labの発信啓蒙活動

5.1 発信活動を通した社会実装

以上のような研究開発および開発のための R2D 活動を行って

きているが、その活動はラボの中だけでは意味を持たない。もちろん

WFLEやグリー社内での活用が重要ではあるが、社会にVTuberや

そのイノベーションが普及していく需要を作る活動、つまりアウト

リーチ活動や社会実装活動が大変重要である。

具体的には既存のメディアへの広報協力に加えて、CSRを通した

社会実装、さらにTwitter/YouTube（http://j.mp/VRSYT）のよう

なSNSや動画配信プラットフォームでのオウンドメディアによる発信

やプレゼンスの向上、さらに独自イベントの開催によるコミュニティ

への貢献、海外発信、もしくはそれらが融合した活動である。

図 17：GREE VR Studio Lab の YouTube チャンネル

5.2 CSRを通した社会実装

グリー株式会社がCSRとして千葉大学教育学部と連携した講義を

行っている。小学校教員を希望する学生と付属小学校と連携し、過去

はSNSとの付き合い方、ゲーム開発などをレクチャーしてきたが、

2018年度よりVTuberをテーマにしたワークショップを開発している。

図 18：CSR 講演の一幕。恥ずかしさを和らげるため廊下で自己紹介を
収録している

最近の子供たちの「なりたい職業」は「YouTuber」であり、これは

千葉大付属小学校でも不動の地位であった。アバターによる配信は

青少年のプライバシー、特に過度な SNS への露出や意図しない

炎上から本人や周囲を守る上で重要である、ということを伝えつつも、

「せっかくアバターを着て配信するのだから、社会の境界線を探る

べき」、「アバター配信をしている人は『鶴の恩返し』状態、現実の

関係で晒さない」といった重要なポイントも伝えた。また教員側

からは「バーチャルとは何か？」についてのリクエストがあり、電子

マネーなどを使いわかりやすく、来るべき社会のあり方や、日本人が

古来より能や浄瑠璃で培ってきた伝統芸能の中にも「バーチャルで

なりたい自分を表現する」というエンタテインメントが生きていること

を伝えてきた。

成果としては小学校6年生が放送室を使い、小学校4年生のお悩

みに答えるアバター番組を制作した[8]。NHKをはじめとするメディア

各社に報道され、子供たちならではの境界線を探る活動を体験でき

たように思う。彼らも数年後にはREALITYのユーザになる可能性が

ある。CSR活動によって来るべき未来を地続きにしていき、融かして

いくことで、不要な世間の摩擦を生まない活動も重要と考えている。

5.3 オリジナルイベント「VRSionUp」の開発

VTuberやVRエンタテインメントを志す学生は多い。一方で

Unityなどの開発力を持つ学生は多く存在するが、企業はそのよう

な存在に対して「採用」もしくは「アルバイト」といった労働力として

の一極しか持ちえないことが多い。これは経年的にスキルがある

【ショートレポート】VR4.0 -リアルタイムバーチャルキャラクターが牽引するVR産業における基盤研究

VR 4.0 - Fundamental research in the VR industry, which is driven by real-time virtual characters
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学生にのみ、オポチュニティが提供され、ロールモデルとして拡散

していきづらい。実際にはVTuberやVRエンタテインメントに関連

する技術やスキル、モチベーションは多様であるため、このような

イノベーションのジレンマを解消するためのミートアップイベント

シリーズ「VRSionUp!」を2018年12月より開催している。

図 19：VRSionUp! #3 参加者の様子

開催内容は以下の通りである（gree.connpass.com/event/）。

・2018/12/12 VRSionUp! #0 「高校VRSionUp! #0 「高校生

が作ったVR作品を、世界へ！」

・2019/01/11 VRSionUp! #1 「高校生VRを国際会議へ／

VRChatを科学の研究に／ボイスチェンジャ探求」VRSionUp!4

「VRエンタメxEdu」

・2019/03/01 VRSionUp! #2 「Laval Virtual 2019 & バー

チャルマーケット２予習会」

・2019/04/12 #VRSionUp! #3 「Laval Virtual2019公式報告

会&VTuber番組技術特集」

・2019/05/17 #VRSionUp!4「VRエンタメxEdu」

・2019/06/21 #VRSionUp!5「kawaiiムーブ研究」

・2019/07/16 #VRSionUp!6「先端ボイチェン研究」

毎回の開催規模は50名程度であるが、ほぼ告知と同時に満席に

なる人気となった。このイベントをきっかけとしてインターンや採用に

エントリーするケース、普段はアバターやTwitterでしか会ったこと

がなかった人々同志が出会いコラボレーションにつながるケース、

またゲストとして講演いただいた先生方との共同研究につながる

ケースなど、様々なシナジーを生んでいる。

このイベントシリーズすべての講演はラボのYouTubeチャンネル

に収録されている点も実験として意味がある。運営はDiscordを

使い、社外のボランティアと連携して運営している。VRChatと実会場

のハイブリッドのイベント会場を用意する試みや、グリー株式会社が

開発したクラウドファンディングサービス「Fanbeats」を用いた地方

在住学生の来場支援など、VRの制約を取り払うためのありとあら

ゆる挑戦は行っており、そこにボランティアで参加したい人々の

文化と熱量、手法については協働しなければわからない面も多く、

経験となっている。

5.5 海外におけるVTuber 

既に述べた通り、VTuber文化は日本から始まっているが、VR機器

の普及とその表現が背景にあるため、世界中で同時多発的に起きて

いる現象でもある。特に西海岸では「virtual beings」もしくは「virtual 

influencer」と呼ばれており、Lil MiquelaやKFCなどが有名である。

CGで作られたフォトリアルな人物がInstagramに静止画を公開する

という活動であり、最近ではトップモデルさながらの活動をしている

向きもある。中国では（親日派が集まる背景もあり）「ビリビリ動画」

（bilibili.com）が、VTuberの主戦場となっており、また中国の投げ

銭文化の進化もあり、日本よりもスケールが1桁大きい市場に成長

しつつある。そのようなマーケットの背景から米国側にもインフル

エンサーとしての期待から様々な声がかかる状況ではあるが、実際

のところ欧米の映像業界は「フォトリアルかどうか？」という視点が

強く、ソーシャルメディア、もしくは新しい人間のあり方としての

コンテキストでとらえるのが難しい面もある。

そのような背景もあって、世界最大のCG・インタラクティブ技術

の国際会議「SIGGRAPH」を舞台に、ラボではいくつかの啓蒙活動

を実施している。

その一つは「Real-Time Live!」でのデモ実演である。SIGGRAPH

で最も広い会場で数千人を前に、各社が最高のデモをたった7分間

だけ行うことができる。SIGGRAPHでは旧来、コンピュータアニメー

ションフェスティバル（CAF）が人気であり、世界中からCGアニメー

ション作家たちがショートフィルムを制作してシアターで上映する

ことを頂点としていた。もちろんそのイベントは継続されているが、

多くの作品はYouTubeなどで公開されており、アンテナ感度の高い

人々にとっては「みんなで観る」という観衆の反応や名誉以外はそれ

ほど重要な場でなくなりつつある背景もある。

ラボではSIGGRAPH ASIA 2018（東京国際フォーラム）において、

WFLE、英国IKINEMA社、ニュージーランドStretchSense社と

協力してライブデモを行った。リアルタイムライブキャラクターに

よるアニメーション、バーチャルギフティング、顔の表現、ダンスなど、

楽しい雰囲気で難度の高いデモを実施し、大きな反響を得た。

図 20：SIGGRAPH ASIA 2018 Real-Time Live! で演じる著者 (photo 
by SIGGRAPH)

図 21：SIGGRAPH ASIA 2018 での Real-Time Live! における特殊
表情の紹介
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図 22：Virtual Beings World in SIGGRAPH 2019

重要なチャレンジとして、技術的に難度が高いデモを行うだけで

なく、品質高く、かつ複数社がコラボレーションして実施する点が

ラボならではの活動と考えている。

続く夏のSIGGRAPH 2019（ロサンゼルス）ではPostersでの学術

講演、シンポジウム参加、モバイルアプリデモ紹介「AppyHour」で

の展示だけでなく、「Virtual Beings World in SIGGRAPH 2019」

というイベントを主催した。Birds of a Feather（BoF）という非営

利団体による集会をサポートする仕組みを利用したイベントである

が、アメリカ、フランス他、ボランティアによる実行委員会を結成し、

VTuberに関連する世界20社の3分間ピッチによる活動紹介や、

YouTube上でのVTuberによる英語パフォーマンス「World VTuber 

Showcase」、ラウンドテーブルを開催した。大変な労力が必要

なイベントであったが、賞品を提供するスポンサーやメディアも

集まった。スポンサーにはThe Venture Fund, GFR Fundなど

VR投資各社が名を連ね、発表者には映像制作技術やコンピュータ

ビジョン、アバターサービスのほかにはNTT DocomoやVerizon

といった5G時代を見据えた通信キャリアも発表を行った。詳細の

資料や動画はラボのYouTubeやGoogle Slidesにて公開している

（http://j.mp/VBW19Slides)。

6. 終わりに 

以上の通り前半は、近年のVR産業と歴史、特にVRエンタテイン

メント産業の前線で起きているパラダイムシフトについて「VR4.0」、

特にリアルタイムバーチャルキャラクターによる牽引という視点で

まとめてみた。バーチャルな存在「VTuber」に至るまでの歴史を

VRの必然として整理できたようであれば幸いである。

後半は企業内研究所「GREE VR Studio Lab」の2018年6 月～

2019年9月頃までの研究開発活動と世界を舞台とした啓蒙活動を

紹介した。今後、このラボがどのような社会実装や変革を遂げてい

くか、またそこでデジタルハリウッド大学での研究教育活動がシナ

ジーを生んでいくかについては、次の発信機会を作りたいと思う。
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This short report outlines the results of a questionnaire taken by 100 Japanese university students learning English as 
a second language using interactive digital teaching methods over the course of a year. Results showed that a majority of 
students found; lessons were easier to understand, it was easier to take notes, content was easier to see, and lessons were 
more fun than traditional teaching methods. The conclusion made was that students may prefer more teachers use these 
methods, and thus more research and inituatives in this area may be favorable.

Keywords：computer assisted language learning, digital language learning, interactive language learning, 
                digital teaching methods, online classroom

At the end of the fourth quarter of the 2018 - 2019 

school year, one hundred Digital University students were 

asked to take an optional questionnaire on the digital 

learning experience they had had that year.

Of the 100 respondents, 25 were female and 75 male. Of 

them 51 were first grade students undertaking mandatory 

English Communication and Production lectures, and 49 

were second and third grade students undertaking an 

optional English Content lecture.

All students were participating in courses taught by the 

author of this report using Digital Teaching software called 

Nearpod. Nearpod is interactive presentation software that 

allows the sharing of information to and from students in 

realtime during a lecture, as well the ability to partake in 

interactive quizzes and games.

The respondents were using a mixture of devices to access 

the Nearpod software during lectures; 30 using Mac, 65 

using Windows, 18 using Android smartphones, 38 using 

iPhone smartphones, 14 using iPad tablet computers, 

and 5 using Android tablet computers. Additionally 89 of 

the respondents used their preferred browser software on 

their device to access Nearpod, whilst 27 used the native 

Nearpod application downloaded from the Apple AppStore.

The questionnaire asked eleven questions with a 5-point 

Likert scale; strongly disagree, disagree, somewhat agree, 

agree, strongly agree with the latter two options being used 

in analysis to represent a positive response.

The first 6 questions focussed on any benefits of using 

Nearpod and digital teaching in general.

・Using Nearpod helps me understand the lesson content 

better: 87% positive

・Using Nearpod helps me see the lesson content more 

easily: 83% positive

・Learning with Nearpod is fun: 77% positive

・Using Nearpod helps me take notes more easily: 61% 

positive

・I prefer learning with Nearpod: 71% positive

・I want more teachers to use Nearpod: 59% positive

The latter 5 questions inquired if more traditional teaching 

methods would be preferred.

・Using Nearpod is too difficult: 12% positive

・I prefer doing tests on paper: 7% positive

・I prefer writing notes on paper: 8% positive

・I prefer using textbooks: 7% positive

・I prefer the teacher writing on the whiteboard: 9% positive

The final question inquired if any courses that currently do 

not use any digital teaching methods, would in fact benefit 

from using them. 34% responded that technical classes such 

as 3DCG and programming would benefit. 39% responded 

that English Core EAP would benefit. 4% said that in fact 

they prefer lessons without Nearpod.

From these data it would suggest that students are 

generally positive toward using digital learning methods 

at university and perhaps more initiatives to include them 

should be considered in the future.

【Short Report】

Digital Teaching Questionnaire Results
デジタルティーチングに関する調査結果
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日本においては（あるいは日本に限らずかもしれないが）世界のスタートアップの中心はシリコンバレーなどの米国にあると考えられている。
最近では中国の深圳がここに加わることもあろう。そんな中「ベルリンはスタートアップの聖地」（武邑光裕，2018）との宣言に出合い、「スタート
アップのエコシステム」によって創発が連鎖的に繰り返されるベルリンとはどのような場所なのか、日本がベルリンに学べる点があるとしたら
なんなのかを実際に見たいと考えた。2019年6月初旬、視察と私的旅行をかねてベルリンに10日ほど滞在し、ベルリンの創発のエコシステム
の一端を見ることができた。その概要をレポートする。

キーワード：スタートアップ、EU、欧州、ベルリン、コワーキング

1. ベルリンのスタートアップ「前史」

ベルリンのスタートアップ事情を理解するには「前史」を知る必要

がある。言うまでもなくベルリンは東西冷戦の「象徴」となった都市

であり、1961年から1989年までの28年間、ベルリンは壁によっ

て東西に分断されてきた。第二次大戦の敗戦以前、ベルリンはドイツ

（ドイツ帝国→ワイマール共和国→ナチスドイツ）の首都として栄えた。

しかし第二次大戦後はドイツが東西に分断され、ベルリンは東ドイツ

の領域に存在する都市となり、ベルリン自身もドイツと同じく、東西

に分断された。西ベルリンは、東ドイツという共産主義国家の中に

浮かんだ資本主義国家の飛び地となった。さらに1961年には西

ベルリンを取り囲む壁がソ連と東ドイツによって建設され、西ベルリン

の孤立は深まった（東ベルリンは東ドイツの首都として東ドイツ国家

の中心であり続けた）。

1989年にベルリンの壁が崩壊したとき、東ドイツ国家の消滅と

ともに、その首都だった東ベルリンの都市機能の多くも機能不全と

なり、また旧態依然の共産主義経営によって運営されていた多くの

オフィスや工場も、西側との競争力を失って閉鎖されることになった。

一方、西ベルリン側はどうか？ 東西分断時代にも西ベルリンは、

資本主義工業国家である西ドイツの主要都市ではあったが、本国から

離れて東ドイツの中に飛び地となっている場所に、積極的な投資は

行われなかった。その結果、ドイツの主要な産業の立地は、ベルリン

以外の都市、ハンブルク、シュトゥットガルト、フランクフルト、ミュン

ヘンなどに立地することになり、西ベルリンには主要産業の本社

などは存在しない状態だった。

東西ドイツが統一され、ベルリンはボン（旧西ドイツの首都）に代

わって新しいドイツの首都となったが、政治機能はベルリンに移転

してきても、主要産業が移転することはなかった。統一ドイツ政府

とベルリン市当局は、新たなベルリンの都市政策を必要としていた。

しかし実際には、都市政策が立案され再開発が始まるより前に、

ドイツや欧州の各地からやってきて新たな住民が住みつき始めて

いた。アーティスト、音楽家、そして新しいビジネスにチャレンジしよ

うという人々だった。彼らは使われなくなった古い工場やオフィス

を改造して、芸術を作るスタジオにしたり、クラブを作ってテクノサ

ウンドで満たし、そこに若者たちが通い、夜通し踊った。起業家た

ちは生まれたばかりのインターネットで新しい事業を試みた。見捨

てられた工場やオフィスを改造すれば、低コストで事業を始めら

れることが魅力だった。

その様を武邑は「ヒッピー文化」と称しているが、政府や大資本の

影響を受けずに、自然発生的に「おもしろいことをやろう」という文化

と志の様はまさにヒッピー文化と呼ぶにふさわしい。米国を中心に、

世界にヒッピー文化が生まれ、広がったのは、1960年代後半だが、

そのヒッピー・スピリットはヒッピーが生まれた60年代以後の時代を

形作った東西冷戦終結後の、冷戦の象徴の都市で復活したのである。

以下、ベルリンのスタートアップの事情をいくつかの観点で説明し

ていくが、ベルリンを理解するためには、国や都市の政策ではなく、

既存のビッグビジネスでもない、「空き地」に「人が集まってくる」ヒッ

ピー的な文化に根ざしており、それがさまざまな形を取って現れて

いることを常に想起する必要がある。

2. AHOY!に見る「創発」の条件

ベルリンのスタートアップ事情を理解するために、コワーキン

グスペース「AHOY! Berlin」を訪問、取材した。ベルリンで最も

有名なコワーキングスペースといえば、AHOY!とも地理的にも

近い「Factory」があげられるが、コーディネーターの推奨もあり、

AHOY!を選んだ。AHOY!はベルリン市内の中心地から北に数キロ、

東京でいえば湯島～駒込あたりを想像するとよいだろうか。

2.1. 工場を改造することで、多様な機能を実現

AHOY! も前述のベルリンの事情にならい、使われなくなった

牛乳工場を改造して作られている。工場としての設計のため、仕切り

なしの広大な空間が確保でき、一方でリノベーションによって、小ス

ペースの空間も多数用意されている。こういった自由度の高い空間

が低コストで多数利用できる条件が、ベルリンのスタートアップ環境

をなっている。市内を歩くと、あちこちに煙突が見えるが、近づいて

みると使われていない廃工場で、再開発が進んでいるとはいえ、市内

にまだ未利用空間が残っていることが想像できる。こうした空いて

いる空間が、ベルリンのスタートアップ環境を支えている。

壁崩壊直後は大量の空きスペースが低価格でレンタルされた歴史

もあり、初期に開業したライブハウスやクラブでは、今でも当時の

ままの賃料のところもある。そのため安いドリンク代のみのミュー

ジックチャージなしで高品質なライブが楽しめるところも多く、

賃料を稼ぎ出すために悪戦苦闘する東京のライブハウスやクラブに

はないゆったりした雰囲気がある。

【ショートレポート】

ベルリンにおけるスタートアップ事情から学べること
What we can learn from eco-system of startups in Berlin.

デジタルハリウッド大学 教授

渡辺 パコ   Paco Watanabe
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AHOY!自体がコワーキングスペースというスタートアップビジネス

であり、そこに入居する起業家たちにとってはAHOY!が提供するイン

キュベーション空間はとても魅力的である。

基本的な機能は

①フリーランサーが利用できるフリーまたは固定のデスクスペース

②カフェ、ミーティングやセミナーなどに集まれるスペース

③数名規模のスタートアップ企業の入居できるミニオフィス

④メンバー同士、またメンバーと大企業や投資家が出会うイベント

機能

からなっている。

特筆すべき点としては、次の2点がある。

2.2. ゆとりがあり、アートで刺激を受ける空間

AHOY!では、広い廊下やフリーアドレス空間などにアートが多数

配置されている。壁面に描かれた絵画、20世紀中葉のラジオや

自転車、古い機械の部品など、さまざまなものがオブジェとして

配され（旧東ベルリン地域などに取り残されたものだ）、デスクも

通路も日本では見られないゆとりがある。利用者も単位面積あたり

少人数なので、人と人の距離が十分にある。個人で仕事をする際、

邪魔されずに集中できると同時に、ふとPC から顔を上げれば、

ほどよい距離に誰かいて、決して孤独ではない。窓が豊富で自然光

がたっぷり入るのもすばらしく、季節や時間を感じることができる。

とはいえ、最も時間を感じられるのは、人の減り具合である。

ドイツでは一般企業でも午前8時始業～午後3時から４時に終業が

一般的で、コワーキングスペースといえども遅くまで仕事をすること

はほとんどない。17時には誰もいないのがあたりまえであり、訪問

時期が夏だったこともあり、まだまだ昼間の明るさの時間から仕事

を終えて、市内のクラブやライブハウス、レストランに出かけるの

がベルリナー（ベルリンっ子）のライフスタイルである。

2.3. 出会いと交流の場をふんだんにつくる

「コワーキング」という状況を積極的に作っているのもAHOY!の

特徴である。

各種のイベントが頻繁に開かれ、パーティや懇親会が併催される

ので、さまざまな出会いが意図的に作られている。AHOY! の

スタッフとしてコミュニティマネジャーが配置されており、メンバー

のプロフィール（技術や指向、実績など）を把握しているマネジャー

がメンバー同士をつなぐ役割を果たす。

資本家やエンジェルとの交流会やピッチも頻繁に行われている

が、最近特に力を入れているのが、大企業とスタートアップやフリー

ランサーとの出会いの機会で、今は大企業の新規事業にフリーラン

サーやスタートアップがともにコワークするのがひとつのトレンドと

なっている。

たとえばシュトゥットガルトの大メーカーが、ネットを使った新サー

ビスを検討しているときに、ベルリンでパートナーを探すといった

事例がある。シュトゥットガルトもスタートアップが盛んではあるも

のの、かの地ではハードウェア系のスタートアップが多いため、ネット

を使ったサービスを検討する場合はベルリンでパートナーを探すと

のことだった。

こういった場面で、やはり個人情報保護が壁になることは多いと

いうのは世界的に共通する課題であり、AHOY!でもメンバーから

情報開示の許可を取らないと紹介できず、活性化の障害になって

いると話していた。

とはいえ、人と人をつなぐ役割は SNSではなく、コミュニティ

マネジャーの人的な役割だというのは、重要な教訓といえる。

2.4. 「ゆるく」「飾らない」ベルリナー気質

「出会いとつながり」という観点で考えると、ベルリナーのフランク

で型にはまらない気質も関係が深い。

ベルリンは豊かな街ではない。主要産業が乏しいこともあるが、

東西分裂と統合という歴史もあって、エスタブリッシュメントと呼べ

るような伝統的な上流階級も明確には存在せず、街も高級住宅地と

スラムというようなくっきりした貧富の格差を感じさせない。街ゆく

人々の服装もカジュアルで、おしゃれな服やスーツを着ているビジ

ネスパースンを見かけることもほとんどない。

実際ベルリナーの認識としては「ベルリンはみんな貧しいから、

ドイツのほかの都市の人からはちょっと嫌がられている。ほかの

街が稼いだカネがベルリンに渡されているから」という意見も聞く。

とはいえベルリナーとしてみれば、見栄を張らなくてもよい、カジュ

アルさが街の魅力になっているようだ。

このことは、フリーランサーや起業したばかりの経営者にとって

は居心地の良さにつながる。外見を気にせず、Tシャツに短パン、

サンダルでも気軽に平日の都心部を歩けて、そのまま商談に臨んで

も誰も気にしない。だいじなことは実際に仕事ができるかどうかと、

人として信頼できるかどうかだけだ。

この状況は外国人がベルリンに滞在して仕事をしたり、移民として

街に住んで起業をすることに対しても偏見が少なく、仕事も始めや

すいことにつながっている。このこととどこまで関係するかは不明で

はあるものの、ベルリンでは街中や地下鉄の中で、見知らぬ人同士が

話しているようすがよく見られる。車内で隣になり、着ているTシャツを

どこで買ったかを聞かれて仲良くなったり、カフェで食べているもの

の話からつい話し込んだりといった光景が見られる。人口300万人

を超える大都市でありながら、人と人の距離が近いことも、スタート

アップ環境としてはプラスに働いている。

3. 欧州の文化的理解から見える「創造」

ベルリンに限らずだが、欧州のスタートアップに共通することと

して、いわゆる「ゼロイチ」（ゼロからイチを創造する）ことに対する

質的理解が、米国とは異なることが指摘できる。

長く多様な文化を生み出してきた欧州では、新規性のあるもの

でも、まったく新しい創造物というのはそう簡単に生まれない、

というより、そういう創造は起きない、という思想的理解がある。

新しいものに見えても、それは従来からあったAと、まったく別の

領域にあったBを組み合わせたり、新しく解釈し直したものである、

という創造に対する考え方だ。

これは大陸欧州の哲学を中心とする伝統的な学問の進め方にも

根ざしており、新しいコンセプトはそれまであったコンセプトの理解

と批判、それに対するコメンタールや批判の形を取って生まれると

いう伝統にも現れている。

この伝統に基づいてスタートアップを見ると、何もないところ

（ゼロ）から、イチを生み出すということはむしろ「ない」ことであり、

従来からあった価値と価値の出合いから新しい変質を生み出すこと

こそが重要である、という考え方になる。

これをスタートアップ環境として具体化すると、技術、文化、

国籍など、異なるバックグラウンドの人々を多様に集め、出会う場

を作ることが、スタートアップを増やすことになるという発想になる。

こういう視点から見ると、第 2 章で取り上げた各点は、まさに

「ダイバーシティを上げ、出会いの場を増やす」ことであり、それが

今のベルリンのスタートアップ環境を作っているという、一貫した

ストーリーが見えてくる。
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実際、ベルリンではスタートアップ環境を整えるために、これまで

「起業家やフリーランサー、職種、専門領域のラインナップの絶対

的な数を増やすこと」が重要だったという説明は、説得力を持って

いる。現在のように専門分野が細分化していると、絶対数が増えな

ければ、創発に必要な機能や能力、技術において、どうしても「穴」

があきやすくなる。あるサービスを実現するために必要な技術や人材

が調達できない可能性が高まってしまう。一定以上のスタートアップ

の量を実現するためには、担い手の多様性の絶対数が重要だという

ベルリンの考え方は、日本でのスタートアップ環境を整える際に

参考にすべきだ。

4. 日本のスタートアップ環境を整えるための提言

以上のようなベルリンのスタートアップ環境から、日本において

もスタートアップ環境を整えるためにできることを整理してみよう。

4.1. スタートアップ増加を都市計画の中心にする

日本では企業やスタートアップを増やすことを町おこしや都市の

発展の中核に据える例がまだ少ない（北九州市など、実践例もある）。

しかし既存の大企業の収益性が落ち、発展から衰退への軌道に

入っていることを考えると、新しい事業を増やすことは最も重要で

ある。大企業優遇からスタートアップ優遇に大きく舵を切ることが

重要であり、都市計画やビジョンの中核に据えるべきだ。

4.2. 多様な技術、能力を持った人々を世界中から集める

ベルリンは「アジアの一部」という意見も聞かれるが、ドイツ人

以外にもトルコ系や東アジア系、アフリカ系など、多様な人々が生活

している。集まる人も多様で、テクノロジー系、アート系、音楽関係、

世界中の食、オルタナティブメディカルなどが見られる。

都市政策的な面からも、こういった分野で起業したりフリーランス

で仕事ができる人に2～3年程度の就労可能なビザを発行している。

逆に企業に雇われて働くためのビザ取得は厳しい。

多様性を持って新しい創造的な仕事や活動をしたいという意欲を

持った人が集まりやすい政策をとることが重要だ。

4.3. 偶発的な出会いを演出するコワーキングスペースを増やす

AHOY! のようなコワーキングスペースが市内には多数あり、

フリーランサーや起業した人々が低コストで仕事を始められる環境

を用意することは重要だ。

さらにそこで、快適に仕事をするだけでなく、人と人との出会い

が起きる仕掛けをすることと、それをSNSなどネットのツールに

頼ることなく、リアルな関係をコーディネートするコミュニティマネ

ジャーを置くことに大きな意味がある。

4.4. 全体的にフランクな人間関係をつくる

都市に集まってくる人たちを孤立させることなく、スタートアップ

に向けたチャンスを感じさせるためにも、フランクに受け入れる

ための条件づくりが重要だ。

ベルリンでは地下鉄の乗り方ひとつとっても、掲示板などの情報は

あまり充実していないものの、旅行者が迷っていると市民たちが

すぐに声をかけて助けてくれる雰囲気がある。おもてなしという

ように気負うことなく、困っている人は助けるという自然な関係を

つくろうとするところは都会的で居心地がよい。来訪者を「お客様」

にするのではなく、自然に都市の一員に迎え入れる感覚は学ぶべき

ものがある。

5. おわりに

今回はベルリンにフォーカスして、考察してきたが、今後とも

スタートアップが増え、それをテコに都市や地域が発展するための

メカニズムを解明すべく、リサーチと考察を続けていく。
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日本は成年後見制度改革の多くを英国から取り入れてきた。現在、日本の学界やボランティア団体の指導者が注目しているのがDementia 
Action Alliance（略称；DAA、認知症活動連盟）である。本稿で取り上げるプリマス DAA は英国のなかでもトップクラスの成功例である。
プリマス市は英国南西部の人口約26万人の中規模都市ではあるが、プリマスDDAには110団体が参加し日常的な活動や新しいサービス・技術
の開発に大きな成果を上げている。医学部・看護学部を持つプリマス大学がプリマス市の支持のもとに DAA のまとめ役となって、参加団体そ
れぞれの活動に深く関わっていることが、その大きな原動力となっている。

キーワード：認知症支援、地域連携、大学の役割、組織運営、サステナビリティ

1.はじめに

筆者は今春、本大学大学院を卒業したデジタルコンテンツマネジ

メント修士であり、勤務先である日経金融工学研究所で高齢者支援

サービスの開発を行っている。本レポートは認知症支援のための

地域連携活動において大きな成果を上げているプリマス DAA の

活動を主に組織運営上のポイントと、その結果としてのデジタル

サービス・コンテンツの開発成果としてまとめたものである。

プリマス市訪問は2019年6月23日～7月3日のFintech研究

のための英国滞在中の6月27、28日である。同行者の金子智紀

氏（特定非営利活動法人　認知症フレンドシップクラブ本部、慶應

義塾大学大学院政策・メディア研究科井庭崇研究室）は6月26日～

29日までプリマス市に滞在した。

今 回 の 調 査 訪 問 に 先 行して2019年4月22日 ～5月3日 の

Fintech Weekのための訪英時に英アルツハイマー協会等からDAA

に関する情報を収集した。この後、プリマス大学の認知症研究パー

トナーシップ・リードでありプリマスDAAの議長でもあるイアン・シェ

リフ教授と連絡を取り、プリマスDDAに関する基礎資料を入手した。

5月18日に大阪市で開かれたシンポジウム（朝日新聞社、朝日新聞

厚生文化事業団主催）に出席したイアン・シェリフ教授とプリマス市

訪問時の調査のポイントなどの打合せを行い、訪問先との調整な

どを依頼した。

図 1：プリマス市の位置
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2. 認知症活動連盟の組織構造

2.1. 全国レベル

英国政府は2009年2月『認知症とともに良き生活（人生）を送る：

認知症国家戦略』（Living well with dementia: A National Dementia 

Strategy）を発表し、翌2010年に全国組織として認知症活動連盟が

設立された。

National members（全国メンバー）は、イングランド全域（より広域

に活動する組織も含む）で一定の活動実績を持つ（あるいは目指す）

団体である。慈善団体、公的機関、民間部門の合計で、2017年度の

年次事業報告書によれば、参加団体（法人を含む）数は152である。

各団体は全国連盟加入時に全国連盟のウェブサイトでアクション

プランを公開する必要がある。また全国レベルでの四半期報告および

四半期ミーティングに参加し、全国連盟への財政面、活動面での

貢献を求められる。

参加団体の行動規範はDementia Statements（認知症宣言、

2010年度制定、2017年度改定）であり、認知症の人がよりよい

人生を送るための選択、介護者等による支援の提供、社会的な

知見の共有等のベストプラクティスのポイントをまとめている。

2.2. 地域レベル

認知症活動連盟のLocal members（地域メンバー）は、イング

ランドの個別の地域で活動し、全国的な広がりを持たない組織で

ある。DAAウェブサイトに行動計画を公開する必要がある。メンバーは、

地域レベルでの四半期報告および四半期会議に参加し、DAA年次

イベントに参加する。全国連盟の運営に対して自発的な財政的また

は現物での寄付をするよう求められる場合がある。

3. プリマス認知症活動連盟

3.1 組織概要

Plymouth Dementia Action Alliance（PDAA：プリマス認知症

活動連盟）は2011年に、プリマスで設立された40団体の加盟で

スタートしたが、現在では110団体が参加している。プリマス大学

のイアン・シェリフ教授らがプリマス市、市議会に働きかけ、市か

らの全面的なバックアップのもとに創設された。連盟は2か月間に

一度、運営委員会を開き、各加盟団体の計画、進捗状況、新しい

【ショートレポート】
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取り組み、懸念される問題などを話し合う。運営委員会への参加は

平均50団体前後である。

イアン・シェリフ教授らが起草したPDAA独自の行動憲章を持っ

ており、各参加団体は、この憲章に照らして自主的に活動を行って

いる。目標を自ら設定してDAAウェブサイトに行動計画と進捗状況

を掲示する点は、他の Local DAA も同様だが、プリマスは運営

委員会での議論が非常に活発であり、多くの参加団体が進捗状況を

きちんと更新している。イアン・シェリフ教授が日常的に参加団体

の現場を訪問し、現場の状況や声を踏まえたアドバイスを行い、

また大学の研究者とのネットワークに結びつけていることが、活動

の質を高める要因となっている。

2016年に英国アルツハイマー協会から年間表彰を受けるなど、

関係方面から高い評価を得ており、国際的にも注目されている。

海外からの訪問者も多く、調整には市のPDAA専従職員が当たって

いる。こうした対外的な評価の高さも参加団体の意識向上に役立っ

ているといえる。

3.2 産学医連携と大学の役割

プリマス大学は学生数2万人、職員数3000人の総合大学で医学・

看護学、生命科学、経営、芸術など多様な学部構成を誇る。プリ

マス市の人口が約 26 万人であり、その存在感は大きい。同市は

メイフラワー号出発の港であり、またスペインまでフェリーで7時間

という歴史都市、リゾートとしての性格を強めており、最近の人口

増も老後移住者が一因となっている。このため認知症支援をはじめ

とする介護政策においても経済合理性やアウトカムの評価、サステ

ナビリティへの要請が強まっている。

イアン・シェリフ教授は地方公共団体の介護・福祉における実務

経験があり経営学修士であるが、所属は医学部（歯学も含む）である。

このため現場で吸い上げた問題や要望を的確に理解し学内の研究

者や組織に提案をすることが容易な立場になっている。次章では、

プリマスDAAの最新の取り組みを紹介する。

4. デジタルプロダクツ、メディア開発の動向

4.1. ACEmobile

ACEmobileは認知症スクリーニング検査に役立つiPad用アプリ

である。プリマス大学のクレイグ・ニューマン博士とユニバーシティ

ホスピタルズプリマスNHSトラストのルパート・ノアド博士によって

開発された。2018年のHSJ Award（英国最大の医療研究・開発

イベント）で1500件の同種のアプリケーションのなかから、技術

による効率改善の観点で最優秀賞を受賞した。

写真１：ACEmobile

Addenbrooke's Cognitive Examination III（ACE III）として知ら

れる一般的な認知症スクリーニング評価のプロセス全体を通して

医師と看護師をサポートする。注意と記憶処理を含む認知ドメイン

をテストする19の動作群で構成される。オンスクリーン指導など、

臨床チームのより多くのメンバーが自信を持ってスクリーニングを実施

できるようにすることを目的とし、エラー率を減らすためにヒュー

マンファクターテストを使用して開発された。

臨床医によって設計されたこのアプリは、安全で匿名化された

データも収集し、チームが認知症の理解とそれを早期に検出できる

ようにしている。現在1,200の臨床サイトが登録されており、臨床医

と臨床チームは無料でアクセスできる。

認知症クリニックでのACEベースの評価の信頼性、正確性、効率性

をサポートする無料の手段を臨床医に提供するとともに、将来の

認知症の評価を改善するための研究データを生成する。

4.2. Radio Me

興奮状態の軽減や服薬などの生活習慣の改善にラジオを利用した

音声プログラムAI（人工知能）。デジタル放送のラジオプログラムを、

スムーズにリスナー個別のリマインダー、情報、音楽受信に切り

替えることができる。バイオブレスレットから生体反応を検知し

スイッチの起点とする。現在の認知症発症者は1920年代生まれの

世代が中心であり、ラジオに対する親近感が非常に強いことから、

この手法が採用された。

写真 2：Memory  Café ‘moments’ 2 階展示コーナー

プリマス大学でBrain Computer Music Interfaceのプロジェクト

の一部として実施された研究に加えて、人工知能、感情に影響を与

える音楽、認知症に関する国家政策の形成における大学の関与に

関する研究に基づいたプロジェクト。BBCのデボン放送局なども

協力をしている。

2019 年 5 月 The Engineering and Physical Sciences 

Research Council (EPSRC：エンジニアリング・自然科学評議会、

国家レベルの産学官研究費拠出・配分機関)から270万ポンド（約

3.5億円）の資金提供を受け、多数の大学・研究機関が参加する50

か月間に及ぶ実証実験を開始した。

Radio Meの具体的な機能は次の通りである。

ラジオのスイッチを入れると、通常のローカルステーションの

放送番組をキャッチする。その後、内蔵された電子スケジュール帳

によって指示された時点、あるいは曲の開始時に、DJのような声

が本物のDJを無効にし、リスナーに飲み物を飲んだり、薬を飲んだり、

メモリーカフェなどに出席することを思い出させる。

またバイオブレスレットの測定値によってリスナーが動揺している

ことを検出する場合、AIはスケジュールされた曲の選択を無効にし、

【ショートレポート】認知症支援活動の地域連携における英プリマス大学の役割
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ユーザーの個人ライブラリから興奮状態を緩和する曲を選択し、ユー

ザーが動揺していないことをRadio Meが検出するまで、落ち着ける

素材を再生し続ける。

4.3. Memory Café‘moments’

2010年に認知症ケアに携わる2人の看護師が立ち上げたケア

サービス組織が基盤となり2015年以降に数多くの地域内での議論

を経て発展したプロジェクト。１対１、あるいは少人数による質の

高いケアの提供をアドミラルナース（認知症専門看護師）が付き添っ

て実施する。市内の中心商業地区のビル内にあり、１階はカフェ、

中2階は興奮状態になった場合などに休息をとる休憩所、2階は

プリマスDAAの関連団体等が開発した認知症関連の支援グッズや

サービス、アプリケーションの展示、歯科医による口腔ケアの相談室、

会議室が配置されている。

写真 3：Memory Café ‘moments’ 1 階 カフェ

カフェの設計で最も工夫されているのが「視覚と会話による記憶の

回復」である。1階カフェは認知症発症者の年代に応じて、青春期等

の思い出を想起させるようなポスターやグッズが展示されている。

好みのエリアに座れば同年代の記憶を共有できる人同士の会話が自然

に始まる。また２階の会議室では、同様に、同年代の少人数グループ

によるビデオ鑑賞会が開かれる。上映されるのは1950年代のプリ

マス市のビデオ映像など、昔の記憶に関するものであり、参加者は、

鑑賞後に思い出を語りあう。

写真 4：Memory Café 2 階　世代別ビデオ鑑賞会

カフェ内、ビデオ鑑賞会等の際の個々人の様子はカフェを運営する

アドミラルナースが記録し所見をまとめ、今後の個々人への対処や

プリマス大学看護学部との連携によるケア研究等に活かす。

写真 5：Memory Café ‘moments’入口

5. 終わりに

日本における認知症対策は、発症者を取り巻く社会の側からの

目線で取り組まれてきたと思われる。すなわち「周りに迷惑をかけ

ない」ことを重視して、特別養護老人ホームなど、ハコものの整備

が進められてきた。その結果として、財政や介護資源配分のミス

マッチを生じ、公的施設は順番待ち、民間施設は入居費用が高く廃業

が多発している。社会保障費の効率化、在宅介護の活用は緊急かつ

必須の課題となっているが、在宅介護を支える様々なサービスの

開発は、公的機関に知見はなく、地域連携も医療機関中心の域を

出ず、もっぱら個々の医療機関や民間の創意工夫に委ねられている

と言っても過言ではなだいろう。この点において地方の大学が医・

経連携を進化させるプリマス・モデルは、学ぶべきことが多いと

思われる。

今後も本学関連のイベント等においてプリマスDAAの取り組みを

紹介していきたいと考えている。末筆ながら、今回の訪問でカメラ

マンを引き受けてくれた金子智紀氏に感謝の意を表する。

【ショートレポート】認知症支援活動の地域連携における英プリマス大学の役割
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1. はじめに−本稿の目的−

科学技術の高度化、社会経済のグローバル化が進展し、高度専門

職業人養成の必要性が高まる中、その養成に目的を特化した課程

として創設された専門職大学院制度の充実強化を図ることが、わが

国において重要になってきている。その専門職大学院制度がわが国

に導入されて、本稿執筆時点の2019年で約16年が経過しているが、

中央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院ワーキング

グループ（2016）で指摘がなされているように、専門職大学院は、

社会（「出口」）との連携が必ずしも十分でなく、多様化するニーズ

を的確に踏まえたプログラム提供ができていない、学位の付加価値

についての理解を得られていないなどのため、専門職大学院の全体

としては、制度導入時に期待されたほどの広がりには至っていない

との問題点を抱えている。さらに、こうした指摘に対して、アドバ

イザリーボード、教育課程、教員組織、認証評価、情報公開の促進

等の観点から具体的改善方策が同ワーキンググループで示される

に至っている。

このように近年のわが国では専門職大学院制度の見直しがなされ、

今後ますます専門職大学院における教育研究活動等の質の保証・

向上が重要になってきている。そして、その質の保証・向上を図る

ために必要な方策の1つが、中央教育審議会大学分科会大学院部

会専門職大学院ワーキンググループ（2017）でも検討されている

ように、専門職大学院の教育研究活動等に直接的な責任を負う

大学教員団の資質・能力向上を図るファカルティ・ディベロップメント

（Faculty Development：FD）の充実である。

こうしたFDの重要性に鑑み、わが国のFDに関する政策動向・

定義・実施状況を概観した上で、筆者がデジタルハリウッド株式会社

の大学事業部学務グループの職員の業務として担当した2019年度

におけるデジタルハリウッド大学FD委員会の専門職大学院ワーキング

グループ（WG）の活動を取り上げ、デジタルハリウッド大学大学院

（以下、本大学院）のFD活動の更なる実質化に向けた取組の一端

を紹介することを本稿の目的とする。

2. わが国のFDに関する政策動向・定義・実施状況

2.1 FDに関する高等教育政策の動向

わが国の高等教育政策に関する公式文書において FDという

用語が初めて登場したのは、1991年の大学審議会答申「大学教育

の改善について」である※ 1。その後、1998 年の同じく大学審議

会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について―競争的環境

の中で個性が輝く大学」において、「教員の教育内容・授業方法の

改善」の方策として「各大学は、個々の教員の教育内容・方法の改善

のため、全学的にあるいは学部・学科全体で、それぞれの大学等の

理念・目標や教育内容・方法についての組織的な研究・研修（ファ

カルティ・ディベロップメント）の実施に努めるものとする旨を大学

設置基準において明確にすることが必要である」との提言がなされた。

これを受けて、表1に示した通り、1999年9月から大学設置基準

の中に「実施に努めなければならない」というFD実施の努力義務が

各大学（学士及び短期大学士課程）に課された。それ以降、2003

年度に専門職大学院設置基準、2007年度に大学院設置基準、

2008年度に大学及び短期大学設置基準がそれぞれ見直され、「実施

に努めなければならない」から「実施するものとする」に条文が

変更され、FD の実施がすべての高等教育課程において義務化さ

れるに至った。

表 1：各課程の FD 制度化の沿革

課程の種類 FDの根拠規定等

学士課程
大学設置基準第25条の3
・努力義務化（1999年9月14日施行）
・義務化（2008年4月1日施行）

短期大学士課程
短期大学設置基準第11条の3
・努力義務化（1999年9月14日施行）
・義務化（2008年4月1日施行）

専門職学位課程
専門職大学院設置基準第11条
・義務化（2003年4月1日施行）

修士・博士課程
大学院設置基準第14条の3
・義務化（2007年4月1日施行）

出所）鈴木（2008）を参考に筆者作成

2.2 FDの定義

専門職大学院のFDについて考える際には、専門職大学院設置

基準におけるFDの定義をまず理解しておく必要がある※2。専門職

大学院設置基準の第11条には「教育内容等の改善のための組織的

な研修等」として「専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容

及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するもの

とする」と記されている。条文中にFDという用語は使用されていな

いが、一般的にこれがFDの定義とされている。この条文から読み

取れる重要な点は次の通りである※3。

デジタルハリウッド大学 学務グループ

山口 豪   Go Yamaguchi

【ショートレポート】

大学教員団の資質・能力向上を図るファカルティ・ディベロップメント（Faculty Development：FD）の充実が、わが国の専門職大学院に
おける教育研究活動等の質の保証・向上を図るための方策の1つとして近年重要性を増している。本稿では、こうしたFDの重要性に鑑み、
わが国のFDに関する政策動向・定義・実施状況を概観した上で、2019年度におけるデジタルハリウッド大学FD委員会の専門職大学院ワー
キンググループの活動を取り上げ、デジタルハリウッド大学大学院のFD活動の更なる実質化に向けた取組の一端を紹介する。

キーワード：FD、グローバルMOOC、FutureLearn、教職協働、高等教育政策

デジタルハリウッド大学大学院におけるFD活動の
更なる実質化に向けた取組
Initiatives toward Further Realization of FD Activities at Digital Hollywood Graduate School



101 ｜ DHU JOURNAL Vol.06  2019

第1に、FDの実施主体が専門職大学院という機関にある点である。

専門職大学院が機関としてFDに責任を持つ必要があるということ

である。

第2に、授業の内容及び方法の改善に焦点が当てられている点で

ある。教授法だけでなく、カリキュラムや個々の授業の内容を考え

ていくこともFDの重要なテーマになるということである。

第3に、組織的な活動である点である。教員が個別に実施して

いる活動ではなく、組織として実施している活動が対象になると

いうことである。

第4に、研修及び研究であるという点である。研修のみではなく

教育に関する研究会等もFDの活動に含まれるということである。

なお、FDの定義に関しては、論者によって多様であり、特に上記

第2の点である「教育の内容及び方法の改善」に焦点をあてた専門

職大学院設置基準等の規定は、FD の本来の内容を表するものと

しては狭すぎるという指摘が多くの高等教育研究者からなされてい

る※4。

しかしながら、鈴木（2008）が指摘するように、専門職大学院

設置基準等は、あくまでも最低基準としての性質の法令であると

いうことを理解する必要がある。さらに、この規定を踏まえた上で、

その最低基準に加え、どのような役割・機能を各専門職大学院が自ら

のFDに託するかについては、あくまでも当該専門職大学院の裁量

に委ねられているという認識を持つことが重要である。

2.3 わが国の大学におけるFDの実施状況

専門職大学院に特化したFDの実施状況に関する調査については、

「専門職大学院における教育研究活動等に関する実態調査」が毎年

度実施されているが、その結果は公表されていないため、本稿では

全四年制大学を対象とする文部科学省の「大学における教育内容等

の改革状況」調査を基にFDの実施状況を概観する。

表2に2016年度の「大学における教育内容等の改革状況につい

て（概要）」からFDの具体的な取組として代表的なものを抜粋して

示したが、教員相互の授業参観を実施した大学は約57％、アクティ

ブ・ラーニングを推進するためのワークショップまたは授業検討会

を実施した大学は約42％、新任教員を対象とした研修会等を実施

した大学は約48％など、FDを実施している大学数は一定程度ある

ものの全国的に普及しているとは言い難い状況にあることがうかが

える※5。また、教員のFDへの参加率は依然として低い状況（教員

全員が参加した大学は約 16％、4 分の 3 以上の教員が参加した

大学は約47％）になっていることも見受けられる。

表 2：わが国の大学における FD の実施状況

実施内容 2016年度

・教員相互の授業参観を実施した大学数 428大学（57％）

・教員相互の授業評価を実施した大学数 151大学（20％）

・アクティブ・ラーニングを推進するためのワーク
ショップまたは授業検討会を実施した大学数

320大学（42％）

・教育方法改善のためのワークショップまたは
授業検討会を実施した大学（上記を除く)

387大学（51％）

・研究倫理に関する研修会を実施した大学数 315大学（42％）

・新任教員を対象とした研修会等を実施した大学数 367大学（48％）

専任教員のFDへの参加率
・全員(100％)が参加した大学数
・4分の3以上(75％～99％)が参加した大学数

121大学（16％）
355大学（47％）

出所）文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（概要）」（平成
28年度）より筆者作成

3. デジタルハリウッド大学FD委員会WG活動の紹介

3.1 FD委員会活動の概要

これまで述べてきたようなわが国の大学におけるFDの実施状況

の中で、デジタルハリウッド大学（以下、本学）は、開学当初より、

授業の質向上のための取組に力を入れて、積極的にFD活動を展開

している。

その活動の中心となるのが、本学のFD推進のための企画・審議

及び実施や報告書等の作成を担う全学組織のFD委員会である。

そのFD委員会において、本学のFD活動に関する方向性の審議など

を定期的に行い、その審議結果を受けて、本学では、全学的なFD

活動として、デジタルコミュニケーション学部及びデジタルコン

テンツ研究科双方の専任・客員・非常勤すべての教員を対象とした

「教員研修」を年に数回実施している。

その「教員研修」では、教員の資質向上を目的とした講演会や

教員の教育手法の向上のための取組などを実施している。例えば、

2016年度においては、学生のメンタルヘルスケアに関する研修を

実施し、2018年度においては、新任教員を中心に、アクティブ・ラー

ニングを基にした教育手法に関するレクチャーを実施した。また、

実際の授業においても、教員の希望により教員同士でお互いの授業

を見学できる体制を整え、教員相互の授業参観や録画映像の閲覧も

可能にしている※6。

3.2 FD委員会WGの設置概要

このようなFD活動を本学で積極的に実施している中で、2019

年度は、そのFD活動の一環として、冒頭で述べた専門職大学院に

おけるFDの充実を図ることの重要性に鑑み、本大学院ならではの

ICT（Information and Communication Technology）の先端を

行くFD活動を展開していくために、全学組織のFD委員会の下に

本大学院のWGを設置した。

このWGを設置するにあたっては、グローバル化・情報化の進展

に伴い、世界的な大学間競争が激化し国境を越えた学生獲得競争

が本格化している時代において、①世界の超優秀な学生に対する

アウトリーチ手法として、また、②反転授業・ブレンド型学習を用

いた大学教育改革・改善手法として、グローバルMOOC（Massive 

Open Online Course）を配信する意義が近年益々高まっていること

に着目した※7。

そして、デジタルハリウッドが①世界からも超優秀な留学生が

集う教育機関になるとともに、②世界を舞台にした新たな教育手法

を開発し導入していくための布石を今後打っていく必要から、他大学

の実践事例に学び、デジタルハリウッドがグローバルMOOCを配信

する意義を検討することをこのWGの設置目的として設定した。

さらに、他大学の実践事例として、慶応義塾大学が、マンガ、

アニメ、ロボットなどのわが国のサブカルチャーに関するMOOC

コンテンツを開発し、ソーシャルラーニングプラットフォームである

FutureLearnを通じて、全世界に向けて発信するなどの優れた取組

を行っていることに着眼し、この取組は本大学院にとって親和性が

高く参考になる部分が多いと考えられることから、慶應義塾大学の

FutureLearnプロジェクトのメンバーである大川恵子氏（慶應義塾

大学大学院 メディアデザイン研究科 教授）と宮北剛己氏（慶應義塾大学

デジタルメディア・コンテンツ統合研究センター研究員）を招聘し、

そのプロジェクトをこのWGで紹介していただくこととした※8。

加えて、2017年4月から改正大学設置基準の施行により、教職

協働により大学の職務が行われるよう留意することが求められる

ようになったことを受け、グローバルMOOCに詳しい本大学院の

教員と職員の教職協働メンバーでWGを構成することとした。
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3.3 FD委員会WGのタイムスケジュールと活動内容

前述のWGの設置目的の下、2019年8月28日（水）の正午から

約2時間、本学のE14教室に於いて「デジタルハリウッドでグロー

バルMOOC配信を行う意義を考える～グローバルMOOC講座作り

の事例から学ぶ～」というテーマでWGを開催した。

当日のタイムスケジュールは、表3の通りであるが、まず、大川教授

と宮北研究員から、慶應義塾大学による①グローバルMOOCを配信

する理由・メリット、②グローバルMOOCを配信するためのコスト

（コンテンツ制作のための設備、制作のための予算・費用）、③グ

ローバルMOOCを配信するための学内体制（グローバルMOOCを

開発するための学内体制、コース内容の選択や担当教員の選抜等の

学内体制）、④グローバルMOOCコンテンツの紹介（運用プラット

フォーム、開講コースの内容、登録者数・受講状況、成績の評価方法、

修了要件・修了率、講座の運用体制）、⑤グローバル MOOC の

成果と課題という5点についての講演が行われた。

その後に講演に対する質疑応答の時間を挟み、残された時間で

デジタルハリウッドでの実践の可能性について審議を行った。

表 3：FD 委員会 WG のタイムスケジュール

時間 内容 活動内容

1 12：00 オープニング 本日のゴールや進め方の確認

2 12：05 講演

慶 応 義 塾 大 学FutureLearn
プロジェクトの紹介
大川恵子教授、宮北剛己研
究員

3 13：00 質疑応答 講演に対する質疑応答

4 13：20
デジタルハリウッド
での実践の可能性の
検討

グローバルMOOC配信に関
する審議

5 14：00 アンケート記入
次回のWGの改善と今後の
WGの参考のために実施

出所）筆者作成

3.4 WGの審議内容とアンケート結果の概要

WGの審議では、デジタルハリウッドがグローバルMOOCを配信

すると想定した場合のベネフィット、課題、コスト等について、WG

の委員による大所高所からの活発な意見交換が行われた。当日

出された意見としては、例えば、慶應義塾大学の「知の発信」という

コンセプトに学び、デジタルハリウッドならではの「知の発信」の方法

を今後検討していくべきである、現行の高等教育法令に適合した形

でグローバルMOOCをどのように活用していくべきか議論を深めて

いく必要がある、グローバル MOOC の開講で得られる数万人

単位の学習履歴データの解析を行い、その結果を本大学院の教育

改善にどのように結び付けることができるかを想定しておく必要が

ある、グローバルMOOCを配信するプラットフォームをOpen edX

等で自ら構築するのか、それとも、既存のプラットフォームを活用

するのかという論点を今後追求していくことが重要である、徐々

に有償化の動きをみせるグローバルMOOCのビジネスモデルの可

能性について考究していく必要がある、デジタルコンテンツで重要

となる著作権処理方法を今後十分に調査していく必要があるなどと

いった意見が挙げられ、その各意見に対して、大川教授と宮北研究

員からも適宜助言をいただきながら有益な審議をこのWGで行う

ことができた。

WG実施後のアンケートでは、①WGに参加して良かったと思わ

れる点、②WGの改善点、③参加者自身の業務で今回のWGの内容

がどのように活かせるか、④今後のFD活動として取り上げてほしい

テーマは何かという4点について尋ねた。

アンケートの集計結果から各設問に対しては、①慶應義塾大学に

おけるグローバル MOOC の目的や具体的な活動を知ることがで

きた、②本大学院のグローバルMOOC配信についての審議時間を

もう少し長く確保すべきである、③オンライン授業の導入・検討に

活かせそうである、④他大学の優れた取組を勉強する場を今後も

設定してほしいなどといった意見が寄せられた。

4. おわりに−FD活動の更なる実質化に向けて−

本大学院は、3.1.で述べた全学的なFD活動の他にも、例えば、

デジタルコンテンツ研究科単位の教員総会を組織的に実施し、その

場で多種多様な教員が実務・研究活動のシェアリングを行い、教員

同士の交流を図ることで、教員相互における授業の内容及び方法の

改善の気づきを得ることを図る取組や、前期と後期ごとの科目終了

アンケート集計結果において院生からの評価が高かった上位3授業

に対して、その功績を称えるべくその授業科目を担当した教員へ

科目教員表彰と称して学長より授与を行うことを通じて、本大学院

における教員団の教育上の指導能力の向上を図る取組を行うなど、

積極的なFD活動をこれまで展開してきた。

今後も本大学院では、こうした積極的なFD活動を展開しつつ、

今回実施したWGのアンケート集計結果等を参考に、本大学院なら

ではのFD推進のための企画・審議及び実施をFD委員会において

行い、本大学院のFD活動の更なる実質化―本大学院のFD活動を

教員団の資質・能力向上により一層確実に繋げること―に向けて、

FD委員会の企画・運営を担当する学務グループの職員として、少し

でも貢献できるように微力ながらも努めてまいりたい。

最後に、今回のWGで実施したような他大学の優れた教育方法に

関する取組の情報共有を図る場を設定することや、他大学の同じ

専門分野の教員と分野固有のテーマや課題についての議論を行う場

を設定することなどといった大学間連携に基づくFD活動は、中央

教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（2005年）や同「学士

課程教育の構築に向けて」（2008）において、FDの有効的な施策と

して推奨されていることから、今後他大学と連携した大学間連携型

のFD活動に関する企画・運営にも同職員として積極的かつ果敢に

取り組んでいくことを申し添えたい。

【ショートレポート】デジタルハリウッド大学大学院におけるFD活動の更なる実質化に向けた取組

Initiatives toward Further Realization of FD Activities at Digital Hollywood Graduate School
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【注】

※1

小学館編『日本大百科全書』によれば、FDの起源は、1960年代のイギ

リスで大学教授法を改善する一環として、新任教員に対する教授技術改

善コースの開設が提言されたことにあるとされている。そして、同書では、

これをきっかけに、マンチェスター理工科大学やロンドン大学で、教職員

の能力開発（Staff Development：SD）コースが設置され、その後、アメ

リカでは1970年代に学生数、教職員数の急激な増大が進むなかでFDが

発展し、高等教育の高度化、国際競争力の強化への取組として FD が

重要視されるに至ったと説明している。

※2

わが国ではFDという用語は定着しつつあるが、国際的にみると、FDと

いう用語を使用するのは実は少数派であるということに注意を払う必要

がある。そもそも、FDという言葉は、北アメリカでのみ、教員の職能・

教授技術を示すとともに、カリキュラム、組織の全面にわたる改善・開発

を意味する用語として使われてきた（羽田, 2009, 8頁）。これに対して、

イギリスではStaff Development（大学教職員の能力開発）、オーストラ

リアではAcademic Development（学術開発）、カナダではEducational 

Development（教育開発）が使われてきた。さらに、アメリカでも近年では、

例えば、Professional and Organizational Development Network in 

Higher Education （POD）において、Educational Developmentという

用語が用いられている。また、FDという用語については、次で述べる

ように、狭義の意味に誤解される危惧があることから、これに代わる用語

を求める動きもあることにも留意されたい（羽田, 2009）。

※3

次の4点については、中井・上西（2012）の60頁を参照して記述。

※4

例えば、寺﨑昌男は、大学設置基準の規定について、それが「日本のFD

理解を矮小なものにしている。すなわち『FDとは授業改善のための活動

なのだ』と理解させるものになっている」と批判し、FD活動は「決して狭義

の授業改善に絞られるものではない」と指摘している（寺﨑, 2008, 5-6

頁）。同様の批判は、羽田（2009）、宇田川（2012）、絹川（2008）など、

多くの高等教育研究者からもなされている。さらに、2008年の中央教育

審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」の用語解説においては、「単に

授業内容・方法の改善のための研修に限らず、広く教育の改善、更には

研究活動、社会貢献、管理運営に関わる教員団の職能開発の活動全般を

指すものとしてFDの語を用いる場合もある」とFDを広く捉える必要性に

ついても言及されている。このように、同答申では、研究、社会貢献、管理

運営に関わる教員団の職能開発をも含む幅広いFDの定義になっている。

※5

この調査結果の詳細については、下記を参照。

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/__

icsFiles/afieldfi le/2019/05/28/1417336_001.pdf（2019 年

8 月 30 日）

※6

その他に本学のFD活動の特色としてエバリュエーションシステム（授業

評価）がある。これについては、本学のホームページ上の下記のサイト

「教育研究水準向上の取り組み」を参照されたい。

https://www.dhw.ac.jp/profile/approach/（2019年8月30日）

※7

MOOCと は、Massive Open Online Courseの 略 であり、Massive

「受講者の規模が巨大である」、Open「誰でも自由に受講可能である」、

Online「インターネットに繋がる環境であれば、どこからでも受講可能

である」、Course「大学レベルの開講科目がある」の各頭文字をとった

総称である。そのMOOCを世界配信するプロバイダーと提携を結んで、

各大学がグローバルにMOOCを配信することを本稿では「グローバル

MOOC」と呼ぶ。

※8

慶應義塾大学のFutureLearnプロジェクトの詳細については、下記を

参照されたい。

http://www.dmc.keio.ac.jp/en/projects/fl.html（2019年8月30日）
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音楽の演奏技能の習得には定期的な練習を必要とする。特にプロとしての進路を志す場合には「継続的かつ広いジャンルでの練習」と「集中
した状態での練習時間の取り方」が求められるのである。憧れだけで音楽を見ている場合、夜遅くに練習するも結局眠くなり能率があがらない・
翌日学校にも行けない・音楽家は夜型ではないか？という誤解の下に練習を行ってしまう者も少なくない。2019年03月28日に電子書籍版
が発売された『ギター朝トレ 15 分！ 忙しい人のための濃密練習法』（リットーミュージック刊）は朝の時間を利用してギター練習を行う練
習法を譜面・解説・付属音源で具体的に解説している。本稿は、その経緯と展望を報告するものである。

キーワード：教育、音楽、演奏、ギター、教則本

1. 趣旨と背景

現役の音楽家として活動しながら同時に音楽専門学校の専任教員

として15年間にわたり1000人以上の専門学校学生、2000人以上

の高校生を指導してきた。そこで見た現実は音楽家という職業に

関する誤解である。プロとして著名な仕事をしている音楽家は全

国的な活動をする関係上飛行機での移動も多く、発売物には締め

切りが存在するので「時間管理」に極めて優れている。また演奏家

として卓越している音楽家は継続的な鍛錬を欠かさない。しかし、

その音楽家に憧れている高校生や専門学校学生は「ミュージシャン

＝夜型で朝起きない」という先入観に縛られている傾向がある。毎日

同じ時間に起きて学校に登校したり継続的に学習をすることを苦手

としている者も数多くいる。直接会って指導できる学生には専門力

だけではなく人間力の指導も心掛けてきたが、音楽家に関する

誤解は依然として一部の芸能人のゴシップとセットになって世に溢れ

ている。この状況に一石を投じるべきと考え本書執筆に至った。

2. ねらい

目的は「音楽の演奏技能の習得である」ので、この場合に最も気

を付けるべきことは「練習のための練習」をしないことだ。練習の

仕方が上達するだけで肝心の演奏技能が習得できないのは本末

転倒である。従って、この本では朝の15分間を使用して具体的に

演奏技能を習得するためのトレーニングメニューを考案している。

「練習のための練習にならずに実際の演奏技能を習得する目的」を

達成するために留意した理由は、現代の流行音楽は様々なジャンル

の融合で作られていることによる。Aメロがジャズで、サビがハード

ロックになっているような音楽も珍しくない。その際に、様々な音楽

のジャンルを分野横断できる広い知見を持てるように 26 種類の

音楽ジャンルを掲載した。英単語の参考書のような位置づけで、朝の

15分を使用し継続的に練習できるようにすることをねらいとした。

3. 特徴

様々な音楽ジャンルを分野横断できるように下記26ジャンルを
掲載している。

＜掲載ジャンル＞J-Rock/アメリカン・ロック/サーフ・ロック
/ドラムンベース/レゲエ/ファンク/ハウス/ブルース/R&B/ヘ
ヴィ・メタル/ラテン/ジャズ/70's ディスコ/パワー・バラード
/J-POP/ジャズ・ファンク/ポップ・ロック/ボサ・ノヴァ/80's 
POP/プログレ/R&Bバラード/フュージョン/アンビエント/ハー
ドロック/AOR/様式美
現代の流行音楽は様々なジャンルの融合で作られるが、多数の

ジャンルを網羅することによって本書執筆時から数十年が経過して

も理論・テクニックの両面においてギタリストとして“流行音楽”に

対応できる可能性を残した。また朝の 15 分を有効活用するとい

うことに特化したのでエクササイズは全て「2小節」とした。1曲を

弾くには15分では時間が足りないが、2小節だけを練習するとい

う方式であれば十分練習することが出来る。読者のレベル差を考

慮し、初級者に向けて巻末に付録で「1週間プログラム」を用意し

た。本書の中にある比較的簡単な譜例をピックアップし、テーマご

とに再構築している。

4. 今後の展開

書籍をただ世間にアウトプットして終わるのではなく、実際の

教育活動の中でも本書の内容を指導し社会の役に立っていくことが

重要と考える。「毎朝決められた時間に起きる」、「継続して訓練を

する」。この2点の要素は学生が社会人になる時に必要不可欠な要素

であり、筆者は音楽専門学校教員として音楽学生を社会に出すた

めの就職指導を15年間継続して行い1000人以上の学生を社会

に送り出してきた。音楽の実技教育と同時に、夜型になりがちな

学生に朝のエクササイズを与え継続して訓練する習慣をつけさせる

ことで、数多くの学生が社会に巣立っていきビジネスフィールドに

おいても活躍している。本書の内容の応用として、これまで対象と

してきた「音楽家を目指す学生」だけでなく「音楽を学んだ上で社会の

様々なフィールドで活躍する人」をも今後は視野に入れていきたい。

書籍の内容に準じた実技教育を行いながら同時に自らの課題として

「STEAM教育におけるArtの役割を追及すること」、「Artを学ん

だことが社会に出て役に立つということを具体的に列挙すること」

に今後展開していきたい。院生1年生として、佐藤昌宏教授の研究室

にてSTEAM教育をさらに研究し、研鑽を積みたいと考える。

『ギター朝トレ15分！ 忙しい人のための濃密練習法』
加茂フミヨシ（リットーミュージック）

【ショートレポート】

ギター朝トレ15分！ 忙しい人のための濃密練習法
Learn Guitar: 15 Minute Morning Crunch for Busy People

日本工学院八王子専門学校 ミュージックアーティスト科/音響芸術科 学科主任・教員
デジタルハリウッド大学大学院 院生

加茂 文吉   Fumiyoshi Kamo
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研究室要覧
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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つな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

臼井直也研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ

１．日本語教育とアニメーション
２．日本アニメーション史

研究概要

１．日本語教育とアニメーション
アニメ作品を日本語教育の観点から分析する「作品分析」、学習者とアニメの関わりを分析する「学習者研究」、アニメを
作成しその効果を測定する「教材開発」、アニメを授業で用いる「授業実践」と幅広く研究している。

２．日本アニメーション史
年代を問わず日本作品の海外発信史および教育用アニメーション史を中心に研究している。

１．日本語教育、視聴覚教育、アニメーション、学習者研究、実践研究、教材開発、作品分析研究
２．アニメーション学、日本アニメーション史、海外発信史、教育用アニメーション史

臼井 直也  Naoya Usui  ｜  デジタルコミュニケーション学部 講師

五十嵐健祐研究室（デジタルヘルス研究室）

専門領域・キーワード

研究テーマ

ヘルスケアにおける課題に対するデジタルテクノロジーとクリエイティビティを活用した問題解決の手法の研究及びその体系化

研究概要

今まで医学は、医薬品の開発、医療機器や外科的治療の発展、この 2つによって発展してきた。今、この2つのアプローチ
では解決出来ないヘルスケア課題に人類は直面している。これからの医療にとって必要なのは、行動変容、心理変容、アクセ
シビリティの改善、UXデザイン、ゲーミフィケーション、エンターテイメントといった第3のアプローチではないか。我々はデジ
タルテクノロジーとクリエイティビティを活用してヘルスケアにおける課題解決を目指したい。ヘルスケアにおける課題に対する
デジタルテクノロジーとクリエイティビティを活用した問題解決の手法の研究及びその体系化、これが本研究室の使命である。

デジタルヘルス、ヘルステック、医療、看護、介護、ヘルスケア、ICT、行動変容、UX、ゲーミフィケーション、
エンターテイメント、コミュニケーション

五十嵐 健祐  Kensuke Igarashi  ｜  

荒木シゲル研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ

対面コミュニケーションにおける、身体表現と心理状態の関係を体系化
生産性を高める組織を形成するために求められるメンバー同士の相性と、個人の行動特性を理論化する

研究概要

デジタルコミュニケーションが主流となる現代において、あえて人のフィジカルな部分に焦点を絞り、無意識のしぐさや
動作に表れる心理状態のメッセージ、ふるまいが他者に与えるイメージの関係性を体系化する。

演劇メソッドや即興演技（インプロビゼーション）の手法である「ステイタス・コントロール」と、性格判断テストである「エゴ
グラム」を組み合わせ、組織を形成する個人がどのような行動特性のときに生産性が高まるのかなどを調査し、理論体系化する。

行動特性、組織作り、身体表現、ノンバーバル・コミュニケーション、 ステイタス・コントロール

荒木 シゲル  Shigeru Araki  ｜  デジタルコンテンツ研究科 客員教授

お茶の水循環器内科 院長 / 
デジタルハリウッド校医兼デジタルコンテンツ研究科 准教授
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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

様々なデバイスから取得するライフログに、外的要因によって変容する気分（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コンテンツのシークエンス開発とコミュニケーションデザインの研究

研究概要

日常生活に遍在するコンテンツの有効性を検証し、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で行動変化の
可能性を継続的に研究。日常生活の中でのライフログに、感性と心理情報を取り入れた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、地域文化資源の発掘と情報可視化によるコンテンツのシークエンスを構築し、国内外
への情報運用手法を開発し、来訪者への行動喚起するコンテキストを創生することで、地域や企業と生活者にとって親和性の
高いバーチャルとリアルを融合した聖地創生の確立を目指している。

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

キャラクタービジネス、キャラクターマーケティング、キャラクターコミュニケーション、キャラクター開発

研究概要

近年、多くの企業や官庁がオリジナルのキャラクターや漫画、アニメ、ファンシーキャラクターを活用したマーケティング
活動を展開している。ビジネスでは多くの競合商品の中からキャラクターを最大限に活用、ユーザーを獲得し、長期的な
ブランド構築としてキャラクター展開を行っている。本研究室では具体的なキャラクタービジネスのケーススタディを学び、
実践に役立つ研究を行っている。

また研究室を通じて、キャラクター開発や新規事業の支援も行っている。

キャラクタービジネス、キャラクターマーケティング、キャラクターコミュニケーション、キャラクター開発、キャラクター史、
漫画史、キャラクター新規事業

加藤 洋  Yo Kato  ｜  デジタルコンテンツ研究科 教授

専門領域・キーワード

研究テーマ

日本の英語教育と日本人の英語力の背景の考察

研究概要

2002年に日本の文部科学省が「『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」を発表し、英語授業で使用される教材や
教授法の改良が期待される中、英語を母語としない人々を対象に実施されている国際基準の英語能力測定試験TOEFL iBT®

スコアはアジア主要国家の中で日本は下位という結果であり、英語教育は成功しているとは言えない状況である。この状況を
少しでも改善することが本研究の目的である。全体を一挙に改善することは不可能であるため、成功例からヒントを探し、
英語教授法とカリキュラム・デザインの観点より考察し、より効果的な英語教育方法を提案する。

英語教授法、TESOL、self confidence in language learning、教員研修、異文化コミュニケーション、learning strategies

海老根智仁研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ

IT技術等を活用した先端研究及びその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等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関連業界において創業等を希望する研究課題や先端的ビジネス
モデル等の領域等において、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」を開設している。

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、インターネットを活用した経営戦略及び組織等

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

江幡(山田)真貴子研究室 江幡（山田） 真貴子  Makiko Ebata(Yamada)  ｜  デジタルハリウッド大学 准教授
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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・都市政策事例研究
デジタル民主型自治体モデルとAIを応用した都市・地域政策の研究

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やグローバル
の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、産業・都市・地域政策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

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を風靡したこの時代。
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、さまざまなシーンで創出されようとして
いる。本研究室では、その次世代のREALを「SUPER REAL」と定義し、その扉を開くべく活動するクリエイター集団を生み
出していく。「SUPER REAL」は、全身と五感のすべてで感じる、魂を揺さぶるような感動をもたらす、まったく新しい
エンタテイ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」が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 学部長、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

デジタル技術がもたらす学習効果の研究

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、新しい教育・学びを創造し、社会に投げかけ、日本の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

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

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

齋藤光弘研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ

クリエイティブとセラピーの融合による新しい創造起動領域拡大の研究
“箱庭遊び(セラピー)”を研究テーマの基本としながら、クリエイターの自己表現力向上についてセラピーの役割を探索し、
クリエイター教育に役立てる

研究概要

クリエイターにとって大切な自己表現力。自己表現力のない作品は人の心を熱くしない。
まずは自己の発見からがスタートである。そのために箱庭遊びからはじめ、自己発見のきっかけをえることを研究。
セラピーがクリエイティブに、クリエイティブがセラピーに。本研究室の役割はそれらの越境だと考える。

アートセラピー、オープンダイアローグ、世界技法、サンドプレイ、アール・ブリュット、ユング心理学、抽象表現、AIテクノロジー、
ADテクノロジー、問題解決、箱庭、体現的ドリームワーク、遊戯技法、心と脳、コンセプチャルアート

齋藤 光弘  Mitsuhiro Saito  ｜ デジタルハリウッド大学 客員教授 / 同メディアライブラリー企画スタッフ / 
出版、宣伝、広告プロデューサー / コピーライター
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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

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メ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。

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 学部長、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 教授

3. アニメ、マンガ、ゲーム等日本文化の世界展開、文化外交
4. 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

富田美知子研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ

日本語教育教材研究・日本文化教材研究

研究概要

本研究室では、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。更に、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。2016年度の留学生用の日本語教育教材『デジタル
コンテンツを学ぶ留学生のためのカタカナ語表現練習帳』の出版にはじまり、今年度からは、外国人により深く日本文化を
理解してもらう為に、口承文学の１つである昔話『こころのユートピア―私の国の昔話』を本学留学生を中心とした研究課題と
して取り上げる。

日本語教授法研究開発、日本語教材研究開発、日本文化教材研究開発

富田 美知子  Michiko Tomita  ｜   デジタルコミュニケーション学部 特任教授
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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たのに伴い「デジタル色彩」
を研究開発。日本と中国での普及が進み2020年よりヨーロッパへの普及が計画されている。

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、新たに視覚デザイン学の構築を行っている。ラボで進めて
きたデザインビジネスの応用の研究を開始。中心テーマは人の心を動かすデザインのモデル化である。

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

データの「役に立たない」可視化技術に取り組んでいる。値動きを楽曲化する株価ミュージック、動画視聴時の脳波モンドリ
アン絵画、体温分布に美を見出すサーモグラフィーグラムなど

研究概要

近年、データ分析技術がビジネスや社会の役に立つ利用に偏重している現状を鑑み、私たちは役に立たないアート指向の
データの可視化プロジェクトに取り組むことにした。データのビジュアライゼーションでも、インフォグラフィクスでもない、
第3の道を追求していく。データサイエンティストではなくデータアーティストの可能性を探っている。

データ、アート、可視化、脳波、株価、モンドリアン、サーモグラフィー

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

松本英博研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ

デジタルコンテンツを通じて日本経済の発展に寄与するために、
①ワークスタイルの変革の源泉研究　②ビジネス対象の変化と要因研究
をそれぞれ設定し、これらを統合することによってあるべきデジタルマネージメントに寄与する

研究概要

変革力、組織、会議、ビジョン、一体感、共創、新規事業、事業計画、ビジネス・プラン、経営学、能力開発、ビジネス戦略

松本 英博  Hidehiro Matsumoto  ｜  デジタルハリウッド大学大学院 教授

①ワークスタイルの変革の源泉研究
変革力の源泉である「指針」「一体感」「共創」を、いくつかの事例を
分析して解き明かす。また企業や組織がこれらの変革力の源泉を
発動するためのポイントを提案し、本学内外、特に、企業・組織
の経営者・幹部や中堅社員に対して変革推進の支援を行う。

②ビジネス対象の変化と要因研究
デジタルコミュニケーションの発展に伴い、新旧のビジネスモデル
との比較研究と事業展開に必要な要素抽出とこれに基づく仮説検
証を通じて、新規事業の支援、助言を本学内外に展開する。

★2018年度発足

藤井直敬研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ

現実科学に関係する全ての研究テーマを対象とする

研究概要

現実科学は、天然自然の現実と、それと区別がつかない人工の現実が重なった状態の新しい現実空間を研究対象とする。
新しい現実空間でのヒトの振る舞いを観察・理解し、そのような環境下で働くサポートシステムのための哲学を構築し、
システム設計と実装を行う。その結果、ヒトの認知機能やパフォーマンス向上を無意識レベルで達成し、気が付かないうちに
社会が豊かになりヒトがより幸せになることを目指す。

Virtual /Substitutional /Augumented/Mixed Reality、Neuroscience

藤井直敬  Naotaka Fujii  ｜  デジタルハリウッド大学大学院 専任教授
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三淵啓自研究室

専門領域・キーワード

研究テーマ

現実空間（Universe）と情報空間（Infoverse）と意識空間（Mindverse)の融合における人間の新しい価値の創造

研究概要

I ⇒ M： VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、コンテンツ制作、その応用
M ⇒ I：モーションキャプチャー、センサー、音声認識、３DUI、UX
I ⇔ M：ソーシャルメディア、仮想世界、ブロックチェーン、人工知能
U ⇔ I：ロボット、IoTセンサー、移動体、都市情報化など

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

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

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サービス（サイバーファイナンス）
食とエネルギーと金融の関係

研究概要

IT、AI、IoT は人の生活を大きく変え始めている。その中でも金融分野にもたらす影響は甚大で、変化の流れはこれまでのルール
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
て新しい金融産業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、人間が生きるために必要とする食とエネルギーが、ITを通して金融とどのような関係になるかに着目し、新たな金融
ビジネスの発展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、仮想通貨

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で、今後他国にも展開予定。

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】

この本の出版自体が驚異だ。地球環境を生命体とみなすガイア

理論の提唱者ジェームズ・ラブロックが100歳の誕生日（2019年

7月26日）に出版した、なんと書き下ろしの未来論。100歳にして

頭脳明晰、先端テクノロジーを強く意識しながら、議論を呼びそうな

話もたくさん盛り込みつつ、人類と地球の未来を予測する。地球は今、

人類が主役の人新世（Anthropocene）から人工知能による超新世

（Novacene）へ移行している。もうすぐ人類が主役の時代が終わり、

超知性の時代が来るというのがその内容だ。

ラブロックは、人類は近い将来に、地球を人工知能の支配に明け

渡すだろうと予想する。しかし映画『ターミネーター』のような人類

と機械の戦争は起こらない。人工知能がガイアとしての地球環境を

維持するためには、人類をはじめ他の生物を必要とするからである。

人類は人工知能にとって植物やペットみたいなものになる、という。

ラブロックによれば、人類の敗因は、言語を発明しそれに依存した

ことだ。言語は、ダイナミックな過程を描写することはできても、

説明することができない。人間は直感によりダイナミックなプロセス

を少しだけ認識可能だが、それに特化した人工知能（ディープラー

ニングなど）にはまったく敵わなくなる、というのが彼の主張だ。

言語がある故に、多次元的思考や量子力学的思考は人類には不可能

になる。だから取り残される。

地球は、太陽エネルギーとのつきあい方に大きく影響される。ラブ

ロックは、人工知能がどういう生存の基盤を持つにせよ、地球の

平均気温を50度以下に保つ必要があるという（その閾値を超える

と水蒸気が地球を覆い、急速に超高温化［100度とか200度］する

というシミュレーションに基づく）。その破滅を防ぐには当面は二酸化

炭素を供給する動植物、そして人類も必要なのだ。

ラブロックは地球温暖化を大いに憂慮するが、それは人類の繁栄

のためではなく、ガイア地球の繁栄に関係しているからのようだ。

100歳の彼にとって人類がこれからどうなるかはあまり関心がない。

むしろ人類に未来はないと考えている。彼の関心は、次世代の主役

である人工知能が、ガイア生命体としての地球をどう運営していくか

にある。人類はこれを嘆くのではなく、生命進化の橋渡しをできた

ことを幸せに思いなさい、誇りにしなさいとアドバイスしている。

人工知能は、生命体をDNAベースからデジタル情報ベースに作り

替えるだろうという。すると生物もまた電気化、電子化される。たとえ

ば太陽光発電する樹木が電力グリッドを構成する。彼らは電子的な

存在なので超高速に進化していく。そのため超新世（Novacene）は

時間的には100年くらいしか続かないかもしれない、ともいう。次々

にポスト人類のその先の遠大な構想を語る、100歳のマッドサイエン

ティストの熱弁にただただ圧倒される。

『Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence』
James Lovelock 著
発行：Allen Lane

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

『Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence』
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（趣旨）

第１条　この規程は、デジタルハリウッド大学（以下「本学」という。）が、
第３条に定める目的のために刊行する研究誌について、必要な事項を
定める。

（名称）

第２条　刊行する研究誌の名称は、『DHU JOURNAL』（以下、「本誌」
という。）とする。

（目的）

第３条　本誌は、本学の教員、研究員、職員、学生、卒業生、及び修了
生等が行った幅広い教育研究活動等の知見を公表し、その成果を広く
大学関係者等に啓発するとともに、大学関係者等の実務に活用すること
を目的に刊行する。

（刊行回数）

第４条　本誌は、原則として、１年に１回刊行する。

（編集チーム）

第５条　本誌の編集その他刊行に必要なことを行うため、メディアサイ
エンス研究所の下に、本誌編集チーム（以下「編集チーム」という。）を置く。

２　編集チームの構成員は、本学の教職員の中から、学長がこれを
選任する。

（編集チームの任期）

第６条　編集チームの任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。

（投稿資格）

第７条　本誌は、第８条第１項各号に定める種類の投稿原稿及びその
他の原稿からなる。

２　前項に定める本誌への投稿資格は、原則として、本学の教員、
研究員、職員、学生、卒業生、及び修了生とする。ただし、共同執筆者
の中に、本学の教員、研究員、職員、学生、卒業生、及び修了生が含ま
れる場合、学外者も投稿することができるものとする。その他、編集
チームが特に認めたものは、この限りではない。

（掲載される原稿の種類）

第８条　本誌に掲載される原稿の基本的な分類枠は、次の通りとする。

一　論文（実践研究を含め具体的な研究成果をまとめたもの）

二　研究ノート（研究の過程でまとめられた中間的研究報告）

三　報告（研究上の問題提起、調査の中間報告などを簡潔に発表する
もの）

四　ショートレポート（発表済みの「論文」や「報告」等に関する記述
や、自身の研究・教育活動についてまとめた短い論考）

五　セミナーや説明会などの記録（本学が主催したセミナー、説明会
などの記録）

六　卒業制作課題及び修了課題制作の要旨（当該年度に提出された
卒業制作課題及び修了課題制作の要旨）

七　書評・文献紹介（書籍、論文、翻訳及び政府・審議会などからの
報告書を含む文献の評論・紹介）

八　その他編集チームの認めたもの

（投稿原稿の審査・編集）

第９条　投稿原稿の採否及び掲載の分類枠は、編集チームの合議に
よって決定する。その場合にあって、前条第１号及び第２号に掲げる
ものについては、編集チーム又は編集チームが委託する投稿原稿の
分野を専門とする外部委員が、あらかじめその原稿を査読するものと
する。

２　投稿原稿を査読するにあたっては、次の各号に基づき行うものとする。

一　問題提起の適切性（タイトルの適切性）

二　研究目的の明確性（仮説の合理性）

三　先行研究の適切なレビュー

四　研究方法・分析方法の妥当性

五　論述の論理性と明証性

六　参考文献の適切な参照

七　結論の明確性と独創性

八　研究結果の学術的貢献度

九　論文体裁の完成度（①～⑤を総合して）

①用語や表現の適切性・統一性

②図表の枚数及び提示方法の適切さ

③抄録の適切さ

④執筆要項との適合性

⑤研究倫理上の問題の適切な処理

３　第１項の規定に関わらず、投稿原稿が、同一執筆者によって執筆
され（その一部が執筆された場合を含む）、すでに他誌等で審査中又は
掲載予定となっているものと同一又は著しく類似しているものである
ことが明らかとなった場合、これを採用しない。

４　編集チームは、投稿原稿の掲載にあたって、表記統一を図るため、
原稿の表記を変更することができる。ただし、投稿原稿の掲載にあたり、
内容等に重大な変更を加える必要がある場合において、編集チームは、
執筆者と予め協議するものとする。

５　編集チームは、投稿原稿の査読並びに採否の審議等を通じて得た
情報を外部に漏えいしてはならない。

（著作権）

第10条　本誌に掲載された論文等の著作権は、本学に帰属するもの
とする。ただし、特別な事情がある場合、執筆者の申し出により、
著作権の扱いについては、執筆者と本学との間で協議の上、措置する。

２　本学は、原稿の執筆者から転載の申し出があった場合は、これを
許可することができる。

３　本学は、原稿の執筆者以外の者から転載の申し出があった場合は、
これを許可することができる。その際、必要に応じて執筆者の意向を
聞くものとする。

（電子化及びインターネット上での公開）

第11条　本誌は、刊行から一定期間の後に、原則として電子化し、
本学のホームページ等を通じて公開する。

２　ただし、編集チームが特別の事情を認めた場合は、公開しない
ことがある。

（執筆要領）

第12条　本誌の執筆要領は編集チームが決定する。

（規程の改廃）

第13条　この規程の改廃は、編集チームの議を経て学長が行う。

附　則

この規程は、平成29年12月20日から施行する。

デジタルハリウッド大学
『DHU JOURNAL』編集規程

平29.12.20決定
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１．『DHU JOURNAL』原稿執筆要領（以下「執筆要領」という。）は、
『DHU JOURNAL』編集規程第８条第１項各号に定める種類の原稿
を対象とするものである。

２．原稿の使用言語は、日本語または英語とし、日本語の場合は、
20,000字、英語の場合は、10,000ワードを超えない程度（図表
及び注記を含む）とする。MS-Word形式を使用し、A4版の縦用
紙使用で横書きとする。

３．図表には、それぞれ通し番号と表題を付して別紙にまとめる。そし
て、本文の挿入箇所に図表をレイアウトする空白を設けた上で、
そこにその図表の番号と表題を指示する。なお、図表等を他の出
版物から転載する場合、当該図表の下に、該当図書の著者／書名
／出版年／出版社名を明記するとともに、その転載が大幅に亘る
時は、必ず事前に、当該図書の出版社から転載許可を取りつけて
おくこと。

４．『DHU JOURNAL』編集規程第８条第１項に定める原稿の種類の
うち「論文」、「研究ノート」、「報告」及び「ショートレポート」の
原稿は、原稿テンプレートを使用して、電子メール添付での提出
とする。ただし、同規程第８条第１項第５号から第８号の種類の
原稿は、この限りではない。

５．原稿を投稿する場合、『DHU JOURNAL』編集規程第８条第１項
に定める原稿の種類のいずれかの希望する区分を明記する。投稿
原稿は原則として返却しない。なお、掲載にあたっては、『DHU 
JOURNAL』編集チームが区分の変更を求めることがある。

６．『DHU JOURNAL』編集規程第８条第１項に定める原稿の種類の
うち、「論文」及び「研究ノート」については、レフェリー制度を
通じて選定の上編集される。

７．著者校正は、１回までとする。その際、新たな文章や図表等の追加
や大幅な修正は認めない。

８．掲載した原稿の執筆者には、掲載号1部を贈呈する。原稿料の支払
いや掲載料の徴収は行わない。

９．原稿の締切日は、『DHU JOURNAL』編集チームが決定する。

10．投稿希望者は、執筆要領に基づいて執筆する。なお、執筆要領に
反する原稿は、受領しないことがある。

11．執筆要領の制定及び改廃は、『DHU JOURNAL』編集チームが行う。

12．原稿の送付又はこれに関連する問い合わせ先は、下記の通りとする。

（〒101-0062）

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア
3F/4F

デジタルハリウッド大学　産学官連携センター

TEL：03-5297-5797

FAX：03-5297-5788

E-Mail：iug-info@dhw.co.jp

デジタルハリウッド大学
『DHU JOURNAL』原稿執筆要領

平29.12.20決定

附 則

この要領は、平成29年12月20日から施行する。
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（趣旨）

第１条　この規程は、デジタルハリウッド大学（以下「本学」という。）が、
第２条に定める目的のために設ける『DHU JOURNAL』奨励賞（以下

「本賞」という。）について、必要な事項を定める。

（目的）

第２条　本賞は、本学の教員、研究員、職員、学生、卒業生、及び
修了生の活発な教育研究活動等を奨励し、本学の教育研究活動等の
活性化及び『DHU JOURNAL』の質的向上に貢献した者を表彰すること
を目的とする。

（対象）

第３条　本賞は、当該年度の『DHU JOURNAL』に掲載された論文また
は研究ノートの執筆者を対象とする。

（授与）

第４条　本賞は、第３条に定める執筆者の中から第２条に定める目的に
大きく貢献したと認められる者に授与される。

（受賞者の選考）

第５条　受賞者の選考は、『DHU JOURNAL』編集規程第５条に定める
『DHU JOURNAL』編集チーム（以下「編集チーム」という。）がこれを行う。

２　編集チームは、第３条に定める執筆者の中から、『DHU JOURNAL』
編集規程第９条第２項に定める査読の観点に基づき受賞候補者を選考
する。

３　編集チームは、第２項に定める者の中から、第２条に定める目的に
大きく貢献した者を編集チームの合議によって受賞者として決定する。

（受賞者の発表）

第６条　受賞者決定の発表は、当該年度の近未来教育フォーラムにおい
て行う。

２　受賞者は、当該年度の近未来教育フォーラムにおいて受賞記念講演
を行うことができる。

（賞の内容）

第７条　受賞者には、賞状並びに副賞を授与する。

（授与件数）

第８条　本賞の授与件数は、当該年度に１度１件を原則とする。ただし、
該当者がいないときは授与を行わない。

（受賞者の取消）

第９条　編集チームは、次の各号に該当する場合に、受賞を取り消すこ
とができる。

一　受賞に係る成果に剽窃等の不適切な内容が含まれていることが
判明した場合

二　受賞者に本賞に相応しくないと編集チームが特に認める行いが
あった場合

２　受賞の取消は、編集チームの合議によって決定する。

（規程の改廃）

第10条　この規程の改廃は、編集チームの議を経て学長が行う。

デジタルハリウッド大学
『DHU JOURNAL』奨励賞規程

令元.7.12決定

附　則

この規程は、令和元年7月12日から施行する。
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