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アメリカの建築家であり思想家のバックミンスター・フ
ラーが、大量にエネルギーを消費し続ける世界を揶揄し
て「宇宙船地球号」という言葉を残したのは 1963年のこ
と。それから半世紀が過ぎ、格段にインフラは整い、高
度情報化社会として飛躍的な発展を遂げました。そうし
たいま、私たちは本当に幸せに暮らしているのでしょう
か？　環境問題はさらに悪化し、新たな課題も山積みに
なっているのが事実。豊かさを目指して資本主義社会が
追い求めた理想はとうに限界に達し、私たちはこれまで
とは違う次元から価値観や可能性を模索する必要があり
ます。

いまから未来に向けた課題解決の根幹を担うものの一つ
が、デジタルコミュニケーションです。しかし、これも完
璧ではありません。高度＆高速な情報処理を行う人工知
能（AI）に期待する一方で、すでに AIが人の知能に取っ
て代わるシンギュラリティ（技術的特異点）の発生に懸
念の声が上がっているように、デジタルがもたらすメリッ
トは確かに偉大ですが、使い方を間違えれば大きなリス
クを伴う「諸刃の剣」だとも言えるのです。

物事を的確に捉え、俯瞰し、最善の解決策を見出すため
には、小手先のデジタルコミュニケーション力ではなく、
知の源泉となるリベラルアーツ（教養）が必要なのです。
人々がどんな悩みや苦しみを抱えているのか。何を楽し
み、ワクワクするのかを、もっと身近な感覚でリアルに捉
えることができれば、それを解決したり、促進したりする
効果的な手段も見出せるはず。私たちは、考え方の一つ
として、1925年に日本で起こった「民藝運動」にヒント
があるのではないかと思っています。

民藝運動は、デザイナー、柳宗理の父であり、思想家の
柳宗悦が陶芸家の河井寛次郎や濱田庄司とともに創始し
た生活文化運動で、無名の職人たちが作り出した日用の
生活道具を「民衆的工藝（民藝）」と名付け、モノに宿る“用
の美”を讃えました。これまでのデジタルの世界は、誰
かしらがつくったものを大勢の人が享受することを軸に
することにフォーカスしていたことに対し、これからのデ
ジタルは民藝のように、ユーザーの姿とニーズをいかに
的確に捉えるかが鍵になってくるでしょう。グローバルに
拡散するものではなく、地域文化の特性がわかったうえ
で、地域の人がつくり、使うもの。つまりは地産地消に近
いデジタル技術の応用が求められるのです。地域といっ
ても、それは国レベルではなく、市町村、もしくはもっと
小さなグループやコミュニティかもしれません。少人数が
少量生産を目指すことによって、時間的、作業的な余裕
が生まれ、人々はもっと余裕をもって深みのある人生が
送れるようになるかもしれないのです。

我が校に入学する人々は、デジタルエリートだけではあ
りません。医療、福祉、エンターテインメント、アートなど、
さまざまな領域に属する人々が、各自確かな問題意識を
もってここで学び、新しい時代のビジネスを考えていま
す。デジタルコミュニケーションは、世代、性別、思想、
言語の別を超え、目の前に広がる問題を、より現実的に
解決することができる最高の武器なのです。自身が存在
する場所、何を拠り所としているかという信条、そして
何よりも自分がどんな人間であるかというクセを認め、受
け入れることで、新たなビジョンが見えてくるはずです。

1954年東京都生まれ。87年よりMITメディア・ラボ客員研究員として 3年間活動。90年

国際メディア研究財団主任研究員、93 年日本大学短期大学部専任講師を経て、94 年 10

月デジタルハリウッド設立。2004 年日本初の株式会社立「デジタルハリウッド大学院」を

開学。翌年「デジタルハリウッド大学」を開学し、現在同大学・大学院・スクールの学長を

務める。https://www.facebook.com/SugiyamaStyleにてコラム『SugiyamaStyle』連載中。

担当科目：デジタルコミュニケーション原論

でも、花火みたいに

ぱっと現れたことが

みんなの気持ちを少しだけ

晴れやかにするかもしれない。

そのビジネスは、

世界を幸せにしているだろうか。

突然真っ暗になったり、

ものすごいスピードで動いて、

目の前が見えなくなることもある。

ぐるぐると世界は回り続ける。

杉山知之 Tomoyuki Sugiyama



2020年は、新型コロナウィルスの影響を受け、全世界の
人々が大きな試練と対峙しなければならない年でもあり
ました。自粛生活を送るなか、仕事のやりとりや友人同
士の情報交換が一斉にオンラインに切り替わるという動
きも見られましたが、利便性や操作性を高く評価する一
方で、使用感についてはどことなく居心地が悪く、やは
りリアルなコミュニケーションの方が優っていると感じた
人も多いのではないでしょうか。

しかしながら、他者との意識や感覚の違いをストレスに
感じたり、その違いに不満を抱くことは、現実社会にお
いて誰しもが経験すること。自宅や職場といった日常的
な空間や近しい間柄のみならず、移動の車中や買い物に
でかけた先、外食をしているときなど場所や状況による
ことなく、他者との不和や亀裂、そこから感じる自己の葛
藤はいかなる状態でも発生するものです。しかし、近年
のSNSを軸とするオンライン上のトラブルは、現実のもの
とはまた異なる不寛容性や暴力性を秘めているとも言え
るでしょう。

人々が口にするさまざまな不満に耳をそば立てていると、
その多くは具体的にどこに問題があるのか、明確に把握
できていないように感じます。ときには、問題の根元は、
すべて未熟なテクノロジーのせいだという声も聞こえま
した。

コロナ禍で、人々は驚くほど短期間のうちに新たな生活
習慣を身につけなければなりませんでした。世界中の
人々が同じ問題と立ち向かい、これまでとは少し違うコ
ミュニケーション、暮らしの態度がはじまったときだとも
言えます。こういう時代だからこそ、次世代のテクノロ
ジーやデジタルの力を最大限に生かし、この先にどのよ
うな現実が生まれるのかを積極的にクリエイトしていく
必要があるのではないでしょうか。

私が専門とする「現実科学」は、新しいテクノロジーが

生み出す「不自然な現実」を、より自然な感覚に戻すた
めに、豊かな社会のために認知科学的観点から情報プ
ラットフォームを作り上げていくものです。

ここで改めて「現実」について考えてみましょう。「現実
に直面する」という言葉を聞くと、まるで現実は天が与
えた罰のごとく、あらがうことのできないことのように思
えます。しかし、現実とは、実は望ましい環境を自らの手
で整え、意図的に作り上げていくものであり、人はそれ
ぞれに自分の手でアレンジしながら、最適化できるはず
なのです。

その最適化のために必要なのが、本当の現実を見極める
視点です。デジタルハリウッド大学院という枠組みを見
たときに、一つの学校の小さなコミュニティであるにも関
わらず、そこには多様な種類の人が集まっています。年
代も 20代から 70代までと幅広く、そのキャリアやバック
グラウンドはバラバラ。異なるライフスタイルを送り、そ
れぞれが正しいと思うやり方で生きています。

こうしたなかで、皆が独自の主観から現実を理解するの
は当然のことですが、ときに自分が置かれている状況や
環境を第三者的な視点で見つめ直し、疑ってかかってみ
ると、現実のあり方も違ってくるはずです。

独自のビジネスモデルを展開し、起業を目指す場合でも
同様に、自己が信じる現実を疑う感覚は大切です。あな
たがこれから行うとする新規事業は、社会に対して何を
提供し、どのような変革を起こし、最終的にどんな結果
を生み出すのか。提供する側の一方向的な見解でなく、
ときにそれを仲介するもの、受け取るもの、外野から傍
観するものなど、企業や業界の枠を超えて、いかに多角
的に社会と関わりを持っていけるかが、そのビジネスの
有用性を決定づけるとも言えるでしょう。

前段でお話ししたように、オンライン上の問題を解決す

るときも、システムの設計を考え直す以前に、そもそも
人が考える「現実」が何かを紐解かなければ、現実とオ
ンラインの間にある違和感はいつまでも拭うことはでき
ないのです。

「議論を尽くす」という言葉は、主に他者と意見を論じ合
うことを意味しますが、一つのテーマを自身の力で掘り
下げ、頭のなかで議論を尽くしてみると、ビジネスの可
能性もより確実なものになってきます。たとえば VRに可
能性を感じ、そのテクノロジーを使って何かしたいと思っ
たときでも、技術的に VRを理解するよりも、あなたがそ
の力をもってどのようなアクションを起こし、いかなるイ
ンパクトを社会に与えたいと思っているのかを考える方
が役立つはずです。

発想を思いついたときの純然たるエネルギーは、他者の
心を動かし、新しい現実を作り出す無限のパワーを秘め
ています。ところが、合理的で効率的な方法論を構築し
ているうちに、いつのまにか思考が偏り、本来の魅力が
失われていってしまう。

これに打ち勝つには、発想力や機動力だけに頼ることな
く、徹底的にリサーチを行い、さまざまな知識・情報を収
集したうえで多角的に考察を重ね、実践に足る耐久性の
ある戦略を見出さなければならないのです。

私のラボで行われる議論は、「発散の連続」です。一つの
考えから、どんどんと意見が飛び火し、ときに収拾が付
かなくなることさえあります。でも、この発散という行為
はとても大切だと考えています。

すべてのアイデアは、はじめは模倣に近い状態からスター
トするもの。しかし、幅広いリソースから豊かな発想の転
換を繰り返すことで、多くの人を魅了するオリジナリティ
溢れるものへと変革していくのです。

藤井直敬 Naotaka Fujii

東北大学医学部卒業。同大大学院にて博士号取得。98年よりマ
サチューセッツ工科大学上級研究員。2004年理化学研究所入所。
2014年ハコスコ設立。デジタルハリウッド大学大学院卓越教授。
著書に『つながる脳』『拡張する脳』など。担当科目：先端科学
原論、ラボプロジェクト（現実科学ラボ）

Reality Science
現実とオンラインのあいだにあるもの。

対面でのミーティングが日常で、「これからテレカン」な
んて言うとちょっと嫌味な響きすらあった昨今。利便性
やエンターテインメント性（Snap Cameraのフィルタは
楽しいです）をテコに、徐々に浸透すると予想していた
ものが、あっという間にひっくり返りました。Outlookの
「Teams会議」のボタンなんて誰が押すんだ？と思ってい
た頃のわたし、何もわかっていませんでした。

リアルがレアで、デジタルが日常になる。仮にそれが
「ニュー・ノーマル」だとすると、コミュニケーションのあ
り方も根本的に考え直さないといけなさそうです。人間
がすることだから本質的な部分は変わらないだろうとい
う見立てもあり得ますが、この変化は人類史における久々
のビッグウェーブだと思います。なので、せっかくだから

Updateしましょう。

そこで、現在のようなシチュエーションになる少し前から
考え始めていて、これからしばらくかけて研究したいこ
とがあります。それはコミュニケーションの「受け手の工
夫」について。現在世の中に存在する、コミュニケーショ
ンについて考え、語る人や書籍はたいてい「出し手の工
夫」にフォーカスが当てられています。話し方とか、身振
り手振りとか、そういうものです。ただ、「受け手」が工
夫することで、コミュニケーションはもうちょっとマシに
なるんじゃないかと思っています。

例えば。あなたが渋谷の 109 の前を歩いているときに、
「ナンパされたくないです」「っていうか話しかけてこな

いで」という意思を肉食系男子に（声に出したりせずに）
明確に伝えられたとすると、不快指数は下がりそうじゃ
ないですか？　あるいは、観光地で一見困っているよう
に見える外国人観光客が本当に困っていると明示的に表
現されていれば、“Can I help you?”と声をかけるハー
ドルは下がりそうです。これらはオンラインツールの「ス
テータス」が現実世界に実装されれば実現できそうです
よね。

テクノロジーはコミュ強がより強くなるためではなく、コ
ミュ障が少しでも生きやすくなるために使われるべきだ
と信じています。テクノロジーとアイデアで、すべての人
がより暮らしやすい、とげとげしくない滑らかな世界を。
これからもがんばります。

上智大学在学中にデザイナーとして活動開始。その後ヤフー、サイ
バーエージェント、日本コカ・コーラ、電通 /dentsumcgarrybowen

の Executive Creative Directorなどを経て、TaDah合同会社 代表
社員／クリエイティブディレクター。デジタルハリウッド大学大学
院教授。担当科目：ラボプロジェクト（インタラクションと不完全な
コミュニケーション）

本多忠房 Tadafusa HondaCommunication
「受け手の工夫」で、より滑らかな世界を。

「農業革命、産業革命の後に押し寄せくる第三の波は、
情報革命だ」。アメリカの未来学者、アルビン・トフラー
が著書『第三の波』で唱えた言葉を高校生のときに知っ
た僕は、「情報化によって社会はもうすぐ一変するんだ」
という期待で胸がいっぱいになり、ワクワクしていました。

その後、世界はどのように変わったでしょう。デジタル技
術で情報は無限にコピーできるようになり、インターネッ
トを通じて地球の真裏で何が起こっているかを瞬時に知
れるようにもなりました。専門知識を持つエンジニアでな
くとも、広く一般の人がスマートフォンやパソコンを使っ
て素早く、便利に情報処理をすることも簡単にできます。
それでも僕は、いまのデジタル社会には、まだどこかしら
窮屈で、不自由な感覚が残っているような気がしています。

そもそも人類は、手間のかかることや面倒なことをでき
るだけ軽減し、より自由で豊かな時間を送るために、技
術や機械を発明し、革新を繰り返してきました。労働を
機械任せにしたことで余剰した時間でさらに思考を深
め、新しい文化を創り出す。これほどデジタルが浸透し
ているのですから、本来ならばもっと多様で独自性に満
ちたサービスが次々に生まれても良いはずです。

しかし、いまだに世の中には、利便性や管理のしやすさ
を優先した画一的なものの見方が蔓延っています。20 世
紀的な大量生産 & 大量消費文化の感覚が居座り、学校
は偏差値で、企業はレーベルでその良し悪しが決められ
てしまう。でも人間の感覚や感情って、一定の評価基軸
で判断できるほど単純でもありませんし、個人差だって

かなりある。人を自由にするためにデジタル技術はある
はずなのに、なぜ多様性に満ちたサービスが生まれてこ
ないのでしょう。

それはサービスを提供する側に、人間らしく思考を巡ら
せる力と、そのための教養が足りていないからではない
でしょうか。高度なプログラミンングをマスターすること
よりも大切なのは、大自然のなかに出かけて予測不能な
ハプニングを体験したり、たくさんの人と議論して、意見
を重ねること。世界には多様な状況のもとにさまざまな
ニーズがあることを知り、人間の感覚を相対的に情報と
照らし合わせていく。そんな人たちがメタバースに入っ
てきて、デジタル世界の多様性をブーストさせていって
ほしいですね。

三淵啓自 Keiji Mitsubuchi

1961 年東京都生まれ。防衛大学校中退後、渡米。サンフランシ
スコ大学、スタンフォード大学を経て、オムロンに入社。サンタ
クララの研究所にて人工知能、画像認識、学習機能の研究に従
事する。2006年よりメタバース（三次元仮想世界）の研究を開始。
デジタルハリウッド大学大学院教授。担当科目：アーキテクチャ
原論 B（ソフトウェア）／サービスプロトタイピング B／ラボプロ
ジェクト（メタバース情報処理）

Metaverse
多様性に満ちた感覚こそが、第三の波を起こす。

ファッションを学ぶと聞くと、一般的にはデザインやパ
ターンなど、作り方を習うという認識がいまだ高いかもし
れません。しかし、「衣食住」という言葉に代表されるよ
うに、衣服とは生活の基盤を作る大切な要素であり、日
本経済を支えている一大産業でもあるのです。最近では、
EC市場の著しい進化により、アパレル業界は従来の手法
を抜け出し、流通やサービスを軸とした新しい取り組み
にチャレンジしています。

販路や表現方法が多角化するなか、顧客データの分析や
それに基づくコンサルティング、また体型データを集積
し、新たなクリエーションのリソースにするなど、ビジネ
スモデルも拡大する一方です。この基盤となっているの
が、ファッションを通して得られるマスデータです。たと

えば、時計などのウェアラブルデバイスを通じたセンシン
グ技術の開発が進んでいますが、近年では洋服にこの機
能を追加することができないだろうかという研究も進ん
でいます。

センシングが可能になれば、着るものによる行動パター
ンの違い、着回す頻度や購入から買い替えまでの期間な
どを測りながら、購入ルートとの連携やさらなるサービス
の追加ができるかもしれません。また、体調や気分など
も含めたその人にあった服のあり方など、より暮らしに
役立つリアルなサービスや先の時代を予測したデザイン
提案も可能だと考えられるのです。

そもそも人はなぜ服を着て、身体を飾るのでしょう。同

じテイストのファッションをしている人に親近感を覚える
と同時に、まったく同じ服をきている人と出会うと気まず
い感覚に陥ることを鑑みると、ファッションは社会と自分
の関係性を図るコミュニケーションツールであるようにも
思います。洋服にはその人らしさを示す情報が驚くほど
蓄積されており、無意識のうちにそれを他者が見分けや
すいような形でビジュアライズしているのがスタイリング
だとも言えます。

ファッションはクリエイティブで専門性の高い世界だと考
える人もいますが、これからの時代はファッションが蓄積
する膨大なデータを、いかに社会的価値に転換し、無限
の可能性につなげていけるかがポイントになることで
しょう。

大学でファションデザインを学んだ後、渡英。ロンドン・カレッジ・
オブ・ファッションでファッションテクノロジーを学び、帰国。自
身のアパレルブランド「Etw. Vonneguet（エトヴァス ボネゲ）」
を立ち上げ、デジタルツールを駆使した新しい服づくりにチャレ
ンジする。デジタルハリウッド大学大学院准教授。担当科目：特
別講義H、ラボプロジェクト（ファッションテックラボ）

オルガ OlgaFashion-Tech
メタデータが創る、無限の可能性。
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〒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

Tel. 0120-019-236

E-mail. daigakuin@dhw.ac.jp

・JR「御茶ノ水駅」より徒歩１分
・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」直結
・丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩 4分

平日夜＆週末に、大学院説明会を随時開催中！
※要予約。詳しくは下記Webサイトまで。

正式名称 デジタルハリウッド大学大学院
教育内容 デジタル技術とコンテンツで新しい産業や文化を
 創造する高度人材の育成、研究
取得学位 デジタルコンテンツマネジメント修士（専門職）
設置主体 デジタルハリウッド株式会社
認可年度 2004年 2月16日　文部科学省認可
設置研究科 デジタルコンテンツ研究科
 デジタルコンテンツ専攻
修業年限 標準年限 2年
選抜方法 書類審査・面接審査
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修了課題

研究成果の集大成として、クリエイティビティを発揮しデジタルテクノロジーを活用したプランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書、または作品を
制作し、修了課題として提出する。指導教員のほかにアドバイザー教員を置き、ビジネス、クリエイティビティ、デジタルテクノロジーの総合的な視点か
ら制作を進めていく。

Final Project

C U R R I C U L U M

Special Lecture
SEAD特別講義

カリキュラムは、SEAD（Science／Engineering／ Art／
Design）という、人文系・芸術系・理工系の学識・技術・能力
が相互作用する創発的学究領域の概念から編成されている。
① 基礎・理論／人間の営みによる複雑な文化性を理解するた
めの学識（Art：審美眼と発想力を養う／ Science：理論思考
と調査研究のための基礎力を養う）
② 応用・実践／新たな時代に求められる社会実装を行うため
の力（Design：課題解決と意思伝達のための思考法や手法を
習得する／Engineering：工学的技術の進化と可能性を理解
し、その活用法を習得する）

SEAD

研究実践科目（ラボプロジェクト）では、 「専門科目」で得た知
見を共通言語として使い、担当教員が専門とする領域のもとで
設定されたテーマやプロジェクトに、ゼミ形式で実践的に取り
組み、実行力、融合力、マネジメント力を身につけます。

Lab Project

先端科学原論（必修）　現実とは何かを科学的に理解し、豊かな世界を
作るための思想的基盤を習得する。
先端芸術原論（必修）　先端芸術の歴史、社会的意義を考察し、デザイ
ンやエンターテイメントとの関係について検討する。
デジタルコンテンツ総合研究（必修）　デジタルコンテンツに関連する
研究領域を網羅的に概観し、理論の確立と体系化を試み、研究と実践
に取り組む。
アーキテクチャ原論 A（コンピュータ）　コンピュータの仕組みを理解し、
新たなサービスを予見する能力を習得する。
アーキテクチャ原論 B（ソフトウェア）　システム全般の基礎を理解し、
開発の見積依頼や評価ができるようになる。
アカウンティング　財務諸表の読み方や税金、会計などの仕組みを学
びビジネスに活かせるようになる。
アカデミックライティング　学術論文を書くための知識や手法、応用の
ための方法論を習得する。
コンピュータグラフィックス基礎 A　コンピュータグラフィクスの基礎的
な素養として、Unityを用いたリアルタイムグラフィクスの事例を学ぶ。
コンピュータグラフィックス基礎 B　設計ツールである CADを学び製造
外注を体験する。プロトタイピングによって可能になるビジネスを考える。
先端コンピュータグラフィックス原論　CGソフト利用にて、より高度な
効果を得られるため先端のCGアルゴリズムを理解する。
先端マーケティング原論　インターネット広告全般について理解し、
マーケティング活用できる知識を習得する。
知的財産原論　エンタテインメントコンテンツに関する知的財産の全体
像と基礎知識を理解する。
デジタルコミュニケーション原論　デジタルコミュニケーションの歴史
と潮流を理解し未来への構図を描ける感覚を養う。
ビジネスプランニング基礎　事業計画を発想し、具体的に作成するた
めの基礎的な考え方や手法を身につける。
プログラミング基礎Ⅰ・Ⅱ　Python を使ってプログラミング実習を行い、
Webサイトや IoTデバイス等を自分で実装する力を身につける。
基礎造形　静物デッサンや人物クロッキーの実習を通じて基礎的な観
察力と表現力を習得する。
空間構成学　スペースコンポーズの視点から、これからの暮らしをデザ
イン的に思考し実践化するプロセスを紹介する。
クリエイティブコンピュテーション　インタラクティブ性のあるメディア
アート作品を制作するための知識や手法を習得する。
コンテンツマネジメント概論　様々な学問領域の講師による解説を通じ
てコンテンツマネジメントについて理解する。
ストーリーテリング　ヒット作品を分析し、「ストーリーの理解」を深め、
良いストーリーを語れるプロデューサーを目指す。
デジタル表現基礎 A・B・C（アダプティブラーニング）　グラフィック
/Web/3DCG/ 映像 / プログラミング / ゲームから領域を選択し、動画教
材で制作スキルを習得する。

Science 
Art

基礎・理論

デジタルコンテンツの理論と実務の架橋（必修）　デジタルコンテンツ
研究領域における理論をもとに、実践的な研究課題を探求し、理論と実
務の架橋に取り組む。
インタラクティブシステム（Unity）　コンテンツ開発ツールとしてのゲー
ムエンジン・Unityの使い方を実習を通じて習得する。
ウェブ解析実践　アクセス解析ツール・Google アナリティクスの活用法
を習得する。
サービスプロトタイピング A　Web サイトやスマートフォン上で動くア
プリケーションの制作を行う。
サービスプロトタイピング B　クラウドサーバーやデータベースの活用
方法を理解し、アプリケーション制作を行う。
テクノロジー特論 A（インターネット）　UI やセキュリティなど Web サ
イト、Webサービスを構成する技術の基礎を理解する。
テクノロジー特論 B（データ）　統計学の基本と Pythonを使ったデータ
分析や可視化の基礎知識とスキルを習得する。
テクノロジー特論 C（人工知能）　人工知能の仕組みや、芸術、ゲーム、
哲学などとの関わりや未来について理解する。
テクノロジー特論 D（人工現実）　Vtuberやリアルタイム 3Dキャラクタ
ライブエンタテインメントなどの最先端を知る
プロダクトプロトタイピングⅠ　マイコンボードを用いて IoT の基礎を
学び、自分のアイデアでプロトタイプを作成する。
プロダクトプロトタイピングⅡ　高機能マイコンボードを使ってネット
ワーク連携する IoTプロダクトの開発を体験する。
クリエイティブ特論 A　コミュニケーションデザインについてクリエイ
ティブ業界の実務家の視点から理解する。
クリエイティブ特論 B　テクノロジーとコミュニケーションの関係につい
て業界の実務家の視点から理解する。
コンテンツデザインA　実習によりコピーライティングの能力を身につける。
コンテンツデザイン B　実習を通じてデジタル時代のアートディレクション
の手法を理解し、制作を体験する。
コンテンツマネジメント特論　ビジネスにおける著作権等の高度な知識
を専門コンサルタントの視点から理解する。
先端マーケティング特論　大手企業の事例や戦略からデジタルマーケ
ティングの理論や実施方法を理解する。
地域社会経済の課題解決　地域の社会経済問題をテーマに、実践的
チーム活動による能動的な課題解決を体験する。
知的財産活用実践　ビジネスにおける権利開発の事例を通じてライツ
活用とリスクマネジメントを理解する。
ビジネスプランニング実践　アントレプレナーシップについて理解し、
起業・ビジネスプラン作成の演習を行う。
リーガルマネジメント　ビジネスに最低限必要な契約、コンプライアン
スおよび知的財産に関する知識を習得する。
ロボットデザイン　産業サービス向けリアルロボットデザインと、アニメ
ゲーム向けアンリアルロボットデザインを学ぶ。

Engineering 
Design
応用・実践

アジャイルデベロップメント LAB　アプリのプロトタイプ作成に取り組
みます。起業家の実装を多数支援したエンジニアが担当。
インタラクションと不完全なコミュニケーション　インタラクションと不
完全性について研究する。クリエイティブディレクターが担当。
エフェクティブラーニングラボ　教育とテクノロジーの融合に関する研
究とプロジェクトやイベントの企画、運営。EdTech 分野の第一人者が
担当。
ゲームラボ　少人数チームによるゲーム開発を行う。VR コンテンツ制
作会社の代表が担当。
現実科学ラボ　「現実科学」の意味を理解し、自ら現実の中の課題を発
見、それを解決するための社会実装までの手段を考える。脳科学者で
VRサービス会社の経営者が担当。
メタバース情報処理　メタバースにおける、3D のアバターコミュニケー
ション、UI、ソーシャルにおける価値の創造、新経済圏の可能性探求、
社会のパラダイムシフト。経営者兼エンジニアが担当。
シネマティック・ランゲージラボ　映像作品を言語学的に紐解いた独自
の理論シネマティック・ランゲージを、様々な映像事例を用いてレク
チャー。ロサンゼルスを拠点とする映画監督が担当。
3DCG 表現ラボ　3DCG 映像表現のための技術研究および作品制作を
行う。3DCG教育の専門家が担当。
潜在的文化知層を活用するメディアデザインラボ　各種メディアを利活
用したコミュニケーションデザインによる地域や企業の抱える課題解決
を行う。経営者兼メディアプロデューサーが担当。
超メタバース・エンタテイメント・ラボ　従来の VR、ゲームなどのコン
テンツを超え、次世代エンタテイメントを設計し、その価値を世界に示
す概念実証（PoC）を発信。GREE VR Studio Laboratory Director が
担当。
ビジネス・ロジック実践プロジェクト（BLP）　ビジネス関連の知識を実
際の自分が実行したいテーマや当プロジェクトで決めたテーマで実践し
目標を達成する。経営コンサルタントが担当。
ファッションテックラボ　ファッションから最先端のウェアラブルデバ
イスデザインなど幅広く対象とする。経営者兼ファッションデザイナー
が担当。
フィクションロボットラボ　現段階では存在しないが十分に実現可能な
ロボットを、プロトタイピングによるコンセプトモデル、グラフィックデ
ザインや小説などで表現する。ロボットデザイナーが担当。
リアルタイムコンテンツ開発　Unreal エンジンを使ったリアルタイムコ
ンテンツの研究と開発を行う。ゲームデザインの研究者が担当。
リサーチテックラボ　個々のテーマや作品を対外的に発表し、学術的に
評価されることを目指す。メディアデザインの研究者が担当。
米光ゲームメカニクスラボ　ゲームが面白さを生み出すメカニクスを分
析し、広義のゲーム作品を作り大勢の人に遊んでもらう実践を行う。ゲー
ム作家が担当。

＊上記は、2022 年 4 月現在のカリキュラム。科目は一部変更する場合
がございます。

Research
Practice 

研究実践科目（ラボプロジェクト）

SEAD 特別講義 A　ベンチャー企業のビジネスモデルについてディス
カッションを通じて理解する。
SEAD 特別講義 D　デザインとエンジニアリングを融合した制作物を実
現するための設計・表現を体験する。
SEAD 特別講義 H　ファッション進化論である。服を創作する過程やノ
ウハウを学び、商品もしくはアート作品等を制作する。

SEAD 特別講義 J　メディアアート特論である。オムニバス形式で開催
します。メディアアートを概観し、歴史や課題、将来を総覧する。
SEAD 特別講義 K　デジタルメディア特論である。オムニバス形式で開
催します。テーマは映画、放送、広告、ネットワーク、音楽など

F E A T U R E
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入学資格に、年齢の上限はありません。若年層はもちろん
のこと、キャリアを積んだのちでもさらに高みを目指すこと
ができます。

＊2022年度新入生年齢データ（留学生を除く） ＊2021年度新入生職業データ（社会人のみ）

放送、広告、ゲーム、IT 業界のみならず、金融業界、不動産
業界など、幅広い業界の企業に所属する会社員の他、経営者
や教員、フリーランス、医師など、様々な方が集まっています。

最先端の感覚を学ぶために、世界の 20を超える国と地域か
ら、多くの留学生が集まっています。多様な文化に目を向け
る絶好の機会です。

Prototyping Start-up Mind

Diversity & Network Professional

情熱やビジョンがあれば、デジタルの専門知識や業界経験
は問いません。ビジネス、クリエイティビティ、デジタルテク
ノロジーなど、自身が得意とするポイントを足がかりに、強
化したい分野を基礎から学ぶことができます。ビジネスプラ
ンやコンピュータのソフト&ハードの基礎知識、クリエイティ
ブスキルといった基礎・理論科目を配置しているため、自分
の目的に合わせて、重点的に学びたい科目を履修すること
が可能です。新しいコンテンツ開発や理想とするビジネスの
実現に挑戦する力を、体系的に身につけることができます。

Challenger

経験不問

修了する際、プロトタイプの制作を重視します。実効性の高
いプロトタイプを手にすることで、机上の空論で終わらず、
現実社会のスタートアップへスムーズにつなげることができ
ます。これを可能にしているのは、実効性の高いプロトタイ
プを生み出す応用・実践科目です。授業を担当する業界の
第一線で活躍中の実務家教員が、アイデアをサービスやア
プリケーション、プロダクトへと昇華させる手法を伝授しま
す。

プロトタイプの制作を重視

独自のスタートアップカリキュラムにより、ベンチャー起業
家の創出数は国内大学として第 12 位（*1）。私立大学のな
かでは、慶應義塾大学、東京理科大学、早稲田大学に次ぐ
第 4 位の実績です。ベンチャーキャピタルとも連携し、投資
家へビジネスプランをプレゼンテーションする機会を設け、
資金調達の支援も実施。起業はもちろん、社内の新規事業
立ち上げにつながるケースもあり、数多くのビジネスが生ま
れる環境が整っています。教員からつながる業界との人脈
も、ビジネス実現への大きなチャンスとなります。

*1 出典：令和３年度 産業技術調査事業（大学発ベンチャー実態等調査）報告書より。

ベンチャー創出上位

授業は平日19時20分以降と土曜に開講しているため、忙し
い社会人も通いやすい環境です。アーカイブ映像として、
録画した授業をいつでも閲覧でき、欠席時のフォローや復
習に役立ちます。また、授業料最大全額免除の特別奨学生
制度を設置。所属企業からの推薦状があれば、奨学生とし
ての入学の可能性も高まります。

Night & Weekend

平日夜間と土曜日に授業

多様な年齢層から 幅広い分野から 世界各国から

デジタルハリウッドの卒業生・在校生による会員組織、校友
会を通じての人材募集やビジネスマッチングが可能です。
産学官共同開発案件への参画や教員との協業、さらにクリ
エイティブを学ぶ学部生や専門スクール生との連携など、
新しいビジネスを生み出す機会が豊富です。また、幅広い
年齢層やさまざまな職種の社会人院生や多国籍の留学生が
集まる学内は、世代や国境をこえた未知のアイデアの創出
を促します。

多様なネットワーク

本大学院の教員は、ITやコンテンツ業界、ビジネス界でトッ
プクラスの実務経験を持つ「業界のプロ」や IT、コンテンツ
分野の研究者教員によって組織を構成しています。教員陣
は本大学院のビジョンに共感し、次世代のビジネスを担う
人材を育成するため、実践的な授業を展開しています。ま
た、実務家教員陣が指揮するプロジェクトへの参加や、様々
な機会で得られる個別の対話によって築かれるネットワーク
は、「生涯の財産」となることでしょう。

業界のプロが揃う教授陣

Generation Occupation Nationalities

＊中国、韓国、台湾、モンゴル、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、カンボジア、
ネパール、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ、トルコ、ポルトガル、スペイン、フラ
ンス、イギリス、ノルウェー、チュニジア、アメリカ、カナダ、 ブラジル、ベネズエラなど

22才～24才

48%

会社員

54%
経営者・自営業

21%

教員・公務員

13%

医師・看護師

8%

フリーランス

4%

25才～29才

14%

40才～49才

12%

30才～39才

14%

50才～

12%


