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【教員プロフィール】
慶應義塾大学経済学部卒業後、1991 年 3 月株式会社大広入社。財団法人社会経
済生産性本部において経営コンサルタントの認定を受け、その後 1999 年 9 月
株式会社オプト入社。 2001 年 1 月代表取締役 COO、2006 年 1 月代表取締役
CEO、2008 年 3 月代表取締役社長 CEO、2009 年 3 月取締役会長 CSO、
2010 年 1 月取締役会長就任。2010 年 3 月株式会社モブキャスト取締役を経て、
株式会社レジェンド・パートナーズ取締役会長、Homma.Inc. 取締役、株式会社
オークファン取締役、NES 株式会社取締役を兼任し、地域の自治体と連携しベ
ンチャー育成や支援等も行う。産能大学大学院経営情報学研究科（MBA 課程）卒、
中小企業診断士。ビジネス・ブレークスルー大学 非常勤講師。

【指導可能な提出形式】
 論文、研究成果報告書

【指導可能な領域や分野】
・既存ビジネス事業案の成長フェイズに該当するもの
・事業計画の策定に迷いがある
・ビジネス事業案に信念がある
・ビジネスの研究、探求に該当する

【歓迎するテーマの例】
・ビジネス事業案にインターネット技術を絡めそれに競争性がある
・具体的事案から経済学フローに一石を投じる
・リアルなビジネス事業案に変革をもたらしている　など

【履修条件等】
・事業による独立心があること
・過去に海老根の授業を履修していること
・競争力があると思われる事業案を持っていること

教授

海老根 智仁
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【教員プロフィール】
文化知層探求者。
稲垣デザイン研究所で CI ディレクターを担当後、食品メーカーで商品開発やマー
ケティングに携わる。 90 年代、大手広告代理店で広告や販売促進のプランニン
グを担当、日本能率協会総合研究所で次世代ネットワーク研究開発。2000 年新
潮社漫画雑誌創刊時に、著作権管理や漫画賞プロデュース担当。地上デジタル放
送開始に際し、日テレアートでプロデューサー業務を担当。日テレ AX-ON にて
メディア戦略を中心に番組制作、アニメ制作、CM やイベント等のプロデュース
担当。2015 年「中野文化祭」運営。2016 年度から文化知層の発掘とコンテン
ツ展開を目的とした「聖地創生プロジェクト」を運営、自治体や企業と連動した
インバウンド施策を茨城県・埼玉県・東京都などで実施。関連したイベントをマ
レーシアや台湾などで開催。2018 年度から文化庁多言語解説事業を全国各地で
実施。2018 年よりトキワ荘協働プロジェクト協議会と共同で「トキワ荘大学」
の運営、関連イベントの企画運営を院生と共に実施。拓殖大学非常勤講師。フェ
リス女学院大学非常勤講師。京都芸術大学客員教授。一般社団法人 BUSHIDO
文化協会理事

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書

【指導可能な領域や分野】
（1）メディアプロデュース全般
マーケットが多様化し、メディア環境が激変したコンテンツ分野において、コミュ
ニケーション領域のプロデュース能力が重要。課題創出と実践的解決法を指導。

（2）コミュニケーションデザイン分野
パーソナルメディアの飛躍的進化による情報コンテンツ活用はトランスメディア
による社会実装が重要。コミュニケーションデザイン領域の思考法を指導。

（3）メディアプランニング実践
マス・ローカル・ソーシャルのメディア特性を理解し、ライフスタイルに最適化
されたメディアプランニングを指導。

【歓迎するテーマの例】
社会実装を目標にした課題創出型のテーマとして、地域文化の価値を可視化する
メディアとコンテンツビジネスなどや伝統的な文化とテクノロジーを組み合わせ
た価値創出を目指したものを歓迎する。実施規模としてはソーシャルビジネスか
らグローバルなコミュニティづくりまで幅広く受け入れる。特に 2030 年まで
に実現したい社会課題の解決については相談してください。ご自身の抱える課題
や将来に対する問題提起を 5〜10 年先の視点で捉え、将来起こりうる課題創出
から課題解決に至る価値創造プロセスのストーリー化は歓迎する。

【履修条件等】
コンテンツ制作に関わるテクノロジー系のスキルは事前に講義や他のラボなどか
ら学んでおくこと。課題解決の手法に関しては最適化されたテクノロジーを選択
する必要があるため、修了課題研究の手段として必要な専門性の高いスキルは該
当するカリキュラムを習得すること。

教授

荻野 健一



3

【教員プロフィール】
千葉工業大学工学部電気工学科卒業後、デジタルハリウッド研究所研究生として、
eAT KANAZAWA にて特別賞を受賞し、退所後はフリーの CG デザイナーとし
て活躍。映画「劇場版銀河鉄道 999」「ハッピーフライト」、ゲームソフト「デッ
ド オアアライブ」ライブビデオ・DVD「ウラスマ」（スマップ）、TV 番組「た
けしとひとし」、iPad アプリ「中田英寿 2010 南ア W 杯」、などの CG 担当やそ
の他 CM の CG など多数手掛けている。現在はデジタルハリウッド（専門スクー
ル・大学・大学院・オンラインスクール・その他提携校）の教員。
Maya,ZBrush,Unity,AfterEffect,Photoshop,Illustrator,,, 等の 3DCG や映像
制作、VFX を専門とする。また、本学大学院ではプロジェクジョンマッピング、
3D プリンター、XR、などのエマージングテクノロジーについても研究中。CG
アーティスト、ディレクター、プロデューサーとしての一面もあり様々なコンテ
ンツに於いて「チャレンジ」をモットーとしている。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ

【指導可能な領域や分野】
ICT などを用いたビジネスプランとデモコンテンツ。

【歓迎するテーマの例】
アプリ開発、WEB 制作、CG 制作、映像制作などと関連したビジネスプラン。

【履修条件等】
アプリ開発や Web の制作手法などの指導は行わないため、自身で作成できるこ
とが条件である。または事前に必ず面談を受けること。

准教授

小倉 以索
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【教員プロフィール】
南カリフォルニア大学（USC）の映画制作学科を卒業後、アメリカ映画協会付
属大学院（AFI）の監督学科で修士号を取得。短編映画『ハーフケニス』が、全
米監督協会（DGA）から日本人として初めて審査員特別賞を受賞。ウエンツ瑛
士主演の「タイガーマスク」で商業映画デビュー。2014 年には福本清三主演の
映画「太秦ライムライト」が、ファンタジア国際映画祭で最優秀作品賞、主演男
優賞を W 受賞。また、2016 年に長編第４作目「サイゴンボディガード」がベ
トナムで公開されると「スターウォーズ ローグワン」を超えて大ヒットを記録。
2018 年、小説「パパとムスメの 7 日間」をベトナムで映画化し、ベトナム全土
で 100 万人を動員する大ヒット、ベトナムアカデミー賞最優秀作品賞にノミネー
トされた。2021 年「サイゴンボディガード」が、ユニバーサルピクチャーズに
よってリメイクされることが決定。クリス・プラットが主演し、落合は「アベン
ジャーズ」を監督したルッソ兄弟と共にエクゼクティブプロデューサーとして参
加することが発表された。ロサンゼルスを拠点に日本、アメリカ、ベトナムなど
世界各地で幅広いジャンルの映像を監督している。

【指導可能な提出形式】
作品

【指導可能な領域や分野】
国際的な映画祭に出品、または海外での配給を視野に入れた短編映画、もしくは
長編映画やドラマシリーズの原案になるような短編映像作品の製作指導をする。
CM、ミュージックビデオ、アニメーション、またドキュメンタリーや物語性の
無い実験的映像作品は受け付けていない。また、実写撮影をメインとしますが、
演出の補足としてアニメーションや過去映像を含むことは可能である。作品の尺
はクレジットを含み、5 分以上最長 15 分とする。

【歓迎するテーマの例】
作品はオリジナルでも、原作があるものでも構わないが、原作がある場合は、原
作権の使用許可を書面で取得しなければならない。また、脚本は、大学院外部の
脚本家を起用しても構わないが、その場合、著作権同意書を書面で取得しなけれ
ばならない。作品のジャンルやテーマは問わないが、自分が創らなければ世界に
存在しないようなストーリーでなければ創る意味はない。 

【履修条件等】
脚本家、監督、プロデューサー、のどれか最低一つの役割を担ってもらう。複数
兼任するのは構わない。カメラや編集機材を所持している必要はないが、映像制
作の基礎的な知識は必須で、クラウドファンディングなどを利用して実際に制作
資金集めもしなければならない。

准教授

落合 賢
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【教員プロフィール】
ロンドンの大学院にてファッションとテクノロジーの関係性を独自に学び、帰国
後ファッションテックを軸としたファッションブランドを立ち上げ東京コレク
ションにも参加。クロスシミュレーションを使った CG のファッションショーを
行い、3D から型紙生成した服などを展開するなど先進的な手法を取っていた。
国内外アーティストへの PV やライブ衣装、ツアーグッズのデザインを多数手掛
けるだけでなく、渋谷パルコや伊勢丹をはじめとする国内外の百貨店にも出店す
る。
様々な企業のウェアラブルデバイスデザインや研究開発などを手がける、ファッ
ションテックとデザインエンジニアリングに特化したデザイン会社 ish を設立。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、研究成果報告書、作品

【指導可能な領域や分野】
ファッションテック・ウェアラブルデバイス・ファッション に関係する領域

【歓迎するテーマの例】
ファッションテック・ウェアラブルデバイス・ファッションに関係する領域

【履修条件等】
昨年度の修了課題指導を担当している学生のみ引き続き受け入れいたします。
よって本年度より新規の学生の受け入れはいたしません。

准教授

Olga
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【教員プロフィール】
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、メディアアートの企画制作展示方法を探究している。青山学院大学大学
院経営工学専攻博士前期課程修了後、NTT 入社。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などを併任。博士（情報理工学）（東京大学大学院）。
2013 年より昭和女子大学環境デザイン学科教授。2019 年度よりデジタルハリ
ウッド大学及び大学院教授。2021 年度より大学院専攻長。1996 年頃よりメディ
アアートの制作を開始。NTT/ICC、メディア芸術祭愛知展などで作品展示。展
覧会の企画、監修、展示協力などに関わり続ける。情報処理学会マルチメディア
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 DPS ワークショップ最優秀論文賞など受賞多数。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書、作品

【指導可能な領域や分野】
・基本なんでもあり　・特定の専門や領域や分野にこだわらない　・まだ形になっ
ていないアイデアやテーマを歓迎　・他の指導教員ではやりにくいことも歓迎　・
当面はいろいろ模索したいひとも歓迎

【歓迎するテーマの例】
歓迎するテーマ：・個人的な経験や動機に出発して　内発的な欲求に従って　誰
にもほめられなくても推進できること　・現象を捉え　現象を起こし　今の世界
の広く多くのひとを対象とするもの
望む人物像：・新しい仕掛けや継続させる仕組みをつくってみたいひと　・世の
中や自分を戦略的にプロデュースしたいひと
・論文を書き学会発表をしたいひと　・博士学位を取得したいひと　の対応をし
ますが　そうじゃないひとも歓迎

【履修条件等】
・必要な知識や技術は自身で解決すること
・指導教員のラボプロジェクトへの参加を強く推奨

教授

木原 民雄
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【教員プロフィール】
女子美術大学芸術学部油絵専攻卒業後、渋谷区立代々木中学校美術科教諭に就任。
同校退職後、フリーイラストレーターとして活動を開始する。電通アドギャラリー
主催の「気鋭のイラストレーター 100 人展」に 2 度参加。東京ディズニーラン
ド開園 5 周年記念イラストコンテストで手塚治虫氏よりグランプリ受賞。1996
年 4 月よりデジタルハリウッド本科にて、PRISMS、ALIAS、MAYA の講師と
テキスト制作を担当しており、ゲーム業界、CG 映像業界に多数の卒業生がいる。
2005 年度よりデジタルハリウッド大学教員となり現在教授となる。2018 年度
より武蔵野美術大学造形構想学部映像学科教員となり現在に至る。NFT アート
アワード 2021 審査員となる。

【指導可能な提出形式】
作品

【指導可能な領域や分野】
3DCG 技術研究、2D・3D アート全般、2D・3D アニメーション。

【歓迎するテーマの例】
3DCG 技術に関する内容全般

【履修条件等】
デジタルハリウッド大学にて 3DCG のゼミを履修していた者。または、同等の
技術があると認められた者。作品選考を行う。

教授

黒田 順子
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【教員プロフィール】
1992 年日本電信電話株式会社入社。2002 年デジタルハリウッド株式会社執行
役員に就任。日本初の株式会社立専門職大学院デジタルハリウッド大学大学院の
設置を経験。同年、E ラーニング開発、人材育成コンサルティング事業を運営す
る株式会社グローナビを立ち上げ代表取締役社長に就任。(※2021 年 4 月同大
学 学長補佐 ) 2009 年より同大学院事務局長を経て専任教授としてデジタルテ
クノロジーを活用した教育イノベーション EdTech の研究実践および学生の指
導にあたる。2021 年 4 月同大学 学長補佐に就任。
2017 年には一般社団法人教育イノベーション協議会を設立。教育再生実行会議
他、文部科学省、経済産業省、総務省等、国の委員や起業家育成プログラムのメ
ンター・審査員等を多数歴任。教育に関する国の委員や全国の教育系起業家の育
成にも関わる。国内における教育イノベーションの加速を推進すべく、「新しい
教育の選択肢を知って頂くこと」と「既成概念にとらわれない教育イノベーター
を生み出すこと」を目的とした、世界初の EdTech グローバルカンファレンス
イベント Edvation x Summit を開催。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書

【指導可能な領域や分野】
「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」「（広義の）教育に関
する新規サービスやプロダクトの開発」「教育制度に関する課題改善」「新しい教
育⼿法の開発」

【歓迎するテーマの例】
（広義の）教育に関するテーマ全般

【履修条件等】
適切な指導実施のため、最低 1年間のエフェクティブラーニングラボの受講を条
件とする。

教授

佐藤 昌宏
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【教員プロフィール】
1970 年生まれ。慶応義塾大学商学部及び環境情報学部卒。VR マルチプレイ剣
戟アクションゲーム「ソード・オブ・ガルガンチュア」のプロデューサー。
Oculus の超絶オススメ「殿堂入りアプリ」の 1 本に 2020 年に選ばれている。
ゲームジャーナリストとして、著書に『VR ビジネスの衝撃「仮想世界」が巨大
マネーを生む』（NHK 出版新書）がある。日経新聞電子版などに執筆多数。
2010 年 11 月に放送された NHK スペシャル「世界ゲーム革命」、書籍版『世界
ゲーム革命』（NHK 出版）で、資料提供や現地取材など番組制作に深く協力して
いる。Thirdverse Ready にてメタバースに関する記事を連載中。また、メタバー
スビジネスに関する書籍の出版を準備中。
東京ゲームショウで、インディペンデントゲーム開発者向けの国際プレゼンテー
ションイベント「センス・オブ・ワンダーナイト」の委員長と司会を 10 年以上
務める。米国ゲーム開発の専門誌「Game Developers Magazine」（UBM
Tech）でゲーム産業の発展に貢献した人物として 09 年に「The Game
Developer 50」に選出されている。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文

【指導可能な領域や分野】
XR（VR、AR、MR）が中心ですが、ゲーム開発技術に関連することや、ゲーム
産業に関わることであれば、全般的に指導対象とします。技術だけでなく、非技
術的（文化や産業構造など）な内容でも対応可能です。

【歓迎するテーマの例】
ゲーム分野は技術革新のペースが速いので、時々でテーマを検討する必要があり
ます。内容は自由に取り組んでもらって構いません。
過去には、研究としては、VR 酔いを抑える手法の研究、分岐型ストーリーの研究、
特定のテーマを安価な方法で実現する研究、VRChat のアバターの改造がどのよ
うに行われているかというものがありました。
ビジネスプランとしては、アートスタジオ設立のプラン、VR を使った教育コン
テンツの販売プランというものがありました。
デモなりの作品が完成すれば終了ということにはなりません。

【履修条件等】
ゲームラボの時間に合わせて指導を行うため、指導を受けたい場合、ゲームラボ
の受講は必須です。

教授

新 清士
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【教員プロフィール】
アメリカの放送局で番組製作業務に従事。世界のコンテンツ教育機関の実態調査
を行い、実践型教育によるプログラムを開発。 世界各国の高等教育制度や質保証
を比較し、「コンテンツ産業論」や「アニメ学」等の著書を執筆。
私塾から専門学校、大学、大学院（研究）、専門職大学院、大学院博士課程と様々
な現場にて理論と実践の教鞭経験を持つ。
実務型教育をテーマに、「デジタル人材」「専門職大学・大学院教員」「高等教育
マネジメント人材」など高度職業人を養成している。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書

【指導可能な領域や分野】
映画、アニメ、マンガ、ゲームなどデジタルコンテンツに関わる産業、文化、政
策、高等教育、ビジネス

【歓迎するテーマの例】
コンテンツ産業の統計やビジネスモデル、ヒットコンテンツなどデータに基づい
た分析を行うもの。また海外調査と論文執筆を行うものも歓迎する。

【履修条件等】
学会での論文発表を行うため、デジタルコンテンツの学術研究を実践したい院生
に受講を認める。
日本語の専門用語も多い為、日本語が苦手な院生や作品制作を主として行なって
いる院生には受講を勧めない。（留学生は、日本語能力試験 N1 取得者を推奨する )

教授

高橋 光輝



11

【教員プロフィール】
2002 年、空間クリエイティブカンパニー・JTQ を設立。“空間をメディアにし
たメッセージの伝達” をテーマに、さまざまなイベント・商空間開発・都市活性
化事業・地域活性化プログラム・企業ブランディング等を手掛ける。独自の空間
開発メソッド「スペースコンポーズ」を提唱、環境と状況の組み合わせによるエ
クスペリエンスデザインは多方面から注目を集めている。現在、 CCCマーケティ
ング株式会社取締役 CCO、一般社団法人 Media Ambition Tokyo 代表理事、一
般社団法人スーパーシティ AICT コンソーシアム顧問などを務める。 

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ

【指導可能な領域や分野】
空間デザイン・空間コミュニケーション他

【歓迎するテーマの例】
空間コミュニケーションの可能性を広げるポジティブな思考やアイデアに期待し
ます。

【履修条件等】
特にありません。

教授

谷川 じゅんじ
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【教員プロフィール】
経営者、研究者。
1997 年北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士前期課程修了後、日本
シリコングラフィックスに入社。スパコンや可視化 /VR/AR のシステムの構築
に携わり、2008 年 CTO。2004 年博士（情報科学）東北大学にて取得。2009
年よりエイベックスにて BeeTV（dTV）、SAP、決済基盤を構築する。2019 年
より双日グループのエヌジーシーにて代表取締役社長。自動車会社のデザイン部
門の実物大の CG を投影しレビューするシステムや 4K/8K の映像編集
システム FLAME 構築を手掛ける。双日と EV の管理システムを開発中。上智大
学や奈良女子大学の非常勤講師を経て、長岡技術科学大学の先端シミュレーショ
ン工学講座の客員准教授。2011 年よりデジハリ大学院の客員教授。2012 年よ
り専任教授。コンピュータのしくみをわかりやすく教える。東京大学と人工自我
を研究。オンラインコミュニケーションを支援する AI も開発。また、東京藝術
大学と、演奏と Visual Jockey のパフォーマンスや、ミュージカルの背景の VJ
を監修。2008 年 Good Design 賞受賞。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書、作品

【指導可能な領域や分野】
表示装置や可視化ソフトウェア、AI、人工自我、コンテンツ制作

【歓迎するテーマの例】
双日グループの映像と VR の専門商社の株式会社エヌジーシーの社長をしてます
ので、高輝度高精細の LED ディスプレイなどを使ったデモやコンテンツ制作も
歓迎です。会社には、北陸先端科学技術大学院大学の宮原名誉教授が開発された、
素晴らしいオーディオ装置もあります。

【履修条件等】
特にありません。どの分野出身の方も大歓迎です。議論を重ね、新しい領域を創
造していきましょう。

教授

橋本 昌嗣



13

【教員プロフィール】
東北大学医学部卒、眼科医、東北大学医学部大学院にて博士課程終了、医学博士。
98 年より MIT Ann Graybiel lab でポスドク。2004 年に帰国し、理化学研究
所脳科学総合研究センターで副チームリーダーを経て、2008 年より適応知性研
究チームのチームリーダー。社会的脳機能の研究を行う。2014 年に株式会社ハ
コスコを創業。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、研究成果報告書、作品

【指導可能な領域や分野】
現実科学全般、特に XR 系、ブレインテック系の研究、ビジネス設計や事業化、
またそれらを使ったメディア・アートについて。

【歓迎するテーマの例】
現実を科学し改変することでこれまでにない価値を生み出し、世界をゆたかにす
ることが出来るテーマであれば歓迎する。

【履修条件等】
単なる絵空事ではなく、実際に自分で作ることが出来ること、もしくは作るため
のチームを組成し動かすことが出来ることが条件。
これまでに作ってきたコトやモノを事前にポートフォリオとして提出、もしくは
プレゼンしてもらいたい。

卓越教授

藤井 直敬
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【教員プロフィール】
上智大学法学部在学中からデザイナーとして活動。卒業後 Yahoo! JAPAN、
CyberAgent、Coca-Cola、beacon communications、GROUND、電通を経て
最終的には dentsumcgarrybowen の Executive Creative Director で会社員人
生一旦終了。2021 年から TaDah 合同会社をスタートし、代表社員でクリエイ
ティブディレクター。デジタルをベースに戦略とクリエーティブをどちらもやる
バランス型。趣味は家族と遊ぶこと、あと仕事。最近気になっているテーマは 3
つあり、フィジカルな編集物としての本をつくること、集まれる場としての店を
つくること、インタラクティブにこだわること。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、研究成果報告書、作品

【指導可能な領域や分野】
比較的幅広い領域に対応可能だと認識しており、過去実際に対応してきたと思い
ます。院生各位の持つコアアイデア・テーマをブラッシュアップするための議論
はしたいと考えていますが、わたしの中心的ミッションは「そのアイデアや課題
意識をどのようにターゲット（必ずしも狭くなくて良いです）に伝えるのが最も
適切か」のサポートを行うことだと考えています。

【歓迎するテーマの例】
メディア、インタラクション、ファッション、アート、政治など

【履修条件等】
ネイティブレベルの日本語運用能力。それ以外には特にありませんが、ラボプロ
ジェクトでご一緒していると話が早いな、と思うシーンが多くありました。ご検
討ください。

教授

本多 忠房
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【教員プロフィール】
オランダのユトレヒト芸術大学を卒業したマイケル・ブランセは、九州大学で博
士号を取得するために日本に渡り、主にゲームデザインとインタラクションデザ
インを専門に 2015 年に卒業した。以来、マイケルはゲーム史とゲームデザイ
ンの方法論の研究を続け、現在進行中の研究は、ゲーム世界の物語の可能性を調
査することを目的としており、主に ADADA や HCII などの国際学会に発表して
いる。最近では、マイケルの代替ボイドシミュレーションに関する研究が、
ADADA+CUMULUS 2021 で Excellent Presentation 賞を受賞していた。教
師としては、主にリアルタイム技術、特に Unreal 技術を使用したゲーム開発お
よびゲームアートの教育に力を注いでいる。趣味としては、ゲームを作ったり遊
んだりするのが好きである。

【指導可能な提出形式】
論文、研究成果報告書、作品

【指導可能な領域や分野】
様々なリアルタイムコンテンツの制作（モデリング、VFX、シェーダー、ゲーム
プレイテンプレート等）を、主に最適化の観点から指導することが可能です。ま
た、私はゲームデザインの研究をしているため、学生がゲームのユーザビリティ
手法やユーザーエクスペリエンス、ゲームデザインの方法論などを研究したい場
合も指導することが可能です。残念ながら、事前のハードウェアの制約により、
VR/AR に手を出す機会がないため、それは得意ではありません。ビジネスやマー
ケティングも得意ではありません。

【歓迎するテーマの例】
私はノンフォトリアリスティックレンダリングに最も興味があるので、このよう
な効果を研究したい人は大歓迎です。ただし、よくある単純なトゥーンレンダリ
ングよりもユニークである必要があることに留意してください。さらに、ゲーム
のユーザビリティ研究に興味があれば、大歓迎です。
基本的には、ビジネス志向というよりは、クリエイティブ志向、研究志向の強い
学生を希望しています。最終課題では、自分の作りたいもの、研究したいものに
需要があるかどうかを調査する必要がありますが、クリエイティビティは重要で
す。

【履修条件等】
ゲームやインタラクティブ映像など、リアルタイムコンテンツの開発経験がある
ことが必要です。研究にも、優れたリアルタイムコンテンツの開発にも、ベース
となる知識は絶対に必要なのです。

准教授

ブランセ マイケル



16

【教員プロフィール】
京都府出身。18 年にわたり NEC に勤務。MPEG1 でのマルチメディア技術の
開発と国際標準化と日本工業規格化を行い、MIT（マサチューセッツ工科大学）
で画像圧縮技術のために留学。NEC 退社後、ベン チャー投資会社において大企
業の新規事業開発支援、2002 年 9 月に投資会社から分離独立し、NVD 株式 会
社（旧ネオテニーベンチャー開発）を設立、代表取締役に就任。大手企業の新規
事業開発・社内ベンチャー育成などのコンサルティング実績を持つ。 IEEE 会員、
MIT 日本人会会員。工学博士（機械宇宙工学）。現在に至る。【著書】「ヒット商
品を生み出すネタ出し練習帳」「図解入門ビジネス最新事業計画書の読み方と書
き方がよーくわかる本 社内新規事業からベンチャーまで [ 第 3 版 ]」など多数。

【最新論文】石井晃 ( 鳥取大学 ) 共著 ""An Analysis with Dynamics Between 
Human Motivation and Messaging on Social Networking Services", 
Intelligent Systems Conference (2021)

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書

【指導可能な領域や分野】
（1）ビジネスモデルの比較論、先端技術とビジネス、新規事業開発論、起業と
SDGs

（2）計算社会科学（SNS の定量的な解析）にそったビジネス、マーケティング
分野

【歓迎するテーマの例】
（1）デジタルデバイドの課題解決論
（2）社会起業論と実践
（3）市場や企業活動の計算社会科学による解析

【履修条件等】
ビジネスプランニング基礎を履修し単位を取得した者。履修中あるいはこれから
履修しようとする者は（オンライン）面談などで相談の上、本指導の履修の可否
を決定する。

教授

松本 英博
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【教員プロフィール】
コンピューターサイエンティスト、メタバース研究、コミュニティー研究、バー
チャルコンテンツ経済、ブロックチェーンなど、デジタルコンテツに関しての価
値や市場とコミュニティーの研究や、生産消費者によるコミュニティー市場経済
の可能性など研究しています。
スタンフォード大学大学院、コンピューター数学科修士終了後、サンタクララの
研究所で人工知能、エージェントシステムなどの研究に携わり、その後米国で独
立、ＴriＵnity 社、3WC Inc, など、インターネット関連のベンチャー企業を立
ち上げ、その後日本で、日本 Web コンセプツ社を立ち上げ、日本でもインター
ネット関連のビジネスを展開今に至る。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書

【指導可能な領域や分野】
プランとデモコンテンツ：プラットフォーム、プロトコル、IOT、ブロックチェー
ンなど技術的に⾰新的なもののみ。 論⽂／研究成果報告書：VR、AR、CG、UI、 
UX、IOT などの基礎技術及び、コンテンツ、医療応⽤系

【歓迎するテーマの例】
世界を幸せにできる研究、世界を美しくできる研究など。

【履修条件等】
特になし

教授

三淵 啓自
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【教員プロフィール】
認知社会心理学・メディアコミュニケーションの研究者として奨学金を得て渡米。
留学中に研究対象である「マルチ・エージェント」や「ネットワーク・メディア
というイノベーション」に興味を持ったことから、ビジネスの領域へ。その後、 
Microsoft や McKinsey といった外資系企業でキャリアを積む一方、学術的ア
プローチでアニメや日本のメディアに対する調査を続けた。コンテンツ投資会社、
電通グループのコンサルティング会社を経て、現職。
国際基督教大学大学院 博士前期課程修了 修士、Golden Gate University 
School of Technology Management 及び New York University Graduate 
School Ph.D. Program 留学、早稲田大学大学院 国際情報通信研究科 博士後期
課程 単位取得修了。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書

【指導可能な領域や分野】
コンテンツビジネス、ビジネスデザイン、ソーシャルビジネスなど（アウトカム
が社会影響など直接的に経済指標だけでは評価しにくいものであっても可とす
る）

【歓迎するテーマの例】
新たなテクノロジーを用いたビジネスの可能性や社会的インパクトのあるアク
ションなど挑戦的なもの

【履修条件等】
特になし

教授

森 祐治
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【教員プロフィール】
ジーズアカデミー学校長（卒業生が 6 年で 70 社起業、総資金調達額 80 億の起
業家エンジニア養成スクール）として教鞭をとる傍ら「 LaravelDB.com 」「 
BingMaps GO! / BmapQuery.js(Microsoft OpenSource Project に採択され
る  」など開発者、制作者のための Web サービスを運営、OSS 活動もおこなっ
ている。
研究・OSS 活動が認められ米 Microsoft 公式サイトに日本人では初めて掲載さ
れる。
@IT、日経ソフトウエアなど数々のメディアで執筆を手掛け、日経 PC21「名作
フリーソフトを訪ねて」でも自身の開発したアプリが選出するなど、多方面で活
躍。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ

【指導可能な領域や分野】
Web サービス、Web アプリケーション、アプリ

【歓迎するテーマの例】
Web サービス等のアプリケーションで起業、新規事業を目指してる人

【履修条件等】
一般的な PC スキルとブラインドタッチのレベルでキータイピングできる。 
HTML/CSS/JavaScript/PHP などで得意な言語をもってるのが望ましいが、無
い場合は「自学自習できる人」であれば検討可能。

教授

山崎 大助
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【教員プロフィール】
早稲田大学　社会科学部卒業、( 株 ) リクルート、CCC 取締役 ( 創業期メンバー )、
エスクァイア･マガジン･ジャパン CEO、GAGA 、カルチュア・パプリッシャー
ズ ( 現・カルチュア・エンタテインメント ) CEO とし、海外映画の権利輸入、配給、
宣伝の総合プロデュースを行う。「セッション」「ルーム」で、買付作品が、米国
アカデミー賞を二年連続受賞。他に「キック･アス」「マリリン七日間の恋」など。
韓国ドラマでは「イケメンですね」で、第二次韓流ブームを創る。K-POP グルー
プ「インフィニット」を日本でプロデュース。オリコン 1 位を獲得。デジタル
ハリウッド大学大学院「日本 IP グローバルチャレンジ」PJ で発掘した原作小説

「千年鬼」（著・西條奈加）のリメイク・アニメ映画企画が、2020 年、香港フィ
ルマート併設の国際企画コンテスト「HAF」で大賞を受賞。香港政府からの制
作支援金を獲得し香港の映画企画会社でアニメ映画製作中。現在、デジタルハリ
ウッド株式会社　代表取締役社長　兼　CEO を務める。

【指導可能な提出形式】
プランとデモコンテンツ、論文、研究成果報告書

【指導可能な領域や分野】
（1）映画を中心とする映像コンテンツのビジネス関連分野。※ゲームは領域外で
あるが言語教育のエデュテイメントは可能である場合もあり得る。

（2）言語学習・教育関連分野
（3）韓国エンタテインメント事業関連分野

【歓迎するテーマの例】
同上。

【履修条件等】
意欲のある方。※私への課題提出期限を厳守してください。事務局への提出前に
指導する必要があるためです。

教授

吉村 毅
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【教員プロフィール】
1964 年、広島生まれ。ゲーム作家・ライター。代表作『ぷよぷよ』『トレジャー
ハンターＧ』『BAROQUE』などコンピュータゲームの企画監督脚本を手がける。
また『はぁって言うゲーム』『変顔マッチ』『あいうえバトル』『はっけよいゲーム』

『想像と言葉』『レディファースト』『大炎笑』などのテーブルトップゲーム制作も。
池袋コミュニティ・カレッジ「表現道場」の道場主。宣伝会議「編集ライター養
成講座　即戦力コース」専任講師。

【指導可能な提出形式】
作品

【指導可能な領域や分野】
ゲームの企画、制作。（プログラムやグラフィックスやサウンドなどの個別のスキ
ルに関しては指導しない）

【歓迎するテーマの例】
ゲーム作品。コンピュータゲーム、アナログゲーム、リアルな場でのゲーム。

【履修条件等】
米光のゲームメカニクスラボ内でやりとりするので、ゲームメカニクスラボ必須。

教授

米光 一成




