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第１章 事業概要 

第１節 事業の趣旨・目的 

近年、AI や IoT 等の先端技術の発展・普及が進んでいる。この状況下で日本が先進国と

して世界を先駆けるには、日本社会に先端技術を普及・浸透させ、Society5.0 への適応を促

進することが不可欠である。その際に必要なのは、先端技術に関わる知識を持ち、それらの

技術の活用方法の提案を行うことで、ビジネスの現場での導入・活用を主導できる先端技術

で武装したマネジメント人材である。 

 Society5.0 の象徴的なエンターテイメントになると予想されている e スポーツは、情報技

術の最先端を行く分野であり、近年、国内外で大きな注目を集めている。e スポーツチーム

で上記のようなマネジメント人材を養成し、先端技術の導入・活用を進めることができれば、

日本社会全体の先端技術活用の機運を高めることに繋がると考える。また e スポーツ分野

におけるプロチームのマネジメントは、一般的なビジネス現場におけるチームマネジメン

トと類似点が多い。そのため、e スポーツ分野における先端技術活用型マネジメント人材養

成は、他分野にも応用可能な教育モデルとして活用できる。

 そこで本事業では、e スポーツ分野における先端技術活用型チームマネジメント人材養成

プログラムの開発に取組む。さらには、e スポーツ分野で確立される先端技術活用型マネジ

メント人材の人材像とその育成システムを他の分野へ拡張するための指針を主導する。こ

れにより、日本社会全体の Society5.0 社会への適応促進に寄与する。
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第２節 事業の背景 

(1) 日本社会が Society5.0 に適応するために必要な先端技術活用型マネジメント人材

第 4 次産業革命により、AI や IoT、ロボット技術などの様々な先端技術が発達しており、

これらの技術は既に基礎研究のレベルを出て、様々な分野の産業において実用化の段階に

入っている。20 世紀後半の第三次産業革命では、インターネットやパソコン、携帯電話な

どの情報通信技術が爆発的に発達・普及し、当時想像もしなかったほど社会全体に大きな変

革をもたらした。その結果、現代社会では情報通信技術が我々の生活や仕事の中に深く浸透

しており、最も身近で必要不可欠な技術のひとつとなっている。第 4 次産業革命における

先端技術は、かつての情報通信技術と同じく、今ある社会を大きく変革させると考えられて

おり、その先にあるのが Society5.0 という新しい社会である。 

AI や IoT、ロボット技術などの先端技術の研究開発・実用化は、今や世界各国が精力的

に取組む一大テーマのひとつとなっている。この状況下で日本が先進国として世界を先駆

けるためには、日本社会全体への先端技術の普及・浸透を促進することが不可欠である。そ

のためには、国内における先端技術の発展は大前提であるが、技術があっても自然と社会に

浸透するには⾧い時間を要することは想像に難くない。したがって、日本の将来的なさらな

る発展のためには、先端技術の黎明期にある今から、日本社会の先端技術への適応を促進す

る人材の育成を進める必要がある。各産業の現場での先端技術の導入・活用を進めるために

は、現場を取り仕切るマネジメント人材が、AI や IoT、ロボット技術などに関わる知識を

持ち、各産業のビジネス現場でそれらの技術の適切な活用方法の提案・導入を主導できるこ

とがひとつの必須要件であると考える。このような知識・スキルを持つマネジメント人材を、

本事業では『先端技術活用型マネジメント人材』と定義する。 

(2) e スポーツ分野で先端技術活用型マネジメント人材を養成する意義

上記の先端技術活用型マネジメント人材は、様々なビジネスの現場で潜在的なニーズが

あることは間違いない。しかしながら現時点での日本社会では、新技術に関する知見が幅広

い層に浸透している段階にはなく、企業あるいは個人として身近なものと認識している

人々は一部に留まっていると考えられる。したがって、社会全体に先端技術を身近なものと

して認識させ、関心を高める取組みが求められる。 

その際、特に人々が強い関心を持ちやすいエンターテイメント分野で、先端技術活用型マ

ネジメント人材を養成し、先端技術の導入・活用を推進することができれば、社会全体への

浸透に大きく貢献できると予想される。中でも、Society5.0 社会における新たなエンターテ
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イメントと見なされている『e スポーツ』は、新時代の象徴的なコンテンツであり、情報技

術の最先端をいく分野である。 

 

また、現在国内のみならず世界的に注目が集まっており、市場規模が急速に拡大している。

次に示すグラフは、米国の調査会社 SuperData Resarch の調査結果で、世界の e スポーツ市

場規模の現状と、2022 年までの成⾧予測である。2017 年時点の 15 億ドルから順調に成⾧

しており、今後も右肩上がりに推移するとの予測が示されている。このデータからもわかる

ように、今後 e スポーツは、技術の進展に合わせて成⾧が期待できる分野のひとつである。 

 

世界の e スポーツ市場規模 

 
（出典）2017 SuperData Research e スポーツグローバルマーケットレポート 

 

上記のことから、e スポーツ分野において先端技術の導入・活用を進める取組みは、社

会の関心を集めやすい。したがって、e スポーツ分野において先端技術を活用したマネジ

メントのモデルを構築することができれば、社会全体への先端技術の浸透に大きく貢献す

ると考える。 

 

 

(3) e スポーツチームのマネジメント人材の需要 

 国内の e スポーツ業界は現状、黎明期にあることから、業界全体での取組状況や情勢な

どが見えづらい状態にある。したがって、e スポーツのマネジメント人材の需要について

は、現時点では具体的なデータはない。ただしチーム競技という観点での有力な類似事例

として一般的なプロスポーツチームを取り上げれば、1 チームの運営を行うために数十名

のスタッフが必要であり、ここで必要とされるマネジメントの専門人材を養成する専修学
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校専門課程も存在する。e スポーツチームでもチーム運営という観点では、スポーツチー

ムと類似した業務項目が発生することが予想される。現状では多くの e スポーツチームで

は、コアメンバーがプレイングマネージャーとして仕事を兼任している場合が多く、大き

な負担を強いられている。今後の国内 e スポーツ業界の発展を考えれば、e スポーツチー

ムのマネジメント人材養成の必要性は高いと考える。 

 

 

(4) e スポーツ分野のチームマネジメントで活用可能な先端技術 

e スポーツチームにおけるチームマネジメント業務は、基本的にチームの運営に関わる

すべての業務を指し、その内容は多岐に渡る。具体的には、チームを構成するプレイヤ

ー・スタッフの人事管理や、プレイヤーの健康・メンタル管理、運営に関わる戦略情報収

集・分析、広報活動企画・推進、外部との折衝などが想定される。これらのチームマネジ

メント業務の質は、所属プレイヤーのパフォーマンスやチーム運営資金の確保に直結する

ことは、同じエンターテイメント分野で様々なスポーツチームの多くの事例が明示すると

ころである。したがって e スポーツチームにとって、チームマネジメント業務の質的向上

は極めて重要である。 

 

 これらのチームマネジメント業務のいくつかには、現時点でも導入・活用することによ

って効率化・効果向上等が望める先端技術が存在する。 

 

例えば人事管理では、チーム構成員各人の能力適正を判断し、それを加味した適切な役

割を与えることで、組織としてのパフォーマンスが向上することは周知の事実である。特

にチーム競技では、チームとしてのパフォーマンスの向上が常に求められることから、人

事管理の重要性は高い。この人事管理は現状、場面に合わせた評価基準が設けられ、それ

に基づき人間が主観で判断する形態が一般的である。その際、日本 IBM 株式会社では、

同社の人工知能『Watson』の一つの活用事例として、人事に関するデータの集積・分析を

実現しており、人事業務のソリューションとして既に実績を挙げている。e スポーツチー

ムの人事を検討する際にこのような技術を活用して、人工知能から客観的分析結果に基づ

くセカンドオピニオンを得ることができれば、判断ミスの予防や適性の新規発見等に繋が

り、人事の効率化・質的向上に大いに貢献すると考えられる。 

 

 また、プレイヤーのパフォーマンスを高い状態に保つには、コンディションの管理が欠

かせない。特にメンタルのコンディションについてはこれまで把握が難しく管理が困難で

あった。しかし表情や声から精神状態を分析する人工知能技術が現れており、これを活用

することで飛躍的にメンタルヘルス管理がしやすくなると予想されている。また、センサ

ーが組み込まれたスマートウェアなどの技術を活用すれば、身体の状況に関わるデータを
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リアルタイムで収集することができ、身体的なコンディションの管理に大いに役立つと考

えられている。 

 

 このような技術は今後もより高度で便利な技術へと進歩し、現在のチームマネジメント

の在り方を大きく変化させることは確実である。その際、積極的に新たな技術を取り入

れ、より質の高いマネジメントを行うことができる先端技術活用型チームマネジメント人

材は、業界がこの変化に対応していく上で必要不可欠である。 

 

 

(5) e スポーツ分野における先端技術活用型チームマネジメント人材に必要なスキル 

e スポーツ分野において上記のような技術を取り入れたチームマネジメントを主導する

人材、すなわち先端技術活用型チームマネジメント人材は、 大きく 4 つの領域のスキル

を身に着ける必要があると考える。 

 

１つ目は、チームマネジメント領域である。チーム運営戦略や人事管理、マーケティン

グ、法律など、マネジメント人材が直接的に携わる業務に必要なスキルを身に着ける必要

がある。２つ目は、先端技術情報領域である。先端技術を e スポーツにおけるチームマネ

ジメントに活用するために、AI や IoT、ロボット技術などの先端技術について、仕組みや

活用・導入事例を知る必要がある。また個別の技術の知識をどのような形で e スポーツに

おけるチームマネジメントに導入・活用していくかを知識として持つ必要がある。3 つ目

は、e スポーツ領域である。e スポーツ分野においてチームマネジメントを行うためには、

e スポーツ業界のビジネス構造や e スポーツチームのビジネスモデル、e スポーツ業界の動

向、e スポーツに関わるプレイヤーやスタッフ、オーディエンスなどの人材特性、e スポー

ツチームの活動内容・運営戦略などが前提知識として必要である。４つ目はコンピテンシ

ー領域である。e スポーツや先端技術は現在黎明期にあり、今後さらに変化していくこと

は確実である。これを踏まえれば、既存の知識・スキルの応用、あるいは新たな知識・ス

キルの情報収集と獲得等を行うことができなければならない。したがって、学習力、応用

力、情報収集・分析力、問題発見・解決力などのコンピテンシーをも兼ね備える必要があ

る 

 

 

(6) 学習ターゲットのボリューム感 

本事業で構築する教育プログラムは、専修学校専門課程在籍者を対象とする 2 年制専門

課程での運用を想定して構成する。その際、学習ターゲットは、基本的に高校卒業以上の

資格を持つ者すべてを想定する。 
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国内の e スポーツ競技人口は約 390 万人と言われており、オーディエンスは約 160 万人

と推定されている。日本 e スポーツ業界は世界に比べて後進国と言われているが、ゲーム

分野では世界を牽引してきており、ゲーム文化が世代を超えて浸透していることから、こ

の分野への若手世代の関心は高い。ただ、日本では現状、エンターテイメントとしての e

スポーツには大きな注目が集まっているものの、仕事としての“e スポーツ”は周知が進ん

でおらず、e スポーツ分野の学習を希望する若手世代のボリュームは顕在化していない状

態にある。 

 

ただし、例えば、ソニー生命保険株式会社「中高生が思い描く将来についての意識調査

（2017 年）」によれば、将来なりたい職業として上位にゲームクリエイターがランクイン

しており（男子中学生 20%、女子中学生 8%、男子高校生 12.5%）、若年世代がゲーム業

界に高い関心を持つことがわかる。また YouTuber 等の動画投稿者、スポーツ選手、歌

手・俳優・声優、イラストレーター・アニメーター・漫画家など、他のエンターテイメン

ト分野の職業が多数ランクインしている。国内 e スポーツ業界の振興が進んできているこ

とから、上記の調査結果を鑑みるに、e スポーツ先進国のアメリカ・韓国等で見られるよ

うに、仕事としての“e スポーツ”に関心を持つ若年世代は大幅に増加すると推測できる。 

 

 

(7) 本事業の目標 

本事業の活動を通して先端技術活用型チームマネジメント人材を養成する教育プログラ

ムを構築できれば、e スポーツチームへの先端技術の導入が進み、e スポーツ業界全体の

Society5.0 社会への対応が促進されると考える。また、本プログラムは上述のとおり専修

学校専門課程を対象とするが、e スポーツにおけるチームマネジメント業務は、スポーツ

チームやビジネスにおけるプロジェクトチームにおけるマネジメント業務とも類似する点

が多い。そのため、他分野の専門学校に同様のスキームを適用できる可能性が高いという

点で有意義である。 

 

e スポーツ分野において新たな時代に適応したチームマネジメント人材養成の先進的な

モデルを構築し、日本社会全体の Society5.0 社会への適応の促進に寄与する。 
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第３節 事業の実施体制 

 事業推進にあたっては、事業推進の中核的な役割を担う実施委員会と各事業活動に関わ

る個別的な検討・作業を担う分科会を設置する。以下にイメージ図を示す。 

 

 実施委員会では、本事業に参画する教育機関、業界企業・団体等が知見を持ち寄り、本事

業の目的を達成すべく、事業活動方針の検討、育成すべき人材像の具体化、教育プログラム

の全体構成の検討、成果物に対する評価等を行う。 

 

 分科会については、「調査・開発分科会」「実証・評価分科会」の 2 系統を設置する。各分

科会の構成員は、調査・開発および実証・評価の各事業活動に適した機関を選抜して委員を

構成する。各分科会は、実施委員会で策定する活動方針に基づき、各事業活動の実施計画の

具体化、活動の推進、成果物作成・評価等を行う。 

 

 当財団（公益財団法人国際研修交流協会）は上記の実施委員会および分科会の主催者とし

て各会の活動を主導する。加えて、参画機関への事務連絡や支出管理等の事務的業務を担当

する。 
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第４節 事業参画機関 

以下に今年度、本事業に参画した委員を掲載する。 

 

機関名 地域 

公益財団法人国際研修交流協会 東京都 

学校法人こおりやま東都学園 福島県 

学校法人 智晴学園 沖縄県 

学校法人日本コンピュータ学園 宮城県 

株式会社 AileLinX 東京都 

株式会社スタジオ・アルカナ 東京都 

株式会社ハートビーツ 東京都 

株式会社テクロス 東京都 

ジョルダン株式会社 東京都 

ふちゅう大学誘致の会 広島県 
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第２章 ヒアリング調査 

 本事業ではまず、教育プログラムの開発にあたって、e スポーツ業界の現状の実態や人材

ニーズ等を把握するためにヒアリング調査を実施した。本章では本ヒアリング調査の実施

概要と実施結果を報告する。 

 

第１節 ヒアリング調査概要 

(1) 調査目的 

 現在の e スポーツの全体像や e スポーツチームの実態について、ヒアリングの実施を通

して調査し、e スポーツ業界における人材ニーズや本事業で養成すべき人材像の概観を把握

することを目的とした。特に、e スポーツでは新興分野であり、現時点では人材類型・スキ

ルが整理されていない。そのため、本調査では e スポーツ分野に関する人材類型の概観の整

理に資する情報の収集に重点を置いた。また、本事業への協力機関（業界企業,有識者等）

の発掘も狙いとした。 

 

(2) 調査方法 

 次項に掲載する e スポーツ業界企業・団体やゲーム業界企業に対して、個別ヒアリングに

より情報を収集した。 

 

(3) 調査対象 

 本調査は。下表に掲載する 11 件の e スポーツ業界企業・団体およびゲーム業界企業の協

力を得て実施した。なお、各企業に対するヒアリング内容の主要テーマを併記する。次節に

て各ヒアリング結果を掲載する。なお、一部調査対象からヒアリング時に提示のあった資料

については巻末に掲載する。 

 

No. 回答者 主要テーマ 

01 
e スポーツコミュニケーションズ合同会社 

代表執行役社⾧ 筧 誠一郎 氏 
e スポーツの概観 

02 
e スポーツコミュニケーションズ合同会社 

代表執行役社⾧ 筧 誠一郎 氏 
e スポーツチームの現状と課題 

03 
富山 e スポーツ協会 

会⾧ 境谷 陽平 氏 
地方における e スポーツの現状 
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04 
株式会社テクロス 

取締役 白石 一豪 氏 
ゲームイベントの実態と人材育成 

05 
株式会社スタジオ・アルカナ 

吉田 紳一郎 氏 

e スポーツをコンセプトとした飲食

店等 

06 
株式会社ハートビーツ 

代表取締役 藤崎 正範 氏 
e スポーツの課題と必要な人材 

07 
株式会社デジタル・メディア・ラボ 

第一事業部 松本 直樹 氏 

ゲーム制作企業の e スポーツに対す

る認識 

08 
株式会社ファミエル 

代表取締役 大比良 修一 氏 

ゲーム制作企業の e スポーツに対す

る認識 

09 
某ゲーム会社業界企業 

プロデューサー職者 

ゲーム制作企業の e スポーツに対す

る認識 

10 
某大手ゲーム業界企業 

開発部部⾧職者 

ゲーム制作企業の e スポーツに対す

る認識 

11 
ふちゅう大学誘致の会 

北川 慶裕 氏 

次世代スポーツドローンレースの概

要 
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第２節 ヒアリング調査結果 

(1) e スポーツコミュニケーションズ合同会社 第 1 回ヒアリング調査結果 

調査対象名 e スポーツコミュニケーションズ合同会社 

回答者名 代表執行役社⾧ 筧 誠一郎 氏 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 代表執行役社⾧ 筧 誠一郎 

所在地域 東京都渋谷区 

構成員規模 ― 

活動内容 ・国内 e スポーツリーグの運営 

・競技大会の企画・プロデュース 

・e スポーツの広報・普及活動 

２． e スポーツの定義 

 スポーツは、楽しむという言葉が語源になっている。これに競技という意味が加わ

り、スポーツが完成した。日本では、汗を流すというイメージがあるが、それはフィ

ジカルスポーツにカテゴライズされる。一方マインドスポーツは一人一人が頭脳を使

い、勝敗を決める。大概念としてのスポーツ、楽しむ、競技するという下に、中概念

として、フィジカルスポーツとマインドスポーツがあると考えていただきたい。 

 そのマインドスポーツの中に e スポーツは位置している。e スポーツはエレクトロニ

ックスポーツの略で、コンピューターゲーム、テレビゲーム等々使って、競技をする

ものだ。同じテレビゲームでも、1 人でやるものは e スポーツの範ちゅうではない。

電子上で行われるさまざまな競技を総称し、e スポーツと呼んでいる。 

３．e スポーツのジャンル 

 e スポーツのジャンルは様々あり、「FPS（シューティング）」「バトルロイヤル」

「MOBA（マルチオンライン）」「デジタルカードゲーム」「スポーツゲーム」「RTS

（戦略ゲーム）」「格闘ゲーム」などがある。 

 日本で流行っている FPS という戦争ゲーム部門では『Splatoon』。バトルロイヤル系

では、世界では圧倒的に『Fortnite』がはやっているが、日本では『PUBG』とい

う、韓国製のバトルロイヤル。MOBA 部門では、『LEAGUE OF LEGEND』がやは

り人気だ。デジタルカードゲームでは、『HEARTH STONE』、『Shadowverse』。スポ

ーツゲームでは、『Winning Eleven』。RTS 部門は、日本では、ほぼやっている人が

いない。その他、格闘ゲームでは、『ストリートファイター』。 

４．e スポーツの競技人口 

 世界的には前述のジャンルを全て合計すると競技人口 2 億人以上と推定されている。 
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 日本の e スポーツ競技人口は 400 万人ぐらいと推定されている。 

 15 年前、世界で遊ばれているゲームソフトの日本のシェアは、大体 7 割ほどで、ま

ごうことなくゲーム大国であった。ところが、15 年間にオンライン系の e スポーツ

ゲームが出てきて、日本のシェア率は、8 パーセント程度となった。 

5．e スポーツの現状 

 e スポーツは、コミュニティーからスタートしたもので、企業が先導したのではな

い。その代表的なものが、DreamHack というスウェーデンで行われている大会だ。

2018 年の DreamHack で 31 万人を動員している。ここから e スポーツは始まったと

いっても過言ではない。小さなコミュニティーイベントがだんだん巨大化していき、

そこにスポンサーがつき、で巨大化した。 

 このような文化が日本にも表れ始めている。例えば、C4LAN というイベントがあ

る。これは、滋賀にある CyAC という会社が主催したイベントだ。日本最大の LAN

パーティーで、2016 年からスタートし、今、1500 人動員する。しかしスポンサーが

付いてきたとはいえ、まだ黒字を出すのは厳しいようだ。 

 e スポーツのイベントの観客動員だが、『LEAGUE OF LEGEND』ワールドチャンピ

オンシップのヨーロッパ予選では、2 万人ほど。世界大会の決勝戦の最大の観客動員

が、6 万人だった。決勝戦の同時視聴者数が 2 億人だった。ちなみに北京オリンピッ

クの開閉開式の動員数は 6 万人だった。 

 この『LEAGUE OF LEGEND』の日本大会、ジャパンリーグがある。ヨシモト∞ホ

ールというホールで定期的にイベントを開催している。2017 年の幕張メッセのイベ

ントホールでは有料観客 4000 人を集めた。有料観客の動員数としてはこれが一番だ

が、『LEAGUE OF LEGEND』ジャパンリーグはこれを超えてくると思われる。 

6．e スポーツとフィジカルスポーツの融合 

 フィジカルスポーツと e スポーツとの融合が、今、盛んに行われはじめている。

FIFA は、eWorld Cup 大会を昨年開いた。勝つとバロンドール式典で表彰される。

最近では、NBA が公式のリーグ戦をやっている。NFL でも公式の大会を年 4 回やっ

ている。F1 も e スポーツの大会をずっとやっている。これは非常に面白く、実際、

ネットでの視聴だけで言うと、現実の F1 の大会の倍の視聴者がいる。 

 アジア競技大会のジャカルタ大会では、公開競技として、2018 年に e スポーツが行

われた。2022 年の中国広州でも行われるが、そこでは正式種目になる。IOC、国際

オリンピック組織委員会も、e スポーツに取り組まなければいけないと、プロゲーマ

ーを招き、バッファ会⾧と一緒にサッカーゲームをやった。2024 年のパリでは、公

開競技か併設競技のような形で行われるのではないか。28 年には、ロスオリンピッ

クの正式種目になっていると思う。 

 日本も、この動きに反応せざるを得ないと、J リーグが eJ リーグを昨年開催した。こ

こで村井チェアマン登壇し、スポーツとは、非日常で楽しむものだと発言した。ま
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た、プロ野球 12 球団の e ベースボールが行われた。全国から選手を集め、ドラフト

会議を行い、3 人ずつのチーム組んで対戦した。 

7．教育と e スポーツ 

 北欧では e スポーツがものすごく盛んである。高校で週 5 時間、e スポーツを学ぶ

が、そのうちの週 2 時間は身体トレーニングだ。e スポーツプレーヤーは体力がない

と集中力が切れ、負けてしまう。だから、体力を必ず鍛えるのが、e スポーツ界では

当たり前だ。 

 2018 年から、アメリカの 15 の州の高校で、e スポーツ競技を行っている。また、普

通大学の専攻科目に e スポーツが含まれており、今、45 校程度の大学にある。中国

では 14 校程度、韓国では 10 校程度で、授業が行われている。奨学金制度も盛んに

行われ、全米で 80 校程度の大学で導入されている。 

 日本では、専門学校が e スポーツに最初に目を付けた。2016 年、東京アニメ声優専

門学校が e スポーツコースを開設した。200 人以上応募が来て、慌てて教室を増設し

たが、初年度は 50 人しか受け入れられなかった。翌年、北海道の恵庭にある北海道

ハイテクノロジー専門学校が、11 月に e スポーツ学科の設置を発表して、現在学生

は 30 人ほどだ。今年、札幌、仙台、新潟、栃木、名古屋、福岡でも、専門学校の中

に e スポーツ学科ができる予定である。さらには、東京、大阪の二つの高等学校で

も、e スポーツの専科ができる。高校に e スポーツ科ができれば、どんどん増えてく

るだろう。 

8．日本の競技人口を増やすために必要なこと 

 日本の競技人口は世界と比べると、非常に遅れている。日本の競技人口をもっと増や

し、世界に通用するようになるために、何が必要か。 

 2017 年の世界での賞金総額ランキングでは、『Dota』が 27 億円の賞金で、一番上に

くる。2 番目が、『Counter-Strike』、3 番目が『Fortnite』。日本のゲームでは、2017

年は、18 位に『ストリートファイター』が出てくる。これでも、随分増えたほう

だ。2016 年の総額ランキングでは圏外だった。今年ようやく、賞金総額 1 億 4000

万の『Shadowverse』が入ってくる。 

 このような状況のため、日本で流行している e スポーツのゲームタイトルは、まだ賞

金を稼ぐプロとしてやっていけるような状況ではない。 

 1 位から 20 位までプレーヤーの賞金ランキングで国を見るとドイツ、デンマーク、

ヨルダン、ブルガリア、アメリカ、オーストラリア、フランスと、出てくる国があま

り偏っておらず、全世界にプレーヤーがいることがよく分かる。 

 日本では、e スポーツに関する啓発の機会が非常に少ないため、様々な誤解が蔓延し

ている。先日、埼玉の開智学園の中学生が e スポーツ部つくりたいと言い始め、対応

に困った学校と保護者の要請を受けて、e スポーツに関する話をしに行った。 

 日本では「e スポーツは所詮ゲーム（遊び）」「ゲームのし過ぎで勉強をしなくなる」
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「WHO が「ゲーム障害」を疾病と認定」などの先入観がある。 

 所詮ゲームと言っても、J リーグの村井チェアマンが言ったように、そもそも、非日

常を楽しむのがスポーツだ。今や e スポーツは、オリンピックに入るといわれ、実

際、アジア競技大会では、正式種目になる。競技として認めてもいいと世界が流れて

いる。 

 「ゲームのし過ぎで勉強をしなくなる」ということについては、東京大学卒の e スポ

ーツ選手であるときど選手の例を見てほしい。彼は、子どもの頃、ゲームがすごい大

好きだったが、学校での成績が悪いとゲームさせてもらえなかった。そのため、効率

よく勉強し、目いっぱいゲームをする時間をつくった。この効率いい勉強で優秀な成

績を収め、東大に入った。 

 WHO がゲーム障害を病気として認定したが、実は WHO が出したニュースの原文を

よく読むと、一番下に、ゲーム障害を病気として認定するが、この発病率は非常に少

ないと記述されている。世界数千万の熱狂的にゲームをしている人たちでも、これに

認定される人は、ごくわずか。病気として認定するが、それに当てはまる人は、そん

ないないと言っている。 

 また、早稲田大学には、私が把握しているだけで、6 個の e スポーツサークルがあ

る。一番最大のサークルは、部員 150 人。慶應大学で一番最多のサークルが 72 人。

近畿大学は 10 人。e スポーツサークルというと、非常に人が集まる。多くの有名大

学で e スポーツが盛んであることもぜひ知っていただきたい。 

8．e スポーツによる地方創生 

 e スポーツで地方創生という流れが、今、日本に回ってきている。 

 例えば、岡山の駅前商店街に頼まれ、e スポーツ体験観戦イベントを行った。また千

葉の勝浦市。ここは、人口が県内で下から 2 番目という過疎地域。3 年前には高校が

なくなり、現在、高校に行くには隣の市に行かなければいけない。実は勝浦市は約

1300 人の大学生がおり、これが勝浦市の人口の下支えしてるのだが、この学生は、

どんなイベントをやっても山から下りてきてくれない。しかし去年、e スポーツのイ

ベントを開催したところ、10 人程度の大学生が、街に下りてきた。勝浦市の方々は

涙を流しながら喜び、今年は年に 4 回開催すると言っている。 

8．e スポーツの拠点と法律 

 e スポーツの交流拠点をつくるとき、風俗営業法が絡んでくる。例えば、店員に元プ

ロゲーマーを雇い、お客さんにゲームのプレイを教えようとすると、接待にあたる可

能性がある。そのため、技術を教えることも難しい。 

 韓国では、e スポーツカフェが一番の戦力である。面積比で言うと、日本のコンビニ

と同じぐらいある。そこではプロゲーマーが教えることもでき、24 時間営業もで

き、値段も安い。 

 ロサンゼルスの e スポーツカフェは、ラスベガスのルクソールホテルのピラミッドの
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中は、全部 e スポーツの交遊施設になっている。ラスベガスらしく、VIP 席等があ

り、富裕層が個室の中で e スポーツを楽しめる。 

 残念ながら、日本の e スポーツ専用施設は、都内に 3 店舗。池袋は 10 時に店閉め

る。新大久保は 24 時間営業だが、朝から晩まで、人がたくさんいる。下手に土日に

行くと、1 時間待ちのこともある。それぐらい、日本の若者はこういう施設に飢えて

いるのである。 

9. e スポーツ大会開催と法律 

 e スポーツ大会を開くとき、参加者 10 人から 1 人 3000 円で、そこから賞金で優勝

した人に 1 万円渡すと言った瞬間、刑法賭博に抵触するといわれる。 

 日本では、去年 1 月、東京で EVO JAPAN が行われた。国内から約 5000 人、海外

から約 2000 人と、インバウンドを見ても非常に重要なイベントで、観客も数千名

集まった。そのようなイベントでも、参加費を取ることができない。そうすると、

結局、日本でこのようにプレイヤーが大勢参加する大会を開催しようとすると、当

然、赤字になる。実際、日本の EVO は、去年の大会では 1 億円の赤字を出した。

最初に見込んでいた倍以上のお客さんが来たからだ。プレイヤーが大勢参加する大

会の場合に参加費を取らずに e スポーツ大会を開くと赤字に陥る可能性が高いた

め、開催準備段階でスポンサーを決めざるを得ず、大会開催が困難になる 

 もう一つ、よくいわれるのは、景品表示法だ。日本 e スポーツ連合、JeSU という団

体ができ、賞金の問題を解決しようと消費者庁と話し、プロライセンスを発行し

て、プロが戦っている大会なら、景表法にはかからないとアドバイスをもらった。

しかしこの後、消費者庁が手のひらを 180 度返した。プロライセンスを持っていな

くても、技術を持った人同士が戦っているものを見せるのであれば興業として成り

立つので、景品表示法には当たると言いだした。グレー領域のようでもあり、明確

にしたい。 

10. 日本国内での e スポーツの動向 

 昨年、関西ローカルで『YUBIWAZA』という番組をつくった。田村淳はロンドンブ

ーツ 1 号 2 号というお笑い芸人だが、昨日、プロチームをつくったと発表があっ

た。e スポーツの番組をつくり、若者の支持を取り込みたいという、メディアの動

きもある。吉本興業は、お笑いの劇場を e スポーツ用に変えるなど、いろいろな形

で e スポーツに参入している。e-Sports Queen League という、日本を代表する 8

つの芸能事務所所属の若手の女性芸能人によるリーグ対抗戦も開催されている。 

 今年行われる茨城国体では併設イベントとして都道府県対抗 e スポーツ大会を開催

する。47 の都道府県で予選が開催される、日本で初めての e スポーツ大会だ。国体

で e スポーツという流れがあるのではないか。 

 ゲーミング PC は、値段が 20 万ぐらいに高額な特化型 PC だが、PC 売り場をどん

どん浸食している。ビックカメラグループ全体で、ゲーミング PC の売り上げが対
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前 170 パーセント。ソフマップも秋葉原の店舗の 2 階を e スポーツ仕様に変えた。

特にソフマップでは、新卒の入社の希望応募が、去年、この e スポーツに特化した

ところ 1.5 倍になった。ソフマップではついに今年、e スポーツ採用を始めた。 

資料（※本報告書巻末参照） 

参考資料① e スポーツコミュニケーションズ合同会社 ヒアリング時資料 

 

 

(2) e スポーツコミュニケーションズ合同会社 第 2 回ヒアリング調査結果 

調査対象名 e スポーツコミュニケーションズ合同会社 

回答者名 代表執行役社⾧ 筧 誠一郎 氏 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 代表執行役社⾧ 筧 誠一郎 

所在地域 東京都渋谷区 

構成員規模 ― 

活動内容 ・国内 e スポーツリーグの運営 

・競技大会の企画・プロデュース 

・e スポーツの広報・普及活動 

２． e スポーツチームの現状 

 プロ e スポーツチームには現状、2 つの形態がある。完全給与制のもと専業プレイヤ

ーで構成されるチームと、別に本職を持つ兼業（アルバイト）プレイヤーで構成され

るチームである。そのほか、アマチュアプレイヤーで構成されるサークルのような e

スポーツチームが多数存在している。 

 現状は専業プレイヤーで構成されるチームは数少なく 3,4 チーム程度しか存在してい

ない。兼業プレイヤーで構成されるチームは全国で 4,50 チームはあると思う。 

 e スポーツチームには 2 種類ある。専門チームとマルチゲーミングチームである。専

門チームは特定の 1 つの e スポーツゲームタイトルに取組むチームである。一方マル

チゲーミングチームは、多数の e スポーツゲームタイトルに対応するチームである。 

 ただし、マルチゲーミングチームとは言っても、一人のプレイヤーが複数のゲームに

対応することは少なく、多くの場合は 1 つのゲームタイトルに特化している。したが

ってマルチゲーミングチームは複数の専門チームを内包する形で構成されている。 

 日本の代表的な e スポーツチームである『DetonatioN Gaming』は、マルチゲーミン

グチームであり、現在９つの専門チームにより構成されている。 

３．e スポーツチームビジネスの現状 

 プロ e スポーツチームの結成は、企業等がプレイヤーを集める形で設立する場合と、
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アマチュアプレイヤーチームがプロ化する場合がある。 

 大阪のプロ e スポーツチーム『CYCLOPS OSAKA athlete gaming』は、株式会社 e

スポーツコネクトが設置・運営している。そこに電子マネー「BitCash」を運営する

ビットキャッシュ株式会社やインターネット通信サービスを提供する株式会社ケイ・

オプティコムなどがスポンサー契約を行い支援している。 

 先の『DetonatioN Gaming』は、e スポーツプレイヤー梅崎伸幸氏がかつて本職（会

社員）の傍ら結成した e スポーツチーム『DetonatioN』が元となって、プロチーム

へと発展したチームである。 

 様々な大手企業が e スポーツチームとスポンサー契約を行う形で支援しているが、そ

の目的は若年層に対するマーケティングである。わかりやすい例として、マクドナル

ド・ドイツはサッカー・ドイツ代表チームとの⾧年のスポンサー契約の更新を停止

し、e スポーツに注力することを発表した。これはサッカーよりも e スポーツのほう

が若年層に対するマーケティングに効果的であると判断したためだと思われる。 

 e スポーツチームの主な収入源は、大会賞金やスポンサーからの資金提供のほか、チ

ームの関連グッズ販売（T シャツ、小物、PC 周辺機器など）、ストリーミング配

信、コーチング、イベント出演などがある。 

４．e スポーツチームメンバーの構成 

 e スポーツチームの構成員は、プレイヤーとそのサポートを行うスタッフである。 

 日本の最大手のチームや、海外の有力なチームでは、サポートスタッフが充実してい

る。選手の心身ケアを行うためのスタッフとして、フィジカルトレーナーやマインド

トレーナー、栄養管理を行うための調理師などがいる。また、チーム運営スタッフと

して、広報スタッフ（SNS 広報・メディア対応等）、マーケティングスタッフ（イベ

ント企画・スポンサー対応及び開拓等）、全体を統括するマネージャーなどがいる。 

 恐らく例えば『DetonatioN Gaming』の規模としては、プレイヤー20 名に対して周

辺スタッフ 10 名の計 30 名程度の規模だと思う。 

 現状のチーム構成は野球やサッカーなどのプロチームと大きくは違わない。 

5．e スポーツチームの意義 

 プレイヤーにとってのチームの意義は、まずマネジメントを委託できることが大きい

と考える。例えば、プロ e スポーツプレイヤーは、海外の大会に出場することも多

く、その際、スケジュール管理や航空券・宿泊場所の手配などが必要である。またプ

ロプレイヤーとして様々な活動を行っていく中では、関係者との交渉・調整が不可欠

である。このようなことをプレイヤー個人で対応する場合、非常に負荷が大きい。マ

ネジメントをチームに行ってもらうことで、プレイヤー個人は競技に集中できること

は大きなメリットだと思う。 

 また、プレイスキルの上達を図る際、独学で行うには限界がある。海外の事例でみて

も、チームに所属してコーチングを受けている選手のほうが高い実力を有する。日本
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では韓国の有力選手にコーチングを高額な俸給で依頼しているチームもあり、個人の

スキルアップを図る場としてもプレイヤーにとって重要な意義がある。 

 企業にとっては先にも述べた通り、e スポーツチームの保有またはスポンサードによ

る若年層へのマーケティングに価値を見出していると考える。 

6．e スポーツチームの現状の課題 

 e スポーツチームの人材面の課題は、マネジメント人材の育成・確保である。 

 『DetonatioN Gaming』が日本を代表するまでに成⾧した一つの要因は、CEO 梅崎

伸幸氏の営業力が高かったことにある。同氏は会社員時代、優秀な営業マンであり、

その時に養われた営業力、マーケティング力などがチーム運営にも役立てられたのだ

と考える。 

 一般的な e スポーツチームでは代表者も多くがゲーマーであり、その特性上、あまり

営業力やマーケティング力に⾧けているとは言えない場合が多い。したがって、マネ

ジメントに⾧けた人材の確保が望まれる。 

 また環境面での課題としては、東京都心部に活動拠点を構えることが難しいことが挙

げられる。日本の e スポーツの大会は東京都心部に集中している傾向にあり、チーム

の活動拠点もその近隣に置くことが望ましいが、地価が高く難しい。 

 理想的にはサッカーの J リーグのように、各地方でチームと拠点を作り、地域で一丸

となってチームを応援するような形になることが望ましいと考えている。 

5．e スポーツチームの今後の展望 

 e スポーツは現状では海外が大きく進んでおり、e スポーツチームは海外の大会での

上位入賞を目指して活動を行っていくことになると思う。 

 上記のように地方の各地域で e スポーツチームが生まれたり、拠点が作られたりすれ

ば、地域の活性化に繋がっていく。これを実現するために活動を行っていきたい。 

 

 

(3) 富山県 e スポーツ協会 ヒアリング結果 

調査対象名 富山県 e スポーツ協会 

回答者名 会⾧ 堺谷 陽平 氏 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 会⾧ 堺谷 陽平 

所在地域 富山県高岡市 

構成員規模 ― 

活動内容 富山県内における e スポーツの普及活動及び認知度の向上、コミュニテ

ィ作り 
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２．e スポーツ選手の現状 

 現在 e スポーツ選手と呼ばれている人たちは、もともとプロを志してプロになった方

は、少ないと思う。自分自身を含めて、ゲームが好きでゲームをプレイしているうち

に強くなり、それと時期を合わせて e スポーツの周辺環境が整い始め、結果的に e ス

ポーツ選手になったという人が多いと思う。（※境谷氏も元 e スポーツ選手） 

 昨今、e スポーツでもプロリーグやプロの大会が増え始めている。これから e スポー

ツ選手になる人たちは、選手になることを志して練習し、プロ選手になるという形に

変化すると思う。 

 ただし、「e スポーツ選手」の定義が難しく、お金を貰っていると選手なのか、プレ

イヤーであれば選手なのかは判断が難しい。 

３．地方における e スポーツチームの概況 

 地方の e スポーツチームはここ 1 年ほどで発足し始めたところが多い。富山県 e スポ

ーツ協会（以下、当協会）の e スポーツチームも半年ほど前に発足した。 

 明確なきっかけとなったかは定かでないが、2 年ほど前から e スポーツコミュニケー

ションズ合同会社主催の日本 e スポーツリーグという全国の e スポーツチームを集め

た大会が開催されるようになってから、この動きが始まったのかもしれない。 

 当協会の e スポーツチームは、富山県内の地元企業にスポンサーになってもらってい

る。スポンサー企業の多くはゲーム業界関連企業ではなく、地元新聞社や製造業企業

など、地域の活性化や若者へのマーケティング等を目的とした他業界企業である。 

 上記のスポンサー企業は、もともと e スポーツに関心を持っていた企業が多く、例え

ば地元メディアに紹介されるような規模のゲームイベントを数年前から開催していた

企業などである。 

 地方では地元企業との連携がとりやすく、現状は無理にスポンサー獲得に向けた営業

活動を行わなくても、関心を持っている企業が名乗り出てきてくれている状態であ

る。東京ではこのような形態は難しかったと思う。 

 他の地域でも富山と近しい特性があると考えられるので、似たような動きが今後出て

くるのではないかと思う。 

４．地方における e スポーツチームの課題 

 東京では毎週のように頻繁に e スポーツの大会が開催されている場もあり、そういっ

た場に頻繁に参加しようとすると、地方を拠点に活動するチームは移動にかかるコス

トが非常に大きくなってしまう。そうなると東京近郊に拠点を持っていたほうが、コ

ストが安く済む。 

 しかしながら e スポーツはオンライン上でプレイできるジャンルも多く、そのような

ジャンルを中心に活動する場合は東京に移動する機会が少ないので、東京に拠点を持

つ必然性はさほどない。むしろ生活コストは東京よりも地方のほうが安いので、移動

コストを含めても、東京に拠点を持つことでコストが増大する可能性が高い。 
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 また格闘ゲームなどオフラインで顔を合わせた状態でプレイする文化が根強いジャン

ルについては、東京では練習する機会が多く、成⾧速度に大きく影響する。 

 そこで地方で選手が生まれやすい環境を整えるために、地方でゲームプレイヤーが集

まる場の整備やイベント、大会などの開催が必要となる。当協会でも地域でイベント

や大会を年数回開催しており、これは地域のゲームプレイヤーに目標を与えることも

目的としたものである。 

 地域で e スポーツ選手が生まれる環境が構築されれば、練習する機会等の創出にも繋

がる。その中で有力な選手が育ち、世界大会など規模の大きい大会で優勝するような

スター性のある選手が生まれれば、地元の子供たちに e スポーツ選手に対する憧れな

どを持たせるきっかけにもなり、e スポーツ選手を志望する人も増える。このような

好循環をつくるために地域の e スポーツ環境を整えることは重要である。 

 既存の業態としては、サッカーの J リーグや野球のプロチームが近い。e スポーツも

これらと非常に近しい形で発展すると考えていたので、スポーツ関連でスポンサーに

なっている地域企業には、スポンサーになった動機などを聞き、多くを学んだ。 

５．地方における e スポーツチームの課題 

 地方でも各地域によって特性は違うとは思うが、共通的なのは、e スポーツが盛り上

がってきている近年の状況の中でも、e スポーツイベントを開催しても集客に困る場

合が多い。 

 地方では既に e スポーツに関して活動を行っている方々がいると思うので、e スポー

ツイベントなどを開催する場合には、そのような方々をうまく巻き込んでいくことが

重要である。 

 現在開催されているイベントには、ターゲットが明確化できておらず、e スポーツイ

ベントとしての軸がずれている場合も多い。e スポーツプレイヤーをターゲットに据

えて開催する中でその地域の課題を発見し、解決していく形で発展させていくのが重

要であると考える。 

 

 

(4) 株式会社テクロス ヒアリング結果 

調査対象名 株式会社テクロス 

回答者名 取締役 白石 一豪 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 代表取締役社⾧ 辻拓也 

代表取締役社⾧ 佐治知範 

所在地域 京都府・東京都・滋賀県 
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構成員規模 約 200 名 

活動内容 ソーシャルゲーム開発事業 

２．ゲームイベントの運営 

 C4LAN という大きなイベントについてのゲームイベントの運営について説明する。 

 C4LAN は、ゲームを遊び倒す、持ち込み型のゲームパーティーである。好きなゲー

ムを持ち寄り、同じ空間で、72 時間遊び倒すイベントである。プロゲーマーやゲー

ムキャスターも参加する。 

 直近の 2018 年の実績は、来場者約 1200 名、座席約 400 席、Twitch などの配信視聴

者数約 6.3 万人（ユニーク数）である。 

 このイベントは、プロボノ（社会人ボランティア）によるコアスタッフ 8 名が中心と

なって運営されている。1 回当たり 40 名から 50 名程度の学生のアルバイトを雇い、

他に技術系の下請け会社 3 社程度で運営している。実際にはほとんど収益の出ない状

態であり、準備期間は半年から 4 カ月間程度、スポンサーからの協賛金と当日のチケ

ット売り上げが、実際の収益源である。 

 C4LAN の運営体制は、まずスポンサー集めや企画を担当するプロデューサー1 名。

次に、警備と受付、物流ではリーダー3 名とアルバイトが 10 名ほど。当日の場内に

おけるネットワーク保持や場内運営、配信を行うテクニカルチームがプロボノ 5 名と

アルバイト 20 名。テクニカルチームは当日の場内の中心的役割を担うスタッフで、

コンテンツやリアルイベントの滞りのない進行を左右するのが、このチームの善しあ

しである。ゲームをしているだけでは 72 時間持たないので、コンテンツの企画が重

要となる。企画を立てると必ず演者が存在するので、メーク、衣装、入り出の時間、

入れ替わりの時間など、リアルイベントならではの細かい業務が発生する。その場内

運営が、コンテンツの肝となる。また、なじみのない方もいると思うが、当日の様子

をリアルタイム配信しており、アーカイブで見られるようにもなっている。夜間も続

いているため、夜間のオペレーターも必要となる。ソーシャルメディア PR と、配信

と兼ねたステージ場内の記録も重要だ。Twitter 以外にも、メディアに対し、どのよ

うにプレスリリースを出すか、スポンサーの力を借りながら、どのように拡散するか

戦略を練ることも重要である。その他、企業ブースも完備しており、ビジネスマッチ

ングの人間が 3 名いる。これで C4LAN は成り立っている。 

３．ゲームイベントに関わる人材不足の現況 

 イベント当日の仕事が最も多いのは、ディレクターと舞台監督である。この職業が足

りていないという印象を持っている。企画の実行、スケジューリング、オペレーショ

ン、香盤表の作成や場所決め等、実際に経験した人間なら分かるが、文化祭の実行委

員⾧が頭を悩ませる領域のものばかりだ。 

 当社でもリアルイベントの実行部隊に関し、各種採用媒体やエージェントを利用して

採用活動を行っているが、そもそもゲームに特化したリアルイベントの実行者が、か
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なり不足している。e-Sports を自社でパブリッシングできる会社は非常に限られてい

る。昨年、260 名の書類選考をし、採用できたのが 1 人であった。 

 スケジューリング、平面図の設計、要員計画など、一つ一つ勉強させていかないと、

なかなかいいディレクターにはならない。リアルイベントは当日のトラブルが付きも

のだ。想定どおりにいくことがないため、経験がものをいう。小さなイベントでも、

若い人にたくさんの経験を積ませる機会が必要である。 

 プロゲーマー以外で、ようやくメディアにも取り上げられるようになってきたのが、

ゲームキャスターである。対戦者の過去の対戦データや付帯情報を分かりやすく説明

してくれ、試合開始から会場を盛り上げる。選手が勝つために編み出した成功法や独

自の理論を読み取り、解説する。サッカーやテニス、野球と同じように専門性が高

い。一つのゲームには、開発費、開発期間もかなりかかっている。その仕様を全て読

み取り、対戦者の戦法や勝ちパターンなどを初動から読み、実況に入れていく。 

 ゲームキャスターになる一本道は存在しない。ゲームキャスターは、先ほど述べた運

営スタッフとは違い、かなりスターに近い位置付けのため、ハードルは高い。アナウ

ンサーと似たスキルが必要であり、1 フレームの画面の情報から、どれくらい深い戦

術を読み取れるかが重要となる。⾧時間、かつ生放送で同時配信さることが多く、問

題発言をしない人が支持されやすい。大規模大会では、基本的に生中継で撮り直しが

利かず、オンラインで不特定多数の目にさらされる。これはアナウンサーに近いもの

だろう。最終的にはプロゲーマーの引退後の受け皿として、ゲームキャスターのレイ

ヤーが育っていくのではないか。格闘ゲームは反射神経や動体視力が非常に重要で、

年とともに衰える。プロゲーマーを目指す層を増やすことが、そのままゲームキャス

ターを増やすことになるだろう。 

  

４．e スポーツチームの概要 

 プロチームは、法人か非法人かで出場可能大会に差が出る。『LoL』では、一軍選手

になれるのは、一チームにつき 5 人。オーナーは監督を兼ねることが多く、マネジャ

ーは、選手管理やオーナーの手伝いにとどまっている。日本ではマネジャーを抱えら

れるプロチーム法人はまだ数えるほどだ。ゲームによって数が違うが、選手は海外ゲ

ームのほうが多い。 

 日本では、マネジャーや選手専属トレーナー、宿舎を設けたりというところまで育っ

ておらず、先に e-Sports の大会が大きく多く開かれることが重要である。その大会

を開くために、結局イベント運営スタッフが必要だ、というところに戻ってくる。 

5．e-Sports の興行のための人材育成 

 e-Sports の興行のための人材育成は、簡単にこのような機能が必要だ。コンセプト定

義や資金集めは、特にプロデューサーの仕事である。実行の部分では、認知と集客を

あえて分けている。ここは先ほど言ったとおり、イベント運営会社と、テレビ番組の
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制作スタッフの力も必要だ。今後の PR のため、e-Sports に特化した制作スタッフが

育っていく必要がある。 

 イベントは、特別に捉えるより、AKB48 や有名アーティストのコンサート、サッカ

ーの試合などと同列に扱うべきだ。その実行に際し、非常に難しいものだという認識

を持たない限り、ゲームのリアルイベントに特化したチームをつくらないだろう。 

 ゲームに興味を持った人が志す傾向にある職業は、特にゲームクリエイターである。

ゲーム制作を志し、イベント運営やテレビ制作スタッフを目指すという発想を持って

いる人材がいないわけではないが、パーセンテージとしては少ないだろう。マーケテ

ィング人材は本当にいない。 

 実際に経験してみなければ分からない職業がゲーム製作に多く存在し、ゲーム好きが

運営にまで熱意を持つのは、非常にハードルが高い。そこをもう少し下支えするよう

な活動が必要であり、大会運営の体験の場を増やすことが非常に重要となる。 

 ディレクターとしては、イベント導線の把握・設計、人材の効率的な配置、プロジェ

クト内の進行管理と、この三つが肝となる。 

 マーケッター・PR は、経験がものをいう世界ではあるが、まだ設備がなくてもそれ

なりに勉強できる領域だと思っている。直近のトレンドに詳しい人間が力を発揮しや

すい領域だと思っている。 

 そのトレンドの最たる例が、インフルエンサーだ。このインフルエンサーの鮮度は毎

年変わる。これから新しく伸びる人たちには若い者のほうが敏感だ。そのような人を

育てていくと、早めに活躍の場を与えやすいのではないか。 

 Twitter の使われ方も毎年変わってきている。Twitter が準メディアとして使われる

ようになったのも、ここ数年だ。ウェブサービスを広める段階でも、非常に重要なツ

ールになっている。 

 一つのゲームをリリースするときのプロモーションの全容だが、e-Sports イベント

は、基本的に試合会場そのものしか思い浮かべない。しかし、リアルイベントを軸に

したイベントが、実はゲームの世界では最後の一押しとなる。特にソーシャルゲーム

の世界では、広告をたくさん打った後、ファンサービスとしてオフラインのイベント

がある。予算を多く持っている会社しか投資してこなかった領域で、しかも、その割

に実質的なファンを増やすことにつながったかどうかが見えづらい領域であった。 

 現場の実行者の経験値は、会社から出た予算をどれだけ消化したかで変わる。ファン

サービスだけのリアルイベントであれば、Twitter だけでほぼ集客が完了し、1 回 20

～30 人。自社のゲームをプレーしてもらい、その後に飲み物や食べ物を振る舞う。

これは数十万でできる。不特定多数にリーチし、不特定多数をその場でさばき、その

後、PR していくところまで見込むと、リアルイベントの予算は一気に数千万円に跳

ね上がる。e-Sports はこの規模のイベントに当たるので、マーケティングの基礎をあ

る程度分かっており、オフラインのイベントにどのようにして流し込むかを戦略に落
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とし込める人材が非常に重要だ。 

 幸いなことに、オンラインには人材がいる。ここ最近、Facebook、YouTube の動画

広告、Twitter のバナー広告などがあり、その運用に関しては人材が多く育ってい

る。そこからどのように流し込み、リアルイベントに集客するかというところが育っ

てくると、非常にいいだろう。 

 マーケッターの動きも、オンラインの施策が基礎となり、イベント開催前と開催後の

拡散率につながる。ライトユーザーに受けがいいインフルエンサーやプロゲーマー

と、コアゲーマーに刺さるインフルエンサーは、実は違う。実況の幅も、今後もっと

出てくるだろう。ゲームに対して非常に詳しい実況するタイプと、もっと単純なとこ

ろでアイドル性を押し出すタイプとに二分化するといわれている。 

 イベントがたくさん開かれてくると、どのような実況者を使うべきか、どのようなイ

ンフルエンサーを起用すべきかが変わる。その峻別が、普通のイベント運営会社では

混同されることが結構ある。ここも、本の広告の理論がしっかりあり、そこに対して

どのような人を刺していくか教育された人材が出てくるといいだろう。 

 友人が TCA で講師をしており、SEO とリスティングを教えている。ゲームで生計を

立てる一番簡単な方法は、YouTube よりブログだ。月 10 万円を稼ぐアフィリエイタ

ーになるためには、新作ゲームの攻略記事を書いたり、最も効率的な攻略の手法を提

案したり、裏技を一番早く見つけたりして、アクセス数を稼ぐことだ。また、最近の

ゲームをよく見ると分かるが、昔のゲームの続き物であったり、リマスター版であっ

たりする。仕様は変わらないため、リマスター版が出たタイミングで、以前、自分の

書いた記事が掘り起こされたりする。そのような観点も一つのヒントになっている。 

 なぜ今 e-Sports なのか。e-Sports は、あまりマネタイズができていないにもかかわ

らず、熱中している方が多くおり、なおかつ、ようやくお金が降りてきて、今、実は

かなり恵まれた状況にあるからだ。その状況を分かった上で、どのように e-Sports

に関わっていくか、若いゲーム会社関連の人間と話を交わせると、もう少し前向きな

話ができるのではないか。 

 プロゲーマー同士の人間関係はかなり濃い。一つの専門分野に対して、学者のよう

に、かなり時間を使ってきた者である。同じルールの中で戦ってきた、さらに新作が

出るたびに変わるルールに順応していく過程も含め、戦友に近い。ただゲームをする

というより、そのようなコミュニティーでの人間関係構築力も、プロゲーマーに関し

てはかなり重要である。ゲームキャスターへ道も、そこに答えがあるかもしれない。 

 e-Sports のための人材育成には、まず、小イベントを開催するなどの実地の訓練を

し、集客に頭を使い、基本的な形を学んでもらうことが、重要なポイントである。 
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(5) 株式会社スタジオ・アルカナ ヒアリング結果 

調査対象名 株式会社スタジオ・アルカナ 

回答者名 吉田 紳一郎 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 代表者 鎌田 学 

所在地域 東京都新宿区 

構成員規模 10 名 

活動内容 Web サイト・Web アプリケーションの開発・制作 

２．e スポーツ大会の関係者 

 e スポーツ大会の主な構成要素は次の通りである。まず e スポーツ大会運営サイドで

は、主催者、ＰＡチーム、実況者、解説者が存在する。また大会運営を行うためには

ゲームメーカーが提供する各種ゲームタイトルが必要である。そして参加者として、

プロゲーマーや一般ゲーマー、観客が考えられる。さらに、このゲーム大会をインタ

ーネット上で配信するために、各種配信プラットフォームの協力を得る必要がある。 

 仮に、e スポーツカフェ内でゲーム大会の動画をスクリーンに映す場合、大会運営

者、ゲームメーカー、配信プラットフォームの三者に許可を取り付ける必要があると

考えられる。 

３．e スポーツに関わる法律  

 e スポーツに関わる法律として、まず賭博法がある。参加費をとってそれを元手に賞

金を出すと賭博法に抵触する。ただし、無料参加で景品商品を出す場合は、プロモー

ション目的という位置づけになるためは問題ない。 

 次に風営法である。ゲーム機を置いてコインオペレーションして遊ばせることには違

法性はない。しかしゲームを主目的として客寄せを行うと風営法の扱いになると考え

られる。主催者が賞金や商品を提供することは風営法上 NG である。この構図はよ

くニュースで取り上げられる闇スロや違法バカラ機と同様である。主催者とは別事業

者が賞金や景品を提供することは場合によっては OK の可能性がある。 

 最後に景表法である。ゲームメーカー主催で大会を開く場合、単独主催の場合は賞

金 10 万円が上限となり、複数会社で主催する場合は 30 万円が上限となる。賞金を

高額にするとその賞金目当てで商品を購入するという構図が発生し、これが景表法

に抵触する。『シャドウバース』は高額賞金の大会を開催しているが、プレイ自体

が無料なので問題なしとされていると考えられる。また、世界大会と銘打って海外

で大会を開き、日本国内は予選という位置づけにすると可能になる。 

４．e スポーツにおけるプロゲーマー 

 e スポーツがスポーツを銘打っている以上、アスリート＝プロゲーマーが存在してい
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る。彼らは企業（ゲーム機器業界企業や一般企業など）からスポンサードを受けて、

大会で活躍し、スポンサーが露出することでエコシステムが回っている。 

 また世界的な大会で優勝すると高額な賞金（ゲームメーカーなどがスポンサーとして

協賛）を獲得できる。 

 スポンサード料金＋賞金が彼らの収入となっている。 

 国内でもイベント開催時などにはゲストとしてキャスティングされることも多く、人

気プロゲーマーには高い集客力がある。 

５．「e スポーツ×飲食」の実例 

 1 つ目の実在のケースは、新大久保にある e スポーツカフェである。2016 年 9 月に

開店した。業態としては滞在時間で料金が決まる場所貸しシステムである。店内には

ゲーミング PC80 台が用意されており、客はその PC でゲームを楽しむ。PC ベース

の e スポーツ人気タイトルはすべて利用可能で、客は自分のアカウントでログインし

てプレイすることができる。 

 2 つ目の実在のケースは、メーカー直営の e スポーツ観戦飲食店のストーリアであ

る。池袋に所在しており、2016 年 10 月に開店した。「ゲームを見て楽しむ文化を創

る」ことを目的としたイタリアン中心の飲食店であり、店内で来店者がゲームを行う

設備は存在しない。メーカー直営のため運営メーカーが権利を持つゲームの展示物閲

覧や音楽鑑賞などができる。不定期で様々なゲームのイベントが開催されている。 

 3 つ目のケースは、タイトー直営のゲームセンター内にある飲食スペースのメガレイ

ジである。溝の口に所在しており、2017 年 9 月に開店した。ゲーム系イベント（ゲ

ーム大会、LIVE、トークイベントなど）が開催されており、扱うゲームはゲームセ

ンター内のゲームである。メーカー直営のため、自社クリエイターを起用したイベン

トもある。 

 4 つ目のケースは、e-Sports SQUARE AKIHABARA である。株式会社 RIZeST 社が

手掛ける e スポーツ用イベントスペースで、秋葉原で 2014 年に開店したが、元々は

千葉県市川市の雑居ビルで eSports ルームとしてスタートしている。取り扱うコンテ

ンツはスペース利用者やイベント主催者に拠る。機材のラインナップや通信設備、電

源等が充実している。なお、イベントが開催されていない時は閉まっている。 

 5 つ目のケースは 2018 年 5 月に神戸でオープンした BAR DE GOZAR である。有馬

温泉内にあり、e スポーツが観戦できるバーである。Twitch というゲーム配信サイト

と提携して、ゲームを店内に放映しながら飲食ができる。 

 また、違法のため摘発された例として、大阪のゲームバー1UP がある。お店に用意

されたゲーム機＆ゲームソフトを使ってスプラトゥーンや格闘ゲームを遊ぶことがで

きたが、摘発された。 

６．e スポーツ×飲食の想定されるスキーム 

 「e-Sports×飲食」で想定できるスキームは、2 通りある。 
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 1 つ目はスポーツバー形式である。スポーツバーのように e スポーツの観戦を行うス

ペースで、日本国内各地や世界中で開催されているゲームイベントの中から、ライブ

放送が行われているものを店内で放送する形が考えられる。ただし、法律については

確認が必要である。 

 2 つ目はゲームプレイエリアを併設する形式である。人気ゲームソフトと PC を用意

したゲームプレイエリアと、飲食エリアを併設する形である。PC ベースのゲームプ

レイの場合は権利関係で警告を受けたという話は聞いたことがなく、現在主流の e ス

ポーツタイトルの多くは PC でプレイすることが可能であり、実現可能性はある。 

７．「e スポーツ×飲食」の主な課題 

 前述した通り、「刑法賭博罪」「景表法（不当景品類及び不当表示防止法）」「風営法

（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）」による制約が大きく、大規

模な e スポーツ大会が非常に開催しづらい環境にある。このことから、海外と比較し

た場合、日本では e スポーツの普及・活性化の妨げとなっている可能性が高い。日本

国内において e スポーツ普及のためには、法律面での規制緩和が必要だと考える。 

 また、公共スポーツと違い、各ゲームタイトルには開発元の権利が発生することか

ら、いくつかの課題が生じている。まず、権利に関する啓蒙ができていないことか

ら、無許可でゲーム体験の場を提供してしまう人がいる。e スポーツイベントを開催

する際には、利害関係者が多く存在し、各種問い合わせ窓口が手探りの状態である。

Nintendo Switch や Play Station 4 のようなハードウェアと、コンテンツ（ソフトウ

ェア）にわかれており、その点の許諾に関して整備されていない。e スポーツ大会の

開催、関連グッズ等の物販による収益構造のほかの利益創出が想定しづらいロイヤリ

ティ体系となっている。ゲームメーカー側としては営利企業であるため、ロイヤリテ

ィ商売の延⾧正常にあり、e スポーツを盛り上げていくという姿勢よりも、仕様を許

諾するという姿勢であることが多く、気軽にゲームタイトルを取り扱うことができな

い。まったく同じゲームタイトルを体験できるにもかかわらず、PC の場合は OK

で、コンシューマーゲーム機だと NG という根拠が明文化されていない。 

 以上のような課題を踏まえ、e スポーツ普及のためには、使用するゲームタイトルの

権利関係について、行政サイドからなんらかのガイドラインを設ける必要があると考

えられる。 

 さらに、映像使用許諾に関連した制約もある。店内でゲーム映像を流す場合、使用す

る映像によっては、映像使用許諾を使用する必要が生じる。例えば、店内で家庭用ゲ

ーム機を使用して客に家庭用ゲームソフトをプレイさせる場合、著作権者（ゲームメ

ーカーの許諾が必要である。しかし、店が用意した PC とそこで動作するゲームアプ

リケーション（STEAM などで入手）を用いて客が遊ぶ場合、無許諾で営業が可能と

なっている。 

 上記のような制約に加え、非イベント時の営業についても課題がある。スポーツバー
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のように「ゲーム大会の中継」を店内で放送することをコンセプトとする場合、「ゲ

ーム大会がないときにどうするか」を考える必要がある。非イベント時にも利益を出

さなければ事業として継続させることが困難である。この対策としては、動員力のあ

る企画展示の実施や過去のアーカイブ映像の放映、通常の飲食店としても成立する店

作りなどが考えられる。 

８．e スポーツに必要な人材 

 e スポーツに関連する人材としては、e スポーツプレイヤー、マネジメント人材、イ

ベントスタッフ、配信スタッフ、大会司会者、、実況者、解説者、エマージェンシ

ー、マーケッターなどが考えられる。そのほか、ゲーム開発会社における e スポーツ

事業部としての役割を持つ人材も考えられる。 

 ただ、現状では e スポーツのみで利益を生み出すマーケットが確立していない状況で

あるため、人材育成後の出口戦略を明確にするためにも、上述した課題を解決し、マ

ーケットが成⾧していくことが先決だと考える。 

資料（※本報告書巻末参照） 

参考資料② 株式会社スタジオ・アルカナ ヒアリング時資料 

 

 

(6) 株式会社ハートビーツ ヒアリング結果 

調査対象名 株式会社ハートビーツ 

回答者名 代表取締役 藤崎正範 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 代表取締役 藤崎正範 

所在地域 東京都新宿区 

構成員規模 73 名 

活動内容 MSP 事業、24 時間 365 日有人によるサーバー監視サービス、サーバー

管理サービス、システムチューニングサービス、サーバー・ネットワー

ク設計・構築、マネージドホスティング・ハウジングサービス、マネー

ジドロードバランサーサービス、IT コンサルティング事業、システムコ

ンサルティングサービス、セキュリティコンサルティングサービス 

２．現状の e スポーツに対する認識。 

 e スポーツの特徴は、カジュアルに始めることができることである。 

 しかし、e スポーツにおいては“選手“という意識は日本国内では低い。その要因は、

遊びであること、プロが遠い存在であること、大会への出場がないことなどが考えら

れる。 
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 e スポーツの小さな競技会が少ないため、競技として意識することが少ないのが現状

ではないか。さらに、「ゲームは遊び」の延⾧に勝ち負けの世界があることの認知が

必要である。 

 将棋 

３．e スポーツのプロ選手 

 別の業界と e スポーツを比較すると、e スポーツの課題が見えやすくなると考える。 

 例えば将棋と比較してみると、将棋業界では棋士は奨励会からプロ棋士になる。ゲー

ムはもちろん本将棋。将棋教室では、毎日催し物として何かしらのトーナメントが開

催されている。アマチュアでもチャレンジができる。級や段の仕組みがあり、棋力が

わかるようになっている。 

 一方、e スポーツでは、プロになる基準は特にないと認識している。またゲームは多

種多様である。e スポーツカフェのような場所で、トーナメントが開催されている。

詳細はわからないが、賞金は基本的にない。級や段のような仕組みは、個々のゲーム

機能に依存している。また e スポーツの場合はチーム戦や個人戦がある。カフェは風

営法を意識しなければならない。 

 e スポーツはこのように、プロになるまでの道筋が成熟しておらず、プロとしての収

入形態も多種多様である。 

４．e スポーツのチーム運営 

 プロ野球では、チームの運営会社が株式会社として存在している。年間を通じたリー

グ戦等があり、エンターテインメントとして既に確立されている。 

 e スポーツの場合は、チーム運営の実態が不明瞭である。株式会社の場合もあれば、

任意団体の場合もあるのかもしれない。年間を通じたエンターテイメントとしては現

状確立されておらず、今後設計していく段階にある。 

 チーム運営においては、スポンサーからのお金や賞金のお金の管理などをクリアな状

態に保つ必要がある。また、興業としての設計を行い、継続的に見たりチャレンジし

たりすることができる社会環境にしていくことが課題である。 

５．e スポーツで必要な人材 

 上記のような状況の中で、e スポーツ業界において特に必要とされる人材は 4 種であ

ると考える。興行としての収益を上げる事業構造を作れる興行主。観客を楽しませ、

盛り上げられるプロ選手。選手をサポートし、勝てる選手を作ることができるチーム

マネージャー。チーム経営を軌道に乗せることができるチーム経営者である。 

 役割毎に、具体的な人材像を検討・定義し、そのような人材を養成するために必要な

施策を調査・検討していく必要があるのではないか。 

資料（※本報告書巻末参照） 

参考資料③ 株式会社ハートビーツ ヒアリング時資料 
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(7) 株式会社デジタル・メディア・ラボ ヒアリング結果 

調査対象名 株式会社デジタル・メディア・ラボ 

回答者名 第一事業部 松本様 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 浦澤 貴洋 

所在地域 東京都中央区 

構成員規模 118 名 

活動内容 映像制作 

２． e スポーツに対する個人的なご興味・ご関心 

 e スポーツに関する個人的な興味はあるが、さほど大きな広がりを見せているもので

はないと思う。一部でしか盛り上がっていないと思う。 

 昔からゲームセンターなどで小規模なゲーム大会が行われていたりしたが、その時代

とさほど大きく変わっていないように感じている。 

３．e スポーツに対する業界企業としての見方 

 当社はゲーム制作会社であり、会社として関わることは難しい。当社のようなゲーム

制作会社がもし e スポーツに関わっていくとすれば、e スポーツチーム等へのスポン

サードなどになると思うが、そういった考えは今のところない。 

 IP（知的財産）を保有している大手ゲーム会社や、任天堂や Sony などのようにゲー

ムハードウェアを販売している会社による世界のように考えているし、そういった会

社でなければ主体的に関わっていくことは難しいのではないか。 

 一般社団法人日本 e スポーツ連合が近年発足したが、客観的に見ると存在意義がよく

わからない。e スポーツ大会の開催・運用などは各大手ゲーム会社が独立して行って

おり、団体を経由する必然性もないことから、あまり有効に機能していないのではな

いか。個別の企業で行うと何か問題があるのだろうか。e スポーツに参画する企業か

らすれば、あまりメリットを感じるようには見えない。 

４．e スポーツに関するゲーム業界企業（特に中小）の動向（ご存知であれば） 

 ゲーム制作会社に関して言えば e スポーツに対する動向は聞いたことがない。 

 上述のように、ゲーム制作会社が e スポーツに関わっていくとすれば、e スポーツチ

ーム等へのスポンサードなどになると思うが、そういった話も聞いたことがない。 

５．e スポーツに対する現状の関わり方・今後の意向 

 現状では会社として e スポーツに対する関わりは無い。 

 今後も基本的に関わることはないのではないかと考えているが、もしありうるとすれ

ば、e スポーツゲームに関連した映像制作程度ではないか。 
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８．e スポーツが今後日本国内で振興するために必要と考えること 

 e スポーツが今後盛り上がっていくためには、対象年齢層を下げる必要があるのでは

ないか。現状は主なターゲットが特定年齢層のコアなゲームマニアにほぼ限定されて

おり、ターゲットの母数が少ない。もっと戦略的にターゲットを設定してはどうか。 

 例えば TBS の SASUKE という番組も、言ってしまえばただの障害物競争だが、戦略

的にターゲットを設定して視聴者を集めている。e スポーツが成⾧していくために

は、このような仕掛けが必要ではないかと思う。 

 もっと積極的に大手ゲーム会社等が e スポーツに関連した有効な広告活動を展開して

いけば盛り上がっていくのではないか。 

 任天堂や Sony などゲームハードの販売を行っている大手企業が積極的に動く必要が

あると思う。ゲームソフトをプレイするためにはゲームハードを保有していることが

前提であり、e スポーツのすそ野を広げるためには一般家庭向けゲームハードを販売

している会社のが不可欠である。 

 

 

(8) 株式会社ファミエル ヒアリング結果 

調査対象名 株式会社ファミエル 

回答者名 代表取締役 大比良修一様 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 代表取締役 大比良修一 

所在地域 東京都大田区 

構成員規模 -名 

活動内容 ゲーム制作 

２．ゲーム業界に所属する人としての e スポーツに対する個人的なご興味・ご関心 

 e スポーツには 2 つのタイプがあると認識している。ひとつは現在の一般的なゲー

ムを「e スポーツ」と呼ぶもの、もう一つはバーチャルリアリティーの中で VR ヘ

ッドセットをつけるなどして体を動かすものである。ゲーム業界としてどちらが e

スポーツなのかという認識が一致していないと感じている。 

・ 「スポーツ」というからには、キーボードやコントローラーを操作するものではな

く、バーチャルリアリティーの中で身体を動かすなどスポーツ性を持つものが、本

当の意味での e スポーツなのではないかと考えている。 

３．e スポーツに対する業界企業としての見方 

 ゲームのプレイ動画を配信しているユーチューバー等がおり、比較的大きな反響が

あるものもあるという状況を鑑みると、他人のプレイするゲームを観戦するという
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需要は皆無ではない。この意味で、普通のゲームを e スポーツとして成立させるこ

とができる可能性はあるが、この場合の視聴者層は、特定のゲームタイトルに興味

があったり、配信するユーチューバーに興味があったりする人々であり、マイナー

な層である。このような状態ではゲーム業界の企業としては市場規模が小さすぎ、

収益性に問題があると考えている。 

 e スポーツという形ではないが、アメリカゲームの大手のエレクトリックアーツ

は、賞金をかけてトーナメントを行っている。このようなトーナメントを行うこと

は e スポーツ普及の可能性として考えられる。 

４．e スポーツに関するゲーム業界企業（特に中小）の動向（ご存知であれば） 

 自社も含めて、中小企業で e スポーツに関わっている例は認識していない。 

 e スポーツは、ゲームセンターを有している、あるいは多数のユーザーがいるコン

シューマゲームを販売しているような大手でなければ主体的な実施は難しく、中小

企業が直接 e スポーツに関わることはないのではないかと考えている。 

５．e スポーツに対する現状の関わり方 

 現在、当社では e スポーツには全くかかわってない。 

６．e スポーツに今後関わっていくご意向 

 今後、e スポーツがビジネスとしての収益が見込める形に発展していけば、検討の

余地が出てくると思う。現状は受託しない限り、当社から積極的に関わっていくこ

とはないと考えている。 

７．e スポーツに対する今後の関わり方の見通し・必要な要件 

 上述の通り、ビジネスとして収益性が見込める形が出てくれば検討の余地が出てく

ると思う。例えば海外のように e スポーツにギャンブル性が絡んでくると、ゲーム

そのものに興味がない層も顧客として取り込んでいくことができ、市場規模が大き

く拡大して収益性が向上する可能性がある。 

８．e スポーツが今後日本国内で振興するために必要と考えること 

 例えば、オリンピックで金メダルを獲得すると、名誉とともに金銭的報酬を得られ

る仕組みがあり、e スポーツにおいても同様に選手のモチベーションを高めるよう

な仕組みが必要である。 

 e スポーツが「スポーツ」として成立するためには、ある一定のレギュレーション

が必要である。e スポーツのステータスを上げるためには、現状のように、各ゲー

ム企業が各々ルールを作成していては難しく、業界で一定のレギュレーションを策

定する必要があると考えている。 
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(9) 某ゲーム業界企業 ヒアリング結果 

調査対象名 某ゲーム業界企業 ※公開不可 

回答者名 プロデューサー職者 ※公開不可 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 ― 

所在地域 東京都新宿区 

構成員規模 約 200 名 

活動内容 パッケージソフトの開発・販売 

システム設計・製造 

デジタルコンテンツ制作 

インターネットコンテンツの提供 

携帯コンテンツの提供 

旅行業法に基づく旅行業 

２．ゲーム業界に所属する人としての e スポーツに対する個人的なご興味・ご関心 

 現在の e スポーツは定義が曖昧。e スポーツとしての明確な定義付けが必要と考えら

れる。 

 オンラインで視聴できるものを、スタジアムで観戦することの意義付けが必要ではな

いかと考えている。目前でのプレイの観戦に価値があるとも言えるが、ヴァーチャ

ル・リアリティで実際のゲームの中で観戦できるなどの仕掛けが必要である。 

 考えられる可能性として、アメリカなど海外の例のように e スポーツにギャンブル性

を取り入れる形が出てくれば、ビジネスとして成り立ちやすいが、ゲーム振興という

本来の目的とは離れてしまうため日本では考えにくい。 

３．e スポーツに対する業界企業としての見方 

 現状では e スポーツに企業として参画していくような動きはない。 

 当社では観光分野の事業部門があり、e スポーツ観戦ツアーなど観光と関連する可能

性が今後出てくれば、検討する余地が出てくると思う。 

４．e スポーツに関するゲーム業界企業（特に中小）の動向（ご存知であれば） 

 中小企業で e スポーツに関わっている企業の情報は得ていない。 

 大手、準大手の業界企業で e スポーツに関わっている企業は、広告宣伝として行って

いるのではないかと考えている。 

５．e スポーツに対する現状の関わり方 

 現状では関わっていない。 

６．e スポーツに今後関わっていくご意向 

 VR に関連した活動を行っており、e スポーツと VR が絡み始めれば関わることがあり
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うると思う。ただ、e スポーツに積極的に絡んでいくという意向はなく、VR を通して

間接的に関わることがありうるというレベルである。 

７．e スポーツに対する今後の関わり方の見通し・必要な要件 

 上述のように当社の観光事業と e スポーツを絡める可能性が出てくれば、ありうると

思う。また e スポーツに関連した開発案件の依頼があれば可能性はある。 

 しかし現在のところ、e スポーツに積極的に関わっていく意向はない。 

８．e スポーツが今後日本国内で振興するために必要と考えること 

 e スポーツに、オフィシャルなフォーマットが必要と考えている。現在は、各社主催

のゲーム大会と変わらず、広がりを感じられない。 

 オフィシャルなフォーマットがあれば、スポーツでなくとも、将棋の棋士が一定の社

会的ステータスを持つように、e スポーツのプレイヤーもステータスを持てるように

なり、一般に普及するのではないかと考えている。 

 

 

(10) 某大手ゲーム業界企業 ヒアリング結果 

調査対象名 某大手ゲーム業界企業 ※公開不可 

回答者名 開発本部部⾧職者 ※公開不可 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 - 

所在地域 東京都 

構成員規模 約 1000 名 

活動内容 家庭用ゲームソフト、業務用ゲーム機、モバイルコンテンツ、PC コンテ

ンツなどの企画・開発・運営 

２． e スポーツに対する個人的なご興味・ご関心 

 e スポーツが世界で盛り上がっているのは確実だと認識しているが、現状は海外のゲ

ーム会社が強い状況にある。 

 個人で楽しむゲームが、世間に競争するスポーツとして認知されることは素晴らしい

と感じる。 

 e スポーツは今後発展していくと考えているし、ゲーム開発者として、e スポーツに

なりうるような品質の高いゲームを作りたいという思いも持っている。ただゲーム制

作側の人間は、“売れるゲームを作る“が第一の目標であり、”e スポーツになるゲーム

を作る”はさらにその先にある。現状は第一目標の達成に精いっぱいであり、e スポ

ーツになるゲームを作るのは遠い目標である。言うなれば一般競技者が「オリンピッ

クで金メダルを取る」というくらい現実味が薄い。 
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３．e スポーツに対する業界企業としての見方 

 現状では、e スポーツに企業全体として本腰を入れて取り組む体制にはなっていな

い。上から e スポーツに関連した指示が出ることはあるが、それも本格的なもので

はない。 

 グループ全体で言えば、e スポーツ連合への加盟や e スポーツイベントなどの動き

があるようだが、関与が少なく詳細は不明である。 

4．e スポーツが今後日本国内で振興するために必要と考えること 

 e スポーツ発展のためには、例えばスポーツ競技のように、タイトル、チャンピオン

など皆に認知された称号が必要ではないか。大会で優勝してもただ単純にゲームが強

い人、というだけではなかなか盛り上がらないと思う。一般ゲームを作る時でも、ラ

ンキングを出す際に上位者に特別なデザインを付加するかしないかで、ユーザーの反

応の大きさが全く変わってくる。 

 e スポーツの課題はルール作りではないか。ゲームを e スポーツとして成立させるた

めには、競い合うためのルールを作る必要があるが、この点に関しては弊社も含めて

日本のゲーム業界企業にはノウハウがなく苦戦している印象がある。野球やサッカー

のように、確立された e スポーツのルールの骨組みを作ることが必要ではないか。e

スポーツの骨組みさえあれば、肉付けすることは得意である。 

 例えば e スポーツ連合などのゲーム業界企業で構成される団体で、このような骨組み

を検討・共有することは難しい。大手ゲーム業界企業間では微妙なパワーバランスが

あり、そのような場を設ける上で主導者を決定することは難しく、現実的ではない。 

 ゲーム制作側の人間として、そういったルールに基づく e スポーツゲームを制作する

ことには大変興味があるが、企業として動くことについては非常に難しいと言わざる

を得ない。 

 

 

(11) ふちゅう大学誘致の会 ヒアリング結果 

調査対象名 ふちゅう大学誘致の会 

回答者名 北川 慶裕 

回答内容 

１．調査対象のプロフィール 

代表者 会⾧ 井上 達也 

所在地域 広島県府中市 

構成員規模 ― 

活動内容 高等教育機関誘致のための調査や各関係機関との交渉・調整など 

２．ドローンレースの概要 
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 ドローンを操縦し、スピード・テクニック等を競う競技 今までのラジコン等とは違

い FPV(First Person View)という一人称視点で操作するのが特徴的。 

 ドローンから映像信号を 5.8Ghz 帯の電波で飛ばすため、アマチュア無線 4 級以上の

資格と開局申請を行わなければならない。 

 機体には様々な種類がある世界のレースでは 500g 前後の機体が使用され、決められ

た機体レギュレーションの機体で競う。日本では航空法に適応される 200g 以上の機

体と 200g 以下の機体で大きく扱いが変わるため 30g 以下の Tiny Whoop というマイ

クロドローンのレースが盛んに行われている。また U199 といったクラスなどがあ

る。 

 レースだけではなく、決められた時間内でテクニックを競うフリースタイルという競

技もある。 

３．世界のドローンレース 

 世界中で行われている多くのレースが賞金付きである。例えば、ドバイの WORLD 

DRONE PRIX 2016 は賞金総額 1 億で、15 才の少年が優勝した。また、FAI 公式

世界大会 賞金 24000＄（3000 万）や、DRONE RACING LEAGUE 賞金$100,000

など。 

 DRONE CHAMPIONS LEAGUE というドローンレースのリーグもあり、日本のプ

ロチームも出場している。40 人のトップパイロット達が世界各地の象徴的な場所で

開催。年間 6 大会で優勝をかけて争う世界最高峰のドローンレースである。ヨーロッ

パ最高峰とも言われるこのレースは世界 76 カ国で放送されていて、累計視聴者は

1.1 億人にも上ると言われている。 

 RAIDEN RACING という日本のプロチームがある。「日本最速の男」後藤 純一、

「ドローンクラッシャー」阿左見 和馬、「インドネシア No.1 パイロット」Axel 

Mario、「ドローンレース界のプリンス」鈴木 匠が所属している。 

 他にも、DR1 Racing、MultiGP Drone Racing など、世界では多くのレースが開催さ

れている。 

４．日本のドローンレース 

 JDRA（日本ドローンレース協会）主催のものでは、JAPAN DRONE 

CHAMPIONSHIP や、TINYWHOOP JAPAN CUP がある。 

 TINYWHOOP JAPAN CUP は第 17 回目の大会を広島県府中市の釈迦院で開催し

た。午前の体験会は参加者 160 名で、マイクロドローン操縦体験、FPV ゴーグル体

験、、空撮体験、シミュレータ体験が行われた。ドローンに興味がある市民の方が多

く参加した。午後のレースでは、観戦者 150 名で、ニコニコ動画 Live 配信では視聴

者数約 9700 人であった。全国各地から 18 名のドローンレーサー出場し、中学生が

優勝した。 

 JDL(ジャパンドローンリーグ)主催のものでは、JAPAN DRONE LEAGUE がある。 
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 各地方の団体等でもレースが行われおり日本各地でレースが行われいる。2019 年に

は今まで以上に多くのレースが開催される見込みである。 

５．ドローンレースの可能性 

 ドローンレースは、3 次元空間認識能力の鍛錬に活用できる可能性がある。 

 STEM 教育(Science, Technology, Engineering and Mathematics)にも活用できる。 

 FPV によって擬似的に空を飛んでいる感覚を得ることができ、これは人間の擬似的

な能力拡張である。この点にも可能性を感じる。 

資料（※本報告書巻末参照） 

参考資料④ ふちゅう大学誘致の会 ヒアリング時資料 
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第３節 ヒアリング調査総括 

 本調査では、現在の e スポーツの全体像や e スポーツチームの実態について情報収集す

るために、e スポーツ分野を中心に活動している企業・団体、およびゲーム制作企業をはじ

めとした e スポーツ周辺業界の企業にヒアリングを実施した。 

 

 ヒアリング結果から、e スポーツ業界の人材については現状、e スポーツプレイヤー、プ

レイヤーのサポートスタッフ、チーム運営スタッフ、大会・イベント等の企画・運営スタッ

フ等の人材で構成されていることが判った。本事業養成を目指すのは e スポーツ分野にお

けるチームマネジメント人材であるため、プレイヤーやサポートスタッフ、チーム運営スタ

ッフを取りまとめ、チーム運営を主導する人材と定義できると考える。 

 

 今回のヒアリング結果によれば、このようなチームマネジメント人材は、比較的サッカー

や野球など、既存のスポーツチームのマネジメント人材と近しい役割が求められることが

判った。しかし現状は国内全体でみても e スポーツ選手や e スポーツチームが生まれ始め

ているという段階にあり、e スポーツ業界全体がまだ未成熟であることも明らかになった。

このような状況を鑑みれば、e スポーツチームの主導者であるチームマネジメント人材は、

日本国内の e スポーツ分野におけるチームのあり方を考え、新たに国内でビジネスの形を

構築していく必要があり、一般的なビジネスに関わる知識だけでなく、起業的な知識・能力

も必要とされる可能性が高い。 

 

 加えて、現状国内の e スポーツ業界は、ゲーム業界全体のうちのごく一部が参画するにと

どまっており、同じゲーム業界の中でも、特にゲーム制作を主としている企業は e スポーツ

に関して消極的な見方をしている企業が多いことを推察できる回答が複数見受けられた。

日本の e スポーツ業界の振興を考えれば、日本国内のみならず世界的にも通用するような e

スポーツゲームタイトルの創出も不可欠であり、そのためには日本国内のゲーム制作会社

も含めて体制構築を行っていく必要性が感じられた。 

 

また本事業は先端技術を活用したチームマネジメントを実施できる人材の養成が目的で

あったが、今回のヒアリング調査では先端技術などの活用状況に関わる情報を得ることは

できなかった。これは現状こういった技術の導入活用がまだ積極的に行われていない状況

を示唆していると考えられる。ただ、スポーツ分野などでは既に国内外で先端技術の導入が

開始されており、e スポーツ分野においても参考とできる可能性が高い。今後の事業活動の

中で活用可能性のある技術の外観を調査し、e スポーツでの適用可能性のある技術を教育体

系に組み込んでいく必要がある。したがって引き続き、先端技術を導入したマネジメントな

どに関する情報を収集していきたい。  
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第３章 事例調査 

 本事業で養成を目指す人材は、e スポーツ、チームマネジメント、先端技術（AI・IoT 等）

の 3 領域に関わる知識を有し、e スポーツチームで先端技術を活用したマネジメントができ

る人材である。このような人材を養成する教育プログラムを開発するために、本事業ではエ

ンターテイメント分野・ビジネス分野におけるチームマネジメント教育や、AI や IoT、ロ

ボット等の先端技術教育に関する先行事例の調査を行った。本章では本事例調査の実施概

要および実施結果を報告する。 

 

第１節 事例調査概要 

(1) 調査目的 

 本事業で開発する教育プログラムは、「チームマネジメント」「先端技術情報」「e スポー

ツ」「コンピテンシー」の 4 領域で構成される。このうち、特に「チームマネジメント」「先

端技術情報」に関わる教育については、専門学校等における先行事例が存在している。そこ

で本調査では、エンターテイメント分野・ビジネス分野におけるチームマネジメント教育や、

AI や IoT、ロボット等の先端技術教育に関する既存カリキュラム・教材を調査し、本教育

プログラム開発にあたっての基礎資料を収集することを目的とした。 

 

(2) 調査方法 

 インターネットや文献を用いて、専門学校の既存カリキュラムを中心に調査を行った。 

 

(3) 調査対象 

 専門学校等におけるチームマネジメント教育事例・先端技術教育事例それぞれ 15 件、合

計 30 件を収集した。収集した事例の一覧を以下に掲載する。各事例情報の詳細は次節に掲

載する。 

 

＜チームマネジメント教育事例＞ 

No. 学校名・学科・コース名 

01 大阪デザイン＆IT 専門学校 e-sports 科 e-sports マネジメント専攻 

02 JAPAN サッカーカレッジ マネージャー・トレーナー科 

03 日本ウェルネススポーツ専門学校 健康スポーツ科スポーツマネジメント専攻 

04 東京工学院専門学校 スポーツビジネス科スポーツビジネスコース 
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05 アップルスポーツカレッジ スポーツビジネス科イベント企画・チーム運営コース 

06 産業能率大学 情報マネジメント学部 スポーツマネジメントコース 

07 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 スーパーマネージャーコース 

08 東放学園音響専門学校 音響芸術科 

09 ミュージックカレッジ専門学校 ミュージックビジネス学科 

10 
東京放送芸術＆映画・俳優専門学校 スーパープロデュース＆マネジメントワール

ド 

11 放送芸術学院専門学校 メディアクリエイト科  タレントマネージャーコース 

12 東京スクール・オブ・ビジネス 経営学科 ビジネスマネジメント専攻 

13 
東京商科・法科学院専門学校 経営・事務ビジネス学科 経営・ショップビジネス

コース 

14 
大原簿記公務員専門学校千葉校 ビジネス・経理・事務・販売 販売・店舗マネー

ジャーコース 

15 専門学校青山ファッションカレッジ ファッションビジネス科 

 

＜先端技術教育事例＞ 

No. 学校名・学科・コース名 

01 HAL 東京 先端ロボット開発学科 

02 日本工学院 テクノロジーカレッジ ロボット科 

03 横浜システム工学院専門学校 ロボット・IoT ソフト科 

04 
専門学校 静岡電子情報カレッジ IT ゲーム＆ロボットシステム学科 ロボットシ

ステム研究 

05 
東京デザインテクノロジーセンター専門学校 AI & ロボット ワールド ロボッ

ト&IoT 専攻 

06 
東京デザインテクノロジーセンター専門学校 AI & ロボット ワールド スーパ

ーAI クリエイター専攻 

07 日本電子専門学校 AI・IoT 分野 AI システム科 

08 情報科学専門学校 先端 IT システム科 実践 AI コース 

09 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 SE プログラマ科 AI コース 

10 福岡デザイン＆テクノロジー専門学校 AI クリエーター専攻 

11 日本工学院北海道専門学校 情報処理科 IT コース IoT・AI 専攻 

12 日本理工情報専門学校 電子・情報工学科 IoT コンピュータ開発コース 

13 日本コンピュータ専門学校 情報処理システム科 AI・IoT コース 

14 専門学校デジタルアーツ仙台 情報システム科 ハイテクノロジーコース 

15 国際理工情報デザイン専門学校 高度情報処理科 
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第２節 チームマネジメント教育事例調査結果 

(1) 大阪デザイン＆IT 専門学校 e-sports マネジメント専攻  

法人名 滋慶学園 COM グループ 学校法人 コミュニケーションアート 

学校名 大阪デザイン＆IT 専門学校  

学科・専攻 e-sports 科 e-sports マネジメント専攻 4 年制  

教育目的 チームの運営を学ぶことによって、基礎知識やビジネスマナーなど、チーム

に必要不可欠なマネジメントスキルを習得できます。 

教育目標 〇e-sports チーム運営のスペシャリストを育成 

e-sports ビジネスやマネジメント基礎、アナリスト、経営を総合的に学

び、e-sports 業界を盛り上げるスキルを身につけます。 

 

〇一流現役プロから業界の最先端を学ぶ 

e-sports 業界の最前線で活躍するクリエーターを講師にむかえ最新のテ

クニックや知識を学べるハイレベルな授業は業界の「今」を知れるだけでな

く、e-sports 業界のリアルなウラ話も聞くことができます。 

 

〇在学中から多数の現場実習 

西日本初の e-sports スクールを業界もバックアップ！大会運営大手との

提携により、在学中から現場実習を重ね、経験力と実践力を身につけます。 

科目構成 〇1 年次 経営の基礎を学ぶ 

組織を円滑に運営するためのマネジメントの基礎や幅広い業界で活躍で

きるビジネススキルを習得します。 

（科目例）e-sports 基礎論、イベント企画、イベント運営、マーケティング

基礎、コミュニケーション技法 

 

〇2 年次 指揮管理能力を磨く 

チームをまとめるリーダーとしてチームのパフォーマンスを最大限に発

揮させ、向上させるノウハウや管理能力を養います。 

（科目例）チーム運営、チームプロデュース、チームマネジメント、マーケ

ティング、英会話 

〇3,4 年次 実践力を身につける 

e-sports 業界各社の企業訪問やインターンシップを通して、世界や日本の

e-sports ビジネスシーンを学び、業界を牽引する実践力を身につけます。 
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（科目例）業界特別講義、e-sports 企業訪問、インターンシップ、海外クリ

エーティブ研修 

使用教材 ゲーミング PC、最先端のゲーミングデバイス、ゲーミングチェア、音響・

照明の機材 など 

就職実績 2019 年 4 月開講予定のため実績なし 

取得資格 情報なし 

参考 URL https://www.oca.ac.jp/course/e-sports_pro_management/ 

 

(2) JAPAN サッカーカレッジ マネージャー・トレーナー科 

法人名 学校法人国際総合学園 

学校名 JAPAN サッカーカレッジ 

学科・専攻 マネージャー・トレーナー科 2 年制  

教育目的 主務･副務･ホペイロ･エキップメントマネージャー、日本で唯一、すべての

分野を網羅！在学中にサッカー専攻科の各チームにマネージャーとして帯

同。選手や道具を管理するサッカー現場の縁の下の力持ちを目指す。 

教育目標 目指すフィールド 

〇チームマネージャー/主務/副務 

練習グラウンドの手配や遠征先のホテルの手配、移動手配、ユニフォーム

管理、スパイク管理、練習道具管理などチームを裏方として支える。選手や

監督とのコミュニケーションが大事な職業でもある。 

〇ホペイロ/エキップメントマネージャー 

プロサッカー選手の用具や身の回りのものを管理･ケア･準備する人、仕

事のこと。ポルトガル語で「用具係」の意味。世界のトップリーグには古く

から浸透しているが、日本では 1990 年代に入ってから読売サッカークラブ

（現･東京ヴェルディ）にブラジル人ホペイロが採用され、2016 年現在、東

京ヴェルディを始め、川崎フロンターレ、FC 東京、名古屋グランパスなど、

ホペイロを採用するクラブが増えてきている。 

科目構成 救急法、機能解剖学、コンディショニング論、テーピング、栄養学、スポー

ツ外傷･障害、マネージャー･トレーナー概論、用具管理、スパイク管理、コ

ミュニケーションスキル、パソコン実習、英会話、サッカー理論、リーグ運

営論など 

使用教材 サッカー専用グラウンド 

就職実績 アビスパ福岡［キットマン］ 

これ以外はマネージャー・トレーナー科のものと判断できる就職実績はサ

イトに載っていなかった。 

取得資格 SAQ レベル 1 インストラクター、NSCA-CPT、JATI、JFA 公認 C 級コー
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チ（選択制）、ビジネス能力（選択制）、JAFT 認定スポーツシューフィッタ

ー、キッズリーダー、4 級審判員、赤十字救急法救急員、Word、Excel、

PowerPoint 

参考 URL http://cupsnet.com/about/course/manager/ 

 

(3) 日本ウェルネススポーツ専門学校  スポーツマネジメント専攻 

法人名 学校法人タイケン学園 

学校名 日本ウェルネススポーツ専門学校 

学科・専攻 健康スポーツ科  スポーツマネジメント専攻 2 年制  

教育目的 スポーツビジネスのマネジメント部分（企画・立案・運営・販売促進など）

について、さまざまな実例をもとにしてノウハウを学びます。 

具体的にはスポーツビジネスの現状と課題、スポーツチームの運営、企画書

の作成方法、マーケティングなどについて学習します。 

教育目標 〇"ビジネス"の側面からスポーツを学ぶ 

スポーツを実践ではなく、ビジネスの側面（「企画・立案」、「マーケティ

ング」、「広報・宣伝」、「販売促進」）から考察します。 

 

〇スポーツ業界で活躍中の多彩なゲスト講師による授業 

スポーツビジネスの第一線で活躍している方をゲスト講師として招き、

特別授業も実施。スポーツビジネスの最前線が学べます。 

科目構成 〇専門領域のキーワード 

メディアとスポーツの関連性、スポーツと広報・宣伝、スポーツの商業

化、プロ・アマチュアスポーツの変遷、地域スポーツ、スポーツの商品価値、

スポーツの価値創造、スポーツの経営資源、マーケティング、マーケティン

グの事例紹介（スポーツメーカー、装飾品、食品など）、スポーツの企画・

立案・運営、収支バランス、企画書・提案書の作成、日本の会社法人、小さ

な資本で儲けるには、スポーツ経営の理想と現実 

 

〇基礎領域のキーワード 

キャリア開発、謙虚な姿勢、学ぶ姿勢、コミュニケーション能力、リーダ

ーシップ、報告・連絡・相談は自己 PR の機会、緊張感を楽しむ、表現でき

る者が勝つ、スピーチ法、プレゼンテーション法、就職活動と社会常識、基

本行動、集団行動 

使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 健康運動実践指導者、レジャースポーツインストラクター、幼児体育指導者
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（2・3 級）、高齢者運動指導士、障がい者スポーツ指導員（初級）、救急法

救急員、トレーニング指導者、JFA 公認サッカーコーチ（C 級・D 級）、、日

本語ワープロ検定、ビジネス能力検定（B 検）他 

参考 URL https://wellness-media.jp/index.html 

 

(4) 東京工学院専門学校 スポーツビジネスコース 

法人名 学校法人田中育英会 総合学院テクノスカレッジ  

学校名 東京工学院専門学校  

学科・専攻 スポーツビジネス科  スポーツビジネスコース 2 年制  

教育目的 スポーツイベントを企画運営するスペシャリストに! 

教育目標 学内スポーツクラブ「テクノスポーツクラブ」を通して、実際の運営・広報・

イベント企画など、スポーツマネジメントに関するノウハウを学ぶ。 

スポーツ選手やチームを舞台裏で支えるチームスタッフやスポーツショッ

プの店員など、スポーツ業界で幅広く活躍できる人材を目指す。 

科目構成 1 年次 

〇スポーツ施設管理論 

プロスポーツチーム・施設の収入方法を知り、どのように経営・運営を行

っているのかを学びます。 

〇スポーツ用品 

各スポーツ用品の製品の特徴を学び、プロアスリートがどのようなニー

ズを好むのかを学びます。 

〇プレゼンテーション 

トッププレイヤーの名言を元に、自分の体験や考えを文章にし、他人に伝

えることを訓練します。 

〇フィットネスゼミダートフィッシ 

映像解析ソフト「ダートフィッシュ」を活用し、水中や陸上で撮影した運

動映像をもとに論理的・科学的に解析する能力を身につけます。 

〇栄養学 

栄養素の役割やその重要性を学び、健康の維持増進に適切な食事指導を

行う能力を身につけます。 

〇コンピュータ実習Ⅰ 

基本的なビジネス文書の形式を覚えます。インターネットを活用し、有効

な情報収集能力を身につけます。 

〇クラブマネジメントⅠ 

「テクノスポーツクラブ」での実習を通して発生した問題を挙げ、その改

善策や解決策を学ぶことでより高い実践能力を身につけます。 
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〇テクノスポーツクラブ 

スポーツビジネス科の学生が主体となって運営するスポーツクラブ。運

営業務やこどもの運動指導など、スポーツクラブの現場を体感します。 

 

2 年次 

〇スポーツビジネス論 

スポーツの価値を理解し、スポーツビジネスに関わる業種の紹介、日本と

欧米のスポーツ文化を比較し、それぞれのスポーツビジネスのしくみを

学びます。 

〇コンピュータ実習Ⅱ 

1 年次で習得した基礎知識を活かし、MOS（Microsoft Office Specialist）

検定の取得を目指します。 

〇販売士・B 検 

販売に必要な商品知識や販売技術、仕入や在庫管理、マーケティングな

ど、より高度で専門的な知識を持つ人材の育成を目指した資格の取得を

サポートします。 

〇英会話Ⅱ 

ビジネスシーンを想定して、外国人と英会話でコミュニケーションを図

るトレーニングをします。 

〇救急処置法Ⅱ 

1 年次で習得した処置法を活かし、乳児・小児など処置の対象者を広げ発

展的な処置法を習得します。 

〇テーピングⅡ 

1 年次で習得したテーピングの基礎知識や技術を活かし、多種多様なテー

プを用いて実践能力を習得します。 

〇クラブマネジメントⅡ 

「テクノスポーツクラブ」での実習を通して発生した問題を挙げ、その改

善策や解決策を学ぶことでより高い実践能力を身につけます。 

〇テクノスポーツクラブ 

スポーツビジネス科の学生が主体となって運営するスポーツクラブ。運

営業務やこどもの運動指導など、スポーツクラブの現場を体感します。 

使用教材 サッカーグランド、体育館、日本水泳連盟公認規格の温水プール、本格トレ

ーニングジムなど 

就職実績 ㈱THINK フィットネス（ゴールドジム）、㈱コナミスポーツ＆ライフ、ミ

ズノスポーツサービス㈱、西武レクリエーション㈱、トータルワークアウ

ト、川崎フロンターレ、加茂商事㈱、㈱カルチャーコネクションジャパン 
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他 

取得資格 情報なし 

参考 URL https://technosac.jp/eng/edu/sportsbusiness/ 

 

(5) アップルスポーツカレッジ イベント企画・チーム運営コース 

法人名 学校法人国際総合学園 

学校名 アップルスポーツカレッジ 

学科・専攻 スポーツビジネス科 イベント企画・チーム運営コース 2 年制  

教育目的 発展するスポーツ業界をステージに、お客様に夢と感動を与える。 

教育目標 〇プロチームでイベント企画をプロデュース！ 

〇プロの現場でホンモノのビジネスを学び、地域を盛り上げる！ 

〇業界スペシャリストから最先端を学ぶ 

科目構成 スポーツマネジメント、クラブマネジメント、プロスポーツビジネス論、ス

ポーツ産業論、地域形成論、パソコン実習、簿記検定対策、スポーツ現場ス

タッフ実習、スポーツビジネス研究 

使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 アシスタントマネージャー、日本イベント産業振興協会 スポーツイベン

ト検定、日本イベント産業振興協会 イベント検定、ビジネス実務技能検定

協会 サービス接遇検定 3 級、全国経理教育協会 簿記検定 3 級、サーテ

ィファイ認定 コミュニケーション検定 初級、サーティファイ認定 

Word 文書処理技能認定試験 3 級、サーティファイ認定 Excel 表計算技能

認定試験 3 級、サーティファイ認定 PowerPoint®プレゼンテーション技能

認定試験 初級、日本漢字能力検定協会 漢字能力検定 3 級、全国経理教育

協会 社会常識マナー検定 3 級 

参考 URL http://www.applesports.jp/course/proteam.html 

 

(6) 産業能率大学 スポーツマネジメントコース 

法人名 学校法人 産業能率大学  

学校名 産業能率大学  

学科・専攻 情報マネジメント学部 スポーツマネジメントコース 4 年制  

教育目的 スポーツに関わる団体や企業のイベントの効率的な運営を学ぶ 

教育目標 1984 年のロサンゼルスオリンピック以来、スポーツイベントに民間資本が

導入され、FIFA ワールドカップやオリンピックで見られるように放映権、

スポンサー等の分野でスポーツビジネスが展開されています。 
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さらに、日本では、1993 年Ｊリーグが開幕し、2011 年スポーツ基本法施

行、2015 年スポーツ庁発足、そして 2020 年東京オリンピック開催が決ま

り、スポーツマネジメントやスポーツビジネスに益々関心が寄せられてい

ます。 

ビジネスの世界からスポーツをのぞいてみませんか？ 

科目構成 ※コース専門科目のみ掲載 

〇２年次専門科目 

スポーツは、単に日常生活における〈する〉スポーツからお金を払って

〈観る〉という要素を含むようになり、「スポーツ産業」という言葉が日本

でも定着してきています。主にプロスポーツに焦点を当て、相撲・野球・サ

ッカーを中心にスポーツ産業の成り立ちや構造を理解していきます。 

（科目名）スポーツマネジメント入門、スポーツビジネス実践講座、スポー

ツ産業論 

 

〇３・４年次専門科目 

私たちになじみの深いスポーツ（サッカー・野球など）を通じて、経営学、

マネジメントを学びます。一般企業のビジネスとスポーツに関係するビジ

ネスについて、マネジメントの視点よりそれらの共通点と違いを理解し、マ

ネジメントのさまざまな形態・階層の存在を学び、学生自身のキャリア育成

に活かしていきます。 

（科目名）スポーツマーケティング、スポーツマネジメントの実践、スポー

ツに学ぶチームマネジメント 

 

〇スポーツビジネス事例研究 

オリンピックや FIFA ワールドカップ、J リーグチーム、プロ野球チーム、

bj リーグチーム、代理人業務、メディア関連企業、スポーツ用品企業、スポ

ーツ施設運営、スポーツ情報提供企業等について、その実情をグループワー

クにて踏み込んで情報収集、整理、理解を行い、課題発見や課題改善案を考

えます。 

使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 情報なし 

参考 URL http://www.sanno.ac.jp/exam/learn/joho/course_02.html 

 

(7) 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 スーパーマネージャーコース 

法人名 学校法人滋慶学園  
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学校名 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 

学科・専攻 音楽テクノロジー科 スーパーマネージャーコース 3 年制  

教育目的 総合的なマネジメントスキルを学び、次世代のリーダーを育成する。 

教育目標 マネジメント、コンサート・イベント企画、アーティスト発掘、著作権、プ

ロダクション経営、アーティストプロモーション、ホームページ制作、SNS

戦略、映像制作・配信、予算管理などエンターテイメント業界における、マ

ネジメントビジネスを実践的に学び、これからの新しい時代に活躍できる、

スーパーマネージャーを育成します。 

科目構成 〇業界プレゼンテーション 

パワーポイントを使用したプレゼンテーション力を養います。 

〇タレントマネージメント 

芸能プロダクションのスタッフに必要な知識を学びます。 

〇ミュージックビジネス 

日本の音楽業界の歴史や音楽業界を多角的な視点で見ながら、これから

の音楽業界で生きていくためのヒントやビジネスアイデアを見つけるた

めの授業。 

〇音楽制作概論 

楽曲制作に関わる業界の仕組みやレコーディング、流通など音楽制作に

関する知識を学びます。 

〇イベント制作運営実習 

学校行事（明日への扉、進級卒業制作展、学園祭など）に向けて制作や運

営を行うための授業。姉妹校で打ち合わせを行うこともあります。 

〇NEXT STAGE 

主催・制作進行・運営・PA・照明に分かれ、各チーム内外での情報伝達

のもと 0 からイベントを作り上げます。学内アーティストの発掘・宣伝、

またプロのアーティストのブッキングを行います。また現役プロデュー

サー達による、ライブパフォーマンスアドバイス会もあり、業界の方々か

ら見るアーティスト批評を聞くことが出来ます。 

〇マネジメントゼミ 

タレントをマネジメントする上で基礎的なスケジュール管理はもちろ

ん、そのタレントが成功するための要素を分析し、明確化することでノウ

ハウを学びます。デビューを目指す学生にマネージャーとしてサポート

することで、実践力を身につけます。 

〇ビジネス IT スキル 

現在の音楽業界で必要とされるビジネススキルを学びます。Excel、Word、

PowerPoint をはじめとするオフィス系ソフトはもちろんのこと、
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Illustrator、Photoshop でデザインスキルを 1 年間で学び習得します。 

〇コンサートテクニック 

コンサート、音楽ビジネス系の全コースが関わる、数多くのイベントを行

う授業です。企画書作成・プレゼンテーション・テクニカル打合せ・出演

者ブッキング・タイムテーブル作成など実際の業界における流れを、授業

内で行います。「良いイベントを創る」ことを全学生スタッフで取り組み

ます。 

〇音楽史 

音楽業界人として最低限必要な知識や洋楽ポピュラーミュージックの歴

史を学びます。 

〇著作権 

エンターテインメントビジネスにおいて必要となる著作権（音楽や書物、

映画等の明確な形を持たない無体財産権）の知識を学びます。 

〇キャリア教育 

ビジネスマナーや就職活動のサポート、コミュニケーション力を学び、人

間性を高める為の授業です。 

〇英会話（グローバルコミュニケーション） 

国際社会に対応すべく、コミュニケーションを取るための英会話をネイ

ティブスピーカーより学びます。 

〇DTP 

業界で必要とされ、求人の条件ともなるコンピュータースキル。ここでは

フライヤー作成や画像編集に必要なアプリケーションとしてイラストレ

ーターや、フォトショップ等のデザイン系ソフトを実践的に使えるよう

に学びます。 

〇PC スキルアップⅠ、Ⅱ 

業界で必要となる PC スキルとして、エクセルやワード、パワーポイント

といったオフィス系ソフトを実践的に使えるように学びます。 

〇音楽業界知識 

アーティストを中心とした音楽業界の様々な仕事やその仕組みを学びま

す。 

使用教材 企画ルーム、学生ラボ／学生サロン、マックルームⅠ・Ⅱ、PC ルーム、LIVE 

Space 0's、A LIVE STUDIO、イベントホール、SSL レコーディングスタジ

オなど 

就職実績 2019 年 4 月開設のため実績なし 

取得資格 情報なし 

参考 URL https://www.shibuya.ac.jp/course/super_manager.html 
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(8) 東放学園音響専門学校 音響芸術科 

法人名 学校法人東放学園 

学校名 東放学園音響専門学校 

学科・専攻 音響芸術科 2 年制  

教育目的 音響芸術科は、音楽を広く世に伝える音楽ビジネスに関わる人材を育成す

る学科です。たとえば、コンサート制作やプロモーター、アーティストマネ

ージャーやファンクラブスタッフ、音楽雑誌・Web サイトの編集者やライ

ターなど、音楽業界スタッフとしてのノウハウを、実際にライブや CD、音

楽情報サイトなどの企画・制作をとおして学んでいきます。 

教育目標 ・実際に一からライブを企画・制作したり、多くのイベントにスタッフ参加

することでライブ制作のノウハウを学ぶ。 

・自分たちでアーティストを発掘。レコーディングから CD 制作、販売ま

で行う。 

・音楽情報サイトやライブのフライヤーを制作。ファンクラブ業務の基礎

を身につける。 

科目構成 〇基礎専門科目 

音楽ビジネス論、MusicmanⅠ、レコーディング制作論、アーティストプ

ロデュース論、音楽業界概論、音響システム論、ビジネス著作権、日本アー

ティスト史、コンサートビジネス、プロダクションビジネス、ステージ制作

論、ジャズポップス史、ロック史、コンサート・イベント論、音楽ジャーナ

リズム論、音楽著作権、スコアリーディング、音楽理論、テレビ番組論、楽

器論、プロモーター論、オリコン講座、デザイン概論、ミュージックシーン

研究、業界特別講座、企画・プロデュース論、ライブスポットリサーチ、エ

ンターテインメント業界、ポップスアナリーゼ、社会人基礎講座、マネージ

ャー実践講座 

 

〇実習演習科目 

ライブ制作実習、音響基礎実習、出版制作実習、ミュージックビデオ制

作、マーケティング実習、Web コンテンツ制作Ⅰ・Ⅱ、Illustrator 実習、

Windows Office 入門、卒業制作、Pro Tools 実習、DTP テクニック、

MusicmanⅡ、イベントゼミ 

 

〇2 学科共通科目 

Vocal Edit Analyze、シンセサウンド研究、ステージライティング、ワー

ルドミュージック、インターネット・ミュージック、取材ライティング、エ
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ディトリアルテクニック、ミュージッククリエイト実習、ギターゼミ（初

級）、ドラムゼミ、ステージ制作実習、イヤートレーニング、校外セミナー、

海外セミナー、特別講座 

 

〇特別科目 

就職講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、業界研究Ⅰ・Ⅱ 

使用教材 STUDIO Dee、PA 実習室、デジタル PA コンソール、PA スピーカーシス

テム、レコーディング B スタジオ、MA スタジオ、アナウンスブース、Avid 

Pro Tools システム、音楽制作ソフトウェア、Macintosh Room、Windows 

Room 

就職実績 情報なし 

取得資格 JAPRS 認定 Pro Tools 技術認定試験、舞台機構調整技能士（3 級・2 級）、

ビジネス著作権検定（BASIC・初級・上級）、ネットマーケティング検定、

情報検定（情報デザイン試験）、DTP 検定、ビジネス能力検定（B 検）ジョ

ブパス他 

参考 URL https://www.tohogakuen.ac.jp/onkyo/arts/  

 

(9) ミュージックカレッジ専門学校 ミュージックビジネス学科 

法人名 学校法人尚美学園 

学校名 ミュージックカレッジ専門学校 

学科・専攻 ミュージックビジネス学科 2 年制  

教育目的 「音楽好き」！！から始めよう。 

アーティストのより良き「パートナー」を目指して。 

教育目標 ・ミュージックビジネスと密度にリンクしたカリキュラム構成で、就職へ

の近道となります。 

・研修制度や音楽業界との連携を通して、ミュージックビジネスを実践の

中で学んでいきます。 

・“新人発掘”から“SNS などを使った情報配信”まで、ミュージックビジネ

スを実践する学科プロジェクト「春日組」。 

科目構成 1 年次 

〇ミュージックビジネスにおける基礎力を身につける 

オリコンを読んで、コンサートビジネスⅠ・Ⅱ、レコード会社研究Ⅰ・Ⅱ、

プロダクションビジネスⅠ・Ⅱ、音楽著作権Ⅰ・Ⅱ、日本の A&RⅠ・Ⅱ、

就職ゼミ、就職講座Ⅰ 

〇ミュージックビジネスにおける知識を身につける 

プレゼンテーションⅠ・Ⅱ、ビジネスコンピュータⅠ・Ⅱ、プレゼンテー
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ションツールⅠ・Ⅱ、デジタルミュージックⅠ・Ⅱ、 

〇情報発信する喜びを感じる 

音楽番組制作Ⅰ・Ⅱ、音楽ソフトビジネスⅠ・Ⅱ 

〇実践力を育てる 

ライブ&コンサートⅠ・Ⅱ、CM 制作Ⅰ・Ⅱ、イベント企画Ⅰ・Ⅱ、PA・

照明Ⅰ・Ⅱ 

 

2 年次 

〇ミュージックビジネスにおける基礎力を身につける 

コンサートプロデュースⅠ・Ⅱ、CD 制作実習／A&RⅠ・Ⅱ、アーティス

トマネジメントⅠ・Ⅱ、著作権ビジネスⅠ・Ⅱ 

〇音楽業界就職に向けてのコミュニケーション能力を高める 

発想論Ⅰ・Ⅱ、プレゼンテーションⅢ・Ⅳ、DTMⅠ・Ⅱ、プロモーショ

ンビデオ制作Ⅰ・Ⅱ、就職講座Ⅱ、セールスプロモーション 

〇情報発信の実践  

フリーペーパー制作Ⅰ・Ⅱ、MTV 制作Ⅰ・Ⅱ、Web デザインⅠ・Ⅱ 

〇エンタテインメントビジネスにおける実践 

プログラミング講座Ⅰ・Ⅱ、ライブ&コンサートⅢ・Ⅳ、イベント制作Ⅰ・

Ⅱ、ファンクラブビジネスⅠ・Ⅱ、プログラミング講座Ⅱ 

使用教材 情報なし 

就職実績 ㈱キョードーファクトリー、㈱ハンズオン・エンタテインメント、㈱ホット

スタッフ・プロモーション、㈱オデッセー、㈱ロッキング・オン・ジャパン、

㈱アップフロントプロモーション、アミューズ台湾、㈱五木プロモーショ

ン、㈱イドエンターテインメント、㈱キューブ 他 

取得資格 情報なし 

参考 URL https://www.shobi.ac.jp/course/musicbusiness/index.html  

 

(10) 東京放送芸術＆映画・俳優専門学校 スーパープロデュース＆マネジメントワールド 

法人名 学校法人 滋慶学園 

学校名 東京放送芸術＆映画・俳優専門学校 

学科・専攻 放送芸術科 スーパープロデュース＆マネジメントワールド 2 年制  

教育目的 現代のマネジメント・オフィスが求めているのは、俳優やタレントの才能を

総合的にプロデュースできる人材です。番組チャンネル数の急激な増加を

筆頭に、現代のエンターテイメント産業におけるトータルプロデュースを

学びます。 

教育目標 ・スーパープロデューサー専攻 
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 TV・ライブ・映画のプロデュース。動画ビジネスのすべてを身につける。 

・スーパーマネージャー専攻 

 めざすは、「万能プロデューサー」確かな企画力とマネージメント力を身

につける。 

科目構成 〇映像実践 

脚本・監督・撮影・照明・編集をすべて学生が担い、翌週の授業までに編

集。完成した作品を講師がチェックし、各部署それぞれを指導、実戦経験

を積む。 

〇イベント制作 

企画・制作・集客までを一貫して実践。イベントを通して、コミュニケー

ション力や発想力を身につけ、プロデュース力を身につける。 

〇マネジメント講座 

現役のマネージャー講師から、プロとして必要なスキルを学び、現場で即

戦力として活躍できる人材の育成ノウハウを学ぶ。 

〇企画プレゼン 

実際にプレゼンテーションを行うことで実戦経験を積み、自身の企画を

人に伝えるための方法論を学ぶ。 

 

マネジメント基礎、タレントプロデュース、新人発掘イベント制作、ビジネ

スマナー、ビジネスコンピュータ、映像テクニック、フリートーク、

photoshop／illustrator、広告宣伝、スキルアップ演習、TV 番組制作、ディ

レクター基礎、ショートムービー制作、CM 制作、企画プレゼン、ビジネス

コンピュータ、元祖爆笑王プロジェクト、カメラワーク、ノンリニア編集、

グラフィックデザインなど 

使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 情報なし 

参考 URL https://www.movie.ac.jp/course/world_produce.html  

 

(11) 放送芸術学院専門学校 メディアクリエイト科  タレントマネージャーコース 

法人名 学校法人コミュニケーションアート 

学校名 放送芸術学院専門学校 

学科・専攻 メディアクリエイト科  タレントマネージャーコース 2 年制  

教育目的 タレントを輝かせ、売り込むために、確かな企画力とマネージメント力を身

につける。 

教育目標 基本的なビジネスマナーからマスコミ全体の知識、業界用語などを習得。幅
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広い知識を求められる仕事のため、イベント制作や番組制作の現場を理解

するためのカリキュラムも網羅。同時に、タレントプロモーションに必要な

売り込み方法やプロフィール作成テクニックなどのマネージメントノウハ

ウを、業界第一線で活躍する講師から総合的･具体的に学びます。 

科目構成 〇タレントマネージメントを学ぶ 

マネジメント基礎、タレントプロデュース、人発掘イベント制作など 

〇マネージメントスキルを学ぶ 

ビジネスマナー、ビジネスコンピュータ、映像テクニック、フリートー

ク、Photoshop・イラストレーターなど 

〇業界知識を学ぶ 

広告宣伝、スキルアップ演習など 

使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 情報なし 

参考 URL https://www.bac.ac.jp/course/manager.html  

 

(12) 東京スクール・オブ・ビジネス ビジネスマネジメント専攻  

法人名 TSB 学校法人 

学校名 東京スクール・オブ・ビジネス 

学科・専攻 経営学科 ビジネスマネジメント専攻 ビジネス経営コース 2 年制  

教育目的 次世代のビジネス界でリーダーとして活躍する！ 

教育目標 企業経営とは「人」「モノ」「金」「情報」を管理しながら動かすこと。次代

のビジネス界で活躍するビジネスマンや経営者、経営コンサルタントを育

てます。企業経営、財務・会計の知識を習得し、トータルにマネジメントで

きる能力を養います。2 年間で自分のキャリアプランに合ったスキルを習得

し、リーダーとしての資質を身につけます。 

科目構成 〇科目例 

 企業経営理論、ビジネス実務法務、ストアオペレーション、マーケティン

グ、販売・経営管理、簿記会計、小売業の類型、マーチャンダイジング、ビ

ジネスコミュニケーション、ビジネス実務マナー、コンピュータ演習 他 

 

〇ビジネス経営コース資格取得目標 

・１年次 

ビジネス実務マナー検定、販売士（リテールマーケティング）検定２級、

Excel 検定、日商簿記検定３級、ビジネス文書検定３級、FP 技能士３級、

貿易実務検定 
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・２年次 

日商簿記検定２級、ビジネス実務法務検定、FP 技能士２級、日商簿記検

定２級 

使用教材 情報なし 

就職実績 中央労働金庫〈金融・証券・保険〉、第一生命保険〈金融・証券・保険〉、KOYO

証券〈金融・証券・保険〉、セントレード証券〈金融・証券・保険〉、原田公

認会計士・税理士事務所、税理士法人オランジェ、他 

取得資格 中小企業診断士、IT パスポート、日商簿記検定、販売士（リテールマーケ

ティング）検定、ビジネス実務法務検定®、FP 技能士、貿易実務検定®、ビ

ジネス実務マナー検定、ビジネス文書検定、秘書検定、MOS（Microsoft 

Office Specialist 他 

参考 URL http://www.tsb-yyg.ac.jp/department/business/management/  

 

(13) 東京商科・法科学院専門学校 経営・ショップビジネスコース 

法人名 学校法人東京日新学園 

学校名 東京商科・法科学院専門学校 

学科・専攻 経営・事務ビジネス学科 経営・ショップビジネスコース 2 年制  

教育目的 実務的なマーケティングを中心に学習し、ビジネスを専門的に学びます。卒

業時に「専門士」が付与されます。 

教育目標 〇店舗運営に必要な知識やスキルを学ぶ 

マーケティングを中心に、店舗の運営システムや売上に直結する商品構

成、商品の販売方法などについて専門的に学びます。 

〇コミュニケーション能力の育成 

グループワークやプレゼンテーションなどを通して、接客技術や営業に

求められるコミュニケーション能力を身につけます。 

〇就職活動にも活かせる学習内容 

販売やサービスに関する知識やスキルはどのような業界でも役立つた

め、自分のキャリアプランに合った就職活動が可能です。 

科目構成 １年次 

〇基礎分野 

ファイナンシャルプログラムⅠ、キャリアプログラムⅠ・Ⅱ、ビジネス教

養Ⅰ、コンピュータ実習Ⅰ・Ⅱ、英会話Ⅰ・Ⅱ、コミュニケーションスキ

ル、ビジネス実務、クラス演習Ⅰ・Ⅱ 

〇専門分野 

販売士Ⅰ（小売業の類型等）、販売士Ⅱ（マーチャンダイジング等）、販売

士Ⅲ（ストアオペレーション等）、販売士Ⅳ（マーケティング等）、経営学
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Ⅰ、ラッピング、簿記、カラーコーディネートⅠ・Ⅱ、コンピュータ会計 

 

２年次 

〇基礎分野 

ファイナンシャルプログラムⅡ・Ⅲ、キャリアプログラムⅢ・Ⅳ、ビジネ

ス教養Ⅱ、英会話Ⅲ、業界・企業研究、クラス演習Ⅲ・Ⅳ、実践スキルア

ップ 

〇専門分野 

販売士Ⅴ、販売経営論、経営学Ⅱ、ディスプレイ実習、ラッピングⅡ、プ

レゼンテーション基礎、起業研究、テーマ別演習Ⅰ～Ⅲ 

 

〇授業紹介 

・リテールマーケティング（販売士）Ⅰ～Ⅵ 

「小売業の類型」「マーケティング」「ストアオペレーション」「マーチャ

ンダイジング」について学びます。事前講習を受けることで本校の学生は

「販売・経営管理」の科目が免除されます。 

・ディスプレイ実習 

店舗の個性を彩り、販売促進に直結する棚作りに不可欠なディスプレイ

について、VMD（ビジュアル・マーチャンダイジング）の手法を取り入

れ、実践的に学びます。 

・経営学Ⅰ・Ⅱ 

「企業システム」「経営戦略」「経営組織」などの基礎知識を全般的に学

び、２年次には「事業計画書の書き方」「財務諸表の読み方」などを実践

的に学びます。 

使用教材 情報なし 

就職実績 サックスバーホールディングス、ヨドバシカメラ、ユニクロ、サマンサタバ

サジャパンリミテッド、コモディイイダ 他 

取得資格 リテールマーケティング（販売士）検定 2・3 級、日商簿記検定 3 級、商業

ラッピング検定、色彩検定、経営学検定、Microsoft Office Specialist（MOS）

Word・Excel、PowerPoint プレゼンテーション技能認定試験、その他 

参考 URL https://www.tokyo-nissin.ac.jp/carrer/management.html#link02  

 

(14) 大原簿記公務員専門学校千葉校 販売・店舗マネージャーコース 

法人名 学校法人 大原学園 

学校名 大原簿記公務員専門学校千葉校 

学科・専攻 ビジネス・経理・事務・販売 販売・店舗マネージャーコース 2 年制  
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教育目的 情報なし 

教育目標 〇販売営業テクニックが身につく企業は販売営業テクニックを身につけた

即戦力となるスタッフを必要としています。さまざまな実習を通して身

につけた技術は、就職に大変有利です。 

〇実際の売場で実習ができるインターンシップによる、実際の売場での実

習を通して、在学中に将来の自分の職業を体験できます。 

〇リテールマーケティング(販売士)検定 3 級を取得小売業界では必須の資

格であるリテールマーケティング(販売士)検定 3 級の合格を目指します。

資格を取得することで就職活動が断然有利になります。 

科目構成 〇1 年次 

簿記Ⅰ・Ⅱ、メイク・ネイル実習、パソコン基礎知識、Word 実習、接客実

習、プレゼンテーション実習、接遇マナー、カラーコーディネート実習、業

界研究、企業研究、販売実習、小売業の類型、マーチャンダイジング、スト

アオペレーション、マーケティング、販売経営管理 

〇2 年次 

パソコン応用知識、Excel 実習、E コマース概論、ネットショップ実習、源

泉徴収事務実習、経理事務実習、経理実務（給与計算）、マーケティング実

習、マーケティング概論、パソコン実習、ビジネスプレゼンテーション、卒

業研究制作、採用職種に応じた学習 

使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 リテールマーケティング(販売士)検定３級、サービス接遇検定 2 級、日商簿

記検定 2・3 級、色彩検定 3 級、マイクロソフト オフィス スペシャリスト

(MOS)Word・Excel・Power Point 

参考 URL https://school.o-hara.ac.jp/chiba/bunya/business/hanbai/  

 

(15) 専門学校 青山ファッションカレッジ ファッションビジネス科  

法人名 学校法人 原学園 

学校名 専門学校 青山ファッションカレッジ 

学科・専攻 ファッションビジネス科  2 年制  

教育目的 ファッションをビジネスとして捉え、「服を売る」ことをテーマに、ファッ

ションビジネスのスペシャリストを育成する。 

教育目標 ショップの企画・経営やファッション販売の技術を学びます。さらに近年の

ファッションビジネスにも対応できるようにネットショップ運営に関する

授業も取り入れています。将来は自分のお店を持ちたい、ショップの運営に

携わる仕事がしたいという方に最適な学科です。 
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科目構成 〇ファッションビジネス論 

ファッション業界の仕組みや専門用語などの基礎知識を学びます。 

※「ファッションビジネス能力検定」の受験をサポート 

〇市場調査 

学校周辺のショップや道行く人をリサーチし、トレンドを分析します。 

〇ショップ経営 

店舗出店に伴う、企画・運営や計数管理の方法について学びます。 

〇ファッション販売 

ファッション販売職として必要な商品知識と販売技術を学びます。 

※「ファッション販売能力検定」試験対策に対応 

〇セールスプロモーション 

広告・宣伝・セールスプロモーションのルールや発想を学びます。 

〇マーチャンダイジング 

セレクトショップの商品計画～販売～売上をシミュレーションします。 

〇マーケティング 

企業の事例を検証し、顧客満足や差別化による優位性について学びます。 

〇ビジュアルマーチャンダイジング 

効果的な商品の陳列方法や店舗レイアウト・演出手法を学びます。 

〇ファッショントレンド分析 

トレンド分析を体感し、トレンドを予測する手法を身につけます。 

〇ァッション EC プランニング 

消費者に支持される EC（ネットショップ）のノウハウを学びます。 

〇ファッション画 

イメージを伝達するために必要なファッション画の描写法を学びます。 

〇ファッション造形 

服づくりの基礎を学び、服の構造を理解し、お直しの知識を身につけま

す。 

〇素材 

布地の種類・特性を理解し、品質表示や取扱いの注意点を学びます。 

〇ファッション論 

ファッションとは何か？服飾史から現代ファッションまでを学びます。 

〇プロポーザルデザイン 

デザインアプリを使用し、企画書をデザインするスキルを身につけます。 

※多くの企業に導入されている「Photoshop」「Illustrator」を使用 

〇カラー 

ファッションの基本となる、配色技法、色彩心理、流行色を学びます。 
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※「ファッション色彩能力検定」試験対策に対応 

〇パソコンワーク 

企画書や DM の制作に使用するデザインアプリの操作技法をマスターし

ます。 

※多くの企業に導入されている「Photoshop」「Illustrator」を使用 

〇コミュニケーションマナー 

社会人として必要なマナーやコミュニケーション能力を身につけます。 

〇英会話／フランス語 

挨拶・旅行・接客などに役立つ基礎的な会話を学びます。 

使用教材 情報なし 

就職実績 株式会社シップス、株式会社 Gleeful、株式会社エイ・ネット、株式会社三

陽商会、株式会社バロックジャパンリミテッド 他 

取得資格 ファッション販売能力検定、ファッション色彩能力検定、ファッションビジ

ネス能力検定、リテールマーケティング（販売士）検定、色彩検定 

参考 URL https://afc.ac.jp/course/fb/  
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第３節 先端技術教育事例調査結果 

(1) HAL 東京 先端ロボット開発学科 

法人名 学校法人日本教育財団 

学校名 HAL 東京 

学科・専攻 先端ロボット開発学科 4 年制 

ロボット開発エンジニア専攻／デバイス制御エンジニア専攻／先端ロボテ

ィクス専攻 

教育目的 プログラミングから実際のロボット製作までの知識・技術を、実践型プロジ

ェクトで学び、ロボットエンジニア・クリエイターを育成。 

教育目標 〇ロボット開発エンジニア専攻 

設計したロボットを自由自在に操るためにはソフトウェアの力が必須とな

ります。この専攻ではロボットを教材に、歩行や腕といった動作制御のシス

テム設計やソフトウェア開発の知識・技術を重点的に身につけます。 

 

〇デバイス制御エンジニア専攻 

生活に欠かせない乗り物、モバイル機器、家電ネットワークといったハイテ

ク機器に使用される電子回路や各種センサーなど、機器構成の中心となる

デバイスを制御するための技術を修得します。 

 

〇先端ロボティクス専攻 

技術の進化にともない、これからの技術者には新技術を柔軟に取り入れる

力が求められます。飛行体、産業用ロボットなどの組込プログラムや、画

像・音声解析をもとにした学習型知能機械開発に必要な知識・技術を修得し

ます。 

科目構成 〇1 年次 

メカトロニクスに関する知識を深めながら、プログラミング言語をゼロか

ら修得し、ソフトとハード両面から総合的な理解度を高める。国家試験対策

も実施。 

［基礎・応用] 

ロボットシステム基礎、コンピュータプログラミング（C 言語）、アルゴリ

ズム（処理手順）、業界基礎知識（ロボット史、構造、将来展望）、基本情報

技術者試験対策（CASLⅡ・コンピュータ内部知識）、HAL EVENT WEEK

（進級制作展） 

［総合教育] 
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創造性開発、問題解決技法 

 

〇2 年次 

開発のプロセスや技術を実践的な授業で学び、ロボット・組込エンジニアと

しての応用力を養う。チームによる開発演習などを通して、高度なプログラ

ミングスキルも修得。 

［実習・演習] 

ロボットシステム開発実習、センサー情報処理技術、電子回路設計制作実

習、アクチュエータ制御手法 

［基礎・応用] 

制御システム開発手法、組込システム・マイクロコントローラ・電子部品基

礎・応用、3D メカニカル CAD、ロボット開発技術、Android プラットフォ

ーム基礎、制御工学、国家試験対策 

［総合教育] 

商品調査・分析、ビジュアルコミュニケーション 

 

〇3 年次 

実用的なロボットシステムの企画・開発力を、実践型プロジェクトで磨く。

さらに、アプリ制作技術や情報セキュリティなど周辺知識も修得、就職活動

を有利に進める。 

 

［実習・演習] 

ロボット開発実習、制御システム開発、自立制御・人工知能プログラミン

グ、就職作品制作（ロボットシステム）、就職作品プレゼンテーション（企

業審査） 

［基礎・応用] 

解析・検証手法（MATLAB/Simulink）、ロボット制御プログラミング、大

規模電子回路設計・製作、Android プラットフォーム応用、プロジェクトマ

ネジメント、国家試験対策 

［総合教育] 

ビジネストレーニング、インターンシップ、就職活動 

 

〇4 年次 

これまでの技術をもとに、マーケティングから販売手法に至るまでの総合

的な知識を身につける。チーム制作を通して、コミュニケーション力も高め

ていく。 
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［実習・演習] 

専攻別科目（ロボット開発/デバイス制御）、ケーススタディ（産学連携プロ

ジェクト）、リアルタイム OS プログラミング（ITRON）、モデルベース開

発技術、リアルタイム制御演習、デジタル信号処理、未来創造展（卒業制作・

発表展） 

［基礎・応用] 

国家試験対策 

［総合教育] 

就職活動、ビジネスコミュニケーション 

使用教材 現場での即戦力の人材を育成する専門学校 HAL 東京では、自律型ロボット

の組込系プログラミングに使用するマイコンボードから、3D プリンター、

工作機械、解析・検証ツールなど、充実した開発環境を用意。 

就職実績 任天堂、コナミデジタルエンタテインメント、ヤンマー、富士通待機システ

ム、タイトー、バッファロー、富士重工業、富士フイルムソフトウェア、弥

生、富士ソフト、NTT ネオメイトほか 

取得資格 基本情報技術者、応用情報技術者、プロジェクトマネージャ、ネットワーク

スペシャリスト、エンベデッドシステムスペシャリスト、CCNA/CCNP、

マイクロソフト認定プロフェッショナル（MCP）ほか 

参考 URL https://www.hal.ac.jp/tokyo/course/robotics 

 

 

(2) 日本工学院 テクノロジーカレッジ ロボット科 

法人名 学校法人片柳学園 

学校名 日本工学院 

学科・専攻 テクノロジーカレッジ ロボット科 2 年制 

ロボット制御プログラム専攻／ロボット製作専攻／二足歩行ロボット専攻

／パーソナルロボット専攻 

教育目的 ロボット製作の実習を軸に、機械加工からプログラミング、メカトロニクス

など、ロボットに関するすべてのスキルが学べるカリキュラムを用意。2 年

間の学習で、あらゆる業界でロボット技術者として活躍するための知識・技

術を身につける。 

教育目標 ・ロボット制御プログラム専攻 

ロボットも、頭脳となるプログラムがなければ動くことができません。制御

システムというのは、いわばロボットの知能。ロボット制御プログラム専攻

では、ロボット制御技術に加え、産業用ロボットなどで必要なマイコン、プ

ログラム、メカトロニク、そして話題の AI 技術について、Pepper や AIBO
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を使った実習などを中心に、実践的に学びます。卒業後は、自動車やバイ

ク・航空・鉄道関係、おもちゃ・製造機械・プランテーション・FA オート

メーション・産業ロボットなど、さまざまな機械・メカトロニクスの設計と

プログラムを手がけることができるエンジニア・開発技術者として、幅広い

業界で活躍することが可能です。 

 

・ロボット製作専攻 

ロボットがあらゆる分野で普及・活躍している現在、とてもニーズの高まっ

ているのがロボット製作の技術。ロボット製作専攻では、金属加工や組立て

などの機械加工や、設計、CAD、材料工学など、ロボット製作に必要なあ

らゆる技術などを実践で学びながら、製作スキル、エレクトロニクス技術、

そしてロボット技術の応用方法まで、幅広い業界で活躍可能なスキルを身

につけます。毎年高い就職率を誇り、多くの卒業生が、一部上場のメーカ

ー・企業に就職し、第一線のエンジニアとして活躍中です。 

 

・二足歩行ロボット専攻 

二足歩行ロボット専攻では、二足歩行が可能なロボットを思い通りに動か

したり製作したりする実習を通じて、ロボットや機械の製作の基礎知識か

ら高度な技術までをしっかりと学ぶことができます。また、ロボット競技大

会などでの活動を通して、設計、製作、メカトロニクスなど、幅広いスキル

を身につけることで、真のロボット技術者をめざします。 

 

・パーソナルロボット専攻 

産業ロボットをはじめ、福祉・介護・介助、掃除、防災、警備保安ロボット

など、私たちの暮らしの中でたくさんのロボット技術が活躍している今、新

しいロボットの発想や開発ができる技術、知識があらゆる業界で求められ

ています。パーソナルロボット専攻では、ロボットの基礎技術を学んだ上で

社会に役立つロボットの創造力を養います。パーソナルロボットに特化し

たプロスキルまでを学べ、卒業後はロボット技術を必要とするさまざまな

企業への就職をめざすことが可能です。 

科目構成 〇1 年次 

［一般科目］ 

 ビジネススキル、パソコン実習、キャリアデザイン、スポーツ実習 

 ［専門科目］ 

 ロボット入門、エレクトロニクス、デジタル回路、メカニクス、プログラ

ミング、マイコン、機械製図、3D-CAD 実習、テクノロジー実習、ロボ
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ット制作実習、ロボット応用実習 

 

〇2 年次 

 ［一般科目］ 

 プレゼンテーション、キャリアデザイン、スポーツ実習 

 ［専門科目］ 

 二足歩行ロボット、ロボット技術、メカニクス、バイオロボティクス、ロ

ボット制御、プログラミング、マイコン、人工知能、パーソナルロボット、

ロボット制作実習、3D-CAD 実習、ロボットコンテスト、ロボット応用

実習 

使用教材 ロボット科では、豊富な実習教材を揃えたロボットラボラトリーや、ロボッ

ト製作実習室、先端 3D 製作室(メイカーズラボ)。「3D スキャナー」「3D プ

リンター」「5 軸マシニングセンタ」などの最新機器から多様な CAD ソフ

トまで、最新鋭のプロ用機材を完備した先端 3D 製作室(メイカーズラボ)を

存分に利用したロボット製作実習を行っています。 

就職実績 三菱マテリアル、オリンパスメディカルエンジニアリング、日産自動車、い

すゞ自動車、ボッシュ、ヤマハ発動機、ホンダテクノフォート、河西工業、

オートテクニックジャパン、京王電鉄、京成電鉄、東京地下鉄、ＪＲ東日本

メカトロニクス、IHI、IHI 運搬機械、IHI ロジテック 他 

取得資格 情報処理技術者試験(基本情報技術者、応用情報技術者)、パーソナルコンピ

ュータ利用技術認定(1～4 級)、工事担任者、第一・二級陸上特殊無線技士、

ディジタル技術検定(1～4 級)、CAD 利用技術者(1・2 級)、トレース技能検

定(1～4 級)、ガス溶接技能講習、アーク溶接特別教育、小型車両系建設機

械特別教育、フォークリフト運転特別教育、小型クレーン特別教育 など 

参考 URL https://www.neec.ac.jp/department/technology/robot/ 

 

(3) 横浜システム工学院専門学校 ロボット・IoT ソフト科 

法人名 学校法人 YSE 学園 

学校名 横浜システム工学院専門学校 

学科・専攻 ロボット・IoT ソフト科 2 年制 

教育目的 ロボット・IoT ソフト科は、すべてのモノがインターネットを通じて繋がる

情報化社会で、ロボットや身近な機器を安心して利用できる安全なシステ

ムを開発できる人材を育成。ロボット・IoT システムを開発する上で必要な

知識を修得し、学外のロボットコンテストや発表会への参加を通して、先進

的 IT の現場で使える職業実践力を身につける。 

教育目標 ロボット・IoT ソフト科の Point 
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・ロボットや IoT を学ぶのに欠かせない IT の基本をしっかり身につける。 

・ロボットの頭脳にあたる組込み系コンピュータの基本をしっかり身につ

ける。 

・さまざまな機器から情報を収集するセンサーや IoT の技術が身につく。 

・インターネットを通してモノを利用するアプリケーションが開発できる

ようになる。 

・AI プログラミング言語 Python や Java などを使えるようになる。 

科目構成 〇1 年次：IT の基礎的な知識・技術について学習 

ロボットを動かしたり、IoT を活用するためには、データベースやネット

ワークについての知識も必要です。1 年次の後半からは、ゲーム・Web・ロ

ボットだけでなくビッグデータ、AI などについても学び、幅広い知識を身

につけます。ゲーム的な手法「ゲーミフィケーション」を取り入れ、楽しみ

ながら学びます。 

［科目］ 

IT リテラシー、コンピュータシステム、データ構造とアルゴリズム、Java

プログラミング、データ分析基礎、就職指導、情報英語基礎Ⅰ、文章作法

Ⅰ、データベース技術、ネットワーク技術、システム開発と運用、オブジ

ェクト指向設計、情報セキュリティ、ネットワーク・データベース、Java

プログラミング、ゲーム・ロボットプログラミング、HTML5・CSS3、、

先進情報技術、 

 

〇2 年次 ：システムを構築し、実際に動作させるなど、実践的に学習 

ネットワーク・データベースを利用したシステムの制作方法を身につけ

ます。プログラミングの授業では、Web システムやゲーム作品を制作しま

す。サーバ・IoT・ビッグデータなどの最新技術についても学びます。 

［科目］ 

クライアントサイドプログラミング a、ネットワークサーバー構築、ロボ

ット制御プログラミング、センサープログラミング、就職実践、情報英語

基礎Ⅱ、文章作法Ⅱ、Web プログラミング、暗号・認証技術、創造的思

考法、プロジェクト管理技法、スマートロボット・IoT システム開発 

使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 IT パスポート試験、基本情報技術者試験、Java プログラミング認定試験、

IoT 検定、IoT 技術検定試験、Python エンジニア認定基礎試験、python エ

ンジニア認定データ解析試験 

参考 URL https://www.yca.ac.jp/course/course_ri.html 
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(4) 専門学校 静岡電子情報カレッジ ロボットシステム研究 

法人名 学校法人 中村学園 

学校名 専門学校 静岡電子情報カレッジ 

学科・専攻 IT ゲーム＆ロボットシステム学科 ロボットシステム研究 

教育目的 年間 2 億個を超える IoT デバイスが開発される今ハードウェア技術が一層

重要になりました。ロボット開発を中心に IT ものづくりの醍醐味を味わい

ながら IoT 技術で全世界を動かすプロになろう。 

教育目標 電子工作が大好きな教員陣とものづくりに熱中してみませんか。教室には

最新の機械設計に不可欠な 3D プリンタや工作機械が並び、まさに工房。無

期日なパーツが生き物のように動き出す醍醐味は最高です。ものづくりを

ハードウェアとソフトウェアの両面から学べる学科は他校にもほとんどな

いうえ、プロの職場見学やインターンシップも充実し、求人数も抜群。IoT

時代を担うエンジニアが続々生まれています。 

科目構成 〇主なカリキュラム 

ロボット作成基礎・応用。ロボット作成実習 1・2、電気・電子回路、デジ

タル回路、IoT システム設計・開発、プログラミング基礎・応用、セキュリ

ティ概論、ウェブシステム設計・開発、モデリング技法、プロゼミ、ゼミナ

ール、卒業研究 他 

使用教材 3D プリンタ 

工作機多数 

就職実績 情報なし 

取得資格 基本情報技術者、応用情報技術者、IT パスポート、電気通信の工事担任者

試験、C 言語プログラミング 

参考 URL https://www.can.ac.jp/denshi/gakka2018is.php#gakka01 

 

(5) 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 ロボット&IoT 専攻 

法人名 滋慶学園 COM グループ 学校法人コミュニケーションアート 

学校名 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 

学科・専攻 AI & ロボット ワールド ロボット&IoT 専攻 3 年制 

教育目的 最先端のロボット技術から IoT まで、ものづくり全般を総合的に学びます。

ロボットと人が共存する社会を実現する、次世代エンジニアの育成を目指

します。 

教育目標 〇IoT(モノのインターネット化)全般をしっかり学べる 

〇モノづくりの基礎から応用まで全般をしっかり学べる 

〇ロボットから家電など IoT の活用を総合的に学ぶ 
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科目構成 〇基礎カリキュラム 

・資格を学ぶ 

IT パスポート、情報ネットワークセキュリティ、基本情報、応用情報、

CompTIA A+、CCNA 

・基礎を学ぶ 

製図基礎、物理数学、C 言語、コンピュータ基礎、英会話、HTML、Office 

・デザインを学ぶ 

人間工学、画像認識、プロダクトデザイン、照明デザイン 

・社会人基礎を学ぶ 

英会話、コミュニケーションスキルアップ 

・ビジネススキルを学ぶ 

プレゼンテーション、マーケティング、プロジェクトマネジメント、コミ

ュニケーションスキル 

・スペシャルカリキュラム 

YouTube クリエイターベーシック、海外実学研修、特別講義 

 

〇専門カリキュラム 

・ロボット製作技術を学ぶ 

機械工作／電気電子実習 

・先端技術を学ぶ 

AI／IoT／ネットワーク 

・メカトロニクスを学ぶ 

組込システム、アセンブリ言語、工作実習 

・プロジェクトで実践する 

IT プロジェクト、ロボットゼミ、工場見学・実習、企業プロジェクト 

・就職対策カリキュラム 

資格取得サポート、業界特別ゼミ・特別講義、海外実学研修、ロボット大

会参加、企業見学、機械工場見学・実習、ポートフォリオ指導、合同企業

説明会 

使用教材 ロボット専攻の学生がメインで実習を行う。オリジナル作品も製作するた

め、部品や材料加工のための工具も設置。PC も配備しており、組み立てた

ロボットをソフトウェアでモーション制御やセンサーコントロールを行

う。 

就職実績 情報なし 

取得資格 IT パスポート試験、情報セキュリティエンジニア試験、基本情報技術者試、

電気主任技術者試験、機械設計技術者試験、C 言語プログラミング能力認
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定試験、SolidWorks 技術者認定試験(CSWA、CSWP)、CAD 利用技術者試

験など 

参考 URL https://www.tech.ac.jp/course/list/robot-iot/ 

 

(6) 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 スーパーAI クリエイター専攻 

法人名 滋慶学園 COM グループ 学校法人コミュニケーションアート 

学校名 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 

学科・専攻 AI & ロボット ワールド スーパーAI クリエイター専攻 4 年制 

教育目的 AI に必要なプログラミング・アルゴリズム・数学の基礎から、AI や IoT、

ネットワークなどの最先端な技術まで、IT 業界に必要な知識・技術を習得

します。資格取得のカリキュラムの他にも、実践的に学んでいく IT プロジ

ェクトの授業ではマーケティング力やプレゼンテーション力を身に付け、

高い技術力を持った AI クリエイターを目指します。 

教育目標 業界で注目されている AI プログラミングについてしっかり学べる 

ビッグデータの分析など、AI 基礎についてもしっかり学ぶ 

AI を応用する自動運転、ドローン技術などの先端技術も学べる 

高度専門士が付与され、大学卒業と同等の称号が取得可能 

科目構成 〇基礎カリキュラム 

・資格を学ぶ 

IT パスポート、情報ネットワークセキュリティ、基本情報、応用情報、

CompTIA A+、CCNA 

・基礎を学ぶ 

アルゴリズム基礎、IT 数学、IT 基礎、コンピュータ基礎、英会話、HTML、

JavaScript、Office 

・社会人基礎を学ぶ 

英会話、コミュニケーションスキルアップ 

・ビジネススキルを学ぶ 

プレゼンテーション、マーケティング、プロジェクトマネジメント、コミ

ュニケーションスキル 

・スペシャルカリキュラム 

YouTube クリエイターベーシック、海外実学研修、特別講義 

 

〇専門カリキュラム 

・開発プログラムを学ぶ 

C、C++、C＃、Java、Ruby、Perl、Swift、Python 

・先端技術を学ぶ 
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クラウド、IoT、ビッグデータ、セキュリティ、ネットワーク、VR、AR 

・AI を学ぶ 

ディープラーニング／Rasberry PI／機械学習／統計分析 

・プロジェクトで実践する 

IT プロジェクト／企業プロジェクト 

 

〇就職対策カリキュラム 

資格取得サポート、業界特別ゼミ・特別講義、海外実学研修、企業見学、

ポートフォリオ指導、合同企業説明会、インターンシップ 

使用教材 C 言語、Java、セキュリティの授業が IT 系専攻、ゲーム系専攻中心で展開

されている教室です。導入ソフトは多岐に渡り、VC++／VC＃はもちろん

DirectX、Java２、SDK、ActivePerl など用途に合わせて使い分けることが

できます。 

就職実績 情報なし 

取得資格 IT パスポート試験、情報セキュリティエンジニア試験、基本情報技術者試

験、応用情報技術者試験、シスコ認定技術者試験（CCNA、CCNP）、

CompTIA A+、.com Master、Linux 技術者認定試験（LPIC）など 

参考 URL https://www.tech.ac.jp/course/list/super-ai/ 

 

(7) 日本電子専門学校 AI・IoT 分野 AI システム科 

法人名 学校法人電子学園 

学校名 日本電子専門学校 

学科・専攻 AI・IoT 分野 AI システム科 

教育目的 「自分好みの服をコーディネイトする」「同時通訳をする」「車を運転する」

など、人間が考えて行う作業を AI に代行させることが可能になってきまし

た。さらに、IoT デバイスによるビッグデータ収集も AI の普及に拍車をか

けています。本科では、従来のシステム開発技術に加えて、「AI」「ビッグデ

ータ」「IoT」の 3 つの技術を総合的に身に付けた次世代の IT エンジニアを

育成します。 

教育目標 〇最先端の AI システムの構築に必要な知識・技術を総合的に学習できる 

ディープラーニング・機械学習、IoT センサーによるデータ収集、ビッグデ

ータ分析などの AI システムに欠かせない最先端技術を総合的に学習しま

す。 

〇AI エンジニアの社会的ニーズは年々高まっており将来性抜群 

「AI」×「ビッグデータ」×「IoT」を組み合わせた AI システムが急速に

普及し、AI を活用できるエンジニアの社会的ニーズが高まっています。本
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科ではこれらの技術要素を総合的に学習し、次世代の IT エンジニアを育成

します。 

〇コンピュータ未経験の方でも安心！ 

プログラミング技術に関しては、Python と Java による AI プログラミング

に特化し、さらに全授業をオリジナル教材で実施することにより、コンピュ

ータ未経験者でも学習しやすいカリキュラムとなっています。 

科目構成 〇専門基礎 

コンピュータリテラシー、データ構造とアルゴリズム、ソフトウェア工学

概論、IT ストラテジ、暗号と認証 

〇システム開発 

HTML5&CSS、Java Ⅰ、Java Ⅱ、クライアントサイドプログラミングⅠ、

クライアントサイドプログラミングⅡ、サーバサイドプログラミング、デ

ータベースⅠ、データベースⅡ、オブジェクト指向分析・設計Ⅰ、オブジ

ェクト指向分析・設計Ⅱ 

〇AI システム開発 

人工知能概論、人工知能特論、AI プログラミングⅠ、AI プログラミング

Ⅱ、AI システム開発、機械学習Ⅰ、機械学習Ⅱ、機械学習Ⅲ、統計学Ⅰ、

統計学Ⅱ、データマイニング、卒業研究 

〇一般基礎 

就職活動リテラシー 

使用教材 ノートパソコンを全学生に配布 

AI システム開発に十分なスペックを持つノート PC を 1 人に 1 台、貸与し

ます。授業後にオープンスペースや自宅などで学習の続きができます。ま

た、AI システム開発に必要なソフトウェアは全てインストールされている

ので、快適な環境で学習を進められます 

就職実績 情報なし 

取得資格 Python3 エンジニア認定、オラクル認定 Java プログラマ、統計検定、XML

マスター 

参考 URL https://www.jec.ac.jp/course/ai/ca/ 

 

(8) 情報科学専門学校 先端 IT システム科 実践 AI コース 

法人名 学校法人岩崎学園 

学校名 情報科学専門学校 

学科・専攻 先端 IT システム科 

実践 AI コース 3 年制 

教育目的 一歩先を見据え、AI 革命後の IT 業界をリードする技術者に。 
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教育目標 将棋ソフトがプロ棋士に勝利したり、接客ロボットが店頭で出迎えてくれ

たりなど、日々進化する人工知能(AI)。商品開発や病気の予防・発見など、

さまざまな分野への応用も期待されています。機械学習やディープラーニ

ングなど、AI に関する知識を深めるコースです。 

科目構成 〇科目例 

 会話 AI プログラミング、ビッグデータ処理演習、機械学習入門、Python

入門、ゲーム AI 開発、データサイエンティスト講座、ロジカルライティ

ング 

 

〇各学年の学習コンセプト 

・1 年次 

プログラミングやネットワークなど IT 技術の基礎を学習。 

・2 年次 

システム開発に加え、クラウドや AI、IoT について学習。 

・3 年次 

ネットワークインフラコース・実践 AI コース・実践 IoT コースに分か

れ、各専門領域について学習する。 

 

〇科目紹介 

・ビッグデータ処理演習 

テラバイト(1 兆文字)～ペタバイト(1、000 兆文字)級のビッグデータを

複数のコンピュータで分析する Hadoop というツールを使い、AI のもと

となる分析を行います。 

・Python 入門 

AI 開発時のプログラミング言語として主流になっている Python を習得。

Python を扱える技術者は平均年収が高いと言われており、就転職に有利

な言語です。 

・ゲーム AI 開発 

ボードゲームやオンラインゲームの対戦相手にもなっている、AI。これ

をより強く、より人間らしくする仕組みを学び、実際にスマホアプリなど

で作成します。 

・会話 AI プログラミング 

Pepper などのロボットには、人の声を聞き取って理解する、回答を考え

る、声に出して答える、という仕組みが搭載されています。この会話部分

の AI を、実際に作成。「自然に接することができる会話ロボット」の開

発を目指します。 
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使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 ネットワークスペシャリスト試験、応用情報技術者試験、基本情報技術者試

験、IT パスポート試験、Cisco Certified Network Professional(CCNP)、Cisco 

Certified Network Associate(CCNA)、JDLA Deep Learning for GENERAL、

統計検定、IoT 検定、MCPC IoT システム技術検定、Red Hat 認定エンジ

ニア(RHCE)、Linux 技術者認定試験(LPIC)、CompTIA Cloud+認定資格、

Oracle Certified Java Programmer(OCJ-P)、UML モデリング技能認定試験

(UMTP)、MCPC モバイルシステム技術検定、Android 技術者認定試験、

Python 3 エンジニア認定基礎試験、実践 Java 技術者試験、.com Master、

Global Assessment of Information Technology(GAIT) 

参考 URL http://isc.iwasaki.ac.jp/courses_t/it_system.html 

 

(9) 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 SE プログラマ科 AI コース 

法人名 学校法人 駿河台学園 

学校名 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 

学科・専攻 SE プログラマ科 AI コース 2 年制 

教育目的 深層学習（Deep Learning）を中心とした人工知能（AI）技術を活用したプ

ロダクトの開発についての学習を行います。本校では、設計から製造（プロ

グラミング）・テストまでを一貫して学習できる環境を整えておりますの

で、AI エンジニアに必要とされる基本知識・技術を修得できます。 

教育目標 ・AI コースで必要となるプログラミングを基礎から学べるので初心者でも

安心 

・最新の技術、情報が身につく実践的なカリキュラムを導入 

・技術的なスキルの向上とビジネス的なコミュニケーション能力の向上を

目指す 

・AI の仕組みを理解してワトソン等の学習システムの活用、アルゴリズム

の習得 

・AI の知見を基にビジネスに必要なコミュニケーション能力の習得 

・AI とエンジニアリングの橋渡しができる人材（ブリッジ SE） 

科目構成 〇1 年次 

・Computer 

コンピュータ入門、コンピュータシステムⅠ、ネットワークⅠ、Linux Ⅰ、

データベースⅠ、コンピュータシステムⅡ、ネットワークⅡ、Linux Ⅱ、

データベースⅡ 

・Technology 
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ロボットＰⅠ、プログラミングⅠ、アルゴリズムⅠ、人工知能概論、機械

学習、ロボットＰⅡ、プログラミングⅡ、アルゴリズムⅡ、AI プログラ

ミング、ディープラーニング 

・Date Analysis 

ビックデータ分析Ⅰ、ビックデータ分析Ⅱ 

・Business 

経営学Ⅰ、英会話Ⅰ、応用ソフトⅠ、プレゼンテーション技法Ⅰ、経営学

Ⅱ、英会話Ⅱ、応用ソフトⅡ 

 

〇2 年次 

・Computer 

ネットワークⅢ、Linux Ⅲ、データベースⅢ、セキュリティⅠ、ネットワ

ークⅣ、Linux Ⅳ、データベースⅣ、セキュリティⅡ 

・Technology 

ソフトウエア開発技法Ⅰ、プログラミングⅢ、AI プログラミング、画像

処理Ⅰ、音声処理Ⅰ、ソフトウエア開発技法Ⅱ、AI プログラミング、画

像処理Ⅱ、音声処理Ⅱ 

・Date Analysis 

Web マーケティングⅠ、Web マーケティングⅡ 

・Business 

プレゼンテーション技法Ⅱ、プレゼンテーション技法Ⅲ、修了制作 

使用教材 情報なし 

就職実績 2019 年開設なので実績なし 

取得資格 基本情報技術者試験、Java プログラミング能力認定試験、オラクル認定 Java

資格、オラクルマスター、Linux 技術者認定試験（LPIC）、情報検定（J 検） 

参考 URL http://www.sundaidenshi.ac.jp/course/ai.html 

 

(10) 福岡デザイン＆テクノロジー専門学校 AI クリエーター専攻 

法人名 学校法人滋慶文化学園 

学校名 福岡デザイン＆テクノロジー専門学校 

学科・専攻 AI クリエーター専攻 4 年制 

教育目的 AI 社会の到来に向けて、最新の人工知能プログラミング技術を身につける 

教育目標 1.大学とは違う！高い専門性を身につける 

学問を総合的に学び、研究することを重視する大学とは異なり、実習を中心

とした実学教育を学びます。作品制作を通して、業界が求める作品力を身に

つけ、高度な技術力を身につけます。 
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2.企業が全面的にバックアップ！産学連携で即戦力を身につける 

企業から課題を頂き、作品制作を取り組む「企業プロジェクト」や、業界の

今を知る「業界特別講義・ゼミ」などを通して、ベストクリエーターになる

ための技術・知識、さらにはコミュニケーション力も同時に学びます。 

3.きめ細かい就職サポートで、一人ひとりに合わせた進路を実現！ 

４年間の学校生活の中で、本当になりたい自分をみつけ、希望の進路への就

職を実現します。また、大学院への入学出願資格が得られる 4 年制なら、

大学院への進学も可能です。 

4.高度専門士の資格を取得！大卒と同等になります 

高度専門士は、企業からの評価も高く、大卒の学士と同等の待遇が受けられ

ます。また、大学院進学の資格を得ることもでき、幅広い進路を選択するこ

とが可能になります。 

科目構成 〇格を学ぶ 

IT パスポート、情報ネットワークセキュリティ、基本情報、応用情報、

CompTIA A+、CCNA 

〇基礎を学ぶ 

アルゴリズム基礎、IT 数学、IT 基礎、コンピュータ基礎、英会話、HTML、

JavaScript、データ分析、Office 

〇社会人基礎を学ぶ 

英会話、コミュニケーションスキルアップ 

〇ビジネススキルを学ぶ 

プレゼンテーション、マーケティング、プロジェクトマネジメント、コミ

ュニケーションスキル 

〇スペシャルカリキュラム 

YouTube クリエーターベーシック、海外実学研修、特別講義 

使用教材 情報なし 

就職実績 新規開設学科のため実績なし 

取得資格 IT パスポート、情報ネットワークセキュリティ、基本情報、応用情報、

CompTIA A+、CCNA 

参考 URL https://www.fca.ac.jp/course/ai_creator.html 

 

(11) 日本工学院北海道専門学校 IoT・AI 専攻 

法人名 学校法人片柳学園 

学校名 日本工学院北海道専門学校 

学科・専攻 情報処理科 IT コース IoT・AI 専攻 

教育目的 システム開発の経験と資格の理論で､IT のエキスパートをめざす 
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教育目標 システム開発力と IT 系資格を合わせ持つ、業界の求める情報処理技術者を

育成する IT コース。1 年次は、情報処理技術者試験などの IT 系国家資格

の取得を第一に、CiSCO CCENT/CCNA や ORACLE MASTER、Java 認定

資格などの重要資格取得をサポート。また、プログラムの基礎からシステム

開発まで、プログラマやシステムエンジニアに必要となるスキルをステッ

プアップ式の授業でしっかりと身につけます。2 年次からは経産省が定める

Society5.0 に向け、IoT、AI 専門のコースをはじめとする 5 つの専攻を設

置。実習を中心とした専門性の高いカリキュラムで、これからの IT 社会で

幅広く活躍可能なエンジニアを育成します。IT コースの就職決定率は

100％（2017 年度）を誇ります。 

科目構成 〇1 年次 

［学習目標］ 

・パソコン操作の基礎や情報検定対策を通じてプログラミングの基礎を習

得。また、一般的なマナーやコミュニケーション能力などのヒューマンス

キルを育成します。 

・プログラミングの基本的な考え方やコンピュータ言語を学び、システム

設計に必要な知識・スキルを習得する。またグループワークを通してコミ

ュニケーション能力の向上を図ります。 

［専門力育成科目］ 

パソコン演習、情報システム構築理論、アルゴリズム、ヒューマンスキ

ル、アルゴリズム演習、Java1、Ｊ検情報システム対策ほか 

［資格対策］ 

情報検定 情報活用試験 1 級・2 級・3 級、情報システム試験（基本スキ

ル）、情報検定 情報システム試験（プログラミングスキル）、基本情報技

術者試験 

 

〇2 年次前期 

［学習目標］ 

・プログラムの考え方をさまざまな場面で応用できるシステム構築技術を

習得。また、企画・プレゼンテーション能力などのビジネススキルを育成

します。 

・グループ制作を通してシステム設計、構築、運用スキルの向上を図り、プ

ロジェクトの一員としての責任、協調性を身につけます。 

［専門力育成科目］ 

アルゴリズム、Java2、データベース設計、国家資格対策、ネットワーク

構築、オブジェクト指向プログラミング、卒業研究ほか 
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［資格対策］ 

情報検定 情報システム試験（システムデザインスキル）、基本情報技術者

試験、応用情報技術者試験、Java 認定プログラマ 

使用教材 レゴ®マインドストーム、マイクロソフト ホロレンズ、オキュラスリフト、

ラピロ、ファントム 3 プロフェッショナル 他 

就職実績 旭情報サービス、サンウェル、エスデーピー、都築ソフトウェア、トランス

コスモス・テクノロジーズ、ナビオコンピュータ、日鋼機械センター、日鋼

情報システム、日本アイビーエム・ソリューション・サービス 他 

取得資格 基本情報技術者／応用情報技術者、IT パスポート、Java 認定資格（オラク

ル認定 Java プログラマ）、Microsoft Office Specialist／Microsoft office 

Master、ORACLE MASTER（日本オラクル認定資格）、CiSCO CCENT／

CCNA、情報活用検定（J 検）、情報活用検定（J 検）情報システム 基本ス

キル、プログラミングスキル、システムデザインスキル、ビジネス能力検定

（B 検）ジョブパス、日商 PC 検定／筆記検定 

参考 URL https://www.nkhs.ac.jp/dept/info/major/it_license.html 

 

(12) 日本理工情報専門学校 電子・情報工学科 IoT コンピュータ開発コース 

法人名 学校法人瓶井学園 

学校名 日本理工情報専門学校 

学科・専攻 電子・情報工学科 IoT コンピュータ開発コース 

教育目的 IoT コンピュータ開発コースは、コンピュータのハードウェアとソフトウ

ェアの両面に精通したエンジニアの育成を第１の目的としています。その

ため、コンピュータのハードウェアとソフトウェアはもちろんのこと、電

気、電子の基礎から、ネットワーク技術やインターフェース技術など、様々

な関連科目が用意されています。本コースは「職業実践専門課程」の対象コ

ースとなっています。 

教育目標 １学年 

電子及び電気の基礎科目を中心に学びます。また、「工事担任者ＤＤ第１種」

の国家資格の⾧期養成課程の授業が組み込まれ、１年次の前期において、授

業修了時に国家資格が付与されます。また、基本情報技術者試験に関連する

情報工学の基礎科目も用意されています。 

 

２学年 

専門となるコンピュータのハードウェア及びソフトウェア工学系科目を中

心に学びます。プログラミング技術、システム工学、ハードウェア製作な

ど、コンピュータ開発エンジニアとして対応できるように専門科目が用意



 

77 

 

されています。 

科目構成 〇1 年次 

［電気および電子に関する基礎科目］ 

英語、数学、物理、電気磁気学、電気磁気測定、電子工学Ⅰ、電気回路、

デジタル回路、情報工学Ⅰ、プログラミング、マルティメディア概論、有

線電気通信工学、データ通信工学、電気電子基礎実験、工事担任者養成授

業 

 

〇2 年次 

［ソフトウェアに関する専門科目］ 

情報工学Ⅱ、Windows システム（ＭＣＰ）、Web プログラミング、ＵＮ

ＩＸⅠ、ＵＮＩＸⅡ、Ｗeb サイト構築 

 

［ハードウェアに関する専門科目］ 

制御工学、シーケンス制御、デジタル設計、ネットワークシステム（ＣＣ

ＮＡ）、デジタル設計、アナログ工学 

使用教材 情報なし 

就職実績 アイレム（株）、アンリツネットワークス（株）、（株）カプコン、（株）伊藤

忠テクノサイエンス、ウチダエスコ（株）、カシオ計算機（株）、キャノンコ

ピア販売、三菱電機マイコン機器ソフトウェア（株）他 

取得資格 工事担任者ＤＤ第１種、基本情報技術者試験、工事担任者全種、受験資格取

得、２級電気工事施工管理技士、電子機器組み立て技能士、実務経験年数の

短縮、職業訓練指導員（電子）、基本情報技術者 

参考 URL http://www.nrj.ac.jp/CDE.html 

 

(13) 日本コンピュータ専門学校 情報処理システム科 AI・IoT コース 

法人名 学校法人瓶井学園 

学校名 日本コンピュータ専門学校 

学科・専攻 情報処理システム科 AI・IoT コース 2 年制 

教育目的 IoT(Internet of Things)は、地球上にあるすべてのモノをインターネットで

つなげてしまおうとする意味で急速に進んでいます。 

モノとモノ、モノとヒト、ヒトとヒトをつなぐインフラ社会を構築しようと

する新しい領域です。 

いたるところでセンターが吸い上げた膨大なデータを分析し、そのデータ

に基づいて将来を予測することで社会や家庭のあらゆるシステムを自動的

に効率よく動作させるようにします。 



 

78 

 

そこで IoT デバイス、データ分析ネットワーク、セキュリティなどの包括

的な知識・技術を持ったエンジニアが必要になってきます。 

教育目標 情報なし 

科目構成 〇学科共通科目 

数学、英語、現代社会論、コンピュータ概論、情報リテラシー、デジタル

メディア概論、プレゼンテーション技法、コミュニケーション技法、オブ

ジェクトプログラミングⅠ/Ⅱ、アルゴリズムとデータ構造、アプリケー

ション構築技法 

〇研究／制作 

インターンシップ、卒業制作、課題制作、デジタルコンテンツ制作 

〇AI・IoT コース専門科目 

直流回路/デジタル回路、電子回路実習Ⅰ/Ⅱ、センサー技術、C/C++プ

ログラミングⅠ/Ⅱ、Java プログラミングⅠ/Ⅱ、スマホアプリ開発Ⅰ/Ⅱ、

Linux システムⅠ/Ⅱ、Web サイト構築、AI・IoT デバイス製作実習、AI・

IoT デバイスプログラミング、データベースシステムⅠ/Ⅱ、クラウドシ

ステム開発Ⅰ/Ⅱ、Web アプリ制作Ⅰ/Ⅱ、情報セキュリティ、ネットワ

ークプロトコル、人工知能（AI）入門、AI プログラミングⅠ/Ⅱ、AI・IoT

戦略とマネジメント、AI アルゴリズムⅠ/Ⅱ、クラウドアプリ開発Ⅰ/Ⅱ、

AI・IoT 産業システムと標準化 

使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 取得目標資格、IT パスポート試験（国試）、基本情報技術者試験（国試）、

情報セキュリティマネジメント試験（国試）、オラクルマスター認定資格試

験、AI・IoT 検定 Java 認定資格試験、LPIC 資格試験、MySQL 開発者認定

資格試験、Zend PHP 認定試験 など 

参考 URL http://iot.ncp.ac.jp/course/system/iot.html 

 

(14) 専門学校デジタルアーツ仙台 情報システム科 ハイテクノロジーコース 

法人名 学校法人菅原学園 

学校名 専門学校デジタルアーツ仙台 

学科・専攻 情報システム科 ハイテクノロジーコース 

教育目的 効率的かつ実践的なカリキュラムで 

国家試験取得とプログラミング能力を身につけ、 

一流企業や大手 IT 関連企業への就職を目指します。 

教育目標 1 年次は基本情報技術者試験の合格を目指す。 

2 年次には、ドローンの自動操作を行うプログラム作成や RaspberryPi を使
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った IoT について学習する。 

科目構成 基本情報、システム設計、IoT 実習、プログラミング実習、ハイテクノロジ

技法 

使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、IT パスポート、J 検、ジョブパ

スなど 

参考 URL http://www.sugawara.ac.jp/digital/subject/is/#cs02 

 

(15) 国際理工情報デザイン専門学校 高度情報処理科 

法人名 学校法人 国際理工学園 

学校名 国際理工情報デザイン専門学校 

学科・専攻 高度情報処理科 

教育目的 ３年間の学びで、高度な知識・技術、上位資格を取得した IT エンジニアを

養成するための学科です！充実したカリキュラムで、プログラミング、ネッ

トワーク、データベース、システム設計など基礎から応用までをじっくり学

びます。また、先端技術の人工知能（AI）なども学び、アプリケーション開

発技術も習得できます。まさに、IT 業界で求められている実践的な人材育

成こそが、この学科の使命です。 

教育目標 〇３年間の充実したカリキュラムで、IT 業界で即戦力となる！ 

情報システム科（2 年制）の「SE・プログラマコース」と「ネットワーク・

セキュリティコース」のカリキュラムを 3 年間で網羅し、より幅広く、効

率的に学びます。また、先端技術の人工知能（AI）だけでなく、Internet of 

Things（IoT）、ビッグデータ、クラウド、ディープラーニングなどの関連

技術も実践的に学べます。 

科目構成 〇一般カリキュラム 

就職対策講座、国際コミュニケーション 

〇専門科目（講義） 

システム開発技法、品質管理、人工知能（AI）、データベース特論、プロ

ジェクト管理、経営マネジメント、VR／AR 研究、ネットワーク特論、ド

キュメント管理、ハードウェア特論、オブジェクト指向設計、ソフトウェ

ア特論 

〇専門科目（演習） 

C 言語演習、クラウド演習、AI 演習、ラズベリーパイ演習、Java 演習、

データベース演習、Android 開発演習、Web 開発演習 、C#演習、

Linux 演習、iOS 演習、SQL 演習 
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使用教材 情報なし 

就職実績 情報なし 

取得資格 応用情報技術者試験（国家試験）、基本情報技術者試験（国家試験）（修了試

験合格により午前試験免除）、情報セキュリティマネジメント試験（国家試

験）、ネットワークスペシャリスト試験（国家試験）、データベーススペシャ

リスト試験（国家試験）、Ｃ言語プログラミング能力認定試験、情報処理技

術者能力認定試験、ビジネス能力検定ジョブパス 

参考 URL http://www.itc.ac.jp/course/engineer/ 
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第４節 事例調査総括 

 本調査では、エンターテイメント分野・ビジネス分野の専門学校におけるチームマネジメ

ント教育や、IT 分野等の専門学校における AI や IoT、ロボット等の先端技術教育に関する

事例の調査・収集を行った 

 

 チームマネジメント教育に関する専門学校等の教育事例としては、e スポーツ分野におけ

るマネジメント人材育成を目的とする専門課程を発見することができた。当該事例はまだ

運用実績はないものの、有力な先行事例として参照したい。エンターテイメント分野では、

スポーツチームのマネジメント人材育成課程を発見できたほか、チームマネジメントに類

似する事例として、スポーツ・音楽・芸能などの分野のマネージャーやトレーナーの教育事

例を発見することができた。またビジネス分野ではビジネスマネジメントやショップ運営

に関わる教育事例を発見できた。 

これらの事例において比較的共通性の高い教育項目は、マーケティング、マネジメント、

チーム運営、イベント企画・運営、各業界のビジネス、コミュニケーション、プレゼンテー

ションなどであった。本事業で開発する教育プログラムのうち、特に「チームマネジメント

領域」「e スポーツ領域」「コンピテンシー領域」の 3 領域を具体化していく上では、これら

の事例を参照して検討を深めたい。 

 

 また先端技術教育に関する専門学校等の教育事例としては、AI や IoT、ロボットのほか、

ドローンやビッグデータなどに関する教育内容を設定した事例が見受けられた。多くの IT

分野の専門学校ではこれらの技術の開発技術者を主眼としており、1 つの技術体系に特化す

る形で学科・専攻等を設置しているが、多様な技術に対応する高度な IT エンジニアの育成

を目標としている事例もあった。 

ただし、本事業で養成する先端技術活用型マネジメント人材は、技術開発者ではなく、先

端技術を活用できる人材である。これを前提に考えれば、本プログラムにおいて求められる

先端技術教育では、技術の開発に関わる高度な知識・技術ではなく、技術の種別や具体的活

用事例、マネジメントやビジネス等への導入・活用方法などに関わる知識の重要度が高い。

しかしながら、このような学習内容を取り扱った教育事例は今回の調査では発見できなか

った。そこで本事業では今後、「先端技術の活用」に関わる教育に関して継続して情報収集

を実施すると共に、新規で教育プログラムや教材の開発を検討していく。 
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第４章  海外 e スポーツ教育情報収集 

 前章までの活動を推進する中で、現状 e スポーツの分野では、国内では体系化された教材

等が存在しないことが明らかになった。そこで本事業では e スポーツ分野における教育プ

ログラムの検討のための予備調査として、海外の e スポーツに関連する教育や書籍に関す

る情報収集を実施した。本章ではこの情報収集概要と情報収集結果を報告する。 

第１節 情報収集概要 

(1) 調査目的 

 本事業では、e スポーツ分野における先端技術活用型チームマネジメント人材養成プログ

ラムに取組む。当該プログラムの教育内容は「チームマネジメント」「先端技術情報」「e ス

ポーツ」「コンピテンシー」の 4 つの領域で構成される。 

このうち、「チームマネジメント」「先端技術情報」「コンピテンシー」の 3 領域について

は、前章で報告したように国内の様々な分野の専門学校等で教育が実施されており、そこで

使用されている教材の活用や教材開発にあたっての参照等が可能である。 

しかし「e スポーツ」領域については、現状国内では体系化された教材等が存在しない。

そこで e スポーツ先進国であり、様々な教育機関で e スポーツ教育を実施している韓国・中

国、アメリカ、ヨーロッパ諸国等での e スポーツ教育事情の調査を行い、当該領域の教材開

発方針を検討する上での基礎資料を収集した。次年度以降、今回の予備調査結果を踏まえ、

海外の e スポーツ分野の教育事例の詳細情報の収集を実施し、教育プログラムの検討を進

めていく。 

 

(2) 調査方法 

 インターネットや文献を用いて、海外の教育機関における e スポーツ教育カリキュラム

を持つ大学や、e スポーツ関連書籍を中心に調査を行った。 

 

(3) 調査結果 

下表に示す通り、海外の教育機関における e スポーツ教育事例 7 件、海外の e スポーツ

関連書籍事例 5 件、計 12 件の事例を収集した。各事例情報の詳細は次節に掲載する。 

 

＜e スポーツ教育事例＞ 

No. 国名 学校名・学科名・コース名 

01 韓国 Chunnam Techno College（全羅南道科学大学）e スポーツ学科 
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02 韓国 KOREA GAME SCIENC HIGH SCHOOL 

03 中国 中国伝媒大学南広学院電競学院 体育学部 e スポーツ分析科 

04 中国 
上海視覚芸術学院 デジタルインタラクティブエンタテインメント e

スポーツディレクション 

05 中国 南昌工学院体育学院 e スポーツ経営 

06 イギリス スタッフォードシア大学 e-Sports 学科 

07 ノルウェー Garnes Vidaregåande Skule  

 

＜e スポーツ関連書籍事例＞ 

No. 国名 書籍名 

08 アメリカ Good Luck Have Fun 

09 アメリカ The Invisible Game 

10 アメリカ A Newborn Business:Esports 

11 アメリカ The League of Legends Experience 

12 アメリカ OpTic Gaming: The Making of eSports Champions 
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第２節 情報収集結果 

(1) Chunnam Techno College（全羅南道科学大学） 

国名 韓国 

学校名 Chunnam Techno College（全羅南道科学大学） 

学科名 e スポーツ学科 

定員 30 名 

学科目的 プロゲーマー養成 

e スポーツ運営 

学習目標 ・日々の練習を通じてプロゲーマーを目指す 

・e スポーツの運営側（例として大会の動画制作など）を目指す 

学習時間 2 年 

対象者 ― 

学習内容 ・主要種目実技…種目別競技分析、戦略戦術、実技指導 

・メディア対応…インタビュー要領、態度、姿勢 

・デバイス及び設備管理…個人デバイス規定の強化、デバイス管理 

・人格教育…プロゲーマーとして対外活動に必要な人間関係の形成 

・英語 

・e スポーツ概論 

・e スポーツコーチング 他 

教育設備 ゲーミング PC 

高速インターネット 

指導者 ― 

使用教材 ― 

参考 URL http://gametoc.hankyung.com/news/articleView.html?idxno=44287 

 

 

(2) KOREA GAME SCIENC HIGH SCHOOL 

国名 韓国 

学校名  KOREA GAME SCIENC HIGH SCHOOL 

学科名 e スポーツ科（2005 年創立） 

定員 30 名 

学科目的 プロゲーマー養成 

e スポーツ運営 

学習目標 ・プロゲーマー資格取得 
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学習時間 ― 

対象者 ― 

学習内容 ・プロゲーマーになるための準備訓練と大会準備 

・動画やゲーム放送の視聴を通じた各マップの戦略戦術を強化 

・大会で使用されるマップを使用して試合の感覚を身につける 

・各種大会に合わせてオンラインのユーザーとゲームを通じた大会準備 

他 

教育設備 ゲーミング PC 

高速インターネット 

指導者 ― 

使用教材 動画やゲーム放送 

各種目別大会競技マップトレーニング 

参考 URL http://www.game.hs.kr/~game/2013/inner.php?sMenu=D8000 

 

 

(3) 中国伝媒大学南広学院電競学院 

国名 中国 

学校名 中国伝媒大学南広学院電競学院 

学科名 体育学部 e スポーツ分析科（2017 年創立） 

定員 40 名（初年度の倍率は 150 倍） 

学科目的 ― 

学習目標 プロ選手をはじめとした e スポーツにかかわる仕事を専門的に学習。 

中国に約 20 万人不足しているという e スポーツ業界の人材を育て、中

国経済の担い手も同時に育てる。 

学習時間 ― 

対象者 ― 

学習内容 ・プロ選手 

・アナリスト 

・解説者 

・番組ディレクター 

・マネージャー 他 

教育設備 ― 

指導者 戴志強 

使用教材 ― 

参考 URL http://japanese.china.org.cn/life/2017-12/27/content_50168776.htm 
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http://www.cucn.edu.cn/ 

 

 

(4) 上海視覚芸術学院 

国名 中国 

学校名 上海視覚芸術学院 

学科名 デジタルインタラクティブエンタテインメント e スポーツディレクショ

ン 

定員 ― 

学科目的 デジタルインタラクティブと e スポーツディレクション 

学習目標 ・e スポーツおよびデジタルインタラクティブエンターテインメント業界

の人材育成 

・エンターテインメント及び e スポーツ管理の分野でのトレーニング 

・e スポーツイベント管理およびレビュー 

・e スポーツイベントの組織とデザイン、会場管理 

・e-スポーツ業界でプロの才能を目指す。 

学習時間 4 年間。一般教育課程 72 単位。プロのクレジットコース 44 クレジッ

ト、プロの開発コース 48 クレジット、卒業デザインとインターンシップ

10 クレジット。 

対象者 ― 

学習内容 国内外の e スポーツの発展を理解するだけでなく、e スポーツの発展動向

や法律を熟知し、専攻学生の基本的な理論的知識やスキルを習得し、そ

れらを可能にする包括的な管理と実践的スキルを習得すること 

教育設備 ― 

指導者 Shao Bing  

使用教材 ― 

参考 URL https://www.siva.edu.cn/site/site1/contentsMultiple.aspx?si=1&id= 

2396&mi=67 

 

 

(5) 南昌工学院体育学院 

国名 中国 

学校名 南昌工学院体育学院 

学科名 e スポーツ経営 

定員 ― 
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学科目的 社会経済の中で e スポーツ市場発展を目指す 

学習目標 ・e スポーツビジネス全般のスペシャリストを育てる 

学習時間 3 年間 

対象者 ― 

学習内容 ・e スポーツコンサルティング 

・e スポーツの管理と運営 

・マーケティング 

・e スポーツチームマネジメント 他 

教育設備 ― 

指導者 Sindre Rygg 

使用教材 ― 

参考 URL http://zsb.ncpu.edu.cn/xueyuanzonglan/tiyubu/ 

 

 

(6) スタッフォードシア大学 

国名 イギリス 

学校名 スタッフォードシア大学 

学科名 e-Sports 学科（2018 年創立） 

定員 ― 

学科目的 ― 

学習目標 ・e-Sports の紹介とゲームイベントの背景にあるビジネス 

・チームベースの e-Sports のイベント運営 

・大規模で商業的 e-Sports イベントを一から運営し、e-Sports 企業の

ためのビジネスプランを計画 

学習時間 3 年 

対象者 Typical UCAS Offer: 112 points 

A levels: BBC 

BTEC: DMM  

学習内容 ゲームイベントの主催やプロモート 

ゲームやユーザーコミュニティー文化 

教育設備 Esports Lab（ゲーミング PC 等） 

Business School 

Epic Games Lab（エピックゲームデザインセンターがスポンサー） 

指導者 Stuart Kosters 

Ying-Ying Law 
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Christian Brindley 

Angela Lawrence 

Paul Walters 

使用教材 ― 

参考 URL http://www.staffs.ac.uk/course/esports-ba 

 

 

(7) GarnesVidaregåandeSkule 

国名 ノルウェー 

学校名 GarnesVidaregåandeSkule 

学科名 ― 

定員 25 名 

科目概要 e スポーツトレーニング 

学習目標 ・チームワークとコミュニケーションの重視 

学習時間 週 5 コマ（1 コマ 90 分） 

対象者 在校生による希望者選択 

学習内容 ・プロゲーマーになるための準備訓練と大会準備 

・体力トレーニング 

・ライフスタイルと栄養アドバイス 

・反射神経のトレーニング 他 

教育設備 ゲーミング PC 

高速インターネット 

指導者 Sindre Rygg 

使用教材 動画やゲーム放送 

各種目別大会競技マップトレーニング 

参考 URL http://www.game.hs.kr/~game/2013/inner.php?sMenu=D8000 

 

 

(8) Good Luck Have Fun 

国名 アメリカ 

書籍名 Good Luck Have Fun 

執筆者名 Roland Li 

出版社名 Skyhose Publishing 

頁数 268 

出版年月 2016/6/7 
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価格 ＄13.74 

目次構成 Pre-Game Why Video Games Matter 

1:The Evil Geniuses: Alexande Garfield and the Rise of North America 

2:The Emperor of Seoul: Boxer and Brood War 

3:Nuclear Launch Detected: StarcraftⅡ Explodes 

4:Stream Dreams: Twitch 

5:A Challemger Appears: League of Legends Ascends 

6:Unbalanced: Women,Race,and Gaming 

7:Born to Win: DOTA2 Raoses the Stakes 

8:Capital Flood: Big Money Comesto wSports(Again) 

9:The Road to $18 Million: The firth International 

The Players 

Acknowledgments 

Notes 

内容概要 競争的ビデオゲームの世界的現象のクローズアップ調査。 

プロゲームチーム Evil Geniuses の創設者である Alex Garfield 氏、

『League of Legends』を展開する Riot Games の CEO・Brandon Beck

氏とプレジデントの Marc Merrill 氏などにインタビュー。 

『Counter-Strike』『StarCraft』『DOTA 2』『League of Legends』とい

った e スポーツタイトルの歴史や開発会社、現在の e スポーツ観戦に欠

かせないストリーミング配信サイトの『Twitch』、そしてプロゲーマー

達について調査している。 

参考 URL https://www.negitaku.org/news/n-20284 

https://medium.com/@rolandli/good-luck-have-fun-c1cb46c39072 

 

 

(9) The Invisible Game 

国名 アメリカ 

書籍名 The Invisible Game 

執筆者名 Zoltan Andrejkovics 

出版社名 Createspace Independent Pub 

頁数 190 

出版年月 2016/5 

価格 1840 円（ペーパーバック版） 

目次構成 FOREWORD 

USEFUL NOTES 
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ESPORTS 

1:GOALS AND OBJECTIVE 

2:MENTAL SIDE OF PREPARING 

3:TACTIC AND STRATEGY 

4:VALUES AND TEAM 

5:MOTIVATION 

6:THE SELF 

7:SENSING 

8:EMOTIONS 

9:THOUGHTS 

10:WAKING UP AS A WINNER 

11:CONNECTING WITH FANS 

12:LEADERS AND CAPTAINS 

KEY THOUGHTS 

REFERENCE 

内容概要 e スポーツプレイヤーが最高のパフォーマンスを引き出すためのポジテ

ィブな精神的バランスを保つための、e スポーツチームマネージャーの

経験に基づいた指導本。 

参考 URL https://www.theinvisiblegame.com/ 

https://www.amazon.co.jp/Invisible-Game-Mindset-Winning-Team/dp/1517457017 

 

 

(10) A Newborn Business:Esports 

国名 アメリカ 

書籍名 A Newborn Business:Esports 

執筆者名 Zoltan Andrejkovics 

出版社名 Createspace Independent Pub 

頁数 72 

出版年月 2018/10 

価格 1079 円（ペーパーバック版） 

目次構成 １：ESPORTS ECONOMY 

２：ESPORTS GAMES 

３：PROFESSONAL GAMING 

４：FUTURE OF GAMING 

内容概要 過去約５年間で著者が答えた e スポーツ関連の質問をまとめたもの。チ

ームのマネージャーとして働いていた経験をもとに e スポーツ業界のこ
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とをわかりやすくまとめた本。過去や現在のことだけでなく、これから

先のことについても言及している。 

参考 URL https://www.amazon.com/Newborn-Business-Esports-Zoltan-Andrejkovics-ebook 

/dp/B07GDK96ZQ 

 

 

(11) The League of Legends Experience 

国名 アメリカ 

書籍名 The League of Legends Experience 

執筆者名 Harold Goldberg 

出版社名 Harold Goldberg Publishing 

頁数 69 

出版年月 2015/6 

価格 380 円（キンドル版） 

目次構成 Prologue 

1:Paris And Beyond 

2:Riot’s History And Riot’s Present 

3:Scrims,Solo Queues And Epic Battles 

4:Way Back In The Day 

5:The Summer Games 

6:When Seasons End 

7:It’s Still The Wind West Out There 

8:East To Korea 

9:Let The Finals Begin! 

10:Last Days Jn Seoul 

11:When A Great One Exits 

Epilogue-We Are Are All Legendary 

About The Author 

Some Photos 

内容概要 Rio’t 社が開発した League of Legends を中心に昨今の e スポーツの様

子を収録。北米はもちろんのこと、世界中に目を向け、技術的な進化と

プレイヤー・観客の盛り上がりをまとめた本。 

参考 URL https://www.kickstarter.com/projects/420145541/ 

the-league-of-legends-experience 

https://www.amazon.com/League-Legends-Experience- 

Wonderful-Riotous-ebook/dp/B00YZETGK2 
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(12) OpTic Gaming: The Making of eSports Champions 

国名 アメリカ 

書籍名 OpTic Gaming: The Making of eSports Champions 

執筆者名 H3CZ,NaDeSHot,Scump,BigTymer,Midnite,OpTic J,Fwiz  

出版社名 Dey Street Books 

頁数 272（ペーパーバック版） 

出版年月 2016/5/17 

価格 ￥1,178（ペーパーバック版） 

目次構成 １/THE BIRTH OF OPTIC 1~5 

２/BULDING A PRO TEAM 6~11 

３/MODERN WARFARE ３ 12~15 

４/BLACK OPS ２ 16~20 

５/GHOSTS 21~24 

６/ADVABCED WARFARE 25~29 

７/OPTIC TODAY AND TOMORROW 30~36 

内容概要 世界的にも有名で何度も世界大会で優勝している「OpTic Gaming」を

題材にしている本。『Call of Duty』のタイトルで世界一のチーム・選手

がチームにおけるスキルはもちろんのこと、戦略や知識・メンタル面ま

で本に記載している。ゲーム・e ススポーツファンはもちろんのこと、

そうでない人にも興味を引き立てる本となっている。 

参考 URL https://www.amazon.co.jp/OpTic-Gaming-Making-eSports-Champions/dp/0062449281 

https://greenwall.gg/ 
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第５章  教育プログラム構想 

 本事業では平成 30 年度から平成 32 年にかけて、e スポーツチームの運営に AI や IoT、

ロボット技術などの先端技術を活用できる先端技術活用型チームマネジメント人材を養成

する教育プログラムの開発に取組む。 

 本章では本教育プログラムの全体構成と科目概要案を掲載する。次年度以降、今年度の調

査結果等をもとに、本構想の具体化や教材等の開発、実証的な講座の実施等に取組む。 

 

第１節 全体構成 

本プログラムはエンターテイメント分野等の専門学校における 2 年制専門課程での運用

を主とし、総学習時間は専門士取得可能な 1,700 時間以上を想定している。受講対象者は e

スポーツチームの運営に関心を持つ高卒以上の資格を持つ者とする。ただし、そこには高卒

後の進学者だけでなく、e スポーツ業界のプレイヤーやスタッフ、ゲーム開発業務従事者等

の社会人も対象に含む。 

 

 e スポーツ分野における先端技術活用型チームマネジメント人材のスキル体系の想定を

下図に示す。 本プログラムのカリキュラムは、「e スポーツ」「先端技術情報」「チームマ

ネジメント」「コンピテンシー」の 4 領域によって構成する。本事業で養成する人材は e ス

ポーツ分野における先端技術活用型チームマネジメント人材であることから、中心的な知

識学習領域は「e スポーツ」「先端技術情報」「チームマネジメント」であるが、養成される

人材はここで得た知識を実務の現場で活用、あるいは応用できる必要がある。そのために、

実践力を醸成する「コンピテンシー」に関わる教育を上記 3 領域の知識学習と並行して実

施し、より実践性の高い人材の養成を図る。 
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 また「e スポーツ」「先端技術情報」「チームマネジメント」の 3 領域については、知識学

習を目的とする講義形態を主とする。「コンピテンシー」については、実践力の向上を目的

とする PBL 学習（Project Based Learning）による実習形態の学習を主とする。また、各領

域のうち、特に講義形式で学習する部分については、カリキュラムのフレキシビリティを高

める観点から、e ラーニング採用による自己学習も検討する。  
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第２節 科目構成（案） 

 本事業で開発するカリキュラムは、専修学校専門課程での専門士取得可能な 1700 時間以

上の学習時間で構成する。本カリキュラムを構成する 4 つの学習領域について、現状の構

成案を各領域の概要、科目構成、学習時間を以下に示す。 

 この案をもとに次年度事業内で、調査結果等を踏まえて検討を行い、シラバスを作成する。 

 

(1) チームマネジメント領域 

 本領域では、一般的なチームマネジメント人材に求められる役割やスキル等をオーバー

ビューした後、運営戦略、人事管理、マーケティングなどの各種業務の詳細な考え方や手順、

手法等を e スポーツや先端技術と関連付けながら学習する。 

 

構成科目名 科目概要 時間数 

マネジメント基礎 
マネジメント人材の役割や業務内容、必要なスキル

等の全般的な内容を学習する。 
45 時間 

チーム運営戦略 
チーム運営に必要な事業戦略、広報戦略、資金調達等

の戦略的知識を学習する。 
135 時間 

人事管理 
チームの人事管理の考え方、手順、評価手法、先端技

術の活用方法等を学習する。 
90 時間 

マーケティング 
マーケティングの考え方、情報収集・分析方法、先端

技術の活用方法等を学習する。 
90 時間 

コンディション管理 
心身の健康管理を行うための考え方、手法、先端技術

の活用方法等を学習する。 
90 時間 

関連法規 
経営やチーム運営、e スポーツ等に関わる関連法規に

ついて学習する。 
90 時間 

計 540 時間 

 

(2) 先端技術情報領域 

近年発達している先端技術に関する幅広い知識を、チームマネジメントや e スポーツに

関連付けながら学習すると共に、特に活用可能性の高い技術については、詳細な機能や仕組

み、要素技術等に関わる知識を学習する。 

 

構成科目名 科目概要 時間数 

先端技術 チームマネジメントや e スポーツで活用されてい 135 時間 
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オーバービュー る、あるいは活用可能性のある AI、IoT、ロボット

等の先端技術の概要や活用方法等をケーススタディ

を交えながら学習する。 

AI AI の現状、機能や仕組み、活用・導入事例等につ

いて学習する。 
90 時間 

ロボット ロボット技術の現状、機能や仕組み、活用・導入事

例等について学習する。 
90 時間 

IoT IoT の現状、機能や仕組み、活用・導入事例等につ

いて学習する。 
90 時間 

計 405 時間 

 

(3) e スポーツ領域 

国内外の e スポーツ業界の市場動向やビジネス形態、周辺業界の動向や今後の可能性等

について学習する。また、e スポーツ業界におけるプロ e スポーツチームの運営ビジネスや

人材類型、活動内容等を具体的に掘り下げて学習する。加えて、e スポーツ業界の協力を得

て、実地体験を兼ねたインターンシップを実施する。 

 

構成科目名 科目概要 時間数 

e スポーツ業界動向 

e スポーツ業界をはじめゲーム業界、IT 機器業界、

イベント業界など周辺業界の e スポーツに関わる動

向について学習する。 

45 時間 

e スポーツビジネス 

e スポーツ業界の市場構造や市場規模、e スポーツ大

会や e スポーツチームを中心とするビジネスモデル

等について学習する。 

45 時間 

e スポーツチームマ

ネジメント 

e スポーツチームの運営構造、人員規模、人材類型、

活動内容、運営戦略などについて学習する。 
135 時間 

インターンシップ 
e スポーツ業界のチームやイベント企業に対するイ

ンターンシップを行う。 
45 時間 

計 270 時間 

 

(4) コンピテンシー領域 

他領域で学習する知識・スキルを実務上で活用・応用するために必要なコンピテンシーを

醸成するために、PBL 学習を実施する。加えて、e スポーツチームマネジメントを行う上で

特に重要度の高いコミュニケーション力、ファシリテーション力、ビジネスマナー等につい

ては、習熟度を向上させるため知識学習を実施する。 
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構成科目名 科目概要 時間数 

e スポーツチーム 

マネジメント PBL 

e スポーツ分野におけるチームマネジメントの実務

に準拠したプロジェクトテーマに基づいて、チーム

ワークでプロジェクトを進行させ、アウトプットを

製作する。 

360 時間 

コミュニケーション 
円滑な対人関係を構築するためのコミュニケーショ

ン技術について学習する。 
45 時間 

ファシリテーション 
チームワークの円滑化に重要なファシリテーション

技術について学習する。 
45 時間 

ビジネスマナー 
身だしなみ、言葉遣い、態度、礼節などビジネス上の

マナーについて学習する。 
45 時間 

計 495 時間 
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第６章 平成 30 年度事業総括 

 本事業「e スポーツ分野における先端技術活用型チームマネジメント人材養成事業」は、 

平成 30 年度から平成 32 年度にかけての 3 年間で、教育プログラムの開発に取組む計画で

ある。本事業の初年度であった今年度は、e スポーツ業界・e スポーツチームの実態や人材

ニーズの把握を目的としたヒアリング調査、および教育プログラムの検討・開発に資する教

育等の事例調査を中心に活動を実施した。 

 

ヒアリング調査の中では、国内の e スポーツ業界に関する実態として、発展の兆しが見え

ているものの、現状は海外と比べて業界全体が未成熟であることが明らかになった。e スポ

ーツは多くの若年層が注目している分野であり、近年、e スポーツ分野の専門学校等も現れ

始めていることから、今後の発展に期待できると考える。この状況下で本事業の目的である

チームマネジメント人材の要件を考えると、チーム運営に関する知識・技術身に着けるだけ

では十分でなく、e スポーツチームのビジネスを開拓できる能力が求められる。この点につ

いて留意した上で、次年度以降、教育プログラムの検討・開発を進めていく。 

 

また、専門学校等の先端技術に関連した教育状況を調査した結果から、開発系の人材育成

環境については整備が進んでいるものの、先端技術の活用に知見を持つ人材を養成する環

境はまだ整備が進んでいないことがわかった。本報告書の冒頭でも述べたように、今後先端

技術の発展・普及が進む中で、日本が先進国として世界を先駆けるには、日本社会に先端技

術を普及・浸透させ、Society5.0 への適応を促進する必要がある。その際には本事業で養成

を目指す先端技術活用型チームマネジメント人材の存在が不可欠であり、事業を実施する

意義を確認することができた。 

 

最後に、今年度のヒアリング調査等の活動を通じて、専門学校等の教育機関をはじめ、e

スポーツ業界で活動する企業・団体、ゲーム制作企業などの e スポーツ周辺業界の企業等と

の連携体制ができ始めたことは大きな成果である。次年度以降、この体制を強化しつつ、e

スポーツ分野の今後の在り方や、そこで求められる人材育成の在り方、e スポーツチームマ

ネジメントへの先端技術の導入・活用等について検討を行っていきたい。 
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参考資料 

① e スポーツコミュニケーションズ合同会社 ヒアリング時資料 

② 株式会社スタジオ・アルカナ ヒアリング時資料 

③ 株式会社ハートビーツ ヒアリング時資料 

④ ふちゅう大学誘致の会 ヒアリング時資料 
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次世代スポーツ ドローンレース 
 

○ドローンレースとは？ 
ドローンを操縦し、スピード・テクニック等を競う競技  

今までのラジコン等とは違い FPV(First Person View)という一人称視点で操作するのが特徴的 

ドローンから映像信号を 5.8Ghz 帯の電波で飛ばすため、アマチュア無線 4 級以上の資格と開局申請を行わなけ

ればならない 

 

 

 

 

 

 

 

 

機体には様々な種類がある 

世界のレースでは 500g 前後の機体が使用され、決められた機体レギュレーションの機体で競う 

日本では航空法に適応される 200g 以上の機体と 200g 以下の機体で大きく扱いが変わるため 

30g 以下の Tiny Whoop というマイクロドローンのレースが盛んに行われている 

また U199 といったクラスなどがある。 

レースだけではなく、決められた時間内でテクニックを競うフリースタイルという競技もある 

 

○世界のドローンレース 
世界中で行われている多くのレースが賞金付き 

・WORLD DRONE PRIX 2016 ドバイ 賞金総額 1 億 15 才の少年が優勝 

・FAI 公式世界大会 賞金 24000＄ 3000 万 

・DRONE RACING LEAGUE 賞金$100,000 

ドローンレースのリーグもあり、日本のプロチームも出場している 

・DRONE CHAMPIONS LEAGUE 

40 人のトップパイロット達が世界各地の象徴的な場所で開催 

年間 6 大会を優勝をかけて争う、世界最高峰のドローンレース 

ヨーロッパ最高峰とも言われるこのレースは世界 76 カ国で放送されていて、累計視聴者は 1.1 億人にも上ると

言われている 

・RAIDEN RACING 日本のプロチーム  

「日本最速の男」後藤 純一 

「ドローンクラッシャー」阿左見 和馬 

「インドネシア No.1 パイロット」Axel Mario 

「ドローンレース界のプリンス」鈴木 匠  
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他にも  

DR1 Racing 

MultiGP Drone Racing 

世界では多くのレースが開催されている  

 

○日本のドローンレース 
・JDRA（日本ドローンレース協会）主催 

JAPAN DRONE CHAMPIONSHIP 

TINYWHOOP JAPAN CUP 

・JDL(ジャパンドローンリーグ)主催 

JAPAN DRONE LEAGUE 

各地方の団体等でもレースが行われおり 

日本各地でレースが行われいる 

2019 年には今まで以上に多くのレースが開催される見込み 

 

○府中市 釈迦院 寺レースの紹介 
JDRA が開催している TINYWHOOP JAPAN CUP の第 17 回目の大会を広島県府中市の釈迦院で開催 

午前 体験会 参加者 160 名 

・マイクロドローン操縦体験 

・FPV ゴーグル体験 

・空撮体験 

・シミュレータ体験 

ドローンに興味がある市民の方が多く参加された 

 

午後 レース 観戦 150 名 ニコニコ動画 Live 配信 視聴者数 9700 

全国各地から 18 名のドローンレーサー出場 

中学生が優勝 

 

○ドローンレースの可能性 
・3 次元の空間認識能力の鍛錬  

・STEM 教育(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

・FPV によって擬似的に空を飛んでいる感覚(人間の擬似的な能力拡張) 
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