
  

お知らせ 

報道関係者各位                                       2012 年 1 月 24 日  

 

日本マイクロソフト×デジタルハリウッド 

「ソーシャルゲーム業界」の人材育成支援を開始  

『グローバルソーシャルゲーム リーダーシップ プログラム 2012』 
参加者募集（応募締切：2012 年 2 月 15 日）、2012 年 3 月よりプログラムスタート 

～学費全額優遇、世界的ヒットを狙うソーシャルゲーム創造にチャレンジ～  

 

デジタルハリウッド大学大学院と、日本マイクロソフト

株式会社は、日本が世界に誇る IP（知的財産）の海外

展開拡大による国内産業活性化を人材育成面から

支援することを目的とし、特にソーシャルゲーム業界の

グローバルリーダーの育成を主目的とした『グローバルソ

ーシャルゲーム  リーダーシップ  プログラム 2012』（以

下 GSGL）を、2012 年 3 月から 2012 年 8 月まで実施

します。 

 

 近年、世界でのスマートフォンの急激な普及や Web ソ

ーシャル化により、日本の優れた IP のグローバルシェア

獲得のために国内大手 SNS プラットフォーム企業やゲ

ームを開発提供するソーシャルアプリプロバイダー（以

下、SAP）がスマートフォンへの対応や海外進出を強化しています。国内ソーシャルゲーム市場は 2011 年

に 2,000 億円規模に達する見通し※といわれており、今後数年間にグローバル市場で数倍以上まで急成

長すると言われています。（※出所：株式会社シード・プランニング）  

 

一方、急成長の代償としてサービス開発人材が丌足しており、同時に当該人材の輩出スキームも確立さ

れていないのが現状です。また、海外展開で成功を収めている日本企業も少なく、海外展開のノウハウやナ

レッジ共有のスキームが国内で確立されていない課題があります。  

 

 このような背景から、スマートフォン、ソーシャルメディア時代に、世界と競争できる SAP の海外進出を質

の高いグローバル人材育成により支援することを目標に、デジタルハリウッド大学大学院と日本マイクロソフト

が運営主体となり、その他複数の協賛企業の支援のもと、GSGL を開催し、即戦力となるグローバル人材輩

出と業界ナレッジの提供および共有を目指すこととなりました。 

 

本プログラムにおいてデジタルハリウッドは、産学協同、産学連携を基盤にした実践的な人材育成の運営

ノウハウをもとに以下を提供します。  

（1） カリキュラム構築、プログラム運営、運営リソース  

（2） 制作環境として教室やセミナー会場  

（3） PC、ソフトウェアなどの制作設備  

また、日本マイクロソフトは以下を提供します。  

（4） MVP プログラム*1 やオープンソース技術者と協力して、マイクロソフトがグローバルに展開するクラウド基  

盤 Windows Azure(TM) Platform*2 を活用した開発・運用技術の講師・メンターの派遣  

（5） スタートアップ支援プログラム Microsoft(R) BizSpark(R)*3 で提供される開発支援ツール等のソフト  

ウェア 

（6） Windows Azure の無償提供  

 

 本プログラムの趣旨に賛同する SAP、団体として株式会社 gloops、一般社団法人日本オンラインゲーム

協会などが、特別講師派遣や運営スポンサー、卒業後の活動支援等を行います。 

 尚、当プログラム終了後は、同様プログラムの全国エリア展開を視野に入れた活動をしていきます。 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

本件お問い合わせ先 ：デジタルハリウッド PR 事 務 局  森下・蓑毛（みのも） 

Tel：０３-３４０７－５７８０、Mail: press@epochseed.jp 
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【グローバルソーシャルゲームリーダーシップ プログラム 2012 開催概要】 

(1) プログラムⅠ 

①プログラム名：「グローバルリーダーぶっこみ育成キャンプ」  

②概  要  ：本プログラムは審査に通過したプランナー、デザイナー、エンジニアのチーム制で進行。 

       ソーシャルゲーム業界のオピニオンリーダーやグローバルなノウハウを培った講師のケース 

スタディやメンターの指導からヒントを探りながら、グローバルユーザーに特化したソー  

シャルゲームの企画、開発、公開、運用を 6 ヶ月間で実践していただくプログラムです。 

       グローバルユーザー5 万人獲得にトライアルしていただきます。  

③期間  ：2012 年 3 月中旬～8 月下旬  平日夜間、土曜日  

      第 1 シーズン：2012 年  3 月～5 月 (企画～開発～リリース→第 1 シーズンプレゼン）  

      第 2 シーズン：2012 年  5 月～8 月 (修正・機能追加・更新→ファイナルプレゼン）  

④会場  ：デジタルハリウッド東京本校（御茶ノ水）  

⑤定員  ：60 名（学生 30 名、社会人 30 名）  

⑥学費  ：913,500 円（税込）のところを全額優遇免除（※審査あり）  

 

【募集概要】 

＜社会人の部＞ 

●募集人数：30 名  プランナー・エンジニア・デザイナー希望者、各 10 名を募集  

・国内のソーシャルゲームの企画、開発に関わった経験のある方もしくは企画、開発のスキル、素養を持っ

た方で本プログラムを通じ、グローバルビジネスへのキャリアップ、起業を目指している方  

・プログラム期間中、平日の夜、土曜日に参加可能な方  

 

＜学生の部＞ 

●募集人数：30 名  プランナー・エンジニア・デザイナー希望者、各 10 名を募集  

・本プログラムを通じ、グローバルビジネスへの就職、起業を目指している方  

グローバルビジネスの就職を希望している方  

・修士同等の素養を持つ、原則 22 歳～27 歳の方（大学生も可） 

 

(2) プログラムⅡ  

①プログラム名  ： 「ソーシャルゲームナレッジ TOKYO」 

②概  要  ：グローバルマーケットへの視野の拡大やナレッジ共有を目的に、講義、ディスカッション、 

ケーススタディなど毎回異なるスタイルで開催します。講師は、マーケティング、ビジネス  

       プランニング、デザイン、開発技術、海外情報など多義に渡って、グローバルゲームに 

係わった、もしくは国内の海外展開のポテンシャルの高い「エバンジェリスト」をお招きします。 

③期間  ：2012 年 3 月～8 月の間、毎週開催、合計 20 回以上実施  

④会場  ：デジタルハリウッド東京本校（御茶ノ水）、日本マイクロソフト株式会社（品川本社）等  

⑤定員  ：60 名～100 名  

⑥参加費  ： 無料  

⑦参加資格：参加資格はありません。一般の方もご参加いただけます  

 

【申込方法】 

グローバルソーシャルゲーム リーダーシップ プログラム 2012 Web サイトよりお申込ください。 

http://school.dhw.co.jp/p/gsgl  
 

【お問い合わせ】 

「GSGL2012」事務局  （デジタルハリウッド内）  

Mail ：tokyo-fr@dhw.co.jp  TEL：0120-386-810、03-5281-9221        

（受付時間：10 時～21 時） 

 

 

*1 MVP プログラムとは 

MVP (Most Valuable Professional) アワード プログラムは、マイクロソフトの製品やテクノロジーに関する

豊富な知識と経験を持ち、オンラインまたはオフラインのコミュニティや、メディアなどを通して、その優れた能

力を幅広いユーザーと共有している個人を表彰するものです。全世界規模のプログラムとして、現在世界  

90 か国以上、4,000 名を超える方々が MVP であり、日本では 204 名の方が認定されています。 

 

http://school.dhw.co.jp/p/gsgl


  

お知らせ 

*2 Microsoft BizSpark とは 

Microsoft BizSpark は、設立  3 年未満の会社、法人化を目指す個人事業主や起業家の皆様に、マ

イクロソフトの統合開発環境、クラウド環境、技術サポートの各特典を  3 年間無償にてご提供する IT ベンチ

ャーのスタートアップを支援するマイクロソフトグローバルプログラムです。 

 

*3 Windows Azure Platform とは 

Windows Azure Platform は、マイクロソフトのデータセンターから、インターネット経由でコンピューティング  

リソースを提供するマイクロソフトのクラウドアプリケーションプラットフォームです。データセンター（ヨーロッパ 2

か所、米国 2 か所、アジア 2 か所）を展開し、さらにコンテンツデリバリーネ  

ットワークを世界で 24 か所に持つグローバル展開に対応したサービスです。また、日本のゲーム開発者は、

必要に応じて必要な分だけコンピューティングリソースを利用することが可能なだけでなく、煩雑なデータベー

スや OS の運用作業の多くをマイクロソフトがサービスとして提供するため、より戦略的な企画やアプリケーショ

ンの開発にリソースを投入することが可能となり  

ます。さらに Windows Azure Platform では、NET Framework に加え、PHP、Java、Ruby、Perl など、

幅広い開発環境に対応しています。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

本件お問い合わせ先 ：デジタルハリウッド PR 事 務 局  森下・蓑毛（みのも） 

Tel：０３-３４０７－５７８０、Mail: press@epochseed.jp 

  

 


