高度デザインDX人材になるための
実践プログラム
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高度デザイン人材を叶えるDXDキャンプとは

自らの専門性×デザインの力で、未来を拡張する学びの場
「DXDキャンプ」は、デザイナー、エンジニア・開発者をはじめ、さまざまな専門領域を持つプロフェッショナルが
ビジネスや社会を変革する広義の「デザイン」力を学びとり、自らの役割や活躍領域を広げていくための実践プログラムです。

DXDには、本プログラムがめざす「3つの意味」が込められています。
DESIGNER X DESIGN
モノづくり、サービス、事業開発など
さまざまな領域で活躍するデザイナーが、
「高度デザイン人材」へと自らのデザイン力を拡張させる

DX X DESIGN

DXD

エンジニアを中心にDXを推進する各プロフェッショナルが
自ら課題を発見し社会を変革していく
「高度デザイン人材」としての力を身につける

多彩なバックボーンを持つプロフェッショナルたちが、
慣れたフィールドをとびだし、互いの多様性を
「クロス」させながら活きる力やマインドを手に入れる

DXD人材とは
自らの専門領域を、広義の「デザイン」力をもって拡張させ、企業や社会の課題解決を実現していく人材を「DXD人材」と位置づけています。
キャンプで得られる５つの力（広義のデザイン力）

「DXDキャンプ」にジョインして欲しい方

エンジニア・開発者・デザイナーをはじめ、
専門領域を持つプロフェッショナルの皆さん
○エンジニア、開発者としての今までの職能をベースに、
デザイン視点を取り入れながら活躍の場を広げたい方
○デザイナーとして、今までの「デザイン（狭義の）」に
とらわれることなく、デザイン経営、高度デザインの視点を身につけ、
さらに活躍のフィールドを広げたい方
〇営業や知財、マーケティングなど、これまでの専門性に基づき、
イノベーションや共創活動を推進したい方
全プログラム（レクチャー＋ワークショップ＋フィールドワーク）への
参加を通して、DXD人材として必要な「5つの力」を
トレーニングできるよう設計されています。

本プログラムは広義の「デザイン」を対象としており、デザイン経営、製品・サービス開発や事業開発に関連する
さまざまな活動を「デザイン」の視点で学びます。何らかの専門領域での社会人経験を5年以上をお持ちの方、特
にデザイナー、エンジニアの方を対象としていますが、上記の学びを必要とされる方であればどなたでもエント
リーしていただけます。

オンラインエクササイズ
全8回を通じて「高度デザイン人材」に必要な
5つの力をトレーニングしていきます。
また、オンラインエクササイズの受講は
「フィールドワーク」への参加条件となります。

経験をリフレームし新たな視点を得る
開催日時

水曜日開講 レクチャー形式 19:30〜21:00 ※21:00～21:30に希望の方だけで振り返り会を行います
ワークショップ形式 19:00〜21:00

レクチャー

ショートワークショップ

レクチャー

レクチャー

デザイン経営と
これからのビジネスデザイン

デザイン思考の
理解と実践

イノベーションにつなげる
戦略的知財マネジメント

価値創出のための
グローバルトレンド分析

平野 幸司氏

内藤 亜由子氏

近藤 泰祐 氏

兵藤 武信氏

株式会社idealShip 代表取締役

湯浅 保有美氏

トリニティ株式会社 代表取締役社長

広義・協議のデザインの違いと目指すべき「高
度デザインDX人材」を理解した上で、デザイ
ン経営の全体像を把握。
事業を生み・継続する上で重要なビジネスデザ
インの基本を学ぶ。

トリニティ株式会社
UIUXデザイナー/サービスデザイナー

「人間中心思考」であるデザイン思考の基本的
なプロセスを学ぶ。
その上で、観察、共感、インサイト把握、アイ
デア発想の一連の流れを実践。

トリニティ株式会社

一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産教育協会 事業部長
文化服装学院非常勤講師

知的財産を特許などの狭義でとらえず、イノ
ベーションを生むための“資源”ととらえ、そ
のマネジメントの考え方を学ぶ。
また、知的財産をマネジメントする視点から自
らの行動様式を変える考え方についても紹介。

デザインプロデューサー

技術の進歩と既存のビジネスモデルの崩壊が進
行する中、過去と現在のトレンドを理解し、あ
るべき未来を構想するステップを理解。
情報収集方法やその整理の方法についても紹介。

ショートワークショップ

レクチャー

ショートワークショップ

レクチャー

価値の理解と
アイデア創出の実践

課題解決のための
コミュニティデザイン

DXエクスペリエンス
デザインによる
サービス開発

これからの
デザインの実践

平野 幸司氏

原 亮氏

大森 康弘氏

株式会社idealShip 代表取締役

アイデアを生むための「価値」の基本的な理解
とその体系化やアイデア創出の手法について学
ぶ。
事例から価値を抽出、一般化させ、その上で新
たな価値やアイデアを生む一連のプロセスを実
践。

エイチタス株式会社 代表取締役

事業創造や社会課題解決には、コミュニティづ
くりとその育成が大きな推進力となる。
アクションが立ち上がるプロセスを理解し、自
由と柔軟さを持ち走りながら育てていくコミュ
ニティのイメージを共有。

NECソリューションイノベータ（株）主席アドバイザー
NECライフキャリア（株）シニアコーディネーター

深澤 秀彦氏

トリニティ（株）取締役

CX創造をベースとしたDXの基本を学ぶ。
具体的な顧客を設定し、課題の掘り下げと
サービス開発のプロセスを実践。

蓮見 孝氏
筑波大学・札幌市立大学名誉教授

新たな価値創造とデザイン経営を推進する上で
デザインをする人が身につけるべき理念や行動
様式について理解。
具体的なエピソードをもとに、多様な人材や能
力を活かし価値創造につなげる方策を紹介。

※エクササイズの内容は、最新のデザインの動向に合わせ、
予告なくアップデートされる可能性があります。

オンライントレーニング
アウトプットを行うことで
ジブンの中の回路を活性化します。
聞いて“分かったつもり”から“使える”状態へ。

講師や仲間との対話で自分を広げる

開催日時

平日開講 レクチャー形式

13:00〜17:30

※終了後、希望の方だけで質問会を行います

プライムワークショップ

サービス事業創出の
基礎知識
平野 幸司氏
株式会社idealShip代表取締役

プライムワークショップ

サービスのアイディアから実証に至るま
でには、クリエイティブなプロセス以外
にも様々な“押さえておくべきタスク”
が発生します。
この講座では、基本的なビジネス知識と
して、法務や財務、収益構造などを一通
り学び、目くばせすべきポイントを理解
します。

チームビルディングのための
経営デザインシート
近藤 泰祐 氏
一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産教育協会 事業部長
文化服装学院非常勤講師

経産省の推進する経営デザインシー
トは、企業が成長するために。保有
する資源を活用してビジネスをデザ
インするものです。
この講座では、経営デザインシート
普及の第一人者である講師に、基本
的知識と、事業立ち上げの際の活用
方法を学びます。

フィールドワーク

応援企業の現場で「課題解決」を実践する

地域・中小企業を中心とした応援企業に赴き「高度デザイ
ン人材」として、リアルな「課題解決」に取り組みます。
この貴重な体験は、新しいキャリアへ一歩を踏みだすため
の自信になるはずです。すべてのフェーズで、プログラム
のディレクターがしっかりとサポートします。

「フィールドワーク」では、以下の3つのテーマから、応援企業が抱えている実際の課題解決に挑みます。

テーマ

1

新商品＆サービス先行開発

テーマ

2

新規事業の創出

テーマ

3

これからの働き方

※「フィールドワーク」はオンラインエクササイズ修了生を対象とし、レポートにより応援企業が選抜します。
※テーマは応援企業が選択します。

活動例（2020年度実施の様子）2

新規事業創出

フィールドワーク先企業

株式会社秋葉牧場
（千葉県）

［準備］
企業を知る（取材）
まずは、秋葉牧場が運営する「成田ゆめ牧場」
を一般のお客さま視点で視察しました。

プランを立てる

千葉県で「成田ゆめ牧場」を運営。創業130年を超え、酪農と観光事業
を中心に、新しい事業展開を果敢に模索しているチャレンジ企業。
「フィールドワーク」は、秋葉牧場の社員の方と共に「観光牧場の持つ
価値」を活かした「新規事業アイデアの創出」をテーマに実施しました。

［Day2］
秋葉社長の想いを聞く
「フィールドワーク」に期待すること、そして今回
「新規事業アイデア」をテーマにした背景、未来への
熱い想いなどを社長から直接お話しいただきました。

ゴールにむけて、どんな情報を社員の方にイン
プットし、どんなステップで考えていくのか。
ワークショッププログラムを計画しました。

アイデア創出ワーク

［Day1］
「デザイン思考」レクチャー
全員による自己紹介後、社員の皆さんに向け
てアイデア創出のベースとなる「デザイン思
考」のレクチャーをメンバーが実施しました。

思考を拡張する
秋葉牧場の持つ価値や、一人ひとりの考える
未来社会などについて、「マンダラシート」
を活用しながら掘り起こしていきました。

メンバーによるファシリテーションでワークが進んでいきま
す。社員の皆さんにさまざまな角度から当たり前を疑う「問
い」を投げかけたり、対話をしたり。未来の社会課題、そこ
に秋葉牧場が応えられることなどを深めていきました。

アイデア創出ワーク
生まれた事業アイデアを1枚の模造紙にまとめて全体発表。社
員の方たちからは自分たちだけでは辿りつけなかったものが
できあがったとの声も。メンバーにとって、リアルな企業で
自分の力が試せたことは貴重な体験でした。

実施スケジュール

申し込み方法

スケジュールにつきましては、諸事情により変更になる場合があります。
最新情報はDXDキャンプホームページ（https://dxdcamp.com/）でご確認ください。

エントリーは、
にて行っていただきます。
各プログラムの申し込みアドレスについては、ホームページの最新情報をご確認ください。
■ 受講料

2022年度

6月～10月

サマーキャンプ（第3期）

オンラインエクササイズ
6月15日～8月3日 （毎週水曜

99,000円（税込）
110,000円（税込）

フィールドワーク（2日間）

申し込み締め切り

夜）

オンラインエクササイズ（全8回セット）
オンライントレーニング（全2回セット）

フィールドワーク
9～10月実施予定

DXDキャンプ ホームページ
dxdcamp.com

ウインターキャンプ（第４期）

10月～2月

オンラインエクササイズ
10月19日～12月14日 （毎週水曜

夜）

DXDキャンプ Peatixアカウント
https://peatix.com/group/68307/view

申し込み締め切り

※11月23日は祝日のためお休みです。

９月末

オンライントレーニング
12月14日、21日

■ お問い合わせ先
DXDキャンプ 受付担当
yuka@trinitydesign.jp

フィールドワーク
2023年1～２月実施予定

検討中の方へ
体験会

予定

5月末

オンライントレーニング
8月22日、29日

2022年度

88,000円（税込）

小澤（DXDキャンプ事務局）

事前説明会や、体験会のイベントを随時開催しています。
詳細は随時、Peatixおよび、DXDキャンプホームページからご案内します。

開催日程（予定）

事前説明会

体験会の内容は3月ごろに告知予定です。
•

4月22日（金）

•

8月4日（木）

•

5月25日（水）

•

9月7日（水）

•

7月6日（水）

DXDキャンプ Peatixアカウントをフォローする
https://peatix.com/group/68307/view

開催日程（予定）

•

3月23日（水） 19時半～20時半

•

4月20日（水） 19時半～20時半

•

5月25日（水） 19時半～20時半

•

7月7日（木） 19時半～20時半

•

8月4日（木） 19時半～20時半

•

9月7日（水） 19時半～20時半

予定
予定

カレンダー
これ以外に随時、OB/OGとの交流会や、生徒主催でのトレーニング会を開催しています。

2022/8/26

オンライントレーニング

2022/8/29

終日

木

2022/9/29

13時～17時半

金

2022/9/2
フィールドワーク

19時半～21時半

月

懇親会

13時～17時半

金

2022/8/22

19時半～21時半

月

オンライントレーニング

19時～21時半

水

2022/8/3

19時半～21時半

水

2022/7/27

19時～21時半

水

2022/7/20

19時半～21時半

水

2022/7/13

19時半～21時半

水

2022/7/6
オンラインエクササイズ

19時～21時半

水

2022/6/29

19時半～21時半

水

2022/6/22

水

2022/6/15

終日

第1講座 デザイン経営とこれからのビジネスデザイン
第2講座 デザイン思考の理解と実践（ショートWS）
第3講座 イノベーションにつなげる戦略的知財マネジメント
第4講座 価値創出のためのグローバルトレンド分析
第5講座 価値の理解とアイデア創出の実践（ショートWS）
第6講座 課題解決のためのコミュニティデザイン
第7講座 DXエクスペリエンスデザインによるサービス開発（ショートWS）
第8講座 これからのデザインの実践
ワークショップ サービス事業創出の基礎知識
懇親会（自由参加）
ワークショップ チームビルディングのための経営デザインシート
FW先訪問（予定） ※参加者が決まり次第、応援企業との間で改めて日程調整を行います。
※この他にメンバー同士でのオンラインミーティングなどがあります

運営

トリニティ株式会社
「ひと」を中心に課題解決を進める
（広義の）デザインコンサルティング
ファーム。 1997年に始動。

未来予測

エスノ
グラフィ

特に国内外市場でのデザインリサーチに
定評があり、調査と開発業務、教育事業
を掛け合わせることで、独自の成果を生
み出している。

海外
WS

トレンド
レポート

千代田区紀尾井町3-29 NGA紀尾井町ビル6階
https://trinitydesign.jp/

ユーザ
調査

新規事業
開発

次世代
リーダー
教育

有識者
調査

製品
開発

デスク
リサーチ

