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第1回講義　9月26日（土） 第2回講義　10月10日（土） 第3回講義　10月24日（土） 事業化案発表会　11月21日（土） 中間報告会　1月23日（土） 最終成果報告会　3月13日（土）

アントレプレヌールシップ
東出 浩教
ビジネススクール・教授

技術シーズの事業化と 
ビジネス・デザイン第1回　
瀧口 匡
客員教授
ウエルインベストメント株式会社・代表取締役社長

会計の基礎
西山 茂
ビジネススクール・教授

事業化にあたっての 
チームビルディング
島岡 未来子
政治経済学術院・教授

技術シーズと知財戦略
加賀谷 剛氏
特許業務法人 創成国際特許事務所・所長 弁理士

技術シーズの事業化と 
ビジネス・デザイン第2回　
瀧口 匡
客員教授
ウエルインベストメント株式会社・代表取締役社長

各チームからの
事業化とビジネスモデルの発表と
ギャップファンド支援チームの選抜

2020年度は11チームが支援対象となりました。
対象となった各チームには、審査結果により
ギャップファンドが付与されました。

ギャップファンドを使用した
PoCの検証＊＊について中間報告

＊＊PoC（Proof of Concept）の検証：
新しいプロジェクトが本当に実現可能かどうかの、
試作開発の前段階における効果や効用、技術的
な観点からの検証。概念実証。

2018年 度よりWASEDA-EDGE人 材
育成プログラムでは、自らの技術シー
ズの事業化を目指す修士以上の学
生、研究者を対象とする「WASEDA-
EDGE・ギャップファンド・プロジェクト」
を開始しました。

ビジネスとして発展していくことを期待しています

　最終成果報告会までの講義や取組を通じて、発表に
参加した皆さんは、ビジネスアイデアを大きく膨らませ、
コースを通じて皆さんがレベルアップしていることを感じ
ました。最終成果報告会での発表はとてもよく、素晴らし
かったです。中間報告会時からの進歩を感じました。
　内容に関しても、新しい市場を開拓できると感じたも
のや、発想が非常に面白く、将来性が高いと感じるもの
もありました。　
　この中からいくつも実際にビジネスになっていくもの
があるかもしれません。WASEDA-EDGE・ギャップフ
ァンド・プロジェクトに取り組んだ皆さんの力でビジネス
として発展していくことを期待しています。

プロジェクト目的

2 0 2 0 年 度  プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 者 の 声

自らの技術シーズの事業化を目指す修士以上の学生、
研究者に対して、起業の基礎知識となる会計や戦略に
関する講義を行なうとともに、練り上げた事業化案の
優秀者には試作開発を行なうためのギャップファンド＊

を提供し、事業化に向けての道筋をつけていただくこと
を目的としています。
＊ギャップファンド：基礎研究と事業化の間に存在するGAP（空白）を埋める資金 ※ 2020年の例

最 終 成 果 報 告 会  審 査 委 員 代 表 からのコメント

WASEDA‐EDGE・
ギャップファンド・プロジェクト

「早稲田での研究成果を社会へと
届ける」という私たちの夢を叶え
るうえで、ギャップファンド・プロ
ジェクトは無くてはならない存在
でした。資金面での支援から素敵
な仲間との出会いまで、魅力にあ
ふれた時間をありがとうございま
した。

講義や講師の方からのフィードバ
ックなどのおかげでマネタイズの
可能性をいくつもみつける事がで
きました。また、練り上げたプラン
で他のビジコンでも賞を頂いて、
獲得したファンドで事業を加速で
き、本当に参加してよかったと思
っています。

資金援助により、プロトタイプで
ある楽曲制作に不可欠な、機材
の確保や共同研究を行うことがで
きました。多大なる支援をいただ
き大変感謝しております。今後も
メンターの皆様や連携事業者の
方 と々事業を加速させていきたい
と思います。

ギャップファンドを通じて、同じ志
を持つメンバーと出会え、挑戦の
機会と成長を得られた、本当に有
意義なプロジェクトでした。支援金
のみならず、毎回厳しいながらも
核心をついたご指摘を先生方か
らいただけたことを感謝しておりま
す。本当にありがとうございました。

全員18、19歳というチームで、ビ
ジネスの知識がない中、ギャップ
ファンド・プロジェクトに飛び込
みました。事業化の機会が与えら
れるだけでなく、学びの場が多々
ありました。今後も芸術文化の盛
況に向けて尽力していきます。

The Waseda Edge GAP FUND 
2020 has helped us reconnect 
with cultural heritage enthusi-
asts and stakeholders from dif-
ferent backgrounds and coun-
tries. We are steadily growing 
and welcoming more partner-
ships. Please visit us at tho.my.id

起業を志す人や関わりたい人に
とっては“最高”のプログラムで
す。資金面、ビジネスモデルのブ
ラッシュアップ、法律面の相談な
ど非常に助かりました。本当に感
謝しかありません。将来キャップフ
ァンドに寄付できるように精進い
たします。

GAP FUND PROJECTは、想 い
を持つ学生に対して資金・事業
に対するフィードバックだけでなく、
同じ想いを持つ仲間と出会うこと
の出来る貴重な機会を提供して頂
けるプログラムでした。プログラ
ムを通じて得られた仲間と共に今
後も頑張っていきたいと思います。

［チーム代表者名］

安倍 悠朔
早稲田大学 創造理工学研究科

［チーム代表者名］

岡田 美優
早稲田大学 スポーツ科学研究科

［チーム代表者名］

畠山 祥
早稲田大学 基幹理工学部

［チーム代表者名］

和田 直己
早稲田大学 基幹理工研究科

［チーム代表者名］

登山 晴
早稲田大学 基幹理工学部

［チーム代表者名］

Riela Provi Drianda
早稲田大学 社会科学総合学術院

［チーム代表者名］

安達 慶太
早稲田大学 国際教養学部

［チーム代表者名］

田村 飛馬
早稲田大学 政治経済学部

松田魂
［チーム名］

チーム１
［チーム名］

one by one music
［チーム名］

Choytol
［チーム名］

MYLES
［チーム名］

The Heritage Opera
［チーム名］

Masentic,Inc
［チーム名］

ハマルっタ
［チーム名］

株式会社オプトラン 名誉会長　孫 大雄氏



研究成果やアイデアを自ら創出するだけでなく、地球規模の視点でビジネス創造し、地球市民一人ひとりの幸せの実現に

貢献できる人材を育成することをビジョンに掲げています。専門的基礎能力を有し、鋭利な発想、体系的方法論により

新たな市場を開拓し、「グローバルリーダー」「地域貢献」を体現する起業人材を文理融合で養成することを目的としています。

2017年度からは、2014年から2016年に実施した「WASEDA-EDGE」の実績・成果をもとに、

文部科学省次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）に採択され、

早稲田大学を主幹機関、滋賀医科大学、東京理科大学、山形大学、多摩美術大学を協働機関、

富山県、株式会社本田技術研究所、一般財団法人大川ドリーム基金ら29機関を協力機関とするコンソーシアム

「EDGE-NEXT人材育成のための共創エコシステムの形成」（コンソーシアム名：SkywardEDGE）の一環として実施しております。

WASEDA-EDGE 人材育成プログラムについて

早稲田大学

山形大学

主幹機関

協働機関協働機関

協働機関 協働機関
EDGEの
ノウハウ

海外連携・
学生交流

連携・
人材

医療系
シーズ・人材 地域連携出口強の

ノウハウ

文系人材

東京都心・関東に位置（＋北九州キャンパス）

起業文化（実績多数）

文系の学生層も厚い
EDGEのノウハウと実績

多摩美術大学

　　　既往の連携実績　　　　EDGE-NEXTの協力

東北に位置
理工系の起業実績
地域連携

滋賀医科大学
近畿に位置

医療系シーズ･ニーズ
EDGE実施機関

東京理科大学
海外との人脈

 （MIT-REAPの伝道、エコシステムへの招待）

学生の相互交流
イベントの共同開催

プロダクトデザインに関する
ノウハウ

企業連携による
革新的新商品開発実績

プロダクトデザイン・
MVP・表現の技術

学生交流

早稲田EDGEの外部評価・
博士人材協働養成

リーディング大学院での
協力

多摩美学生のEDGE参加・
プログラム共同作成

コーチングプログラムへの参加・
各種研修での関係構築

問 合わ せ 先
早稲田大学教務部教育企画課 イノベーション人材育成プログラム担当

メール edge-ep@list.waseda.jp 　電話 03-3204-8982

HP https://ssl.waseda-edge.jp/ 　Facebook https://www.facebook.com/wasedaedge

2019年度WASEDA‐EDGE・ギャップファンド・プロジェクト 参加者の声

ap Fund Projectは、実績も資金も
ない学生に“挑戦”という機会を与え

てくれる非常に有難いものでした。支援金
以外にも、メンターとして支えて頂いたこと
もあり非常に感謝しております。今後も一
歩ずつ進んでいきます。 
 下境田 直也／早稲田大学 商学部

Rなど資金のいる事業を起こす場合
にGap Fund Projectからの恩恵は

本当に大きいです。自分達だけでは難しい
高額な機材の購入や、PDCAを回すため
の資金など正にギャップを乗り越えるチャ
ンスを頂き、乗り越える事が出来たと確信

しています。本当にありがとうございました。
 新保 正悟／早稲田大学 社会科学部

ャップファンド・プロジェクトは、ビジ
ネスアイデアを事業化に向けブラッシ

ュアップできる素晴らしいプロジェクトであ
ると思います。また、起業に強い先生方から
様々なアドバイスを受けることも出来ます。
我々は頂いた資金で法人の設立が出来まし
た。 小久保 隆泰／早稲田大学 経営管理研究科

he Waseda Edge GAP Fund is a 
top recommendation project, I 

strongly encourage you to apply it. In 

the project you will get many worth 
lectures, you can also promote your 
business idea. The instructors and 
staff will help polish your business 
idea. 
 Nurul Burhan／早稲田大学 創造理工学研究科

he academia system and the in-
dustrial system seem to have a 

gap in between. Thanks to the GAP 
fund project, we finally have a chance 
to turn our research experience into 
a novel product. 
 王 語詩／早稲田大学 総合機械研究科
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