WASEDA‐EDGE 人材育成プログラム

2018年度WASEDA‐EDGE・ギャップファンド・プロジェクト
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自らの研究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
道筋をつける。

アイデア
プログラムの支援

共創館にて研修

年4回開講（6月、7月、9月、10月）

（株）
オプトラン
ビジネスプラン

スキーム
研究者枠・事業育成者枠、それぞれの応募者が
チームを組み研修（全3回の講義）を受けます。こ
こで学んだ事を活かし研究者のもつ研究シーズを
元にした事業化案を練り上げます。練り上げた事
業化案は事業化案発表会にて審議され、優秀な
チームはギャップファンドを獲得することができま
す。ギャップファンド獲得チームは試作開発を行
い、成果発表会にて成果を発表します。

2018年度よりWASEDA-EDGE人材育成プログラムでは、自らの
研究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。

第2回講義

技術

基礎研究と事業化の間に存在するGAP（空白）を埋める資金

WASEDA‐EDGE 人材育成プログラム

6月30日（土）

（事業育成者）

＊ギャップファンド：

2018年度WASEDA‐EDGE・ギャップファンド・プロジェクト

第1回講義

ビジネス志向の
文系の学部学生・大学院生

理工系研究者

第3回講義

7月28日（土）

A

プラン

C

審査・評価員

プラン

オプトラン
外部専門家 大学教授
ウエルインベストメント

事業化の
支援・推進

プランをもとにした起業

国家プロジェクト

※ 2018年の例

事業化案発表会

9月22日（土）

B

プラン

GAP支援 ２～３件/年

中間報告会

10月27日（土）

最終発表会

2019年1月19日（土）

3月16日（土）

THIS PROJECT WILL BE CONTINUED IN 2019

アントレプレヌールシップ
２ ０ １８ 年 度 実 施 例

東出 浩教

ビジネススクール・教授

会計の基礎
西山 茂

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

事業化にあたっての
チームビルディング

技術シーズと知財戦略
佐藤 辰彦氏

島岡 未来子

特許業務法人 創成国際特許事務所・会長 弁理士

研究戦略センター・准教授

技術シーズの事業化と
ビジネス・デザイン第3回

技術シーズの事業化と
ビジネス・デザイン第2回

瀧口 匡

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

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

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

2018年度は優秀なチームが多く、
6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。

＊＊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。

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

最 終 発 表 会 審 査 委 員 代 表 か ら の コメント

［チーム名］

10shot

［チーム名］

Y- space

［チーム名］

carebot

ギャップファンドを使用した
PoCの検証を行ない
事業化に向けて
どのような成果が出たか、
今後の課題について発表

［チーム名］

Zenco

［チーム名］

TACTION Inc.

［チーム名］

ECOLOGGIE

事業の形や将来性がみえた
素晴らしい成果
このギャップファンド・プ ロジェクトは
夏から約半年かけて取り組んできました
が、最終発表会では、中間報告時から比
べてもある程度の事業の形や将来性を
示した良い発表でした。素晴らしかった
です。参 加 者 の 皆さんには是 非この 調
子で事業内容を詰めてベンチャーを起こ
してほしいです。
AI、IoT、ロボットなど今回の参加者の皆
さんが 扱ってきた技術は、上手く応用し
世界に広げることで日本の将来を明るく
照らすものです。是非、皆さんの力でよ
い社会を築いていってほしいです。

［チーム代表者名］井口

弘将

早稲田大学大学院
経営管理研究科（MBA）

（株）
オプトラン 取締役会長

孫 大雄氏

ギャップファンド・プロジェクトは、
アイデアを具体化するための支援
をしてくれます。今あるアイデアか
ら一歩前に進めたい方は、是非応
募してください。私たちは今後、実
際の起業に向けて活動していきま
す。きっかけはギャップファンドと
いえる日が来るために。

［チーム代表者名］松広

航

早稲田大学 創造理工学研究科

ビジネスモデルから特許に関する
ところに至るまで様々なアドバイス
を頂けてブラッシュアップすること
が できました。同時 にチームが 抱
えていた資金面での支援によって
私たちのプロジェクトを加速させる
ことができたと思います。今後も邁
進して参ります。

［チーム代表者名］汪

偉

早稲田大学 創造理工学部

異なる背景の方々と接せる機会が
あり、良かったです。

［チーム代表者名］許

晉誠

早稲田大学 創造理工学研究科

この度はギャップファンド資金をい
ただき、誠にありがとうございます。
今回のプロジェクトで様々な知識や
ビジネスモデルについてのアドバ
イスをいただけたことは、すごく助
かりました。また、資金の支援によ
って自分の理想の実現まで近づく
ことができたととても実感しました。

［チーム代表者名］GEIER

Andreas

早稲田大学 創造理工学研究科

I think the project provides great
resources for gaining real-world
experience on starting a business.
It was very interesting and a great
accelerator for our ideas and
future plans.

［チーム代表者名］葦苅

晟矢

早稲田大学 先進理工学研究科
株式会社ECOLOGGIE

事業案について今まで見えていな
かったマーケットニーズにつ いて
考えることができました。また特に
ビジネススクールの方々とチームに
なって動くことが でき、たくさんの
ことを吸収することができたことは
役に立ちました。今 後も効 果 的な
仮説検証をします。

WASEDA-EDG E 人 材 育 成プ ログラムにつ いて
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、山形大学を協働機関、
多摩美術大学、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31機関を協力機関とするコンソ―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。

協働機関

協働機関

滋賀医科大学

山形大学

近畿に位置
医療系シーズ･ニーズ
EDGE実施機関

医療系
シーズ・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

海外連携・
学生交流
EDGEの
ノウハウ

海外との人脈

東北に位置
理工系の起業実績
地域連携

文系人材

早稲田大学

早稲田EDGEの外部評価・
博士人材協働養成

協働機関

地域連携出口強の
ノウハウ
主幹機関

連携・
人材

東京理科大学

コーチングプログラムへの参加・
各種研修での関係構築

多摩美学生のEDGE参加・
プログラム共同作成

リーディング大学院での
協力

プロダクトデザイン・
MVP・表現の技術

学生交流

協力機関

多摩美術大学

（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

既往の連携実績
EDGE-NEXTの協力

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

