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はじめに

WASEDA-EDGE 人材育成プログラム
～WASEDA-EDGE・ギャップファンド・プロジェクト～

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

「ギャップファンド・プロジェクト」を開始しました。

ギャップファンド：研究と事業化の間に存在するGAP（溝）を埋める資金



ギャップファンド・プロジェクトについて

基礎研究

事業化

事業化までのGAPを埋める
=GAP FUNDの役割

=起業
=VCからの出資
など

応用研究



ギャップファンド・プロジェクトについて

Aプラン

技術シーズを持つ
研究者

ビジネス志向の
学部学生・大学院生
（事業育成者）

Zoomにて講義
全3回（9/18、10/2、10/23）

起業

技術 アイデア

国家プロジェクト（JST-SCORE、JST-START、NEDO-SUI、NEDO-STSなど）
民間アクセラレーションプログラム

審査・評価
・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

(株)オプトラン

プログラムの支援

GAP支援

ビジネスプラン

Bプラン Cプラン

…
…

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
で
実
施

終
了
後
の
展
望

プロジェクトスキーム図

事業化の支援・推進



ギャップファンド・プロジェクトについて

協賛：株式会社オプトラン

 コア技術…「オプトナノテクノロジー」
 光学薄膜技術＋ナノテクノロジーにより超微細
スケールで薄膜成膜を行う

 1999年創業。2017年東京証券取引所市場第一部に上場



ギャップファンド・プロジェクトについて
募集要項
■対象者
※下記いずれも早稲田大学に所属する方に限ります。

◆研究者枠（5名程度）
・技術シーズを持ち、その事業化に興味がある修士/博士課程学生、助教・准教授などの研究者

◆事業育成者枠（15名程度）
・研究者とともに事業化を担う意欲のあるビジネス志向の学部学生・大学院生
※ビジネスを起こすことに関心のある学生であれば専門を問わず応募いただけます。
※但し学部生の場合は、「ビジネスモデル仮説検証プログラム」を受講していることを推奨します。

★既に活動しているグループで取組みたい方は、グループ名を申込フォームの「備考」欄に記載してください。
グループで参加希望の場合も1人ずつ申し込みが必要となります。

※選抜結果について後日メールにてご連絡いたします。



ギャップファンド・プロジェクトについて
募集要項
■参加費
・プログラム参加費：無料

■対象領域
・対象業種は全業種

■言語
・日本語および英語



ギャップファンド・プロジェクトについて
全3回の講義（チーム編成＆プランブラッシュアップ）

・ガイダンス
・「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）
・参加者自己紹介
・チーム/リーダー決め、チームディスカッション

・「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」
瀧口 匡 (客員教授/ウエルインベストメント代表取締役社長)

・チームディスカッション

・「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）

・チームディスカッション

第1回

第2回

第3回

9/18（土）
13:00～18:00
オンライン（zoom）

10/2（土）
13:00～17:00
オンライン（zoom）

10/23（土）
13:00～17:00
オンライン（zoom）

Zoomにて実施

10/30（土） チームディスカッション（オンライン（Zoom））



ギャップファンド・プロジェクトについて

事業化案発表会

GAP支援

中間報告会 最終成果報告会

11/13（土）13:00～17:00
オンライン（Zoom）

1/15（土）13:00～17:00
オンライン（Zoom）

2/26（土）13:00～17:00
オンライン（Zoom）

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

※2018年度は6チームが支援対象
※2019年度は5チームが支援対象
※2020年度は11チームが支援対象

※過去実績値：
1件あたり30万円~150万円支援

ギャップファンドを使用した
PoC検証について中間報告

※PoC（Proof of Concept)
→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。

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

Zoomにて実施



過去参加者の声

葦苅晟矢が、コオロギによるビジネスで、食糧問題
の解決を目指す「ECOLOGGIE（エコロギー）」を法
人化したのは、大学院在学中のこと。現在は活動拠
点をカンボジアに移し、事業を進めている。
日本を代表するビジョンや才能を持つ、30歳未満の
30人を選出する「30 UNDER 30 JAPAN 2019」のフー
ド部門での受賞を果たす。**

**Forbes JAPAN, “押し入れからカンボジアへ コオロギと世界の食糧
問題に挑む26歳の展望 #30UNDER30”
https://forbesjapan.com/articles/detail/29354

コオロギの生産インフラの構築

カンボジアにおいてコオロギ養殖を担ってくれる現
地農家の皆様と共に「コオロギ農協ネットワーク」
を構築。

エコロギーから効率的かつ高栄養価なコオロギ養殖
ノウハウを提供し、現地農家の皆様が養殖してくれ
たコオロギを必ず全量買取する事を保証することで、
現地農家の皆様との信頼醸成をベースにした農協
ネットワークが確立。



過去参加者の声

神社仏閣コンサルティング、納骨堂ネットワーク運営



過去参加者の声
製品設計プロセスにおける

熱設計課題のソリューション開発



過去参加者の声
Jリーグ×ゲーム型サッカー

ファンディングプラットフォーム



申し込みはこちら！

申し込みフォーム

WASEDA-EDGE・ギャップファンド・プロジェクト 検索

https://waseda-edge.jp/entry_event?id=102

https://waseda-edge.jp/entry_event?id=102


質疑応答

AQ＆



FAQ 1/3
No Q A

1 社会人経験者でもOKですか？ 早稲田大学の学生さんであれば参加可能です
2 他大学の学生さんのエンジニア参加

は可能ですか？
講義自体は、他大学の学生さんの参加は遠慮頂いています。た
だしファンディングを受けたプロトタイプ等の制作等には参加
頂くことができます

3 チームでの参加の際の申し込みをす
る際は、メンバーはそれぞれが別々
に応募すれば良いのでしょうか？

それぞれ別々に応募をお願いします

4 チーム決めはどのように行います
か？ 事業者と研究者の組み合わせ
方は立候補制でしょうか？

1チームあたりの人数制限は特にありません。ただし、各チー
ムかならず研究者1名が必要となります。参加前からチームを
組んでいらっしゃる場合はその旨を申込時に教えてください

5 万が一、事業育成者で「自分には役
に立てそうもないな」という技術ば
かりの場合には、皆さんどうされて
いるのでしょうか？

そのような場合でもお気軽にご参加ください。キャッチアップ
の機会は作ります。本プログラムは教育プログラムでもありま
す

6 技術に対して、どなたの共感も得ら
れず、チームが形成できない場合は
どうなるのでしょうか？

研究者1名のチームも過去にありましたが、1名しかいない場合
は、他のチームに合流することもご相談することがあります



FAQ 2/3
No Q A

7 学部の一年生なのですが、申込
フォームに専任教員氏名、保有技術
シーズは白紙でも良いでしょうか

まだ研究室に所属のない方は、その欄は空欄で構いません

8 HP等で、過去の技術シーズ一覧を拝
見することはできますか？

2018年度
https://waseda-
edge.jp/htdocs_for_next/pdf/event_20190629/brochure.pdf

2019年度
https://waseda-
edge.jp/htdocs_for_next/pdf/event_20200926/01.pdf

2020年度
https://waseda-
edge.jp/htdocs_for_next/pdf/event_20210918/pamphlet.pdf

https://waseda-edge.jp/htdocs_for_next/pdf/event_20190629/brochure.pdf
https://waseda-edge.jp/htdocs_for_next/pdf/event_20200926/01.pdf
https://waseda-edge.jp/htdocs_for_next/pdf/event_20210918/pamphlet.pdf


FAQ 3/3
No Q A

9 研究者枠で参加した際に、デモ実装
の際、他大学の学生と協力すること
は可能ですか？

発表やデモの時に他大学の学生さんに手伝って頂くことは可能
です。その場合は、事務局にご連絡ください

10 事業ということなので、その継続可
能性についても応募の段階から求め
られますか？

11月21日の事業化案発表会については、その点も評価対象と
なります。つまり起業案の審査そのものとお考えください

11 現在、学部生なのですが、先ほどア
イデアがある場合は技術者枠での参
加を推奨されるとのことでしたが、
可能なのでしょうか？

はい、技術者枠での応募をご検討ください。ただし、内容に
よっては、参加後に事業者枠として他のチームに合流して頂く
ご相談をする可能性もあります

12 事業育成者側が既に試したいアイデ
アを所持しており、それに合う技術
者の参加が見られなかった場合は、
事業育成者の1人チームというのも可
能なのですか？

その場合は、研究者枠での参加をご検討ください。ただし、あ
内容によっては、参加後に事業者枠として他のチームに合流し
て頂くご相談をする可能性もあります

13 ギャップファンドの予算の使い道は
どのようなものですか？

物品、旅費、有償インタビュー費、外注費（ただし人件費は
NG、また法人以外への発注もNG）などを想定しています
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