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WASEDA-EDGE 人材育成プログラム後援会 会員の皆様 
  
 平素より、本学のアントレプレナー育成事業に対し、多大なるご支援をいただきまして誠にありがとうご
ざいます。 
 2019年度は、文部科学省からのEDGE-NEXT補助金事業年度3年目として、2018年度に行なったプ
ログラム・試みを更に発展させ、様々な取り組みを行ないました。これまでの成果を基盤に、参加機
関の強みや国内外の産学官の英知を結集して、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」を体現するアントレプレナー人材
のすそ野拡大に向けた「Future-EDGE人材」と、実際の起業・新規事業創出に向けた「EDGE-NEXT人
材」を文理融合で養成すべく、日々プログラム運営を行なっております。本報告書では、2019年度に
WASEDA-EDGE人材育成プログラムで行なった取り組みの一部を紹介させていただいております。取り
組みを広く公開させていただき、後援会の皆様方からのご意見を賜る機会ともさせていただきたく、忌
憚のないご意見を頂戴できれば幸いです。 
 2020年度も、新たなプログラムに取り組みより一層プログラムの充実に諮っていく予定でおります。引
き続き、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。 
  
                                WASEDA-EDGE 人材育成プログラム  
                                           実行委員長 大野高裕 



教育プログラムの全体像 

コーチングによる内発的動機の醸成、主体性・行動・リーダーシップの醸成 

             

アントレプレナー・ 
インターンシップ
（REAL） 

STEP 2 
アイデア創出 

STEP 3 
仮説検証 

STEP 1 
意識醸成 

STEP 3 
仮説検証 

STEP 4 
実践への橋渡し 

STEP 5 
起業 

EDGE-
NEXT人材 

・・・ 

future-
EDGE人材 

・・・ 
             

ビジネスクリエーションコース 
※EDGEでの成果 

実践のための教育（起業家育成プログラム） 

教育のための実践 
（起業家精神を有した人材育成プログラム） 

スタートアップファクトリ 

経営の12分野 
小分け 
プログラム 

ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ大 富山県新規事業創造 
インターンシップ 

コンソーシアム合同プログラム 

ﾘｰﾝﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ 
仮説検証 

多摩美 

分野特化型
BM仮説検証 

滋賀医 

ハンズオン 
創業支援 

microMBA 

UCSD 
デザイン思考 
ワークショップ 

d.school 

バブソン大 
合同ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

中国ｻﾏ/ｳｨﾝﾀｰ 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

バブソン大 

Ｗ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｄ
Ａ 

Ｄ
ｅ
ｍ
ｏ 

Ｄ
ａ
ｙ 

 

ギャップﾌｧﾝﾄﾞ・ 
プロジェクト 

共創館ｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝ 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

1 



コロナウイルス感染症拡大への対応 

タスクフォースを結成
し、対応策について議
論 

2020年度に計画して
いた全ての教育プログ
ラムをすべてオンライ
ン実施することを決定 

4/15 に運営委員会委
員長、実行委員会委員
長 連名でお知らせ掲
載 

オンライン授業実施方
法（使用ツール、実施
時間等）は関係者間で
情報共有しつつ引続き
検討し最良の方法を模
索中 

HP掲載文 
*現在もHP [Topics] の1つ目に掲載中 
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オンライン実施プログラム 

実施時期 プログラム名 

7/7 小分けプログラム（医療経済学） 

8/19-8/21,9/9-9/11 富山県新規事業創出インターン 

8/17-25 中国サマープログラム 

8/26-28 
埼玉県本庄市×Skyward EDGE  
2020年度コンソーシアム合同プログラム 

9/16-12/12 (全8回) 多摩美術大学連携プログラム 

9/5-12/19 (全5回) 医療特化型BM仮説検証プログラム 

10/4,10,11 d.school講師によるデザイン思考ワークショップ 

9/26-3/13(全7回) ギャップファンド・プロジェクト 

10/24,31 
【2020年度共創館プログラム】  
株式会社VSN×早稲田大学 ビジネスモデル創造の3つのアプローチを学ぶ 

12/8,15        スタートアップを考える方必見！「財務シミュレーションモデル」の作り方セミナー 

2021/2/1-2/9 中国ウインタープログラム 

2/6 
【2020年度共創館プログラム】ゼロからつくるビジネスモデル 
 ～ビジネスモデルをつくる３つのアプローチ～ 

2/7 
【2020年度共創館プログラム】ゼロからつくるビジネスモデル 
 ～中国スタートアップから学ぶビジネスモデルの好循環～ 

2/17          第3回WASEDA Demo day 

2/27-3/14（全6回）   Micro MBA 
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約1,000名の参加実績 



その他イベント一覧（1/2）  

開催 イベント名称 目的・内容 

2020/4/20 
【共催】ブロックチェーンは”街”をどう変える？ 

     ～テクノロジーが創る未来～ 

SHIBUYA QWS主催イベント。 私たちの生活の基盤となる”街”をブロックチェーンという技術がどのよう
に変えていくのかを、TOYOTA BLOCKCHAIN LABの最新の事例ベースでわかりやすく解説し、技術の適切な
理解とその利活用に向けた一歩とすることを目的としたイベント。 

2020/4/18 
【共催】早稲田大学×SHIBUYA QWS 

  「ピンチをチャンスに！」～QWSアカデミア～ 

SHIBUYA QWS主催イベント。 コロナ一過の後、「オンライン、リモートの文化は残るだろうか？」「コ
ロナ一過の後のその先にはどのような世界が待っているのか？」などの問いを「ピンチをチャンスに！」を
テーマに話題提供のほか、グループワークを実施。 

2020/4/28 

【共催】ブロックチェーン社会実装に求められる 

     新たな体制とは？ 

    ～時代の変わり目の"今"必要なこと～ 

SHIBUYA QWS主催イベント。 シリコンバレーのVCで勤務した経験や事業開発での失敗体験等を聞いて、
ブロックチェーン技術の理解を深めることを目的とした対談型オンラインワークショップを実施。 

2020/5/12 

【共催】オンライン国際シンポジウム 

「パラダイムチェンジにおけるレジリエントな 

 共創社会に向けて」 

『パラダイムチェンジにおけるレジリエントな共創社会に向けて』をテーマにして、未来社会において、健
康で安心して生活を維持できるレジリエントな社会を構築するために必要な取り組みを考えることを目的と
した国際シンポジウム 

2020/5/23 
【共催】「一歩踏み出すためには？」 

    ＃2幸せの因数分解～QWSアカデミア～ 

SHIBUYA QWS主催イベント。 新型コロナウイルスの流行をふまえ、「自分でコントロールできる運」で
す。「幸せ」や「運」について一緒に考えるイベント。 

2020/5/26 

【共催】ポストコロナ時代の日本社会において統合型リゾート 
（IR）は社会課題解決として有用か？ ソーシャルアントレプレ 
ナー育成の重要性～QWSアカデミア～ 

SHIBUYA QWS主催イベント。 ポストコロナ時代における地方創生やインバウンド回復での問題を、「統
合型リゾート（IR）プロジェクト」が解決できる可能性について議論するシンポジウム 

2020/5/30 
【共催】オンライン授業に関するJMOOC ワークショップ 

『ネットワーク授業の隠れていた力を引き出す』 

JMOOC主催イベント。 「オンライン授業の隠れていた力を引き出す」をテーマに、オンライン授業によ
る「学び」を如何に効果的に実現するかについて、実践的視点から継続的に議論するイベント。 

2020/6/9 

【共催】第２回オンライン授業に関するJMOOC  

ワークショップ『今、求められる新たな学び  

～ポストコロナ時代の教育プラットフォーム～』 

JMOOC主催イベント。 ポストコロナの時代においても、このオンラインでの教育提供が一定程度維持さ
れた教育活動が想定される。教育の質の維持・評価・保証、受講生のモチベーション、受講の継続、教員の
効率などの課題解決を支えるテクノロジーやツールを模索するための議論を行う。 

2020/6/13,6/2

0,6/27 

【共催】ミライの教育ビジネス創出アイデアソン 

～EdTech with COVID-19～ 

WASEDA AI LAB（＊W-EDGE参加学生が代表を務める濁世団体)主催イベント。 「ミライの教育ビジネス創
出アイデアソン～EdTech with COVID-19～」をテーマに、ビジネスという観点からEdTechを学び、考え、
行動する「場」として講演会、 

ワークショップを開催。 

2020/7/7 【共催】 WHY BLOCKCHAIN 

SHIBUYA QWS主催イベント。 本ワークショップでは、「WHY BLOCKCHAIN なぜ、ブロックチェーンなの
か？」の著者である坪井大輔氏を招いて、ブロックチェーンとはそもそもなんなのか？そしてなぜいまブ
ロックチェーンの注目度が上がっていっているのかについてお話いただく。 

2020/7/12 
【共催】QWSアカデミア 

一歩踏み出すためには～#3失敗を味方につけろ～ 

SHIBUYA QWS主催イベント。 本イベントは、世界トップレベルのアントレプレナーシップ教育で知られ
ているバブソン大学の山川恭弘准教授を招いたライブオンライン講演「失敗を味方につけろ」、及び学生が
パネリストに加わったパネルディスカション「一歩踏み出すためには～0歩目～」の 

二本立てで構成している。 
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その他イベント一覧（2/2）  

開催 イベント名称 目的・内容 

2020/7.18, 

8/26,9/9 

【協力】QWSアカデミア 

「超高齢化x新型感染症併存の社会とどう向き合うべき
か：腸内細菌の有用性を探る」 

（第１回目（7/19）～第３回目（9/9）） 

SHIBUYA QWS主催イベント。 本特集ワークショップでは、腸内細菌の研究とそのビジネスへの展開に関する動
向と将来について分かりやすく説明し、今後、われわれが新型コロナ感染症など感染症とどう向き合っていくかも
含めて議論する。 

2020/8/28 【合同主催】Japan Workshop for iGEM 2020 in WASEDA 

iGEM WASEDA/ iGEM Botchan_Lab_Tokyo/ iGEM KAIT_Japan/ iGEM Qdai合同主催イベント。 生物ロボットコン
テスト（iGEM）のワークショップ：今年参加予定のチームによる発表に加え、次回参加を目指す学生のアピール
の機会となった。 

2020/9/24 

【共催】バーチャルヒューマンワークショップ 

「ニューノーマルで加速する次世代インターフェース 
“バーチャルヒューマン”は、どう実現されるか？」 

SHIBUYA QWS主催イベント。 本ワークショップは、バーチャルヒューマンが現実の技術をどのように組み合わ
せることで実現可能となっているのか、社会に役立たせるためにはどういった課題があるのか、その最前線を初め
ての方にもわかりやすく解説する。 

2020/11/2 
【主催】How to design innovative business model for 

innovative technology 
「ビジネスモデルナビゲーター」方法論を使用して新しいビジネスを作成および設計する方法を学び、実践的な知識を習得するための
実践的な演習として新しいビジネスモデルを設計します。 

2020/11/7 【共催】「感じてみようアントレプレナーシップ」2020 
高校生・大学生を対象として、「アントレプレナーとの出会い」「アントレプレナーシップを学ぶ」「AIやブロックチェーンを身近に」をキー
ワードにして、文部科学省EDGE及びEDGE NEXTプログラムで学んだ有志による「学生の、学生による、学生のためのイベント」を
開催します。 

2020/12/13 
【共催】HULTPRIZE ON CAMPUS AT WASEDA 

UNIVERSITY 2021 

“Food”に関するビジネスモデルを立て、実現してみませんか？ 

Hult Prizeは新規事業を展開してゆくためのビジネスモデルを発表し、賞金1,000,000ドル獲得を目指します。「影
響を与えたい・協力したい・スキルを上達させたい・競争したい」という新規事業に対するあなたの思いを実現さ
せるための第一歩になります。 

2020/12/20 
【共催】「ベンチャー立ち上げに必要なファイナンスとストックオプショ

ンの知識とリアルな事例」を学ぶ 
資金調達にはリスクが伴いますが、それぞれの資金の特徴、投資家の属性などを知ることにより、そのリスクは軽減することができます。 
本講座では以下のキーフレーズ、プログラムにより、起業の際に重要となるファイナンスや人事採用の知識とリアルな事例を学びます。 

2021/2/15 
【共催】企業を顧客としたグローバルカンパニーからのAIビジネスの

学び 

B2Bビジネスを主とするエンタープライズソフトウェアのグローバルカンパニーであるSAPジャパン株式会社とWaseda AI Labがコラボ
して、B2BビジネスにおいてAIがどう活用されているかなどに焦点をあて、学生の目線から「知りたい」と思っていることを直接お伝えし
ます。 

2021/2/27 
【共催】新しいことに挑戦したい女性へのメッセージ～何を変えれ

ばよいのか？ ～QWSアカデミア 
新しいことに挑戦し続けている女性を迎えて、「何を変えればよいのか？」をテーマに、挑戦者としての力強いマインドの醸成やこれか
らのキャリアについて考えるきっかけを提供します。 

2021/03/3 
【共催】伸びるディープテック系ベンチャーの条件と大学の役割 ～

QWSアカデミア（早稲田大学）～ 
本アカデミアでは、ベンチャー創成・支援に関わる多方での取り組みと意見を伺いつつ、ディープテック系ベンチャーが育つエコシステム
を日本においてどのように構築していくべきか、関係者は今特に何に取り組まないといけないかを考える機会となればと思います。 
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EDGE、EDGE-NEXTの成果の社会への発信 6 

“Innovation in Global Entrepreneurship Education”に寄稿し、 

 WASEDA-EDGEの取り組みを世界に発信 

WASEDA-EDGEプログラムは日本の大学における先進事例として選出され、 

これまでの様々な取り組みを本書で紹介。 
 

 “Entrepreneurship education at WasedaUniversity, Japan:  

 challenges in integrating entrepreneurship education programs across universities and beyond” 

  著者：Mikiko Shimaoka, Toru Asahi, Tatsuhiko Inoue, Tomomi Kito, Takahiro Ohno and  

            Shozo Takata (Waseda University, Japan)  

『 Innovation in Global Entrepreneurship Education 』 

• 出版：Edward Elgar Publishing（2021/2/9） 

• 編集：Heidi M. Neck（バブソン大学） 

• アントレプレナーシップ教育の革新的な各国事例を伝えることを目的とし、 
10か国以上の大学におけるアントレプレナーシップ教育の先端的な取り組みを記載。 

  3部20章から構成される（WASEDA-EDGEの取り組みは、第１部4章）。 



■ 受講生：計15名（申込者数：19名） 

  

日時／場所 主題 内容 

第1回 9月5日（土） 

10:00-18:00 
革新的な医療機器・サービスのアイデアの発案 

・デザイン思考の講義・基本ワーク 

・医療従事者へのヒアリングによる医療機器等の発案演習 第2回 9月6日（日） 

9:00-17:00 

第3回 10月24日（土） 

9:00-13:00 
医療機器の事業化に特有の基礎知識の学習 

・医療機器の専門家2名による医療機器に関する基礎知識の講義 

滋賀医科大学 臨床研究開発センター センター長, 教授  久津見 弘
（株）ソレイジア・ファーマ 取締役 CFO管理本部長 宮下 敏雄 

・専門家へのアイデアピッチとフィードバック 

第4回 11月21日（土） 

9:00-18:00 ビジネスモデルの構築 

（早稲田BCC科目 

「ビジネスモデル仮説検証（エッセンシャル）」へ合流） 

・ビジネスモデルキャンバスの講義 

・リーンスタートアップの講義 

・ビジネスモデルの初期仮説の構築演習 

・顧客等インタビューの模擬演習 

第5回 12月19日（土） 

10:40-18:00 

ビジネスモデルの検証結果の発表と相互ディスカッション 

総括と振り返り 

（早稲田BCC科目 

「ビジネスモデル仮説検証（エッセンシャル）」へ合流） 

ビジネスモデルの検証結果の発表と相互フィードバック 

 医療従事者（看護師3名）へのヒアリングもZoomにて実施 

 アイデア創出はMuralや各自家にあるものを使って実施 

全日程オンライン開催 

⇒第3回WASEDA Demo Day（ビジネスアイデアコンテスト）出場 

プログラム受講成果の発表の場として、参加を呼びかけ。 

SUMS×WASEDA-EDGE賞として、滋賀医科大学教員のメンタリング権を用意。 

滋賀医科大学SUMS EDGE-NEXT × 早稲田大学WASEDA-EDGE人材育成プログラム連携講座 

医療特化型ビジネスモデル仮説検証プログラム 
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多摩美術大学×WASEDA-EDGEプログラム連携講座 

■ 日程：9/16,19,26,10/3,17,31,11/14,12/12  全８回 

■ 受講者：計29名 ★応募者多数につき、選考により受講者選抜  

日時 内容 

第1回 
9月16日（水） 
10:00～17:00 

オリエンテーション、チームビルディング 
アイディエーション（１）、多摩美術大学の紹介 
オンライン懇親会（Spatial chat開催） 

第2回 9月19日（土）10:00～17:00 アイディエーション（２） 

第3回 9月26日（土）10:00～17:00 アイディエーション（３） 

第4回 10月3日（土）9:00-16:15 
★BM仮説検証（プレミアム）に合流 
「デザイン思考による事業アイデアの発案、ビジュアライゼーション方法指導」 

第5回 10月17日（土）10:40-17:30 「価値仮説検証（リーンスタートアップ他）」 ★BM仮説検証（プレミアム）に合流 

第6回 10月31日（土）10:40-16:15 「ビジネスモデルの構築（ビジネスモデル・キャンバス他）」 ★BM仮説検証（プレミアム）に合流 

第7回 11月14日（土）10:40-17:30 「ビジネスプランと数値計画の作成」 ★BM仮説検証（プレミアム）に合流 

第8回 12月12日（金）13:00-18:00 「ビジネスプランの発表」 ★BM仮説検証（プレミアム）に合流 

講義（アイディエーション） 多摩美術大学の紹介 

全日程オンライン開催 

  ⇒第3回WASEDA Demo Day（ビジネスアイデアコンテスト）出場 

 最終発表&フィードバックを踏まえたブラッシュアップしたアイデアの発表の場として、参加を呼びかけ。 

 わせたま賞として多摩美術大学教員のメンタリング権を用意。 
 

<2020年度からの新たな取り組み> 

 多摩美術大学教員による「ビジュアライゼーションの方法」、 
「オンラインでのプロトタイプ作製方法」の講義を取り入れた。 

 オンラインでの多摩美術大学の紹介（キャンパスツアー）、 
Spatial chatを用いたオンライン懇親会の実施 
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富山県新規事業創造インターンシッププログラム 

 早大生と参加企業がチームを組み、ワークショップと企業・自治体における実践（インターンシップ）を組み合わせた画期的な 
構成で、アイデア創出からビジネスモデルの検証までを、理論に基づいた緻密な手法により、実践的に学ぶ貴重な機会を提供する。 

 2020年度は「With/after コロナ時代におけるイノベーション」をテーマに、富山県における地域イノベーション、 
企業内新規事業創造に貢献できるアイデア創出の学びを全てオンラインで実施した。 

  2020年度のインターンシップ受入先は、株式会社能作、前田薬品工業株式会社、 

   北陸コカ・コーラボトリング株式会社、富山県庁の３社１機関。 

全日程オンライン開催 

20200820富山新聞３面 

【プログラム実施フロー】 

20200820北日本新聞５面面 

 メディア（新聞）への掲載 

プログラムの様子 

↑発表会：各企業の幹部らが参加し、講評した。 

富山県からの外部資金導入により実施 

■日程：【第１回ワークショップ】8月19日－8月21日 

             【インターンシップ】  8月24日－9月8日（期間内より5日間) 

       【第２回ワークショップ】9月9日(水)－9月11日(金) 

 参加：23名 
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アントレプレナー教育をテーマしない、学部・大学院で実施される講義の１コマ程度を使って実施し、 

ビジネスに関心がなかった学生に対しても、アントレプレナー精神と本プログラムへの興味を喚起することを目指す。 

＜2017年度の実施＞ 

 米国・メリーランド大を訪問し、具体的な実施方法を見学、ヒアリング等をおこなった。 
試行的に1回90分でBM仮説検証の冒頭部分の内容を実施。 
（12月8日に「国際知財政策B」（受講者：理工学生300名程）の1コマで実施済） 

＜2018年度の実施＞ 
「国際知財政策A」（受講者：理工学生300名程）の1コマで7月4日に実施済 

<2019年度の実施> 
文系の学生を対象とした「医療経済学」（受講者：政治経済学部200名程）の1コマで実施 

 
 

2020年度の取組 
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7/7「医療経済学」（政治経済学術院）：257 名を対象にデザイン思考に取り組む授業をオンデマンドで実施。 

• 30分の録画講義＋60分のデザイン課題への取り組み。 

• コロナの影響下でもワークができるよう設計。 

→家族・友人の一人にお願いをして、 
「自分自身の健康を損ねてしまい後悔した体験」をテーマに、 
 該当する体験談をインタビューし、それをもとに、 
 その人の課題を解決するビジネスアイデアを考える。 

小分けプログラム 



1
3 

全日程オンライン実施 
中国重点大学群学生を対象とした英語プログラム。終了後は修了証を発行。 
• 受講生：中国  講師：日本 
• 受講者数：summer80名、winter 61名 

日程 中国時間 プログラム 

① 14:00-17:00 
VRキャンパスツアーの案内 
チームビルディング（コーチング） 

②   Individual task①② 

③ 14：00-17：00 
講義：ビジネスモデルイノベーション概要 
セッション①：Identify a critical pain under COVID-19 restriction 

④   Individual task③ 

⑤ 14：00-17：00 
セッション②：Ideation with 55 Business Model Patterns 
セッション③：Identifying the promising business idea 

⑥ 14：00-17：00 
講義②：Idea integration 
セッション④：Documentation of the business idea 
セッション⑤：World café 

⑦   Individual task④ 

⑧   Group task① 

⑨ 14：00-17：00 セッション⑥：Presentation of your idea, Recap/Q&A 

 2019年度までは受講生が来日して実施していた 
ものを、全日程オンラインで実施 

 オンライン化に伴い、5日間終日だったプログラム
を9日間（うち4日間は自習）に変更 

 好評により冬季も実施 

＜受講後アンケートより（抜粋）＞ 

• The teachers are all very professional and the program is systematic and 
educational for us. 

• Every task is arranged very well. 

• I have made great progress by cooperating with group members 

• Thank Waseda university to provide such a platform for us to learn useful knowledge 
and skills, to meet new friends and respectful teachers. 

68% 

30% 

2% 

64% 

31% 

5% 

5

4

3

2

1

What is your overall assessment of the program? 
(1 =Unsatisfactory - 5 = Satisfactory) 

 

summer winter 

11 中国国家重点大学群の学生を対象とした 
サマー/ウインタープログラム 



スタンフォード大学d.school講師によるデザイン思考ワークショップ 

d.schoolより講師3名を迎え、デザイン思考を活用したアイデア創出ワークショップを 

10月に開催（全編英語） 

■日時：2020年10月 4日（日）/10日（土）/11日（日）8:30-13:00 

■参加者：39名（応募総数146名から選抜） 

→アジア各国（台湾、中国、インドネシアなど）、アメリカなどあらゆる場所から参加 

全日程オンライン実施 

 講師 “前回（2018年度実施時）の講師2名にThomas先生が加わり3名に増加” 

Thomas Both 
Director of the Designing 
 for Social Systems program 
at the Hasso Plattner 
Institute of Design (d.school) 
at Stanford University. 

Scott Witthoft  
Professional space and 
product designer; former 
Fellow and current 
lecturer at the Stanford 
University d.school.  

David Janka  
Design consultant  
and creative strategist; 
former Fellow and 
current lecturer at  
the Stanford University 
d.school.   

 コーディネーター：島岡 未来子（早稲田大学政治経済学術院教授/WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長） 

＜ワークショップの様子＞ ＜事後アンケート結果より＞ 

・The workshop was so interesting and fun.  
It was more interactive than I thought, and by using zoom 
and Mural was so effective than I thought! 
・ My width and directionality of ideas spread a lot!  
I would use the frameworks I learned in the workshop  
in daily life, and I will figure out many 'why?' and 'how?'  
in my life.  
・ It was more interesting because I had three professors 
for one class. 
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 バブソン大学、九州大学との共同ワークショップ 

「デザイン思考」で異文化交流 ～アイデア創造や課題抽出にかかわるワークショップ～ 

 米国バブソン大学、早稲田大学、九州大学の学生が合同混成チームを結成。 

    共通のテーマに対し、ディスカッションやブレインストーミング、グループワークを実施し、 
    ビジネスアイデアの創出や課題抽出を行う。 

日時 内容 

第1日 
12月17日（木） 
9：00～10：30 

【オリエンテーション】 本プログラム概要説明、バブソン、九州大学の学生との交流（起業体験のミニゲーム実施） 
【グループワーク】 ブレインストーミング（課題の抽出・アイデア創出） 

第2日 
12月18日（金） 
9：00～10：30 

【グループワーク】 ブレインストーミング（課題の抽出・アイデア創出） 
・3分間ロケットピッチ 
・担当講師講評 
・成績発表 

第3日 
1月14日（木） 
21：00～ 

・各班最終プレゼン、講評 
※Venture Caféとの中継 

 講師：山川 恭弘（バブソン大学） 井上 達彦（早稲田大学） 

 協力：早稲田大学商学部 井上達彦研究室 

 参加人数：43名 

 実施方法：Zoomミーティングで日米を結び、全編英語で実施 

  https://youtu.be/lh_WNDyCAdY 

 Rocket Pitch Winner：Team１ “HataRAKU はたラク”（AIチャットボットを活用した職場環境のメンタルヘルスケア） 

全日程オンライン実施 
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【共創館プログラム】 
株式会社VSN×早稲田大学 ～ビジネスモデル創造の3つのアプローチを学ぶ～ 
 

＜本ワークショップの特徴＞ 

 2020年度より新たに実施した取り組み 

 学生自らが開発した教材を用いて、学生がインストラクターとして参加 

 参加学生が社会人（一部上場企業の社員）と共に学べる機会の提供 

■ 主 催：早稲田大学 WASEDA-EDGE 人材育成プログラム ■ 共 催：株式会社VSN 

■ 協 力：早稲田大学商学部 井上達彦研究室 
 

 日時：第1回 10/24(土)13:00～17:00, 第2回 10/31(土)13:00～17:30 
 

 参加：早稲田大学学生 26名（文系・理系問わず、学部1年生～修士1年生まで幅広い層が参加）、VSN社員 27名 

   →当日は学生とVSN社員混合（4～6名）のグループでワークに取り組んだ。 

                               （※内容の詳細はHPまで：https://waseda-edge.jp/kyo-so-kan/event_detail.php?id=31、 

VSN社プレスリリース：https://www.sankeibiz.jp/business/news/201026/prl2010261120055-n1.htm） 

ワークショップの様子 

事後アンケート結果（参加学生、VSN社員より） 

・ これまで「なんとなく」でやっていたものが具体的な手法があることで、論理的に組み立てた説得力の 
ある説明に繋がると思います。そういったアイテムを手に入れる非常に良い機会でした。（VSN社員） 

・ コンテンツ内容か驚くほどレベルが高く、参加していてとても楽しかったです。（VSN社員） 

・（SWOT分析について）ワークショップを通じて有効的な利用の仕方を理解する事ができました。 

普段から分析する思考を続ける事でより深いクロスを見いだせるのではないかと感じました。（学生） 

・ とても面白く、学んだことを後輩たちにも教えたくなる内容だった。 （学生） 

全日程オンライン開催 
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 主に理系バックグラウンドの学生、若手研究人材等を対象にMBAレベルのビジネス知識を教授するミニ・プログラム 

 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター、カリフォルニア大学サンディエゴ校（UCSD）と提携し、すべてのセッションを英語で実施 

 修了者には、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターおよびRady School of Management,  

   UCSDの連名による修了証を授与 

■日程（講義全6回、修了式） 

Session Day / Time (JST) Contents Lecturer 

Orientation (WASEDA) 19:00-19:30 Wednesday, February 24, 2021 (JST) Orientation Kanetaka Maki 

#1 (WASEDA) 19:30-21:00 Wednesday, February 24, 2021 (JST) Innovation Kanetaka Maki 

#2 (UCSD) 10:00-11:30, Saturday, February 27, 2021 (JST) Marketing Uma Karmarkar 

#3 (WASEDA) 19:00-20:30, Wednesday, March 3, 2021 (JST) Accounting Shigeru Nishiyama 

#4 (UCSD) 10:00-11:30, Saturday, March 6, 2021 (JST) Design Michael Meyer 

#5 (WASEDA) 19:00-20:30, Wednesday, March 10, 2021 (JST) Strategy Jusuke Ikegami 

#6 (UCSD) 10:00-11:30, Saturday, March 13, 2021 (JST) Experiment Sally Sadoff 

Certificate award ceremony (WASEDA) 11:30-12:00, Saturday, March 13, 2021 (JST) Certificate award ceremony - 

■参加者：90名 

■講師陣 

Kanetaka Maki（牧 兼充） 
Associate Professor of Finance, 
WASEDA Business School,  
WASEDA University 

Uma Karmarkar 
Assistant Professor of 
Marketing/ITO 

Shigeru Nishiyama（西山 茂） 
Professor of Finance, WASEDA 
Business School, WASEDA 
University 

Michael Meyer 
Assistant Teaching  
Professor of Design 

Jusuke Ikegami（池上 重輔） 
Professor of Finance, WASEDA 
Business School, WASEDA 
University 

Sally Sadoff 
Associate Professor of 
Economics and Strategic 
Management 

Micro MBA Online 15 



iGEM × WASEDA-EDGE 

バイオ・メディカル系アントレプレナー育成プロジェクト 
 

 合成生物学の国際コンペティションiGEMに参加する早稲田大学の学生チームを、EDGE-NEXTがサポートし、 

    ビジネスプラン作成を指導。 将来、iGEMメンバーをコアとしたベンチャー企業の設立を目指す。 
 

     iGEM (The International Genetically Engineered Machine) : 

     毎年米国マサチューセッツ工科大学（MIT）で開催。世界から約300チームが参加し、 

   合成生物学に関するプロジェクトの研究成果や、その社会的意義や有用性について評価を受ける。 

     過去にiGEMに参加したチームが中心となり起業した企業数は150社超。研究とビジネスの両面の技術と知識を競い合う大会    
 

⇒ iGEM 2020 VIRTUAL GIANT JAMBOREE にて 

   Best Information Processing Award とGold Medalを獲得！ 

 256チームが10の部門に分かれて競った今年度大会（オンライン開催）において、Information Processing部門での最優秀部門
賞（Best Information Processing Award)を獲得 

 日本からの参加として唯一Goldメダルを獲得、また特別賞（Best Education）へのノミネーションを受ける 

■ 受講者：Team WASEDA（早大生14名）  

日程 内容 

前半 

6月7日（日） 
6月14日（日） 
7月１日（水） 
7月８日（水） 

ビジネスモデル・イノベーション手法に関する理解 
顧客課題の特定、新規事業アイディアの創造 
現状分析、アイディアの評価・具体化 
収益の逆算 アイディアの発表 等 

後半 

8月11日（火） 
8月27日（木） 
9月9日（水） 

ビジネスモデルのプロトタイピング、レヴュー 
インタヴューの方法、フィードバック 
プレゼンピッチの洗練  等 
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 日スウェーデン「未来プロジェクト」による国際連携推進 
 

1. MIRAI 1.0 にかかるイノベーション＆アントレプレナーシップの成功事例を 
WEBINAR にて全世界に公開中。（早稲田大学、ウプサラ大学、ルンド大学共同） 
 

2. MIRAI 2.0 Japanese-Swedish Joint Kick-off WEBINAR 
（https://mirai2020sejp.wixsite.com/kickoff） 

• 日時：10/7（水）、10/8（木） 

• 登壇者：早稲田大学より 小林直人教授、島岡未来子教授 

      （ウプサラ大学、ルンド大学と共に登壇） 

 Falling Walls Venture Remote 2020 
• 日時：2020年11月6日（金） 
 

• 概要（https://falling-walls.com/breakthroughs/）： 
科学、ビジネス、政治、芸術、社会での世界のリーダーのユニークな国際プラットフォーム。 
ベルリンの壁崩壊20周年を記念して開始。 

 
 
 

• 早稲田大学より応募3社（うち2社がWASEDA-EDGE卒業生）が最終選考進出！ 
 

 株式会社EAGLYS 代表取締役社長 今林広樹（https://eaglys.co.jp/company/）※卒業生 
 

 株式会社Genics CEO 栄田源（https://genics.jp/）※卒業生 
 

 株式会社Core Tissue Bioengineering 代表取締役 城倉 (https://www.coretissue.com/) 

2020年度海外連携実績 
（未来プロジェクト2.0/Falling Walls Venture) 

オンライン開催 

オンライン開催 
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第３回 WASEDA Demo Day 

 スポンサー 7社（2019年度より継続6社、新規1社） 

• インテグラル・インベストメント 鈴木 啓太 様（続） 

• ウエルインベストメント株式会社（続） 

• ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社（続） 

• ソレイジア・ファーマ株式会社 （続） 

• 株式会社みずほ銀行（続） 

• Tokyo Marunouchi Innovation Platform（TMIP）※2019年度会場提供（続） 

• SAP ジャパン株式会社（新） 
 

 出場チーム： 全16チーム（②より2チーム, ③より1チーム, ④より2チーム） 

① 公募（早稲田大学学生を代表とする個人/チーム） 

② 2020年度多摩美術大学×WASEDA-EDGEプログラム連携講座 受講生チーム 

③ 2020年度医療特化型ビジネスモデル仮説検証プログラム 受講生チーム 

④ Skyward EDGEコンソーシアム合同プログラム 最優秀賞・優秀賞 受賞チーム (※受賞特典として出場権を授与) 
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法人設立及び新規事業立ち上げを検討している学生向けに、 

プロジェクト・アイデアを発表できる場をコンテスト形式で開催。 

（「プログラムを横断した成果発表の場」としての位置づけも果たしている） 

オンライン開催 
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日程 プログラム 

① 
9/26(土) 
13:00-18:00 

第1回目講義（内容） 
・「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代表取締役社長） 

② 
10/10(土) 
13:00-17:00 

第2回目講義（内容） 
・「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） 

③ 
10/24(土) 
13:00-17:00 

第3回目講義（内容） 
・「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代表取締役社長） 
・「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） 

④ 
11/7（土） 
13:00-17:00 

チームディスカッション 

⑤ 
11/21（土） 
13:00-17:00 

事業化案発表会 

⑥ 
1/23（土） 
13:00-17:00 

中間報告会 

⑦ 
3/13（土） 
13:00-17:00 

最終成果報告会 

実施：全7回（2020年9月26日～2021年3月13日） 

参加者：36名 ★2019年度の13名より、20名以上増加 

 事業化案発表会 

• 11チームの発表を審査員5名が審査し、ギャップファンドを授与。 

• 審査結果 “全11チームにギャップファンド授与” 

ギャップファンド獲得チーム チームリーダーには
個別面談も実施し、 
オンライン実施での不安部分をサポート 

WASEDA-EDGE ギャップファンド・プロジェクト 
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 WASEDA-EDGE受講者を選抜し、国際水準の起業スキルを身に付け、海外のスタートアップ企業、若手起業家、 

     VC、エンジェル、先端技術を持つ大学等とのネットワークを構築する機会をオンラインツールを駆使して提供。   

日程 講座 参加人数 

11月22日(日) English Training for Entrepreneurial Pitch 24名 

11月28日(土)、29日(日) AIブートキャンプ初級編 36名 

12月6日（日） ビジネスモデル仮説検証セミナー 29名 

12月13日(日) ファイナンスセミナー基礎編 35名 

12月20日(日) ファイナンスセミナー実践編 39名 

12月23日(水)、24日(木) AIブートキャンプ実践編 19名 

1月4日(月)、5日(火)、10日(日) Boot Camp for Mastering Debate and Negotiation in English 12名 

 事前研修（共通基盤事業として実施）  

 12月末までにWASEDA-EDGE受講者から武者修行対象者9名（うち女性1名、留学生3名）を選抜 

 2月14日～3月4日、多数のスタートアップを輩出し世界の注目を集めるイスラエルと結び、オンライン研修を実施 

    ✓ 現地起業家ネットワークを利用したオンラインミートアップ 

    ✓ 現地VCへのオンラインピッチ 

    ✓ 現地スタートアップ企業・グローバル企業へのオンラインビジット 

        ✓ 駐日イスラエル大使館 文化・科学担当官による 

                  イスラエルの社会文化・科学技術政策に関するレクチャー 
 

 事後研修（共通基盤事業として実施）： Micro MBA Online（2月24日～3月13日） 



受講者のアントレプレナーシップ醸成に関する進展 
(起業したプログラム受講者の活躍） 

■ ELternalが早稲田大学専用ファンド*より3,000万円の資金調達 

• 2019年度WASEADA-EDGE・ギャップファンド・プロジェクト
受講を経て、2020年7月に設立 

• オフィスは早大アントレプレナーシップセンター内 
•  2020年度同プログラムでは、プログラム出身者として第1回目
でゲスト講演 

■ EAGLYSがシリーズAで約8億円の資金調達 

• 旧EDGE、EDGE-NEXTを受講し
たメンバーにより2016年に設立 

• 未来2019 ロボット・AI・IoT
部門最優秀賞やJapan Venture 
Awards 2020 中小企業庁長官
賞 など、国内外で多くの受賞
実績を有する 

• 2021年にEmellience Partners
㈱など4社を引受先として第三者
割当増資により総額約8億円の資
金調達を実施 

出展:高田馬場経済新（2020/12/07) 

出展:EAGLYS HP（2021/2/15） 

*早稲田大学専用ファンド:https://www.waseda.jp/top/news/62087 
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