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発表の概要

１）早稲田大学におけるEDGEプログラムの概要

２）WASEDA-EDGEプログラムの今後の課題

３）早稲田EDGEプログラムと産学協働の連結に向けた提案
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WASEDA-EDGEのビジョンと育成する人材

•WASEDA-EDGE人材育成プログラムのビジョン
•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EDGE人材を育成する。

•EDGE人材とは

•専門的基礎能力を持ち、鋭利な発想、体系的方法により
新たな市場を開拓し、グローバル展開可能な
新規事業創出につなげる能力を持つ人材。

WASEDA-EDGEプログラムとは？
文部科学省が実施するEDGE program（エッジ・プログラム：Enhancing Development of Global Entrepreneur Program グローバルアントレプレナー育成促進事業の採択を受け
2014年から開始。理工学術院と商学学術院が共同で運営主体となり、文理融合で多様な人材によるイノベーション創出の場｢社会デザイン工房『共創館』｣を設置して､
「アントレプレヌールシップ教育プログラム」､「価値共創デザイン教育プログラム」､「ビジネスモデル仮説検証プログラム」を提供することにより､
事業化マインドを持った人材（EDGE人材）を育成し､我が国の持続的なイノベーション・エコシステムのハブ形成に貢献することを目指す。
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イノベーション・エコシステム形成への寄与

イノベーション
実現の場

VC

民間企業

政府

海外機関

＠共創館

若手研究者
大学院生
学部生

社会人等

IPO・新市場創出
経済の活性化

起業意欲の醸成

教育人材
ノウハウ

他教育
機関

イノベーション創出の場

社会

早大起業支援パッケージ
（支援人材・支援組織）

連携

起業家
ｺﾐｭﾆﾃｨ

WASEDA-
EDGEﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

EDGE人材の
育成

起業支援
教育支援

共創館を場として実施される「WASEDA-EDGEプログラム」によって育成された、
EDGE人材がイノベーション・エコシステム形成の担い手となる

新規
事業新規

事業新規
事業
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研究・教育・実践を一体化し、人材育成を行う場として
社会デザイン工房「共創館」を学内2か所に整備

•共創的なインタラクションの実施

•産学官連携によるオープンイノベーションを支える人材の恒常的な育成

•多様な情報発信

共創館

早稲田キャンパス共創館 西早稲田キャンパス共創館
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WASEDA-EDGE人材育成プログラムの全体像

アントレ
プレヌールシップ
教育プログラム

価値共創デザイン
教育プログラム

起業ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ
仮説検証
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

ｺｰｽ

選
考

(1)人材発掘・マインド醸成
ステージ

(2) EDGE人材養成
ステージ

研究
成果

研究成果
事業化タイプ

アイデア

アイデア
創出タイプ

新規
事業

修了
認定

EDGE人材

(毎年80名
程度)

修了
認定

ノウハウ融合・
相互受講

WASEDA-EDGEプログラム
＠社会デザイン工房「共創館」

学内受講候補者母数
若手研究者：約5百人
大学院生：約1万人
学部生：約4万5千人

合計
年間100名

育成

(半数以上は修士以上)

事業会社等 海外大学、国内大学 VC、起業家等

国内外各社 スタンフォード大学他4大学
ラーニング・アントレプレ
ナーズ・ラボ他3社

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ
仮説検証
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ｺｰｽ 超EDGE人材

(10人×年間2回
=20人程度輩出)
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2014年度～2015年度におけるEDGE人材育成状況
(補助事業期間累計2016年3/31時点延べ人数)

プログラム名 延べ人数

アントレプレヌールシップ教育プログラム ５１９名

価値共創デザイン教育プログラム ４１４名

ビジネスモデル仮説検証プログラム １６１名

計 １０９４名
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 ビジネスモデル仮説検証プログラム

 受講生目標150名※1に対して、2016年3月31日時点で計161名

 受講生内訳

2014年度～2015年度におけるEDGE人材育成状況
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属性 早大 他大、研究機関 企業、その他 横計

学部生 ２５名 ４名 － ２９名

修士課程大学院生 ２４名 ８名 － ３２名

博士課程大学院生 ４名 ２名 － ６名

37歳以下の研究者 ５名 ３名 ０名 ８名

その他
(38歳以上の研究者など) ４名 ３名 ７９名 ８６名

縦計 ６２名 ２０名 ７９名 １６１名
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2015年度までのWASEDA-EDGE 実施状況まとめ

 受講人数目標は、順調に達成見込み

 提案書記載の受講者の起業目標(補助事業期間全体で3件)も、現時点で、起業2件、

起業準備段階2件となっており、達成見込みである

 アントレプレヌールシップまたは価値共創デザイン・プログラムの受講者が、ビジネスモデ

ル仮説検証プログラムを受講するという流れが実現してきており、共創館を主な場とした

プログラム間連携による効果的な教育が実現できている

 EDGEを受講した研究者が外部資金獲得(START)の準備プログラムに採択される、他の

外部資金(COI)で研究する研究者がEDGEを受講し起業準備を進めるなど、EDGEを駆

動力とした研究成果の事業化に向けた活動の推進モデルができつつある

⇒教育基盤は整いつつある

⇒エコシステム構築に向けた成果（萌芽）もでてきた

9
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WASEDA-EDGEプログラムの今後の課題

 エコシステムの構築

 プログラムの全学的実施/オープン化、企業/他大学/機関との協
働促進
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早稲田EDGEプログラムと産学協働の連結に向けた提案
エコシステムの構築要素 （人材・知・資金）

• 人材 ⇒EDGE人材の育成

学内の教員の意識醸成 (”アーリーアダプター”の発掘、「蟻の一穴」モデル事例の創造） ①

起業家教育教員の増強、養成 （オーリン工科大学の例を参考に） ②

企業・他大学人材との協働 ③

• 知（シーズ/事業アイデア）

学内のシーズ活用/新たなシーズの創造/事業化に向けたシステム構築 ③

• 資金：学内資金投入、外部資金獲得 ①

(i.e. START, A-STEP, VC, ビジネスコンテスト,共同研究など)
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②モデル事例の推進:1 

• 2015年EDGEシンポジウム DEMO DAY
• EDGEプログラム採択校よりエントリーした全10チームから、斬新なビジネスモデ

ル・アイディアのプレゼンテーションが行われ、本学からのエントリーチーム「動物
生体バランス」の提案が最優秀賞を受賞。
文部科学省革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）の研究成果を用い
て、本学EDGEプログラムの「ビジネスモデル仮説検証プログラム」の受講によって、

• ブラッシュアップされた事業間連携の好事例となった。
•
• ビジネス提案：「ペット・チェッカー」
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①モデル事例の推進2: 
WASEDA-EDGEによるSTART事業提案内容のブラッシュアップ

大学発新産業創出プログラム( START)「平成２７年度技術シーズ選抜育成プロジェクト
〔ロボティクス分野〕」に応募を検討する者に対して、特別プログラムを実施

出所：早大ホームページ

今後：
事例の増加、

各事例のステッ
プアップ支援が
もとめられる
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② 起業家教育教員の増強と養成

米国オーリン工科大学の例

• 学生のIntrinsic Motivation:内発的動機づけ重視

• Project-Based Learning重視

• 新たな教員と学生の関係（教員はTeaching から Coaching へ）

• SCOPE (Senior Capstone Program in Engineering) 企業等が提示する課
題に対して解決手段を提供、もしくは社会的課題に関する起業を実
施.プロジェクト費用として、企業より５万ドルが支給（これまでに68社
参加）

• 1997年設立
• デュアル・ミッション：

(1)学部学生への革新的な工学教育プログラムの提供
(2)世界の工学教育の変革のリーダーとなる

• 開設十数年で全米トップクラスにランキングされる
• 卒業生の34％は、MIT,ハーバード, スタンフォードなどの大

学院に進学。4％が起業。
• 2009年から現在まで50か国から480の機関が視察
• オーリン工科大学の手法は12の大学で導入済 SCOPEの成果一覧“教室”
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③ 強力なコーディネート機能＋フィードバック機能の構築
• パターン１．シーズの活用/新たなシーズの創造

シーズ形成 シーズ情報
企業/事業化の

目利き

EDGEプログラム
を通じたチーム

編成/ビジネスモ
デル検証

事業化 社会的課題解決

目利き/ネットワーク/コーディネート機能機能群
教育プログラム提供/メンター/
資金提供・外部資金獲得支援

シーズへのフィードバッ
ク・情報蓄積

相互フィードバック機能

学内複数組織の横連携による、サイクル全体を推進・支援するコーディネート機能

フォローアップ/評価

全体のモニタリング機能

連結

イノベーションの創出

外部との境界連結
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提案まとめ

① モデル事業の推進と拡大

② 起業家教育教員の増強と養成

③ 強力なコーディネート機能＋フィードバック機能の構築

• 大学としての戦略・方向性の明示が求められる

• 企業等が提示する課題に対して解決手段を提供、もしくは社会的課
題に関する起業に向けて、もしくは課題の構築からの共創に向け、
学内資源情報を集中し学外との資源連結を推進する
強力なコーディネート機能＋フィードバック機能の構築が求められる
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御清聴ありがとうございました。
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参考資料
BM仮説検証プログラム
早稲田大学参加者内訳

50%

35%

15%

BM仮説検証プログラム

早稲田大学参加者（分野別） N=62

理系

文系

文理融合

40%

39%

15%

6%

BM仮説検証プログラム

早稲田大学参加者（職位別） N=62

学部生

修士課程

教員

博士課程


