
未来を切り拓くエッジな人材へ。

技術革新のサイクルの短期化にともない、ビジネスモデルの賞味期限がどんどん短く

なっています。こうした状況の中、社会では、次世代の中核事業となる新規事業を開

発したり、自らの技術やアイデアを基に起業する能力を持つ人材が求められています。

このプログラムでは、これらの能力を身に付けるため、研究成果やアイデアから事業

を立ち上げるための方法である「リーン・スタートアップ」を軸に、新たな事業アイ

デア・価値創出の手法である「デザイン思考」、著名起業家による研究成果事業化に

向けた意識啓発、ベンチャー企業や企業新規事業部門等でのインターンシップ、実践

的な英語教育など、置かれた状況・レベルに合せて受講可能な魅力的な講義・セミナー

を用意しています。

ぜひ、WASEDA-EDGE人材育成プログラムに参加して、未来への扉を開いてください!

WASEDA-EDGE
人材育成プログラム

〜共創館イノベーション・エコシステムの構築〜

文 部 科 学 省  グローバルアントレプレナー育 成 促 進 事 業（ E D G Eプログラム）

http://waseda-edge.jp/
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NISHIWASEDA – 共創館

面積 700㎡

収容人数 160人

構成
WASEDAものづくり工房
ラーニング・コモンズ
就職資料室（兼ラウンジ）

WASEDA – 共創館

面積 260㎡

収容人数 90人

構成

セミナースペース
ミーティングスペース
ソファスペース

プロトタイピングスペース
ホワイトスペース
応接スペース
ラウンジスペース

新たな価値創造の場「共創館」

Concept

コンセプトの異なる２つの共創館

交流を促進し、多様な視点に触れる環境をつくる。
そのため、自由に空間をデザインできるようにし、
より磨かれたアイデアの創出を可能にした。

Point of view 

共創館で実現できること

アイデアをカタチにすると、新しい発想が生まれる。
そのため、３Ｄプリンタ、３Ｄスキャナ、

レーザー加工機、などのデジタルファブリケーション、

旋盤・フライス盤などの金属・木工加工機械から、

陶芸用ろくろまで、

充実したものづくり環境の整備によって、
ラピッドプロトタイピングを実現し、
モノに基づく共創を可能にした。

NISHIWASEDA – 共創館 共創館＝ものづくりの場

WASEDA – 共創館

地球規模の視点で考え、行動し、社会を変革する人材になる
◦地球規模の視点でビジネスを創造し、地球市民一人ひとりの幸せの実現に貢献できる人材。

◦�環境・貧困・災害・紛争等の地球的課題の解決に対して、新規事業・産業の創出を通じて、� �
世界の平和と人類の幸福の実現に貢献できる人材。

◦社会をよりよい方向へ変革する強い意志・情熱・行動力を持つ人材を育成します。

単なるアイデアで終わらずに、アイデアを実現する実践的な手法を習得する
◦アイデアはあるがシーズがない。

◦シーズをどのように活用していいか分からない。

◦�０からビジネスを立ち上げるために、何から始めたらよいか、優先順位が分からない。� �
“情熱”や“思い”だけでは越えられない、アイデアをビジネスモデルとして� �
実現するための実践的な手法を習得します。

人とアイデアとビジネスを結ぶ空間「共創館」でアイデアを実現する
◦教育プログラムでは仮説設定ープロトタイピング－トライアルー仮説検証のサイクルを回します。

◦この実践の場として２つの共創館を早稲田キャンパスと西早稲田キャンパスに整備します。

◦�起業を目指す学生、研究者、企業人、起業家など、� �
さまざまな人々が行き交うオープンイノベーションスペースでは、� �
日々新しいネットワークが生まれ、あなたのアイデアが実現に近づきます。

見つける
［探索］

LIBRARY

分かち合う
［共有］

CAFE

形づくる
［編集］

STUDY

共につくる
［協創］

STUDIO

CO-LEANING

みんなで
SELF-LEARNING

ひとりで

CONVERGENT THINKING

まとめる

DIVERGENT THINKING

ひろげる

CREATIVE ACTION LEARNING

【trans.】：ITOKI知識創造思考概念図
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プロダクトデザインコース デザイン志向によるマーケティングの新たな可能性。

ビジネスアイデアデザインコース ビジネスデザインの制約を学び、単なる思いつきを超えた実践的なアイデアを創出する方法について学びます。

イノベーション創出思考法コース 「ワークデザイン」の考え方を基礎として、イノベーション・アイデア発想の思考手順を学びます。

未来創造デザインコース デザイン思考と起業家育成手法を統合した「未来創造デザイン」メソドロジーを学びます。

海外集中講座 Stanford大学等で現地講師によるworkshopを開催し、受講生に異文化圏へのクリエーション方法を体験してもらいます。

海外連携講座 UCSD大学と連携し、バイオベンチャー育成プログラムを実施します。

起業インターンシップ
ベンチャー企業や新規事業関連部にて2ヶ月程度のインターンシップを実施します。インターンシップは、本人、指導教員、インターンシップ先の３者の意向を  
コーディネータが調整し、インターンシップ先等と面談した上で実施します。【実施時期】随時

起業特論A・起業特論C： 
トップリーダーマネジメント

起業や新規事業創出、研究成果の事業化に不可欠なマインドや考え方、成功及び失敗事例を起業家やイントラプレナーから直接学びます。  
【開講時期・単位数】起業特論A：春学期前半（4月上旬～6月上旬）及び起業特論C：秋学期前半（9月下旬～11月中旬）、各全8回集中講義1単位

起業特論B： 
スタートアップエッセンシャル

研究成果を事業に繋げるための知識や起業・事業運営の手続きをプロフェッショナルより学びます。ハイテクベンチャーの起業事例や総合商社による新規事業化
事例などを題材に取り上げます。【開講時期・単位数】春学期後半（6月中旬～7月下旬）及び秋学期後半（11月下旬～2月上旬）、各全8回集中講義1単位

グローバルコミュニケーション 
基礎

欧米のローコンテクスト文化を理解し、英語でのプレゼンテーション、ディスカッション、ネゴシエーションに必要な対話・コミュニケーションの基礎を  
インタラクティブな講義で学びます。（日本語で実施）【開講時期・単位数】秋学期前半（9月下旬～11月中旬）、全8回1単位

グローバルコミュニケーション 
上級

英語でのプレゼンテーション、ディスカッション、ネゴシエーションに必要なグローバルスタンダードなコミュニケーション力をグループワークで学びます。  
（英語で実施）【開講時期・単位数】秋学期後半（11月下旬～2月上旬）、全15回集中講義2単位

CSR マネジメント実践
国際規格ISO26000を活用した実践的なCorporate Social Responsibility(CSR)コンサルティング手法を学び、実際の企業に対してCSR経営分析・提案を  
チーム演習を通して行います。【開講時期・単位数】春学期（4月上旬～7月下旬）、各全15回集中講義2単位

技術系経営幹部講話
経営者の経験を直接、大学院生に講義することで、理系大学院生が身につけるべきこと、心掛けるべきこと、研ぎ澄ますべきことなどを明確化し、経営課題の  
全体像を把握して解決策を産み出せる実践的な人材の基礎力を涵養します。【開講時期・単位数】春学期前半（4月上旬～6月上旬）、全8回1単位

博士実践特論Ａ： 
イノベーションリーダーシップ

産業界においてイノベーションを惹起するために必要なマネジメント力、リーダーシップ、ネゴシエーション力などを高めるための考え方や基本的スキルを学びます。
【開講時期・単位数】春学期（4月上旬～7月下旬）及び秋学期（9月下旬～2月上旬）、各全15回集中講義2単位

博士実践特論Ｂ： 
産業イノベーションとキャリアデザイン

高い研究能力と「付加能力」をあわせもつ人材育成の観点から、研究開発戦略、技術開発動向、イノベーションの実例、研究開発ロードマップなどについて  
学び、さらに各自の専門をベースとした「キャリア開発」の考え方とその実行を学びます。【開講時期・単位数】春学期後半（6月中旬～7月下旬）、全8回1単位

博士実践特論Ｓ： 
ロジカルコミュニケーション

講義・グループディスカッション・グループプレゼンテーションなどを通して、共同で研究やプロジェクトを進める際に、相手に「正確に伝える」および  
「快適に伝える」という２つの切り口からコミュニケーションスキルを学びます。【開講時期・単位数】春学期（4月上旬～7月下旬）、全15回集中講義2単位

起業
インターンシップ

技術経営者
幹部講和

CSR
マネジメント実践

産業
イノベーションと
キャリアデザイン

ロジカル
コミュニケーション

トップリーダー
マネジメント

グローバル
コミュニケーション

上級

スタートアップ
エッセンシャル

グローバル
コミュニケーション

基礎

イノベーション
リーダーシップ

価値共創デザイン教育プログラム

アントレプレヌールシップ教育プログラム

ビジネスモデル仮説検証プログラム

プログラムガイド

最新のデザイン手法やアイデア発想法を学びたい方

自らの研究シーズで起業・新事業を立ち上げたい方

自らのビジネスプランを用いて早期にビジネスを立ち上げたい方

　価値共創デザイン教育プログラムでは、単なる思いつきを超えた実践的

なアイデアを創出する方法について学びます。実際のビジネスで磨き上げ

られた手法を体系化し、海外で生まれたデザイン手法を日本向けにカスタ

マイズしたデザイン系のコースと、イノベーションを創出するための思考手

順＝全てのモノ・コトを機能中心で考える発想法を学ぶアイデア系のコー

ス、起業を考えている人材に、そのきっかけとなる体験を海外プログラムな

どで提供するグローバルコースの3コースで構成されます。

　アントレプレヌールシップ教育プログラムでは、起業や新規事業化により

実現可能な未来の社会を描像できる能力を身に付けます。起業に必要な

基本知識や考え方を起業経験者らの協力を得て修得します。グローバル

社会での活躍を目指して、丁々発止の議論や交渉を英語で行う能力を専

門家の協力を得て高めます。ベンチャー企業や新規事業部における中長

期インターンシップにより、緊張感とともに現場でのイノベーション創出へ

の考え方やプロセスの一端を学びます。

　ビジネスモデル仮説検証プログラムは、米国スタンフォード大学他で実施されて

いる最先端の起業家教育プログラム『リーン・ローンチパッド』を我が国の環境に最

適化した新規事業創造のための実践講座です。研究成果や商品アイデアを元に

した製品・サービスを題材として実際にビジネスモデルをデザインし、そのブラッシュ

アップを図りながら、事業を立ち上げるための手法を学びます。プロトタイプの作成

や潜在顧客やのヒアリングによるビジネスモデルの検証が毎回宿題として課される

など非常に実践的な内容となっています。事業化手法を学ぶ総仕上げに、また、研

究者にとっては、自分の研究成果が社会のニーズに結び付くものなのかを検証す

ることで、社会の課題解決に役立つ研究としての方向性 を明確にできます。

アイデア

構築

製品

計測

データ

学習

グローバル

アイディア デザイン

海外集中
講座

未来創造
デザイン
コース

海外連携講座

ビジネス
アイディア
デザイン
コース

イノベーション
創出思考コース
（ベーシック／アドバンス）

プロダクト
デザインコース

サービスデザイン

出典：  リーン・スタートアップ、 Eric Ries著、日経BP社

内容

第１回

オリエンテーション
ビジネスモデルをデザインする（ビジネスモデル・キャンバスを学ぶ）
ビジネスモデルのブラッシュアップ手法（リーン・スタートアップ、顧客開発モデルを学ぶ）
研究成果や事業アイデアを元にビジネスモデル・キャンバスを検討して発表する

第2回 ビジネスモデルの検証結果発表とディスカッション
総括

エッセンシャルコース

製品・サービスのアイデア、事業化を目指す研究成果を基に新
事業を立ち上げることを想定し、ビジネスプランを実現する方法
論を学びます。

内容

第１回

オリエンテーション
ビジネスモデルをデザインする（ビジネスモデル・キャンバスを学ぶ）
ビジネスモデルのブラッシュアップ手法（リーン・スタートアップ、顧客開発モデルを学ぶ）
研究成果や事業アイデアを元にビジネスモデル・キャンバスを検討して発表する

第2回
ビジネスモデルの検証結果の中間発表とディスカッション
マネタイズ方法を学ぶ
検証継続のためのメンタリング

第3回 プロトタイプ（ミニマムバイアブルプロダクト（MVP））とその類型を学ぶ

第4回
ビジネスモデルの検証結果の中間発表とディスカッション
ビジネスモデルの軌道修正（ピボット）と成長のための追加学習
検証継続のためのメンタリング

第5回 ビジネスモデルの検証結果の最終発表とディスカッション
総括

プレミアムコース

ビジネスプランを実現する方法論を学び、事業化を目指します。

インキュベーションもしてもらえます。
◦ 人脈豊富な業界アドバイザーにより顧客ニーズを探るインタビュー

先の紹介をしてもらえます。

◦ ニーズ等の検証のためのプロトタイプの作成費用と、顧客へのイン

タビュー時の交通費が支給されます。



W
A

S
E

D
A

 E
D

G
E

 P
R

O
G

R
A

M

副総長・常任理事

WASEDA-EDGE人材育成プログラム統括責任者 

橋本　周司　Shuji HASHIMOTO

所属：理工学術院　教授　専門：計測・情報工学

理事（教務担当）

佐藤　正志
Seishi SATO
所属：政治経済学術院　教授
専門：政治学、政治理論、西洋政治思想史

理工学術院長

大石　進一
Shinichi OISHI
所属：理工学術院　教授
専門：�精度保証付き数値計算、通信・ネットワーク工学、数値数学、

応用数学、計算理論、非線形理論・回路、情報理論

商学学術院長

嶋村　和恵
Kazue SHIMAMURA
所属：商学学術院　教授
専門：�広告論、広告教育、マーケティング・コミュニケーション、� �

広告規制

教務部副部長

本間　敬之
Takayuki HOMMA
所属：理工学術院　教授
専門：�機能表面化学、界面電気化学、工業物理化学、ナノ構造形成プ

ロセス、マイクロ・ナノデバイス、ストレージデバイス

研究推進部長

松嶋　敏泰
Toshiyasu MATSUSHIMA
所属：理工学術院　教授
専門：�情報理論、符号理論、統計科学、学習理論、知能情報

理事(広報、入試担当)、広報室長

WASEDA-EDGE人材育成プログラム統括責任者代理／運営委員会委員長  

恩藏　直人　Naoto ONZO

所属：商学学術院　教授　専門：�マーケティング戦略

研究戦略センター所長

棟近　雅彦
Masahiko MUNECHIKA
所属：理工学術院　教授
専門：品質マネジメント、統計解析

WASEDA-EDGE  
人材育成プログラム実行委員会委員長／ 
ビジネスモデル仮説検証プログラム代表教員

髙田　祥三
Shozo TAKATA
所属：理工学術院　教授
専門：�環境調和型生産のためのライフサイクル工学、� �

メンテナンス工学、サプライ�チェーンリスクマネジメント

WASEDA-EDGE  
人材育成プログラム事務局長／  
アントレプレヌールシップ教育プログラム  
代表教員

朝日　透
Toru ASAHI
所属：理工学術院　教授
専門：生物物性科学・キラルサイエンス

インキュベーション推進室長

価値共創デザイン教育プログラム代表教員

井上　達彦
Tatsuhiko INOUE
所属：商学学術院　教授
専門：�経営学、社会学、競争戦略（共創的競争論含む）、ビジネスシス

テム（ビジネスモデル、ビジネス・エコシステム含む）、経営組織

代表教員

代表教員

代表教員

参加教員

※2016年4月時点の情報を基に作成しています

アントレプレヌールシップ教育プログラム担当者

杉浦　正和
Masakazu SUGIURA
所属：商学学術院　教授
専門：�人材マネジメント、リーダーシップ開発

アントレプレヌールシップ教育プログラム担当者

鶴谷　武親
Takechika TSURUTANI
所属：商学学術院　客員准教授
専門：�クリティカルシンキング教育、ベンチャー経営、 �

ユーザーインターフェース、コンテンツビジネス

アントレプレヌールシップ教育プログラム担当者

黒澤　正一
Shoichi KUROSAWA
所属：理工学術院　客員上級研究員（研究院　客員教授）
専門：CSRマネジメント論・環境マネジメント論

価値共創デザイン教育プログラム  
講座プログラム担当

太田　正孝
Masataka OTA
所属：�商学学術院　教授／エクステンションセンター所長
専門：�国際マーケティングマネジメント、異文化マネジメント

価値共創デザイン教育プログラム  
講座プログラム担当

長谷川　博和
Hirokazu HASEGAWA
所属：�商学学術院　教授／商学学術院総合研究所所長補佐
専門：�商学、経営学、ベンチャー企業論、新事業創造、ファミリービジネス論

価値共創デザイン教育プログラム  
講座プログラム担当

黒須　誠治
Seiji KUROSU
所属：商学学術院　教授
専門：�システム創造思考法、経営システム設計、新製品開発法、� �

ロジスティックス、生産管理

価値共創デザイン教育プログラム  
講座プログラム担当

樋原　伸彦
Nobuhiko HIBARA
所属：商学学術院　准教授
専門：�イノベーションのためのファイナンス戦略、ベンチャー・キャピタル、コー

ポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC)、事業会社の内部資本市場

価値共創デザイン教育プログラム  
講座プログラム担当

澤谷　由里子
Yuriko SAWATANI
所属：�ナノ・ライフ創新研究機構　客員上級研究員（研究院客員教授）／� �

東京工科大学大学院アントレプレナー専攻教授
専門：�サービスサイエンス、サービスデザイン、R&Dマネジメント、技術経営

ビジネスモデル仮説検証プログラム担当者

中山　景央
Kagehisa NAKAYAMA
所属：理工学術院　次席研究員
専門：�オペレーションズ・エンジニアリング、�グローバル生産システム

理事(情報化推進、経営企画担当)

大野　高裕
Takahiro OHNO
所属：理工学術院　教授
専門：経済性工学、マーケットモデルなど

産学官研究推進センター長

中川　義英
Yoshihide NAKAGAWA
所属：理工学術院　教授
専門：都市・地域計画、交通計画・国土計画、都市環境システム

商学研究科教務主任（ビジネス専攻担当）／  
早稲田大学ビジネススクール・ディレクター

根来　龍之
Tatsuyuki NEGORO
所属：�商学学術院　教授
専門：システム方法論、情報システム論、戦略経営論の統合分野

価値共創デザイン教育プログラム協力者

東出　浩教
Hironori HIGASHIDE
所属：商学学術院　教授
専門：�アントレプレヌールシップ＆クリエイティビティ、企業倫理、  

ベンチャー・ファイナンス、幸福論

アントレプレヌールシップ教育プログラム協力者

小島　信明
Nobuaki KOJIMA
所属：研究戦略センター　上級研究員（研究院　教授）
専門：新規事業戦略、海外戦略、リーダーシップ論

アントレプレヌールシップ教育プログラム協力者

村山　徹
Tohru MURAYAMA
所属：理工学術院　客員教授、アクセンチュア前会長
専門：企業経営、企業行動

アントレプレヌールシップ教育プログラム協力者

一木　広治
Koji ICHIKI
所属：�理工学術院　非常勤講師・淑徳大学　客員教授／� �

株式会社ヘッドライン　代表取締役社長
専門：表現論、ヒューマンネットワークキング

アントレプレヌールシップ教育プログラム協力者

安田　正
Tadashi YASUDA
所属：�理工学術院　非常勤講師／� �

株式会社パンネーションズ・コンサルティング・グループ　代表取締役
専門：コミュニケーション論、リーダーシップ論、ビジネス英語

ビジネスモデル仮説検証プログラム協力者

堤 孝志
Takashi TSUTSUMI
所属：�ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社　代表取締役
専門：�リーン・スタートアップ、顧客開発モデル、ビジネスモデルデザイン、� �

ベンチャーキャピタル投資

ビジネスモデル仮説検証プログラム協力者

飯野　将人
Masato IINO
所属：ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ株式会社　代表取締役
専門：�リーン・スタートアップ、顧客開発モデル、ビジネスモデルデザイン、� �

ベンチャーキャピタル投資

運 営 委 員

プ ロ グ ラ ム 担 当 者 プ ロ グ ラ ム 協 力 者



学校法人早稲田大学
WASEDA-EDGE人材育成プログラム
〜共創館イノベーション・エコシステムの構築〜

〒169-8555�東京都新宿区大久保�3-4-1
早稲田大学�西早稲田キャンパス（旧大久保キャンパス）

51号館9階05博士キャリアセンター内
WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局

TEL：03-5286-8041

ＵＲＬ http://waseda-edge.jp/
Ｆａｃｅｂｏｏｋ  https://www.facebook.com/wasedaedge

twitter  https://twitter.com/waseda_edge

本事業は、文部科学省グローバルアントレプレナー育成促進事業（EDGEプログラム）の一環で実施されています。
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