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W-SPRING シンポジウム
社会ニーズを理解した博士育成

ベンチャー育成
・Waseda EDGE（EGDE-NEXT）
・SCORE大学推進型
・T-UNITE（SCORE）・GTIE

https://waseda-oif22.jp/
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早稲田大学 副総長（研究推進） 笠原博徳

https://www
8.cao.go.jp/c
stp/moonsho
t/index.html

産官学
連携

ジェンダー
バランス
改善



講演者・プログラムは変更になる可能性があります

セミナープログラム

プラチナ協賛企業講演
産学連携協定記念講演

CISCOアジア
パシフィック中国
Dave West社長

企業・ベンチャー・早稲田大学研究者によるオンラインブース展示
各ブースでは、持続可能な開発目標（SDGs）を提示

オープニング
早稲田大学総長 田中愛治
実行委員長 早稲田大学副総長 笠原 博徳
文部科学省 経済産業省

招待講演・講演
隅 修三氏
一般社団法人日本経済団体連合会 副会長
東京海上日動火災保険株式会社相談役

大橋徹二氏
一般社団法人日本経済団体連合会 副会長
コマツ会長 （コマツは、理工学部創設恩人の
竹内明太郎氏が創設:コマツ百周年記念ホール）

Mr.Dave West
CISCO Systems
Asia Pacific & China President
イノベーション研究「シュンペーター賞」受賞記念
清水 洋 早稲田大学 商学学術院 教授
ムーンショット型研究開発制度プロジェクト 研究紹介
菅野 重樹 早稲田大学理工学術院 教授
竹山 春子 早稲田大学理工学術院 教授
WASEDA'S Health Study紹介

JST研究成果展開事業 社会還元加速プログラム（SCORE） Demo Day

若手研究者・学生の発表
早稲田オープン・イノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム（W-SPRING）
次世代アントレプレナー育成事業（EDGE- NEXT）, 高等研究所（WIAS）

招待講演・講演
Susan Kathy Land 氏
IEEE 2021 President

櫻田 謙悟 氏
公益社団法人経済同友会 代表幹事
SOMPOホールディングス
グループCEO 取締役代表執行役社長

中谷 義昭 早稲田大学
オープンイノベーション戦略研究機構副機構長

木村 啓二 早稲田大学
グリーン・コンピューティング・システム研究機構機構長

早稲田大学研究院フォーラム
産学連携によるカーボンニュートラル研究の展開
～カーボンニュートラルの企業方針、本学との共同研究、
今後の産学連携研究の方向性～

◆早稲田大学カーボンニュートラル研究宣言
◆ロボティクス・ICTのシステムインテグレーションによるCN貢献
◆カーボンニュートラルの企業方針、早大との共同研究、今後の産学連携研究の方向性をリレー対談
〈電力ネットワーク/グリーントランスフォーメーション/通信ネットワーク・ICT/EV/建築・建設〉

経済界、ベンチャー、研究者、学生とのオンライン交流の場！

121号館リサーチイノベーションセンター
コマツ百周年記念ホールより配信

ブース展示
世界最先端の国内外企業・政府・大学リーダたちによる講演やパネルディスカッション

経団連 隅 修三 副会長 IEEE Susan 
Kathy Land 会長

コマツ 三井不動産株式会社

経済同友会
櫻田 謙悟
代表幹事
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コマツ 大橋徹二会長



早稲田大学 カーボンニュートラル宣言 －2021.11.1－
https://www.waseda.jp/netzero/

早稲田大学は、世界の一員として、地球上の生命の維持、
世界のさらなる発展のため、カーボンニュートラルの実現を、
文理・産官学・国を超えたオープンイノベーションで、
全力で取り組んで参ります
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https://www.microbe-soil.sci.waseda.ac.jp/
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Ｄ円

スマホ

カメラ

グリーン・コンピューティング： 環境に優しい低消費電力・高性能計算

車載（エンジン制御・
自動運転Deep Learning・
ADAS・MATLAB/Simulink
自動並列化)デンソー，
ルネサス,NEC

重粒子ガン治療日立

グリーンデータ・クラウドサーバﾞ

太陽光駆動FA 三菱

OSCARマルチコア/サーバ
＆コンパイラ OSCAR

グリーンスパコン
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Many-core
Accelerator

Software

生命・SDGｓ
への貢献

環境への貢献
カーボンニュートラル

世界の人々への貢献
安全安心便利な製品・サービス

（産官学連携・ベンチャー）

HPC,AI,BigData高速化・低消費電力化

OS API

カプセル内視
鏡オリンパス

早稲田大学グリーンコンピューティングセンター

高速化

高信頼・低コスト・
ソフト開発

医
療

産
業

災
害生

活

首都圏直下型地震火災延焼､
住民避難指示

制御

低消費電力化

交通シミュレーション・信号
制御 NTTデータ・日立

新幹線
車体設計・
ディープ
ラーニング・
日立

データセンター: 100WM(火力発電所必要) 
 1000MW=1GW（原子力発電所必要）
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木村啓二笠原博徳

パーソナルﾟ
スパコン
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JST 早稲田オープン・イノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム
W-SPRING： 社会ニーズを理解した博士課程学生の育成（生活費・学費の支援）

マネジメント・支援体制

早稲田オープン・イノベーション・
エコシステムの確立

産業競争力の強化と
世界に伍する研究大学への進化

• 副総長(研究担当)・副総長(教務担当)・人
社系常任理事・理工学術院長が指揮を取る
全学プログラム

• 事業統括・副統括が候補者全員を面談し優
秀な学生を選抜

キャリア開発・育成コンテンツ
• 卓越大学院、リーディング大学
院、EDGE-NEXT、SCOREを
活用した実績と魅力ある産学
連携・起業家育成コンテンツ※

• 多彩な50社の独自インターン
シップとジョブ型インターンシップ
の併用、 429社の産学連携共
同研究を通した人材育成

イノベーション創出
• SDGsを踏まえた4分野

(グリーン、ライフ、デジタル、
ソーシャル)の設定によって、
幅広い研究領域を包含

• 理工系と人文社会科学系
博士学生の横断研究によ
る総合知の創出

次
世
代
研
究
者
の
育
成

・Waseda EDGE（EGDE-NEXT）
・SCORE大学推進型
・T-UNITE（SCORE） GTIE
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ベンチャー



▸More than 422,000 members in over 160 countries, 50+ % from outside the United States

▸More than 123,000 student members
▸339 Sections in 10 geographic Regions worldwide

▸3,200+ Student Branches at colleges and universities in 100 countries
▸2,200+ Student Branch Chapters of IEEE 45 Technical Societies

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
1884年にトーマス・エジソン、グラハム・ベル等が設立

▸1,800 conference proceedings via IEEE Xplore

▸200 transactions, journals, and magazines
▸1,900 conferences in 103 countries each year

World’s largest technical professional organization 

To foster technology, innovation, and humanity

早稲田
機械卒

特命教授

IEEE 2020会長

IEEE
136年の

歴史の
中でアジ
ア初の会
長

Susan Kathy Land
IEEE President 2021
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WOI’22講演
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懇談会開催



◆一般参加申込
2022年1月24日より開始 https://waseda-oif22.jp/

早稲田オープン・イノベーション・フォーラムWOI’22のご紹介
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