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東京工業大学の大学院生を主対象とした授業で構成されるチーム志向越境型アントレプレナー育成プログラム（CBEC－
Cross Border Entrepreneur Cultivation Program：通称シーベック)では、様々なステークホルダーとの間の自律的な協
力関係を保ちながら、専門の違い、文化の違い、ジェンダーの違いなどの境界を乗り越え、多様な価値観を許容し、互いに
協力しながらチームとして活動することにより、イノベーションを起こすことのできる人材を育成します。

これまでに多くの社会人の方に受講いただいており、大学院生との混合受講プログラムとして高評価をいただいております。

《プログラムのねらい》
CBECプログラムは、高い専門性を持ち、積極的に異分野と協業できるアントレプレナーシップのある人材の
育成を目指します。そのために３つのねらいを持ったプログラム構成となっています。
１．新規事業創出など新たなことにチャレンジするマインドセットを醸成します。
２．プロジェクト・ベースド・ラーニング（PBL)により、文化、専門の異なるチームで協創します。
ユーザーの潜在ニーズを発見し、アジャイルでプロトタイプを作成し、アイディアを修正していく
「デザイン思考」のノウハウ、スキルの獲得を目指します。
３．実務経験をマネジメント知識として整理するMBA関連科目を学ぶことができます。
《このようなお悩みを解消可能です》
・新規事業開発が自社シーズ発想から抜け出せない
・現場をまわらず机上でアイディアをまとめてしまいがち
・担当者に主体性・自律性・冒険心が不足している

《募集概要》
1．プログラムは“青・黄・赤”の３つの柱（ピラー）で
構成されています。
2．下記４コースより受講コースを選択いただけます。
3．2021年度前期はオンラインおよび対面形式での開講
となります。（2021年度後期は感染状況を見て判断）

社会人受講生（企業派遣生）コース（詳細は次ページ以降をご参照ください）
１．テクノアントレプレナーコース（4月から通年）：全ピラー（青・黄・赤）を受講
２．デザイン思考基礎コース（4～6月）：上記青ピラー下段
３．イノベーションデザイナーコース／Aコース（4月から通年）：全青ピラー（下段・中段・上段）受講
４．イノベーションデザイナーコース／Bコース（9月末からの後期半年）：青ピラー上段のみを受講

パートナー企業募集
エンジニアリングデザインプロジェクト（後期半年）へのテーマ提供及びメンターとして参加いただきます

ＣＢＥＣプログラム 講座概要

CBECプログラム各講座のご紹介

※授業時間は変更の可能性有り

Ⅰ．デザイン思考（PBL）関連講座 （上記青色ピラー）
１．「デザイン思考基礎（DTF：Design Thinking Fundamentals ）」
・４月初旬～６月初旬、隔週土曜

集中講義

10:00-17:10（約7時間、昼休憩含む）全4～5回を予定

２．「エンジニアリングデザイン応用（EDA：Engineering Design Advanced）」
・６月下旬～８月初旬、隔週土曜 集中講義 10:00-18:15（約8時間、昼休憩含む）全4～5回を予定
講師から提示されたテーマにチームで取り組みながら、デザイン思考を現実的なモノづくりに応用すること
を体験します。
３. 「エンジニアリングデザインプロジェクト（EDP:Engineering Design Project）」
・９月下旬～翌年２月、隔週土曜 10:00-18:15（約8時間、昼休憩含む）全8回＋発表会を予定
パートナー企業から提供された具体的なテーマについて、顧客視点に立ってチームでソリューション
アイデアを磨く、より実践的な演習を行います。

指導講師陣
齊藤 滋規
坂本 啓
因幡 和晃
土方 亘
大橋 匠
田岡 祐樹
田頭 まき
角 征典
竹田 陽子
八木澤 優紀
照井 亮

環境・社会理工学院 融合理工学系
工学院機械系 准教授
環境・社会理工学院 融合理工学系
工学院 機械系 准教授
環境・社会理工学院 融合理工学系
環境・社会理工学院 融合理工学系
環境・社会理工学院 融合理工学系
環境・社会理工学院 融合理工学系
環境・社会理工学院 融合理工学系
環境・社会理工学院 融合理工学系
環境・社会理工学院 融合理工学系

教授
准教授
助教
助教
助教
特任講師（ワイクル株式会社 代表取締役）
特任教授（首都大学東京 教授）
非常勤講師（東京藝術大学 非常勤講師）
非常勤講師（Central Saint Martins 研究員）

Ⅱ．ＭＢＡ関連講座 他
１．「ＭＢＡ関連講座」（上記黄色） ＊講座により実施時間帯、開講形式が異なります。詳細は別紙を参照ください。
・ビジネスケイパビリティとして是非、修得いただきたい下記6講座からなります。
「社会起業」「営業戦略・組織」 「製品設計・開発」 「マーケティング・サイエンス」
「リーダーシップ」「ファイナンス」

２．「ベンチャー未来塾」（上記橙色）
・５月～６月、夜間18:30-20:30 オンライン開講 全６回を予定
３．「アントレプレナーシップ論」（上記赤色）
・前期２Qで、週末隔週 集中講義 10:00-17:10 （約6時間、昼休憩含む）対面授業 全4回を予定
ピッチプレゼン演習を交えながら、起業に欠かせない視点の獲得を目指します。
４．「ビジネスシステムデザインコース」（上記緑色）
・翌年３月後半の土日の2日間を予定
アイデアの収益化モデル（ビジネスモデル）等、実践ノウハウを学ぶ２日間の集中講義です。
２

「デザイン思考基礎コース」
Design Thinking Fundamentals Course（DTF)
（4月～6月受講）
「デザイン思考基礎」コースは、ユーザーの潜在ニーズに迫る方法論とマインドセット醸成の
ためのコースです。
「デザイン思考」という言葉は聞いたことがあるが、具体的な手法はわからない、あるいは
自信がないという方向けの入門コースです。
≪デザイン思考とは何か≫
「デザイン思考」は、スタンフォード大学 d.schoolやデザインコンサルティング会社IDEOがビジネス
への有用性を紹介したことで広く取り組まれるようになりました。
ユーザーも気づいていないような潜在ニーズを、プロトタイプを何度もユーザーテストしながら見える化し、
問題定義を繰り返し、ソリューション提案していく手法です。
１．受講プログラム
「デザイン思考基礎」は、留学生と共に学ぶ月曜開講の英語クラス【A】と社会人が受講しやすい土曜開講
クラス【B】があります。原則として社会人の方には【B】クラスを受講いただきます。
デザイン思考の基礎的な５ステップ「共感、問題定義、アイデア発想、プロトタイプ、テスト」を学びます。
４月初旬～６月初旬、隔週土曜 集中講義 10:00-17:10（約7時間、昼休憩含む）全4～5回を予定
※2021年度は対面授業を予定しておりますが、オンライン授業に変更する場合がございます。

２．「デザイン思考の５ステップ」
本コースでは、スタンフォード大学d.schoolのデザイン思考に準拠し、下記５つのステップを学びます。

・共感（Empathize）＝ユーザーの身になって考える
・問題定義（Define）＝Point of Viewを決める
・発想（Ideate）＝How might we ? Question
・プロトタイプ（Prototype）＝課題の見える化
・ユーザーテスト（Test）＝有用性の確認
５ステップを何度も繰り返すことで、ユーザーの潜在的
なニーズ を顕在化していき、潜在ニーズに応える
ソリューションに辿り着くことができます。

「共感」を得るためには、見ず知らずの人にインタビュー
し、そこからインサイト（ユーザーも気づいていない
潜在的なニーズにつながる心の表現）を獲得し、簡易な
プロトタイプを制作してユーザーに確認していきます。

３．「デザイン思考基礎コース」の特徴
本学の大学院生と共に受講していただきます。大学院生にとっては、それぞれの専門領域を離れた
広い視野を獲得するよい機会です。
社会人受講者にとっては、次代を担う世代との議論を通して新しい視点を得る機会となるとともに、
自社で「デザイン思考」の研修プログラムを導入するための体験や、顧客価値の創造・開発を社内で
展開する人材を育成する機会となります。
３

「テクノアントレプレナーコース」
Techno-Entrepreneur Course

～ＣＢＥＣ全プログラム 受講～
（通年受講）
「デザイン思考」プログラムで顧客価値の創出を実践感覚で体験し、平行して「アントレプ
レナーシップ論」及び、ビジネスの共通言語となる「ＭＢＡ関連科目」を学ぶことにより、
「起業家精神」の醸成とスタートアップや新規事業に向けた大きな自信へとつながります。

受講期間：４月初旬～翌年3月

≪受講プログラム≫
「テクノアントレプレナーコース」は、技術者・研究者の起業家マインドを醸成するプログラム構成です。
ＭＢＡ関連科目では、ビジネスにおける共通言語と言えるＭＢＡ関連科目を学び、経営力を磨きます。
ベンチャー未来塾では、ビジネスの先進的な課題に触れていただきます。
アントレプレナーシップ論では、収益モデル、スケールアップ計画など起業に欠かせない視点を学びます。

１．「ベンチャー未来塾」
５月～６月、夜間18:30-20:30 オンライン開講 全６回を予定
ビジネスの重要なトピックに関わる講演とディスカッション及び情報交換の場が提供されます。
プログラム詳細：https://www.academy.titech.ac.jp/course_global.html#venture

２．「アントレプレナーシップ論」
前期２Qで、週末隔週開講（約6時間、昼休憩含む） 全４回を予定
ピッチプレゼン演習を交えながら、起業に欠かせない視点の獲得を目指します。

３．「ＭＢＡ関連科目」

＊講座により実施時間帯、形式が異なります。詳細は別紙を参照ください。

４月～翌年２月、平日夜間、一部日中プログラムあり
「社会起業」 「営業戦略･組織」「マーケティング・サイエンス」「リーダーシップ」 「ファイナンス」
「製品設計・開発」

４．「デザイン思考基礎」「エンジニアリングデザイン応用」「エンジニアリングデザイン
プロジェクト」
４月～翌年２月、隔週土曜 約7～8時間（昼休憩含む）対面授業 全20回ほどを予定
※2021年度は対面授業を予定しておりますが、オンライン授業に変更する場合がございます。
「デザイン思考」を基礎から応用（プロジェクトベース）までステップバイステップで学びます。

５．「ビジネスシステムデザインコース」
翌年3月後半の土日の2日間を予定
イノベーションの手法を社内で実践していくために必要なテーマ講義とワークショップです。
４

「イノベーションデザイナーコース」Ａコース
Innovation Designer Course A

～ デザイン思考関連講座 受講（通年）～
（通年受講）
「デザイン思考基礎」「エンジニアリングデザイン応用」「エンジニアリングデザインプロ
ジェクト」及び「ビジネスシステムデザインコース」を受講する１年間コースです。
下記の網掛け部分を除いたプログラムを受講いただきます。「デザイン思考」を基礎から学び、
プロジェクトベースによる課題解決まで実践的に体験できます。

≪受講プログラム≫
１．「デザイン思考基礎」

受講期間：４月初旬～翌年3月

留学生と共に学ぶ月曜開講の英語クラス【A】と社会人が受講しやすい土曜開講クラス【B】があります。
原則として社会人の方には【B】クラスを受講いただきます。
４月初旬～６月初旬、隔週土曜 集中講義 10:00-17:10（約7時間、昼休憩含む）全4～5回を予定
顧客、利用者も気づいていないようなニーズを掘り起こしていく方法を学習後、「エンジニアリングデザイ
ン応用」を経て、その学びを生かし、パートナー企業様よりご提案いただく実課題のソリューションアイデ
アに挑戦していただく「エンジニアリングデザインプロジェクト（ＥＤＰ）」へと進みます。
２．「エンジニアリングデザイン応用」
６月下旬～８月初旬、隔週土曜 集中講義 10:00-18:15（約8時間、昼休憩含む）全4～5回を予定
講師から提示されたテーマにチームで取り組みながら、デザイン思考を現実的なモノづくりに応用すること
を体験します。チームには美術系大学の学生も加わります。
３.

「エンジニアリングデザインプロジェクト」
９月下旬～翌年２月、隔週土曜 10:00-18:15（約8時間、昼休憩含む）全8回＋発表会を予定
パートナー企業から提供された具体的なテーマについて、引き続き美術・デザイン系大学の学生が参加する
チームで取り組み、利用者の視点に立ったソリューションアイデアを磨く、より実践的な演習を行います。

※1～３は2021年度は対面授業を予定しておりますが、オンライン授業に変更する場合がございます。
４.

「ビジネスシステムデザインコース」
翌年3月後半の土日の2日間を予定
「エンジニアリングデザインプロジェクト（ＥＤＰ）」修了後に、新事業アイデアの実装という観点から、
主に、企業内で実践するためにどのように組織的な課題を克服する必要があるか、イントラプレナー（企業
内起業家）として必要な考え方、実践ノウハウを学ぶ２日間の集中講義です。
５

「イノベーションデザイナーコース」Bコース
Innovation Designer Course B

～ デザイン思考関連講座 受講（後期）～
（後期受講）

「デザイン思考」の基礎的知識は課題図書で自主学習していただき、「エンジニアリングデザイ
ンプロジェクト（EDP）」及び「ビジネスシステムデザインコース」を受講する後期半年コー
スです。プロジェクトチームによる課題解決を中心とした実践的プログラムを受講いただきます。

≪受講プログラム≫

受講期間：９月下旬～翌年3月

「デザイン思考」の基礎を学んだ後、課題を通してソリューションを創出する体験演習から始める
「イノベーションデザイナーコース Ａコース」とは異なり、後期の実践課題に取り組む授業から
開始するコースです。従って、「デザイン思考」の考え方、取り組み方をご理解いただいた上での
受講を期待します。
「イノベーションデザイナーコース Bコース」受講を希望する方には、
あらかじめ、下記書籍を購読いただくことを受講の条件とさせていただきます。

『エンジニアのためのデザイン思考入門』
東京工業大学エンジニアリングプロジェクト編、翔泳社刊
上記書籍では、デザイン思考の考え方のみならず、プロジェクトベースの学びの
機会として異なる専門を学ぶ受講生によるチーム活動から、どのような人材に
なっていただくことを期待して本プログラムを設定しているか紹介しています。
また、指導講師の視点のみならず、東工大生、美術系大学生、ビジネスパーソンの
それぞれの視点から、各フェーズでどのような葛藤があったか、どのような学び、
気づきを得られたか、当事者の生の声をそのままお伝えしています。
1.

「エンジニアリングデザインプロジェクト」
９月下旬～翌年２月、隔週土曜 10:00-18:15（約8時間、昼休憩含む）全8回＋発表会を予定
パートナー企業から提供された具体的なテーマについて、美術系大学の学生が参加するチームで
取り組み、利用者の視点に立ったソリューションアイデアを磨く、より実践的な演習を行います。
※2021年度は対面授業を予定しておりますが、オンライン授業に変更する場合がございます。

2.

「ビジネスシステムデザイン コース」
翌年3月後半の土日の2日間を予定
「エンジニアリングデザインプロジェクト（EDP）」を修了後に受講いただきます。
プロジェクトベースで体験したデザイン思考の実践的なイノベーションの手法を社内で実践していただ
くために必要なテーマを、講義とワークショップを通して学んでいただきます。

６

EDPパートナー企業募集
～「ＥＤＰ」をサポートいただく企業を募集～

「パートナー企業」募集概要
「エンジニアリングデザインプロジェクト（EDP）」は、企業の協力の下（以下パートナー企業と
呼称）、実社会の問題意識を共有し、ユーザー体験デザインを通して、チームで新たな価値創造に
挑戦します。

１．パートナー企業の役割
・テーマ提供 ・問題意識の共有 ・プロジェクトチームへのアドバイス ・ユーザーリサーチ・テス
ト対象等の紹介 等テーマを提供いただいた上でメンターとして参加いただきます。

２．パートナー企業のメリット
⑴「デザイン思考」によるイノベーション創出プロセスの修得
⑵イノベーション創出のためのオープンネットワーク構築機会の獲得
⑶学生視点で得られる最終成果物の共同所有

３．募集企業数：８社程度
４．参画に関するスケジュール（予定）
６月初旬
７月下旬
８月上旬
９月中旬
９月下旬
９月下旬

パートナー企業説明会
パートナー企業募集締切
東工大からの依頼通知
テーマ相談会
契約締結
初回講義

５．2020年度パートナー企業とテーマ
「大人がハマる“洗濯家電”をデザインせよ」：パナソニック株式会社
「 24時間稼働するデータセンターのオペレータにとっての健やかな「勤務生活」をデザインせよ」
：さくらインターネット株式会社
「リモートワークの次に来る「新しい住まいのあり方」をデザインせよ」 ： YKK AP株式会社
「小規模農家における非熟練者による収穫プロセスを再デザインせよ」 ：ドリームTAKA

７

CBECプログラムの募集概要
１．募集締切について
⑴１年間プログラムについては、2021年3月18日（木）
⑵後期半年間プログラムの受講については、 2021年9月9日（木）
⑶ビジネスシステムデザインコースのみ受講の場合は、2022年1月末
⑷パートナー企業参加は、 2021年７月末

２．応募要領
⑴ CBECプログラムの受講について
・東京工業大学「ＣＢＥＣプログラム」の下記サイトの「お問い合わせ」フォームから
お申込みください。
URL： https://www.cbec.titech.ac.jp/contact/

⑵ エンジニアリングデザインプロジェクト（EDP）のパートナー企業参加募集について
・6月初旬に別途説明会を実施する予定です。
別途ご案内申し上げます。

３．アクセス

東京工業大学 大岡山キャンパス
東急大井町線「大岡山」駅下車、徒歩約1分
東急目黒線「大岡山」駅下車、徒歩約1分

お問い合わせ先
東京工業大学 CBECプログラム事務室
〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 W9-120
電話：03-5734-3475
メール:info@cbec.titech.ac.jp
URL:https://www.cbec.titech.ac.jp/

