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海外研究レポート

平成２７年度 大学院 Elective Study 報告 ⑴

東川明日香１） 鈴木誠太郎２）

はじめに

２０１５年９月１２日から９月２１日まで，鈴木誠太郎
（衛生学講座）と東川明日香（生理学講座）は大学院
Elective Study として，アメリカ・カリフォルニア
州サンフランシスコ・ベイエリアにおいて，US-
JAPAN FORUM（井手祐二氏（代表），カリフォルニ
ア州サンタクララ）の主催するカリフォルニア・イ
ノベーション研修に参加した。今回の研修ではシリ
コンバレー周辺の大学研究室・企業訪問，各種講演
会，パネルセッション，日米未来フォーラムなどに
参加した。本稿では鈴木が企業訪問について，東川
が日米未来フォーラムについて報告する。

１．企業訪問
鈴木誠太郎大学院生（衛生学講座）

今回研修を行った場所であるシリコンバレーはア
メリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコの
南に位置するサンノゼ周辺の一帯の通称であり，半
導体企業が集中して存在し，更に渓谷（バレー）にあ
ることからその名がつけられたとされている。研修
では，シリコンバレーを代表する企業を訪問した。

１）Intel Corporation
Intelは Robert Noyceと Gordon Moorにより１９６８

年に設立され，マイクロプロセッサー，フラッシュ

メモリー製品などを販売する半導体素子メーカーで
ある。今回の研修では，本社に併設する Intel Mu-
seumを見学し，US-JAPAN FORUMの井手代表に
説明して頂きながら Intel と日本企業の関係や，マ
イクロプロセッサーの歴史について学ぶことができ
た。

２）Google Inc.
Google は１９９８年にスタンフォード大学に在籍し

ていた Larry Page と Sergey Brin が設立し，イン
ターネット関連サービスと製品を提供する多国籍企
業である。本社のビジターセンターにて Google 本
社で働く日本人ソフトウェアエンジニアから，社内
の雰囲気や仕事の進め方，Google で働くまでの経
緯などについて説明して頂いた。その中でも，仕事
の傍らスタンフォード大学の Web講義を受け，単
位を取っているというお話は，そのような環境で働
いている方こそのバイタリティーの高さであると感
じた。

３）Apple Inc.
Appleは１９７４年に Steve Jobsと Stephen Wozniak

によって設立され，iPhone に代表されるようなデ
ジタル家電製品やソフトウェア製品を設計・製造す
る企業である。本社内部を見学することはできな
かったが，近傍のメモリアルパークにて，２名の
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１００ 東川，他：平成２７年度 大学院 Elective Study 報告 ⑴

図１ 企業訪問：研修メンバーと Intel 前にて

日本人エンジニアからお話を伺うことができた。
「好きなことをしている人の集まりである」という
Apple の社風や，仕事を進める上でのコツとして
「効果を上げるためのアドバイザーを自分でアプ
ローチして見つけること」など，今後の物事への取
り組み方へのヒントなどを伺った。

４）Neuro Sky Inc.
Neuro Sky は２００４年に設立され，生体信号データ

を効果的に活用するためのセンサー製品を提供する
会社である。本社にて，日本人システムエンジニア
から会社概要や製品のデモなどをして頂いた。新し
いアイディアを生み出していく考え方として「解決
策を名詞で考えるのではなく，動詞で考えること」
という言葉が，斬新な発想から数々の新製品を生み
出していく企業を体現しているように感じた。

５）今回の研修を通じて
今回の研修では，上記の企業訪問や講演会に加

え，スタンフォード大学や UCバークレーなど，海

外でも名だたる大学も訪問することができた。世界
で最もイノベーティブな企業，大学で共通していた
ことは，勉強や仕事に対する「熱意」であった。大
学での学生交流における彼らの専門分野への熱意，
企業で働く日本人の方の自分の仕事への熱意であ
る。また，海外という場所で日本人として自分一人
で道を切り拓いていくことは非常に困難であるが，
そこで人との繋がりを活かすことによって，自分の
熱意で道を見つけていくことができるのではないか
と感じた。
人との繋がりは，どのようにして得ることができ

るのか？この問いへの一つの答えとして，井手代表
の言葉を引用すると「見返りは求めず，人を助けて
あげること」ではないかと思う。海外で活躍されて
いる方々は，この気持ちを持ち続けたからこそ様々
な人の助けを得て現在に至っており，これこそが
我々が関わる医療の原点なのではないかと思う。
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２．日米未来フォーラムについて
東川明日香大学院生（生理学講座）

１）日米未来フォーラムに参加して
日米未来フォーラムは日本と現地の大学生，起業

家，エンジニア等他職種が交流することで，次世代
を担う若者が両国間の理解を深め，今後の産業発展
を共に考えていくことを目的とし今年で１０回目の開
催を迎えた。
１８６５年（元治２年）４月，１９名の若き薩摩藩士が密
かに英国へと旅立った。命がけで密航に臨んだ薩摩
留学生たちは広く世界を見聞し，さまざまな分野で
日本の近代化に貢献する。薩摩藩英国留学生一行が
旅立ってからちょうど１５０年目にあたることを記念
し，今回日米未来フォーラムでは薩摩の留学生の一
人である長沢 鼎の功績にスポットを当てることと
なった。カリフォルニアのぶどう王と呼ばれた長沢
鼎は，カリフォルニアワインを最初に英国に出荷
し，今も長く愛される世界的なブランド Fountain
Grove Wine を立ち上げた。長沢 鼎の歩みを振り
返りサンノゼ州立大学の学生と今後のワイン産業発

展について話し合った。
第一部では，今回のテーマであるカリフォルニア

ワインがふるまわれ，ゆったりとした時間の中ラン
チレセプションが開かれた。代表の井手祐二先生に
よる開会の挨拶に続き，サンノゼ州立大学の Ruth
Huard 国際学部長，在サンフランシスコ日本国総
領事である山田 淳氏，日本学術振興会サンフラン
シスコ研究連絡センター長の井筒雅之氏から講演が
なされた。
第二部では，日本人学生とサンノゼ州立大学の学

生による教育と人材育成・国際協力・技術開発・経
済と産業創出・食と健康の５つのテーマに分かれワ
イン産業の将来について発表が行われた。
われわれのグループは教育と人材育成を担当し

た。話し合いより米国でのポリフェノール等に対す
る健康効果の認知度は低く，ワインは主に記念日や
パーティの場などで振舞われること，ワイン自体の
単価の高さから家庭でのワイン飲酒の習慣性がな
く，幼少期からワイン産業への親しみが薄いことな
どが分かった。われわれはワイン作りと工程がよく

図２ 日米未来フォーラム終了後研修メンバーと共にサンノゼ州立大学校舎前にて
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似ているぶどうジュースの製作体験を実施し，子供
達にぶどうの魅力を身近に感じてもらうこと，ワイ
ン製造のプロフェッショナルを育成する国策の必要
性を，日本での成功例などをもとに提案を行った。
国際協力のグループは他国の技術者と生産者の協力
の必要性や品種ごとの特徴を生かした世界単位での
ワイン生産土壌の検討を行っていく必要性を提言し
た。技術開発のグループからは顧客に対する販売促
進のため，ワイン選択のハードルを低くするシステ
ム化された推奨ワインの選択プログラムソフトウェ
アの開発について提案があった。経済と産業創出の
グループは販売ルートの拡大や他職種を交えたワイ
ン産業の発展の可能性について提言を行った。食と
健康のグループはワインの食事への新しい取り入れ
方にスポットライトをあて，乾燥ワインから作るワ
インパウダーという新商品の開発を提案した。各提
案の実用化に向けてさまざまな討論が行われ，場内
からは飲酒による歯への影響や，参加学生の母国イ
エメンでのワイン産業の発展の可能性について質問
があった。
第三部では，日米の未来についてパネルディス

カッションが行われた。長沢 鼎の親族である
Amy Ijichi Mori 氏より“My Childhood Memory 

of Kanaye Nagasawa”と題して長沢 鼎の人物像
について，またサンタクララ大学の Robert Eber-
hart 教授からは，日本における販売市場の拡大の
ための徹底した市場調査と日本の文化を尊重したワ
イン販売戦略の必要性についての講演があった。
夕刻からは場所を移し日米未来フォーラム参加学

生や，現地研究者，大学関係者が集まり交流をかね
たディナーが開催された。

２）今回の研修を終えて
今回の研修を通して，カリフォルニアと日本の歴

史や文化の違いを再認識し，国際協力の必要性を感
じた。モチベーションの高い現地の企業家や研究者
の意識に実際に触れることが出来たことは貴重な体
験になった。特に心に残った言葉は，「出来ない理
由を見つけるのではなく，出来る理由を見つけ貫遂
させる」という言葉であった。目標達成への意識が
大きく変わったように思う。また成功する現地の
方々に共通して言えることは，人脈を最大限に活か
しているということであった。出会いの中で，自己
の考えを発信し同じ意識を持つ仲間を増やすことの
重要性を学んだ。多くの女性研究者，技術者の方々
のお話を聞くことができたのも大きな収穫だった。
女性のキャリアアップと，私生活との両立，キャリ
ア中断後の会社復帰，会社サポートの活用など多く
を知ることができた。多方面の方から助言をいただ
けるような人脈作りをすること，いろいろなところ
にアンテナを張り情報収集すること，また柔軟な発
想転換を行うことという課題ができた。今後は海外
で得た知見を活かし，日本における快適な研究環境
の整備に寄与していきたい。

おわりに

今回このような貴重な研修への参加の機会を与え
てくださいました井出吉信学長，東 俊文大学院教
務部長，齋藤 淳大学院学生部長，田﨑雅和大学院
研究科長，研修をご企画くださった井手祐二先生な
らびに関係各位の方々に深く感謝いたします。
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