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２０１７年９月９日から１８日まで吉田航（歯周病学講
座）は，大学院 Elective Study の一環として，アメ
リカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ・ベ
イエリアでのカリフォルニア・イノベーション研修
に参加した。この研修は US-JAPAN FORUM（カリ
フォルニア州サンタクララ代表：井手祐二氏）の主
催で行われ，６大学から総勢１９名の学部学生，大学
院生が参加した。研修ではシリコンバレー周辺の大
学研究室・企業訪問や各種講演会，日米未来フォー
ラムへの参加が行われた。

１．企業訪問

今回研修を行ったシリコンバレーとは，サンフラ
ンシスコの南部に位置するサンノゼ周囲一帯の名称
であり，多数の半導体企業が渓谷に位置しているこ
とが由来する。現在 Google 社，Intel 社，Apple 社
などのコンピューター関連企業が多数存在し，IT
企業の一大拠点となっている。研修ではシリコンバ
レーを代表とする企業への訪問が行われた。

１）Google Inc.
Google 社は，Google 検索エンジンやソフトウェ

アといった，インターネット関連サービスと製品を
提供する大企業である。Google 本社で勤務してい
る日本人システムエンジニアの方による講演で，企
業の発展経緯や，日本企業との違いなどについて話

された（図１）。Google 社内には無料食堂やフィッ
トネスジムなど福利厚生が充実しており，ストレス
を軽減する職場環境が作られていた。

２）Intel Museum
Intel 社は世界最大の半導体メーカーであり，マ

イクロプロセッサー，フラッシュメモリーなどの製
品を製造販売している。今回，本社に併設されて
いる Intel Museum の見学が行われた。US-JAPAN
FORUMの井手代表によりマイクロプロセッサーの
歴史や働き，トランジスターの仕組みについて説明
がされた。Intel 社の創業者であるロバート・ノイ
ス氏の「過去にしばられることなく，新しいことを
始めるべき」という言葉が印象的であった。

３）Apple Inc.
Apple 社は，デジタル家電製品と，ソフトウェア

製品の設計・製造を行っている。近年，音楽・映画
などのオンラインストアなども手掛けており，絶え
ず新しい分野や技術開発に取り組んでいる。４名の
日本人エンジニアによる新商品開発についての講演
が行われた。ソフトウェアやハードウェアなどの製
品開発には分野ごとにチームが作られ，問題が発生
した時は，チーム全員で助け合うような一体感を
持って仕事を行っているという話を伺った。
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４）Neuro Sky Inc.
Neuro Sky 社は，脳波，心電・心拍，筋電などの

生体信号データを，効果的に活用するためのセン
サー製品を提供している。玩具市場に対して生体信
号センサーを用いた製品を開発し，開発者への支援
も同時に行っている。企業説明の後，脳波を用いて
操作する製品の体験実習が行われ，玩具にとどまら
ず脳波を用いた医療やヘルスケアへの幅広い市場へ
の展望が討論された。

２．大学訪問

１）Stanford University
１８９１年にカリフォルニア州スタンフォードに設立

された私立大学であり，シリコンバレーの中心に位
置し，多数の研究施設や病院が付設されている。医
学研究で九州大学・病態修復内科学研究室から留学
中の磯部大地先生による講演で，iPS 細胞をヒトの
臓器細胞に分化させ移植を行う最先端の研究や，自
己免疫疾患患者に対して Foxp３を用いた遺伝子治
療について話された。その後，留学の経緯や日本と
アメリカとの研究環境に違いについての質疑応答が
行われた。

２）University of California, Berkeley
１８６８年に州立大学として設立された。学部生，大

学院生の総学生数は３万人を超え，高度な教育レベ
ルと研究実績をもつ。機械工学部の見学では，安全
性の高い車の自動運転システムや，３D 物体認識機
能を備えた自立型ロボットアームなどの，実用性の
ある研究が盛んに行われていた。自立型ロボット

アームは日本の企業がスポンサーとなり，研究の成
果をスムーズに企業へと移行できる環境が整ってい
た。研究の今後の展望について学部学生との活発な
意見が交わされた。

３）San Jose State University
カリフォルニア州の中で最も歴史のある州立大学

である。少人数制のクラスでの質の高い授業を理念
としており，専門科目のみならず，一般教養科目
も専任教授による指導が行われている。San Jose
State University の在校生と，日米未来フォーラム
のテーマに沿って，ディスカッションが行われた

（図２）。アメリカでは医療費が高いため健康に対す
る高い関心があるといった，日米の医療や健康に関
する考え方や，文化の違いについて討論された。

３．日米未来フォーラム

１）日米未来フォーラムについて
日米未来フォーラムは次世代を担う日本とアメリ

カの若者を対象とし，両国の新しい関係を考え行動
することを目的としており，今回で第１２回目の開催
となる。今年のテーマは「バイオシグナル技術によ
るイノベーション」であった。

生物の体は脳波，心電，筋電など各種の信号によ
り制御されている。近年の技術開発により，それら
の生体信号を感度よく測定し，分析・制御すること
が可能となった。医療や健康だけでなく，スポーツ
や睡眠，勉学，仕事など，身近な生活の中にバイオ
シグナル技術が応用されており，今回のフォーラム
では，バイオシグナルのさらなる分野への展望にス

図１ Google 本社内で

図２ San Jose State University の学生と共に
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ポットが当てられた１）。US-JAPAN FORUM 代表の
井手祐二氏の開会の挨拶に続き，Neuro Sky Inc．代
表の Stanley Yang 氏によるバイオシグナル技術の
将来への応用に関する基調講演が行われた。Yang
氏はバイオシグナル測定器を公共施設に配置し，時
計などの携帯品に応用することで，継続的にバイオ
シグナル測定を行う重要性を訴えた。フォーラムに
は，国立研究開発新エネルギー・産業技術開発機構
シリコンバレー事務所代表 亀山慎之介氏，San Jose
State University・生物医工学部 Selvaduray Guna
教授をはじめとした大学教職員も多数参加した。

２）プレゼンテーション
事前に行われた日本人学生と San Jose State Uni-

versity 在学生とのディスカッションをもとに，技
術開発，経済・産業，健康・医療，国際協力の４つ
のテーマに分かれ，発表が行われた。

技術開発のグループは脳波を用いた新たなコミュ
ニケーションツールの開発を提唱した。経済・産業
のグループは，睡眠の質の向上のための新たなモニ
タリング法を提案した。また，国際協力のグループ
は２０２０年の東京オリンピックでのテロ対策の一環と
して，入場口や保安検査場などにおける脳波のス
キャン装置やシステムの開発を紹介した。

私達のグループは健康・医療のテーマで発表を
行った。現在のアメリカと日本の国民医療費は増加
の一途をたどっており，特にアメリカでの医療費負
担額は高額である２）。医療費の増加を防ぐ点からも
疾病予防への注目が高まっており，バイオシグナル
を用いた日常生活でのモニタリングが重要であると
考えられる。モニタリング装置を軽量化，低侵襲に
近づけ，病院外でも持続的な計測が可能となるよう
な装置や医療システムの開発が必要であると提案し
た（図３）。

各グループ共に提案内容の実現化に向けて様々な
議論が行われ，参加学生や企業の方々との活発な意
見が交わされた。

おわりに

今回の研修では，アメリカと日本の文化，価値
観の違いを再認識することができた。近年，「Sci-
ence」，「Technology」，「Engineering」，「Mathe-

matics」の４分野を軸とする教育（STEM 教育）が
注目をあびている。STEM 教育は，前述の４分野
を統合的に教育し，情報技術や電気工学，機械工学
などの幅広い分野で活躍することを目的とする３）。
この教育システムを取り入れている Stanford Uni-
versity をはじめとする有名大学への訪問や，その
方々との講演や議論を通じ，海外の教育システムの
質の高さと他国の文化を学ぶことの重要性を感じた。

高い向上心を持つ現地の企業家や研究者，大学生
との交流に加え，日本から研修に参加した他分野の
学生との意見交換は大きな刺激となった。ここで学
んだことを自分自身でフィードバックし，日本へ還
元していくことが今後の研究，臨床や教育に活きて
くると考えられる。

最後に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，櫻井 薫大学院
研究科長，齋藤 淳大学院教務部長，福田謙一大学
院学生部長ならびにご指導いただいた US-JAPAN
FORUM の井手祐二代表に御礼申し上げます。ま
た，大学院関係の皆様，不在中ご迷惑をかけました
講座および保存科の皆様に心より感謝いたします。
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図３ 日米未来フォーラムでのプレゼンテーション
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