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２０１８年９月８日から１６日まで齋藤真帆（スポーツ
歯学研究室）は，大学院 Elective Study の一環とし
て，アメリカ合衆国サンフランシスコ・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，１１大学より２０名の学生（学部学生，大学院生
を含む）が参加した。研修ではシリコンバレー周辺
の企業訪問や大学研究室の見学，現地学生との交
流，日米未来フォーラムへの参加が行われた。

企業訪問

今回訪問した企業は Intel 社，Google 社，Apple
社，NeuroSky 社，FUJIFILM 社 の５企 業 で あ っ
た。
１．Intel 社

世界最大の半導体メーカーである，Intel 社の本
社に併設されている Intel Museum を見学した。世
界初のマイクロプロセッサの展示や，実際に２進法
でアルファベットを入力する体験ができる機械が設
置してあり，視覚的にわかりやすい展示がなされて
いた。出口には Intel 社の創業者，ロバート・ノイ
ス氏の“Don’t be encumbered by history. Go off
and do something wonderful”という来場したすべ
ての人の印象にのこる言葉が掲げられていた。

２．Google 社
Mountain View という地区に所在し，とても広

大な敷地の中に複数の施設が点在しており，まるで
一つの街のようになっている。今回は Visitor center
と，Google 本社内を見学した。Visitor center では
Google のアクセス数の手書きのグラフや，疑似オ
フィスの展示があり，Google map についての詳し
い説明などを社員の方にしていただいた。Google
敷地内にはバレーボールコートや，恐竜のオブジェ
などもあり会社とは思えないゆったりとした空気が
流れていた。福利厚生が充実しており，ゆとりのあ
る職場環境が整えられていた。
３．Apple 社

Apple 社は，スマートフォンやタブレットなどで
日本でもなじみのある企業である。今回は Apple
本社内で，日本人エンジニアにインタビュー形式で
お話しをさせていただいた。Apple 社は秘密保持の
管理が徹底しており，同じ会社内でも自分の携わる
プロジェクトについては他のチームに，内容は秘密
にしておくそうだ。その中で答えられる範囲で，ご
自身の携わっているプロジェクトについての質問に
も答えていただくことができた。
４．NeuroSky 社

NeuroSky 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
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サー製品を提供している。そのセンサーを用いて玩
具や教育，ヘルスケアなど様々な分野で製品を提供
している。センサーを専門に開発していた会社が，
様々な分野で製品を提供するようになった経緯を聞
くことができた。講演後は，NeuroSky 社の提供す
る脳波を使用した玩具を体験することができた。
５．FUJIFILM 社

今回は Open Innovation Hub という場所を訪れ
た。多くの技術を有する FUJIFILM 社が，技術的
な課題を抱える人たちと直接対話をすることによ
り，様々な技術の新しい使い道を見つけていくため
の場所であった。まさにイノベーションを推し進め
る空間であった。実際に FUJIFILM 社の持ってい
る技術を使った製品を展示してあり，担当の方と話
しながら新しい製品について様々な意見交換をする
ことができた。

大学訪問

今回は San Jose State University，University of
California, Berkeley，Stanford University の３大学
を訪問した。
１．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。今回は歴史の授業を選択している在学生
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。ディスカッションの後は
キャンパス内の見学をした。学生寮も併設されてお

り，整った設備のなかで充実した学生生活を送る学
生たちの姿が多く見受けられた。またこの学校の図
書館は，市民も自由に利用することができ，市民団
体主催のセミナーやイベントなどが行われていた。
２．University of California, Berkeley

１８６８年に設立され，高度な教育レベルと研究実績
をもつ学生数３万人を超える州立大学である。今回
の訪問時には，キャンパス内の見学と学生交流が行
われた。キャンパス内は研究分野ごとにエリアが分
かれていた。図書館では多くの学生が静かに勉強を
している様子が見受けられた。機械工学部の研究室
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研
究が行われていた。見学後は機械工学部の学生との
学生交流会が行われた。多くの留学生がおり，アジ
アからの留学生も多かった（図１）。
３．Stanford University

１８９１年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，多くの研究施設や病院が併設
されている。今回，法学部の大学院に通う日本人３
名の弁護士の方に留学までの経緯や，モチベーショ
ンの保ち方，アメリカと日本の教育・経済に対する
考え方の違いなどについてお話を伺った。キャンパ
ス内の見学ではスタンフォード大学内にある教会，
Memorial Church が印象的であった（図２）。教会
内の長い廊下には卒業生からの卒業記念のタイルが
埋め込まれており，扉を開けると大きいステンドグ

図１ University of California, Berkeley にて
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ラスを通った光が教会内に降り注ぎ，幻想的な空間
であった。

日米未来フォーラム

今回の日米未来フォーラムは San Jose State Uni-
versity 内，MLK Library にて行われた。
１．日米未来フォーラム

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いる。第１３回目の開催となる
今年のテーマは，「明治維新とゴールドラッシュ－
What Is The Next Gold Rush?－」であった。１８４９
年のゴールドラッシュによってサンフランシスコ近
郊の人口が急増し，照明用の油の確保のため捕鯨が
盛んに行われるようになった。１８５３年には開国を求
めて黒船が日本へ渡来し，１８５４年に日米和親条約に
よって開国した日本は１８６０年の咸臨丸渡米，１８６８年
の明治維新へと向かう。本年は明治維新１５０周年で
あり，スポットが当てられた。US-JAPAN FORUM
代表の井手祐二氏の開会のあいさつに続き，スタン
フォード大学歴史学科講師の Sayoko Sakakibara
氏による，明治維新と技術革新に関する基調講演が
行われた。フォーラムには，カリフォルニア領事官
の Tomochika Uyama 氏や，研修先の大学の教授陣
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，新
技術，産業創出，社会システムの変革，国際協力と

世界経済の４つのテーマに分かれ，発表が行われ
た。

私は産業創出のグループで，ドローンを利用した
新しいビジネスについて発表した。犬の散歩ドロー
ンや，広告ドローンなどのアイディアを提案した。

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活発な意見
が交わされた。

研修を通じて

多くの企業訪問，大学訪問，講演会があり日本で
は出会うことのできない方々とたくさんお話をする
ことができた。また研修参加者たちも様々な学部や
立場から参加しており，多様な考え方をもつ人々と
触れ合うことのできた１週間であった。今回で出
会った全員がなにかしらの目標を持ち，その目標に
向かってしっかり努力を続けている人々で，とても
刺激を受けた。国によって文化が違うため，考え方
はそれぞれだが，自分の好きなことに向かって努力
するのは共通していることが分かった（図３）。

おわりに

今回このような貴重な研修に参加の機会を与えて
くださいました井出吉信理事長・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 井手祐二代表に御礼申し上げます。
また，大学院関係者の皆様，不在中ご迷惑をおかけ
しました講座の皆様に心より感謝いたします。

図２ Stanford University, Memorial Church

図３ ゴールデンゲートブリッジにて
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