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はじめに

私は２０１９年９月７日から９月１６日にかけて，US-
JAPAN FORUM が主催するアメリカ合衆国カリ
フォルニアイノベーション研修に参加した。この研
修は日米の友好とグローバル人材育成を目的とし，
日本全国の７大学２３名の学生（学部学生，大学院生
を含む）が参加した。研修内容はシリコンバレー周
辺の企業訪問，キャンパス見学・講義受講，現地学
生との交流，日米未来フォーラムへの参加である。

企業訪問

今回は NeuroSky 社，Intel 社，Google 社，Apple
社の４企業を訪問した。

１．NeuroSky 社
２００４年に開設され，生体信号を用いたアプリケー

ションプラットフォームを提供している。おも
ちゃ，家電，ウェルネス・ヘルスケア，教育といっ
た市場で新商品の開発やサポートを行っている。今
回は社員の方に会社設立から商品開発のための企業
戦略，今後の展望について講演して頂いた。セン
サーを専門に開発を行っていた会社が，幅広い市場
で製品を提供するようになった経緯を聞くと，一点
にとらわれず，様々な視点をもちながら世の中の

ニーズを見つける力が必要だと教えてくれた。この
ニーズを見つける力はビジネスにおいても人間関係
においても重要視される力の一つであり，世界の
トップ企業が群をなすシリコンバレーで会社を大き
くしていくために必須であると思った。

今回は時間が足りず，NeuroSky 社の製品を体験
することはできなかったが，猫耳をモチーフにした
ヘッドフォン型脳波センサー等，つい手にとりたく
なるようなユニークなデザインが目を引いた（図
１）。

２．Intel 社
１９９０年代後半から現在に至るまで世界第一位の半

導体メーカーとして君臨し続け，世界最大の多国籍
半導体メーカーである。日本でも会社のロゴマーク
を目にする機会が多いだろう。Intel 社の本社に併
設されている Intel Museum を見学した。親指の爪
ほどの面積の半導体を作るために，多くの知識を統
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合させ，信じられない程細心の注意を払って，より
厳密に精確な製品を作ってきた Intel 社の歩みか
ら，現在製作している製品，更なる進化に向けた分
かりやすい説明がされていた。

体験型の展示では，自分の手を使ってインテルの
ロゴマークを３D 的に自在に動かせるビデオや，工
場で実際に使われている防護服の顔出しパネル，二
進法を使って好きな文字や名前を打てるゲームな
ど，機械知識がなくても楽しめる工夫が沢山あり飽
きることなく満喫できた（図２）。

３．Google 社
Google 本社内と Visitor center を見学させても

らった。広大な敷地内を社員達は自転車で移動して
おり，至る所に Google カラーの自転車と駐輪場が
あったことに驚いた。会社とは思えない程デザイン
性の高い建物やオブジェ（具体的には恐竜の実寸大
化石模型など），ビーチコートといった運動場があ
り，敷地内を歩いているだけで心躍った。また社員
の方々は皆ラフな服装で，スーツを着ている人を一
度も見かけなかったのも印象的であった。開放的な
テラス席が数百メートルおきに設置されており，外
の風を感じながら食事をしたりミーティングをして
おり，とてもリラックスした空気が流れていた。
「職場」という概念を取り払うようなカラフルでお

洒落な環境はここで働きたいと思わせてくれる空間
だった。

４．Apple 社
言わずと知れた大手 IT 企業である。今回は本社

と Visitor center へ見学に伺う予定だったが，見学
日に新製品発表が行われ，マスコミ対応と厳重な警
備のため建物内見学が急遽中止になった。Apple 社
では各部署でのプロジェクトは他部署に秘密にして
おり，見学受付担当者もこの日に新作発表があるこ
とを知らなかったそうだ。同じ会社内でもここまで
秘密保持を徹底するのかと驚嘆した。Apple 社見学
をとても楽しみしていたので非常に残念だったが，
世界が注目するニュースの場を肌で実感できて貴重
な経験だった。

Visitor center では閑散としたジオラマ展示場が
あり，殺風景だと思っていたが，Apple 社の製品を
かざすと AR 技術を用いた Park 全体を再現したリ
アルな映像が出てくる仕組みになっており，洗練さ
れた演出で製品をアピールするプレゼン力はさすが
の一言だった。

Google 社と Apple 社では日本人エンジニアの
方々とお話する機会を頂いた。両会社で共通して大
切にしていることを教えていただいた。それは自分
ファーストで過ごすことである。昇進したい気持ち

図２ Intel 社
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があれば自分の評価を自分で決めて昇進グループに
提出，働いている部署が合わないと思ったら無理せ
ずに視野を広げて違う部署に転身する……等，日本
ではなかなか聞かない話だが，両社とも社員達は自
分が一番満足して働ける環境を常に求めていた。そ
うすることで，高いモチベーションを保つことがで
き，仕事に対するストレスが減る。また自分ファー
ストで自分を確立していないと，周りをサポートで
きる戦力にもなれない。このお話を聞いてとても納
得したし，誰かが自分を評価してくれるのを待って
いる受け身の姿勢では，自分の理想の成長に遠回り
だということが分かった。

大学訪問

San Jose State University, University of Califor-
nia, Berkeley, Stanford University の３大学を訪問
した。

１．San Jose State University
カリフォルニア州サンノゼ市に本部を置くアメリ

カ合衆国の公立大学である。１８５７年に設置され，カ
リフォルニア州立大学群で最も歴史のある大学であ
る。今回はキャンパス見学と，在学生とのディス
カッション，工学系の研究を実際に見させていただ
いた。シリコンバレーという土地柄を生かした工学
系，コンピューターサイエンスは初めて見る物が多
く科学の進歩に驚いた。

また，最新の技術だけではなく，今ある機器の歴
史も教えてもらえた。長い歴史をかけて発展した技
術の素晴らしさを再認識するとともに今後の技術進
化への期待が膨らんだ。

２．University of California, Berkeley
公立名門大学として知られており，３万人を超え

る総学生数を誇るマンモス校である。シンボルであ
るサザータワーは写真で見るよりも美しく，キャン
パス内の博物館ではティラノザウルスの骨を見るこ
ともでき，文化的な気持ちになれた。ここでは，
キャンパス見学と学生交流会を行った。キャンパス
見学で特に印象深かったのは，自動運転について研
究している学部であった。精度が高くより安全な運
転ができるように，何度も緻密な実験を繰り返すそ

うだ。
日本では高齢化社会に伴い，高齢者の危険運転に

よる事故を耳にする機会がここ最近でぐっと増えた
ように思う。この問題を解決するかもしれない自動
運転に関するこの研究が，いつか実用化される日が
来るのを心待ちにしている。

３．Stanford University
シリコンバレーの中心にある名門私立大学であ

る。世界的にも有名で著明人を数多く輩出してい
る。約９９３万坪のキャンパス内には緑が多く，広場
や教会，ロダンの彫刻コレクション，美術館等，ど
こを歩いても芸術に触れることができ観光も楽しめ
た。スタンフォード大学では，法学部，医学部，工
学部の見学を行い，法学部と医学部に所属する方々
にお話しを伺った。法学部の大学院に通う４名の弁
護士の方々に留学までの経緯や実際の生活などを話
してもらった。資格をとることも長い道のりであっ
たはずなのに，その後も留学へチャレンジするモチ
ベーションの高さをどう保っているか質問したとこ
ろ，「常に明日の自分をより良くすることを考えて
いる」と答えてもらった。その言葉を聞いて，今の
自分は歯科医師になれた現状に満足して，より自分
を高める努力をすることや考えを持ててなかったと
ハッとした。

医学部のドクターには，今の世界の医療状況とこ
れからの発展について講演してもらった。これから
訪れるであろう AI と共存する社会で医療にどのよ
うな展望を抱くのか，医療費問題や高齢化問題へど
う立ち向かうのか等，医療の現場で働く一人として
とても興味深かった。大学院生という立場もあり，
私はまだ学生気分から抜け出せていない部分があっ
たが，歯科医師として働くことはゴールではなく，
歯科医師として働き世の中に貢献することは社会人
としてのスタートだと気が付いた（図３）。

日米未来フォーラム

１．日米未来フォーラム
２０１９年９月１３日（金）１４時３０分から日米未来フォー

ラムが行われた。第１４回目の今回は月着陸５０周年を
記念し「宇宙開発の将来」がテーマであった。在サ
ンフランシスコ日本国総領事や，ディスカッション
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を行った San Jose State University の教授や在学
生等，この研修に関わってくれた多くの方が参加し
てくれた。US-JAPAN FORUM 代表の井手祐二氏
の挨拶に始まり，同分野を研究する San Jose State
University の Fred Barez 教授による基調講演の
後，研修参加の学生達によるプレゼンテーションが
行われた。

２．プレゼンテーション
研修が始まる前から学生達は宇宙開発の将来につ

いて技術開発，産業創出，社会の進化，国際協力の
４つのテーマに分かれ，研修が始まった日から各グ
ループで日米未来フォーラムの日までにディスカッ
ションを重ね，アイディアをまとめ発表した。私は
社会の進化について考えるグループだった。民間で
も宇宙旅行に行けるようになった今，人類が宇宙に
気軽に行ける日はそう遠くないかもしれない。そう
なった場合，宇宙への移住，宇宙でトラブルが起き
る可能性がある。そこで宇宙で使える法律が必要で
はないか，宇宙での規律を制定し管理する機関が必
要ではないか，と言った内容をグループメンバーと
話し合い意見をまとめ発表した（図４）。

研修を終えて

研修を通して，私にとって一番の変化は知見が広
がったことだ。世界最先端の企業を目の当たりにし
たとき，自分が社会のことを何も知らないと気が付
いた。イノベーションという言葉を使いつつ意味は
わかっておらず，製品開発から物流までの世の中の

仕組み，そこに携わる人々や仕事内容を理解してい
なかった。歯科という専門性が高い一方で，視野が
狭くなりやすい環境に自分が身を置いていると自覚
した。様々な分野への探求心が刺激されると同時
に，社会人として世界の動向に目を向ける大切さを
意識した。きっとこの意識は今後の診療や研究に役
立つと思う。そして，英語力が必要だと強く痛感し
た。研修中，何回も現地の方々とディスカッション
する機会があったが，自分の英語力不足のため，意
見を伝えることができず，何度ももどかしい思いを
した。普段会えない方々とお話できるチャンスをみ
すみす逃してしまった事が今回１番の反省点であ
る。これからのグローバルな社会に対応するため，

図３ Stanford University 図４ 日米未来フォーラム

図５ ゴールデンゲートブリッジ

１０６ 國奥：２０１９年度 大学院 Elective Study 報告

― ４ ―



世界規模の医療に目をむけるため，英語を勉強しよ
うと思った。

この研修で自分をより向上させるためのヒントに
沢山出会えた。この貴重な経験を糧に今後より一層
精進したい（図５）。

おわりに

今回研修への参加機会を与えてくださった井出吉
信学長，矢島安朝大学院研究科長，斎藤 淳大学院
教務部長，福田謙一大学院学生部長，US-JAPAN
FORUM 井手祐二代表ならびに大学院関係の皆
様，講座の皆様に心より感謝申し上げます。
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