
平成 25 年度「海外インターンシップ体験」報告書      NO.1/2 

 

    システムデザイン研究科  インダストリアルアート学域  専攻   修士１年  

 

            参 加 者 氏 名       卯田駿介     印 

                        

指導教員所属氏名     串山久美子     印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～ 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地 カリフォルニア州シリコンバレー周辺 

４ 訪問先 

Plug & play Tech Center, Evernote, Fujitsu Management Services of 

America, Fuji Xerox Palo Alto  Lab (FXPAL), Beans International 

Corporation, Stanford University, Neuro Sky, University of California 

Berkeley, Originate 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

■研究目的：カリフォルニア州のシリコンバレー周辺の大学や企業を訪問し、実際に海外で活動する日本

人や現地の人材と交流することで、学生の意識改革を行い、学生の主体性を引き出す。 

■研修内容：海外で活躍する日本人、アメリカでキャリアを構築する研究者の講演およびディスカッショ

ン、企業・大学見学。 

■具体的な活動内容：今回の研修では主に 2つの事を行いました 

a. 企業訪問 

b. 大学研究室・教授訪問 

 

a. 企業訪問 

企業訪問では企業の方から企業やキャリアに関する講演をして頂きました。 

加えて、Evernote, NeuroSky, Originate, FAPALでは企業から課されたビジネスアイデア課題を学生 4～5

人グループで企画・プレゼン、Plug and Playでは参加学生全員が自己紹介プレゼンテーションを行いま

した。 

<Plug & Play Tech Center> 

・Plug & Play施設の紹介。Plug & Playを利用している企業（2社）の方による講演。学生による自己紹

介プレゼンテーション。 

<Fujitsu Management Services of America> 

・社員様 5名によるパネルディスカッション。学生からの質問形式のディスカッション。ランチ交流。 

<Fuji Xerox Palo Alto Lab> 

・会長による企業紹介。課されたビジネスアイデアのプレゼンテーション。質疑応答。 

<Beans International Corporation> 

・社長様による講演。質疑応答。 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ体験 
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<Neuro Sky> 

社長様による企業紹介。質疑応答。Neuro Skyの技術を利用したビジネスアイデアプレゼンテーション。 

<Originate> 

・企業紹介。企業から課された 3 つの課題（1. 大学院生向け 2. 新しい研究向け 3. 語学学習向け）ソ

フトウェアアプリケーションの提案をグループごとにプレゼンテーション。質疑応答。 

■企業訪問で印象に残ったこと 

・自己紹介プレゼンテーションでは、自分が何者なのかをシンプルで明確に伝えなければならないと感じ

ました。 

・プレゼンテーションは結論から。内容は盛り込みすぎず、時には省くことも重要。 

・ビジネスの世界では“お金になるか”が明確である必要がある。 

・自分の研究のヒントを得たと同時にシリコンバレーの多くの企業でも同じような課題に取り組んでいて、

自分の研究に対する自信を持てるようになりました。（ヒントになったキーワード：MOOCs、エモーショ

ナルなユーザーインタフェース開発、脳波を使ったおもちゃを作ったことで、障害者を看護する方々から

の感謝の気持ちの手紙を受け取った話など。） 

 

b. 大学研究室・教授訪問 

< Stanford University> 

・d.school, Aerospace Robotics Lab, Mr. Joel Brinkley訪問 

大学研究室訪問は事前にアポイントメールを送るところから始めました。AeroSpace Robotics Labのアポ

イントを他の学生がとっており、同行させていただいた。Mr. Joel Brinkleyにはアポイントメントを取っ

ておらず、オフィスアワー時に直接訪問してみたところ、快く受け入れて下さりました。 

 

< University of California Berkeley > 

・School of Information訪問 

レセプションルームにて、School of Informationの概要を紹介して頂きました。また授業で使われている

プログラミング言語や入学試験で必要となる要件などを説明して頂きました。 

 

■大学訪問で印象に残ったこと 

・学生や教授の研究意欲やビジョン 

・大学の規模の大きさに圧巻 

<ギャラリー> 

 

 

 

海外インターンシップ体験 

Plug and Play Originate Mr. Joel Brinkley School of Information 
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    理工学研究科  生命科学 専攻   （B・M）  1年  

 

            参 加 者 氏 名                   岩崎 祐磨 印 

                        

指導教員所属氏名         田村 浩一郎 印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～ 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市及びその周辺 

４ 訪問先 
Plug & Play社,EVERNOTE 社,FXPAL社,Fujitsu America社,Stanford大

学,Neuro Sky 社,University of California Berkeley校,ORIGINATE 社 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

  

Plug & Play 社：訪問後、担当者から会社についての紹介、シリコンバレーの特徴などに

ついての説明があった。 

私はスライドを用いて英語で自己紹介を 2 分程度行った。その場には日本からシリコンバ

レーに働きに来ているベネッセの社員がおり、アドバイスなどのコメントをもらった。 

EVERNOTE 社 ：日本人社員に対し、EVERNOTE社に入社した経緯や今後の予定などを

伺った。 

予 め 出 さ れ て い た 課 題 と し て 、

「EVERNOTE 社のコラボレーション先企

業と新製品のアイディア」を準備していき、

社員に提案した。私は、EVERNOTE 上で

3Dの設計図（建築物など）を共有し、編集

できるシステムを提案した。その後、アイデ

ィアについてのコメントやアドバイスをい

ただいた。課題はグループで取り組んだ。 

 

FXPAL 社：社長より、会社の歴史とサー

ビス、事業内容などについての紹介を受けた。 

課題として出されていた「FXPAL社が発明した新技術を用いたビジネスアイディア」をあ

らかじめ準備しておき、発表した。私のグループでは、タブレット端末を発信源とした病院内

の医者の位置をリアルタイムに検知できるシステムを電子カルテ業者に売り込むというアイ

ディアを提案した。社長や社員からコメントやアドバイスもらった。課題はグループで取り組

んだ。 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ体験 



平成 25 年度「海外インターンシップ体験」報告書       NO.2/2 

 

            参 加 者 氏 名          岩崎 祐磨  

                      

        

Fujitsu America 社：担当の社員より、会社の歴史とサービス、事業内容などについての紹

介を受けた。 

社員は全員日本人の社員で、日米で働くことの違いなどについてのディスカッションを行っ

た。 

 

Stanford 大学：大学職員（ポスドク）の方からの大学案内と、米国大学院の制度や習慣、

研究内容についての紹介を受けた。 

Neuro Sky 社：社長より、会社の歴史とサービス、事業内容などについての紹介を受けた。 

課題となっていた「脳波を使った新しいアイテム」を事前にグループで考えておき、発表を

行った。私のグループは、脳波によってストレスを感知し、自動でピント調節を行うメガネを

提案した。その後、アイディアについてのコメントやアドバイスをいただいた。 

University of California Berkeley 校：事前にアポイントをとった教授 3名(J.Hulsenbeck

氏, Rauri C.K. Bowie氏,Jimmy A McGuire 氏)に対し、自分の研究(ショウジョウバエの分子

系統解析)を紹介したところ、分子系統解析の方法理論に関するアドバイスをもらった。 

 

ORIGINATE 社：社長より、会社の歴史とサービス、事業内容などについての紹介を受け

た。課題となっていた「語学学習に関するアプリ」について事前にグループで考えておき、発

表を行った。私のグループは、Nintendo DS に搭載されている「すれちがい通信」機能と同

様の技術をスマートフォンアプリに搭載し、それを持った外国語を学びたい人同士（現地の人

と外国人）がすれ違うとログが残って気軽に話しかけることができるアプリを提案した。 

 

 

海外インターンシップ体験 

J.Hulsenbeck氏 Jimmy A  McGuire氏 
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    理工学研究科  物理学     専攻   （B・○M）   年  

 

            参 加 者 氏 名   吉田 賢典         印 

                        

指導教員所属氏名  首藤 啓          印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～ 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地 カリフォルニア州サンフランシスコ 

４ 訪問先 
Plug&Play Tech Center, Evernote, Fujitsu, FxPAL, Stanford Univ, 

NeuroSky, U.C.Berkeley, ORIGINATE 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

  

Plug&Play では 2 分程度で自己紹介を英語で行い、また施設見学をし、日本とは異なった

ベンチャービジネスのあり方を見た。 

Evernote では Evernote と他の企業がコラボレーションしたらどうなるかを課題とし、日

本語で発表を行った。私の所属する班では初音ミクを出している企業とコラボレーションする

ことで新しい勉強の方法を提案した。 

Fujitsuでは採用担当の方と技術者の方からお話を聞き、それに関する質問を日本語で行っ

た。海外における採用と日本における採用の違いや、技術者としてどのようなキャリアを築い

てきたかを伺うことができた。 

FxPALでは LOCO Systemと ShowHow Systemという新しく開発された機能を用いた新

しいサービスや製品の提案を英語で行った。私の班では ShowHow Systemを用いて、現在日

本で流行している「ボケて」というサービスを拡張したようなサービスとして、利用者がアッ

プロードした動画を他の利用者が編集をすることでエンターテイメントを作っていくという

サービスを提案した。 

Stanford Universityでは教授やポスドク、学生にアポイントメントを事前にとり、現地で

会って議論を行った。私は Robert Laughlin 教授と科学は人間社会においてどうあるべきか

について議論をした。 

NeuroSkyでは NeuroSkyの技術を使って脳波を用いた新しい製品の提案を英語で行った。

私の班では脳波を使って性的快感・不快を視覚的に表現し、よりよい男女関係を築くことがで

きる製品の提案を行った。 

U.C.Berkeley では Stanford University と同様の研修を行った。私は歴史と伝統のある

U.C.Berkeleyの施設の見学を主に行った。 

 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ体験 



平成 25 年度「海外インターンシップ体験」報告書       NO.2/2 

 

            参 加 者 氏 名   吉田 賢典          

                      

        

ORIGINATEでは語学学習・大学院生向け・研究者向けのうち、いずれかの新しい Android,iPhoneアプ

リの提案を英語で行った。私の班では研究者向けのアプリとして、すれ違い通信を用いた研究者間どうし

を繋ぐことで、科学の発展に貢献できるアプリケーションを提案した。 

 

 

  

 

海外インターンシップ体験 
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    都市環境科学研究科  分子応用化学 専攻   （B・○M） 1 年  

 

            参 加 者 氏 名      近藤 拓弥     印 

                        

指導教員所属氏名     久保 由治     印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～ 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地 アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 
スタンフォード大学、UCバークレー校、Plug and Play Tech Center、Evernote、

富士通アメリカ、FXPAL、NeuroSky、Originate 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

  
今回の海外インターンシップでは訪問先の企業から事前課題が課せられ、約 2 週間のプレゼンテーショ

ン準備期間をもって出発しました。現地では 2 つの大学と 6 つの企業を訪問し、その間に多くの考え方を

学びました。ここでは各訪問先の研修内容の成果について記します。 

・スタンフォード大学 

事前に Kool教授にアポイントメントを取り、ディスカッションさせていただきました。また、他の参加

者の訪問にも同行し、物理学の教授にもお会いすることができました。2人の教授と自分の研究はあまり接

点のない分野でありましたが、自分の研究を真剣に聞いてくれました。新しい知識は何でも知りたいとい

う様子が伺え、そのような姿勢が大学での優秀な業績に繋がっているのだと感じました。 

・UCバークレー校 

事前に Raymond 教授にアポイントメントを取り、ここでは研究室の多くの学生とディスカッションをす

る機会がありました。ここが、最も長時間英語を話し続けたところで、訪問先の学生達と自分の研究内容

をそれぞれ発表し合いました。自分の拙い英語でも一生懸命伝えようとすればわかってもらえるような手

応えを感じました。Raymond研究室の学生達は自分の研究に自信をもって伝えていてとても説得力があり、

またその研究のレベルの高さを実感しました。聞き手を引き付けるようなプレゼンテーションを知ってい

るようでした。また、日本人のポスドクの方ともお会いし、研究者としての道を選んだ理由やアメリカで

の研究について話をさせていただきました。スタンフォード大学の時と同様に、皆さんが自分のことに興

味を持ってくれたことが嬉しかったです。 

・Plug and Play Tech Center 

IT ベンチャー企業の集積地のシリコンバレーにあるスタートアップ企業を支援する施設で、ベンチャー

企業支援システムの仕組みを学びました。シリコンバレーに IT 企業が多い理由は成長が早く利益に繋がる

からだと副社長の方からお聞きしました。また、研修学生の自己紹介をおこない、それぞれが相手に印象

づけられるようなプレゼンテーションを心掛けました。 

・Evernote 

Evernote近藤さんのキャリアトークではスタンフォード大学に留学した理由や今までやってきてよかっ 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ体験 
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たことなどをお聞きしました。その後、Evernoteとほかの企業とタイアップしたときの事業プレゼンを各

グループおこないコメントをいただきました。両方の企業にメリットを生むこと、プライバシーに関する

問題、利益をあげられるような内容にするなど、ビジネスにするには課題がたくさんあることを学びまし

た。このことは本研修で後のプレゼン方法の改善に繋がりました。 

・富士通アメリカ 

日本人の職員の方々の日本とアメリカでの研究、開発経験についてのキャリアトークとディスカッショ

ンをおこないました。ここで印象に残ったことが 2つあります。まず、目の前のことにしっかり取り組み、

興味のあることはどんどん経験して、それが違う分野でもどこかで結びつくことがあるということです。

もう 1 つは、積極性な熱意のある人がいなければイノベーションは起きないということです。専門が無く

ても積極的に知識を取りいれ、本気で知恵を絞って問題に取り組むべきだと学びました。 

・FXPAL 

FXPAL の説明では当社のメディアアイテムの開発についてお聞きしました。FXPAL の技術を生かした

ビジネスプランをグループでプレゼンテーションしました。また、その会議室は会議やプレゼンに役立つ

様々なメディアアイテムが設置されており、思考が凝らされていていることが印象に残りました。 

・NeuroSky 

NeuroSkyの説明では、脳波を測定の最近の発展やどのように生活に生かされているかということを知る

ことができました。ここでは世の中、人の役に立つために開発していることをお聞きして感動、共感しま

した。また、脳波を使った新しいアイテムを提案するグループプレゼンをおこいました。 

・Originate 

Originateの説明をお聞きしたあと、アプリのグループプレゼンをおこないました。プレゼンの質疑応答

では「どこで、どうやって儲けにするの？」という質問がすべてのグループで聞かれました。今回プレゼ

ンしたどの企業も自分たちの提案をしっかりビジネスとして考えてくれていることを感じました。 

 

・今回の研修を終えて 

企業へのプレゼンテーションを終えると毎回、反省を繰り返していくうちに徐々にプレゼンテーション

の見せ方が良くなっていきました。出発前から言われていた「相手へのプレゼント」として相手をワクワ

クさせるプレゼンを考えていけるようになりました。 

このインターンシップに参加した理由は「いろんな分野、文化、考え方をもつ人々の話を聞いて自分の

視野を広げたい」という考えでした。実際、海外で働くこと、研究者としての道、起業してみるという選

択肢について考えが改まりました。また、今回関わった方が皆チャレンジ精神をもっていて、自分も刺激

を受けました。また、リバネス社長の丸さんからの「思ったまま言葉にしなければ何も変わらない」とい

う言葉を思い出し、最終的には積極的に行動するように心掛けました。受け身にならず主体的に動き、ア

ピールして自分から刺激を与えられるようになる手がかりをつかむことができたと思います。 

 

 

海外インターンシップ体験 
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    都市環境科学研究科	 分子応用化学域  	 （B・○M）	 2  年	  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 参 加 者 氏 名 	     	 江口 大地	 	 	 	 	 	 印 
                    	 	   

指導教員所属氏名       	 久保 由治	 	 	 	 	 	 印 
	 	 	 	 	 	 	 	  

１ 参加研修名 	 海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～	 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地 アメリカ, カリフォルニア州, サンフランシスコ 

４ 訪問先 
Plug and Play Tech Center, Evernote, Fujitsu Management services of 
America(FMSA), Fuji Xerox Palo Alto laboratory(FXPAL), Neuro Sky,  
Stanford University, University of California Berkeley (UCB), Originate 

５ 内容報告 下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 
2枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

	 この海外インターンシップ体験の目的は, どのようにキャリアをデザインして, どのようにそのゴ
ールを目指すかという能力を身につけることである。このインターンの内容は主に3つに分けられる。
1つ目は, 企業から事前課題が渡されていて, そのプレゼンテーション, 2つ目は, シリコンバレーで働
く人のキャリア講演, 3つ目はstanford universityやUCBといったシリコンバレーにある大学を訪問し
教授と研究のディスカッション, である。企業でおこなうプレゼンテーションは場所により, 個人で行
なったりグループで行なったりした。私はチームC(卯田, 中島, 吉田, 関)をサポートした。 
 
 今年は学生TAとしてこの海外インターンシップ体験に参加した。学生TAに求められる事として, 参
加者の伸びしろを伸ばすということがある。昨年は参加者として参加したが今年は180度反対のスタッ
フとして参加したため, 去年とは違う学びがあった。具体的に, 人を成長させるにはその人の主体性を
促すことが必要だとわかった。以下,今年の活動内容を報告する。 
 
〈Fujitsu Management services of America(FMSA)〉 
 FMSAでは, アメリカで働いている日本人のキャリア講演を聞いた。 
 
 吉田君は, 日本で行なっていた事前練習会では鋭い質問をしていたが, 前日のEvernoteでは積極的に
参加できていなかった。この原因として, 単純に体調が優れていないことが見てとれたのでしっかりと
睡眠をとらせた。すると, キャリア講演が終わった後, 一番最初に質問をして, 主体的に参加してい
た。 
 
 卯田君は所属している研究室から五線譜をカメラで読み込みこみ, 音を出すというプロダクトのデモ
機を持ってきていた。電気通信大学からの参加者である粕谷さんと関さんは義手のデモ機を持ってき

ており, Plug&PlayとEvernoteでデモプレイをおこなっていた。そのため, 卯田君も行なったらどうか
と提案したところ, FMSAでデモプレイをおこなった。これ以降, 訪問先でデモプレイをおこなった。
最初のプレゼンはたどたどしい所があったが, 回を追うごとにプレゼンテーションの仕方がわかりや
すくなり成長が見てとれた。 
 
 

 
※	 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 
また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 参 加 者 氏 名 	 	 	 	 	 江口 大地  	 	 	 	  
                    	  
	 	 	 	 	 	 	  

〈Fuji Xerox Palo Alto Laboratory(FXPAL)〉 
FXPALとはPalo AltoにあるFuji Xeroxの研究所である。ここでは, FXPALの技術を使用したビジネス
アイデアを提案し, チームプレゼンを行なった。	  
 
	 私のチームはShowhowという技術を選択した。プレゼンターである中島君は自信をもってこのプレ
ゼンに望んだが, 思っていた以上に評価を得られなかった。そこで, これまで自ら質問をしてこなかっ
た中島君がフィードバックをもらいに技術者のところに向かった。 
 
	 訪問場所間の移動はチーム毎にタクシーでおこなっていた。移動時間は課題についてチームで話し

合いをしたり, 訪問した場所のフィードバックをかけ, 頭の中を整理する貴重な時間である。しかし, 
スタッフが話の口火を切らなければ沈黙し寝てしまうことが多いので, いかに移動時間を活発にチー
ム内でディスカッションさせるかが重要である。卯田君がPlag&playやFMSAでおこなった自己紹介
は好評価を得たので, FXPALのチームプレゼンの最初にもやるのはどうかと提案した。ただ自己紹介
するのではなく, プレゼンの内容と整合性のあるような自己紹介をすることを要求した。難しい課題を
出したが, 卯田くんはプレゼンテーションの内容と整合性のある自己紹介をおこなった。 
 
〈Stanford University, University of California Berkeley〉 
	 Stanford University, UCBでは自分の興味のある研究をおこなっている教授にアポイントメールを
送り, 日程と時間を調整しディスカッションをしに行く。私はEric T.Kool教授とアポイントが取れて
いる近藤君に同行した。近藤君はここまで, このインターンに主体的に取り組んでいなかったが, この
訪問では『この研究室に何をしに来たのか』というKool氏からの問いに明確に答え, 自ら持っていた
問いをKool氏に投げかけるなど主体的に取り組んだ。それに加えてこの訪問後に,アポイントを取れて
いない教授のところへ突撃で訪問したいと近藤君が言ったので, それにも同行した。結果的にその教授
には会う事ができなかったが, その教授の居室に行くために, 道行く人や受付の人に話しかけ積極的
に情報を仕入れようとしていた。 

 
今回, 学生 TAとして参加し昨年とは異なる学びがあった。参加者を成長させるためには主体性を促

す事が何よりも重要であることがわかった。私は博士後期課程に進学予定である。博士課程は修士課

程よりも, 研究室全体をマネージメントする能力が要求される。その中に研究室の後輩の教育がある。
研究は一人で行なうものではなくチームで行なうものである。チームとして底上げをする事は私自身

の研究の質の向上にもつながる。そのため, 今回の海外インターンシップ体験は今後の私の研究生活に
生かす事ができると考えている。 

 

海外インターンシップ体験 

 
Figure 1. Kool教授と近藤君 

 
Figure 2. 卯田君のデモプレイ中の様子 
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    理工学研究科    物理学   専攻   （B・○M） 1  年  

 

            参 加 者 氏 名      生田 昌寛     印 

                        

指導教員所属氏名     大橋 隆哉     印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～ 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地  San Francisco 

４ 訪問先 
 Stanford University, UC. Berkeley, Plug and Play, Evernote, Fujitsu 

 FujiXerox Palo Alto Lab, Neuro Sky, ORIGINATE 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

 今回の海外インターンシップ体験では 4 つの企業と 2 つの大学へ訪問しました。今回の研修では、

カリフォルニア州のシリコンバレー周辺の企業や大学を訪問し、実際に海外で活動を行う日本人や現

地の人々と交流をすることで、我々の意識改革を行い、学生の自主性を引き出すことを目的として研

修を行ってきましたのでそれぞれ企業、大学別に報告します。 

① Plug&Play 

この機関は上場する前の企業が集まるところで、お互いにコラボなどをして会社のセットアップをす

ることを手助けしている、いわば Silicon Valley の始まりのようなところでした。ここでは、どのよ

うな企業が集まっているのか施設見学をし、Vice President にこの企業の説明をしていただき、その

後 Plug&Play で働く 2 名のベネッセの社員のお話を聞き、最後に 2 分間の自己紹介を英語で行いま

した。以前から良く練って作った自己紹介でしたが、シリコンバレーで働く方にはあまり響かないプ

レゼン内容となってしまいました。自分たちのプレゼンには『私は情熱、やる気だけは負けないとか

自分には協調性がある』 といった内容が多かったのですが、シリコンバレーの人にとって Passion や 

Cooperation は当たり前のことであるため言う必要はないという評価を頂きました。それよりも自分

自身はどのような考えを持ち、どのようなアクションをしているか、それがどのような結果を得てい

るのかというような事の方が重要だと教えていただきました。どの世界でも通用するアドバイスだと

思います。これから先自分を売り込んでいく機会を経験する時は、この失敗から得たアドバイスを教

訓としてたくさんの事にいかして行きたいと思います。 

 

② EVERNOTE 

EVERNOTE で働く日本人社員の近藤さんからキャリア形成のお話をしていただき、その後事前に与

えられていた課題のプレゼンを日本語で行いました。課題は『EVERNOTE が今後どのような企業と

コラボすることでどのような収益を得ることができるか数字込みで説明してください』という内容で

した。3つのグループで発表し、我々のグループは『EVERNOTE×住宅会社』を提案しプレゼンを行

いました。内容自体は近藤さんに誉めていただきましたが、それを実現するための説明(技術的な補足)

が抜けてしまっていたため完全に納得させることはできませんでした。 

EVERNOTE では、企業へのプレゼンの難しさを実感するとともに、自分のやりたい事を全力で行う

姿勢が大切だと言う事を近藤さんから学びました。 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ体験 
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③ FUJITSU 

アメリカで働く日本人社員のお話を聞き、その後はフリーディスカッションを行いました。社員の皆さん

に共通していた事は『自分のやりたいことを実現するために今まで努力されてきた』ということでした。

自分はグローバルな環境で活躍される方々に対し、語学の壁にどのように向き合ってきたのか?いつ頃から

グローバルな環境に行く事を目指し始めたのか？周囲からはどのような反応をもらったのか? という 3 つ

の質問を中心にお話をさせていただきました。自分の好きな事に対して、語学の壁を怖がらない姿勢、周

囲の声を押し切って行動へうつせる強い気持ちなど、今の自分に足りないことが多く、とても勉強になり

ました。 

 

④ FXPUL 

会社の説明後、事前にあたえられた課題のプレゼンを行いました。LoCoと言う FXPUL の技術を用いた新

しいビジネスの提案という事で我々のグループは『病院とコラボ』をテーマにプレゼンを行いました。最

近広まりつつある電子カルテにこの技術を組み込む事でどのような利益が出るか数字込みで説明しまし

た。英語での発表のため、言葉でうまく伝えられない分スライドを見て理解できるようにスライド作りに

も気をくばりました。発表では思い通りにプレゼンを行うことはできませんでしたが、スライドのおかげ

で相手には言いたい事は伝えることができました。発表後には我々の目のつけどころは良いことを誉めて

いただき、実現の可能性について FXPUL の社員同士による話し合いが行われていました。世界的に大き

な会社に向けたプレゼンはその前にプレゼンを行った EVERNOTE とは雰囲気が違う様に感じられまし

た。より堅実なものを求められていた印象をうけました。また、多くの人に意見をもらって、将来のプラ

ンを決定していくという会社の方針に共感をもつ事ができました。 

 

⑤⑥ NeuroSky, ORIGINETE  

この 2 社も事前に与えられた課題に対するプレゼンを行いました。NeuroSky は脳波を使った新しいアイ

ディアの提案、ORIGINATE は語学用アプリの提案を英語でおこないました。この 2 社でのプレゼンは相

手側にプレゼンの勝敗をつけてもらう方式になったため各グループでかなりレベルの高いプレゼン大会に

なりました。我々のグループは企業がどのようなものを求めているのかを考え、NeuroSkyはより斬新なア

イテム、ORIGINATE はお金になるアプリを提案しました。発表も英語でしたので事前練習を行い本番へ

挑みました。結果は相手が求めていたアイディアに一番近いものを提案する事ができ、2社とも 1位を獲得

する事ができました。発表後の企業の方から頂いたコメントから NeuroSky は人の役に立つアイテム、

ORIGINATE はお金になるアプリを求めている事がわかりました。この 2 社へ向けたプレゼンをする事で

プレゼンの中でどのような事が重要になるのか少しだけ分かった気がします。それは相手の方針にうまく

はまるアイディアを良く考える事だと思います。発表も大切になってきますがそれよりもアイディア勝負

のような気がしました。 

 

⑦ 大学訪問 

Stanford と UC,Berkeley の研究室へ事前にアポを取り訪問をしました。訪問して向こうの Doctor の方や

教授の方に自分の研究内容を発表しディスカッションを行いましたが、自分が行っている分野と同じ宇宙

系の研究室へ行ったため知っている言葉が出てきたので訪問先ではすんなりこなす事ができました。また、

世界的に有名な大学でしたが、特別にすごい事はやっていなく、自分たちと同じような事をやっていると

いう印象をうけました。大学訪問で最も苦労した事は訪問よりも事前にアポを取る事でした。合計で 15通

送りましたが、返事が返ってきたのがたったの 2通でした。かなり考えてメールの文章を作成しましたが、

見られる事なく捨てられてしまったに違いないです。少し長く書き過ぎた事が原因だとかんがえられます。

今後このような機会が会ったらシンプルな文章を心がけていこうと思います。 

 

 

海外インターンシップ体験 
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    理工学研究科  物理学  専攻   （B・○M ）  1年  

 

            参 加 者 氏 名    中島拓也       印 

                        

指導教員所属氏名   青木勇二       印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～ 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地 サンフランシスコ（シリコンバレー近郊） 

４ 訪問先 

Stanford University、University of California Berkeley (UCB)、Plug and Play 

Tech Center、Evernote、Beans International、Fujitsu Management Services 

of America(FMSA)、FujiXerox Palo Alto Lab (FXPAL)、Neuro Sky、Originate 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

 （１日目） 

・Plug and Play Tech Center 

Plug and Play の紹介やシリコンバレーのビジネスの考え方、駐在している日本人の方から

キャリアトークを聞き、その後 2分間の自己紹介プレゼンを行った。シリコンバレーではビジ

ネスをシェアしてフィードバックをもらい、速いスピードで成長していくという場所であると

いうことが分かった。また、シリコンバレーでのプレゼンは説明的にならないほうがいいとい

う話が印象に残った。自己紹介では２分間発表の中に自分のエッセンスを詰める作業が必要だ

ったため、自分自身について深く考えることができた。 

・Evernote 

 社員の近藤氏よりアメリカでのキャリアについてのお話を伺い、その後“Evernoteがどんな

会社とパートナーシップを締結するか”についてプレゼンを行った。シリコンバレーではエン

ジニア個人が大きな主体性、ターゲットを持っているのは当たり前で、そこから幅広い知識を

持っている必要があるとわかった。プレゼンの作り方については結論から話し、余計なものは

入れないというアドバイスを頂き、その後のプレゼン作りの参考になった。 

・Beans International 

 社長の遠藤氏よりシリコンバレーと日本の考え方の違いについてのお話を伺った。シリコン

バレーにはハードウェアの会社がたくさんあり、対照的に日本ではグリーや、ディーエヌエー

などソフトウェアの会社が多いと伺った。ソフトウェアは事業が短期間であるのに対し、ハー

ドウェアは長期間の事業になり、結果的に雇用を生み出すということを学んだ。また、ビジネ

スの成功にはセンスも重要だが、井戸端会議のようなもので情報、噂を入手することが重要と

いう話は新鮮だった。 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ体験 
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（2日目） 

・FMSA 

岡野氏やその他の社員にこれまでのキャリアについてのお話を伺った。岡野氏のお話の中で

大学院では根底のスキルとして問題解決能力を身に付けるべきだというお話が印象に残って

いる。この能力は研究においても、就職した後の仕事においても重要であると思うので、普段

の研究生活でも意識していきたい。 

・FXPAL 

 Rowe 氏より会社及び開発製品の紹介をしていただき、その後 FXPAL の技術を使ったビジ

ネスについてのアイデアプレゼンを行った。ここでのプレゼンは、内容を詰めるのに時間を多

く裂き、発表の練習があまりできずなかなか相手に伝えることができなかった。このことより、

プレゼンは相手に伝えるということが大事で、そのためには内容もだが、プレゼン時の伝え方

もより大事になるという反省点がうかんだ。 

（3日目） 

・Stanford University 

 ロバート B. ラフリン氏を訪問し、“科学と人間社会のあり方”についてディスカッション

を行い、その後 Hirai 氏を訪問し研究についてのディスカッションを行った。海外で、自分と

同じテーマで研究する研究者と実際に会ってディスカッションをするという経験は、とても刺

激的なもので、今後の研究生活の大きなモチベーションになった。 

・Neuro Sky 

伊藤氏より Neuro Skyや脳波についての紹介をしていただき、その後脳波を使った新しいデ

バイスについてプレゼンを行った。前日の反省で、プレゼンの意識を変えた結果、相手に伝え

たいことが伝わったと思う。しかし、プレゼンに対してのフィードバックの中で、英語でプレ

ゼンすること自体は簡単だが、質疑応答するのが難しいという言葉があり、英語の勉強の必要

性を感じた。 

（4日目） 

・UCB 

UCBキャンパス構内とその周辺を見学した。世界でも有数の大学ということで、建造物の歴

史を感じさせる雰囲気に圧倒された。構内の一角では学生団体が抗議活動している様子が見ら

れた。大学生活の日常にそういった光景があるのに驚きを感じ、私を含め日本の学生の、自分

の周りの環境についての無関心さなどを実感した。 

・Originate 

会社とその事業に関して紹介していただき、研究に使える携帯デバイスのアプリついてアイ

デアプレゼンを行った。 

ORIGINATEは事業分野を問わず多く手がけており、成長したものを新事業にして売却するとい

うスタイルをとっていて、新時代の IT ビジネスのあり方を学ぶことが出来た。プレゼンに対して

のフィードバックでは「どうやって利益を得るか」や「競争相手は誰か」など、新たなビジネスを

始める際の考え方を教えていただいた。この考えは普段の研究生活ではなかなか考えなかったが、

お金のことを常に頭に入れておくことは今後の研究や、仕事において大事だと思う。 
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            参 加 者 氏 名    渡邊啓太        印 

                        

指導教員所属氏名   佐原宏典        印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～ 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地 サンフランシスコ，シリコンバレー 

４ 訪問先 
Plug & Play, Evernote, FUJITSU, FXPAL, Neuro Sky, ORIGINATE, UC 

Berkeley, Stanford University 

５ 内容報告 
下記に記入のこと．（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること． 

2枚までにまとめること．適宜、写真、図を含めてよい．） 

  

海外インターンシップ体験を通して多くのことを学んだ．まずは振り返って学んだことをま

とめたいと思う．実施研修中で最も手ごたえを感じたことは企業へのプレゼンテーションの仕

方を効果的に学べたことである．企業へのプレゼンテーションは事前にグループで課題として

与えられ，計 4 つの企業に自分たちの考えた事業アイデアをプレゼンすることになった．事

前研修でプレゼン資料を作ってはいたが，数分間で相手に自分たちのプレゼンを理解させるの

に苦労した．最初の企業では余分なスライドや話が長すぎたりして課題が浮かびあがった．次

のプレゼンではもっと改善しようとグループで再度話し合い，今まで作った資料を作り直し，

それこそ眠いのを我慢してプレゼンの改善に努めた．日を追うごとに企業へのプレゼンは改善

し，最後の企業のプレゼンをやった時，社員の方からビジネスモデルができていると評価を頂

いた．その言葉を聞いてプレゼンの質が目に見えて改善できたことを実感できた． 

 

次に手ごたえを感じたのはアメリカと日本の大学の違いを学べたことである．私達は

Stanford大学と UC Berkeley の研究室訪問を行った．事前に訪問したい研究室にメールでア

ポをとり実際に行って研究や日常生活についてディスカッションを行った．また，大学のカフ 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること． 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること． 
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ェテリアで実際に食事をしてアメリカの大学の文化の違いを学んだ．UC Berkeley の研究者からアメリカ

の大学はとても忙しく，常に勉強しなくてはならない状態で就職活動のことさえ忘れるほど勉強に没頭し

なくてはならないと聞かされた．特に大学院生になると日本ではバイトをしている人が見られるが，アメ

リカではそんなことができないくらい忙しいそうである．その勉強の姿勢に驚きつつも日本の研究も負け

てはいないと教えてもらった．また，カフェテリアでは様々な人種が一緒のグループになって話している

のを見てこれが本当の多様性と衝撃を受けた．海外の大学の研究室訪問は私に多くの刺激を与えた．

 

 最後にこの一週間で手ごたえを感じたことは自分の行動力に磨きがかかったことだ．一流の人を意識し

て常に人より前に進む意識で物事に取り組んでいたが，アメリカで働く人達の話を聞いて彼らはそれが当

り前であるということだった．やはり自分のやっていることは間違っていないと思うと同時にさらにその

人たちよりも一歩前に進む積極さを持つべきだと感じた．実際最終日にサンフランシスコ市内観光をした

時に積極的に自分が博物館の見学ツアーをたてたり，グループを引っ張っていったことは彼らが刺激にな

ったことは確かである．帰国してから，人に道を聞くことが億劫に感じていたことが，今までやってこな

かった自分は何かしらチャンスを失っていたのだなと気付いた．これからは周りなんて気にせず積極的に

行動していきたい． 

 

 この体験を通して私は様々なことを学んだ．この学んだことを自分のネクストステージでも活かしてい

きたいと思っている． 
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１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～ 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地 サンフランシスコ 

４ 訪問先 
Evernote, 富士通アメリカ, Originate, Plug＆Play, NeuroSky, FxPal,  

スタンフォード大学, UC Berkeley 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

 今回のインターンシップでおこなった事は主に 3 つである。それは上記に記載した訪問先企業の社

員とディスカッションをした事, プレゼンテーションをした事, 大学の教授と研究についてディスカ

ッションをした事である。そして本インターンシップを通じて私が得られたと思う事は主に 2つある。

それは様々な価値観を持った現地の社員と接することで私自身の考え方の幅を広げ, 仕事（働くこと）

に対する理解を深められた事, 失敗を恐れずに挑戦する姿勢を行動に移すことができるようになった

事である。 

 

 

○上記に記載した訪問先企業の社員とディスカッション 

訪問先企業の社員の方には仕事の考え方や海外で働くとはどのようなことかについて話を聞きまし

た。多くの現地社員との交流で特に印象に残ったコメントについて述べる。 

 

「共有することで成長が速くなる」 

 これまで, 私は持っている情報や知識を共有したら他の人と差がつかなくなると考えていた。しか

し, 共有することは相手に伝える必要があるため, 自身の理解が深まる。さらに異なる価値観を持つ人

の意見を聞けば, 幅広い視野での考え方が可能な事を知ることができました。 

 

「基本的な事が分かっている事が新アイテムの創製に関わる。」 

 ものづくりの研究をおこなう私に一番必要な事だと思いました。これから, 漠然と実験するだけでな

く, 基本的な事を理解した上で研究を進めていく必要があると改めて感じました。 

 

「頑張った分のはねかえりとして楽しさがくる。中途半端な頑張りだと楽しさも中途半端になる。」 

 この考え方を持てれば, 仕事 (何事) でのモチベーションを向上・維持につながると思う。 

 

 

○プレゼンテーション 

 Plug＆Play (個人) , Evernote, FxPal, Neurosky, Originate (グループ) でプレゼンテーションをおこない

ました。グループプレゼンでは主に新アイテムの提案についての課題を頂きました。各々のプレゼン

テーションは 2週間ほど前から準備をおこない, TAやスタッフの方からアドバイスを頂きながら作成 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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しました。その際に競合他社で作られていないアイデアを出すことや新アイデアをどのようにビジネ

スにつなげるかに苦労しました。訪問先企業でプレゼンテーションをした時の印象は働いている人の

ビジネスへの執着心が予想以上でした。 

 

 

○ 大学の教授と研究についてのディスカッション 

事前に, スタンフォード大学と UC Berkeley の研究室にアポメールを送り, 許可を頂いて訪問し, 互

いの研究について議論しました。 

これまで, 私は学会などに出たことがなかったため, 自身の研究を分かりやすく英語で伝えるのに

苦労しました。しかし, 私の研究を知ってもらえる事が出来, 適切なアドバイスを頂くことができまし

た。また, 教授が研究について紹介している際に気付いた事がある。それは自身の研究を本当に楽しそ

うに話している事である。そのため, 教授の研究が魅力的に聞こえてきました。これから就職活動の際, 

研究について相手に伝える機会が増えるので実践していきたいと思っている。 

 

 

 

Figure 1 スタンフォード大学にてWaymouth教授と伴君 
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１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2013年 11月 4日（月）～ 2013年 11月 11日（月） 

３ 研修地 アメリカ合衆国サンフランシスコ州 

４ 訪問先 

Stanford University、University of California Berkeley (UCB)、Plug and 

Play Tech Center、 

Evernote、Beans International Corporation、Fujitsu Management Services 

of America 

(FMSA)、FujiXerox Palo Alto Lab (FXPAL)、Neuro Sky、Originate   

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

  

全体として、シリコンバレーでベンチャー企業を起こしてお金を稼ぐ人たちは、ソフトウェア

関連が多いことと、知識を共有して発展速度を上げることを考えていることがわかった。さら

に、ビジネスの場では、アイデアだけでなくお金を稼げ、人もしくは世の中をよくする物が適

していることがわかった。また、プレゼンテーション技術の向上になった。 

具体的には、プレゼンテーションは先ずプレゼンをする相手が何を求めているかを把握し、そ

れに応えることが大切である。プレゼンでは、例えば問題解決型であれば、問題を提起してそ

の解決方法と結果を提示するが、このあたりを主張しなければ、結局何が言いたかったのかわ

かりづらくなる。また、ここでの問題が良い問題であればそれだけで価値がある。などといっ

たことが、実践を通すことで、体感的に理解できた。 

シリコンバレーにソフトウェア関連会社が多いのは、薬関連の会社などでは製品になってお金

が発生すまでに多くの時間がかかるが、ソフトウェアならそれよりも早くお金を稼ぐことがで

きるため、ベンチャー企業に適しているからである。 

以上が全体を通しての成果である。 
 

Plug and Play Tech Centerでは相手のニーズに応えることの重要性がわかった。自己 PRでも自

分の行ってる研究が相手側のどこに役立つのかがはっきりしなければ、いかに素晴らしい研究

をしていようが、欲しいとされないことを体感した。 

Evernoteではビジネスにおいて、タイアップすることは、双方のメリットとタイアップするこ

とで生まれる価値を明確にしなければならないということを学んだ。 

Fujitsu Management Services of Americaでは、日本とアメリカの就職活動の違いについての知識

が得られた。日本では新卒採用が基本的で、そこで多くの学生を採用してしまう。しかしアメ

リカではそこまで多くなく、実績を作って、そのあと就職するといったことが基本的であるよ

うだ。実績とは、賞などだけではなく、インターンシップなども実績に含まれる。事実、今回

訪問した Evernote の社員のアメリカ在住の日本人の方は、インターンシップをしてそのまま

入社したそうだ。 
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FujiXerox Palo Alto Lab (FXPAL)では英語のプレゼンだったため、海外に向けてのプレゼンの

方法が学べた。重要な事は、結論を主張することであることがわかった。他にも、基礎科学に

会社はお金を出せないことを知れた。理由は、製品として 10 年や 20 年で成功するかわから

ない物にはお金は出せないそうである。基礎科学にお金を出すのは、政府がやることだそうだ。 

Neuro Skyではシリコンバレー特有のスタイルがみれた。面白そうでお金になりそうで人の

ためになりそうなことをやっている人には、勧誘をその場でしていたりした。（冗談かもしれ

ないが）また、製品として物を売り出すには外見は重要で、カッコ悪い製品だと売れないそう

だ。 

Originateではビジネスとしてのプレゼンでは何が必要かを学んだ。競合他社の存在と、ビジ

ネスとしてどうお金を稼ぐか、などが必要な情報であるそうだ。 

Stanford University、University of California Berkeley (UCB)では、アメリカの大学と日本の大

学の違いがわかった。UCBは州立大学で、市民権開放のデモを行っていて、警官のような人

がそこらにいて多民族国家の雰囲気が味わえた。それと偶然なのかもしれないが、中国系の人

もそれなりにいたので、中国の規模の大きさも同時に知ることができた。 
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