
2009年 5月に米国ネバダ州リノで Intel ISEF 2009 が開催されます。Intel ISEF

2009 への出場に備え、3月26日から 3月29日までの 4 日間、国際的な舞台でのコ

ミュニケーション力やプレゼンテーション技術の向上を図るファイナリスト研修会がイン

テル株式会社 東京本社で開催されました。このファイナリスト研修会は、独立行政

法人 科学技術振興機構 (JST) の協力、NPO 法人 日本サイエンスサービス

(NSS) とインテル株式会社によって共催されています。

 
 
ファイナリスト研修会に参加した 6 プロジェクトの高校生
 
Intel ISEF 2009 に参加するファイナリストは、朝日新聞社主催の第 6 回 ジャパン・サイエンス & エンジニアリング・チャレンジ

(以下、JSEC) と読売新聞社主催の第 52 回 日本学生科学賞で上位入選を果たした、以下の 6 プロジェクト、10 名の

高校生です。

「高麗川水系ナミウズムシの生殖様式と生殖転換因子に関する研究」

(埼玉県立川越女子高等学校 江田優紀さん)

プラナリアの一種であるナミウズムシが生殖器官による有性生殖を行う要因について調べた研究。無性生殖のみ

で増殖する個体を低温条件で飼育したところ、数個体で卵巣が観察でき、環境条件の悪化によって有性生殖に

変わる可能性を発見しました。

「PC を利用した画像処理によるロボット制御に関する研究 - 3 次元 CAD と RT ミドルウェア導入による

開発の効率化 -」

(開成高等学校 宇山慧佑さん)

自ら画像処理を行えるパソコンを搭載したサッカーロボットを設計、製作しました。3 次元 CAD によってロボット本

体を設計したり、ロボット・テクノロジー (RT) ミドルウェアを使ってロボットを制御するソフトウェアを部品化している点

が大きな特徴です。

「バラタナゴの産卵を解発するドブガイの信号刺激 - バラタナゴはドブガイ模型に産卵するか -」

(清風高等学校 谷口文章さん、辻井悠希さん、杉本優さん)

コイ科の淡水魚であるバラタナゴが、二枚貝のドブガイに産卵する誘因について調査した研究。ドブガイの模型を

使って比較実験を重ねた結果、ドブガイ特有の色や形状、吐き出す水のアミノ酸組成と適度な流速が信号刺激

として重要であることを突き止めました。

「ヨセフス問題とパスカル的三角形」

(関西学院高等部 山内俊幸さん、井上貴文さん、松井啓史さん)

パスカル的三角形やヨセフス問題に関する研究。フィボナッチ的数列を 2 の m 乗 (m は自然数) で割ってできる数

列に周期性があることや、ヨセフス問題に関して、両方向に取り除いていく解を奇数と偶数に分けると規則性がある

ことを証明しました。

「筋電位計測システムの開発とその応用」

(奈良女子大附属中等教育学校 西田惇さん)

特に腕の動作によってコンピューターを直感的に操作できるようにするシステムの研究。筋電位の増幅回路やノイズ

除去フィルター、筋電位の閾値判定アルゴリズムなどを独自に開発し、実際にモーターカーやゲームの操作を腕の

動作だけで行えることを確認しました。

「ハエの寿命を延長させる最適光条件の発見 - 変態時期に着目して -」

(早稲田大学高等学院 井澤佑斗さん)

ショウジョウバエの光条件と寿命の関係を調べた研究。ショウジョウバエの変態時期に着目し、それぞれの時期に明

暗条件と恒暗条件のどちらかを与えて寿命の変化を調べたところ、成虫期を恒暗条件としたときに寿命が延びるこ

とを突き止めました。
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多方面からの支援によって成り立っている Intel ISEF の日本チーム
 
初日には、独立行政法人 科学技術振興機構 (JST) 理数学習支援部 調査役

(才能教育・ロールモデル担当) の日紫喜豊氏からご挨拶をいただきました。JST

は、日本国内における科学技術基本計画の中核的実施機関として、イノベーショ

ンの源泉となる研究成果を創出するところから社会や国民に還元するまでを総合的

に推進しています。その一環として、国際科学技術コンテストや Intel ISEF 提携フェ

アの支援なども行っています。日紫喜さんは、ファイナリストの皆さんが将来的に大学

などでさらに研究したいときにもサポートできる体制が整っていると語りました。このよう

に、Intel ISEF の日本チームの活躍は、インテル、NPO 法人 日本サイエンスサービ

ス (NSS) 、JST など、多方面からの支援によって成り立っています。

なお、今年のファイナリスト研修会は、NSS の松本美紀さん (国土技術政策総合研究所) が中心となって企画運営が行

われ、千田直子さん (筑波大学大学院) や下山せいらさん (筑波大学) 、柴田恭幸さん (筑波大学大学院) をはじめとす

る数多くの NSS スタッフによって支えられています。

 
 
ファイナリストをサポートするゲストの皆さんが応援に駆けつける
 
ファイナリスト研修会の期間中には、半導体技術関連の研究を実際に行っている研究者の方が応援に駆けつけ、英語に

よるプレゼンテーションがどのようなものなのか、また多くのファイナリストがこれから進学する大学や大学院の仕組み、研究者

に求められる能力などについて伝授する場が設けられました。

初日は、慶応大学黒田研究室で博士後期課程に在籍している吉田洋一さんが、

アメリカで実際に発表した研究内容をもとに英語のプレゼンテーションを披露しまし

た。本格的な英語のプレゼンテーションを目の前にしたファイナリストたちは、初めて見

る本場の雰囲気に驚きを隠せない様子でした。その後、吉田さんを囲んでの昼食

会が設けられましたが、ここでは英語のプレゼンテーションでどのような点に注意すれ

ばいいのかといった質問だけでなく、吉田さんの研究内容に対するかなり専門的な質

問を投げかけるファイナリストも見受けられました。

 

3 日目には、米国のインテルでのインターンシップ経験を持つ東京工業大学大学院

理工学研究科所属 助教の宮原正也さんが、現役の研究者という立場から大学

の研究、博士号 (Ph.D) を取得するために必要なこと、研究者に求められる能力な

どについてアドバイスを行いました。宮原さんは、国内と海外、そして大学と企業で

研究をしてきた多彩な経験をもとに、大学と企業で研究のスタンスがどのように異な

るのかを具体的に説明しました。また、研究職に就くなら少なくとも大学の博士前

期課程を修了した方がよいことや、世界で広く活躍するなら博士号を取得した方が

よいこと、研究者に求められる能力として、純粋な心で研究に打ち込める飽くなき

探求心、チームプレイである研究を円滑に進められる協調性、自分の考えを熱く

伝えるコミュニケーション能力などであるとのアドバイスがありました。

 
 
ファイナリストをサポートするインテル株式会社の社員たち
 
ファイナリスト研修会の期間中には、インテル株式会社の社員も連日のように訪れました。初日には、ファイナリストたちの視

野を広げる目的で、科学技術に精通したインテル社員との交流を図る昼食会が設けられ、進路や職業選択についての会

話がはずみました。2日目の昼食には、日本語を母国語としないインテル社員が参加し、ファイナリストたちは研修で学んだ

英語会話を実践しました。

2 日目には、インテル株式会社取締役 副社長の宗像義恵が応援に駆けつけました。宗像は、Intel ISEF を支えているイ

ンテルという会社の歴史と、これからインテルが取り組まなければならない技術的な課題について分かりやすく解説しました。

1968年 7月の創業当時からの理念は、技術者のアイディアで起業して世の中に貢献したい、また現場にいる技術者が会

社の経営に対して参画できる会社を作りたいというもので、このような企業理念は今でも脈々と受け継がれており、現在で

は世界最大の半導体企業となるまでに成長しました。

インテルは、技術の限界をさらに押し上げるチャレンジを常に続けています。そのためには、柔軟な頭脳を持つ若い技術者の
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力が必要です。そこで、インテルは、科学技術の発展とそれに寄与する研究者や技

術者の育成にも力を入れています。初日に英語で模範プレゼンテーションをしてくだ

さった慶応大学の吉田 洋一さんは ISSCC (半導体回路技術の国際会議) で優秀

な論文を発表したこと、またそのような世界で一流と認められた研究者を身近に感じ

ながら、自分たちのお手本としてぜひ頑張ってほしいと激励しました。

 
 
前年度に出場した先輩による Intel ISEF 体験談
 
初日には、Intel ISEF 2008 に出場し、動物科学部門 (Animal Sciences) で 2 位

を受賞した坂口穂菜美さんが、前年度の Intel ISEF 体験を披露しました。Intel

ISEF 2008 で撮影した写真や動画を前面の大型スクリーンに映し出しながら、出発

前に準備した荷物の様子、現地の空港に降り立った瞬間の心境や現場の雰囲

気、アブストラクトの承認やパネルをセットアップする流れ、審査を受けるときの緊張

感、会期中に最も盛り上がる授賞式の様子などを熱心に語っていました。

また、Intel ISEF で恒例となっているピンバッジ交換やファイナリスト限定のダンスパー

ティーについても紹介がありました。ピンバッチ交換は、パーティーだけでなく会場そば

の路上でも日常的に行われ、その相手は Intel ISEF のファイナリストだけでなく、その

家族や友人、中にはピンバッチ交換のためだけに訪れる人さえいます。さらに、一般公開日は日本ならではのものを用意した

方がよいというアドバイスがありました。また、百円均一ショップで購入した小物もプレゼントとして大人気だったそうです。

 

 
英語によるコミュニケーション・トレーニング
 
ファイナリスト研修会では、英語を母国語とする語学インストラクターによって、本格

的な英語でのコミュニケーション・トレーニングが連日行われました。このトレーニング

は、常に英語のみで話し合うことにより、とにかく英語に慣れ親しみ、最終的には

Intel ISEF のファイナリストとしてふさわしい英語の素養を身につけることを目標として

います。

 
 
現地でのプレゼンテーションと展示パネルの準備
 
3 日目以降は、Intel ISEF で実際に披露する英語によるプレゼンテーションの練習

やパネル作りが行われました。インテルの社内英語教育インストラクターと ISEF に出

場経験のある NSS スタッフがプロジェクトごとに付き添い、口頭練習や発表パネルの

作り込みを繰り返すことで、プレゼンテーションの質を高めていきました。英語インスト

ラクターは英文の言い回しや発音について、NSS スタッフは科学的な見地から研究

内容についてそれぞれ専門的なアドバイスを行いました。

 



 

 
ファイナリスト研修会の成果を確認しあう最終プレゼンテーション
 
最終日の締めくくりには、ファイナリスト研修会の成果を確認しあう場として、当日の

雰囲気を想定した英語によるプレゼンテーションと質疑応答が行われました。ここで

は、実演後に発表者の姿勢や発声、ジェスチャー、アイコンタクトなどを細かくチェック

していきました。また、この発表の模様をビデオカメラにも収録しました。

プレゼンテーション中の改善すべき点については、NSS スタッフや英語インストラクター

から具体的なアドバイスがありました。例えば、欧米ではアイコンタクトがたいへん重

要で、発表中には審査員に目を配りながら説明すると印象がよくなること、また英語

の発音にはメリハリを付けて強調すべきところは特に元気よく話すべきであることなど

が伝えられました。Intel ISEF への出場を目前に控え、ファイナリストの誰もが真剣な

眼差しで NSS スタッフや英語インストラクターのアドバイスに耳を傾けていました。

 
 
ファイナリスト研修会を締めくくる結団式
 
すべての研修プログラムが修了したら、ファイナリスト研修会を締めくくるイベントとし

て、トレーニング期間中をともに過ごした Intel ISEF 2009 のファイナリスト、NSS ス

タッフ、教員、インテル社員の志気をお互いに高め合う 『結団式』 が開催されまし

た。今年の結団式の幹事は、NSS の西條晃平さん (慶応大学) と下山せいらさん

(筑波大学) です。

 
 
Intel ISEF の出場そして審査経験を併せ持つ高橋先生からのアドバイス
 
結団式を主催した NSS を代表し、東京大学・ 高知大学名誉教授で NSS の代

表理事も務められている高橋正征先生が、結団式の主催者挨拶とともにファイナリ

ストに向けたアドバイスを行いました。高橋先生は、1959 年に開催された第 10 回

National Science Fair (ISEF の前身となる科学コンテスト) に出場された経験と

Intel ISEF の審査員経験をお持ちです。

高橋先生は、現地での審査の流れについて簡単に説明しました。まず、Intel ISEF

主催者が選考する Grand Award は、各プロジェクトに対して 10 人の審査員が発

表パネルの前に 15 分刻みで回ってきます。ここでは、「あなたの研究について簡単に

説明してください」と言われます。審査員は、アブストラクトをすでに熟読しており、前

日には発表パネルにも目を通しています。研究内容についてはおおむね理解しているので、その中から特にアピールしておき

たい部分を簡単に説明できるように準備を進めておくことが重要です。午前中に披露した 5 分間のプレゼンテーションを何

度も繰り返し練習することが、Grand Award にとって最も効果的な対策となります。一方、企業や学会などが選考する

Special Award は、さまざまな企業や学術機関から審査員が発表パネルの前まで訪れて審査します。こちらは、リラックスし

てアットホームな雰囲気で説明すれば問題ありません。

ファイナリスト研修会の 4 日間では、NSS スタッフがファイナリストたちに対してアドバイスを行いましたが、1 年経ったら今度

はファイナリストたちも翌年に出場する新たなファイナリストの指導役に回ります。指導役になるメリットは、後輩ファイナリスト

へのアドバイスを通じて指導役の自分自身も進歩できることです。最後に、高橋先生は、Intel ISEF の現地では思う存分

楽しみながら国際感覚を身につけ、帰国したら自分自身の経験を踏まえて来年のファイナリストたちをまた盛り上げてほしい

と激励しました。



内閣府、文部科学省、科学技術振興機構からの来賓祝辞
 
結団式では、内閣府、文部科学省、科学技術振興機構の方から祝辞をいただきました。野田聖子内閣府特命担当大

臣 (科学技術政策・食品安全) はビデオレターによる祝辞を、また文部科学省 科学技術・学術政策局 基盤政策課 課

長の川端和明氏と独立行政法人 科学技術振興機構 理数学習支援部長の内丸幸喜氏はファイナリストたちの前で直

接祝辞を述べられました。

野田大臣は、ファイナリストたちを激励するとともに、日本国を代表する立場として外

交活動にも力を入れてほしいと語りました。Intel ISEF は、研究成果を披露するコン

テストであり、問題を解く能力だけでなく、問題の設定能力、研究活動を行うための

実行力、論理的で明快なプレゼンテーション能力が求めらるので、優れた研究成果

を自信を持ってわかりやすく、そして明るく情熱的にプレゼンテーションすることが何より

も重要です。また、Intel ISEF は国際交流の場であり、我が国を代表する外交官で

もあるという気概を持って存分に国際交流を楽しんでほしいと激励しました。また、

帰国後の凱旋報告も楽しみにしていると強い期待を寄せました。

川端和明氏は、これからの日本が目指す科学教育と Intel ISEF の方向性が一致し

ていることを述べた上で、現地でのプレゼンテーションを成功させるためのアドバイスをし
ました。日本人ファイナリストの研究は、厳しい国内選考を通過しているので、Grand

Award の有力な候補となる研究が多く含まれています。しかし、謙虚で控えめな日

本人らしい性格が出てしまって、現地でなかなかうまく受け答えができずに結果を残

せないことがあります。このため、プレゼンテーションの練習を重ねることに加えて、現

地で慌てないように想定される質問と回答をできる限り作り、それをしっかり覚えるア

プローチも有効であるとのアドバイスをいただきました。

内丸幸喜氏は、ワールド・ベースボール・クラシック (WBC) を例にとりながら、世界規

模の野球大会と科学研究の共通点について語りました。WBC は、言葉も文化も異

なる選手同士が野球の試合をプレイし、それをまた別の国の人がテレビなどで観戦

するという世界規模のイベントです。野球には厳格なルールがありますが、世界中の

人が厳格なルールのもとで成果を発表しあうという点で、科学研究も WBC に共通

したところがあります。ファイナリストたちは、理科の世界から科学研究の世界に一歩

踏み出そうとしています。全世界には 700 万人の研究者がいますが、ファイナリスト

たちもその世界を垣間見られる立場になります。最後に、内丸さんは、科学研究を

楽しんでいる世界中の人とボディーランゲージまでも活用して積極的に交流し、仲

良くなってきてほしいと激励しました。



Intel ISEF 2009 の出場に向けた意気込みを語るファイナリストの皆さん
 
ファイナリストたちには、ノーベル物理学賞を受賞された小林誠先生の応援メッセー

ジが書かれた色紙、そして日本国旗と NSS オリジナル・ピンバッチのプレゼントが

NSS から贈呈されました。これらのプレゼントを受け取ったファイナリストたちは、1 人

ずつ意気込みを語りました。

「4 日間の研修会を通じて、Intel ISEFの現場がどんな雰囲気なのかをつか

むことができました。これから出発当日まで準備を重ね、現地ではメンバー

全員で日本の高校生が世界にも通用することを示したいと思っています。ま

た、日本の外交官として何か貢献できることがあったらいいですね。 (井上

貴文さん)」

「今年の 1 月から準備を始めましたが、Intel ISEF の情報がまったくなかった

ので本当にそれが正しい準備だったのか自信がありませんでした。今回の研

修会で必要な情報がすべて揃ったので、これから何をすべきかがはっきり見

えてきました。これから出発当日までプレゼンテーションの練習を頑張りま

す。 (山内俊幸さん)」

「この研修会に参加して、自分でもものすごく上達できたと実感しています。

今までは学校の中でひっそりと実験をしていましたが、今回一緒に参加する

ファイナリストの皆さん、NSS の先輩方、企業の方などとお会いして、とても

広い世界を体験できました。Intel ISEFへの参加が今からとても楽しみで

す。 (井澤佑斗さん)」

「最初、日本学生科学賞をもらったときも自覚がなく、2009 年入ってからも

やっぱり自覚がなく、最近になってやっと自分も日本代表なんだと思い始め

て急に焦り始めました。不安いっぱいで研修会に臨みましたが、この 4 日間

でそれも取り除けました。今回学んだことを礎に Intel ISEFでは精一杯の力

を発揮したいと思います。 (江田優紀さん)」

「この 4 日間で特に英語の勉強が一気に進められました。いろいろな方の

お話を聞くことができて、知識の幅もさらに広がりました。また、どんな人にも

声をかけて、積極的に挨拶すべきだということも学びました。これからさらに準

備を進めていき、本番に臨みたいと思っています。 (杉本優さん)」



「この研修会では、NSS の先輩方や外国人教師の皆さんに英語の勉強を

助けていただきました。実は、地元に戻ったら学校で二者面談があるのです

が、クラス担任の先生が英語教師なので、英語で面談をやってほしいと言

われています。今回の研修会は、その予習にもなったかもしれません。 (谷

口文章さん)」

「高校を卒業し、大学が決まったばかりのタイミングでしたので、当初はまた

英語の勉強をしなければならないのかという気持ちで研修会当日を迎えま

した。しかし、実際に研修会に参加してみたら、目から鱗が落ちるような話

の連続で俄然やる気が出てきました。これからさらに Intel ISEF に向けて準

備を進めていきます。 (辻井悠希さん)」

「この研修会では、僕が抱えている難題のサポートをたくさんお願いしてしま

いました。Intel ISEF では、自分の研究発表を精一杯に頑張り、同時に他

のファイナリストの研究もたくさん見てきたいと思います。そして、来年には後

輩に何かアドバイスできれば、それが皆さんへの恩返しになるのかなと考えて

います。 (松井啓史さん)」

「Intel ISEF に向けた準備は、単に Intel ISEF で上位入選を狙うという目

的だけでなく、自分の研究を今一度見直せる重要な機会でもあると考えて

います。この研修会を通じて、自分の研究に対する理解もさらに深まったと

思います。Intel ISEF では、よい結果を残せるように精一杯頑張ってきま

す。 (西田惇さん)」

「Intel ISEF に向けた準備がまったく進んでいなかったので、皆さんにはいろ

いろとご迷惑をおかけしてしまいました。この研修会に参加して、大きく飛躍

できたと実感できるまでになりました。Intel ISEF が開催されるまでまだ 1 ヶ

月ありますので、何か結果を残せるように最後の最後まで準備を頑張りま

す。 (宇山慧佑さん)」

最後に、全員で勝利を誓ってファイナリスト研修会の幕が閉じられました。4 日間、

苦楽を共にした 10 人のファイナリスト。結団式が行われた頃には完全にうち解け

て、日本代表として一致団結したチームとなりました。インテルは、これからもさまざま

な形で数学・科学教育の振興を支援していきます。

 
* Intel ISEF は Intel International Science and Engineering Fair の略で、「インテル アイセフ」と発音します。 
** 出場者の所属学校名は、第 6 回 JSEC および第 52 回日本学生科学賞 受賞当時 (2008年12月) のものです。

 の略で、「インテル アイセフ」と発音します。

。


