
2010年 5月に米国カリフォルニア州サンノゼで Intel ISEF 2010 が開催されます。

Intel ISEF 2010 への出場に備え、3月25日から 3月28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) の協力のもと、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 2010 に参加するファイナリストは、朝日新聞社主催の第 7 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 53 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。

「Σkm の自作公式」

(徳島県立城南高等学校 平川一樹さん)

Σ (シグマ) の公式 (Σkm) について調べた研究。Σkm の自作公式と独自に考案した筆算 「Σ階段筆算」 によっ

て、Σkm の導出方法を多面的に検討した結果、自作したΣ階段筆算による方法が最も計算量が少なく、簡明

であることを発見しました。

「筋電位計測システムの開発とその応用 その 2」

(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。さらに改良された筋電位の

増幅回路とノイズ除去フィルター、フーリエ解析を用いた筋電位の新しい閾値判定アルゴリズムなどを独自に開発

し、実際に 9 種類のデバイスを製作してその実用性を確認しました。

「バイオマスの糖化に用いる新しい高分子酸触媒の開発」

(岡山県立岡山一宮高等学校 落合翔平さん、砂場大輝さん、岡紀良さん)

セルロース系バイオマス向けとして、環境負荷の高い従来の硫酸に代わる新しい高分子酸触媒の研究。セルロー

ス微結晶の加水分解を行う実験により、新たに見出した高分子酸触媒が、硫酸にはやや劣るものの、ゼオライト

などの固体酸触媒に勝る触媒能を持つことを確認しました。

「バラタナゴはドブガイ模型に産卵するか Part2 - 産卵と放精を誘発するアミノ酸の不思議」

(清風高等学校 谷口文章さん、平田尊紀さん、西垣新さん)

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。ドブガイが出す水の

中に含まれるアミノ酸の組成を解析し、これらのアミノ酸が信号刺激となって産卵を誘発していることが明らかとなり

ました。また、これらの実験から人工ドブガイ水を開発し、ドブガイ模型に産卵および受精させることにも成功しまし

た。

「ガガブタの研究 - 不定芽・不定根形成の仕組みについて -」

(新潟県立柏崎翔洋中等教育学校 南波紀昭さん)

新潟県の絶滅危惧種である浮葉植物、ガガブタに関する研究。葉や茎から二次的に発生する不定芽や不定根

を調べた結果、葉脈を含む切断片の片側からのみこれらが極性的に起こることや、形成促進にいくつかの植物ホル

モンが関係していることを突き止めました。この研究成果は、ガガブタの増殖に役立つものと期待されます。

「ゾウリムシの細胞内消化」

(埼玉県立浦和第一女子高等学校 仲田穂子さん)

ゾウリムシの細胞内消化に関する研究。pH 指示薬で染色した1 μmのラテックスビーズをゾウリムシの食胞内に取

り込ませて顕微鏡観察を行った結果、物質の pH によって酸性小胞の供給が変化していることを発見しました。ま

た、ゾウリムシは酸性条件化で活性を示す消化酵素 (アミラーゼ) を持つものと考えられます。

Intel ISEF 2010 ファイナリスト研修会
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ファイナリストをサポートするインテル社員たちが駆けつける
 
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が連日のように訪れ

ました。初日には、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、まず Intel ISEF を支えているインテルという会社の歴史を振り返りました。イ

ンテルは、1968年 7月に設立され、創業当初の売上げはゼロに等しい会社でした。

しかし、インテルのスタッフたちが、半導体の可能性を信じてひたすら研究開発を続

けた結果、世界初のマイクロプロセッサー (4004 マイクロプロセッサー) を製品化する

ことに成功しました。その後、マイクロプロセッサーを搭載した PC が次々と登場し、現

在では 1 年間に 3 億台もの PC が出荷されるようになりました。インテル自身も、8

万人の従業員が働き、年間で約 4 兆円の売上げを誇る会社にまで成長しています。

このような現在の姿は、半導体に明るい未来を思い描いたインテルのスタッフたちが、40 年以上もの間、決してあきらめずに

研究開発を続けてきたからこそ達成できたことです。宗像は、インテルのように、自分たちのやっていることが世界を変えるかも

しれないという夢を抱き、決してあきらめずにチャレンジし続ければ、きっと明るい未来が切り開けると熱く語りました。そして、

できないという弱音は決して吐かず、どうやればできるのかを常に考えること、また質問は常に HOW (どのように) で尋ねるべ

きことなどをアドバイスしました。最後に、Intel ISEF は自分の熱い思いを 50 カ国の人たちに伝えられる貴重な場であり、常

に強い情熱 (passion) を持って取り組んでほしいと激励しました。

 
 
インテルの技術社員が英語によるプレゼンテーションを披露
 
初日には、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をファイナリストたちに

体感してもらう場が設けられました。ここでは、半導体技術関連の研究を実際に

行っているインテル株式会社 テクノロジー・アンド・マニュファクチャリング・グループの村

地哲徳が、砂からシリコン、そしてマイクロプロセッサーができあがるまでの工程を説明

する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。

質疑応答の時間には、プレゼンテーションに対する技術的な質問だけでなく、英語

のプレゼンテーションそのものに対する質問もファイナリストたちから多く寄せられまし

た。村地は、最初に自分が何をやったのかを簡潔に伝え、そのあとに具体的な説明

をしていく流れを心がけていることや、実験データそのものよりもその結果に至ったプロセスを重視してプレゼンテーションを構

成していることなどを説明しました。また、即答しづらい質問を受けたときには、まずどのような意図で尋ねているのかを質問

者に対して逆に聞き直し、適切な回答へと導いていくテクニックなどが伝授されました。

 
 
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が駆けつける
 
初日と 2 日目には、ファイナリストたちの視野を広げる目的で、インテル社員との交

流を図る昼食会が設けられました。初日には、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、これからの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この研修会で学んだ英会話を実践しました。
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前年度に出場した先輩による Intel ISEF 体験談
 
Intel ISEF の日本チームの活躍は、インテル、NSS 、JST など、多方面からの支援によって成り立っています。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) と村本哲哉さん (英国ダンディー大学研究員) が

中心となって企画運営が行われ、柴田恭幸さん (筑波大学大学院) 、山口晴代さん (筑波大学大学院) 、早水悠登さん

(東京大学大学院) 、矢野嵩典さん (奈良先端科学技術大学院大学) 、奥山優衣さん (神戸大学大学院) 、坂口穂菜

美さん (お茶の水女子大学) 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。

 
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、自身の Intel ISEF 体験を披露しました。Intel ISEF

2008 で撮影した写真を前面の大型スクリーンに映し出しながら、現地の空港に降り

立った瞬間の心境、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、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、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。

次に、Intel ISEF 2009 のファイナリストだった山内俊幸さん、宇山慧佑さん、江田優

紀さんも加わって、Intel ISEF の Q&A コーナーが設けられました。ここでは、自身の

経験に基づきながら、英会話対策、スピーカーズ・ノートの練習方法、Intel ISEF の

準備と学校生活との両立、現地での審査の様子、審査員からの質問対策、グルー

プ研究と個人研究の違いなど、Intel ISEF のファイナリストが最も気になるポイントを

中心に、さまざまな悩みを解決するアドバイスが行われました。

さらに、Intel ISEF 2004 に出場した早水悠登さんが、Intel ISEF のレギュレーション

について解説しました。NSS は、Intel ISEF の公式ガイドライン 「Guidelines for

Science and Engineering Fairs」 の日本語訳を行っています。ここでは、なぜこのよ

うなルールが必要なのかを説明した上で、ファイナリストたちが特に重視しなければな

らないルールを取り上げていきました。例えば、パネルエリアに展示可能なものと禁止

されているものの種別、写真や映像の利用に関する注意点、現地で配布できる資

料の種類、継続研究の扱い方、チーム研究の審査基準などについて重点的に解

説が行われました。

  
英語によるコミュニケーション・トレーニング
 
2 日目からは、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
 
ファイナリスト研修会では、英語によるコミュニケーション・トレーニングに加え、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も行われ

ました。インテルの英語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 2010 のファイナリスト、NSS スタッフ、ファイナリストたちの指導教員、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 の坂口穂菜美さんと山内俊幸さんです。

 
 
NSS 代表理事の高橋先生から激励のメッセージ
 
結団式を主催した NSS を代表し、東京大学および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ファイナリ

ストへの激励を述べられました。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、ファイナリストたちの成長を自動車教習所に通う生徒に喩えて説明さ

れました。ファイナリスト研修会の初日にはまったく運転ができなかったファイナリストた

ちも、最終日になると仮免許をとった状態にまで成長します。Intel ISEF まではまだ

1 ヶ月ほどありますが、仮免許を持っていれば自由に運転の練習ができます。高橋

先生は、このように自動車教習所に見立てながら、発表当日までたゆまぬ練習を続けることが何よりも大事であることをファ

イナリストたちに熱く語られました。また、ファイナリストたちを指導する NSS スタッフも、その指導を通じて自分自身の成長に

つながり、お互いにとって Win-Win の関係になれると述べられました。

 
 
教育プログラムに携わるインテルスタッフよりファイナリストへの激励
 
高橋先生に続き、インテル株式会社 教育プログラム推進部 部長の柳原なほ子とインテルコーポレーション 初頭中等教育

プログラムマネジャーの Paige Johnson もファイナリストを激励しました。

 
インテル株式会社の柳原なほ子は、ファイナリストたちや NSS の皆さんが成長してい

く姿を間近に見られることから、Intel ISEF に関わる仕事が特に楽しいと感想を述べ

ました。ファイナリストたちの研究内容は毎年素晴らしいものですが、その素晴らしさ

を一番よく知っているのはファイナリスト自身です。Intel ISEF は、その素晴らしさを世

界の人々に広く伝えられる貴重な場となります。柳原は、自分の研究に対する自信

と情熱を持ち、研究発表で最善を尽くすこと、そして何よりも Intel ISEF そのものを

思う存分に楽しみ、たくさんの思い出と友達を作ってきてほしいと激励の声をかけまし

た。

インテルコーポレーションの Paige Johnson は、Intel ISEF をはじめとする初頭中等教育関連の業務に携わっていますが、

高校生時代には Johnson 自身も ISEF のファイナリストでした。Johnson は、主催する側と出場する側の両面から、Intel

ISEF の意義をファイナリストたちに熱く語りました。



Intel ISEF は、ファイナリスト同士で繰り広げられる競争である一方、サイエンスに対

して本格的に取り組むための初歩的なプロセスにもなります。ファイナリストたちが将

来的に科学者やエンジニアになれば、学会で発表する際には英語でプレゼンテー

ションを行い、質問にも的確に答えなければなりません。Intel ISEF は、まさにこのよう

な場を先取りで体験できる場です。Johnson は、自分がかつてそうであったように、

研究発表を頑張るのはもちろんのこと、それだけでなく各国のファイナリストたちが集

まる Intel ISEF の場で、一生涯つきあえる貴重な友達をたくさん作ってきてほしいと

アドバイスしました。

 
 
文部科学省、科学技術振興機構の方々からの来賓祝辞
 
結団式では、文部科学省 科学技術・学術政策局 基盤政策課 調整官の千々岩良英氏と、独立行政法人 科学技術

振興機構 (JST) 理数学習支援部長 兼 理科教育支援センター企画室長の岩渕晴行氏からもファイナリストたちに向け

た祝辞をいただきました。

 
千々岩良英氏は、昨年までロサンゼルスで留学をされていたご自身の経験をもと

に、英語でプレゼンテーションする際のポイントについてアドバイスされました。厳しい

国内選考を通過したファイナリストたちの研究内容は、決して他国に負けませんが、

日本人にとって大きな壁となるのはやはり英会話です。千々岩氏は、現地でのプレ

ゼンテーションをスムーズにこなし、質疑応答の時間にも怖じ気づかず自信を持って

やるには、とにかく発表の練習を繰り返すしかないと述べられました。また、外国人を

まねて早口で話すのではなく、ゆっくり丁寧に説明することが大事であるとアドバイスを

されました。

岩渕晴行氏は、質疑応答の時間に即答しづらい質問を受けて慌てないためのアド

バイスをされました。ファイナリストたちの研究内容は非常に高度なものであり、プレゼ

ンテーションの完成度も高いところまで到達しています。このため、研究発表の際に

自分から一方的に説明している間は自信を持って進められます。しかし、審査員か

ら何か質問を受けたときに、英語がうまく聞き取れずに慌ててしまうことがあります。こ

のようなときには 「あなたが尋ねている内容はこういうことなのか ?」 と逆に質問をし

て、審査員に Yes / No で答えさせるようにすると、自分のペースで進められるという

テクニックを伝授されました。



Intel ISEF 2010 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、ファイナリスト研修会でともに時間を過ごしてきた NSS スタッフやインテル社員が寄せ書きをした色

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。

 

「NSS の先輩方には、ホテルの部屋に戻ってからも指導していただき、充実

した 4 日間を過ごすことができました。Intel ISEF でもこの調子で頑張り、

満足のいく発表ができたらと思っています。 (平川一樹さん)」

「今年のファイナリスト研修会では、前回同様に英語インストラクターの方々

と交流でき、英語力を磨くことができました。昨年の Intel ISEF に参加でき

なかった分、今年こそは絶対に参加し、現地で最大限を尽くしたいと思いま

す。 (西田惇さん)」

「ファイナリスト研修会を通じて、自分の英語力にも自信を持つことができま

した。昔からピンバッジを集めるのが好きですので、現地ではたくさんのピン

バッチを集め、それと同じくらいの友達を作ってきます。 (落合翔平さん)」

「ファイナリスト研修会に参加したことで、自分の研究に対する考え方や研

究発表の仕方などを学ぶことができました。Intel ISEF では、研究内容を

しっかり伝えるのはもちろんこと、さまざまな国の皆さんと積極的に交流してき

ます。 (砂場大輝さん)」

「僕の目標は大きく 3 つあります。1 つ目は Intel ISEF で何か 1 等賞をとる

こと、2 つ目は自分の発表を強い情熱で必ず相手に伝えること、3 つ目は

友達を 100 人以上作ってくることです。これらの目標を達成できるように頑

張ってきます。 (岡紀良さん)」

「ファイナリスト研修会には、昨年に続き、今年も参加しました。英語インス

トラクターの方々とは、昨年より会話が弾み、僕自身のスキルも上がってい

ることを実感できました。今年こそ、自分の情熱を前面に出して Intel ISEF

に挑んできます。 (谷口文章さん)」



「ファイナリスト研修会では、NSS の先輩方にいろいろサポートしていただき

ました。先輩方の思い出話をお聞きして、いまから Intel ISEF に参加する

のがとても楽しみです。現地では研究発表を頑張りながら、友達もたくさん

作ってきます。 (平田尊紀さん)」

「ファイナリスト研修会では、Intel ISEF さながらの緊張感で研究発表の練

習をすることができました。現地では、悔いのないようにしっかりと発表してき

ます。また、各国のファイナリストたちと交流し、たくさんの友達を作ってきま

す。 (西垣新さん)」

「現地では、その場で感じ取ったことや得たことなど、僕自身が受け取ったす

べてのものを自分自身の力につなげていきたいです。Intel ISEF は人生に

とってとても貴重な場となりますので、思う存分に楽しんできます。 (南波紀

昭さん)」

「ファイナリスト研修会を通じて、英語や研究発表のスキルが格段にレベル

アップしたことを実感できました。今年は私だけが日本で唯一の女性ファイナ

リストですので、現地では特に女の子の友達をたくさん作れたらと思っていま

す。 (仲田穂子さん)」

 
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 7 回 JSEC および第 53 回日本学生科学賞 受賞当時 (2009年12月) のものです。

 

 


