
Intel ISEF 2011 ファイナリスト研修会

2011年 5月に米国カリフォルニア州ロサンゼルスで Intel ISEF 2011 が開催されます。Intel
ISEF 2011 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開催され

ました。今回は、東北地方太平洋沖地震の影響により、ビデオ通話や Web 会議システムを

活用した遠隔会議形式での研修会となりました。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 2011 に参加するファイナリストは、朝日新聞社主催の第 8 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 54 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、11 名の高校生です。

「折り紙を用いた多面体の切断・分割と空間の充填」

(立命館高等学校 木村麻里さん)

一枚の折り紙からさまざまな多面体を作り、これらを組み合わせることで空間を充填できるかどうかを調べる研究。ここでは、空間充填

可能な多面体、立方体を三等分する正四角錘を基本としながら、平行十二面体、平行六面体、台形錘を組み合わせた菱形・台形十二

面体を実際に作りました。

「桜島の噴火に伴う火山雷の発生メカニズムの解明を目指して」

(鹿児島県立錦江湾高等学校 叶瑠至亜さん、川添信忠さん、前畑大樹さん)

地元の桜島火山で頻発している噴火に伴う火山雷現象の解明を目指した研究。大気電場測定装置の開発と実際の計測、また火山雷

の光学・電波計測によって、高温の火山噴出物内で静電気が発生し、上空に広がった噴煙内に電荷が蓄えられ、大きな火山雷が発生

するというメカニズムを導き出しました。

「 『あがり』 感を抑制するバイオフィードバックシステムの構築」

(早稲田大学高等学院 福本亮太さん、森川義仁さん)

自律神経系に関連する 「あがり」 の症状を科学的に明らかにし、あがり症を克服する方法を開発するための研究。心拍・皮膚電気伝

導度の測定・解析に基づいて 「あがり」 状態を示す生体指標を作り、その指標を被験者に色として見せることで 「あがり」 感を制御する

バイオ・フィードバック・システム の構築に成功しました。

「ハエトリグサの捕食反応 III」
(埼玉県立大宮高等学校 天野祐嗣さん、江口亮太さん、草野光亮さん)

ハエトリグサの捕食反応について調べる研究。自作の電極と電圧計を用いて、感覚毛や感覚毛以外の刺激によって起こる電位変化を

計測したところ、1 回目よりも 2 回目の活動電位発生のほうが起こりにくいことや、一定時間内に 2 回の活動電位が発生すると捕食反

応が起こることを発見しました。

「有孔虫による堆積古環境の推定」

(千葉県立千葉高等学校 田中里桜さん)

上総層群と三浦層群の境界にある黒滝不整合ができた古環境を有孔虫化石の分析によって推定する研究。三浦層群安野層から 14
資料を採集し、これらの含まれる有孔虫化石を分析した結果、黒滝不整合直下では堆積古水深が浅海化した傾向を示しているもの

の、完全に陸化するほど浅くはならなかったことを導き出しました。

「液体窒素で探る物体の冷却過程」

(八千代松陰高等学校 大山暁人さん)

液体窒素が金属物質を冷却する過程に見られる再沸騰現象のメカニズムを探る研究。冷却する物質と液体窒素の減少量を物質から

出る熱量と仮定し、さまざまな金属物質に対して時間変化にともなう冷却状態を定量的に調べた結果、金属物質の熱伝導率が高けれ

ば高いほど再沸騰が起こりやすいことを発見しました。



遠隔会議形式で開催された 2011 年のファイナリスト研修会

これまでのファイナリスト研修会は、インテル株式会社 東京本社にファイナリスト達が一堂に集まって実施されましたが、今回は、先般発生

した東北地方太平洋沖地震の影響により、東京、京都、鹿児島の 3 拠点に分かれての研修スタイルとなりました。関東地方のファイナリスト

達は東京都内に設けられた東京メイン会場で従来通りに、また立命館高等学校と鹿児島県立錦江湾高等学校のファイナリストは、それぞれ

の自校から遠隔会議形式でファイナリスト研修会に参加しました。ここでは、インターネットを介したビデオ通話や Web 会議システムを最大

限に活用することにより、京都や鹿児島にいても東京メイン会場と同じような学習環境が得られるように配慮しています。

 

ファイナリスト研修会の運営を支えている  NSS のスタッフ

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 (愛媛大学防災情報研究センター) と早水悠登さん (東京大学大学院) が中心となって企画運営が行われ、過去

に Intel ISEF に参加した数多くの NSS スタッフによって支えられています。

東京メイン会場では、松本美紀さん、早水悠登さん、柴田恭幸さん (筑波大学大学院) 、西條晃平さん (慶応大学) 、江田優紀さん (慶応大

学) 、磯村梓さん (社会人) が、立命館高等学校では、山内俊幸さん (関西学院大学) と西田惇さん (筑波大学) が、そして鹿児島県立錦江

湾高等学校では奥山優衣さん (神戸大学大学院) と進藤明彦さん (岡山県立玉島高等学校教諭) が常駐し、ファイナリストを全面的にサ

ポートしました。なお、進藤さんは、岡山県立岡山一宮高等学校で教鞭を執られていた 2004 年当時、高等学校の数学や科学の分野で優

れた授業を行っている教員に授与される 「Intel ISEF Excellence in Teaching Award」 で、日本人として初の受賞者に選ばれた経歴をお持

ちです。

 

 

Intel ISEF をサポートする皆さんからの力強い応援メッセージ

Intel ISEF を多方面から支援している文部科学省と JST を代表し、文部科学省 科学技術・

学術政策局 基盤政策課 理解増進調整官◊1 の千々岩良英氏と、JST 科学技術コミュニ

ケーション推進本部 理数学習支援部 調査役の日紫喜豊氏からファイナリスト達への応援

メッセージをいただきました。

千々岩氏からは、Intel ISEF への出場という貴重な経験が、将来的にファイナリスト達が幅

広い分野で活躍する礎となるというメッセージを、また日紫喜氏からは、ファイナリスト達が

元気に活躍する姿が復興を目指す日本に大きな勇気を与えてくれるというメッセージをそれ

ぞれいただいています。昨年のファイナリスト研修会では、お二人が会場まで駆けつけて下

さいましたが、今年は混乱する世情に配慮し、お二人からの文章によるメッセージをファイナ

リスト達の前で紹介する形となりました。

◊ 1 2011年 3月時点の所属部署および役職名となります。



グループビデオ会議による  Intel ISEF レギュレーション解説と研究発表

次に、Intel ISEF 2006 に出場した西條晃平さんによる Intel ISEF のレギュレーション解

説、そしてファイナリスト達による日本語での研究発表が行われました。ここでは、東京、京

都、鹿児島の 3 拠点でグループビデオ会議システムを構成し、説明している人たちの声や

映像、プレゼンテーション・マテリアルなどをすべての拠点で共有できるようにしました。NSS
スタッフの中には、情報工学を専攻している人やコンピューターを研究の道具として活用し

ている人が多く、こうした ICT (情報通信技術) を生かしたコミュニケーション環境の構築にも

力を発揮していました。

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で英語に慣れ親しみ、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。通常は、語学インストラクターとファイナリスト達が対面しながらトレーニングを行いますが、京
都と

鹿児島の拠点にいるファイナリスト達は、グループビデオ会議を通じて、東京メイン会場にいる語学インストラクターとノートブック
 PC の画面

を介してのトレーニングとなりました。

現地で行われる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。インテルの語学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。語学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。なお、京都と鹿児島の拠点で

は、現地の常駐する NSS スタッフによる個別指導が行われ、英語の悩みがあるときには東京メイン会場にいる語学インストラクターにビデ

オ通話を介して解決してもらうという形がとられました。

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、Intel ISEF での発表の場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。プレゼンテーション後には、発表者の姿勢や発声、ジェスチャーなど、改善すべき点について
 NSS スタッ

フや語学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。ここでは、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。

最後に、インテルの柳原が、インテル株式会社 取締役 副社長の宗像義恵から預かってきたメッセージをファイナリスト達の前で紹介しまし

た。ここでは、テクノロジーを活用して世の中に貢献するというインテルの使命を果たすために、インテル自身も
 WiMAX を始めとする最新

のテクノロジーを最大限に活用し、被災された方々の支援を行っていることが伝えられました。また、大きなビジョンを持って科学技術の発
展

に携わり、世界が直面するさまざまな問題の解決に貢献できるような人物となって欲しいという応援メッセージも伝えられ、
4 日間にわたる

ファイナリスト研修会の幕が閉じられました。



3 拠点に分かれて研修会に参加したファイナリスト達は、Intel ISEF の会場で実際に交流できることを非常に楽しみにしています。現地で

は、全員がうち解けて、日本代表として一致団結したチームとなるでしょう。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 8 回 JSEC および第 54 回日本学生科学賞 受賞当時 (2010年12月) のものです。


