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応募時の所属大学 性別 派遣企業 企業研修国 語学研修 研修内容(予定)

1 東京工業大学大学院 男 AEA srl イタリア イタリア語

産業環境におけるロボット工学の応用分野でのリサーチ
アクティビティ。安全な人型ロボットとの相互作用と協調の
ための新しい解決策の調査や、直感的ロボットのプログラ
ミングに関する研究

2 慶應義塾大学 女 EBG MedAustron GmbH オーストリア
英語、

ドイツ語

ガン疾患患者治療用のイオンビーム アクセレレーターの
R&Dプログラムの中核に携わり、設備性能と品質および処
理能力の向上を目指す

3 東京工業大学大学院 男
IDIADA AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY, S.A.
スペイン スペイン語

パワートレイン・エレクトリック部署にて、主にEV充電の試
験設営に関連する研修

4 神戸市立工業高等専門学校 男
IDIADA AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY, S.A.
スペイン スペイン語

パッシブセーフティ部門にて衝突試験を行うエンジニア
チームに配属され、主にアジア向け顧客対応を行うチー
ムのサポート

5 電気通信大学 男 Piher Sensors & Controls S.A. スペイン スペイン語
電子部品を開発する企業にて、次世代センサーとなる
ホールエフェクトポジションセンサーに関する調査および
開発

6 筑波大学大学院 男 TRIMEK S.A. スペイン スペイン語
インダストリー4.0において自動車分野向けに最適化され
たスマートメトロロジーなどに関する研究

7 豊田工業大学大学院 女 Asahi Kasei Europe GmbH ドイツ ドイツ語
エンジニアリング・プラスチックの分光分析や顕微鏡分析
などを用いた研究開発や顧客のテクニカルサポート

8 東北大学大学院 男 nextnano GmbH ドイツ ドイツ語
電子および光電子半導体ナノデバイスをシミュレートする
最先端の自社物理学ソフトウェアのプログラミング開発を
行う

9 名古屋大学 女 TMD Friction Services GmbH ドイツ ドイツ語
統計法などを用いて、ブレーキパッドの原材料の特性関
係について研究する

10 岡山大学 男 Resinoplast S.A. フランス フランス語
自動車の内装部品などに用いられるPVCについて、プロ
トタイプを構築し、概念の実現に向けた可能性を実証する
ため、配合物および有効成分に関して研究を行う

11 東京工業大学 男
Belgium Ceramic Research

Centre
ベルギー フランス語

無機材料の研究所にて、研究チームの一員として進行中
のプロジェクトのマネジメントや結果をまとめ、レポートを作
成する

12 立命館大学 男 PEC ベルギー 英語
自社バッテリー製品の製造開発および高度なテストを学
んだ後、アフターセールスチームにて搬入や設置など、
サービスエンジニアとしてカスタマーサポートに携わる

13 京都大学 男 Siemens Industry Software NV ベルギー
英語、

オランダ語

顧客にシミュレーションや試験結果などのサービスを提供
する部門の研究技術開発チームにて特に騒音・振動・
ハーシュネス(NVH)の研究を行う
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1 関西大学大学院 男 ITT ITALIA srl イタリア イタリア語
DMTAやFRFという音響解析手法を用いて，ブレーキパッ
ドの減衰特性の調査

2 名古屋工業大学 男 ITT ITALIA srl イタリア イタリア語
プロジェクトマネジメント部署で日本人顧客のプロジェクト
サポートを通しマネジメントスキルを習得

3 九州大学大学院 男
Fiat Chrysler Automobiles Italy

Spa
イタリア イタリア語

金属のレーザ溶接中に生じる, 不完全溶接や空洞などの
欠陥を検知するためのシステムの改良

4 大阪大学 男 Electrolux Professional Spa イタリア イタリア語
業務用家電を製造する企業にて、オーブンのボイラー部
分のシステム開発、およびアームロボットの制御システム
に関する研究開発

5 小山工業高等専門学校 男
IDIADA AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY, S.A.
スペイン スペイン語

運転者支援システムおよび自動運転システムと、それに
関連する周辺技術の研究開発

6 芝浦工業大学大学院 男
IDIADA AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY, S.A.
スペイン スペイン語

ブレーキやノイズに関するプロジェクトのエンジニアチーム
で試験で得たデータの解析，結果まとめ，レポート作成

7 東京理科大学 女
IDIADA AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY, S.A.
スペイン スペイン語

自動車部品の3Dデータに、角度調整やデータ構造整
理、設計変更の反映などを行うデザインエンジニアリング

8 東京理科大学 女 TRIMEK S.A. スペイン スペイン語
三次元測定機CMMとそのソフトウェアについての習得し、
日本語マニュアル作成

9 北海道大学 男
COSYLAB, Control System

Laboratory, d.d.
スロヴェニア

英語、
スロヴェニア語

陽子線治療ビームライン制御システムとユーザー間のイン
ターフェース開発

10 九州大学 男 Fraunhofer-Institute FEP ドイツ ドイツ語
マグネトロンスパッタリングを用いた機能性金属薄膜の製
造，及び品質向上に向けた調査と改善策の提言

11 豊田工業大学 男 Fraunhofer-Institut FEP ドイツ ドイツ語
マグネトロンスパッタリングを用いた光学、センサ応用に向
けた堆積プロセスのサポート

12 慶應義塾大学大学院 女 TMD Friction Services GmbH ドイツ ドイツ語
異なる原材料で製作されたブレーキパッドを用いた摩擦
試験時のパッドの加速度変化の比較・検証

13 北海道大学 女 TMD Friction Services GmbH ドイツ ドイツ語
材料の異なるブレーキパッドの性能評価の実施、および
材料が製品に及ぼす影響の検討

14 信州大学大学院 女 Asahi Kasei Europe GmbH ドイツ ドイツ語
エンジニアリングプラスチックチーム内でプラスチックの物
性の分析やデータの取得

15 同志社大学大学院 男
Etudes et Productions

Schlumberger
フランス フランス語

油田開発・油層管理システム用バルブの電気機械アク
チュエータの物理モデルの作成

16 東京工業大学 女 Assar Architects ベルギー フランス語
建築設計事務所にて、現場下見、図面作成、材料選定、
予算見積もりなどの設計業務全般の補助。

17 九州大学 男 Siemens Industry Software NV ベルギー 英語
自動車産業のエンジニアリングサービス部署にて、振動
分野に関する研究活動

18 九州大学大学院 男 Siemens Industry Software NV ベルギー 英語
最適制御を用いたハイブリット車の動力部のシステム評
価、サスペンション制御部の最適化

19 東京大学大学院 男 Siemens Industry Software NV ベルギー 英語
複合材料に浸透する樹脂のCFDソフトウェアを用いた流
体シミュレーション

20 東北大学大学院 男 Organic Waste systems NV ベルギー 英語
日本におけるバイオガスプラント建設を目指し、乾式メタ
ン発酵技術を用いたバイオガスプラントのシミュレーション
テスト

21 兵庫県立大学 男 PEC ベルギー 英語
サービスエンジニアとして、バッテリー製品の組立、較正
および試験の実施。顧客企業への納品後の較正などの
カスタマーサポート

22 法政大学 男 Imec vzw ベルギー 英語
最先端の半導体技術におけるトランジスタレベルのIC設
計。 特にD /A変換器（DAC）のシミュレーション解析

23 大阪大学大学院 男 Hovione SA ポルトガル ポルトガル語
製薬会社にて、粒子エンジニアプログラムのサポート、お
よび液滴の乾燥過程を観察・測定、シミュレーションモデ
ルの改良
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1 京都大学大学院 男 Actavo イギリス 英語
エンジニアリングソリューション企業にて、ローバストデー
タを用いた分析とレポート

2 豊田工業大学大学院 男
Fiat Chrysler Automobiles Italy

Spa
イタリア イタリア語

インダストリー4.0におけるイタリアと日本との比較、アプ
ローチ調査およびベンチマーキング

3 山口大学大学院 男 Protobios エストニア 英語
バイオテクノロジー企業にて、バイオマーカーに関連する
実験および解析

4 電気通信大学大学院 男
Austria Technologie &

Systemtechnik AG
オーストリア

英語、
ドイツ語

プリント基板製造技術に関わる新製品開発、電磁界シミュ
レーションによる製造工程の改善

5 新潟大学 男 Parthos BV オランダ
英語、

オランダ語
Mobile Wallシステムを開発する企業にて、全自動パー
テーションシステムの設計および試作

6 東京大学 男
IDIADA AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY, S.A
スペイン

英語、
スペイン語

車体や部品を取り扱う部署にて、実験および車体状況の
監視など４Poster部門のサポート

7 長岡技術科学大学大学院 男
IDIADA AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY, S.A
スペイン スペイン語

道路標識の認識システム開発や運転分析に関わるプロ
ジェクトにて、道路標識まとめや交通事故データ収集

8 横浜国立大学 男
IDIADA AUTOMOTIVE

TECHNOLOGY, S.A
スペイン スペイン語

パッシブセーフティ部門にて衝突試験を行うテストエンジ
ニアのサポート

9 筑波大学 男
Solarig Gestión y explotación

S.L.
スペイン スペイン語

太陽光発電所の機器及びメンテナンスのマネジメントのサ
ポート、マニュアル翻訳

10 東京大学 男
COSYLAB, Control System

Laboratory, d.d.
スロヴェニア

英語、
スロヴェニア語

Control Systemにおける制御用モニタースクリーンの開発

11 東京工業大学大学院 男 Asahi Kasei Europe GmbH ドイツ ドイツ語 エンジニアリング・プラスチックに関する研究開発

12 早稲田大学大学院 女 Cumulocity GmbH ドイツ ドイツ語
自社開発した品質保証用自動テストソフトウェア製品の開
発

13 豊橋技術科学大学大学院 男
Herrmann Ultraschalltechnik

GmbH & Co.KG
ドイツ ドイツ語

超音波溶着プロセス中の荷重がプラスチック部品溶着結
果に与える影響の調査

14 京都大学大学院 男 TMD Friction Services GmbH ドイツ ドイツ語
ブレーキきしみ音の原因分析のため、蓄積データを機械
学習により解析

15 熊本大学大学院 男 TMD Friction Services GmbH ドイツ ドイツ語
ブレーキパッド原料の物理的性質が製品に与える影響に
関する研究

16 東京理科大学 男
TÜV SÜD Product Service

GmbH
ドイツ ドイツ語

第三者試験認証機関にて、認証書管理ソフトウェア更新
に関するプロジェクトマネジメントのサポート

17 早稲田大学大学院 男 PLASTIC OMNIUM フランス フランス語
ディーゼル排気削減チームにてセンサーの選定、アルゴ
リズムの調査、エラー解析や技術シーズに関する情報収
集

18 岡山大学 女 Diagenode SA ベルギー フランス語
体外診断用医薬品を作る企業にて感染症診断キットの開
発

19 京都大学大学院 女 Osar architects NV ベルギー
英語、

オランダ語
建築設計事務所にて、模型製作やパーツ検証など基本
設計に関する業務

20 高知工科大学 男 PEC ベルギー 英語
バッテリーやデバイスの製品開発や翻訳、製品のアフ
ターサービスエンジニア

21 九州大学大学院 男 Bosch Termotecnologia Ltda. ポルトガル
英語、

ポルトガル語
燃焼室内の流体計測法（PIV）の新規導入、実証、解析

22 東北大学大学院 男 STAB VIDA Lda. ポルトガル ポルトガル語
バード性別判断ツールの分析プロトコルの改善および臨
床現場検査用新製品のプロトタイプ開発

23 早稲田大学大学院 男 Altechna R&D UAB リトアニア
英語、

リトアニア語

超短波レーザで微細加工を行う企業にて、実験計画法に
よる実験効率化、ディープラーニングによる半導体画像処
理
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