
■場所　東京大学本郷キャンパス　理学部1号館　小柴ホール、小柴ホール前ホワイエ
■参加対象者　大学院理学系研究科大学院生、理学部生、教養学部生
■主催　東京大学大学院理学系研究科　教務委員会・広報委員会

2009年2月21日（土）

何かに応用できるか否かは問わず、

自然の根源に取り組む研究を守り育てて来た東京大学大学院理学系研究科。

そこでは博士号を取得するまでの濃密な研究体験を通じて、

未知の困難な課題に立ち向かい、それを解決することのできるたくさんの人材が生まれ、巣立って行きました。

国内外の大学や研究所、企業などで活躍する先輩たちは、

どのような視点で博士進学を決意しキャリアを選んだのでしょうか。

このシンポジウムでは理学系各専攻で博士課程を修了した方々に、

キャリア選択の体験をお話しいただきます。 理学系研究科は、熱意ある若手の博士進学とキャリア選択を応援します。

山本研究科長挨拶

【生物科学専攻　博士課程修了者】
伊藤　恭子 （生物科学専攻　助教）
関水　康伸 （コーポレイトディレクション）

【生物化学専攻　博士課程修了者】
笠原　和起 （理化学研究所脳科学総合研究センター）
松木　正尋 （エーザイ イノベーティブ・バイオロジー研究所）

【化学専攻　博士課程修了者】
久米　晶子 （化学専攻　助教）
岩下　暁彦 （三井化学）

パネルディスカッション

【天文学専攻　博士課程修了者】
左近　樹 （天文学専攻　助教）
岡島　礼奈 （外資系金融）

【物理学専攻　博士課程修了者】
岡　隆史 （物理学専攻　助教）
岡田　祐 （三菱電機）

【地球惑星科学専攻　博士課程修了者】
東塚　知己 （地球惑星科学専攻　助教）
北沢　光子 （日本シュルンベルジェ）

パネルディスカッション

交流会

講演者と自由にお話できます．
ぜひご参加ください．
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伊藤恭子
生物科学専攻
助教

2004 年東京大学大学院理学系研究科
生物科学専攻博士課程修了、同博士研
究員、米スタンフォード大学博士研究
員を経て、2007 年より現職。理学博士。

私は東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻におい
て、修士、博士を取得し、日本での約 1 年間のポスド
クののち、米スタンフォード大学にて約 2 年間ポスド
クをしました。その後、現在まで約２年間東京大学大学
院理学系研究科で助教をしています。修士課程のころよ
りずっと、植物科学分野で研究を行っています。私の場
合、自分の将来の姿を想定した上で選択をしてきたとは
思いませんが、その節目、節目にどういったことを考え
て進路の選択をしていたのかについて、自身の経験をお
話ししたいと思います。

笠原和起
理化学研究所
脳科学総合研究センター
精神疾患動態研究チーム
副チームリーダー

2001 年東京大学大学院理学系研究科
生物化学専攻博士課程修了、理化学研
究所脳科学総合研究センター研究員、
同研究所基礎科学特別研究員を経て、
2007 年から現職。理学博士。

大学に入学して以来、キャリアに関して何度となく選択
の機会がありました。まず、第二外国語はどうするか
＜ドイツ語を選択したハズ＞、理科一類だったのですが
進振りでどこに進学するか＜教養学部基礎科学科にし
た＞、卒業研究の研究室をどこにするか＜教養学部に当
時いらっしゃった深田先生（現在は生物化学科）にお世
話になった＞。本日はその後のこと、つまり、大学院修
士課程、博士課程、ポスドク（博士号取得後の任期制研
究員）をどのように考えて選択し、苦しんで＆楽しんで
研究生活を歩んできたのかを主に話したいと思います。

松木正尋
エーザイ株式会社
イノベーティブ・バイオロ
ジー研究所
研究員

2006 年東京大学大学院理学系研究科
生物化学専攻博士課程修了、2006 年
エーザイ株式会社入社、2007 年より
現職、理学博士。

研究で忙しい日々を送られている大学院生にとっては、
就職や進路について深く考える時間も余裕もないのが現
状なのかもしれません。特に、基礎科学分野の大学院生
の中には、民間企業への就職をイメージできない方も多
いのではないでしょうか。私も修士課程の入学当初から
民間企業への就職を希望していたわけではなく、むしろ
博士課程の途中までは自分のキャリア選択に関して真剣
に考えることを避けてきたように思えます。そのような
状況の中、私がどのように最終的に民間企業の研究職と
いう進路を選択したのか、その過程をお話ししたいと思
います。

活躍する理学系博士たち

キャリアシンポジウム

関水康伸
株式会社コーポレイト
ディレクション 

2007 年東京大学大学院理学系研究科
生物科学専攻博士課程修了。2007 年
より現職。理学博士。

働くこととは何でしょうか。自己実現？　社会貢献？　
「真理の追究をするのみ！」と考えている人もいるかも
知れません。どう働くか、換言すればどう生きるかに優
劣はありません。ただし皆さんは、本当に「自分に嘘を
つかない人生」を送っていると自信を持って言えます
か？　理学系研究科での 5 年間は「どう生きるか」を
見つめ、自問自答する厳しくも穏やかな時間でした。こ
の時間を過ごしたからこそ、私は自分の生き方を見出す
ことが出来たのだと思います。皆さんにとって、今日の
極私的な私の話が、より良い人生を歩んでいくための一
助となれば幸いです。



久米晶子
化学専攻
助教

2004 年　東京大学大学院理学系研究
科博士課程修了 ( 理学博士 )
2004-2006 年　日本学術振興会特別
研究員（九州大学大学院工学研究院）
2006-2007 年　東京大学大学院理学
系研究科助手 (2007 年より助教）

理学の中でも化学は、昔から出口 (= 製品 ) に近く、ア
カデミックにいる人間が存在意義と独自性を感じること
はより困難と思われます。よく言われる「知的好奇心の
赴くままに真理を探究する」という曖昧な表現でくくら
れてきたアカデミック生息者は、研究のどの段階で報わ
れたと感じるのか、個人と集団と社会はどのくらいの比
重にっているのかという点では千差万別のように見えま
す。そんなことを考える以前に研究しているのが真の研
究者だという意識もあります。私自身興味があり、これ
らの考え方をポジティブもネガティブも含めてお話でき
ればと思います。

左近樹
天文学専攻
助教

東京大学理学系研究科天文学専攻博士
課程 2007 年途中退学、2007 年より
現職。理学博士。

宇宙という環境におかれたわれわれの存在を考え、理解し
ようとする営みは、人間にとって大変根源的で自然なもの
だと思います。少なくとも私にとっては、この営みを自然
科学という体系の中で観測や理論の手法によって突きつめ
ることができる天文学という学問は、より具体性があり大
変魅力的でした。私が携わる赤外線天文学は、装置開発に
かかわる多くの研究者、技術者の努力によって生み出され
る最新のテクノロジーに立脚し、特にここ数十年で目覚し
い発展を遂げる学問分野です。本講演では、できるだけ客
観的に自らの大学院での着想を振り返り、その中に何か少
しでもお役に立つ情報があることを願っております。

岡島礼奈
外資系金融

2008 年東京大学理学系研究科天文学
専攻博士課程修了、2008 年 4 月より
現職。理学博士。

私がどうやって将来の道を選んだか、それが今の職とど
う結びつくのか、現在は何を目指しているのかをお話し
します。自分の将来への展望がはっきりしだしたのは、
大学院博士課程二年の終わり頃で、普通の人よりかなり
遅いと思います。大学生 , 大学院生時代は起業をしたり、
NPO 活動を行ったりと、かろうじて博士号はとったも
のの、勤勉な学生とは程遠かった私が、どう将来をデザ
インしていったかをお伝えすることによって、皆様の参
考になれば幸いです。

活躍する理学系博士たち

キャリアシンポジウム

岩下暁彦
三井化学株式会社
三井化学触媒科学研究所 

2007 年東京大学大学院理学系研究科
化学専攻博士課程修了、2007 年三井
化学株式会社入社、2008 年より現職。
理学博士。

自分のやりたい研究は何か。企業では自分のやりたい研
究ができるのか。自分の進路を決める上で誰しも悩むこ
とではないでしょうか。修士課程に在籍中とある学会で
「世界で最も効率のよい触媒はオレフィン重合触媒なの
です」という発表を聞いた時、私は当時縁がなかった重
合触媒という分野の研究に少しずつ引き寄せられていき
ました。今回のシンポジウムでは、自分を惹きつける研
究の魅力とは何か、そして研究活動をする上で博士研究
者に求められるリサーチマインドとは何か、皆さんにお
伝えできればと思います。



岡隆史
物理学専攻
助教

2005 年東京大学大学院理学系研究科
物理学専攻博士課程修了、産業技術総
合研究所特別研究員を経て、2006 年
より現職。理学博士。

現在「新しい電子状態」の研究が物性物理学で熱いです。
グラフェン（世界最薄の物質；原子一層）や強相関電子
物質の超伝導といった新奇物質や現象がここ数年次々と
発見され、今や、我々の生活を支えている半導体技術を
置き換える可能性さえ指摘されています。私は当初大学
院では素粒子理論を勉強したいと思っていたのですが、
その後、物性物理を専攻するようになり、現在ではこの
分野の熱気に圧倒されています。シンポジウムでは、こ
れまで私が経験してきた大学、国の研究所、海外の大学
などでの研究についてお話ししたいです。

東塚知己
地球惑星科学専攻
助教

2004 年東京大学大学院理学系研究科
地球惑星科学専攻博士課程修了
2004 年 4 月同特任研究員
2006 年 4 月同特任助手
2007 年 4 月同特任助教
2008 年 4 月同助教 

熱帯太平洋における海盆スケール季節的な大気海洋相互
作用に関する研究を行い、東京大学大学院理学系研究科
地球惑星科学専攻において 2004 年 3 月に博士（理学）
を取得しました。現在は、同専攻の大気海洋科学講座の
助教として、熱帯域の気候変動に関する研究を行いなが
ら、学部及び大学院教育に携わっています。講演では、
将来、研究者になるために修士・博士課程の時に取り組
んでいたこと、博士課程 2 年時の留学体験（米国ウッ
ズホ－ル海洋研究所 の夏の学校に 3 ヶ月間参加）、博士
課程で学んだことが現在の仕事にどのように生かされて
いるかなどについてお話しします。

北沢光子
シュルンベルジェ社
開発センター

2005 年 3 月東京大学大学院理学系研
究科（地球惑星科学専攻）修了、（理学
博士）2006 年 7 月パリ大学地球物理
学研究所にて博士号取得、2006 年 2
月現在シュルンベルジェ社

大学院在学中は、深海三成分磁力計による観測を中心に地磁気異常
の分析から、中央海嶺のテクトニクスや海底の年代測定の研究を行
いました。当時は、研究の主題が基礎研究であったので、課程修了
後はポスドクの研鑽期間を 4 ～ 5 年経験してから、研究・教育機
関に就職しようと考えていました。ところが、課程修了後のパリ大
学地球物理研究所に在籍中にシュルンベルジェ社の面接を受ける機
会があり採用されました。シュルンベルジェ社は石油資源の開発
を目的としており石油田の探査、石油の検査、試掘孔の坑内計測
を実施しています。　私は、採用後 2 年間は同社の探査船に乗船
し、主として 3D サイスミックの観測をし、下船後は解析センター
でデータ処理・解析をしました。　現在は、同社の開発センターに
て、次世代探査機器やデータ処理手法の開発研究を行っています。

活躍する理学系博士たち

キャリアシンポジウム

岡田祐
三菱電機
衛星情報システム部

2005 年東京大学大学院理学系研究科
物理学専攻博士課程修了、2005 年三
菱電機 鎌倉製作所入社。管制システム
部、宇宙システム部を経て現在、衛星
情報システム部にて地球観測衛星、月
惑星探査機等の搭載センサの開発に従
事。理学博士。

大学院時代には科学衛星「すざく」や米国「Swift」衛
星の開発、試験に従事しておりました。この経験を生か
し、現在メーカにて衛星開発 ( 特に観測センサ等 ) のシ
ステム設計、先進的技術開発を担当しております。講演
では、博士取得から現在に至った経緯、また会社生活で
博士 ( 特に理学系 ) に期待される資質についての経験を
お話致します。


