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す。

ポストドクター・キャリア開発事業は、産業牽引型

ドクター育成プログラムとして兵庫県立大学、大阪府

立大学、本学の 3 大学共同で進めております。

目指す人材像は、大きな志、優れた研究能力、幅広

い視野、基礎をしっかりした上で、柔軟な応用力を持っ

て新しい価値をつくり出すことができる人材です。こ

ういう人材を養成し、産業界に輩出することによって

博士課程修了者が社会で活躍できる場を広げ、それに

よって博士人材の出口を広げ、後期博士課程に進学す

る学生さんをふやしていく、そういう好循環をつくり

上げるというのがこのプログラムの狙いです。

そのためには、「意」、「情」、「知」、三位一体を備え

た優秀な学生を育てていけるような大学院教育改革が

必要になるというふうに考えています。それをなし遂

げることによって後期博士課程の充足率を高めること

ができ、それが研究の活性化をもたらすというように

考えます。

教育研究とはよく言ったもので、研究者を育ててい

く過程で研究が活性化していくということは、多くの

先生方が感じられていることではないかと思います。

そのためには、学生さんが安心して後期課程に進学で

きる体制を整え、研究のおもしろさを伝えていくとい

うことが必要だと思います。

私の話はこれぐらいにいたしまして、この後、大仲

さんに、プログラムの対象になったポスドクの人たち

がどういうふうに意識を変えていったのかということ

を中心に、事例をお話しいただきたいと思います。

【鳥生】皆さん、こんにちは。工学研究科の鳥生と申

します。

「大学院生のキャリア志向とキャリア支援の可能性」

という題ですが、実は私は15年前、2002年に富士通か

ら本学に移った時、川崎にいる中学生と高校生の 3 人

の子供たちに、「父が大学の先生になるのは、学生さ

んたち一人一人が自分の将来を考え、何を目指すかと

いうことについて考えるときのお手伝いをするため

だ」というようなことを言い残してきました。

本学に着任当時、工学部で開講されているベン

チャー技術論という科目のお手伝いをさせていただく

機会がありました。今は技術経営論という名前になっ

ていますが、「志」をテーマにした科目です。 5 年前

に今日のテーマであるポストドクター・キャリア開発

事業を、当時の理事の安本さんが始められました。私

が技術経営論のお手伝いをしているとこともあって安

本さんからこのプログラムの運営を手伝うように声が

かかりました。この事業は今年が最終年度で、先週末

に総括シンポジウムをやったところです。来年度以降

もこの事業の趣旨を生かしながら継続・発展させてい

くことになっています。

きょうは、最初に 5 分ほど事業の概要をお話しさせ

ていただき、その後、実際に個々の学生さん、ポスド

クの方と接せられて指導をされてきた大仲さんに、ポ

スドクの人たちがどのように自らのキャリアについて

の意識を変えていったかということについて、具体的

なお話をしていただくことになっております。赤裸々

な話をしていただけるのではないかと考えておりま
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方は結構いますが、いや、そうじゃなくて、給料をも

らうということは、自分が社会に貢献して、その貢献

の対価としてもらうのだという考え方をとくとくと説

かせていただいて、ご理解いただくというようなこと

をやっております。

ある人に、「研究開発というのはそれが製品化され

るまでは借金になるよ」という話をすると、「いや、

そんなの内部留保があるのだったら、そこから充当し

たら借金になれへん」というようなことを言う人もい

ました。しかしやっぱり自分がどのような貢献をして、

給料に見合う働きができるかというふうなことを啓発

させていただいています。

そういうことをやった上でキャリアデザイン実践と

いうことで、自分がどうなりたいのか、どうあるべき

かということをやらせていただきました。

 2 ．事例の紹介

あと、実例をご説明させていただきます。お配り

している資料は具体的な社名とかを入れておりません

が、ここに入れさせていただきました。

第 1 番目の方は留学生の方です。この方は、中国か

らの留学生ですけれども、中国で大学を出て、 1 回企

業に就職されているのですが、単純な作業が多くて、

やっぱり自分は有名な橋をつくりたいということで、

わざわざ日本に留学に来て大学院に入って学んだとい

う方ですね。

やっぱり本人は橋をつくりたいという思いでいっぱ

いだったのですけれども、これ、今で言うダイバーシ

ティー化の流れに乗ってはいますが、外国籍で、女性

で、既婚で、子供がいらっしゃいます。企業さんも、

子育ての支援が制度としてありますとか、そういう企

業さんはたくさんあります。そういう企業に訪問して

いって、この方のインターンシップを受けてください

というような話をすると、制度としてちゃんとあるの

だけれども、いや、実は当社では受けられませんとや

んわり断られまして、やっぱりハンディキャップには

なっているのかなというふうなことを思います。

そういう中で、中堅の橋梁企業、橋をつくる企業さ

んですけれども、インターンシップをした後の採用は

なしという条件でインターンシップをやらせていただ

【大仲】コーディネーターの大仲です。私、ポスドク・

キャリア開発事業のコーディネーターということ

で、ふだんポスドクの方と接しさせていただいてい

ますので、その実例を含めてきょうはお話しさせて

いただきたいと思います。

 1 ．ポスドクの育成：個人能力の顕在化を中心に

どういう形で育てていったのかというと、大きくは

個人能力の顕在化、キャリアデザインの実践、そして

インターンシップ研修の 3 つです。インターンシップ

については、文科省の補助金でポスドクの方に月額30

万円弱の給料を出して企業にインターンシップに行っ

ていただきましたがインターンシップに行っていただ

くだけでもかなり研修にはなると思うのですけれど

も、それより前にやるべきことをやって行っていただ

くと、より効果があるということで、特に「個人能力

の顕在化」のところをやらせていただきました。

個人能力の顕在化については、ドクターの方です

ので、専門的なところについては一流というところか

と思います。ただ、研究をやって楽しいということで

はなくて、研究がどのように社会の役に立つのかとい

うことを、まず自分で気がついていただくことが必要

ですので、研究の目的と価値創造ということを関連づ

けるというふうなことを人によって何回かやらせてい

ただいています。私もちょっと研究の話を聞くのは分

野が違うとつらいところもありますが、研究の中身を

じっくり聞いてやらせていただきます。

例えば宇宙物理をやっている人に、「これが社会価

値の創造にどうつながるのか」というお話をすると、

「自分が生きている間でなくても構わない」と言うの

ですね。そのような場合でも「自分の研究を後継者の

人がやって、将来、人類にどのような役に立つのかと

いうことをちゃんと考えてくれと」いう話をさせてい

ただいております。そうすると、逆に自分が今、将来

の目的に対してどの位置づけにあるのかということを

認識できるようになってくるのかなと思います。

次、 2 番目は、社会貢献の対価と報酬。中には就職

するまでがゴールみたいに考えている人も結構いらっ

しゃいます。就職して仕事をしたら給料がもらえると。

働いた分給料をもらえるのが当たり前やとおっしゃる
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への説明で非常に理解されて、競争率は非常に高かっ

たですが、彼をインターンシップに採用していただき、

彼がまず突破口を開きました。

彼がうまく次の進路を開いたということで、次の人

も基礎物理ですけれども、先ほどの彼の後輩の人です。

彼はひも理論というのをやっていまして、非常に難し

いことを数学の力を使って解いて論文を書き、フィジ

カル・レビューにも投稿されていますけれども、彼に

ついても同じことをやらせていただきました。

彼にも「自分の研究がどのように社会の役に立つ

のか」と問い、それに対して彼は「やっぱりちょっと

考えられません」と何回も言ってきましたが、「自分

の研究だけでなく、自分の研究を誰かが引き継いでや

る、あるいは自分の研究に関連する研究をやる人含め

て将来的にどういうふうな役に立つのか」というふう

なことを考えていただきました。最終的には彼の理解

を得てインターンシップに送り出しました。データサ

イエンス系と書いてありますけれども、ビッグデータ

の関係で、最近非常に多くのベンチャー企業が起こっ

ております。彼がインターンシップに行ったアイズ

ファクトリーという会社は、従業員30人か40人ぐらい

ですが、その半分ぐらいがドクターでした。その中へ

インターンシップに行って頑張らせていただいたので

すが、彼に期待するところが大きくて、同時に 7 つぐ

らいの課題を会社は彼に与えました。彼は真面目なの

で、一生懸命やりました。会社も彼の業務処理能力と

いうのを非常に評価してくれて、ぜひ来てくださいと

言われたのですけれども、彼自身は大学の環境と、そ

ういう 1 人で 7 つぐらいの課題を与えられてやる環境

との落差があまりにも大きくて、このままこの会社で

やっていけるだろうかということが心配になって、と

りあえずはこの会社を辞退いたしました。

それで、大阪に帰ってきて、どこに就職するのかと

考えたのですけれども、結果としては、プロアシスト

というソフトウエアの企業ですけれども、ここの社長

と面談してもらいました。「私の次の事業の柱をつく

るのに一緒にやってほしい」と言う社長の熱意にほだ

されて、彼は今、ここの会社に就職しました。先週、

総括シンポジウムにこの会社の社長も来られていまし

きました。

実際にインターンシップをすると、専門的にはきっ

ちり築かれているので、やっぱりこの人は非常に会社

の役に立つというようなことが認識されまして、この

方についてはその会社にめでたく就職となりました。

現在、有名な橋梁をつくりたいという思いを持って橋

づくりに邁進しておられます。

次は、この方は理学部の基礎物理です。非コペルニ

クス宇宙モデル、これも私、初めてこんなことをやっ

ているというのを聞きましたが、今我々の社会という

か、世界は、コペルニクスの宇宙モデルということで、

それを信じてやっているんですけれども、やっぱりそ

れとは違うことが起こるよというようなことを研究し

ておられます。

この方については、さっきちょっと触れましたよう

に、自分が生きている100年後か200年後かわからない

けれども、もし彼の仮説が正しければ、世の中どう変

わるのかというようなことを議論させていただきまし

た。

もし彼の仮説が正しかったとすると、今コペルニク

ス宇宙論で築かれている現代の社会が全く変わってし

まうと。だから、今我々が思っている価値観が全く変

わるということまで彼に考えていただいて、自分自身

の研究、基礎物理であるけれども、やっぱり生きてい

る間じゃなくて、将来的に社会の役に立つことを考え

ることができるということを考えていただいて、自分

がどうありたいかについて、彼は宇宙論を続けたいと

いうことでなく、今、世の中ではビッグデータという

新しい流れが起こってきているので、自分自身は数学

の力を生かしてそっちの分野に行って頑張りたいとい

うことで、その関係の企業を目指しました。

結局、富士通研究所というコンピューター会社です

けれども、この会社は情報系の技術者が非常にたくさ

んいます。やっぱりそのビッグデータという新しい事

業に展開していこうとしたときに、情報系の同室の人

間が考えたのでは新しい事業を展開するために、でき

るだけ多くの分野、広い分野の人を集めて新しい分野

へ展開していきたいということで、そこで彼が言うに

は、この社会的価値創造について議論したことが会社
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ういうことを研究していました。

彼とも、「その反対運動に参加したらどういうふう

に社会の役に立つのか」について議論をさせていただ

きました。研究テーマとしてはいいけれども、それが

どういうふうに社会の役に立つかというのは、彼とは

結局合意を得られずに、平行線をたどったままでした。

ただ、社会貢献の対価として給料をもらうという考え

方、これは少なくとも捨てたらあかんよと、ちゃんと

理解してなということで、それについて理解していた

だいた上でインターンシップに行ってもらいました。

やっぱり文系から企業へのインターンシップって、

なかなか難しいのですが、大阪国際交流センターでイ

ンターンシップを実施させていただきました。

大阪国際交流センターは公益財団法人ですので、原

則的には採用は公募です。公募だから、インターンシッ

プをやったから採用ということにはなかなか結びつか

ないのですが、彼はそれまでにいろんな研究や、フィー

ルドワークを通じて積んできた経験が国際交流セン

ターのインターンシップで遺憾なく発揮されて、イン

ターンシップの間に国際交流センターにとってなくて

はならない人になってしまいました。結局、彼のため

に彼のスペックに合わせた公募をしていただいて、そ

れで彼が応募して就職できたと。現在は毎日帰るのが

終電という状態で頑張っているようです。

終電で帰るとなると、電通みたいにブラック企業と

いうふうに思えるかもしれませんが、彼は終電で帰っ

てもやっぱり自分がやりたいと。だから、働くのが苦

痛ではなくて、どんどん仕事をしたいという思いを

持ってやっていただいております。そういうこともあ

りましたので、大阪国際交流センターからさらにイン

ターンシップに来てくれませんかと言ってきまして、

今また 1 人インターンシップに行っていただいていま

す。

あと、大阪国際交流センターは、もともと大阪市の

機関ですので、大阪科学技術センターともつながって

おりまして、大阪科学技術センターでも同じようなこ

とが、ポスドクの紹介を受けることができるので、大

阪科学技術センターでも行きませんかというようなこ

とを言っていただいていまして、受け側の横の広がり

も彼を通じてどんどん広がっていったというふうなこ

がた、彼は非常に頑張ってくれていますということで、

新たな道が開けたという例です。

それから、次は商学部のドクターですけれども、計

算機統計学ということで、株価がどう変化するのかと

いうふうなことを一生懸命研究してきました。

彼は、企業に行くか、あるいはアカデミアで研究を

続けるかということで非常に悩んでいました。株価の

研究なんかだと、結構実学で見たら世の中の役に立つ

ということを割とすぐ理解できますが、産業界と大学

との違いということで、彼については産業界で経験す

ることによって自分自身のキャリアが開けていくので

はないかということを考え、オージス総研という会社

でインターンシップをしていただきました。大阪ガス

の子会社ですね。

こちらも会社のほうからはぜひ来てくださいという

ことで、彼に周りの社員の方からいろんな相談を持ち

かけられて、会社の中でも役に立つ人間になっていた

のですけれども、インターンシップをして、また彼自

身に研究テーマが思いついたんですね。新たな論文を

書きたいということで会社に申し出たところ、会社の

名前を出して論文を書いてもらったら困るということ

を言われて、それで辞退となりました。

その後、やっぱり論文を書くならばアカデミアかな

と言って、私学の面接を受けたら採用内定をもらいま

したが、やっぱり自分のやりたいことと違うなと思っ

たそうです。大学に就職すると、研究もできるけれど

も、研究以外の仕事もいっぱいあるわけですね。そう

いう仕事はやっぱり自分には向いていないということ

で、結果としては、別のデータサイエンス関係の企業

ですけれども、ここもドクター比率が 7 割、 8 割ぐら

いですかね。ということで、この会社では文系で初め

てのドクターの採用ですが、そこで採用してもらって、

今活躍しております。

それから、 5 番目は文学部の、彼は学位は取ってい

ませんが、単位修得退学ということで、地理学の人で

す。

彼の研究は、米軍の基地の座り込み運動だとか、あ

るいはダムの建設の反対運動に参加しているとか、そ
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とで広がりを持ってきております。

最後に、先ほどお二人ほどお話しさせていただきま

したけれども、基礎物理から実際行った就職先という

のは専門分野外です。やっぱり最初の富士通研究所に

行った彼が、新たなところでキャリアが開けるよ、進

路を開拓できるよというのが基礎物理の研究者の中で

広がっていきまして、一番上の彼の後、 1 年後に同じ

分野の 3 人ほどが、企業だけではなくて、いろんなと

ころにキャリアパスが開けていったというふうなこと

で、まず進路開拓というのは社会価値を創造する自己

認識から始まりますが、それが同じ分野のポスドクと

かドクターコースの学生の中で口コミで広がって、自

分にもできるかもしれないという思いをもって新たな

チャレンジをしてくれております。
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2017/9/19

1

工学研究科教授 鳥生隆

ポストドクター・キャリア開発事業担当
コーディネーター 大仲清司

第14回FD研究会

大学院生のキャリア志向と
キャリア支援の可能性

1

ポストドクター・キャリア開発事業
公⽴３⼤学 産業牽引型ドクター育成プログラム

補助事業実施期間
平成24年度〜平成28年度(5年間)

代表機関：⼤阪市⽴⼤学
共同実施機関：兵庫県⽴⼤学、⼤阪府⽴⼤学

⽂部科学省 科学技術⼈材育成費補助⾦
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望ましい博⼠⼈材像
•⼤きな志を持ち、優れた研究能⼒を有する⼈材。
•既成の専⾨分野にとらわれない幅広い視野を持った⼈材。
•学問の基礎を⼗分に⾝につけ、それに根ざした柔軟な応
⽤⼒を持つ⼈材。新しい価値を創り出す⼈材。

•イノベーティブな研究成果で産業を牽引しようとする強い意
欲を持つ⼈材。

•実社会のニーズを踏まえるなど地に⾜を付けて研究を推進
できる⼈材
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ポスドク・⼤学院教育改⾰
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公⽴３⼤学
産業牽引型ドクター育成プログラムの⽬指す姿
⾼度⼈材育成の好循環を⽬指す

「意」「情」「知」三位⼀体の博⼠⼈財
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博⼠⼈材の育成⽅針
① 個⼈能⼒の顕在化
・専⾨分野の研究がどのような社会価値を創造するのか
について考察し徹底的に議論、
研究⽬的と価値創造を関連付け
・社会貢献の対価として報酬を得る考えを啓発
・実践を通じて⼈間⼒を鍛える
② キャリアデザイン実践
・⾃分⾃⾝のあるべき姿、なりたい姿を描く
③ ⻑期インターンシップ研修
・実際の業務を体験して確認
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⻑期インターンシップの事例 1
ダイバーシティ化(多様性)の流れに乗る
ポスドク養成者：
中国で就職したが、夢の実現のために⼤阪市⼤の⼤学院(橋梁⼯学)に⼊学
外国籍、⼥性、既婚、幼児１名 (多様性４条件を併せ持つ)

本⼈の夢：
有名な橋梁を設計したい

業界の状況：
本四架橋などの⼤プロジェクトが終了、
⼤⼿各社は橋梁事業を縮⼩

インターンシップ：
橋梁企業(⽚⼭ストラテック)で
４ヶ⽉の⻑期インターンシップを実施、
専⾨能⼒と夢を持った前向きな⼈格が評価され、
企業経営のダイバーシティ化の流れにマッチング

⼈員計画外で⽚⼭ストラテックに就職！
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⻑期インターンシップの事例 ２
専⾨分野外への展開
ポスドク養成者： 博⼠(理学）
専⾨： 基礎物理 (⾮コペルニクス宇宙モデル)
育成⽅針
研究がもたらす社会的価値創造について徹底的に議論
基礎研究であっても、いつかは⼈類に有益となることを⽬指しているはず
→⾃分⾃⾝のなりたい姿、あるべき姿について「志」を持つ
企業探索
基礎的な知⾒を活かす可能性があって、成⻑しつつある新規分野であるビッグ
データに着⽬して企業を探索：
データサイエンス系ベンチャー企業、総合コンピューター企業など
インターンシップ
総合コンピューター企業(富⼠通研究所) でビッグデータに関連するデータシステム
プロジェクトが発⾜し、より多くの分野から⼈材を集める⽅針に合致
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インターンシップ修了後、富⼠通研究所に就職！

⻑期インターンシップの事例 3
専⾨分野外への展開
ポスドク養成者： 博⼠(理学）
専⾨： 基礎物理 (超弦理論のコンパクト化)
育成⽅針
研究がもたらす社会的価値創造について徹底的に議論
基礎研究であっても、いつかは⼈類に有益となることを⽬指しているはず
→⾃分⾃⾝のなりたい姿、あるべき姿について「志」を持つ
企業探索
基礎的な知⾒を活かす可能性があって、成⻑しつつある新規分野であるビッグ
データに着⽬して企業を探索：データサイエンス系ベンチャー企業、損害保険など
インターンシップ
データサイエンス系ベンチャー企業(アイズファクトリー:東京)で実施
採⽤したいとの打診を受けたが辞退

数学の基礎能⼒を活かす、
ソフトウエア企業(プロアシスト)に就職！ 8

⻑期インターンシップの事例 4
専⾨能⼒を企業で活かす
ポスドク養成者： 博⼠(商学）
専⾨： 計算機統計学
育成⽅針
産業界で働くため企業⼈として必要な考え⽅、経験を積む。
→⾃分⾃⾝のなりたい姿、あるべき姿について「志」を持つ
勤務条件
⾮常勤と兼務するため、勤務は週４⽇、５ヶ⽉間。
インターンシップ
⼤阪の総合コンサルタント会社(オージス総研)で、データサイエンティストとして
データ分析に必要なIT技術の習得とデータ分析の実践をした。
採⽤したいとの打診を受けたが、アカデミアを選択して辞退

アカデミア(私学)でも内定をもらったが、
データサイエンス企業(知能情報システム)に就職！
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⻑期インターンシップの事例 5
研究過程で得た経験を活かす
ポスドク養成者： ⽂学研究科 後期博⼠課程 単位修得退学
専⾨： 地理学
育成⽅針
研究がもたらす社会的価値創造について徹底的に議論
→社会貢献の対価として報酬を得る考えを啓発
インターンシップ
研究のフィールドワークを通じて得た⼈との関わりおよび⽶国留学の経験を
国際交流に活かすことを意図して⼤阪国際交流センターで実施
修了後の採⽤とは直結しない条件のため、並⾏して企業への就職活動を実施

最終的に公益財団法⼈の公募に応募して
⼤阪国際交流センターに就職！
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さらに、⼤阪国際交流センターよりインターンシップのリピート要望
現在、ポスドク1名派遣中

専⾨分野外への進路開拓と意識啓発の伝搬
進路開拓：社会価値創造の⾃⼰認識からはじまる
伝搬：ポスドク・博⼠⼈材による⼝コミが有効
理学研究科 基礎物理のポスドクがプログラムに参加

→成功実績をきっかけに同分野のポスドク、博⼠学⽣に波及
研究テーマ 就職先

PD ⾮コペルニクス的宇宙モデル 2015/7 富⼠通研究所

PD 超弦理論のコンパクト化 2016/4 プロアシスト

D3 光渦ビームの回転するブラックホール周辺
での伝播 2016/4 テクノスデータサイエ

ンス・エンジニアリング

PD 拡張された電磁場を持つブラックホール解 2016/4 ⼤阪物療⼤学講師
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