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経歴

学位
• 2002 慶應義塾大学理工学部物理情報工学科卒業

• 2004 UC Berkeley, Dept. Mat. Sci.&Eng. M. S.
• 2007 UC Berkeley, Dept. Mat. Sci.&Eng. Ph. D.

Ph.D. 取得後
• 2007-2013 理研 ポスドク（産休あり）

• 2013-2018 NIMS 主任研究員（定年制）

• 2018-現在 慶應義塾大学理工学部准教授



留学のきっかけ

• 研究者になりたい夢があり、博士課程まで進むことは決めていた

• 大学2年のときLucent Technologiesの奨学生としてBell研での研修
に参加. 議論でアメリカ人に負けて悔しい想い．

•先生に留学を勧められた



アメリカに留学した理由

• 世界中にネットワークを形成したい

• 世界トップの人材が集まる研究環境を経験したい

• 英語ができないという理由でアメリカ人に負けたくない

そこで頑張ってダメだったら研究者は諦めよう

アメリカでPh.D.取れたら研究者として生きていると思った



なぜバークレー？

• 4校に応募したはずだが3校しか書類が届いていなかった（テロの影響）
• Materials Scienceが有名な大学院

• 安全な地域

• TOEFLの点数の足りているところ

• 合格通知を頂いた2校のVisitation dayに参加＋バークレーは個人的に訪問
（訪問直後に合格）

• 穏やかな気候、東京から直行便、大学の雰囲気、先輩達の雰囲気 etc.
• ボスになる可能性のある先生と話した感触 LBL の Dr. Miquel Salmeron

合格させたいのだが、私は君を5年間も雇う金がない。
どうだい？Salmeronグループなら金があるのだが
一度Salmeronと話してみては？

最初に希望したUCBの研究室の先生 とても良い人だ～
研究も面白そう！
ここなら生きていけそう!!!



進路は卒業の1年前から考えた

• 大学院4年目の夏休みに結婚したが、夫はStanfordでポスドクをしてい
たため別居．

• 卒業したら一緒に住もうと考えた

（ボスにあと1年で卒業できるかなぁ？→Yes, it’s possible）

• その秋に夫が東大から内定をもらい4月に帰国することが決まった

• 11月の国際会議@日本で就職活動

• 理研の先生「いいわよ、前向きに考えるわ」

• 国立大学の先生達「学振PDじゃないと厳しいなぁ」

• 結局そのまま理研で雇われることに．



どんなオプションがあった？

• アメリカに残る、日本に帰る、他国に行く

• 企業に就職、アカデミア志望でポスドクまたは助教

私：ポスドクを世界一流
の研究室でやりたい

夫：一緒に住みたい

学科アドバイザーの意見：
日本に帰ったら女性は
つぶされないか？

ボスの意見：あの研究室
なら大丈夫だ

アメリカの卒業時期と学振PD
や他の日本のポスドク制度の
開始時期が合わない。

注：



様々な進路(アカデミア志望の場合）

Ph.D. 取得

アメリカでポスドク

アメリカでAssistant Prof. 
または国研研究員

アメリカで2回目のポスドク

Tenure審査後Associate Prof.
または国研のPI

日本でポスドク

大学か研究所で
任期付研究員

国研で定年制研究員

日本で助教

准教授

テニュアトラック教員・
若手プログラム

国研でPI

専任講師

注：「特任」はプロジェクト
マネーで雇われている人

教授

ヨーロッパでポスドク

ヨーロッパでポスドク・研究員・PI
(日本の博士多い)

アジア・オセアニアで
ポスドク・研究員



様々な進路(企業志望の場合）

• アメリカに残って就職
• IT企業(Google, Microsoft, Apple, etc.)はとても人気。給料も高い。
仕事量も多いし、出張も多い。

• コンサル会社 給料がべらぼうに高いと思うが、調査していません

• 起業する

• 日本で就職する
• 外資系が人気？英語の能力を存分に発揮できるし、感覚も合う

• 日本のメーカー

• 科学技術政策に関わる仕事（JST, 文科省など)

• Journal Editor
etc.

MOT: Management of Technology
の授業が役立つかも

転職は当たり前



Ph.D.取得直後の給料

AIP Statistical Research Center

日本のポスドク給料 （研究費）

• 理研のPD：437万円
（競争的資金のみ）

• 理研基礎特研：585万円
（100万円+競）

• 学振PD：434万円（150万円）
• 学振SPD: 535万円（300万円）
• NIMS-ICYS: 535万円

（200万円+競）



Rank Major
Degree 
Type

Early Career Pay
(0-5yr)

Mid-Career Pay
(+10yr)

% High Meaning
(%Al. who think their works 

make the world better place)
1 (tie) Chemical Engineering PhD $96,100 $146,000 64%

1 (tie) Organic Chemistry PhD $83,400 $146,000 N/A

3 Computer Science (CS) PhD $118,000 $145,000 63%

4 Electrical Engineering (EE) PhD $103,000 $144,000 68%

5 Pharmacology PhD $75,400 $141,000 87%

6 Physical Chemistry PhD $73,600 $138,000 56%

7 Engineering PhD $93,600 $137,000 81%

8 Physics PhD $93,700 $135,000 55%

9 Biomedical Engineering (BME) PhD $88,100 $133,000 87%

10 Statistics PhD $105,000 $131,000 65%

11 (tie) Aerospace Engineering PhD $94,900 $128,000 N/A

11 (tie) Materials Science & Engineering PhD $88,900 $128,000 69%

13 Pharmacy PhD $108,000 $126,000 N/A

14 (tie) Analytical Chemistry PhD $77,400 $121,000 68%

http://www.payscale.com/college-salary-report/majors-that-pay-you-back/phd

2016-2017 PayScale College Salary Report

http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Chemical_Engineering
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Organic_Chemistry
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Computer_Science_(CS)
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Electrical_Engineering_(EE)
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Pharmacology
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Physical_Chemistry
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Engineering
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Physics
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Biomedical_Engineering_(BME)
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Statistics
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Aerospace_Engineering
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Materials_Science_&_Engineering
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Pharmacy
http://www.payscale.com/research/US/Degree=PhD_Degree,_Analytical_Chemistry


Salary in Bay Area (CA) 3年前の情報ですが．．．

• ベイエリアは物価が高いので給料も多い。
同様の職でも North CarolinaにあるLED製
造企業では基本給$70kくらい

• ソフトウェアエンジニアは学位無しでも
もっと給料が高いらしい

• Glassdoor.comは参考になるかも

Company Base salary (USD)
Qualcomm 136 k

Western Digital 141 k
Samsung 

Semiconductor 144 k
Intel 138 k

SanDisk 127 k
AMD 130 k

Seagate 131 k
First Solar 128 k

Lam Research 130 k
Base salary of Staff Engineers (5-6 years after Ph.D.) 
in semiconductor industry in Bay Area, CA  

シリコンバレーの半導体関連会社のエンジニア
• 基本給～$100-110k （出世の仕方によるが、年5%ずつくらい増えていく）
• ボーナス：10-20％ （Intelなど昔からある会社）

＞20％ （GAFA）
• 出世の仕方

Process Engineer -> Sr. Process Engineer 
-> Staff Engineer -> Sr. Staff Engineer 
-> Principal Engineer



どうやって職を見つけるか？ 学協会の利用

1. 学会の利用：ホームページの求人欄、会議でのキャリアフェア



どうやって職を見つけるか？ 企業が大学に来る

Intel Tech Talk for PhD Students
•Date: Thursday April 7th, 2011 

•Time: 5:30 pm

•Location: HP Auditorium, Soda Hall

•Dinner provided

Join us to hear about Research and Development at Intel:
•Harry Gomez will speak about opportunities in the Logic Technology Development group.  Harry is a Dry 
Etch Engineer and holds a PhD in Physical Chemistry from UC Berkeley. 

•Rahul Manepalli will speak about opportunities in the Assembly Test Technology Development group.  
Rahul is the Engineering Area Manager and holds a PhD in Chemical engineering from Georgia Tech.

• We’ll raffle off an Intel based netbook!

• If you’re interested in being considered for interviews, please send your resume in advance to
leigh.a.weisshaupt@intel.com

mailto:leigh.a.weisshaupt@intel.com


どうやって職を見つけるか？ On-line Service



ポスドクの場合は 基本直談判

• 自分のボスにコンタクトを取りたい先生について相談

• CV付きメールを出す

• セミナーに来るよう言われる

• 学会で会う約束をする

• 公募が出るから出してと言われる

• 結果はメールや電話で

例えネガティブな返事でも、時間を費
やしてくださっただけありがたい

その先生は今後学会で良い付き合い
ができるはず

将来声をかけてくれるかもしれないし



定年制ポストを得るためにしたこと

• 公募情報（学会誌、研究機関HP、JREC-in）を常にチェック

• 学会メーリングリストやボスの知り合いからのメール転送情報をチェック

• 学会参加中に、「ポストありませんかねぇ」と探していることを多くの人に

やんわり伝えておく

• 良さそうなポストを発見→ボスに相談（ボスの判断は大体正しかった）

• 応募前に「できレース」ではないことを確認

• 正式に応募→書類審査→面接→理事長面接→採用通知



応募時・選考中に注意すること

• 審査員の気持ちになって考える

• 見易い綺麗な申請書

• 読み易い文章

• 分野の細かい話より大きなビジョンの中の位置づけ

• 自分の達成したことを明確に

• 長期的視野に立った研究提案

• 自分が研究組織に加わることで研究機関が得られるメリット

• 組織の特性に合わせた方針

審査員は他分野
の専門家

組織のリーダーになれる
人材がほしい



渡米前の学生さんへアドバイス

• 行く前から卒業後の心配はしなくて良い

その時の状況を見て、自分にベストな道を選ぶ

• 今から選択肢を狭めないで

様々な進路があることを先輩達から学んでほしい

アメリカに行ったら、価値観が変わるかもしれない

• 新しい道、他の人と違う道も開拓してほしい

時代が変われば仕事の内容もスタイルも変わるから

先生達は学生を
応援しています

良い推薦状を書いてもらう
材料を与えてください

皆さんの活躍で日本の大
学のレベルの高さを世界に
アピールしてください



質疑応答での回答

Q1: アメリカの大学の先生にメールを送るときに注意することは？

A1: Dear Sirという不特定多数に当てたメールはダメ。その先生だけに書いたメールであることが大事。研究や
論文に関することを書いても良いかも。

Q2: 学部のときの分野から変更しても大丈夫か？

A2: むしろ好まれる傾向。なぜ新しい分野を学びたいのかを明確にStatement of purposeに書くことが大事。

Q3: 1年の成績が悪いのですが．．．

A3: まだ間に合う！これから頑張れば良い

Q4: 先生を探すのに苦労している

A4: 興味ある分野の雑誌、Review論文、国際学会の発表要旨等を見る。自分の大学にいる近い分野の先生に
聞いてみる。各大学・学科HPから色々な研究室の情報を得る。
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