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企業の研究所へ企業の研究所へ
化学への興味
　私が化学に興味を持ったのは、小学校の理科の
実験がきっかけでした。2種類の金属片を薄い酸
の水溶液に入れると、一方の試験管からは気体が
発生し、もう一方は何も発生しないという単純な
ものでしたが、なぜそのような違いが生じるのか、
とても不思議でした。その後中学・高校と化学を
学んでいくと少しずつその理由が明らかになり、
身近の不思議な現象を解き明かしてくれる化学を
もっと知りたいと思い、理科大に進学しました。
　大学では化学の専門課程に加えて教職課程を専
攻し、母校で教育実習まで行いましたが、卒業研
究で指導いただいた教授から「研究に興味がある
のでしたら、大学院に進んだらどうですか？」と声
をかけていただきました。それが日本で男女雇用
機会均等法が施行された1986年のことです。当時
はまだ理系女子が少なかった時代で、私自身も大
学院進学という考えをもっていませんでしたし、
両親の反対にもあいましたが、最終的には修士課
程に進みました。そして、さらに化学に興味を持っ
た私は、1988年に家庭品メーカーである花王株式
会社に入社しました。家庭で使う身近なモノづく
りに化学の力を活かしたいと思ったからです。

企業における研究
　花王に入社して、私が配属されたのはビュー
ティケア関連の商品開発を行っている研究所でし
た。大学で学んできた化学の知識は多少役に立つ
ものの、複雑な混合処方系である製品と、毛髪・
皮膚といった生体組織との作用の本質を見極め
る難しさや、最終的には商品を使っていただいた
お客様にどう好まれるかで判断される難しさが
あって、入社してからしばらくは、これが本当に
自分のやりたかったことなのだろうか、と考える
こともありました。さらに、女性は結婚したら仕
事をやめるもの、という価値観がまだ残っている

時代だったため、社内の女性研究員が結婚や出産
をきっかけとし退職していくのも寂しいことでし
た。そんな中で私は、せっかく大好きな「化学」と
いう縁で就職できた会社なのだから、最低でも10
年は仕事を続けてみようと決意しました。
　しかし仕事に慣れてくると、商品開発研究の楽
しさもだんだんわかってきました。お客様と世の
中に役に立つものを自分の手で開発したいという
想い、そして研究を深めることにより不可能と思
われていたことを可能にして商品として提案でき
れば、私たちの生活に笑顔をもたらすことができ
る、という大きな目標が見えてきたからです。

女性が働くということ
　その後入社7年目に1年間の育児休職を経て、
ワーキングマザーとしての生活がスタートしま
した。会社員としては勤務時間や出張などに大き
な制約がかかり、また母親としては子供と向き合
う時間を十分にとれず、どちらも中途半端な状態
で仕事を続けるべきなのだろうかと、深く悩みま
した。その一方で、効率的な時間の使い方や仕事
のプライオリティのつけ方など、このような環境
におかれたからこそ身についた強みもあります。
また育児や家事の時間が増えたことによって“消
費者視点”というものが日々の生活で自然に養わ
れ、家庭品メーカーでの商品開発研究にはプラス
になることも多かったと感じます。もちろん仕事
をやめたいと思ったことは何度もありますが、「継
続は力なり」を信じてあきらめず、今も（目標の10
年を大きく超えて）研究の仕事を続けられている
のは、自分が好きな仕事であることと、それ以上
に多く方の支えがあったからこそだと感じます。
ですので、これからはもっと女性が働きやすく、
そして働きたくなるような社会になるよう、私に
できる貢献をしたいと思っています。

（花王株式会社ヘルスビューティ研究所）

ががんばるんばる同窓同窓 ⑥
松尾　恵子
（61理・化）
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地元に関わる仕事がしたい！！地元に関わる仕事がしたい！！
学生時代
　私は平成元年に入学し、2回留年の後、何とか
卒業証書をいただくことができました。数学と物
理が赤点だった生徒が一浪して理科大に入学した
という事で、高校の先生方は大変喜んでくれまし
たが、1年目で留年が決定。その後は大学と両親
の温情により、6年をかけての卒業となりました。
　人より長い学生時代を過ごした分、教員免許を
含むいくつかの資格を取得したり、様々なアルバ
イトをしたり、語学等の教養科目をいくつも履修
するなど、自分では色々挑戦したつもりでした
が、結果的には中途半端な生活を送っていたよう
な気がします。ただ当時の「やりきれなかった気
持ち」は、その後の社会人生活にプラスに働いて
いると思います。

地元での就職
　バブル崩壊後の波が留年と共に大きくなる中、何
とか地元である岩手県の情報処理サービス会社に
就職することができました。「何らかの形で岩手に
関わる仕事ができる会社」を条件としていたので、
希望通りの会社に入ることができたと思います。
　入社から現在まで、県や大学に関する情報シス
テムを扱う事業部に所属していますが、ソフト
ウェアの開発から運用・保守、営業まで色々な業
務を担当しました。
　入社2年目の時、隣県のシステム開発が決まり、
常駐2名でスタートする県外事務所に転勤するこ
とになりました。本社からの支援があったとはい
え、お客様との交渉から仕様決定、プログラムの
設計、製造、稼働後の運用までをメインで担当し
たことは、その後の自信に繋がったと思います。
もっともシステム開発の基本も知らないまま、ひ
たすら期限までに何とか動かすことと集中してい
たため、本社に戻ってからは、皆が理解できるド
キュメントの作成や様々な視点でのレビューに悩
まされました。
　その後もことあるごとにIT技術者としてのスキ
ル不足を実感していますが、様々な部署で業務を

経験したことから、広く浅い業務知識とコミュニ
ケーション力で今まで何とかやってこられたのか
なと思っています。最近は会社からプロジェクト
マネージャとしてのスキルアップを求められるよ
うになりました。仕事の進捗状況は勿論、関係する
人々の状況や、個々の作業方法等、様々な情報を整
理しながらプロジェクトを成功に導いていく仕事
はとても難しく感じますが、メンバーがやり甲斐を
感じて仕事に臨めるような環境づくりを目指して
頑張りたいと思います。

理窓会への参加
　40歳近くになると小中高それぞれの同窓会に
参加する機会が増えました。岩手では大厄の歳に
厄払いならぬ「歳祝い」という行事を開催する地
区がありますが、同窓会として開かれることも多
い様です。理窓会への参加もそんな時期でした。
営業担当時にお客様だった先生からのご紹介で、
興味本位に支部総会に参加したのが始まりでした
が、気付いたら岩手支部の事務局を担当すること
になってしまいました。
　参加者の高齢化もあり、現状維持がやっととい
う状態ですが、私のような者でも母校のお役に立
てればという気持ちで務めております。
　どこの同窓会でもそうだと思いますが、何か面
倒だとか、存在を知られたくないといった理由で
連絡を避けられる方も少なからずいらっしゃるよ
うです。震災で被害に遭われた方もいる地域です
ので、遠方からの参加を呼びかけていいのか迷う
事もあります。ただ同窓会に参加する事で少し頑
張ってみようという気持ちになったり、仲間がいる
んだと感じることがあるかもしれません。初めての
岩手で知り合いがいない方もいらっしゃると思い
ます。気が向いた時に気軽に参加できる場所にし
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（株式会社アイシーエス）

阿部　隆行
（平7理・応数）
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金融の世界へ金融の世界へ
理科大を卒業して
　学部卒業後は大学院に進み、大手金融機関に就
職しました。新人研修を経て資産運用部門に配属
され、一貫して資産運用部門にて投資業務の経験
を積みました。
　最初の配属であった株式部投資調査室では、個
別企業の業績評価、担当業種の成長性予測など企
業分析の手法を習得できたことが後々役立ちまし
た。

海外留学と金融危機
　会社の海外留学制度を利用して 2008年に米国
ニューヨークへ赴任しました。大学院時代の指導
教授に、“若いうちに必ず留学しなさい。その後
の人生の糧になるから”と強く勧められていたこ
とが応募のきっかけでした。
　海外留学といっても大学院ではなく、現地の大
手資産運用会社で最先端の投資実務を学ぶトレー
ニーとして出向しました。日本人が一人もいない
環境で当初は苦労ばかりでしたが外国でビジネス
を行う上でのコミュニケーションや外国人に対し
てのプレゼンテーションのスキルを磨くには貴重
な体験でした。
　一方、2008年9月に起こった米国発の世界的な
金融危機（株式暴落と信用収縮）という歴史的な
出来事に現地で巻き込まれたことは生涯忘れられ
ません。100年に1度の金融危機とも言われる中、
最先端の投資実務を学ぶどころではなく、休みな
く働き続ける毎日でした。
　大学院の恩師に連絡を取った際、“勉強のやり
過ぎで死んだ人は知らないが、仕事のやり過ぎで
死んだ方を何人も知っているので気をつけなさ
い。見方を変えてみれば100年に1度の貴重な経
験をしているのだよ。学ぶことは多いはずだ。もっ
けの幸いだ。”と恩師流の激励の御言葉を頂戴し
たことを覚えています。海外留学時に身についた

のは語学力よりもストレス耐性だったのではない
かと思う次第です。

外資系金融から理科大の収益事業会社へ
　帰国後2年ほどして外資系金融機関の資産運用
部門に転職しました。世界30か所以上に運用及び
ビジネス拠点を構え、グループ全体で30,000名を
超えるグローバル企業でした。給与は年俸制でし
たが個人で成果を追求するのではなく、チームで
獲得した成果を皆で分かち合うという風土でし
た。スポーツと同じくチームの勝利が最優先で個
人の成績だけが評価対象ではないことと同じで
す。苦楽を共にした海外の同僚との絆は一生の財
産となっています。
　その後、縁あって2015年6月から母校理科大の
収益事業会社に移籍しました。東京理科大学の財
政基盤、教育・研究のさらなる強化に貢献するた
め、収益事業から得られる利益を教育・研究資金
として大学に還元すべく、これまでの経験を生か
し貢献する所存です。

理科大の研究成果を社会に還元
　2016年2月に理科大の研究成果を広く社会に還
元し社会の発展に寄与すべく、理科大ベンチャー
ファンドが設立されました。
　理科大には事業化可能な素晴らしい研究成果が
あるだけでなく、ハイテク産業で活躍する卒業生
も大勢います。そう遠くない未来に、理科大から
米国の大学発ベンチャーで世界的企業に成長し
たGoogleやFacebookのような企業が生まれるよ
う、ベンチャー支援事業に力を尽くします。
（東京理科大学インベストメント・マネジメント
株式会社　代表取締役社長）

片寄　裕市
（平13経・経）
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特許の世界へ特許の世界へ
在学中
　小さい頃から乗物が大好きで、両親や祖父母か
らは「伸ちゃんは工学部に入るのかな？」と言わ
れたりもし、当然のように機械工学科に入学して
いました。入学してからは、勉強が楽しく、他学
科や大学院の科目を含め、たくさんの科目を履修
しました。その一方で、毎日のように学習塾でア
ルバイトをしていましたので、4限の授業が終わ
るとすぐ下校することが習慣になっていました。
　大学に在籍していた当時は、携帯電話やパソコ
ンが普及し始めた頃でした。このため友人達は、
情報をうまく収集したりデータをコピーしたり
する等して、レポートを手際よく作成していまし
た。一方、授業以外で校内に居ない当方は、友人
にパソコンの使い方を聞く時間も無く、ワードや
エクセル等の基本ソフトもまともに使えない状況
でした。このため、レポートの作成は手書きで、
非常に苦労していました。
　今となっては、レポート作成の苦労が、書類をま
とめることの楽しさを知るきっかけだったと思いま
すし、現在の仕事に繋がる礎だったと感じています。
　研究室では振動工学を学び、大学院を経由して、
トレーラーを製造する輸送機器メーカーに就職す
ることが決まりました。在学中に牽引自動車第二
種免許を取得したことでトレーラーに興味を持っ
たことが一因でした。希望する就職先でしたが、
組織に縛られずに動きたいという気持ちがあり、
また、研究室の先輩が弁理士試験の勉強を始めた
ことも後押しとなり、卒業・就職と同時に、将来
弁理士になって独立することを決意しました。

弁理士とは
　発明されたものが既に登録されていないかを調
査したり、特許庁への出願手続を代理したりする
国家資格保有者のことになります。主に、特許事
務所や企業の知財部に所属して、知的財産（特許・
実用新案・意匠・商標など）に関する業務に携わ
ります。8割が理系出身者といわれ、理科大の出
身者も非常に多い資格となっております。

特許事務所に転職
　弁理士試験の1次試験に合格したことが契機で
した。メーカーには1年4か月しか在籍していま
せんでしたが、弁理士になることしか考えていま
せんでしたので、迷いはありませんでした。昼間
は事務所で書類作成の補助を行い、夜間は資格試
験の予備校で勉強を続けました。4回目の受験で
最終合格し、卒業してからちょうど5年後に弁理
士になることができました。
　大企業から依頼を受けて大量の案件をさばく事
務所に在籍していたため、業務に偏りがあり、こ
のまま独立することに不安がありました。そこで、
個人・中小企業をお客様とする事務所に更に転職
し、種々の業務に幅広く携わりました。

独立開業
　弁理士になってからは、独立に向け、関連業務の
副業を増やしていました。理科大の先輩で元日本
弁理士会副会長の弁理士からお誘いがあり、まと
まった副業が発生することになりました。これを機
会として、2014年7月1日の「弁理士の日」に、埼玉
県さいたま市に開業しました。埼玉県における活動
も積極的に行っており、2015年度からは、日本弁
理士会の埼玉委員会の副委員長を務めております。
　開業してから2年目の現在は、副業を減らし、特
許事務所の本業を増やしたい状況になります。お
客様から少しずつ仕事のご依頼を頂けるように
なってきていますが、同窓生からの紹介もあります
ので、周りに助けられていることを感じています。
　最近は、理科大の種々のイベントに出席し、同
窓の方々と情報交換を積極的に行っています。同
年代の方の出席が少ないことが残念であります
が、諸先輩方とお話できる機会であり、いつも楽
しみにしております。

（亀崎総合特許商標事務所　代表 弁理士）

亀崎　伸宏
（平14工・機）


