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ポスドクとは？ 
• 英語のPostdoctoral researcherの略称であ
るPostdocにならった呼称 

• 博士号を取った後、任期制の職に就いている
研究者のこと 

メリット 
100%の時間を研究に使える。 

指導者の下、経験のない分野の研究に飛びこめる。 

同僚が研究者仲間として、その後の活動の助けになる。 

デメリット 

将来計画が立たない。 



慶応義塾大学物理学科 

理論研究室の福田礼次郎教授の下で「場の理論」の研究 

 

博士論文 『Analysis of Many-body Systems through 

        Legendre Transformation』 

与えられた系の変数が満たす方程式を系統的に得る 

ための一般的な方法を示した。 
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対する方程式は？ 

例） 



コンピューター管理者 

もともと自己流でコンピューターを勉強 

研究上でも式を自動生成したりすることを期待 

物理・化学棟の共同コンピューター管理者になる。 

（M2から見習い、D1～D2夏まで２人で管理） 

性格は管理者向き 

でも、満足感が得られない。 

研究時間激減 D論が、、、 



人生の分かれ道 

素粒子物理、場の理論 

博士号取得後にすぐ職に就ける人はほとんどいない。 

オーバードクター 

千葉大でのオーバードクターの手続き 

２月？大阪市立大での半年間の博士研究員のオファー 

３月末、ロチェスター大学からポスドクのオファー 



ロチェスター大学化学科 

光学の研究が盛ん 

Eastman Kodakの 

城下町 

Shaul Mukamel教授の下で「光応答」の研究 

小柴先生も在籍 

非線形光学応答の大家（現在はUCアーバイン） 



光応答 

光応答：光に対して物質がどのように応答し、 

     その物質からどのような光が出てくるかを 

     調べる。 

半導体ナノクリスタルのサイズ依存性 

量子井戸中のマグニトエキシトンの 

バイエキシトン 



分野変更について 

素粒子から化学物理へ 

未知の分野 

最初から勉強のし直し 

でも、１年以内に結果（論文）を出さないと 

いけない。 

大きなプレッシャー 



何の因果か、、、 

高校時代の不得意教科 

  化学 

  英語 

英語で仕事をしながら 

化学を研究 

化学の中でも最も面白いと思っていた 

有機化学から攻略 



英語について 

満足に研究の議論が出来ない。 

研究上 

話す能力の不足 

癖のある英語が聞き取れない。 

生活上 

きれいな英語以外の聞き取り 

能力の不足 



コンピューターの管理 

着任時は、研究に専念したい、と言って 

コンピューター管理から距離を置く。 

半年後、２人の管理者のうち１人が辞めたため 

コンピューター管理を手伝うことに。 

１年後、もう１人の管理者も辞め、他に管理出来る人が 

いなかったため、結局グループのコンピューター管理を 

１人でするはめになる。 

研究も計算が大きな比重を占めるように変化 

いわゆる手に職 

グループにとって必要な人 



日々の生活 

初の一人暮らし 英語力不足 知らない研究分野 

冬の寒さ、雪 英語力不足 知らない研究分野 

車の運転、費用 英語力不足 食事による体調不良 

車の運転、費用 税金 同僚の帰国 睡眠不足 



寒冷地 

冬の気温は－１０℃位まで下がる。 

オンタリオ湖のほとり Lake effect snow 

大量の積雪 

死の危険 

最初の冬は毎日１時間雪かき 



ポスドク仲間 

大きく役に立った第２外国語、中国史、地理の知識 

第２外国語：ドイツ語 

ドイツ人のポスドク達と友達になる。 

漢文好き 

中国人のポスドク達と友達になる。 

地理おたく 

ほとんどの人の出身地を知っている。 

会話を始めるのにすごく便利。 



香港大学化学科 

英語が公用語の 

香港最古の大学 

陳冠春教授の下で分子の励起状態の 

「線形スケーリング計算法」の開発を主導 

香港科技大学 

学生の研究 

指導もおこなう 



線形スケーリング計算法 
Hartree-Fock法、密度汎関数法などの量子化学計算 

システムサイズ N倍 ⇒ 計算量 N3～N4倍 

システムサイズ 6倍 ⇒ 計算量 216～1296倍 

計算スピード100倍 ⇒ 4.64倍の系しか計算できない！ 

線形スケーリング計算法 

システムサイズ N倍 ⇒ 計算量 N倍 

光による電子励起状態 ⇒ 線形スケーリング計算が 

                  可能であることを示した。 



半英語圏での生活 

相手も英語は母国語ではない。 

聞き取れないのは自分のせいではない。 

話すことに意識を集中できる。 

研究の成功 ⇒ ４人ほど学生さんがつく 

毎日、５～６時間ほど英語で議論 

広東語が分からず大苦戦 

普通話（中国本土の共通語）を学ぶのには不向き 



亜熱帯での苦労 

５月から１０月まで夏 

とにかくものがよく腐る 

２年目の途中から１１か月連続で毎月倒れる 

胃腸をやられる 脂分の多い料理 

大学内は強い冷房 

様々な対策でなんとか乗り切る 



香港科技大化学科 

ボスの資金が尽きる 

厳以京教授のもとへ移る（Mukamel先生の最初の学生） 

エネルギー散逸の 

研究 



筑波大学物質工学系 
住・岡田研究室の岡田朗講師（Mukamel時代の同僚）の 

下で「DNAにおける電荷移動」を研究 
Hole hopping between guanines Oxidative decomposition 

Proposed mechanism 

D. Dekker and M. A. Ratner, Phys. World 14, 
29 

(2001). 

Y. Yoshioka, Y. Kitagawa, Y. Takano, 
K. Yamaguchi, T. Nakamura, and I. Saito, 

J. Am. Chem. Soc. 121, 8712 (1999). 

More oxidative decomposition at GG and GGG than G. 



DNAにおける電荷移動 
Sugiyama、Saito等の計算 

H. Sugiyama and I. Saito, J. Am. Chem. Soc. 

118, 7063 (1996). 

Ionization Potentials (IP) 

         G  7.75 eV 

 
      GG  7.28 eV 
 
   GGG  7.07 eV 

0.47 eV 

0.68 eV 

溶媒効果無視 

HF/6-31G* でKoopmanの定理を使う 

(GGとGGGでよりトラップ) 

実験と定性的に一致 

  Lewis、Wasielewski等の実験 

F. D. Lewis, et. al., J. Am. Chem. Soc. 

122, 12037 (2000). 

Prob(GG●+) 

Prob(G●+) 
= 7.7 

Prob(GGG●+) 

Prob(G●+) 
= 20 

         G 

       GG 
    GGG 

0.052 eV 

0.077 eV 

IP differences 

水中 
過渡吸収スペクトル 

約 1/10 

 Discrepancy  

塩基周辺 ⇒ 負に帯電 

長くなると負電荷に囲まれホール安定化 

水溶媒 ⇒ 安定化減少 

S. Yokojima, N. Yoshiki, W. Yanoi, A. Okada, 

J. Phys. Chem. B 113, 16384 (2009). 



２度目の大きな分野変更 

開発屋から分析屋へ 

表面上は化学物理から生物物理への分野変更だが 

むしろ分析屋への変更（思考方法の変更）に苦しむ。 

開発屋 
新しい道具（式やプログラム）を作ることで、今まで 

調べることの出来なかった問題に取り組めるようにする。 

分析屋 

今ある情報を十分に分析することで、起きている 

現象の原因を特定する。 



研究者レベル向上 

物事を突き詰めていくトレーニングをうける。 

論文、学会発表などの質の向上 

   ⇒ 一段上の研究者へと脱皮 

しかし、論文の完成度を上げるために時間がかかり 

論文がなかなか出せず苦しむ。 

例）読みやすいパワーポイントのスライドとは？ 



三菱化学科学技術研究センター 

＆地球快適化インスティテュート 

中村フェローの下で「フォトクロミック分子ジアリールエテン」 
の研究や「巨大分子系のNMR化学シフトの計算法」の開発 

「アミロイドβ」、「糖鎖」、「光合成」などについて取り組む 



フォトクロミック分子ジアリールエテン 

M. Irie, Chem. Rev. 100, 1685 (2000). 

閉環体 開環体 

•繰り返し耐久性 

•熱戻りしない 

分子スイッチや 

分子メモリーの有力候補 

単一分子として機能? 



単一分子の統計 

In a Zeonex polymer film 

T. Fukaminato, T. Umemoto, Y. 

Iwata, S. Yokojima, M. Yoneyama, S. 

Nakamura, and M. Irie, 

J. Am. Chem. Soc. 129, 5932 (2007). 

T. Fukaminato, T. Umemoto, Y. 

Iwata, and M. Irie, 

Chem. Lett. 34, 676 (2005). 



Memory effect & Tg dependence 

Tg = 105 ℃ 

Tg = 21 ℃ 

Tg = 300 ℃ 

Zeonex 

Tg ≈ 130 ℃ 

T. Fukaminato, 

et. al., J. Am. 

Chem. Soc. 

129, 5932 

(2007). 



Multi-local minima model for 

ground and excited states 
• Many local minima are created 

due to the polymer 

• After an optical excitation, the 

system relaxes but immediately 

trapped by the local minima. 

• After the non-radiative decay to 

the ground state, the system 

relaxes to the local minima 

nearby. 

Open-ring 

isomer 

Closed-ring 

isomer 

T. Fukaminato, T. Umemoto, Y. Iwata, S. 

Yokojima, M. Yoneyama, S. Nakamura, and M. 

Irie, 

J. Am. Chem. Soc. 129, 5932 (2007). 



n-step model 
• Number of local minima: n 

• Probability to go to the next 

local minimum after the 

excitation: p 

• Probability to open/close the 

ring for the first time after the 

N-th excitation: Pn（N) 

Pn(N) = N-1Cn-2 p
n-1 (1-p)N-n+1 

T. Fukaminato, T. Umemoto, Y. Iwata, S. 

Yokojima, M. Yoneyama, S. Nakamura, and 

M. Irie, J. Am. Chem. Soc. 129, 5932 (2007). 

Zeonex Zeonex 

PMMA PMMA 

PnBMA PnBMA 

n = 5 

p=0.60 

n = 4 

p=0.00017 

n = 5 

p=0.62 

n = 6 

p=0.00024 

n = 2 

p=0.30 

n = 2 

p=0.00010 

Comparison with 

experiments 
Histogram: experiment 

Solid line:   theory 

Very good agreement! 



巨大分子系のNMR化学シフトの計算法 

Time 

Cost …. 

Computational 

approach to improve 

this process 

Select drug 

Next stage 

NMR plots 

Binding experiment 

Repeat the process 

M. Pellecchia, D. S. Sem, and K. Wüthrich, Nature Rev. Drug Discov. 1, 211 (2002). 

M. Pellecchia, D. Meininger, Q. Dong, E. Chang, R. Jack, and D. S. Sem, J. Biomol. NMR 22, 165 (2002). 

Product 



計算手法の比較 

データーベース型 非経験的分子軌道法 

計算時間 

新分子への 

対応 

予想外の構造 

への対応 

創薬では大きな計算資源があれば 

こちらのほうが有利 
東工大 TSUBAME 



ゲージ依存しないようにしながら 

分割型計算とうまく組み合わせる 

実装： FMO⇒GAMESS, 化学シフト⇒Gaussian 

化学シフトのゲージ依存性 

フラグメント分子軌道法（FMO法）を活用 

GIAO法、CSGT法 

計算手法の開発 

既存の解決法 

巨大な分子の量子化学計算を実現 

分子を分割してその電子状態を計算する手法 



化学シフト 

FMO1(dimer) vs Experiment 

Chem Phys Lett 445 (2007) 331.  

Experiment 

CSGT 

Model II 

HF/6-31G* 

Ubiquitin 

(76 residues) 

より高い精度を実現したい。 



企業での研究 

ボスに恵まれる 

ほとんどの時間をアカデミックな研究につぎ込む 

（ほとんどの人はそうではない。社業をこなした上で 

研究もしていた。） 

これは、ある意味大学でも同じこと。 

明確に違うこと： 守秘義務 



さらに人生の岐路 

ボスが理研に研究の拠点を移す。 

２０１１年１月、一緒に理研に移動 

直後に東京薬科大から面接の話 

３月になって東京薬科大の職が正式決定 



東京薬科大学 
Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences 

日本で最初の 

私立薬学教育機関 

八王子の緑豊かな場所 

赤レンガの建物 



薬学部生への物理の講義（１） 
なかなかの難題 

高校 物理I  履修者：56% 

    物理II 履修者：27% 

２０１３年度 

「速度って何ですか？」という学生さんにも理解出来て 

かつ、物理IIの履修者も退屈しない講義 

最低限、教えなければならない内容は 

『薬学教育モデル・コアカリキュラム』により規定されて 

いる。（薬剤師国家試験などに出題されうる。） 
結構、大量に教えないといけない。 

「薬学部に来たのに何で物理をやらなきゃいけないの！」 



薬学部生への物理の講義（２） 
「薬学部に来たのに何で物理をやらなきゃいけないの！」 

薬学：化学反応を扱う 

    熱力学が必要（エネルギー・エントロピー） 

力学から示すのが容易 

薬学：薬などの分析（分析化学） 電磁気学・波動 

薬学：薬などの分子の状態（量子化学） 量子力学 

薬学：薬の体内での動きを知る必要性（薬剤） 力学 



教訓１  

人生の岐路では選択肢がいくつも
提示されることがある。 



教訓２ 

無駄な能力や知識というものはない。
どこで何が幸いするかわからない。 



教訓３ 

友はとても大切 



教訓４ 

必死にやっているとドラマが生まれる
ことがある。 



教訓５ 

自分にあった生き方に沿って仕事を
しないと、なかなかいい結果が得ら
れない。 

ただ、何が自分にあった生き方かは
やってみないと分からない。 



教訓６ 

自分の能力が一つの高みに達した
と思っても、視点が変わり、さらに
歩み続けると、いつの間にかもっと
高い所に進んでいることに気がつく。 

ただ、視点が変わった時（分野が変
わった時）は自分が無能になったよ
うな気がする。 



教訓７ 

「刀がさびつく暇がない」 

宮城谷 昌光？ 



ポスドクという職についての私見 

大変、波乱万丈、 

とにかく次の展開は全く読めない。
（進むべき道がどこにあるのか予想
できない。） 
ある意味人生面白いが、人生計画は
立たない。 

勧められるかと言ったら、難しい。 

やるなら覚悟は必要。 

１つの生き方。 


