
博士研究員を経て大学で 
研究者としてスタートするまで 

北海道大学大学院 地球環境科学研究院 

加藤 優 

2014/07/29 キャリアパス講演会 (埼玉大学理学部基礎化学科） 



研究者へのキャリアパス 

基礎化学科卒業 

博士前期課程(修士）修了(2年） 

博士後期課程（博士）修了（約3年） 

ポスドク（博士研究員） 

企業 大学 研究所 

多様なキャリアパス 



大学での研究 

実験  
目標設定、実験戦略、実験技術、勘 

論文発表 
英語、論理力 

学会発表 
プレゼンテーションスキル 

特許 



学歴 

2001/4 – 2005/3  埼玉大学 理学部 基礎化学科 

 

2005/4 – 2007/3  埼玉大学大学院 理工学研究科 博士前期課程 

 

2007/4 – 2010/3 埼玉大学大学院 理工学研究科 博士後期課程 

2008/4 – 2008/8  東京工業大学 原子炉工学研究所 訪問研究生 

     池田泰久 教授 

 

     博士(理学）取得 (2010/3) 

     主指導教員: 永澤 明 教授 



修士課程での経験 

永澤 明 教授 

藤原隆司 准教授 

 

- 錯体化学 

- ものを作る（合成） 

高柳敏幸 教授 

 

 

- 計算化学 

- Publish or perish 

Inorg. Chem., 2013, 52, 13375-13383. 



博士課程での経験 

- 修士との差別化 

- 異分野交流 

東工大 原子炉工学研究所 

池田泰久 教授 

 

- ウラン錯体 

- 発想とスピード 

Inorg. Chem., 2010, 49, 2349-2359. Eur. J. Inorg. Chem., 2011, 495-502. 

物理学科 

飛田和男 教授 

 

- 別の視点 



転機 

- 海外へ行くべきです  

 国際学会への参加（南アフリカ、イスラエル、スロバキア） 
 

- アメリカの学生にはプロ意識がある 

 

- 英語を使った仕事がしたい 

日本学術振興会 特別研究員 (DC2)に採用 (博士３年）  

- 特別研究員制度は、我が国トップクラスの優れた若手研究者に 

対して、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら 

研究に専念する機会を与え、研究者の養成・確保を図る制度 

（日本学術振興会ウェブサイト http://www.jsps.go.jp/j-pd/ より) 

 

- 研究費および研究奨励金 



研究者へのキャリアパス 

基礎化学科卒業 

博士前期課程(修士）修了(2年） 

博士後期課程（博士）修了（約3年） 

ポスドク（博士研究員） 

企業 大学 研究所 

ポスドクとは？ 



- 大学や企業等において安定的な職に就くまでの任期付の
研究職にある博士号取得者（博士課程に標準修業年限以
上在学し、所定の単位を修得の上退学した者（いわゆる満
期退学者）を含む。）又は特任助教であって、研究主宰者
（PI）ではない者をいう。 

- 若手の博士研究員は、大学・公的研究機関のPIや産業界
における研究職等を目指して、多様な研究に自ら従事し、
研究能力を高めるいわば修行の段階にある者といえる。 

 

文部科学省 

 「若手博士研究員の多様なキャリア開発支援に関する審議経過案（審議用のたたき台）」より 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/siryo/attach/1314731.htm 

 

博士研究員(ポスドク)とは 



職歴 

2009/4 – 2010/3  日本学術振興会 特別研究員(DC2) 

 

2010/4 – 2011/3  日本学術振興会 特別研究員 

       (PD, 学位取得による資格変更） 
2010/4 – 2010/10 博士研究員(Postdoctoral research fellow) 

   School of Chemistry,  

   The University of Manchester, U.K.  

2010/11 – 2011/3 博士研究員(Postdoctoral research fellow) 

2011/5 – 2013/3  博士研究員(Postdoctoral research associate) 

   Department of Chemistry,  

   University of Cambridge, U.K. 

2013/4 – 2014/2 博士研究員(特定研究員） 
   愛媛大学プロテオサイエンスセンター 

2014/3 – 現在 助教 

   北海道大学大学院 地球環境科学研究院 



職場その１: Manchester, U.K. 

Dr. Erwin Reisner  

(School of Chemistry, University of Manchester, U.K.) 

Q. ポスドクで何をしたいか？ 

 A.生物無機化学をしてみたい 

Q. どこで？ 

 A.せっかくの機会だから英語圏の海外で 

Q. だれと？ 

 A.(1)若い人、(2) 発想法が似てそうな人、(3)小グループ 

Q. どうやって？ 

 A.メールで 

E.Reisner et al. Chem. Commun, 2009,  550-552. 



Manchesterとそこでの生活 

Manchester 

 -産業革命で中心的役割 

 -グラフェン研究発祥の地 

 -サッカー 

 -よく雨が降る 

ポスドクでの生活 

 -実験、実験、実験… 

 -”英”語 

 -家 

  



職場その2: Cambridge, U.K. 

Department of Chemistry,  

University of Cambridge 

きっかけ：上司の移動 

-世界有数の名門大学 

 Sir Isaac Newton 

 Charles R. Darwin 

 などなど 

 

-優秀な学生、ポスドク、スタッフ 

-世界トップクラスの研究者の講演が 

毎週聞ける 

-大学内での交流が盛ん 



Cambridgeでの研究背景 

petrol 

CO2 

→energy 

石油依存型社会 

2H2 + O2 

2H2O 

catalysts 

+ 

energy 

燃料電池 

→energy 

持続可能な水素社会 



Cambridgeでの研究: 水の光分解触媒開発 

2 H2O
 

4H+ + O2 

2H+
 

H2 

コバルト錯体による水素発生 光合成酵素による酸素発生 

Angew. Chem. Int. Ed.  

2012, 51, 9381-9384. 
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8332-8335. 

   J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10610-10613. 



職場その3: 愛媛大学 

-ポスドクは２年目までがひとつの節目 

 2年目以降はfellowshipの応募困難に 

-業績がネック 

Q. 次はどこへ？ 

 A. 今の研究経験を活かせる場所 

Q. どうやって？ 

 A. メール 

愛媛大学 プロテオサイエンスセンター 生体超分子研究部門 

杉浦 美羽 准教授 

光合成酵素Photosystem IIのエキスパート 



光合成酵素Photosystem II (PSII)とは？ 

PSIIは自然界唯一の水の酸化酵素 

2H2O 4H+ + O2 

好熱性シアノバクテリア 

T. elongatus 

チラコイド膜 

PSII 

e- Cyt b6f
 

PSI 

Cyt c6
 

e- 

Fd FNR 

e- 

NADP + H+ 
NADPH 

PQH2
 

PQ 

5 μm 

Chem. Soc. Rev. 2014, in press, DOI: 10.1039/c4cs00031e. 



職場その4: 北海道大学 

職探し 

- 求人サイト 

 研究者人材データベース JREC-IN 

 jobs.ac.uk 

-Natureなどの雑誌の広告 

-学会のメーリングリスト 

面接 

北海道大学大学院 地球環境科学研究院 テニュアトラック助教 



北海道大学での研究 

八木一三 教授 

 非線形分光法、表面増強振動分光法、電極触媒など 

2H2 + O2 

2H2O 

catalysts 

+ 

energy 

燃料電池 

→energy 

-貴金属フリー酸素還元電極触媒の開発 

-光合成酵素を組み込んだ人工光合成システムの開発 



まとめ 

-大学での研究者になるため、３箇所で博士研究員を経験 

 →不安定な立場だが研究は楽しい 

 

-”修行”に耐えるには多少の覚悟が必要 


