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1. はじめに

東の略歴(researchmapより引用 ) 

主に理工学部1,2年生の
微積分、線形代数など
基礎的な数学を教える。
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大学院から現在に至るまで素粒子論を研究

2004-2008年までKEK、TIFRでポスドク(任期数年の研究員)

http://researchmap.jp/read0069985/?lang=japanese
http://www2.kek.jp/theory-center/theory/
http://theory.tifr.res.in/
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物質の構成要素は何か?

物質に働く力は何か?

私達の宇宙はどのよう
にして出来たか?

素粒子論: 物質・力・時空を微視的に理解し、起源を探る学問
物理では、実験と理論が別の研究室であることが多い。
実験系:大型加速器を用いた実験。そのための実験器具の作成も行う。
理論系:実験をせず、実験検証が困難な理論も視野に入れる。

1. はじめに



素粒子物理学のノーベル賞受賞者
実験:梶田・McDonald(2015),小柴・Davis(2002) 

理論:Higgs・Englert(2013)、南部・小林・益川
(2008)、Gross・ Politzer ・Wilczek (2004) 

⇒この分野トップレベルの研究者

2008年ノーベル賞記者会見
小林誠氏(1972-79)と益川敏英氏(1970-
76,1990-97)は京大素粒子論研究室に在籍
第3世代物質粒子の存在の予言
2008年12月10日共同通信より引用

41. はじめに
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素粒子論に限らず、理系の研究には数学が必要。

1. はじめに

“Grand cosmos and Elementary domain” 
(池邊教氏)。高エネルギー加速器研究機
構(KEK)4号館の壁のレリーフ。2013年9
月の研究集会の集合写真。

::
2
1 jjT =

科学はこの宇宙という名の分厚い本
の中に書かれていて、私たちの目の
前に開かれている。しかし、そこに
使われている言語を学び文字を解釈
しなければ、誰もその内容を理解出
来ない。その言語こそは数学である。
『偽金鑑識官』(ガリレオ・ガリレイ、
1623年)
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菅原構成IKKT行列模型

https://www.jicfus.jp/field5/jp/130927-30kekworkshop_houkoku/index.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4121601106/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabibbo%E2%80%93Kobayashi%E2%80%93Maskawa_matrix
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugawara_theory
https://arxiv.org/abs/hep-th/9612115


1. はじめに

大学教員になるには？

教員公募に出願する。

(東採用時の2007年当時
の公募。JREC-INは代表
的な公募データべース)
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大学教員になるまでに、
どういう積み重ねが必
要か？

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop


1. はじめに 7

大学、高専教員公募⇒超難度の選抜審査

オーバードクター(OD)問題(博士課程修了者の就職難。
「ポスドク問題」、「ポストドクター問題」ともいう)

小中高: 非研究職

大学(短大含む)、高専: 
研究職(アカデミックポスト
(アカポス))多くは要博士号

小中学校(6～15歳)

高校(3年)

高専
(5年)

大学
(4年) 短大

(2年)

高専専攻科
(2年)

大学院修士
(2年)

大学院博士
(3年)



1. はじめに 8

最近のニュースより引用

京大のiPS細胞の研究員の9割
が任期付き非正規雇用

(2017年9月15日)

国立大の若手教員、任期
つき雇用が急増 今年度
は63% (2016年11月22
日朝日新聞)

http://www.asahi.com/articles/ASJCC7WLKJCCUTIL04X.html


1. はじめに

本講義の参考文献 田畑謙二氏(摂南大数学教室非常勤)がp132-135執筆

2009年
ISBN: 9784790714163

1983年
ISBN: 9784250830396

2015年
ISBN: 9784798912455

2007年
ISBN:9784334034238

9

雑誌「博士世界」(季刊,2016年～)

http://www.amazon.co.jp/dp/4790714160/
http://www.amazon.co.jp/dp/4334034233/
http://www.amazon.co.jp/dp/425083039X/
http://www.amazon.co.jp/dp/4790714160/
http://www.amazon.co.jp/dp/425083039X/
http://www.amazon.co.jp/dp/479891245X/
http://www.amazon.co.jp/dp/4334034233/
http://www.amazon.co.jp/dp/479891245X/
https://hakasesekai.jimdo.com/
https://hakasesekai.jimdo.com/


1. はじめに
その他の記事:

➢杉本茂樹(京都大基研教授)「OD問題」京都大学物理学第二教
室研究グループ年次報告 34巻, p137-150,  1998年

➢円城塔 (小説家、2000年東大博士卒、2000-2006年(34歳)まで
ポスドク、2012年芥川賞) 「ポスドクからポストポスドクへ」日本
物理学会誌 63(7), p564-566,  2008年

➢浅野雅子(成蹊大教授) 「1998-2008年度素粒子論グループ名
簿によるポスドク等の実態調査」素粒子論研究電子版(Vol1-2)
2009年

➢“The PhD factory” Nature 472, 276-279,  2011年

➢文部科学省「大学・公的機関等におけるポストドクター等の雇用
状況調査」

➢創作童話「博士が100にんいるむら」
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http://www2.scphys.kyoto-u.ac.jp/danwakai/
http://ci.nii.ac.jp/naid/110006825822
http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~soken.editorial/NewWebSite/sokendenshi/vol2/sokendenshi_2009_2_3.html
http://www.nature.com/news/2011/110419/full/472276a.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/1270343.htm
http://www.geocities.jp/dondokodon41412002/


2. 大学院は何をするところか?

修士課程2年間、博士課程3年間の間に

専門分野の研究を行い、学術論文を出す。

大学院(修士,博士課程)進学率(2017年3月):

京大>>>摂大、理系>>>文系
京都大学
(学部→修士)

京都大学
(修士→博士)

摂南大学
(学部→修士)

摂南大学
(修士→博士)

理学部 81.9%(253/309) 38.1%(101/265) --- ---

工学部
(摂南は理工)

85.6%(852/995) 10.8% (76/701) 9.3%(42/453) 7.4%(2/27)

文学部
(摂南は外語)

26.4%( 59/223) 42.9% (42/98) 0.9% (2/216) 0.0%(0/1)

経営学部 --- --- 0.7% (2/260) 0.0%(0/1)

経済学部 7.3% ( 18/246) 25.0% (10/40) 0.9%( 2/235) 0.0%(0/1)

法学部 28.6%( 96/336) 3.9% (6/152) 0.8%( 2/227) ---(0/0)
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ロースクール(専門職大学院)進学が多い

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data/careers.html
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data/careers.html
http://www.setsunan.ac.jp/shushoku/support/joukyou.html
http://www.setsunan.ac.jp/shushoku/support/joukyou.html


2. 大学院は何をするところか?

ある素粒子論の大学院生(執筆当時)のHPより引用

まず以下のことを確認しましょう。

・これから5年間(修士2年、博士3年)全てを研究に捧げるつもり
・それでも研究職につけない人が多いことを知っている
・今まで物理の成績は(進学校・旧帝大の)学年で上位10％には入
っている。
・自分が絶対に素粒子論をやりたいと言うモチベーションがある
・1日8時間以上は素粒子の勉強ができる
無理なようなら引き返した方が賢明です。

(中略)うかった瞬間から素粒子の勉強をはじめてください。

➢大学院の生活の中心は研究であり、講義・単位ではない。

➢大学院に入学するには、大学院入試(4年秋)に受かる必
要がある。しかし、決して研究者として身を立てるための
「必要十分条件」ではない。

院試(ましてや学部入試)を征する者は
人生を征するとは限らない!!

12



2. 大学院は何をするところか?

➢修士課程1年 (M1)

輪講を行い、専門分野の文献を読む。
(理論系では、実験はせず、式の計算を追って文献を読み込むことが勉強の中心)

➢修士課程2年(M2)

最新の研究テーマについて指導教員と研究を行い、

修士論文を書く。

典型的には50-100ページ程(英語でも日本語でもいい)。

既存の研究成果のレビュー(解説)でもいい。

熟達するための10,000時間の法則

⇒修士課程修了までには自分の分野をそれくらい勉強する。

13



2. 大学院は何をするところか? 14

東の修士論文 hep-th/0103003

(arXiv.org)

内容を一部抜粋

2001年 3月
3月で
3番目

high-energy
physics (theory)
高エネルギー物理学(理論)

http://arxiv.org/abs/hep-th/0103003
http://arxiv.org/


2. 大学院は何をするところか?

博士課程1年-3年(D1-D3)

3年間の間に研究を継続し、論文
を出し続けること。

➢論文を書いて、学術雑誌に投稿

今後の研究業績は、主に出した論
文で評価される。

Publish or Perish

(論文を出さないなら去れ)

➢国内(国際)研究会で研究成果を発表する。

⇒自分の顔と名前を同分野の研究者に覚えてもらう

新しい研究をするうえで必要なことを、自主的に勉強する。

15



2. 大学院は何をするところか?

研究をするうえで、英語は全世界の共通言語

➢国際研究会で英語で発表、質疑応答をする。

➢外国人と共同研究することも多い。

➢博士課程修了後、外国の研究機関に勤めることも多い。

(英語圏以外に勤めても現地の言葉を勉強しなくてもよい)

洋書の教科書の一例 英文の論文のアーカイブ(arXiv.org)

16

https://www.amazon.co.jp/dp/0521672279/
https://www.amazon.co.jp/dp/0813350190/
http://arxiv.org/


2. 大学院は何をするところか?
研究をするうえで、大型計算機を用いることもある。

理論、実験と並んで、
計算機シミュレーショ
ンは自然科学の
「第3の柱」

17

(東は「ポスト京重点
課題9 (宇宙の基本
法則と進化の解明)」
に参画)

http://www.jicfus.jp/postk9/jp/
http://www.jicfus.jp/postk9/jp/


2. 大学院は何をするところか?

博士課程3年(D3)の終わり⇒博士論文を提出

➢これまでの研究のまとめを、通常100ページ程で書く。

➢公聴会(Ph.D. defense)を行い、教員の前で1時間ほど発
表する。(doctorのDは、defenseのDでもある)

➢素粒子論では年限通り3年で卒業出来る人が多いが…

「博士号と掛けて足の裏についたご飯粒と解く」その心は

「とらないと心地悪いけれど、とっても食えない」

18



2. 大学院は何をするところか? 19

⇐東の博士論文

hep-th/0401120

(arXiv.org)

内容を一部抜粋

2004年 1月
1月で
120番目

high-energy
physics (theory)
高エネルギー物理学(理論)

http://arxiv.org/abs/hep-th/0401120
http://arxiv.org/


3. オーバードクター問題

博士課程修了後すぐに大学、高専教員は、殆ど不可能！

京都大学素粒子論研究室の場合

(2017年における過去7年の実績)

修士課程27人
(2011-2017修士入学)

一般企業就職1人

博士課程23人
(主に2009-2015修士入学)

一般企業就職6人

研究機関などに15人

彼等は大学教員か?

☺

☺

☺☺
☺

☺
☺

20

☺

☺
☺ ☺

☺☺
☺ ☺

☺ ☺
☺

☺
☺
☺☺

☺

☺ ☺
☺ ☺

☺

☺
☺
☺
☺ ☺ ☺

☺
☺

☺☺

☺ ☺

☺
☺

☺
☺

☺
☺
☺

☺ ☺
☺ ☺

☺

☺
☺
☺
☺ ☺ ☺

☺
☺☺

☺
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

http://www2.scphys.kyoto-u.ac.jp/lorentz/lorentz2017/pamphlet/35.html


3. オーバードクター問題

多くの場合は、ポスドクとして研究を続ける。

➢ポスドク: Postdoctoral research fellowの略。

(或いはオーバードクター(OD)ともいう。) 

➢大学、研究所に所属する任期付き(多くは3年以内)の
研究員であり、任期が切れたら雇用終了。

⇒業績を積み、次の職を自主的に応募する必要がある。

➢所属機関での教育義務は無いが、教育に非常勤講師と
してかかわることもある。

(大学・高専教員公募では教育歴は重要)

ポスドクの多くは、大学・高専の任期無し(パーマネント)
のアカデミックポスト(アカポス)を目指す。

21



日本だけでなく、外国でポスドクをすることもある。

(逆に、外国人のポスドクを日本が受け入れることもある。)

世界中の研究機関にポスドクの応募又は問い合わせ

⇒東の場合、50カ所に送り、2カ所から採用通知あり。

2006-2008年にインドのTata Institute of  

Fundamental Research(TIFR)でポスドクをした。

3. オーバードクター問題 22

http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~shigeki.sugimoto/kaigai.html
http://theory.tifr.res.in/


3. オーバードクター問題

➢ポスドクのポジション自体も狭き門⇒落ちれば無給で研究

こうした、博士課程修了者の深刻な就職難を

「オーバードクター(OD)問題」(或いは「ポスドク問題」)という。

➢大学・高専教員のポストの数の減少

⇒ポストをめぐる過当競争。教員公募の倍率は50-100倍

➢大学・高専教員に任期数年のポストが増加(特任助教など)

⇒任期が切れたら失職。

猿は木から落ちても猿だが、議員と大学の先生は任期が切れればただの人

➢研究を諦め民間企業に就職するのも困難

⇒専門に凝り固まり過ぎ。企業の研究職とのミスマッチ

日本企業の年齢主義(ageism)

新卒から年齢的に離れるほど不利

23



3. オーバードクター問題

「OD問題に憶う」 土方克法
未就職博士 (OD) の問題がついに新聞紙上に姿をあらわした． 昨年秋の札
幌の学会で，当地の若い人達がOD問題のビラを配っていたが，内容は”われ
われをどうしてくれるのだ”ということであった． 筆者の大学では，1967
年物理系の学科ができたが，教官定員はアッという間に優秀な人達で埋めら
れてしまい，もう空き定員はない．(中略)

24

筆者の近所にはいわゆる教育ママがたくさ
んいて小学校のうちから一流大学を目指し
て子供をしごく．愚妻もその一人であって
大学の非常勤講師手当を上回る額を月々進
学塾に貢いでいる. このまま大学までずっ
と勉強を続けるのが母親の念願なのであろ
う．大学で勉学をするのは当然なことだが
，最も熱心に勉学を続けた人のなれの果て
がODではないか．筆者は時々愚妻に”子供
をルンペンに仕立て上げるつもりか”と言
う．しかし，大学入学以後のことまでは考
えが及ばないようで，あまり効果がない．

岩波講座現代物理学の基礎量子力学II
（1972年、湯川秀樹(1949年ノーベル物
理学賞)監修)付属月報より引用

http://anond.hatelabo.jp/20091129035807
https://www.amazon.co.jp/dp/4007304149/
https://www.amazon.co.jp/dp/4007304149/


3. オーバードクター問題

(1)ポスドクフォーラムによる素粒子論サブグループ会
員の調査(1998年)

➢アンケートに回答したポスドク93名のうち、

有給52人(56%)、無給41人(44%)

➢素粒子論で、大学・高専のポストに就いた人数 : 6～7人/年

⇒ポスドク数に比して、ポストの数が圧倒的に少ない。

研修生として授業料(月3万円)を払いながら
研究。大学・高専の非常勤講師、その他ア
ルバイトで生計を立てる

ポスドクフォーラム: 素粒子論・原子核理論のポスドクに
よる、オーバードクター問題について意見交換して、文
科省等の機関に働きかける組織

25

素粒子論グループ

(1071人、人数は
2008年現在)

核理論サブグ
ループ292人

素粒子論サ
ブグループ
749人

その他30人

http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~postdoc.forum/


3. オーバードクター問題

(2) 素粒子論サブグループ会員対象の調査
浅野雅子 「1998-2008年度素粒子論グループ名簿によるポスドク等の
実態調査」素粒子論研究電子版(Vol1-2)2009年より引用

現在でポスドク何年目か?
(2008年: 会員749人中、院生53人、ポスドク193人、教員431人、その他69人)

’98年 104人

海外除く

平均3.4年

’08年 193人

(国内113海外80)

平均6.4年

’04年 177人

(国内127海外50)

平均5.0年

(人)

海外ポスドクも
会員に数える

東の場合

摂南着任

26

http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~soken.editorial/NewWebSite/sokendenshi/vol2/sokendenshi_2009_2_3.html


2008年

教員418人

ポスドク
186人

その他
39人

(人)

3. オーバードクター問題

素粒子論サブグループ
会員の博士号取得t年目
における身分構成

1998年

教員398人

ポスドク
102人

その他
18人

(人)

ポスドクの長
い人が増加

27

2003年

(人)
ポスドク
156人

その他
31人

教員408人



(人)

3. オーバードクター問題

2009年5月30日毎日新聞で取り上げられる。

大学・高専等で職を得るまでに何年ポスドクをしたか?

⇒素粒子論サブグループ会員平均5.1年(‘99-03)、

7.2年(‘04-08)

・就職者は38人(‘98-03)、76人(‘04-08)

一見改善されたかに見えるが…

若手層の任期付きポストの急速な増加

28



3. オーバードクター問題

オーバードクター問題が深刻化した社会的要因

1.大学院重点化による、大学院生の増加。
(学問分野の裾野は広がったが過当競争につながった。)

2. ポスドク1万人政策等による、ポスドクの増加。
(博士課程修了者の受け皿は増えたが、ポスドク任期終了後の受け皿は充実していない。)

3. 少子化に伴う、大学・高専のポストの減少
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年

2本以上論文のある研究者の、
最初に論文を書いてから業界
に残っている割合(天文学)

%(3) 論文 "Changing 
demographics of scientific 
careers: The rise of the 
temporary workforce"での調査
S. Milojević, F. Radicchi, and J.P. Walsh, 

PNAS Dec. 11, 2018 115 (50) 12616-12623

https://www.pnas.org/content/115/50/12616


4. おわりに

オーバードクター問題は抑も「問題」か？

➢スポーツ・芸能界・漫画家等も成功するのは一握り。
(摂南大(機械工)出身の、元ロッテ宮本選手も1軍に出ず野球を引退)

彼等の競争のほうが厳しいのではないか？

➢フリーター、ニート、犯罪被害者、障碍者、難病患者…

彼等の救済に予算と労力を注ぐほうが先ではないか？

➢自分の意思で研究を志したから自己責任ではないか？

➢「オーバードクター問題」どころか、後継者不足で困ってい
る研究分野もある。

➢どんな人でも終身雇用で身分を保証していいのか？
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devil’s advocateで「問題ではない」という視点を列挙すると…

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E8%A3%95%E5%8F%B8
http://jyoshige.livedoor.biz/archives/8154303.html


4. おわりに

オーバードクター問題は他人事か？
➢お勉強が出来て旧帝大に行った近所のあの子も、
将来オーバードクター？

➢学問に対して厳しい諸政策

• スパコンなど自然科学に対する事業仕分け(2009年)

• 文系学部の廃止

• G型(global)、L型(local)大学

• 岡山光量子科学研究所の廃止（2017年)

• トランプ政権によるアメリカの自然科学の予算削減(2017年)

⇒一納税者としてどういう立場をとるか?

➢オーバードクター問題への偏見と無理解から来る暴言

(ポスドクへの差別発言、 学芸員は癌など)

31

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E8%88%AB
https://news.yahoo.co.jp/byline/enokieisuke/20170131-00067182/
http://megalodon.jp/2009-0818-2347-23/korosuke.kyo2.jp/e123214.html
http://web.archive.org/web/20170417111100/http:/www3.nhk.or.jp/news/html/20170417/k10010951591000.html


4. おわりに

オーバードクター問題は他人事か？

夢を追って才能の限界に挑戦するキャリアデザインのリスク

底辺はその道に生活を捧げてもなお不安定

➢大学院に進学しない人にも言える普遍的な教訓

「100m走を11秒フラットで走るレベルの才能は一番質が悪い」
(「人と比べないで生きていけ」千田琢哉(2014) ISBN:9784569819280 )

野球のイチロー・漫画の手塚治虫・
将棋の羽生…

野球の育成選手・無名の漫画家・
将棋の奨励会…

研究者のトップレベル
⇒ノーベル賞、フィールズ賞等…

研究者のオーバードクター問題
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http://www.amazon.co.jp/dp/4569819281/

