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自分は学生時代を東工大で過ごしました. 指導教官

である圦本先生にはみっちりご指導いただきました.

平田先生, 中澤先生, 井田先生らさまざまな方々のお

世話になりました. 井田先生には以前惑星科学会の口

頭発表における緊張感について, 自分の所感を運営委

員に, 運営委員の反応を自分に伝えていただきました.

当時自分を焚き付けたのは中澤先生です. 最近学生学

会最優秀発表賞が設置されました. 学生の中で発表が

一番上手であるという評価は励みになると思います.

しかし学会の活力はやはり博士号を有する方の発表に

よって決定付けられると思います.

さてこのニューフェースでは博士論文について書く

ことが通例のようですが, 自分の感じている雑多なこ

とを書かせていただこうと思います. そのことを通じ

て自分の世代や学生の参考になる何かが伝えられれば,

と思います.

自分は学生時代, 永島一秀さんとともに一貫して分

析法 (同位体顕微鏡; Nagashima et al., 2004) の開発

を行っていました. 我々の行っていることはサイエン

スではないという無言の圧力を感じていました｡ しか

し自分が将来共に働く人に認めてもらえれば十分なの

です｡ 若手の皆さま, 自分と仲間と自分の指導教官を

信じ, 最高のパフォーマンスをもって開発をやりとげ

ましょう. 誰かがきっと見ています.

以前分析の困難に面したことがありました. 見通し

のたっていない段階で圦本先生は ｢難しければ難しい

ほどやりがいがある｣ とおっしゃっていました｡ 圦本

先生の境地には立てませんが ｢めんどくさいことにな

ればいい｣ と思うことがあるのは事実です｡ 緊張した

状態で長時間向かい合ってこそ初めて得ることのでき

る感覚があるからです｡ この感覚を研ぎ澄ますことで

いい分析をすることが

できるようになります.

最後に頼ることができ

るのもまたこの感覚だ

けだと思います｡ 博士

課程はこの感覚を養う

のに最適の時期です｡

しかし長島隆一さん

は遊星人の2002年１号で ｢博士課程に進むなら覚悟を

決めることだ. 厳しい言い方だけどどうしようもない.

今の日本は文化を推進する余裕がない. 文化を大事に

する余裕のある社会が実現することを願うばかり｣ と

おっしゃっています. 自分は日本で研究者として職を

得たいと思っています. しかしそれが簡単ではないで

あろうことを肌で感じはじめています. 卒業後２～３

年はそんなものかとも思えますが, 徐々に一般企業に

勤める知人の給料や (配偶者側の) 親戚の目が気にな

りはじめます. 学生の皆さま, 博士課程進学の決定は

慎重にしてください.

米国ポスドク生活は, 予算獲得のためのデータを要

求され続けた２年間でした (Kunihiro et al., 2004a;

2004b). そのために給与が支払われているのですから

当然ともいえます. 待遇改善の交渉を切り出すことは

できませんでした. 人間関係を良好に保ったまま主張

／交渉するのは難しいようです.

お金について言及されることは少ないですが, お金

がない (海外) 生活はお金があるそれより制限された

ものになると思います. 自分は借り間に住んでいまし

た. 研究用コンピュータ, 車の購入にあたっては親に

援助してもらいました. 車がなくても死ぬことはない

ですが, まともな研究生活は送れません. 資産も戻る

ところもなし, 借金だけがある状態で月の収支が赤字

となると不安でくじけてしまいそうになります. もらっ
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た分しか働かないということは有り得ません. しわよ

せはストレスとしてあらわれます. 海外にいく予定の

ある方はお金についてしっかり工面しておくことをす

すめます. それだけもらえればなんとかなる／もらえ

るだけまし, と発言する人は多いですがそういう発言

にこそ足を引っ張られます. 本当に苦しいのに ｢まだ

自分は贅沢なことをいっているのか｣ と自分を追いつ

めることになるのです.

自分の場合配偶者が公務員であることもあって単身

で渡米しました. 未来は明るいとはいえないし給与も

不十分なので, 仕事をやめてついてきてほしいとは思

えませんでした｡ 経済的大黒柱が女性である家庭は日

本ではまだ珍しいかもしれません. 皆さま, どんどん

単身で日本を出ましょう. 若者の理科離れを防ぐため

にも, 気軽に単身で海外にいくことのできる雰囲気を

作っていきましょう.

渡米するのであればなんらかの手段を使って長めの

ビザを取得することをすすめます. ビザが切れると,

米国に滞在できても入国することができなくなります.

日本でのビザ更新は数週間を要します. 一週間の休み

はとれても数週間の休みはとりづらいものです. 自分

は現在, 二度目の出国ができない状態を経験中です.

日本での就職を目指し人並み以上に働くにあたって

は志を強く持つ必要がありましょう. その志を支える

のは健康です. 体調が悪くなるとすぐにへこたれ弱気

になってしまうものです. 自分は毎朝始業前にプール

で泳いでいます. 学生の皆様, 大変になる前に健康を

維持することの大切さを知り, そのノウハウを学んで

ください｡

万全の対策をしていても具合が悪くなることはあり

ます. つらいときに慣れない医療システムを利用する

のは大変です. 海外にでた際には, 症状が軽い時に練

習として医者にかかっておくことをすすめます. 自分

の場合おかしくなったら医者にいけばいいと思えるよ

うになってから (矛盾するようですが) ストレスが減っ

た気がします. 現在自分が感じているストレスや閉塞

感は, ラボを持った人が時折感じる危機感ほどのもの

ではなかろうと推測しています. 自分のラボを持ちた

いと思っているのでそう思えばいいウォーミングアッ

プです.

この頃日本の大学では任期制が採用されています.

若者の理科離れを深刻に受け止めているのであれば,

任期雇用を終身雇用より給与面で優遇すべきだと考え

ます. 若手の皆さま, 日本に固執せず自分を一番高く

買ってくれるところにいきましょう. そして日本を売

り手市場にしていきましょう.
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