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2003年11月2日（日）理学部同窓会

総会に先立ち行われた記念講演会は、銀

90名ほどの聴衆が聞き入り盛況でした。そ

討論が行われ、原案どおり採択されました

名称等の変更にあわせた規約の改正ならび

引き続き、懇親会を行い教官学生を中心

総会での会長挨拶       森 

同窓生の皆さん、長年会長を勤めさせて

ります森です。大変お忙しい中、お集まり

り感謝申し上げます。こうして皆さんと直

ることは喜びです。今日、この会を行うに

ろいろとお世話になりました学部長はじ

の皆さんに心から感謝申し上げます。 

今日の日本の状況は、どの世代も生きに

っています．中高年のリストラ、自殺をは

るたびにつらい話が次々と起きています。

師をしていますが「父親が自殺した」とか

トラにあって大学進学をあきらめた」など

近に聞きます。とりわけ、前途のある青年

口も少なく、長期の親ががえ、アルバイト

いう状況に追い込まれています。青年の経

端に遅らされていますし、自立しても低所

活を余儀なくされています。一人一人の青

をしていますが、それが自分の「力の問題

題」とされている中では、その悩みは大変

と思います。 

実際青年の収入は正規で平均300万円前

ート･アルバイトでは平均150 万円程度で

激にパート･アルバイトが増えています（

一時期大卒の就職率はほほ 100％でした

入ったところで80％となり、今は60％を切

そうした中で「学んだことが生かされる」

リアリティのない話となっています(注2

これは個人の問題ではなく構造的問題、

の問題といわねばなりません。こうした中

たち同じ大学の同じ学部を出たという共通

れがたまたまそうなったにせよ、青年時代

代を共有したわけですから、友情を育み互

う「きずな」をあらためて作っていくこと

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同窓会総会開催される 

総会記念講演会と同窓会総会を行いました。 

嶺祭中であるため一般公開しました。宮地良彦、沖野外輝夫両先生のお話に

の後行われた総会には約20名が参加し、役員会提出の議案について活発に

。その内容は、これまでの経過、会計報告、方針案と予算案、法人化による

に、時代に合わせた会費の増額、新しい役員についてです｡（後記参照）。

に50名ほどの参加があり宮地先生を囲んで話が弾みました。 
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いただいてお

いただき心よ

接お会いでき

あたって、い

め大学関係者

信州大学理学部における学生生活はまわりの自然と

あいまって、そうした「きずな」の基礎を作ってくれた

と思っています。そうした意味からも信州大学に感謝の

念をもつものです。 

同窓会は設立以来、大学・学科・学生の皆さんへのさ

まざまな取り組みを進めてまいりました。また、地質・

化学・物理と学科の同窓会も設立されてきました。今、

数学でも設立の準備が始まっています。 

くい社会とな

じめ、耳にす

私は高校の教

「父親がリス

という話を身

が正規の働き

フリーターと

済的自立が極

得で苦しい生

年は明るい顔

」「能力の問

なものである

大学のキャンパスを中心にして大学、学生、卒業生の

関係をもっと豊かにしていく、今日先ほどお二人の先生

からお話をうかがい、知的な刺激と共に学問が社会と深

くつながっていることを、あらためて学び勇気をいただ

いたと思いますが、こうした関係を多彩に縦横に重ねて

いくことが、私たち卒業生にとって大事なことだと思っ

ています。 

そうした人間関係を深く厚くする土台を作るという

責務を同窓会は持っていると思います｡各学科で同窓会

が次々と作られていくのは、そうした関係が一層求めら

れているからだと私は認識しています。 

後ですが、パ

す．しかも急

注1）。 

同窓会も、この間やはり成長してきたのだと思います。

同窓会は一つの組織です。ゆるやかな組織ですが、生き

た組織、生き物というように思えます。 

が 90 年代に

っています。

ということは

)。 

常に鮮度を保ちつつ歩みつづけるのはむずかしいこ

とも多いのですが、あせらずしかし的確に事を勧めてま

いりたいと申し上げて挨拶とします。 
注1：青年労働者(18－29 歳)の平均年収は、正規男343 万円、女性285

万円。パート・アルバイトで男性175万円、女性138万円（2001年日本労

働研究機構報告書「大都市の若者の就業行動と意識」。また、パート･アル

バイトの増加については90年15％強、95年18％、00年には26．7％(1929

万人)となっています(2003年内閣府[国民生活白書])。 

社会の仕組み

でますます私

点の土台、そ

の短くない時

いに励ましあ

が求められて 

注2：大卒就職率(文部科学省[学校基本調査]毎年5月1日付％) 91年

男81.8％女63.3％、95年男68.7％女63.7％、99年男60.3％女59.8％、

02年 男60.0％女54.9％となっています 
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同  窓  会  総  会  議  案  
第1号議案 経過報告並びに会計報告         
  

生 57 名、退職者 3 名に対し記念

品をお送りしました。 

1983 年 12 月 11 日設立以来、同窓会では教育活動成と

記念事業を柱に活動を行ってきました。教育助成活動では、

学科主催ゼミ等への支援、学内事故や自動車の保険料補助

を行っています。記念事業は卒業生・修業生および退職教

職員への記念品贈呈です。それらの詳細は別表をご覧下さ

い。また、学部の要求によりサークル棟の改修補助や、信

州大学設立 50 周年事業への協力などを行ってきました。

2000 年以降理学部主催の公開講座等への補助を求められ

ており、できる限りの協力を行ってきました。 

会計では、入会予約金として入

学時に1万円を集めその年度の活

動資金に当てています。95年以降

の入会予約金の納入状況を見ます

と、95年以降2002年までの入会

および入会予約状況は 1841 人の

入学者のうち 1024 名（55％）が

入会予約又は入会しています。学

科別に見ると数理自然情報 55％、

物理科学 45％、化学 57％、地質

科学 53％、生物科学 55％、物質

循環62％となっています。 
平成 14（2002）年ではそれぞ

れ 56、78、74、53、69、61％ 

となっています。232 名の入学者

の内の149名が入会予約をしてい

ます。その約144万円を2002年

度の事業の原資とし、会報復刊 1
号に書いたので会費と寄付および

名簿の注文分を含めた 96 万円あ

まりが期末に入金されています。

また前年度の繰越金700万円あま

りが14年度の予算となりました。

支出では、事務費が予算の約4倍

となりましたが、会報復刊1号の

郵送費等が多くなったためです。

事業費では学生研究活動助成金は

半分でしたが、雑費としてある学

部行事への補助が 41 万円程度多

くなっています。また、基本金へ

400万円弱を繰り入れています。 
2003年度上半期（10月末現在）には同窓会報2号、同

窓会名簿を発刊しました。また,2002 年度と同様各学科へ

の補助ならびに「自然のなぞ」などの開放講座への補助を

行いました。 
第2号議案 信州大学理学部同窓会会則の改正について 
  同窓会会則の改正を提案します。 
第3号議案 活動計画及び予算案提案 
 活動計画について 
(1) 特別事業 ・同窓会総会・名簿作成・会報作成  

平成 14（2002）年度では、同窓会の活動として会誌の

復刊を行い、2003年度事業としての名簿発行につなげる努 
(2) 記念事業・卒業記念・修了記念・退官・退職記念 
(3) 支援事業・学生研究活動への支援・信州大学理学部 

力をしました。2002年「自然のなぞ」、山岳フォーラム、

おもしろ実験室等の学部主体の事業に助成を行いました。

当然ながら記念事業は継続しており、卒業生230名、修行 

開放講座「自然のふしぎ」への支援 
化学会東海支部講座「おもしろ実験教室」への支援 

(4) 補助事業・公用車任意保険料への補助 
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(5) 2005年理学部創立40周年記念行事に向けての体

制作り  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
予算案について表のとおり提案いたします。 第4号議案 同窓会新規役員選出について 

約 20 年にわたり会長と副会長で何

とか運営してきましたが、正式に幹事

理事等をお願いした人々がほとんど連

絡つかない状態にあり学部内の同窓生

に｢幹事｣をお願いしてきました。事後

承諾ということになりますが諸般の事

情をおくみいただきご了承ください。

それぞれの学科の同窓会が立ち上がり

つつありますので人事の刷新をお願い

します。それぞれのところで確認をい

ただければ幸いです。今後は可能であ

れば,各学科の同窓会の推薦などをい

ただきながら総会毎に選出してまいり

たいと考えております。 
信州大学理学部同窓会役員 

会 長    森  淳   （数1） 

副会長（兼）事務 山本 雅道（生8） 

副会長（兼）会計 田村 祐二（化8） 

理 事  平戸 良弘  （数91） 

    武田 三男  （物04） 

        石川 厚   （化14） 

          大塚 勉  （地質10） 

       上条 慶子（仮）（生9） 

       朴  虎東 （生院 5） 

会計監査  竹谷 貞彦  （数14） 

伝田 郁夫  （生13） 

名誉会長 理学部長 永井寛之先生  
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同窓会費値上げについてひとこと 支援事業 学生活動助成金：10万円×6学科＝60万円 

――会員の皆様に説明方々おねがいです。 開放講座：         40万円 

  会計担当 田村祐二 合  計 ：         100万円  

 昭和58 年の本同窓会発足当初、同窓会費をいくらに

するのか、他の学部などを参考にした。当時、医学部で

10 万円、他の学部では 3 万円を終身会費とするところ

が多かった。そういった中、本会では、当時の会員の多

くはまだ若く、経済的状況を考えると、終身会費を1万

円とするのが妥当と判断し、決定した。当時の事業は、

記念事業が中心で、支援事業は各学科５万円の学生活動

助成金、合計25万円であり、また、役員会や理事会は、

役員と理事の手弁当で経費の支出としては数万円程度

であり、年間約150万円もあれば、活動費としては十分

であった。ところが現在、学卒生･修了生の増加と学部

の一般向けの開放講座等が数回実施されるようになっ

たので、事業費全体がふくらんできた。昨年度の会計を

一例として挙げると、 

また、同窓会会報を二度発刊したので、印刷費及び送

料を合わせて約40万円×２回＝80万円と、さらに、各

学科の同窓会の立ち上げや大学の同窓会統合へ向けて

の会議など会長を含め役員が松本へ来る機会が多くな

ったので、約20 万円を会議費として支出した。昨年度

の支出合計約330万円となり、220名定員で合格してく

る学生の７割の 160 名の学生が入学時に同窓会加入予

約金として収めてくれた約 160 万円の収入だけでは赤

字となった。一昨年度から、今までの貯金を食いつぶし

てきている。そこで、記念事業の縮小を唱える意見もあ

るが、来年度理学部創立40 周年をひかえる今年度に、

思い切って終身会費を値上げすることとし、今回の総会

で了承されるに至った。未加入の卒業生や学生諸君への

働きかけも行っていくのは当然であるが、更なる理学部

への協力や援助も考えて、今回の同窓会終身会費の値上

げに御理解いただくようお願いしたい。また、寄付等の

御協力も是非ともお願いしたい。 

記念事業 学生卒業記念品費：4千円×220名＝88万円 

     修士修了記念品費：4千円× 70名＝28万円 

退官・退職記念品費：       10万円  

                 合  計：       126万円   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演

まり

年は

は、

ムが

はな

の機

基本

 

 

 

 

 

 

総会記念講演会---------宮地良彦先生と沖野外輝夫先生のお二人のお話をお聞きしました。お二人とも具体的で 

 たちにとってわかりやすいお話になりました。しかも長年の研究とその成果に基づく、 

誇りにみちたもので、その面からも静かな感動を与えました。 

 

 

  

 

 
「脱ダム宣言の行方－ダム等検討委員会の経過と今後の方向－」 

 

 
値を安全度の値とするかに委員間の意見の相違があっ

た。 

概要：検討委員会の活動は2000年6月25日より始

、2003年6月24日に最終答申を出した。最初の1

浅川ダムと砥川ダムの問題の検討に終始した。これ

すでに予算がついていたり着工していたからで、ダ

必要かどうかという本質論の議論を行える状態で

く、結果としては対症療法的な答申となった。ダム 

能としては治水利水の両面があるが、治水面では、 

高水量の算定方法や差の大きな基本高水量のどの 
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 宮地先生は２年間長野県のダム等検討委員会の会長を勤められました。「委員会の会議は完全公開で傍聴者にも委員

と同じ大部の資料が配られた」と口を切られ、私たちもその資料をいただきました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
長野方式とよばれる方法は、官から民へではなく住民

の意識をはっきりと伝えてゆく、反映させていく方式の

ことです。関係のあるところにはそれぞれどんどん出か

けてもらいたい。それが新しい形の政治をつくる。 

一番楽しかったのは基本高水量の計算であった。（こ

こで黒板に数式を書き「利学部の皆さんには良くわかる

話ですね」などとおっしゃりながら楽しげに説明されま

した）。利水面では昔の利水計画で今日では必要ない状

況もあり反映していないことが多い。ダムを作ると市町

村の負担が少なくてすむことも「脱ダム」できない要因

かもしれない。 

 

 

 

  

 

 沖野先生は現在早稲田大学にお勤めで、放送大学の長野所長をなされています。長年の研究内容を具体的に

わかりやすく説明され、地道な実験の経過と結果、今後の見通しなどについてお話いただきました。 
 

 

 
  
  

「 諏 訪 湖 の 汚 染 と そ の 回 復 過 程 」 
  
 昭和45年以来諏訪湖の観測や浄化対策をしてきたが、

きれいにならなければ夜逃げをしなくてははならなく

なると思っていた。現在きれいになってきているのでそ

の心配はない。今後は湖周辺の人がいつも湖に行ってみ

ること、現在の諏訪湖の水は東京の水より安く浄化が可

能なレベルになっているので、身近に利用する方向性を

探ることが必要であり、そのことが水を守ることにつな

がる。今後の諏訪湖の浄化目標は「飲める諏訪湖の水」

にすることである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
講演概要：諏訪湖は昭和10 年代には水泳もできる湖で

した。それが昭和45 年頃にはアオコの大発生で泳げる

ような状況ではなかった。現在では水泳をしようとすれ

ばできるようになってきている。このような変化には、

水質浄化のために行われた湖の工事（コンクリート化か

ら自然の護岸に変える）や、それにまつわる水生植物の

調査･実験について話された。現在は特定汚染源につい

ては下水道の完備によってほとんど湖に負荷をかけな

いようになってきているが、非特定汚染源についてはま

だ減っていない。農耕地では休耕田を溜池にするとか、

濾水対策を行うことで減少させることが可能で、それぞ

れの発生源で対策を採ることが重要である｡ 

 「夏

 

 

 

 

 

 

 

 

 夏～秋

 CO
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諏訪湖浄化対策の骨組み案

諏訪湖浄化対策の骨組み案諏訪湖浄化対策の骨組み案
 

 

 

 

諏訪湖の現状と特徴 浄化対策の方向性 浄化対策の骨組み案 

「泳げる諏訪湖」～秋季に植物プランクトンが異常増

殖してアオコの湖となり、泳げない」 

浄化目標 現状 

既存底泥の上に、更に

新生堆積物が堆積 
内部負荷

異常増殖したアオコ

は、湖底に堆積 季、アオコ

が異常増殖し、

D やリン濃度が

上昇 

異常増殖したアオコの

一部は、天竜川へ流出

アオコのピークは8～10月頃。 

一方、動物プランクトン（個体数）

のピークは6月頃 

植物プランクトン、動物プラ

ンクトンのバランスが夏～

秋季には異常になる 

底泥が嫌気分解して

リンが溶出する 
リンの溶出を低減する

[発生してしまったアオコ（植

物プランクトン）の対策] 

湖 底 に 堆 積 し た

アオコを除去する

[生態学的手法による 

複合的な対策] 

生物群集のバランスを修

復し、自然浄化機能を強

化する 

底 質 改 善 ④

湖内水の直接浄化⑦

自浄作用の促進⑥

（生態系の再生）

水生植物や微生物等の働きを活用した水質浄化や魚介類の棲み

場造り⑧ 

貧 酸 素 化
貧 酸 素 化 の 防 止

（ 夏 ～ 秋 季 間 ）

出水時のフラッシングによる、懸濁態リ

ン・窒素の流入が多く、湖内の堆積量も

多い 

リン・窒素の流入負荷量が多い。ただ

し、平常時の流入河川水のリン・窒素

濃度は、諏訪湖水より高い河川と低い

河川がある 
流入負荷

堆積底泥・砂の有効利用⑤

[アオコ（植物プランクトン）

の発生を抑制する対策] 

主に非特定汚染源（面

源）負荷を低減する 

河川に流入したリン・窒素

を河川内で低減する 

河川から湖内に流入する

リン・窒素を河口部で低減

する 

非特定汚染(面)源の流出・流達負荷抑制①

河口部における浄化と堆積物の除去③

河川内での直接浄化 ②

外

部

負

荷

対

策

内

部

負

荷

対

策

外
・
内
部
負
荷
対
策

[リン・窒素対策をバランス良くやる] 

2

諏訪湖の今昔 ～かつての風景～

諏訪湖で水泳諏訪湖で水泳

（昭和１６年）（昭和１６年）

諏訪湖の湖畔諏訪湖の湖畔

（昭和初期）（昭和初期）

第3回目の発行となり、学科別に編集した理学部同窓

会名簿がまだ大量に残っています。入手希望の方は、

郵便振替 00500-2-78885 信州大学理学部同窓会にお

申し込みください。順次発送いたします。また、注文

された方で手元に届いていない方は、山本までご連絡

ください。 
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本年度も学部の主催する行事に同窓会から補助を行い

ました。その事業の報告です。 

 

信州大学公開講座「バーチャル化学研究室」報告    

 化学科では去る8月23, 24日，日本化学会東海支部

との共催で信州大学公開講座「バーチャル化学研究室」

を開催しました。この公開講座は，化学に興味を抱い

ている高校生のために仮想の研究室を開設し，基礎化

学研究の現場で展開される実験，議論，成果公表など

の研究の諸過程を疑似体験してもらうことをねらいと

して行われました。 

 当日は，中学・高校教員５名を含む２０名の参加が

あり，分析化学，無機化学，有機化学および物理化学

の各分野から２テーマずつ，計８つテーマでバーチャ

ル化学研究室を開設しました。両日午前中は講義を行

い，午後は各研究室に配属して，それぞれのテーマで

「研究」を体験してもらいました。高校生にとっては，

はじめて出会う事柄や実験器具，操作ばかりだったと

思われますが，教官やアシスタントの学生のアドバイ

スを受けながら熱心に実験を行っていました。 

 ２日目の午後には，本公開講座の目玉であるポスター

発表会が行われました。どのポスターも力作ばかりで，

発表者からは研究の成果を精一杯伝えようとする熱意

が伝わってきました。会場は実際の学会発表さながらの

雰囲気で，予定した時間をオーバーしてしまうほど活発

な議論が交わされました。講座終了後は，各自研究成果

をまとめた「論文」を提出してもらい，それらを編集・

製本した化学雑誌「萌芽化学」を発行しました。優秀な

発表をした参加者にはポスター賞および論文賞の表彰

も行いました。 

 今回の公開講座は講義から始まり，実験，ポスター発表

さらには論文投稿と内容盛りだくさんで主催者側も参加者

も大忙しでしたが，アンケートの結果は概ね好評で，成功

だったといえます。参加者には今回の体験を生かして，こ

れから化学の世界に進んで行ってくれることを期待してい

ます。尚、公開講座の様子は化学科ホームページに掲載さ

れています。 
 最後になりましたが，本公開講座では理学部同窓会より

補助金を賜りました。この場をお借りして厚くお礼申し上

げます。実行委員会 事務局長 太田 哲 
 

各学科の同窓会の活動状況について 

お知らせします。 

 

数学科の同窓会の報告 

数学科の同窓会設立にむけ、去る１１月１日に第３回

準備会および交流会を開催しました。まず、井上先生よ

り信州大学および数学科の現状と今後についての報告

があり、続いて事務局の設置・規約・会費・名簿の管理

など具体的な内容を検討するため、具体的に準備委員会

を立ち上げることが決定されました。 その場で準備委

員が選出されましたが、その構成は以下の通りです。準

備会長8S林浩一郎、事務局長4S金井和敏、委員4S川

合範子、8S宮田勝昭、9S左光文雄、12S丸山洋之、20S

竹田宏、20S高橋聡、22S倉下哲哉、91S平戸良弘、96S

三重野武彦、97S稲葉光治、合計１２名。 

  事務局はとりあえず、可知研に居候する事になりまし

た。すべてはこれから検討する事になりますが、設立総

会は来年の５月１日（土）を予定しながら準備を進める

こととなりました。 

 準備委員とはいいながら、不慣れなものばかりで不安

を抱えながらの出発となります。しかし、設立総会には

沢山の懐かしい顔に会えることを期待し、当日を楽しみ

にしながら準備を進めたいと思います。よろしくお願い

いたします。 
信州大学物理同窓会の活動                

 三郷村のファインビュー室山で2002年（平成1４年）５

月に発足しました「信州大学物理同窓会」は、２年目の今

年５月に東京新宿京王プラザで第２回総会を開きました。

来年度は、多数の現役の学生・院生の参加を期待して信州

大学旭町キャンパスの旭会館を中心に行う予定です。同窓

会という名称も現役の学生・院生からするとどうしても卒

業・修了してからの会と思われてしまいますので、これま

で通称としてきました物理会から名前をいただき、正式に

『信州大学物理会』と名称を変更することになります。も

ともとこの物理同窓会は、松本の地で「物理」を学んだ学

生が、ざっくばらんに一杯きこしめしながら思い出などを

語ったり、恩師の先生方のお話しを拝聴したりしようとい

うもので、1998年5月に、松崎一先生をお招きして文理学

部の物理学専攻の先輩方を中心に始まった「信州大学物理

会」から発展したものです。したがって、会員は、文理学

部で物理学を専攻した卒業生から理学部物理学科、物理科

学科の卒業生、さらに大学院の理学研究科物理学専攻なら

びに工学系研究科の物理学関係専攻の修了生です。また、

文理学部当時からの教官と現役の教官が特別会員となって

います。2000年には、松本の「タツミ亭」において松崎一

先生、宮地良彦先生、鷺坂修二先生ならびに森覚先生をお

招きして地元で始めて開きました。総会の後はお招きした

先生方の講演などをお聞きしたのち、本来の目的の親睦を

深めるための懇親会です。第一回総会の室山では、会場の

真下の「宇宙線観測所」の研究とそのはじめの頃の逸話に

ついてお話いただき、大変充実した時を過ごさせていただ

きました。（森先生のご講演は後述のホームページでも拝

聴できます。） 

 本物理会は、いわゆる同窓会とは少し違う性格を持って

います。そのひとつは、会報を『メールマガジン』という

形で電子メールを使って配信しています。第６号が10月に

発行されました。内容は、『信州大学自然誌科学館「自然の

ふしぎ」』についてです。現在、第7号を編集中です。 

 もう一つの特徴は、インターネット上にホームページを

開設している点です。ホームページでは、会員登録してい

ただいた方は総会報告や講演会と懇親会の様子、時々の話

題、会員や恩師からのメッセージを載せたメールマガジン

のバックナンバーならびに会員名簿を見ることができます。

アドレスは以下の通りです。これは、信州大学の公式ホー

ムページ（大学関係）や理学部のホームページにもリンク
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していますのでそちらからも入ることもできます。是非、

一度ご覧下さい。http://www.insatell.co.jp/physics/ 

 今後は、理学部同窓会や各学科同窓会とともに、独立行

政法人化後の信州大学理学部の発展に少なからぬ寄与が期

待されています。できるだけ多くの方に会員になっていた

だかなくてはこの会の発展もありません。幸い、新入生に

ついては理学部同窓会と同時に会員登録をしてもらうこと

が決まりました。現役および卒業生（修了生）の会員登録

をお願い致します。登録は、上記のホ－ ムペ－ ジ上から簡

単にできます。会費のお支払い方法もそちらに掲載されて

いますが、以下の口座に直接振込んでいただければと思い

ます。 

◆通常郵便貯金 記号：11150 番号：20343411   

口座名義：信大物理同窓会 代表者 武田三男  

住所：〒390-8621松本市旭3-1-1  

◆銀行の場合  

八十二銀行 信州大学前支店  店番号：421  普通預金 

口座番号：650215  口座名義：信大物理同窓会 代表者 

武田三男   住所：〒390-8621松本市旭3-1-1  

信州大学物理同窓会（物理会）・事務局長  武田三男 

 
松本化学学士会報告                
松本化学学士会主催の在学生向け第１回講演会が１０月

３１日に開かれました。この講演会は，学士会の新たに設

けられた主たる活動として位置付けられるもので，犬飼紀

喜氏（文理学部第９回卒業，山之内製薬株式会社顧問・理

学博士）を講師にお招きし「私の歩いてきた道」と題して，

学生時代，これまで携わった仕事の話も交えメッセージを

頂きました。また，製薬関連企業への就職のことにも触れ

て頂き、８０名を超える学生にとって極めて有意義な講演

会であったと思います。この種の講演会（学術講演も含め）

を続けることは学士会ならびに理学部化学科の発展に繋が

るものと確信しております。講演会の要旨については学士

会ホームページに掲載されていますので，是非ご覧下さい。

http://science.shinshu-u.ac.jp/~chem/alum/index.html 

また，学士会会則整備後初めての第１回評議員会（準備

委員会）が１１月１日に開催され，評議員の選出，次回総

会開催日（７月第４土曜日），次回講演会開催日（大学祭前

日午後），会則の整備等を議題として話合われました。詳細

については学士会ホームページ等によりご報告致します。 

（文責 藤森） 

 

地質同窓会から                                    
 信州大学地質同窓会は、2002年に創設されました。ここ

では、同窓会の連絡手段となっているホームページ「ちし

つや」を簡単にご紹介します。このホームページは、5S
の田辺芳宏さんが立ち上げられたもので、信大や卒業生の

最近の様子を知ることができるように、写真集・掲示板・

リンク集などが載せられています。 
 2003 年 3 月、信大名誉教授黒田吉益先生の「中国国際

科学技術協力賞」受賞と「水と岩石・鉱物」（共立出版）出

版をお祝いする会が行われました。このときの様子も、同

窓会ホームページでごらんいただけます。外国に長く駐在

されている方からは、ときどき、珍しい映像が送られてき

ます。 
 リンク集には、いま活躍中の卒業生の勤務先のサイトが

掲載されており、地質科学科の学生が、これから就職先を

決める際の一助ともなっています。さらに、何人かの卒業

生の個人的なホームページにもリンクされています。異色

の卒業生Ｓ君の奮闘する姿は見物です。 
 ホームページのアドレスは以下のとおりですが、Yahoo! 
などの検索サイトで、「ちしつや」とひらがなで入力すれば、

すぐに見つかります。 
  http://www.dia.janis.or.jp/~geo/chishitsuya/ 
 
生物科学科の状況                  
生物学科・生物科学科の同窓会は、昭和 50 年入学者の

森山雅美、野田（市野）正彦、吉川（山西）弘恭、上条（田

中）慶子を中心に、設立の準備が行われています。今年中

に設立する予定です。（文責、山本） 
 
物質循環学科創立10周年記念会と 
同窓会の設立準備について              
はや本学科も2004年で設立10周年と成ります。以下の

日時・場所で物質循環学科創立 10 周年記念会を行います

ので、お忙しいと思いますが多数の卒業生の皆様の御参加

をお待ちしております。 
物質循環学科創立10周年記念会 
日時 2004年11月20日（土） 午後 
場所 記念式典・講演会：信州大学理学部講義棟 

１Ｆ 一番教室  
祝賀会：信州大学理学部Ｃ棟２Ｆ 大会議室   

以前より同窓会の設立を願う声が出ておりましたので、

物質循環学科創立 10 周年記念会と同窓会の設立準備委員

会を銀嶺祭の初日11月1日に行いました。 
日程 2003年11月1日 16：00-18:00  
出席者(敬称略)：教官（塚原、鈴木、公文、朴、島野） 
一期生（稲森、川下、藤田、本間、米塚）、三期生（倉元、

藤岡）、四期生（山崎）、五期生（大田、村岡）、学部 4 年

生（碓井）、３年生（村本）、２年生（関口）、１年生（浅利、

本間）  
議題 「物質循環学科同窓会の設立について」 

2004年物質循環学科設立10周年記念行事の運営や卒業

生の名簿管理、学科運営および卒業生の就職活動を支援す

る組織として、物質循環学科同窓会の設立が一部の卒業生

によって望まれている。 
承認項目： 同窓会準備委員会の設立 
今後の予定 
準備委員会設立と委員募集の報せの送信 
卒業生全員に同窓会準備委員会の設立を報告する。同時

に委員の募集と現住所の確認を行う。名簿管理は物質循

環同窓会準備委員会が行う。 
卒業生名簿の訂正 
2004年物質循環学科設立10周年記念会との協力 
04年11月20日に物質循環学科同窓会の設立を目指す 
これらの案内文を同封します 
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新年早々朝日新聞第1面に理学部の武田先生と本田 
先生の新発見のニュースが出ました。しかしながら、 
記事は正確さを欠くために、さまざまな電話が武田先 
生にきているそうです。そこで同窓生の皆さんに正確 
なところを知っていただくために一文を寄せていただ 
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きました。もしかしたらノーベル賞なんてことになるの 
かなー 

『フォトニック・フラクタル』 

 正月早々、新聞に「フォトニック・フラクタル」なる得

体の知れない立方体をご覧になり、驚かれた方も多いと存

じます。実は、数理・自然情報の本田さんと一緒にさせて

いただいている研究の成果が報道されたものです。なにぶ

ん、新聞記事ですのでそのような認識でご笑覧いただけた

ものと存じます。もともと科学欄にでも取り上げていただ

ければと気軽に取材に応じたのが間違いのもとでした。 
 「ひょっとしたら実現される可能性があるかもしれない」

というようなことも、「明日にでも実現できる」というよう

な表現になっていたりで、記事を読んでいるうちに冷や汗

を何回もかいてしまいました。案の定、その日のうちから

お叱りのメールや逆に鵜呑みにされた企業の方からの共同

研究の問い合わせが殺到し、その対応で2週間以上も費や

してしまいました。小生の様な一貧乏書生がマスコミなど

に登場すべきではないと肝に銘じました。 
 実際に、今回の研究で判明したことは、「三次元フラクタ

ルの一種であるメンジャースポンジにマイクロ波を照射し

て、その透過及び反射スペクトルを測定したところ、ほと

んど同じ振動数のところに顕著な減衰がみられた。」、さら

に「メンジャースポンジ内部の中央空洞部分の電場空間分

布を調べたところ、減衰を示したマイクロ波の強度が他の

場所に比較して強く、空洞内部に局在していることが確認

された。」という 2 点です。電磁波エネルギーを溜めたり

蓄えたりすることができたというものでは決してありませ

ん。 
 おそらく、「局在」という言葉が読者に分かりにくいとい

うので、「閉じ込めた」、「溜まる」そして「蓄える」となっ

たものと思われます。また、「寿命」についての記述も、フ

ォトニック結晶と比較してありますが、もともと電磁波モ

ードの寿命（緩和時間）は今回のような共振器の特性を議

論する場合にはにつかわしくありません。共振器ではQ値

とよばれる専門的なモノサシがあります。Q値は、問題の

振動数を共鳴（共振）振動数ωres とし、その減衰極小の幅

をΔωとすると、Q＝ωres/Δωで表されます。一方、寿命

は2π/Δωですから振動数による規格化がなされていませ

ん。つまり、波長の長い電磁波は振動数が低いわけですか

ら幾らでも寿命の長いモードを見つけることができるわけ

です。今回の研究もマイクロ波（数GHz）という長い波長

の電磁波の実験ですから当然寿命は長いわけです。したが

って、光の領域（100THz）でフォトニック結晶を研究さ

れている方からみれば噴飯ものです。ましてや、電磁波を

蓄える電池ならず「光池」とは夢のような話です。（初夢に

はちょうど良かったかとも思っています。）新聞ですので、

応用面が強調されすぎて、私達の意図が伝わらなかったの

が残念です。昔から「新聞記事で信用できるのは日付けと

……」と申しますから見識のある方はそれなりの読み方を

されていると思います。（こんなことを書くともう二度と

取材はこないと思っています。） 
 今回の研究に意義があるとすれば、応用でなく純粋な物

理学としてであると思っています。現在の固体物理では周

期的なポテンシャル中の電子の挙動を量子力学を駆使して

解明しようとしています。電子のエネルギーバンドやバン

ドギャップの理論、またその周期性を不純物などによる欠

陥で乱すことによって出現する不純物レベルの考え方がこ

の典型です。半導体、誘電体や磁性体を始め多くの固体は

結晶と呼ばれる周期的な原子配列により構成されています

ので当然の帰結です。電磁波を電子系との相互作用によっ

て制御しようとして始まった「フォトニック結晶（クリス

タル）」も、電磁波を記述する「マックスウェルの波動方程

式」と電子を記述する「シュレージンガー方程式」の数学

的類似性に着目し、電子の感ずる原子配列による周期的ポ

テンシャルと同じように、電磁波の感じる屈折率（誘電率）

に周期性をもたせた人工的な結晶を作製すれば、その結晶

の中で電磁波もバンド構造をとるにちがいないと言うのが

その出発点です。結晶（フォトニック結晶）の対称性と材

質の誘電率の絶対値とコントラストなどを適当に選べば、

電磁波モードが全く存在しないフォトニックバンドギャッ

プが開くはずです。フォトニック結晶の局在モードも電子

系の不純物モードの発想から生まれています。すなわちフ

ォトニック結晶の概念そのものが、電子のバンド理論から

の輸入したものと言えます。 
 ところが、今回の自己相似性をもつフラクタル構造は金

属や半導体などの固体物理学の対象となる電子系には存在

しません。ましてや、理論も私の知る限りでは一次元フラ

クタルの典型であるカント－ ル集合について議論されてい

るに留まっています。もし、フラクタル構造体により特異

な電磁波モードをつくり出すことが可能になれば、逆に、

この概念を固体物理に輸出できることになります。周期的

配列でなく自己相似な配列をもつように原子を並べ（もち

ろん、クーロン力がありますから簡単には並べることはで

きませんが）その中の電子がどのような挙動を示すかは大

変興味ある研究課題です。新しい電子の特性制御が可能と

なれば新規電子デバイスも発明されるかも知れません。新

しい物性物理学の研究分野を開くといっても過言では無い

かと思います。そんなことを考えて取材となりましたが、

こちらの意図とは大きくはずれてしまいました。 
 それでも、信州大学理学部の名前が大きく出ていました

ので、宣伝にはなったかと思います。永井学部長はじめ教

職員の方々や在校生からは大変喜んでいただきました。ま

た同窓会の先輩からも励ましの電話やメールをいただきま

した。紙面を借りてお礼申し上げます。 
  信州大学理学部物理科学科（4S）  武田三男 

編集後記 新年あけましておめでとうございます。2004年は「きな臭い」

ことから始まりました。科学文化は平和の中でこそ花開くと言う思いを深

めています。さて、先日開かれた総会の模様をお伝えする会報をお届けし

ます。大寒となり寒い日が続きます、皆様もカゼなどひかないようにと願

っています（森）。名簿の届かない方ご連絡ください(山本)。 


