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理 学 部 長  挨 拶 

 学部、大学院の新入生の皆さん、ご入学おめでとうござ

います。また、大学を巣立たれ、同窓会に仲間入りされた

皆さん、ご卒業おめでとうございます。入学も卒業も人生

の中では一つの「はじまり」の時です。新しい環境でのさ

らなるご発展とご活躍を願っています。 

 信州大学理学部は法人化から約１年、残念ながら明るい

出来事はほとんどなく、年々減り続け、法人化により一段

と厳しくなった経常的な教育、研究経費のやりくりに四苦

八苦しながら、「中期目標、計画」中の 2004年度の計画の

実施に追われ、共通教育の改革の原案、等々を考えている

内に、何時の間にか 2005年度の計画を策定しなければな

らない時期になってしまいました。そのような中で、2005

年度からの授業料の値上げが避けられない状況になってき

ました。またもや、国会での国立大学法人法成立の際の「付

帯決議」が予想とおり（予定とおり？）無視されました。

文部科学省から示された 2005年度の国立大学予算には授

業料の値上げが織込み済みであり、値上げをしない場合に

は、大学の事業規模を縮小せざるを得ない仕組みになって

います。「科学技術創造立国」を目指し、「教育」を重視す

ると言いながら、明日の日本の科学と技術、そして教育を

担う人材の養成を行っている国立大学の授業料の値上げの

根拠に、学生とその父兄に対する「受益者負担」論、「私学

との均衡」論を主張し続けるこの国の為政者の精神の貧困、

先進国中では群を抜いて低い高等教育に対する公財政支出、 

 

同 窓 会 長  挨 拶 

新入生の皆さん、大学院に進学された皆さん、社会に出

られた皆さん、本当におめでとうございます。必ずしも展

望が鮮明でない時代とはいうものの、やはり未来は青年の

ものです。皆さんの人生が光り輝くものとなりますようと

もに努力していきましょう。 

同窓生の皆さん元気でお過ごしのことと思います。いろ

いろなことが世界的規模で起き、その対策や判断の仕方、

また考える基準などに思いをはせるとき、あるいは住みに

くくなってきた日本の現実の前で翻弄される個人のことを

考えるとき、それらは一つにつながり、「私たちは地球人」

なのだということを意識せざるをえない時代に本当に突入

したのだと思います。「地球人」という立場で判断し生きて

いることを自覚させられる日々です。あらためて,世界的規

模で創られる「平和の力」への希望を強くするものです。

そうした中で「9 条」の精神の輸出こそが日本の世界の中

での役割の要であると思います。事は簡単ではありません

が、それぞれの立場、今を生きるその場で努力を重ねてい 

 

 

 

 

 

 

 

伊 藤 建 夫（生物科学科） 

まさに国辱もののその名にも値しない「奨学金制度」（ロー

ンであってスカラシップではない）には、怒りと言うより

は、情けない気分になってしまいます。 

この間のほとんど唯一のプラスのできごとは、書類作り

などに苦労させられた大学院工学系研究科博士課程の総合

工学系研究科（理学部、工学部、繊維学部、農学部で構成）

への改組が 11月末に認可され、2005年４月から発足する

こととなったことでしょうか。理学部の大部分の教員が博

士課程担当となり、各々の専門分野に適合した専攻、講座

に所属することとなり、工学系研究科におけるある種の「ね

じれ」は解消されました。新年度には、教育、研究の充実、

発展のための新規設備、備品の導入も期待できそうです。

理学部の本来の理念、目標である基礎的な教育、研究の維

持とさらなる発展とともに、他分野との連携、協力による

学際化、総合化により新しい教育、研究の分野の開拓も目

指したいと思います。 

 さて、この度は同窓会報に理学部の教員の研究活動や成

果についての現状を紹介する機会を与えていただきました

ことをありがたく感謝申し上げます。今後も機会ある毎に

理学部の様子を会員の皆様にお伝えして行きたいと考えて

おります。理学部の役割はますます重要になってきている

と自負しておりますが、法人化の中では、現実は厳しいも

のがあります。各界でご活躍の同窓生の皆様の厳しくも暖

かいご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。 

 

森      淳 

こうでありませんか。学生時代に「真理は常に単純な形を

している」と学んだことを思い出します。 

さて、今回の会報は、大学の先生方にご自分の研究、研

究室で取り組んでいること、あるいは、それぞれの分野で

の今日的到達点などを執筆していただきました。大変お忙

しい中、しかも「字数の制限」もあり「卒業生を励ますも

ので」「わかりやすく」という条件での「お願い」に無理を

していただきました。先生方には快くお引き受けいただき

ました。心より感謝申し上げる次第です。 

同窓生の皆さんはもちろん、現役の学生、そして新入生

にも時を得たものではないかと思っています。皆さんに「紙

上大学」としてお届けできることをよろこびとします。何

かそれぞれの今と結びつくものがあれば本当にうれしいこ

とですし、そこから新しいものが生まれてくれば尚のこと

です。 

あらためて、21世紀にふさわしい生き方を共有できるこ

とを願いつつ挨拶とします。 
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研 究 室 紹 介   数理・自然情報学科 谷内 靖 

（編集部）谷内先生は、2004 年度日本数学会「建部賢

弘賞特別賞」を受賞されました。 

私の専門は非線形偏微分方程式論です。特に、非圧縮性

粘性流体運動を記述するNavier-Stokes方程式と非圧縮性

非粘性流体運動を記述するEuler方程式を研究しています。

ここで、非圧縮性というのは縮まないということです。ま

た、粘性流体とは粘り気のある流体のことで、通常の流体

（水や空気など）のことです。一方、非粘性流体とは粘り

気のない流体、すなわち理想流体のことです。私は、これ

らの流体の方程式の解の存在や性質を関数解析学の立場か

ら研究しています。 

時刻 t において、空間上の点 x=(x1， x2， x3)での流体

の速度ベクトルと圧力をそれぞれu(x，t)とp(x，t)とおく。

Navier-Stokes方程式とは、u(x,t)とp(x,t)を未知関数、x

とtを独立変数とする連立の偏微分方程式です。すなわち、

uのtに関する導関数や、uとpのxに関する導関数などを

含む連立方程式です。この方程式を『解く』とは、時刻t=0

における流体の速度ベクトル u(x,0)=a(x)を初期条件とし

て与えた時、（この x だけの関数 a(x)を初期速度場とよ

ぶ、）この条件と方程式を満たす関数 u(x,t)、 p(x,t) を

求めることです。実は、初期速度場a(x)が２乗可積分関数

の時、弱い意味で方程式をみたす解（弱解と呼ぶ）の存在

はわかっています。問題は、『弱解が普通の意味での解にな

るか』ということです。多くの研究者は、この弱解が普通

の意味での解になっていると予想していますが、今のとこ

ろ完全には証明されていません。この問題にはクレー研究

所から約１億円の懸賞金が懸けられています。つまり、証

明すると１億円が手に入ります。あまりにも難問過ぎて、

私は、この問題に真正面から取り組む事はあきらめて、こ

れに関連した小さな問題を研究しています。 

 Navier-Stokes方程式の詳しい解説は、例えば 

『数理科学 No.263 ナビエ・ストークス、増田久弥 非

圧縮性粘性流 pp21-24』、 

『臨時別冊 数理科学 SGC-21 数学の未解決問題、岡

本久Navier-Stokes方程式の未解決問題 pp 152-160』 

にあります。 

  

研 究 紹 介  数理・自然情報学科  向井 純夫 
私の専門はトポロジーの一分野：ホモトピー論である。

対象となる図形は球面やトーラス（輪環面）、メービウスの

帯などである。図形 X から図形Y への写像 f のグラフに

切れ目がないとき、写像は連続であるという。f が連続で

全単射であり、f の逆写像 f-1:Y → X も連続のとき、X と

Y は同相であるという。コーヒーカップとドーナツは同相

である。２つの連続写像が連続的な形で互いに移りあうと

き、この２つはホモトピックという。以下、連続写像を単

に写像という。ホモトピーとはホモトピックという関係で、

X からY への写像全体の集合を分類することである。分類

した集合を [X、 Y] とかく。写像がホモトピックの意味で

逆写像をもつとき、X と Y は同じホモトピー型をもつとい

う。平面から１点を取り去った図形は円周と同じホモトピ

ー型をもつ。X が n 次元球面Sn でY は少しだけ条件をつ

ける。このとき、[Sn, Y] には、和の演算が導入され、代

数でいうところの群となる。これを Y の n 次ホモトピー

群といい、πn(Y) とかく。２次元球面 S2 の中で 円 S1を

赤道と考え、S2 は S1 の懸垂という。一般に図形 X の懸

垂が考えられ、EX とかく。Sn = ESn-1 とみなす。メービウ

スの帯の境界を１点と同一視してできる図形を射影平面と

いう。一般に Snの各点 x と 対蹠点‐xを同一視してでき

る図形が実 n 次元射影空間 Pn である。写像f: X → Y に

対して懸垂写像 Ef: EX→ EY は自然に得られる。Y＝ Sm で

あるとき、つまり、球面のホモトピー群πn(S
m) の決定は

難問題である。ｎ≦ m－1 のときπn(S
m) は１元のみから

なる。つまり、どんな写像も連続的な変形で定値写像とな

る。πｎ(S
n)はｎ≧１のとき、整数全体がつくる群Zに同型

であり、この生成元はSnの恒等写像ιn（正確には、そのホ

モトピー類）となる。球面のホモトピー群の研究では、京

都大学名誉教授の戸田宏先生の 40 年以上前の著書が世界

的に有名である。私はこの本の内容を40年以上使ってきた。

ιn 以外の球面のホモトピー群の元の例をあげる。S1 は大

きさ1 の複素数で表されることから、ι1 とそれ自身との

ホワイトヘッド積という積が 0 となり、これにより S3 か

らS2へのホップ写像という元ηがπ3(S
2)に誕生し、π3(S

2)

も Z に同型で、ηを生成元にもつことが知られている。こ

のようなホップ写像の存在は、割り算ができる数：実数・

複素数・４元数・ケーレー数の４種類に応じて知られてお

り、これらの元の何回かの懸垂とそれらの合成や、３つの

写像がある条件の下で戸田の積といわれる２次の合成を形

成し、これらがπn(S
m) の元を構成している。πn(S

m) の群

構造は n－m≦19 のとき上記著書で決定されている。 

私の研究対象の主なものは、射影空間の k 回懸垂であ

る図形EkPn のホモトピー群や[EkPn,EkPn] の群構造の決定で

ある。n が偶数のとき、EPn の恒等写像ιEP
n の位数がιE

ｋ

P
n (k≧2)の位数と一致するという予想の解決には約 15 年

を要した。また最近は πn(S
m)の元とιm のホワイトヘッド

積の位数を研究している。 

 

 

研 究 紹 介 - 究極の物理法則を求めて- 

物 理 科 学 科  川 村 嘉 春 

（編集部）川村先生は、2002年度の第８回日本物理学会

論文賞を受賞されました。 

奇跡には種がある！ 

 むかしむかし、或るところに奇術師と支配者がいました。

奇術師は支配者が撃った銃弾を歯で受け止めてみせると言

いました。奇術師が支配者に銃を手渡し、対決が始まりま

した。支配者は引き金を引きました。次の瞬間、奇術師の

歯の間に銃弾がしっかり挟まっていました！？（ある映画

とおんなじオープニングやで？） 

新しい企画として、先生方にご自分の研究、研究室での

取り組み、あるいは今日的到達点、さらにはそれへの想

いなどをおいそがしい中お書きいただきました。私たち

にとって何よりの励ましになるものと考えます。 
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直感は時としてあやふや？ 

 むかし、観測に基づいて「地球は回っている。」という

結論に至った人がいました。その人は迫害されました。「宇

宙は小さな火の玉状態から進化した。」と唱えた人がいま

した。彼の学説は大うその理論とからかわれました。現在、

地動説もビッグバン理論も確立され、疑う人はほとんどい

ません。 

余剰次元はあるの？ 

 「たて、よこ、高さのどれとも直交する新たな空間次元

が存在するなんて馬鹿馬鹿しい！」というご批判は承知の

上で、多くの研究者が余剰次元について探究しています。

なんでもありのご時世のせいか何の迫害も受けていません。

むしろ、余剰次元の発見は次期大型加速器による衝突実験

の目玉の一つとして期待されています。ある理論によると、

ブラックホールの生成や蒸発が実験で検証可能とのこと

（ホンマかいな？）余剰次元を学術的な対象とするために

は、①その必要性、②現在未確認である理由、③検証可能

性を探究する必要があります。 

物理法則は整理整頓される！ 

 時間と空間を４次元時空として統一的に扱うことにより

電気現象と磁気現象を統一的に理解することができます。

さらに、空間の次元を増やして、重力現象と電磁現象を統

一的に理解しようと試みた人がいました。それが余剰次元

の探究の始まりです。このように余剰次元を導入すること

により物理法則が整理整頓される可能性があります。これ

が余剰次元の必要性に対する私の答えです。物理法則の究

極の整理整頓（あらゆる現象を統一的に理解すること、す

べての法則を基本的な法則から導くこと）を実現する最有

力候補は「超弦理論・M理論」です。（M理論のMはMiracle

のMと違いまっか？）これらの理論では、理論の無矛盾性か

らそれぞれ10次元・11次元時空が要求され、余剰次元の存

在は必然性を持っています。 

大統一理論を救おう！ 

 素粒子の標準模型を超える有望な理論は大統一理論です。

この理論によれば、重力を除く３つの力（強い力、弱い力、

電磁気力）はゲージ場の量子論と呼ばれる枠組みで統一的

に記述されます。残念ながら、超対称性（ボーズ粒子とフ

ェルミ粒子の入れ換えに関する対称性）を含む最も単純な

理論は致命的な欠陥を持っています。その根源は「３重項・

２重項の分離問題」で、２種類の粒子の質量差を導くため

に15桁ほどの微調整が要求されます。具体的には、陽子崩

壊が観測されていないことと弱い力に関する対称性の破れ

を説明するために３重項を組む粒子に比べて２重項の粒子

の質量は近似的にゼロとみなせるほど小さくなくてはいけ

ません。（どないして、こんなメチャきわどい分離が実現

されるんやろ？） 

余剰次元はおもしろい！ 

 余剰次元が現時点で未確認である理由として(a) 余分な

空間のサイズが非常に小さくて検出できない、(b) サイズ

は比較的大きいけれども特定の粒子以外は余剰次元方向に

移動できないため感知されない、が考えられます。今仮に、

高次元時空内に質量ゼロの粒子が存在したとしましょう。

４次元時空では、その粒子は余剰次元のサイズの逆数を単

位として量子化された質量を持つ無限個の状態（粒子たち）

と解釈されます。余剰次元のサイズが充分小さければ、質

量がゼロ以外の状態は重すぎて我々の世界には直接現れま

せん。４次元時空で（近似的に）質量ゼロの粒子が存在す

るかどうかは余剰次元の性質に依存します。ここで、「近

似的に」と付け加えたのは、多くの場合さらなる対称性の

破れによってわずかな質量を獲得するからです。 

微調整にも種がある！ 

 奇術師は銃を手渡す直前に銃弾をそっと抜き去り、口の

中に入れておいたというのが冒頭の奇跡の種明かしです。

（子供だましのようなトリックやんか！）同じように、自

然界は余剰次元に関する巧妙な境界条件を使って、４次元

時空に移る際に３重項の質量ゼロの状態をそっと抜き去っ

たと考えると「３重項・２重項の分離問題」が解決します。

実際、余剰次元のサイズが10-31cmほどであれば15桁の質量

差が生じます。(余談：大学院生の時、超弦理論を研究して

いてよく似た機構に出会ったのが、このトリックを見つけ

た種明かしです。) 

この他にも微調整に関する様々な問題があります。最も

凄まじいものは「宇宙定数の問題」です。何を解明したら

確実にノーベル賞が貰えるか？と人から質問された時、私

はこの問題の正解を出すことと答えることにしています。

ただし、120桁ほどの微調整の種明かしに挑むことになり、

フェルマーの最終定理（数年前に証明されましたが、）と

同様これだけに没頭することはあまりお勧め致しません。 

自然界の究極の設計図を解読しよう！ 

 この作業を遂行する上で必要なことは(ⅰ) 奇跡や偶然

として片付けないこと、(ⅱ) 直感や先入観に囚われないこ

と、(ⅲ) 究極の法則の存在を信じること、ではないでしょ

うか。この作業に参加を希望する情熱を持った研究者が１

人でも多く現れることを願っています。本年はアインシュ

タインの衝撃的なデビューから百年目の記念すべき年（世

界物理年）です。彼の光電効果、ブラウン運動、特殊相対

性理論に関する論文はいずれもその後の物理学の発展に著

しく貢献しました。時代は大きく変わって、研究者の数も

増え、毎日おびただしい数の論文が生産されています。氾

濫する論文の中で混沌とした状況が続いています。個人的

には、１篇の論文で現状を打開するようなファンタジスタ

の登場を密かに期待しています。アインシュタインのよう

な天才物理学者が現れて、奇跡のような偉業を目の当たり

にしたいものですね。 

余剰次元の物理および大統一理論の現状に関するより

詳しい内容を知りたい方は、以下の拙論を参照してくださ

い。 

・川村嘉春 日本物理学会誌 Vol.57575757,,,, No.9, 2002 p654, 

「高次元時空の世界から４次元時空の世界を眺める」 

・川村嘉春 数理科学  No.488，2004年2222月号 特集/幾何学的物理観 p32,

「大統一理論と幾何学」 

「３重項・２重項の分離問題」の解明に関する原論文もよろしく！ 

・ Y. Kawamura,Prog.Theor.Phys. Vol.105,105,105,105, (2001) p999,

“Triplet-Doublet Splitting, Proton Stability and an Extra  

Dimension” 
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研 究 紹 介－低コンテクスト時代を生きる 
         化 学 科    手 塚   洋 

同窓会報に何か書くようにと云われ大変当惑した次第

である。実を云えば書く事が何も無いからである。そんな

分けで、最近ふと感じたこと書き留めてみたに過ぎないが、

暫く以下の拙文にお付き合い頂けたら幸いである。 

 言葉と文字の発明は人類にとって非常に重要な意味を持

っていたと思われる。なぜなら、言葉や文字の使用は個別

的経験を情報として蓄積し時間と空間を越えて伝達する事

を可能とするからである。大学は何らかの形で情報を発信

している。教育も情報発信の重要な側面であると思われる。

これに関連して、私の先輩、富岡三重大教授が、興味深い

事を述べていた。引用すれば次のようになる。 

『細かな説明をしなくても、共通了解・共有知識が多い

文化を高コンテクスト(high context )文化と言い、これと

は逆に事細かに一々説明を必要とする文化を低コンテクス

ト (low context )文化と言う。このような分類を提唱した

のは、アメリカの文化人類学者エドワード・Ｔ・ホールで

ある。彼は、低コンテクスト文化を代表する国はアメリカ

であるのに対し、日本は高コンテクスト文化を代表する国

であるとしている。また、コンテクストの高い文化圏では

人々が互いに深くかかわり合っており、そこでは、簡単な

メッセージでも深い意味をもって伝わるが、コンテクスト

の低い文化圏では逆に、個別化の度合いが強いと述べてい

る。彼はまた、未知の高コンテクスト文化は、外の者には

全く不可解なものに見えること、そして日本がそのような

国であるとしている。 

しかし、世界は急速にアメリカ化しつつある。言い換え

れば低コンテスト化しつつある。日常での人々のかかわり

の度合いは急速に薄くなっている。例えば、大学の授業は "

単位制度"に基づいて計画されている。この単位制度ではそ

れぞれの授業に要求する学習量は1単位当たり45時間とな

っているが、実際の授業は、例えば講義であれば、1単位

当たり15時間しかない。つまり授業以外の2倍の学習が前

提となっている。“自学自習”が大学の教育の大前提となっ

ている。例えば、単位制度の確立したアメリカの大学では、

学生は教科書の指定された部分は読んだものとして授業が

進められる。我が国ではこの大前提はどうなっているので

あろうか。学生は言う、このようなことは授業で教わって

いない。教科書のどこから何処まで読めば良いのか。レポ

ートの答えを教えて欲しい。試験の範囲は何処か。これで

は高校の授業の延長である。アメリカは低コンテクスト文

化の国であるから教養教育を重視するのに対し、日本は専

門教育を重視している』＊ 

しかし、何時までこの状態が保たれるかを危惧し、日本

でも教養教育を重視し、教員も学生も低コンテクスト文化

の時代に備えるべきであること。さらに、国際化とは低コ

ンテクスト化を意味するのであるから、それを自覚した上

で、自分の主張が相手に十分伝わるかどうか良く考えて国

際会議にも臨むべきである、と云うような事を述べておら

れる。 

 上記の文を読んではっとしたことがある。それは、日本

語の性質に関するものである。日本語とは高コンテクスト

文化の社会に適応するように作られた言語であり、低コン

テクスト文化向きのそれではない。数学にしても物理にし

ても、一見日本語で書かれているように見えるが、その実、

低コンテクスト言語で書かれている筈である。化学にして

も、構造式は万国の人間に理解出来ると云う点から低コン

テクスト言語であると云えるであろう。数学、物理、化学

を記述している言語は日本語ではなく、数学語、物理語、

化学語と云う外国語であると考えるべきである。数学、物

理などの説明、解説とは、おそらく数学語、物理語の日本

語への翻訳にあるのである。また、それらの演習問題を解

くというのは、今度は日本語を数学語や物理語へ翻訳する

と云う作業に当たるのである。ところが、教科書や参考書

がなまじ日本語で書かれているため、教育する側もされる

側もその点に全く自覚が無く、そのことが、種々の問題を

生じる原因になっているように思われる。私は数学や物理

の先生方に割合仲良くして頂いているが、数学嫌い、物理

嫌いというのは世の中に五万といる。しかし、その理由は

好き嫌いの問題ではなく実は理解の可否の問題であると私

は見ている。その理由は次の通りである。人間は一般にス

ポーツや運動が好きであるが、人間の体が運動するように

作られているからであり、持てる機能を活用することは人

間に快感を与えるのである。頭は考えたり、判断するよう

に作られている。したがって、皆、頭を使うことに快感を

感ずるのである。その証拠に、誰でもクイズやパズルに挑

戦しては喜んでいるではないか。頭の使用を最大限に要求

する数学や物理を、本来、人間が嫌う筈がないのである。   

学生に評判の良い先生と悪い先生がいるが、これは多分

翻訳能力の差である。例えば、数学の場合、聞く方が日本

語で考えているのに対し、真面目な先生ほど「厳密」と云

うことを意識するあまり、日本語ならぬ数学語で事細かな

説明をするので、その結果、低コンテクスト言語での説明

がより詳細となり、高コンテクスト言語での聞き手が益々

理解不能に陥るという次第なのである。 

 化学嫌いと云うのはあまり聞かないが、「厳密」と云うも

のにさほどこだわる必要が無いためであろう。即ち、化学

語と日本語との差異は数学語や物理語に比べれば遙かに小

さいからである。 

誠に面倒な話ではあるが、これからの大衆化された大学

ではもちろん、低コンテクスト化が進みつつあるあらゆる

社会において、情報伝達の手段たる言語コンテクストの高

低に着目して、その自覚の下に覚悟して行動する必要があ

るということである。 
＊富岡秀雄、”高コンテクスト文化と大学”、近畿化学工業会5月号 

------------------------------------------------------------------------- 

 
Ａ棟を後ろから

見るとこうなっ 

ています。 

雪が積もってい 

ます。春はまだ 
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研 究 紹 介－ 火山と共に生きる信州   
     地 質 科 学 科    三 宅 康 幸  

日本には世界の活火山の１割があります。そしてその１

割が長野県とその周辺にあるのです。北八ケ岳、浅間山、

草津白根山、新潟焼山、妙高山、弥陀ヶ原、焼岳、アカン

ダナ山、乗鞍岳、御嶽山などがそうした火山です。ですか

ら、信州に生活している限りはそうした活火山の活動に遭

遇する危険性（チャンス）が少なからずあるのです。この

ことは、火山が与えてくれる美しい景色、温泉などの資源

とうらはらの関係にあるということもできます。 

火山による災害というと、多くの人は真っ赤に輝く溶岩

流がドロドロと流れてきて町や人を飲み込むという有様を

思い浮かべるかも知れません。しかし、統計によると、１

７世紀以降の記録に残っている世界中の火山災害による死

者の合計２６万人のうち、溶岩流による犠牲者の人数はわ

ずか 1000 人に過ぎません。最も多いのは、実は火山活動

によって起こった異常気象による飢饉や疫病による者（約

10 万人）、火砕流などの火山岩塊の高速の流れ（約５万５

千人）、そして津波（約４万人）なのです。昨年のスマトラ

沖地震による津波によって多くの犠牲者が出ましたが、そ

の報道の中で「1883年以来の大惨事」という表現がされる

ことがありました。この 1883 年の津波というのは実はス

マトラ島の東にあるクラカトア火山が大爆発を起こして水

中に没した際のもので、３万６千人もの犠牲者が出ました。

このように火山災害は多くの種類の自然現象を伴って起こ

ります。従って、火山防災のためには、多くの自然科学分

野が協力してあたる必要があります。 

もっと身近な例を見てみましょう。浅間山は昨年９月１

日に噴火を始めました。この噴火は「浅間山にしては」ご

く小規模なものであるのですが、それでもハイウエイ沿い

の駐車場に握り拳大の石の塊がゴロゴロと降ってきたので

すから、夜だったから誰も被害にあいませんでしたが、昼

間観光客であふれている時間帯だったら大変な惨事となる

危険性がありました。火山は溶岩を出さない 

場合でも、こうした飛び道具で攻撃したりもするのです。

まことに神出鬼没というべきです。今回の浅間の噴火では、

私のような岩石やマグマを研究する者、地下のマグマの動

きで起こる地震、重力異常などの地球物理学的変化の専門

家、空中から火口の中を調べる探査の専門家、マグマの熱

で山頂の雪が溶けて起こる土石流に関する専門家、さらに

火山灰や有毒な火山ガスの流れ方を調べる気象学者など、

実に多くの分野の人たちが競って研究をしています。また、

もしも住民に被害が生じた際にはその復興のための政策的、

経済的検討も必要になります。長野県は、その東の浅間火

山の麓には軽井沢、西の焼岳の麓には上高地という、県の

経済にとって欠くことのできない観光地をかかえていて、

もしも噴火が長期化した時には地域社会に与える影響も大

きなものとなります。だからこそ、できるだけ災害を減ら

すための準備と住民や観光客との協力体制を整えておく必

要があるのです。このような課題に地元の大学が果たす役

割はたいへん重要です。私はできるだけの機会を作って地

元の学校や住民との交流を深めていきたいと思っておりま

す。災害の多かった昨年の末には「信州大学自然災害科学

研究会」が旗揚げして、学部・分野を越えた学内の連絡体

制を作ることが話し合われました。こうしたことはたいへ

ん重要な一歩前進であろうと思います。信州大学の同窓生

や、学生、その父兄のみなさんからも是非ご協力をいただ

きながら、自然災害に強い信州ということを考えていきま

しょう。 

 

研 究 紹 介 山岳地域の局所植物多様性（種密度と頻

度）と植物比較生活史－植物の構造と配置にみる地点から

地球へのスケーリング―   生 物 科 学 科 佐 藤 利 幸 

 

ここで言うスケーリングとは、「植物の生活史や分布様式

などを数量・画像値として、狭い範囲から広い範囲へ、あ

るいは短時間から長期間にわたり追跡した軌跡のパター

ン」をさす。「生物種」の環境への応答能が時空間を越えて

普遍か否かは定かではないが、それぞれのスケールや生物

レベルの違いに応じて、密接に対応する環境要因が異なる

ことが少なくない。例えばリョウメンシダでは、北海道で

は多雪地域（西部）に分布し、日本列島では降水量の多い

全域に分布し、北半球ではほぼ日本列島のみに限られる。

また北半球に広く分布するナヨシダ・フサスギナは日本列

島では中部山岳と北海道のみに点在するが、局所的には頻

度が高い。このように植物生活史特性や空間配置は対象範

囲を広げていくと、その出現頻度の違いや偏りが見られる。

日本では絶滅危惧植物のヒロハヤナギラン・ヒイラギデン

ダもシベリア・ヨーロッパアルプスでは普通の雑草である。

スケーリングは個人生活にも応用できる。家庭では甘い親

父、職場では泥縄教員、長野県では有名、日本では有名だ

が世界では無名など・・。ある地点（場）の個体情報につ

いて、周囲環境をどんどん広げて繰り返し吟味した軌跡は

「地球環境のなかでの個性の記載」に相当する。その個性

は地球表面のどこか 

ら発信されても地球の真ん中の情報とも言える。その同心

円状の無限にちかい情報が相互作用（錯綜）して地球生命

系を形成する。この複雑系を純粋科学の立場から紐解き始

める理学部生物科学科入学とは、どんなささいな発見（経

験）であっても、信州（学士）・日本（修士）・世界（博士）

スケールでオンリーワン（ベスト）をめざす入り口と思う。 
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研 究 紹 介－地下水が起こす地震物  
物 質 循 環 学 科  塚 原 弘 昭 

このところ、大きな地震がたくさん起きている。地震に

ついて研究していると言うと、次の地震はいつかとよく聞

かれる。しかし、たいていはうまく答えられず、口ごもっ

て、尋ねた人ががっかりしている様子が見える。私が「大

地震の前兆を手に入れる手段を持っている」と思うのかも

しれないが、残念ながらマスコミ以上のデータは持ってい

ない。 

現在私は、地震発生と地下流体について研究している。 

地下深部の流体（水やガス）が地震発生をコントロール

しているとする考えが、最近メジャーになってきた。断層

の間に水やガスが浸入すると、断層の間にある物質が化学

的に弱くなったり、物理的に滑りやすくなる。さらに、高

圧の流体は、断層面を両側から押さえている力に逆らって

断層面を広げて、断層を動きやすくする。流体はこのよう

に地震発生を促す。 

 地下深部の流体が地震を起こしたとするもっとも多くの

状況証拠のある地震は、 1965 年に長野市松代町で始まっ

た松代群発地震である。２年半で有感地震６万回以上、こ

の間を平均すると１日に 70 回という世界でも例を見ない

激しい地震だった。私が1992年に信州大学に赴任したとき、

この地震を起こした水の源については決着がついていなか

った。その水は依然として地表に湧出していたし、群発地

震も今にも消えそうに少なくなってはいたがそれでもまだ

続いていた。水と地震の関係をフィールドワークとして研

究するには世界で最適の地であった。私の研究室の学生さ

んが毎年卒業研究や、学位論文の研究データ取得のために

松代に通うことになる。 

松代群発地震が発生する3年前、日本の地震研究者は世

界に先駆けて「地震予知－現状とその推進計画」を公にし

たところであった。その計画の実現に向けて研究者は張り

切っていた。そこにこの群発地震が開始されたので、日本

中から地震研究者が集まり、それぞれ得意とする測定器を

持ち込み様々な測定が行われた。測定器の近代化の時代で

もあった。地磁気、精密重力、電気探査、地震探査、測量、

極微小地震観測などである。さらに、気象庁はこの松代に

ある地下壕で、戦後、地震と地殻変動の精密な観測をして

いたが、偶然ではあるが、群発地震の開始される３日前か

ら、世界標準地震計、ひずみ地震計による観測を開始した

ばかりであった。その結果得られた膨大なデータから、地

下深部から水が（高温なので熱湯といった方がいいが）大

量に移動してきて深度2-15kmの範囲に地震を起こし、地面

を隆起させ、隆起中心部では隆起と水の移動に伴って重力

を変化させ、ついには地表に大量の水が噴出し（含有成分

濃度の高い異常な水、推定総量実に1千万トン）、水の噴出

とともに地震活動も下火になっていった、とする経過が明

らかにされた。しかし、そんな水がどうして地下深部に大

量にあるのか、納得できる説明は当時誰もできなかったの

である。1990年代初頭、マグマ起源の水の酸素、水素同位

体の研究が進み、同位対比から同定できるようになった。

われわれの研究グループでは、松代の湧水の同位対比を調

べることにした。その結果、湧水にはマグマ起源の水が含

まれており、深度とともにその割合は高くなり、その上昇

率から推定すると、深度 2km あたりでマグマ水 100％にな

ることが明らかになった。 松代の湧出ガスの主要成分であ

る炭酸ガスの炭素の同位対比も調べると、これもマグマ起

源であることが分かった。  

 しかし、問題は松代地域の下には現在火山活動が見えな

いのである。 1980年代の末に、火山帯の地下10km付近に

地震波の反射面があちこちで発見され、松代地域の直下に

も、深度10-15km付近で発見されている。一方、松代地域

の中心に皆神山があり、この山は 35 万年前の火山である

ことが知られている。この２つのことを結びつけて、我々

は次のようなモデルを提案した。 35 万年前に松代直下で

マグマ水（マグマが固化するとき流体は固体に取り込まれ

ずに放出される）が上昇中に鉱物が沈殿し、自己シール現

象により不透水層を作った。その下に後から来たマグマ水

が蓄積し、帯水層を作った。この帯水層が反射面ではない

か。ある時不透水層が破れ、群発地震を起こした、という

モデルである。歴史的に見れば、不透水層が破れるたびに、

数百年、数千年に一度くらいは群発地震が起きていたので

はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同窓生の喜び ―『第50回仁科記念賞』を受賞 

丹羽公雄 氏（文理学部17回卒/名古屋大学大学院教授） 

「仁科記念賞」に国内２１件の研究の推薦があり、選考

委員会（委員長・伊達宗行 大阪大学名誉教授）で審査の結果、丹

羽公雄氏（名古屋大学大学院理学研究科素粒子宇宙物理学専攻 教授）

と蔡兆申氏（日本電気株式会社 基礎・環境研究所 主席研究員）が

受賞されました。 

 仁科記念賞とは、日本における現代物理学の偉大な先達

であった故仁科芳雄博士の功績を記念し、原子物理学とそ

の応用に関し、独創的で極めて優秀な研究成果を収めた個

人あるいはグループを表彰することを目的とする日本の物

理学会でも特に評価の高い賞のひとつです。毎年１２月上

旬各受賞者に賞状と賞牌、および１件に対し５０万円の副

賞も贈呈されます。原子物理学とは、原子、分子、原子核、

素粒子はもとより、これらの関与する基礎的なミクロの立

場に立った物理学ですが、直接原子物理学に係わるものに
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限らず、理学、工学、医学等あらゆる分野において原子物

理学に深い関連のある研究を含む分野です。いわゆる老大

家ではなく、新進気鋭の優れた 研究者に重点がおかれ、こ

こ数年の業績、あるいは最近その価値が改めて認められた

ものが対象となっています。      

今回の丹羽氏の受賞対象となった研究は、『原子核乾板

全自動走査機によるタウニュートリノの発見』です。タウ

ニュートリノとはタウレプトンと対をなすものとして標準

理論により予言されていましたが、丹羽氏が率いた

DONUT実験はその存在を確認したものです。ニュートリ

ノは物質との反応が極めて小さく、莫大な反応飛跡の中か

らごく少数のタウニュートリノによる反応を拾い出さねば

なりません。丹羽氏が提案し、基盤的研究を進めてきた原

子核乾板全自動走査機の実用化と、彼のリーダーシップに

よりこれが可能となったものです。 

 今回の表彰式は、2004 年 12 月 6 日に東京會舘で執り行

われました。授賞式のインタビューに急遽駆けつけた、２S

の高藤惇氏によると列席者には、我が国物理界のお歴々が

ずらり。教科書などで名を知られたキラ星のような方々が

一堂にお集まりで、この賞の重みを思い知らされたとのこ

とです。 

信州大学の先輩である丹羽氏が、我が国物理学界の最高

の栄誉のひとつである「仁科記念賞」を受賞されたことが、

われわれ同窓生および後輩の学生たちにとって、たいへん

大きな励みと慶びになっていることは間違いありません。

丹羽公雄氏のご研究のさらなる発展とあわせてご健康を心

よりご祈念申し上げます。 

 詳しくは『信州大学物理同窓会』（信州物理会）のホーム

ページをご覧下さい。（信州物理会・事務局長 武田三男） 

 

 

松本化学学士会 関東支部総会 及び同窓会 
2004 年度の松本化学学士会関東支部発足の総会及び同

窓会を、爽やかな秋の 11月 13日(土)に錦糸町のロッテプ

ラザで開催致しました。関東支部の会員には 57 名の皆様

に登録いただき、当日の出席も 16 名の方々に予約いただ

きましたが、生憎の方もあり、12名で会を開催致しました。 

総会では、発起人代表の上條氏の挨拶並びに関東支部発

足の経過説明に始まり、事務局より会員登録状況、会計報

告を行い、次いで松本化学学士会関東支部細則案が審議さ

れ、修正して承認されました。支部役員選出では次の方々

が選出され、総会を終了致しました。 

支部長：増澤國泰  副支部長：犬飼紀喜 

事務局長：高木直美 事務局委員：上條信二、中川二郎 

会計監査：百瀬誠二、大輪清昇 

引き続き、別室にて同窓会が賑やかに開催され、多種多

様な職業や趣味の話などで盛り上がり、来年の再会を約し

て 3 時間ほどで散会したのですが、まだ話しが終わらず、

ほぼ全員で二次会を行い、無事終了致しました。 

本年度、都合のつかなかった方々も是非、来年度はご参

加してみてはいかがでしょうか。仕事に、趣味に大変有意

義な時が過ごせると思います。 

 

文理学部同窓会の第55回記念事業に参加して 

理学部同窓会 副会長 田 村  祐二 

第55回の文理学部同窓会記念音楽会が、平成16年（2004

年）10月16日（土）に“県の森文化会館”で挙行された。

いつもの年なら、肌寒くなり始める頃だが、小春日和の穏

やかで比較的暖かな日であった。ヒマラヤスギが無造作に

林立した中に淡いホワイトグリーンの校舎群があり、北側

に位置する講堂（下の写真）が会場であった。昭和 48 年

（1973年）の入学の私は、その春にこの敷地の一角で“あ

がたの森コンパ”に参加し当時にタイムスリップしたよう

な錯覚に陥った。講堂に近づくと楽器を調律している音や

パートごとでの練習の音色が聞えてきた。受付けを済ませ、

中に入ってみると、整然と並べられた200脚ほどのパイプ

椅子が、先輩方やその家族の方、また、音楽に興味を持た

れている皆様によって埋め尽くされていた。すぐに、男女

2 名の学生が現れ、漫才のごとく司会進行されていった。

学生時代の印象では、「私たちは、クラシックを奏でてい

るのですよ。お静かに。」というような堅く近寄りがたい

イメージを持っていた。山本直純氏の「題名の無い音楽会」

というテレビ番組のおかげで、音楽家の方々も以前ほどク

ラシックを構えて聴く必要はないですよというメッセー

ジを送ってくれる。まさに今回も、学生諸君がこの手法を

取り入れてくれたので、楽しく聴くことができ、隔世の感

である。内容は、休憩をはさんだ２ステージ方式であった。

寝ることもなく、約2時間あまりの時間を有意義に、しか

も心を癒してくれた。午後４時頃終焉となったが、その後

運営委員の先輩方が自らパイプ椅子を片付けているのを

見るにつけ、“手作りの事業”を実践されているのに感銘

を受けた。 

演奏会に出席されていた方々は、三々五々懇親会会場の

「旭会館」へと向かった。午後6時より、文理学部同窓会

会長・北澤千和氏、前会長・久根下一幸氏の挨拶の後、理

学・人文・経済の同窓会を代表して、森淳会長の挨拶の後、

懇親会の和気藹々とした雰囲気へと移っていった。 

文理学同窓会会長の挨拶の中で、今後は文理学部の同窓

会は発展的に解消し、理学・人文・経済各学部の同窓会へ

と自然な形で受け継がれていく旨の話がでた。先程、演奏

した学生諸君の代表も10名ぐらい加わり、200名ほどの宴

会が午後8時頃まで繰り広げられた。 

同窓会の発展を期した“万歳”を三唱して後に、先輩諸

氏は名残惜しそうに旭会館からそれぞれの愛巣へと向かっ

て行った。 
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物 循 環 学 科 設 立 10周年を迎えて 

                 10年目の学科主任   戸 田 任 重 

おかげさまで、10周年記念会は盛況のうちに無事終了し

ました。卒業生の参加が少なかったのはちょっと残念でし

たが、現役学生を中心に、退官教官、理学部長、評議員に

も参列いただき、約 100名の参加者がありました。   

卒業生４名による現役学生へのメッセージには、彼らの

成長ぶりも表れていて、在校生にはよい刺激になったので

はないでしょうか。記念会のあと、会場を移して祝賀会と

なり、理学部長、両評議員からの祝辞、林先生、沖野先生

の近況報告、卒業生の近況報告等を交えながら歓談のひと

ときを過ごしました。 

今回は、社会の様々な分野で活躍している卒業生たちを

見て、物質循環学科の教育が検証されたようで、うれしい

限りでした。反面教師の面もあったかも知れませんが、広

く、そして一部では深く教える教育方針（久保池君のいう

「Ｔ字型」）の成果が出てきているのではと思いたいところ

です。 

当初は、開催も危ぶまれていた、10 周年記念会ですが、

発起人の塚原・公文・朴・島野各先生方の御尽力のおかげ

で盛大な会になりました。記念誌に残部があります、手に

していない物質循環学科卒業生はご連絡ください。また、

講演会・懇親会の様子は、ホームページでご覧ください。 

 

 

「雑感」あるいは「無題」   高木直美（理学部第1回生） 

 

連日何十年振りという新聞見出しが躍っていた記録的

な猛暑、メダルラッシュの熱いアテネ五輪も漸く終わった。

重ね合わせて信大での30年前を振り返ってみると、学園は

全共闘事件続きの荒れた時代。記憶に残る出来事も多く、

３億円事件やよど号ハイジャック、三島由紀夫の切腹、ア

ポロ11号の月着陸などが、その日の自分と重なって思い出

される。 

学生生活は、学んだことより寮や巷であるいは山で、寮

友達と自由を謳歌し遊んだことの方が何倍も思い出される

のは自分だけでしょうか。今は製薬会社にいるが、化合物

がなければ薬理も毒性も臨床試験も始まらない、世界で最

初のものを創り出すこともできる、だから有機化学は面白

いと感じたのは卒業してからであった。団塊世代の理学部

１回生の小生も定年近い年代となり、気持ちは若いが松本

時代のエネルギーよもう一度と思うこの頃である。学士会

関東支部が発足し、同窓会を開きます。旧交を温めに参加

しませんか 

講 演 会 報 告 
松本化学学士会主催の講演会を平成１６年１０月２８

日、信州大学理学部にて開きました。那須民江さん（昭 45

卒 名古屋大学医学部教授）をお招きし、「女性と仕事 少

子高齢化社会における科学技術関係人材確保に向けて」の

演題で講演いただきました。講演会については松本化学学

士会ホームページの「行事」の欄にあります。松本化学学

士会ホームページは信州大学理学部化学科ホームページよ

り閲覧できます。 

 

前回掲載できなかった。信州大学同窓会連合会の規約案は下 

のような規約となり、11 月 27 日には役員が選出されました。

詳しくは信州大学のホームページをご覧ください。 

同窓会連合会 規約 

（名 称）第１条 この会は、信州大学同窓会連合会（以下「本会」とい

う。）と称する。 

（構 成）第２条 本会は、信州大学の次の各号に掲げる同窓会（以下「各

同窓会」という。）で構成する。 

一 人文学部同窓会  

二 教育学部同窓会 

三 経済学部同窓会 

四 理学部同窓会 

五 文理学部同窓会 

六 医学部同窓会 

七 工学部同窓会 

八 農学部同窓会 

九 繊維学部同窓会 

十 医学部保健学科同窓会 

（目 的）第３条 本会は、各同窓会の主体性を尊重しつつ、各同窓会相

互の交流及び親睦を図るとともに、信州大学との密接な連携により、

信州大学及び各同窓会の発展に寄与し、併せて社会に貢献すること

を目的とする。 

（役員会）第４条 本会に、役員会を置き、各同窓会から選出された者各

１人の役員をもって構成する。 

２役員会に代表及び副代表を置き、役員の互選による。 

３役員会は、代表が招集し、その議長となる。 

４役員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

一本会の基本的な活動方針等に関する事項 

二各同窓会等から提出された議案に関する事項 

三役員の選出に関する事項 

四規約の改廃に関する事項 

五その他本会の運営に関する重要事項 

（事務局）第５条 本会の事務局を信州大学旭キャンパス内に置く。 

（雑 則）この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要事項は、

役員会の議を経て、別に定める。 

附則 この規約は、平成16年９月１日から施行する。 

----------------------------------------------------------------------------同窓会員の皆さんへ--------------------------------------------------------------------------------    

各方面で活躍されている皆様へお願いがあります。会誌の中

へ、同窓会員が属されている企業等の宣伝を有料にて載せた

いと思っていますが、いかがでしょうか。ご賛同いただける

方がございましたら、ご意見、ご要望を同窓会事務局宛に送

っていただけませんでしょうか。それらを参考に、スペース

やその金額等について、考えていきたいと思います。 
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04年度の卒業研究、修士・博士論文等について発表者名と

論題名を載せます。2 月中旬現在で発表会資料およびホー

ムページより抜き出しました。学部・学科・研究室の状況

がわかると思います。なお卒業・修了式は3月21日です。 

    

数理・自然数理・自然数理・自然数理・自然情報科学科情報科学科情報科学科情報科学科    卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会    論題論題論題論題    発表者発表者発表者発表者（（（（    ）は指導教員）は指導教員）は指導教員）は指導教員    

数理コース数理コース数理コース数理コース        

回転群の低次のhomotopy群 

西村松太郎、秋山聡、谷岡祐志、松村斉      （向井純夫） 

凸関数の最適化問題 

 川端正義、斉藤淳一、酒井真澄、吉村真弓     （高木啓行） 

Whitney’s Embedding Theorem 

入間川敦、尾久崇、近藤仁志、松下佳史      （阿部孝順） 

「普遍係数定理」について 

    木住野修平、白石洋子、中村淳、成松計行     （可知偉行） 

有限群の表現と指標 

    柿沢亜貴子、金田典子、鈴木崇裕、中貝洋平    （二宮 晏） 

群環から環への環淳同型写像の構成 

倉地可奈子、野崎拓司              （大堀正幸） 

Dold-Thom の定理 

    田中康平、黒住敬之、西野嘉高、野口和範     （玉木 大） 

Poincare 双対性 

池知聡、小西一平、福田淳、桝田大祐       （栗林勝彦） 

有限体上の規約多項式 

    石坂希、斉藤紘輝、佐藤美波、花田智喜      （西田憲司） 

ポントリャーギンの最適制御問題 

市川貴士、掛井豪、清水英利、柳内大輔     （一ノ瀬 弥） 

放物型方程式の初期値問題について 

鈴木良、松本翔伍、祖根裕希、佐藤佳孝      （谷内 靖） 

有限群の表現 

 鶴田佳樹、宮部浩一、柏木亮二、古屋政則     （花木章秀） 

自然情報コース自然情報コース自然情報コース自然情報コース    

ハフマン符号について 

  山田裕美、吉村紀幸、佐藤文昭          （乙部厳己） 

2次元における分子の衝突   

増澤武                     （乙部厳己） 

Monkey typing “ABRACADABRA”  

佐藤寿和、 浜瀬利道、 村上良幸、夏目裕暢   （服部久美子） 

非平衝現象とブラウン運動 

縣史樹、川口聡、林宏隆、伏屋聡         （本田勝也） 

座屈について 

    滝田晴彦 田上慎也               （中山一昭） 

最小全域木問題について 

   半田匠                     （神谷久夫） 

    

物理科学科物理科学科物理科学科物理科学科    卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会    発表者：論題発表者：論題発表者：論題発表者：論題    

素素素素    粒粒粒粒    子子子子    

石井 憲介 : 量子電磁力学 

洪   悠貴 : 量子カ学の経路積分法 

大坪 昂平 : 膨張宇宙とビッグバンモデル 

孝森 洋介 : 電磁相互作用による電子の散乱 

大津 聖子 : β崩壊の理論 

池邊 聡  : 弦の第一量子化 

平出 良太 : 多世界解釈 

澤津橋 磨由子・鎌田 麻里 : 確率微分方程式を用いた宇宙線モジュレーシ

ョンの研究 

伊藤 大晃 : Magnetic Flux Rope内への宇宙線粒子の伝播 

森本 真史 : FPGAとVHDLを用いた宇宙線計測回路の改良 

伏下 哲 : FPGAを用いた宇宙線観測システム 

石原 千鶴枝 : Thin GapChamberのγ線に対する動作研究 

山田 重剛 : デジタルカロリメータのシミュレーション 

大邊 諭史 : Geant4によるカロリメータシミュレーション 

河上 陽介 : ニューラルネットを用いたbクオークの分類 

毛利 聖子 : 特殊相対性理論の検証 

古川 幸弘 : マルチアノード光電子増倍管を用いた宇宙線の観測 

望月 恵一 : Muonのβ崩壊からニュートリノの質量を測定する 

物物物物    性性性性    

加藤 洋樹・下村 悦子・森勢 玲 : フェリ磁性体における磁化過程に関す

る理論的研究 

清水 明士 : 三角格子、篭目格子の反強磁性一モンテカルロ計算機実験 

森崎 梨恵子 : 基準振動とスピン配列への群論の応用 

大久保 元博・中村 純・藤田 昇吾 : 超伝導体に対する密度汎関数理論 

上田 賢一郎 : 三体問題のシミュレーション 

橋本 侑也 : 三体問題のシミュレーション 

藤本 恵介 : 三体問題におげる周期解のシミュレーション 

暮林 達也・鈴木庸平 : 一次元カントールバー型マイクロストリツプライ

ンの電磁波特性 

高橋 弘典 : フォトニックフラクタルによるTHz電磁波制御 

菊池 勇二 : 金属間化合物YCo12一 XSiXの磁性 

    

化学科化学科化学科化学科    卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会    発表者：論題発表者：論題発表者：論題発表者：論題    

(分析化学 中村研究室) 

是枝 文康 ： PAA-[DB18C6]電極を用いた BaF2 の溶解度積と異種溶媒間標

準移行ギブズエネルギーの決定 

河原 進士 ： ジチオール分子鎖を介して結合した金ナノ微粒子上に酵素チ

ロシナーゼを修飾した金ディスク電極バイオセンサーを用いた3, 

4-ジヒドロキシトルエンの非水系酵素反応の研究 

澤崎 寛弥 ： ジチオール分子鎖を介して結合した金ナノ微粒子上に酵素を

修飾した金ディスク電極バイオセンサーによるアセトニトリル中

の基質との酵素反応の研究 

(有機化学 太田研究室) 

工藤  大祐 ： アントラセン骨格を有する光・酸化還元応答性ホストの合

成の試み 

小才度  祐子 ： 酸化還元による分子内回転の制御：5-(mキシリル)-3,3’-

ビチエニル骨格を有するビス(1,3-ベンゾジチオリウム)塩の合成

と性質 

渡利  有紀 ： 開閉型酸化還元応答性クラウンエーテルの合成と性質 

(無機化学 吉野研究室) 

阿部  大武 ： o-TBAとペントース類の錯形成 

牛山  直矢 ： m-BPAとペントース類との錯形成 

大場  政哉 ： p-BPAとペントース類との錯形成 

(物理化学研究室) 

伊藤 康太郎 ： ミセル形成能をもつデンドリマーの合成 

水野 敦之 ： 液液分離に伴うゆらぎに対する磁場効果 

山根 康之 ： メソポーラスシリカの磁場による細孔制御 
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(分析化学 金研究室) 

高橋 史樹 ： 電気化学発光（ECL）によるアスコルビン酸の電極反応過程

のキャラクタリゼーション 

田中 達也 ： 超音波の物質移動促進効果を利用した対流変調ボルタンメ

トリーの開発 

中村 賢太 ： ミクロFIA / 電気化学検出による残留塩素の高感度分析 

(有機化学 小田研究室) 

福地 陽介 ： スピロ[シクロヘキサン-1,4’-4’H-シクロペンタ[b]チオ

フェン]の合成 

小池 輝雄 ： 1-アセチルシクロヘプタ-1,3,5-トリエンの選択的な臭素化

反応 

鈴木 真穂 ： 2-(2-ピリジル)-1-アザアズレンの合成 

(無機化学 石川研究室) 

市川 寛 ： アントシアニンを用いたイオン交換の可視化 

北脇 悠平 ： ゼオライトにおける吸着帯の可視化の検討 

草次 佳 ： ゼオラムのリチウム同位体効果 

(物理化学研究室) 

小林 薫 ： クラウン界面活性剤のカチオン包接能 

高見 賢太郎 ： ピラジンを極性基として持った界面活性剤の合成とその 

溶液物性 

(分析化学 樋上研究室) 

木舩 泰幸 ： 液液界面のレーザー光変調ボルタンメトリーによる TMPyP

の光誘起電流挙動 

須賀 瑞希 ： フロー系におけるレーザー温度変調ボルタンメトリーによ

るリン酸イオン定量法の開発 

西俣 和哉 ： 固体NMRによる生物由来シリカの分析法の開発と信濃川水

系の定期観測 

(有機化学 藤森研究室) 

太田 恵介 ： ジ(2-アズレニル)カルベンの生成と反応性 

釋 亮 ： 1,3-ジチエニルアズレン類の合成 

平田 賢吾 ： アズレンを置換した複素環化合物の合成 

福田 隼也 ： 3,5-ジアズレニルフェノール類の合成－1,3-ジアズレニル- 

2-プロペン-1-オン類の合成－ 

(無機化学 笹根研究室) 

内田 佳奈 ： 混合原子価錯体 Cs2[Au(Ⅰ)1-xAg(Ⅰ)xCl2][Au(Ⅲ)Cl4](x = 

0.9)の 35Cl NQR測定と化学分析 

石橋 若奈 ： 混合原子価錯体 Cs2[Au(Ⅰ)1-xAg(Ⅰ)xCl2][Au(Ⅲ)Cl4](x = 

0.1)の 35Cl NQR測定と化学分析 

白石 将浩 ： 混合原子価錯体 Cs2[Au(Ⅰ)1-xAg(Ⅰ)xCl2][Au(Ⅲ)Cl4](x = 

0.5)の 35Cl NQR測定と化学分析およびCs2[Au(Ⅰ)Br2][Au(Ⅲ)Cl4]

の合成の試みとX線回折の測定 

（物理化学研究室） 

漆原 貴史 ： in situ XRD 測定による細孔内分子集合構造の直接決定 

松村 祐宏：刺激 –  応答法による細孔内吸着現象の解明 

    

地質科学科地質科学科地質科学科地質科学科    卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会    発表者：論題発表者：論題発表者：論題発表者：論題    

角前 壽一 ： 浅間火山2004年9月1日噴火噴出物 パン皮状軽石の形状

と岩石学的特徴 

福井 喬士 ： 飛騨地方・高原 川～神通川流域の本郷泥流堆積物 －その

産状と岩石および供給源 

向井 理史 ： 長野県、美ヶ原高原西部における前期更新世火山岩類の層

序と岩石学的特徴 

山下 太一 ： 古期御岳火山溶岩中の斑晶鉱物の化学組成 

横地 順平 ： 東伊豆単成火山群の大室山溶岩流における岩石学的特徴の

成因 

栗原 淳 ： 北海道天塩中川地域に分布する下部白亜系の 堆積環境 

野池 耕平 ： 飛騨外縁帯、石炭系一ノ谷層の赤色頁岩の堆積環境 

前田 誠 ： 北海道中部における白亜系下部 －中部蝦夷層群砂岩の砕屑

物組成と化学組成－ 

矢野 聖弘  ： 紡錘虫Monodiexodinaの密集層の堆積環境 －南部北上帯

中部ペルム系岩井崎層を例に 

来治 詠子 ： 山中地溝帯に分布するOrbitolinaを含む石灰岩の堆積環境 

後藤 当 ： 小諸陥没盆地西縁部の層序とその後背地 

清水 直紀 ： 長野県東部小諸市大杭付近の地質 －特に大杭層中の礫組

について- 

高橋 京子 ： 長野県東部の小諸陥没盆地にみられる断裂系 

高村 大輔 ： 群馬県北部泙川流域における火砕流堆積物の地質 

村松 真行 ： 甲府盆地北方芽ヶ岳周辺の地質学的研究 

新田 宏宙 ： 新潟県十日町市信濃川西岸における第四系 

前田 健作 ： 北アルプス鷲羽池火山および立山火山の降下スコリアの斑 

晶メルト包有物 

清水 翔太 ： 浅間火山2004年9。1噴火噴出物の斑晶メルト包有物およ 

び硫化物 

小谷 亮介 ： 箱根火山軽石流期（45－66ka）の斑晶メルト包有物－東京 

軽石と三色旗軽石－ 

山本 健 ： 新期八ヶ岳火山の後期更新世軽石（オレンジパミス）の斑晶メ

ルト包有物研究 

渡邊 創太 ： 北アルプス西穂高岳におけるGPS観測（2004） 

大石 陽 ： 北アルプス焼岳におけるGPS観測（2004） 

小林 亘 ： 松本盆地南部地域におけるGPS地殻変動観測（2004） 

南谷 太一 ： 松本市街地におけるGPS地殻変動観測（2004） 

村上 和弥 ： 野洲花崗岩深部相の特徴 

藤田 祐 ： 水晶岳のざくろ石の化学組成 

近藤 はるか ： 福島県太平洋岸に分布する鮮新統大年寺層の堆積環境と 

堆積有機物との関係 

水野 亜美 ： エスチュアリー堆積物中の有機物初期続成－新潟平野完新 

統コアを用いた研究 

田嶋 秀人 ： 粒子間隙を埋める物質と堆積環境 北海道、羽幌-日高地域

の第三系砂岩と長野県北部の青木層 

多田 敏夫 ： 鮮新世名無沢花崗閃緑岩体の地質と岩石 

谷口 真依子 ： 猿丸層T3。5火山灰層と谷口火砕流堆積物、曽根原溶結

凝灰岩との対比 

小橋 翔 ： 和田深成岩の定置メカニズムと北部フォッサマグナ南部におけ

る新第三紀花崗岩類の年代学的研究 

後藤 明成 ： テフラ年代学から見た烏川流域における河岸段丘 

前田 孝明 ： 穂高屏風岩とその周辺の地質 －岩石組織と地形との関係 

市川 毅人 ： 松本市西方波田町におけるジュラ紀付加コンプレックスの 

構造 

赤羽 由起夫 ： 梓川流域の「たかつなぎ」崩壊と梓川断層群の関係 

林  達也 ： 長野県松本盆地西方 －浅川山周辺地域の地質構造と信濃坂

断層 

佐藤 賢亮 ： 美濃帯東部ガクマ沢での放散虫生層序と年代 

高安 健太郎 ： 美濃帯東部沢渡コンプレックスにおけるチャート-砕岩シ 

ークェンスの放散虫化石層序 
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生物科学科生物科学科生物科学科生物科学科    卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会    発表者：論題発表者：論題発表者：論題発表者：論題    

生駒  真理 ： 糸状菌 Aspergillus nidulans における細胞外 DNA 分子の

取り込み機構 

井上  悠 ： 近交系めだか Oryzias latipes の雌とハイナンメダカ O。

curvinotusの雄とのF1における性に関する研究 

浦田 悦子 ： コナラ稚樹におけるシュートダイナミクスと個葉形質の樹

冠内変異 

尾形 卓也 ： ニジマス初期胚における水圧処理開始時間の違いがその後

の発生に及ぼす影響 Ⅰ     前核移動期～第一分裂前中期 

輕部 俊宏 ： モツゴPseudorasbora parva における3つのスニーク様式

とその可塑性 

小松  貴 ： 好蟻性生物アリヅカコオロギの寄主アリ特異性 

島本 晋也 ： 共通資源を利用する２者の共存機構―クロヤマアリとクロ

オオアリの採餌戦略比較からの考察―  

高木 牧子 ： ニジマス胚の第二細胞周期における水圧処理の影響 

寺本 雅哉 ： ニジマス初期胚における水圧処理開始時間の違いがその後

の発生に及ぼす影響 Ⅱ 第一分裂中期～第二分裂前期 

中井 沙織 ： 局所植被による地表面の温度上昇抑制効果ーブロック材

質・色および植物種での違いー 

中村 正輝 ： ナシおよびリンゴの幼果で発現する遺伝子の解析 

半田 千尋 ： アリの育種がもたらすアブラムシの進化！？～相利共生者

による 

藤田 智司 ： Co1E２プラスミド複製開始蛋白質の機能ドメインの解析 

星野 瞳 ： シロイヌナズナのカルコンイソメラーゼホモログ遺伝子

At1g53520およびAt5g05270の機能解析 

牧野  翼 ： 千曲川河川敷と中州におけるアカネズミApodemus speciosus

の生息密度とその食性の推定 

森島 僚平：乗鞍岳におけるオオシラビソ・ハイマツ植生移行帯の標高傾

度にそった構造解析 

矢島 千尋 ： 逆方向反復配列による糸状菌Aspergillus nidulansの遺伝

的形質転換の阻害 

山本 幸生 ： 近交系メダカ Oryzias latipes HNI 系統における

P450aromataseの発現と活性阻害の影響に関する研究 

米山 厚子 ： 植物スケッチ方法試案 

谷津 伸矢 ： コガネムシは管理法の異なる農地において食性が変化する

か 

河原 佳子 ： Co1E２プラスミド複製開始蛋白質と大腸菌DNA合成酵素Ｉ

との相互作用に関する研究 

齋藤 千洋 ： ANL2ホモログタンパク質と相互作用するタンパク質の解析

ー酵母Two-hybridベクターを用いたプラスミドの構築ー 

小川 亮 ： 北陸地方氷見周辺に生息するドジョウのクローン解析 

加藤  祥子 ： Hd-rR系統とHNI系統間の雑系F1におけるアンドロゲンの

影響  

    

物質循環学科物質循環学科物質循環学科物質循環学科    卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会卒業研究発表会    発表者：論題発表者：論題発表者：論題発表者：論題    

佐藤 祐樹 ： 長野県におけるヤマトイワナ（Salverinus japonics）とニ

ッコウイワナ（Salverinus plivius）の斑点変異と分布 

石川 寿子 ： 千鹿頭池堆積物中におけるラン藻類の分枝炭化水素 

石橋 諭 ： 大門沢のホタルの分布について 

磯村 育子 ： 森林土壌における土壌特性とアルミニウムの化学形態との関

係 

今井 響子 ： 長野県内渓流水中の硝酸態窒素濃度の地域差をもたらす要因

の解析 

岩岡 雄一 ： 千曲川における下水処理場放流水による窒素、リン流入負荷

量の推定 

岡 沙織 ： Hedley法による土壌中リンの化学形態分析 

角田 尚子 ： 涌池堆積物を現世アナログとした長野市南縁部、古高野湖の

堆積物に基づく最終氷期初期の古環境変動の解明 

加藤 三奈 ： 潟沼堆積物中の有機イオウ化合物とその生成過程 

清澤 宏之 ： 安定同位体比を用いた腐植栄養湖の食物網解析 

小竹 博之 ： セルリー萎黄病菌 Fusarium oxysporum  f. sp. apiirace 2 

の拮抗細菌の分離とその特徴 

清水 龍之介 ： 長野県豊丘村における硝酸態窒素による地下水汚染 

陶山 雄基 ： 松代地域の自噴泉にみられる大量湧出現象 

歳田 晋一郎 ： 諏訪湖北岸断層群と温泉水の化学成分 

中村 剛也 ： Microcystisの捕食者がmicrocystin生産に与える影響 

中村 大地 ： アオコ毒素microcystinのマウスの循環器系への影響 

南波 雅治 ： 梓川源流域における河川水質変動 

布目 久夫 ： 緑藻Pseudokirchneriella subcapitataの光合成活性に及ぼ

す農薬の影響評価 

松尾 大輔 ： 屈斜路湖堆積物中の有機化合物分析による環境変動の解析 

宮島 涼子 ： 中部山岳地域における冬季降水の化学物質動態 

村本 美智子 ： 山地森林域における水循環と化学物質循環 

渡邊 琴文 ： 諏訪湖底泥柱状試料中における光合成色素の垂直分布 

齊藤 玲子 ： 長野県岡谷・諏訪地域における野生生物の多環芳香族炭化水

素類汚染に関する研究 

    

数理・自然情報科学専攻 修士論文 発表者：論題 ( )は指導教員 

堀田 浩史 ： R4/Z2 上の可微分ベクトル場の研究（阿部孝順） 

向山  知範 ： SU(3)表現空間と運動量写像  （阿部孝順） 

松本  康弘 ： Lefschetz の一致点定理について（玉木 大） 

安永  雅博 ： Bundle Gerbe について（玉木 大） 

三浦  隆博 ： コホモトピー集合とホモロジー群の関係について 

（可知偉行） 

久保  寺弘 ： 自己相似性を示す系の振動（本田勝也） 

小泉  貴弘 ： 破壊現象に関する統計力学（本田勝也） 

永田  崇史 ： ランダムな景色の中の単純ランダムウォーク（服部久美子） 

山田  和都 ： 確率微分方程式とBessel 過程（服部久美子） 

幾見  陽子 ： 量子探索アルゴリズムによる標本抽出について（乙部厳己） 

山口 剛史 ： 記号集合が直積構造を持つときのエントロピー定理について 

（乙部厳己） 

物質基礎科学専攻物理科学科修士論文発表会 発表者：論題 

倉島  佑介 ： Tsallis 統計カ学による Stefsan-Boltsmann の法則の一般

的拡張 

大石  達郎 ： シナジェティｯクスとは何か 

山下  吐詩 ： Tsallisの統計力学を用いた宇宙背景放射の解析 

源 大樹 ： 一次宇宙線のエネルギースペクトルの理論的解析、 

西山  雅樹 ： モデレーターによるポジトロニゥムの生成と、3 光子崩壊

の寿命の測定 

滝沢 勝雄 ： ミューオン・ホドスコープ（乗鞍・明野）を用いた字宙線強

度の観測 

森 正志 ： 乗鞍における字宙線強度変動の観測 

山本  勝彦 ： MnRhの結晶構造と磁性に関する理論的研究 

小寺 満 ： Optmizied effective potenial法による原子構造の計算 

確井  淳 ： 主成分分析を用いたモデルタンパク質の構造解析 

増田  広明 ： 1次元遍歴電子系RM4Al8の磁性(R;Y,Gd M;遷移金属) 
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当銘  琢哉 ： 三次元ﾌｫﾄﾆｯｸ結晶中の面欠陥電磁波局在モードの研究 

物質基礎科学専攻化学科修論発表会 発表者：論題(研究室) 

上田  雅博 ： 信濃川における「シリカ欠損」仮説の検証と珪藻土中の生

物由来シリカ定量法の開発（分析化学研究室） 

小林  英陽 ： アズレン骨格を有する新奇界面活性剤の溶液物性 

（物理化学研究室） 

GOVINDACHETTY SARAVANAN ： Magneto-electric Behavior of Redox Systems 

at Electrode Surfaces under Steady Magnetic Fields  （物

理化学研究室） 

菅原  育幹 ： イオン交換による６Liの濃縮  (無機化学研究室） 

千田  あやこ ： 陽イオン性界面活性剤のミセルに可溶化したグアイアズ

レンの電気化学的研究（分析化学研究室） 

高橋  泰輔 ： ベシクルの融合・分裂のダイナミックスと平衡分布の磁場

制御（物理化学研究室） 

武田  啓徹 ： チロシナーゼ固定高分子膜修飾白金電極によるｏ‐ヒドロ

キシ誘導体の酸素反応への溶媒効果の研究（分析化学研究室） 

豊田 明 ： レーザーアブレーションを用いたゼロ電荷電位の測定による

ハロゲン化物イオンの特異吸着の研究（分析化学研究室） 

松井  淑孝 ： アズレニルケトン類の合成と反応―アズレニルカルベンの

生成と反応（有機化学研究室） 

吉田  志保里 ： 可逆な構造変化を示すビスクラウンエーテル型酸化還元

応答性ホストの合成と性質（有機化学研究室） 

吉留  昭仁 ： 臨界点近傍の水素の吸着挙動：スケーリング則と磁性 

（物理化学研究室） 

脇浦  征二郎 ： レーザーアブレーションを利用した電気化学分析法 

（Sampled DC Voltammetry 及びDifferential Laser Pulse  

Voltammetry）の開発 （分析化学研究室） 

渡辺  史希 ： dopamine-PCBA のチロシナーゼ酸化阻害のフルクトースに

よる抑制（無機化学研究室） 

地球生物圏科学専攻地質科学専攻 修士論文発表会 発表者：論題 

川原  直樹 ： 断層運動による奈川花崗岩の破壊とマサ化作用 

清川  理沙 ： 新第三系砂岩における風化とその微細構造 

高塚  哉子 ： 長野県小諸～東御地域における下部更新統の花粉化石群集 

瀧澤  智恵子：異所性石灰化物質の化学組成 

浅野  絵美：更新世居谷里礫層・青木平礫層から見た飛騨山脈の傾動隆起 

笹岡  崇 ： 穂高コールドロンの陥没時変形と飛騨山脈傾動運動の解析 

東郷  清 ： 飛騨山脈中軸部の変形構造史 ～高瀬川横谷部花崗岩質マイロ

ナイト化を例に～ 

地球生物圏科学専攻 生体生物学・進化生物学講座 修士論文発表会 

発表者：論題    

木戸  雅子 ： マイクロサテライトマーカーとミトコンドリアDNAから見 

た信州におけるツキノワグマ個体群の遺伝的構造 

名取  健治 ： シナイモツゴPseudorasbora pumilaのメタポピュレーショ 

ン構造と遺伝的多様性の維持 

林 賢司 ： シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)の anl2 変異体の根

に見られる介在細胞の性質について 

LUPUSEA ANGHELUTA ： MAPPING AND CHARACTERIZATION OF ANL1 IN  

ARABIDOPSOIS。 

伊澤  加恵 ： 異なる栽培管理が大型土壌動物群集に与える影響 

菅野  康祐 ： 導流提における自生種を用いた植生復元に関する基礎的研

究ー乾燥的砂礫地での実生幼苗の生存とその形態的特徴ー 

藤田  淳一 ： カンアオイ属の送粉様式に関する研究 

 

上田  昇平 ： 東南アジア熱帯雨林における植物ーアリーカイガラムシ３

者共生系の共進化 

深海  敦胤 ： 兵隊を持ったアブラムシとスペシャリスト天敵の攻防ーサ

サコナフキツノアブラムシの場合 

高山  美保 ： 陸棲巻貝の性フェロモンによる交配前隔離 

宮島 悠 ： 乗鞍岳における標高傾度にそった植生と水分生理に関する葉 

の形質の変化 

遠藤 隼 ： 希少樹種ハナノキの更新初期過程 

宋 立軍 ： 信州におけるサラシナショウマ地上部の定量比較形態ー標高

と山岳域の違いに着目してー 

地球生物圏科学専攻 地球ｼｽﾃﾑ解析・生態ｼｽﾃﾑ解析講座 修士論文発表会  

発表者：論題 

池中  良徳 ： ダイオキシン類と多環芳香族炭化水素類の湖沼環境での動   

態に関する研究 

犬塚  良平 ： Daphniaの形態変化を誘導するChaoborus由来の情報化学 

物質に関する研究 

蛯澤  俊典 ： 安定同位体比、イオン濃度による木曽御嶽地域の地下水の  

挙動 

大田  みづき ： 腐植栄養湖（白駒池）における物質フロー解析 

児玉 竜 ： 長野県河川上流域の河川水化学組成の分布および岩石の化学   

的風化実験 

関根  基己 ： 鹿児島県海鼠池における多環芳香族炭化水素の起源と動態 

田原  敬治 ： 長野市信更町高野に分布する湖沼堆積物に基づく最終間氷 

期の古環境変動の高精度解析 

河 鎭龍 ： Long term changes in water quality and zooplankton  

community in the biomanipulated Lake Shirakaba 

村岡  輝和 ： 農業用水中の藍藻が稲作に及ぼす影響 

 

----信州大学工学系研究科後期課程 博士論文発表題目（講座名）---- 

井上 朋久 ： 懸垂された実射影空間の自己ホモトピー同値群とその周辺 

（環境機能解析科学） 

吉川 昌慶 ： アソシエーショﾝ・スキームのモジュラー表現 

（地域環境システム科学） 

宿沢 修 ： 例外型単純Lie群のFreudenthal－横田構成における表 

現空間の元の標準化と軌道分解（環境機能解析科学） 

金山 正宏 ： RHICデータの現象論的解析－η分布、ｋt(横運動量)分布、

HBT効果－（環境機能解析科学） 

桑原 孝夫 ： 宇宙線ミューオン観測ネットワークを用いた惑星間空間撹

乱の研究（環境機能解析科学） 

田中 謙吾 ： MgCu2型化合物及びNiAs型化合物の電子構造と時勢に関す 

る理論的研究（物質･生命解析科学） 

釜谷 力 ： ペグマタイト石英中の流体包有物のガス組成、および生成に 

関与した流体に関する考察（地球環境システム科学） 

 

----------------編集後記----------------- 

松本は今日（2月19日土曜日）は大雪です。この冬3回目で

す。スキーを楽しんでおられる方もおみえでしょう。インフルエ

ンザがはやっているとのこと、お気をつけください。さて、今号

は大学の先生方にお書きいただいた研究報告と卒業生･修了生の

研究論題をのせました。新入生には入学手続きの書類とともにお

渡しします。「学ぶ気概」に役立てばと考えます。春の便りとし

てお届けできることをうれしくおもいます。 

 


