
 

 

 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、大学院を巣立たれ、同窓会に仲間入

りされた皆さん、ご卒業、ご修了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２年、残念ながらこの１

年も明るい出来事はあまりなかったと言わざるを得ないの

は残念なことです。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、研究経費について、理学部への

2005 年度の当初配分が学部、大学院を含めて前年比 60％

に激減すると言う事態が生じました。国からの運営費交付

金の減額（基本的には毎年減る仕組みになっている）とそ

れを大学内で配分する時の方式が変更された（配分に競争

的側面を導入するため学長留置き資金を増やしたこと、そ

の他）ためです。その後の調整、措置でやや回復したもの

の前年比で大幅減となりました。教職員、学生が協力して

種々の経費節減（光熱水費節減等）にも努め、何とか教育

の質を維持、向上させるように努力してきました。「科学技

術立国」を目指し、そのための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において、経常的教育経費を減ら

さざるを得ないような事態を引き起こすような科学技術 

 

 

 

卒業生・修了生の皆さん、おめでとうございます。豊か

な大学生活を経て輝かしい未来に向けて出発できることを

心からお喜び申し上げます。皆さんはそれぞれの専門分野

で学問を修められ、専門家の一翼を担う立場に立たれるこ

とになります。そのことをともに喜ぶものです。新入生の

皆さん・大学院進学の皆さん、入学・進学おめでとうござ

います。自らの人生を切り開くために全力を挙げられるこ

とを期待するとともに、学問・研究の進歩へ力を尽される

若い仲間をお迎えできること嬉しく思います。心から歓迎

するものです。 

皆さんは、自然豊かな信濃の地で実り豊かな学生生活を

送り、学問を自らのものとしつつ、そうした学びと生活の

中で上質な人間に自らを鍛え上げてこられた方々と、それ

を見本にして、これから鍛え上げて行かれる方々です。こ

うした文化の積み上げこそ、大学と「学び」の伝統を作る

ものです。 

皆さんは、それぞれ、選択の動機・理由は異なっている

としても、自然科学の基礎的学問である理学を志された

方々です。そうした選択を決意されたことは本当に尊いも

のと思います。 

今日、残念なことに日本の社会は若者にとって必ずしも

良好な状況にあるとはいえません。雇用の流動化の下で若

い人々の働く場が極端に減少しています。そして、専門性

を生かせる場は本当に少なくなっています。 

日本の根幹を揺るがす憲法問題をはじめ、偽装事件、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策、教育政策には賛成できません。 

 一方、この間のプラスのできごととしては、大学院工学

系研究科博士課程が改組され、2005年４月から総合工学系

研究科（理学部、工学部、繊維学部、農学部で構成される

博士課程）が発足したこと、2004年秋の会報で紹介のあっ

た理学部発のベンチャーである（株）先端赤外が 2005 年

度の「東京都ベンチャー技術大賞」を受賞したこと、等が

挙げられます。 

 さて、今回も同窓会報に理学部の教員の研究活動や成果

についての現状と新卒業生の皆さんの卒業研究成果等を紹

介する機会を与えていただきましてありがとうございます。

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。2006年４月から全学の新入

生の共通教育を担当する「全学教育機構」が発足し、理学

部からも６名の教員が機構の専任教員として移籍されまし

た。理学部の教員はこれらの教員と力を合わせて、引続き

理学部の専門教育と全学の自然科学系の共通教育を担って

行くことになります。基礎的な自然科学の分野の教育と研

究を行う理学部の役割はますます重要になってきておりま

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。     （2006.2.20） 

 

 

 

食料の安全性問題など様々な課題があります。こうした

日々の営みを不安にする諸問題の解決の道も鮮明ではあり

ません。しかも原理、原則に基づいた解決の道をゆがめた

り、その場しのぎのごまかしの手法で一層困難を拡大する

力が働いています。そして、そのしわ寄せは弱いものに集

中している現状です。  

そうはいっても、やはり未来は若者のものです。多くの

若者が世界の人々とつながりを持ち、視野を大きく広げて

います。悪い条件の下でも福祉や看護の世界で創意工夫を

こらしてがんばっている若者も数多くいます。また苦しい

労働の場から働くものの権利や生きる権利を拡大する動き

も始まっています。今の状況を変えていく力は、まっとう

にものを考える人々の地道な努力と、協力共同の力で作ら

れていきます。 

 若者こそが次の世代を担うのです。皆さんが学びの力と

友情をつちかい、地球に生きる人間の一人としてものを見、

考えて行かれることを心から期待します。 

「知は力」という言葉がありますが、信州大学は一人一人

がそれを現実のものにすることができる大学です。力を合

わせて、さらにその水準を引き上げるために、ともに努力

して行こうではありませんか。 

 理学部同窓会は、各科の同窓会とともに、大学・学部の

発展に寄与できるよう力を尽すつもりでいることを表明し、

同時代に生きる若い方々への挨拶とします。 
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研  究 紹 介  数理・自然情報学科 乙部 厳己 

主に数理物理学や確率論を研究しています。一言に確率

論といってもその扱われる分野は広大で、サイコロ投げの

イメージに近いようなものも取り扱いますが、ここでは一

見そういう風にはみえない一面を強調してお話ししたいと

思います。 

時刻と共にデタラメな影響を受けて動く粒子の運動を

数学的対象として取り扱うことは、20 世紀最初にアインシ

ュタインによって始められました。このような対象を確率

過程（特によい性質があれば拡散過程）と呼んでいますが、

最初は個々の粒子の運動の軌跡（見本路）そのものを調べ

ることはできませんでした。その後 1920 年頃になってウィ

ナーによって（数学的）ブラウン運動の捉え方が提示され

ます。これは、ブラウン運動の軌跡全体として考え得るす

べての集合、つまり連続関数すべてからなる集合を調べる

というものでした。さらにコルモゴロフがある種の偏微分

方程式を解くことと、拡散過程を作ることが完全に対応し

ていることを見いだし、これらの研究は相互に深く関連し

ていることがわかりました。そして 1942 年に拡散過程をブ

ラウン運動の見本路を直接変形する革命的な理論が登場し

ます。それは伊藤清によるもので、そこで作り上げられた

方法は現在伊藤解析の名で知られるに到りました。この方

法は数学以外の諸分野でも広く用いられていますが、数学

としては偏微分方程式の解析に大変強力な道具になります。

しかし、1970 年代頃にほぼ完成した伊藤解析には一つだけ

大きな弱点が残っていました。それは偏微分方程式の解が

滑らかかどうか（本当に微分できるか）に答える方法がな

かったのです。これはヘルマンダーの問題として知られ、

解析学の大きな問題の一つです。 

1976 年、フランス人のマリアヴァンがこれの突破口を開

き、ついに 1980 年代初頭にこの問題に対して解答を与える

ことができるようになりました。ところがこれは思っても

見なかった新見地を確率論に与えることになりました。こ

の方法が無限次元の空間の上で定義された関数に関して微

積分を展開するという解析学者の夢を実現していることが

明確にわかってきたのです。 

高校でも学ぶように、微分と積分はお互いに逆の計算法

です。この事実（部分積分ができること）が解析学の根本

ですが、無限次元空間では両者を結合させる方法が存在し

なかったのです。従来確率論は無限次元空間の上で積分を

する理論（積分＝平均）で、確率論とは究極の積分論だと

捉えられていました。ところが、ここで確率論は積分論か

ら無限次元解析学へと転換期を迎えます。実は粒子がどの

ように広がるかという観察はそのまま空間の曲がり方を反

映していますから、1980 年代の終わりにはアティヤ・シン

ガーの指数定理のような、それまで証明が厄介だとされて

いたも大定理も簡単に証明されます。 

さらに、数学的には微分と積分の関係は図形の内部と外

周の関係を記述していると考えられますから、これは幾何

学も構築可能になってきたということを意味します。その

基礎を与えるのは発散定理と呼ばれる理論です。無限次元

の世界でも大変よい場合（球のようなもの）にはすでにあ

りましたが、多角形的なものには適用できませんでした。

偶然筆者は修士課程の院生のときに非平衡統計力学の問題

に刺激されて、大変強い外力のもとでの無限次元拡散過程

を調べました。これが多角形的なものに対して発散定理を

作ることに関係していることが（ヨーロッパのグループで）

明らかになってきましたが、ようやく最近になってこれの

かなり一般的な枠組みを見つけることができました。これ

はまだまだ出発点に過ぎませんが、統計力学や量子論の研

究に少しでも寄与できるところがあればよいと願っていま

す。 

研 究 紹 介 −  物理と対称性 −  

    物理科学科  小竹 悟 

 私の専門は素粒子物理学・数理物理学です。素粒子物理

学というものに初めて関心を持ったのは中学生の頃で、科

学雑誌等を見て特殊相対性理論の不思議な世界やクォーク

等の素粒子の極微の世界に憧れを感じました。高校生にな

り物理学の授業を受け、自然現象が物理法則に従って起こ

る事や数式を用いてそれを調べる事ができる事に興味を覚

えました。自然科学の基礎となる物理学を、中でも最小単

位の物体を扱う素粒子物理学を専攻したいと思い、大学に

進学しました。物理科学科に入学した新入生の皆さんの中

にもこの様な興味を持った事から大学で物理学を専攻して

みようと考えた人が少なからずいると思います。大学に入

学して先ず学ぶ学問は華々しい話題ではなくて基礎体力作

りとでも言う様な地味なものが多いですが、この基礎体力

を身に付けて初めて華々しい話題を理解できる様になるの

で、入学時の憧れの気持ちを持ち続けて勉学に打ち込んで

行ってもらいたいものです。 

 さて話題を副題に書かれた対称性の方へ移しましょう。

対称性は現代物理学の基礎的考え方の 1 つになっています。

考えている対象(系と言います)にある操作を施した時に、

その対象が変わらない場合(不変と言います)、その操作を

対称操作と言い、この系には対称性があると言います。例

えば、正三角形の板は中心の回りに 120 度回転すると元と

同じ状態に戻るので、120 度の回転対称性があります。物

理学という学問は、自然現象をよく観察し、その中に潜む

法則を探り出して理論を作り、その理論を用いて自然現象

を説明する、という事を行うものです。様々な物理法則を

調べていき、色々な対称性が見つけられました。高校でも

学んだエネルギー保存則・運動量保存則・角運動量保存則

はそれぞれ、時間の一様性・空間の一様性・空間の等方性

という対称性に起因するものです。 

 「自然現象→物理法則(＝理論)→対称性」という流れを

逆転して、「ある対称性を持つ様に理論を作ってみよ」(そ

してそれを自然現象に適用してみよ)という試みが行われ

る様になりました。例えば、ローレンツ変換の下での対称

性を要請して特殊相対理論が、一般座標変換の下での対称

性を要請して一般相対性理論が、ゲージ変換の下での対称

性を要請してゲージ理論が、作られています。一般相対性

理論は重力の理論ですし、ゲージ理論は素粒子物理を記述

する理論です。この様に対称性は理論構築の際の指導原理

として用いる事ができます。 

 それ以上細かく分割できない粒子を素粒子と言い、素粒

子及びその間に働く力(粒子をやりとりする事で力が伝わ

るので力の事を相互作用と言います)を調べる学問が、素粒

子物理学です。自然界の基本的な力は、電気や磁気の力で

ある電磁相互作用、原子核崩壊に関係する弱い相互作用、

核力に関係する強い相互作用、万有引力の重力相互作用の

４つが知られています。重力以外の３つの相互作用は、場

の量子論という枠組の上で、ゲージ対称性を持つゲージ理

論で記述されます。電磁相互作用と弱い相互作用は統一さ

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

なると思います。 



れて電弱相互作用となり、その予言は実験とよく合ってい

ます。重力の古典論は一般相対性理論として完成している

のですが、その量子論は未だできあがっていません。重力

の量子論の最有力候補は、素粒子を点粒子ではなくて１次

元的に拡がったひもと見なす弦理論です。超対称性という

対称性を持つ超弦理論は、重力の量子論を含み、物質を形

作る素粒子と力を媒介する素粒子を全て統一する、究極の

統一理論(の最有力候補)です。１次元的に拡がったひもだ

けではなくて、空間 p 次元に拡がった Dp ブレインというも

のも同様に重要である事が分かっています。 

 点粒子が動くと線(世界線と言います)ができるのと同様

に、ひもが動くと面(世界面と言います)ができます。弦理

論をこの世界面上の場の理論と見なすと、共形場理論にな

っています。共形場理論とは、共形変換(長さを変えるかも

知れないが角度を変えない変換です)の下での対称性を持

つ場の量子論です。２次元時空での共形場理論の対称性は、

ビラソロ代数という無限次元代数で表され、その表現論は

詳しく調べられています。対称性の議論の利点の１つは、

対称性を表す群や代数の表現論を用いる事により、系の詳

細に依らない普遍的な性質を議論できる点です。対称性が

大きいと強い議論ができる事になります。２次元時空での

共形場理論は、２次元空間の古典統計臨界系にも適用する

事ができます。 

 共形変換は長さの尺度を変えるスケール変換を含んでい

るため、共形場理論は質量のスケールを含まないマスレス

理論と呼ばれます。共形場理論の対称性を表すビラソロ代

数については詳しく調べられて理解が進んだので、次に研

究したいのは、共形変換の対称性はもはや持たないが無限

個の保存量を持つマッシブな解ける模型の対称性について

です。マッシブな解ける模型としては、共形場理論をうま

く変形した場の理論や、ヤン・バクスタ− 方程式の楕円関

数解をボルツマン重みに持つ可解格子模型等があります。

私達は、長距離相互作用を持つ１次元量子可積分多体系と

ビラソロ代数の自由場表示との興味深い関係を見い出し、

それを利用してビラソロ代数等の変形版を構成しました。

また楕円関数解をボルツマン重みに持つ可解格子模型の対

称性である楕円型量子群を定式化しました。 

 私は物理を対称性の観点から理解したいと思い、上の段

落の最後に述べた様な対称性を表す無限次元代数等の研究

を中心に行って来ました。私の研究内容の紹介というより

も、そのための予備知識の紹介で終わってしまいましたが、

素粒子物理学に関心を持たれた新入生・在校生の皆さんが、

よりいっそう勉学に励んでくれる事を期待します。 

                                                                                                        

研 究 紹 介                            化学科  笹根昭伸    

 昨年の理学部同窓会報に手塚先生も書かれていることで

すが、私も石川厚先生に会報に何か書いてくれと頼まれた

当初、大層困惑致しました。しかし考え直してみると、私

も手塚先生に次ぐ年長ではあるし、石川先生の依頼であれ

ば断りきれないと観念し今こうしてパソコンの前に座って

おります。（パソコンは目が疲れて嫌いです） 

 私はここ数年来、Cs2[Au
ICl2][Au

IIICl4]という、Au(I)と

Au(III)を含む混合原子価錯体の 35Cl 核四極共鳴に携わっ

ております。結晶は c 軸方向に伸びたペロフスカイト型正

方晶系をとり、結晶内では直線形[AuICl2]
－と正方形

[AuIIICl4]
－錯陰イオンが交互に配列し、３次元的にネット

ワークを形成しております。この錯体には実は懐かしい思

い出がありまして、今から 35 年ほど前、私が名古屋大学の

博士課程 1 年の院生であった時、自分自身で選んだ最初の

テーマがこの錯体でした。若き L. Pauling がこの錯体の X

線構造解析をした論文を読み、結晶内に存在する２種類の

塩素原子 Cl－AuIと Cl－AuIIIの 35Cl 核四極共鳴を検出する

ことにより、２種の塩素原子の結合の性質を調べようとし

たのです。L. Pauling の論文は理路整然としており、非常

に読みやすかったと記憶しています。今は気象庁で活躍さ

れている、当時学部 4 年生であった松尾敬世さんと、徹夜

に継ぐ徹夜で真空昇華法による試料の精製を懸命になって

したことを思い出します。松尾さんとは時々実験室からエ

スケイプし雀荘に出掛けたことなどもあります。 

１０年ほど前の錯体化学討論会に出席した時のことで

した。この化合物 Cs2[Au
ICl2][Au

IIICl4]について、金のメス

バウアー効果を測定したポスター発表があり、名古屋大学

時代のことを非常に懐かしく思い出しました。発表者であ

る、当時は京都大学に在籍されていた児島先生、北川さん

と興味深い議論をし、試料は京大側で用意するからぜひ信

大で核四極共鳴の測定をして欲しいと提案され、お引き受

けしました。２つの錯陰イオンは結晶内でほぼ独立に存在

していますが、塩素原子を架橋とする弱い AuI－Cl…AuIII

および AuIII－Cl…AuI 電荷移動相互作用が存在し、このた

め極微少に AuIIも存在します。当時は高温超電導体の研究

が盛んに行われ、この混合原子価錯体の研究はその基礎研

究になるものと期待したわけです。 

 試料は手に入りましたが、35Cl 核四極共鳴は検出されず、

さらなる精製が必要となりました。温度勾配を利用する、H

チューブを使っての試料の精製は榎木堀君により 1 年間に

わたって行われました。それでも、35Cl 核四極共鳴は検出

できず諦めかけたところ、京大から戻ってくれた倉沢真樹

君が石川先生の指導の下、ついに Cl－AuIIIの 35Cl シグナル

を観測し、続いて Cl－AuIの 35Cl シグナルも比較的容易に

検出されました。その後も倉沢真樹君、倉沢勝仁君などの

力により Cs2[Ag
ICl2][Au

IIICl4]が合成され、Cl－AuIIIの 35Cl

共鳴線も検出されました。 

現在のところ次のような結果、結論が得られています。 

１．Cs2[Au
ICl2][Au

IIICl4]については、結晶構造によく一致

して、２本の共鳴線が 17.28 MHz(Cl－AuI)と 27.10 

MHz(Cl－AuIII)に観測された。この内、高周波数側の共

鳴線の共鳴周波数は通常の非混合原子価錯体、例えば

Cs[AuCl4]の
35Cl核四極共鳴周波数28.419, 27.800 MHz

と比べ顕著な差を示すことは無く、このことは混合原

子価錯体 Cs2[Au
ICl2][Au

IIICl4]における電荷移動相互

作 用 は 小 さ い こ と を 意 味 し て い る 。 ま た 、

Cs2[Ag
ICl2][Au

IIICl4]については 27.96 MHz(Cl－AuIII)

に 1 本の共鳴線が観測された。 

２．共鳴線幅は 50 kHz 程度におよび、この線幅は通常の化

合物の 35Cl 核四極共鳴線幅の 10 倍程度に達する。 

３．共鳴線形は固体粉末で通常観測されるガウス型でなく

ローレンツ型である。 

４．Cs2[Au
ICl2][Au

IIICl4]における低周波数側の共鳴線の周

波数温度変化は高周波数側の共鳴線の周波数温度変

化に比べ約２倍程度大きく、[AuIIICl4]
－は結晶内で

[AuICl2]
－に比べより強い束縛を受けていることを示

す。このことは結晶内で c 軸方向の電荷移動相互作用

は c 軸に垂直な面内の相互作用に比べ小さいことを示

唆しており、最近の X 線構造解析の結果とよく一致し

ている。 

５．ESR シグナルは結晶内の AuIIに由来するものと考えら

れるが、このシグナル強度は合成方法に依存する。ま

た、共鳴線幅は結晶のアニーリングによって変化せず、

ESR シグナル強度とは無関係である。 



この間、多くの学部卒業生、太田君、加藤君、小谷野君、

柏原君、澤内君、高橋君、松井君、星之内君、内田さん、

石橋さん、白石君たちの尽力を頂きました。現在はこれら

の混合原子価錯体における電荷移動相互作用をさらに明ら

かにするため、M２の北田君と学部４年生の酒井君、坂田君

に Cs2[Au
ICl2][Au

IIICl4]と Cs2[Ag
ICl2][Au

IIICl4]との混晶に

ついて研究を続けてもらっていますが、時間と労力を要す

る仕事です。 

                          

研 究 紹 介  – 昆虫の多様性と進化- 

   生物科学科 東城幸治 

 2004年2月赴任の生物科学科では最も新入りの教員です

ので、この場をお借りして研究の紹介をさせていただきま

す。 

 私は「生物の系統進化と体制の変遷」を研究課題として

います。現在、最も関心を寄せているテーマは「昆虫の翅

の起源」についてです。私たち人類が古くから憧れてきた、

しかし、どう頑張ったところで今後も獲得できぬであろう

機能が「飛翔」ですが、生物の世界を見渡しますと、実に

様々な生物が成し得ています。鳥類や昆虫類などはその代

表格ですが、我々と同じ哺乳類においてもムササビ類やコ

ウモリ類が、さらには魚類のトビウオとて見事に空を飛ん

でのけます。これらの飛翔生物は、進化の過程で、自身の

体づくりを見事にモディファイさせて飛ぶことを可能にし

てきたのですが、その巧みの技も今日の生物学はかなり解

き明かしてしまっています。例えば、鳥の翼にしても、ム

ササビの皮膜やコウモリの翼にしても、その相同性や起源

はとてもよく解かっています。しかし、昆虫の翅の起源と

なると、永年、世界中の数多くの研究者が追究してきたに

も関わらず、未だに謎につつまれたままです。これを何と

か解き明かしたいというのが、私の願いです。 

 私たちにとって身近に感じられる昆虫類ですが、それも

そのはず、現在までに記載されてきた全生物種のおよそ半

数を昆虫類が占めています。その数は約 100 万種にもおよ

び、現在も一日あたり数十種といったペースで新種が記載

されています。そしてこれほどまでに多様化できた鍵は「翅

の獲得」にあるのでは？というのが大方の見解です。昆虫

類が最初に空を飛んだのは約 4 億年前と考えられています

が、これは他の飛翔生物が出現する遙か昔のことです。

「空」という空いたニッチを存分に活用し、一気に適応放

散した結果としての多様化だったのでしょう。しかし、数

億年という永い年月は昆虫の体制を大きく変えてしまい、

他の飛翔生物と比べ、昆虫翅の起源は難解となっているの

です。 

 古生物学者からは「翅は脚基部の一部であり、原始的有

翅昆虫・カゲロウ類の鰓と相同」という一つの仮説が提出

され、現在も多くの研究者が様々なアプローチでこの検証

を試みてはいるものの、仮説を直接的に検証し得る現生種

がなく、痒いところに手が届かぬ状況にあります。古生代

の化石まで遡ると、最適な試料はたくさんあるのですが、

活きた試料でなくては今日の発生遺伝学などの強力なツー

ルも使えません。しかしこのような中、私が松本に来て直

ぐのこと、美ヶ原温泉裏手の藤井谷にて、古生代のカゲロ

ウに見られるような祖先的特徴をよく留めた現生のカゲロ

ウ種に出遭うことができました。日本固有種で、1800 年代

に薮原宿（現・木祖村）で発見・新種記載されて以降、ほ

とんど忘れられてきたカゲロウですが、この祖先状態をよ

く留めた現世種の存在はまさに「今度こそは痒部にも手が

届く！」と期待させてくれました。 

 これを機に、以前に所属した生物資源研・発生分化研究

グループや理研・発生再生研究所の協力も得ながら、また、

今年度からは熱意ある卒業研究生の参加により、少しずつ

ではありますが研究も前進しています。卒業研究生の一人

は、永年関心の寄せられなかったこのカゲロウの生活史を

フィールドワークにより明らかにし、また、体づくりを検

証する上で必須となる卵も得、胚発生過程を精査しており

ます。また別の卒研生は、「脚-鰓-翅」形成への関与が予想

される遺伝子のクローニングを手がけ、今後、胚発生過程

におけるこれらの遺伝子の関与や機能を追究してゆくこと

で、半ば諦めかけてきた現生種による直接的な「翅の起源」

検証も夢ではなくなるかも知れません。4 億年も前の一大

進化イベントに関わる謎解きの夢を、信州のメンバーで、

また、信州の生物を用いて叶えることができたらと、願っ

ています。 

研 究 紹 介   物質循環学科    國頭 恭 

 私が信州大学理学部物質循環学科に赴任してからちょう

ど３年になります。もう新任とはいえないでしょうが、自

己紹介がてら、今まで行ってきた研究とそれに関する内容

について簡単に紹介したいと思います。 

 私はこちらに来るまでは、愛媛大学沿岸環境科学研究セ

ンターにいました。そこでは研究対象が幅広く、イルカや

アザラシ、土壌、水、ヒトの尿、血液といった様々な生物

試料や環境試料を扱い、主に微量元素分析をしていました。

最も力を入れた研究が海棲高等動物における毒性元素の蓄

積についてです。 

 重金属は食物連鎖を通して生物濃縮すると言われる場合

もありますが、実は、明らかに生物濃縮する重金属は水銀

だけ、しかもメチル水銀のみです。水銀と聞くと水俣病を

連想される方も多いと思いますが、特にメチル水銀は毒性

がきわめて強いことが知られています。現在、妊婦の方は

いくつかの魚種についてはあまり摂り過ぎないように、と

言われているのは、このメチル水銀が多く含まれているた

めです。この摂り過ぎに注意が必要とされている魚はほぼ

全て海産魚です。これは局所的な水銀汚染が無い場合は、

海産魚の方が淡水に棲む魚より水銀濃度が高くなるためで

す。ではなぜメチル水銀は生物濃縮し、無機水銀は生物濃

縮しないのでしょうか。またなぜ海産魚の方が水銀濃度は

高くなるのでしょうか。例えば海水では、無機水銀とメチ

ル水銀では無機水銀の方が多く含まれています。しかし、

海水中では無機水銀、メチル水銀ともに幾つかの形態で存

在しており、食物連鎖の最も低次に位置する植物プランク

トンが細胞内に取り込む水銀は、その中の一部の形態の水

銀だけです。最も取り込まれやすい水銀の形態は電荷が無

いものであり、無機水銀では HgCl2、メチル水銀では

CH3HgCl です。この２つの形態に着目すると、海水中で

の濃度はほぼ同じです。つまり、海水中のメチル水銀の総

濃度は無機水銀よりもかなり低いにも関わらず、植物プラ

ンクトンに取り込まれる量は同じということになります。

さらに植物プランクトンに取り込まれた無機水銀は、捕食

者にとって分解・吸収効率の悪い膜等に強く結合している

のに対し、メチル水銀は比較的分解されやすい成分に結合

していることが知られています。また腸での吸収効率もメ

チル水銀の方が高いことが知られています。このようにし

て、メチル水銀は食物連鎖の各段階で濃縮されていくのに

対し、無機水銀は吸収されずに排泄されます。また海産魚

でメチル水銀の濃度が高い理由としては、上述したように

水中での水銀の形態が違うことと、海洋生態系の食物連鎖

が複雑で長く、濃縮段階が多いことが挙げられます。 



 この様な理由から、海洋生態系の頂点に位置しかつ長寿

命の海棲哺乳類は、高濃度の水銀を蓄積しており、特に肝

臓では 1000 mg/kg (乾燥重量当り)以上の濃度に達する場

合もあります。しかし、海棲哺乳類で明瞭な水銀中毒がお

こったという事例は報告されていません。これは海棲哺乳

類の体内で、メチル水銀が無機水銀に変換された後に、セ

レンあるいは硫黄と結合して、安定な形態で存在している

ためです。例えばキタオットセイの肝臓を調べたところ、

水銀の約４割が安定な水銀セレニド(HgSe)として存在し

ていることが分かりました。 

 皆さんが毒性元素について最も関心を持たれるのは、食

品の安全性についてだと思います。海産魚については先に

少し述べましたが、特に妊婦の方は、水銀濃度の高い種類

の魚を摂り過ぎてはいけないとされています。これはあく

までも胎児が影響を受けやすいためであり、それ以外の人

では過剰に心配する必要はありません。むしろ魚には健康

にいい成分がたくさん含まれているので、積極的に摂る必

要があると思います。カドミウムについてはイカで高いこ

とが知られています。しかしイカの全ての組織で濃度が高

いわけではなく、特に内臓で高くなっています。ですから、

スルメのカドミウム濃度は低いですが、イカの塩辛では濃

度が高くなります。しかしこの場合も、大量にかつ慢性的

に摂り続けるのでなければ心配はいらないでしょう。ヒ素

の場合は海藻で濃度が高く、特に褐藻で高いことが知られ

ていますが、大部分は毒性の弱いヒ素糖と呼ばれる化合物

として存在しています。しかし一部の褐藻類、例えばヒジ

キでは毒性の強い無機ヒ素が多く含まれています。この場

合も大量にかつ慢性的に摂取しなければ問題ないと思いま

す。干しヒジキの場合、水に戻す際にこの無機ヒ素が溶け

出すので、心配な方は戻し汁を何度か捨てれば無機ヒ素を

かなり取り除くことが出来るようです。 

 信州大学理学部に移ってからは、長野県の豊かな環境を

対象に、学生時代に専攻した土壌微生物について研究をし

ています。愛媛大学では毒性元素を対象に研究を行ってき

ましたが、こちらに来てからは必須元素である炭素、窒素、

リンの土壌中での循環と微生物の役割、あるいは日本に広

く分布する酸性土壌で問題となっているアルミニウムに焦

点を当てています。例えば、現在問題となっている大気か

らの窒素降下物が、森林土壌中の有機物の分解に与える影

響についても調査しています。農地では窒素を施肥するこ

とからもわかるように、もともと土壌中では窒素は欠乏し

やすい元素です。ですから、大気から森林土壌に流入する

窒素が肥料の役割を果たし生物活動が活発になる、という

可能性も考えられます。しかし室内実験で窒素を添加して

落葉の分解を調べたところ、落葉の成分であるセルロース

の分解をする酵素の活性は高くなりましたが、同じく落葉

の成分であるリグニンを分解する酵素の活性は抑制される

という複雑な結果が得られました。自然界の物質循環は、

単純に捉えられるものではなさそうです。取り留めもない

内容になってしまいましたが、今後も元素循環について、

信州の自然環境を活かしながら研究していきたいと考えて

います。 

教 員 自 己 紹 介 

 物理科学科  中島美帆 

2005年11月から物理学科に赴任しました中島美帆です。

これまでの人生の大半を大阪で過ごしたので、信州の厳し

い寒さに最初は驚きましたが、美しい山々に囲まれた松本

の生活をだんだんと楽しめるようになって来ました。この

場をお借りして、私の研究を簡単にご紹介したいと思いま

す。 

私の専門は物性物理学で、具体的にはセリウム(Ce)化合

物やウラン(U）化合物における磁性および超伝導について

の研究を、低温および高圧下での物性測定により進めてき

ました。セリウム化合物やウラン化合物の中で、電子の有

効質量が極端に重くなる現象が見つかっており、これを「重

い電子系」と呼んでいます。電子の有効質量とは、静止質

量と異なり簡単には電子の動きにくさと比例する量です。

たとえば絶縁体では、電場をかけても電子がほとんど動か

ないため、有効質量は無限大だということが出来ます。重

い電子系物質は絶縁体ではなくて金属ですが、電子がその

静止質量の約 100～1000 倍 もの大きな有効質量を持ち、通

常の金属とは異なる性質を示します。この重い電子系の起

源は、クーロン反発力により電子同士が互いに避けあう効

果（電子相関）であり、電子が非常に動きにくくなってい

るために有効質量が非常に重くなるのです。 

重い電子系物質の研究は、物性物理の中でもっとも盛ん

に研究されてきた分野のひとつであり、たくさんの面白い

物理が見出されています。その１つが重い電子系物質にお

ける超伝導の発見です。超伝導現象は、1911 年にオネス

(Onnes)によって水銀で発見されましたが、その後、1957

年にバーディーン(Bardeen)、クーパー(Cooper)、シュリー

ファー(Schrieffer)の３人によって、いわゆる BCS 理論が

打ち立てられ、それまでの超伝導の実験結果はすべてこの

理論で説明できるとされました。BCS 理論は、超伝導は電

子がクーパー対という電子対をつくることにより説明でき

るとし、そのクーパー対は物質の格子振動を媒介とした引

力によってつくられるとする理論です。このような中、1979

年にドイツのステグリッヒ(Steglich)らによって重い電子

系物質 CeCu2Si2で超伝導が発見されました。BCS 理論で考

えると重い電子系物質ではその強い相関のためにクーパー

対が形成されることは難しいので、この発見は、クーパー

対の形成機構に格子振動以外のものが寄与している可能性

を示唆するものです。その後、1986 年の銅酸化物の高温超

伝導体の発見もあり、UPt3 や UBe13 などのウラン化合物で

も超伝導が見つかって BCS 理論では説明できないものが

続々と出てきました。今ではこれらは異方的超伝導と呼ば

れており、この超伝導では、電子がクーパー対を作る機構

が磁性に関係するものであることが分かってきています。

異方的超伝導以前では、超伝導と磁性は互いに相反する現

象だと思われてきましたが、今では両者は密接な関係があ

ると考えられています。しかし詳細についてはまだまだわ

かっていません。 

さらに、スイスのジャッカル(Jaccard)らが、CeCu2Ge2

という反強磁性を示す化合物に高い圧力をかけ磁性を消失

させてやると、磁性が消える圧力（臨界圧力）近傍で超伝

導が出現することを発見しました。化合物を構成する元素

の種類や結晶構造によって電子相関が決まるので、セリウ

ムを含む化合物の中でも、重い電子系になるもの、超伝導

を示すもの、磁気秩序を示すものなど多様な化合物が存在

するわけですが、圧力を加えるということは原子間距離を

人工的に変えてやることになり、圧力というパラメータで

超伝導の出現を制御できたことになります。このように圧

力によって超伝導を示す物質、すなわち圧力誘起超伝導体

はその後いくつかのセリウム化合物でも発見され、研究が

進んできました。そのような背景の下、私が博士課程に入

学した当時は、UGe2 というウラン化合物で初めての圧力誘

起超伝導体が見つかり話題をさらっていました。これらの

ことに影響され私も圧力誘起超伝導体の発見を目標に研究

を始めましたが、当時高圧実験についてはまったく経験が



なかったので、他研究室の高圧を専門とされている研究者

の方々との共同研究を通して圧力の手法を学びました。こ

こで「高圧」とはどれくらいの高い圧力なのかといいます

と、たとえば前述の CeCu2Ge2 では、7 GPa（ギガパスカル

=109 Pa）という圧力で超伝導を示します。1 GPa は約１万

気圧です。地球の中心部は約 360 GPa といわれていますか

ら、もちろんそれには及びませんが、 世界一深い海底で約

0.1 GPa ほどですので、1 GPa でも実生活からは想像出来な

いほど大きい圧力です。このような高圧を発生させて物性

を測定するという実験は、磁性や超伝導の研究分野のなか

では、極低温や強磁場下などの実験と較べると比較的新し

い手法です。特に重い電子系や超伝導について圧力下の物

性を調べるとすれば、高圧にしてかつ低温で測定しなけれ

ばなりませんので様々な困難があります。高圧発生装置は

ある程度小さくなければ冷凍機に取り付けることができま

せんし、加圧される空間の体積は小さければ小さいほど加

えた力に対する圧力効率がよくなるので、必然的に扱うサ

ンプルは非常に小さいものになります。4～5 GPa の圧力を

出す装置のためのサンプルが長さ約 1 mm、それ以上の圧力

を求めるとなると100 μmまで小さなサンプルが必要です。

このように小さなサンプルに、いかにして端子を付けるか、

静水圧性（均一に圧力がかかること）を上げ、さらに高圧

にするには、などといった問題を解決するのに多くの時間

を費やし、それをやっと乗り越えて測定までこぎつけても、

低温にすると断線したり、圧力容器が割れてしまったりす

ることもあり、根気と忍耐（とすこしの度胸）の要る実験

です。そのような毎日の中でこつこつと色々なサンプルを

測定していましたが、目標の超伝導はなかなか見つかりま

せんでした。結局、研究をはじめてから 4 年後に CeNiGe3

という物質、次の年に Ce2Ni3Ge5という物質で圧力誘起超伝

導を発見することができました。このように、なんとか最

初の目標をひとつ達成できたものの、これらの超伝導につ

いて、まだ明らかになっていないことは多く、私自身はや

っと研究者としてのスタートラインに立ったばかりです。

そして幸運なことに、ここ信州大学でそのスタートを切れ

ることになりました。新しい環境で心機一転、いままでの

テーマをいっそう深く掘り下げることはもとより、学生の

皆さんとともに楽しく勉強し、新しい研究の方向を切り開

いていきたいと思っています。 

第 2 回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会 

関東支部幹事   高木 直美    

爽やかに晴れわたった 11 月 12 日(土)に，2004 年に発足

しました松本化学学士会関東支部の第 2 回総会及び同窓会

を，東京，錦糸町のロッテプラザで開催致しました。昨年

より参加者も増え，17 名で開催致しました。関東支部の会

員の方も，昨年 59 名でしたが，今年は 76 名に増えました。 

総会の内容につきましては，別紙報告の通りです。発足し

たばかりの支部ですので，会の運営にはまだまだ種々検討

すべきことが多々ありますが，滑り出しとしては，まずま

ずと考えております。 

引き続き，別室にて同窓会が賑やかに開催され，本年は

比較的若い方々にもご参加いただいたこともあって多種多

様な話題で盛り上がり，来年の再会を約して 3 時間ほどで

散会しました。話しの熱が覚めやらぬ半数以上の方々で二

次会を行い，無事終了致しました。 

次年度は本部の方からも是非，ご参加いただけますよう

お願い申し上げます。また，本年度，都合のつかなかった

方々も是非ご参加下さい。仕事に趣味に多種多様な話題で

有意義な時が過ごせると思います。 2005 年 11 月 16 日 

第 2 回 松本化学学士会関東支部 総会報告 

日時：2005 年 11 月 12 日（土）15：00～16：10 

場所：ロッテプラザ 参加者 17 名 

（１）高木事務局長より開会の辞   

 （２）増澤支部長挨拶  

 （３）議事（1 号議案～6 号議案） 

 （４）犬飼（紀）副支部長より閉会の挨拶 

第１号議案：第１期 事 業 報 告 

（2004 年 10 月１日～2005 年 9 月 30 日） 

①2004 年 11 月 13 日（土）第 1 回関東支部総会・同窓会開

催，参加者 12 名。 

②役員選出，承認（第 1 回総会選出者：任期２年 2004.10.01

～2006.09.30） 

③関東支部細則案の審議。一部修正承認。 

④第 2 回関東支部総会案内送付（2005 年 9 月～） 

第２号議案：第 1 期 会 計 報 告 

（2004 年 9 月 1１日～2005 年 9 月 30 日）（別紙の通り） 

同窓会費 8,000 円では繰越金がやや減少，9,000 円ではや

や増加の見込みであるが，次回の会員継続がどの程度とな

るかにより予測が立つと思われる。 

第３号議案：会 計 監 査 報 告  

第４号議案：第２期（05 年 10 月 1 日～06 年 9 月 30 日） 

事 業 計 画 案  

①第２回関東支部総会・同窓会開催（05 年 11 月 12 日（土）） 

②他事業計画：第３回関東支部総会・同窓会開催（06 年 11

月 11 日（土）ロッテプラザ）予定 

松本化学学士会本部への行事参加を進め、併せて交流を活

発化 

本部主催の講演会の講師を関東支部から出す意見。本部へ

推薦。 

信州大学自然誌科学館の行事紹介（近隣企業に参加勧誘） 

第５号議案：第２期 予 算 案  承認 

第６号議案 その他の事項 

①会期：現行の 10 月開始 9 月終了は，11 月を定期総会と

すると，役員任期との関係で空白期間が生じる恐れがある。

また，会計では案内開始の８，９月から年末までくらいに

支払が集中しており，これを跨いだ会期となっている。1

月くらいに役員が運営委員会で引き継ぐなどの方策が必要

か。役員で検討する。 

②会員と会費の関係：現行は退会規定がない。会員とは支

部会費を払っ

ている期間と

してはどうか。

会員資格の定

義を細則に盛

り込んではど

うか。会を運

営していく運

営費は会費を

払っている人

の負担となっ

ており，未払いの人とに不公平が生じる。過去５年ほどの

案内データがあるが，案内を出しても回答が来ない人は決

まっており，運営費の無駄となるので，次回の案内のとき

に予告して情報送付を中断し，会員資格を失うことをお知

らせする。また，経費を節約するため，メールアドレスを

収集し，メールでの連絡も有効と思われる。これらについ

ても役員で検討する。 

         



個人情報の取り扱いについて 

理学部同窓会として個人情報の取り扱いについての現

状報告をするとともに役員会としての基本方針をお伝えし

ます。 

現状報告 

１．個人情報取り扱い事業者は企業団体個人のいずれであ

っても概ね 5000 件以上の個人情報を持つ場合「個人情報

保護法」の法令下に入ります。 

また、大学は「独立行政法人の個人情報保護法」という

別の法律によって定められています。 

理学部同窓会は大学学部から独立していますからいわ

ゆる一般の「個人情報保護法」が適用されます。 

２．理学部同窓会は「概ね 5000 人」以上の会員を持って

いますが、名簿等の利用については各科同窓会が持ってい

る名簿から、その都度必要なデータ(住所氏名)の提供を受

け、その目的の範囲内で管理運用しています。 

こうした場面では 5000 人を越えますのでこの取り扱い

について「個人情報保護法」に反しない対応が求められる

ことになります。 

具体的には同窓会報発送、同窓会名簿(各学科同窓会名簿

の合本)の作成などの目的の範囲内で利用し、その目的以外

に使用しないことの厳正な取り扱いが求められています。 

３．個人情報はたとえ 5000 人未満の場合であっても適正

な取り扱いが大切なことはいうまでもありません。    

各学科同窓会においても十分注意して取り扱ってきていま

すがなお一層この主旨が生かされるように互いに努力して

いくつもりです。 

なお情報の収集に当たって理学部同窓会が行っている

ものは、入学時に一括して新入生の情報を集めています。

これはそのまま各学科同窓会へまわされます。   

この間の事務上の手続きの中で、法の精神に反しない取

り扱いを行っています。また卒業生については各学科同窓

会が行っています。 

４．以上のような現状のもとで、理学部同窓会は個人情報

保護に関して次のような基本方針をお示しすることとしま

した。この方針のように今までも進めていますが、さらに

一層丁寧にとりあつかうようにつとめます 

 

信州大学理学部同窓会の個人情報保護に関する基本方針 

 

信州大理学部同窓会は、以下の方針に基づき個人情報を

正しくかつ安全に取り扱いことにつとめます。 

１．個人情報の収集と利用目的 

個人情報を収集する場合は，目的を具体的に明示して

収集します。情報収集は主に入学時、卒業時に行います。

卒業生については、学科同窓会で対応するものとします。

収集した個人情報は、会報の発送、同窓生名簿作成の範

囲内で用い、その目的以外には利用しません。 

２．個人情報の管理 

本会は、個人情報の管理については法の精神に沿って

取り扱っています。必要に応じて、各学科同窓会の管理

下にある名簿からデータ（住所・氏名他）を提供してい

ただいています。また，本会は、正当な利用目的の範囲

内において，第三者に個人情報取り扱い業務を委託する

場合は， 委託先と機密保持契約を締結する等，個人情

報の適切な取り扱いについて必要な措置を講じていま

す。 

３．法令等の遵守 

個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守

し、内部の規約は必要に応じて見直し改善を行います。  

４．開示・訂正などの請求への対応 

本人からの個人情報に対しての請求（開示，訂正，利

用の停止等）がある場合のみ対応します。 

また、個人情報に関するお問い合わせは，各学科同窓会

担当者までご連絡ください。連絡先は、ホームページに

記載されています。 

                             

東京同窓会に参加して 

2 月 5 日(土)東京市ヶ谷私学会館、東京アルカディアで

今年の東京同窓会が開かれました。当日はとても寒い日で

したが、120 人もの同窓生が集い旧交を温め合う和気藹々

の会となりました。 

東京同窓会は地域同窓会として名実ともに学部・学科の

枠を越えた全信大卒業生の会として発展してきています。

こうした会を成立させるには地道な準備をしてくれる人々

と、それに賛同する多くの人々が居ることが大切なことで

す。そして、1 回 1 回「楽しかった」「参加して良かった」

といえる会とすることが必要です。中心となる方々のこま

ごまとした配慮が光る会でした。さすがに先輩の力は大き

いと改めて感じさせられました。 

会は昼過ぎから 2 つの講演と引き続き夕方からの懇親会

という形で行われました。一部の講演は、まず、昨年 4 月

から東洋紡績の社長になられた繊維学部出身の坂元龍三氏

の「私の技術的経営論」というお話から始まりました。氏

は、工業生産現場での経営で大切なことは、もてる技術力

を発展させ、融合させながら新しい物作りに向かう創造

力・想像力と、それを支える「人」こそが大切であること

を強調されました。社会や人々に何を提供してゆくか、そ

れが社会的にどういう役割を果たしてゆくのかについて考

えつつ、常に原点に立ち返る姿勢、原則的立場を強調され

ました。原則がないがしろにされ、曖昧になっている今日、

改めて学ぶことの多いお話でした。 

続いて小宮山淳学長の「今日の信州大学の到達点と困難

さ」について短時間の現状報告のあと、野村彰男工学部長

（信大理事、広報・情報担当）から、大学が今取り組んで

いるいくつかの事例についての具体的なお話と、信州大学

の全国的位置・課題について、多くの資料を基に説明をい

ただきました。元気の出る内容を伝えていただきました。

迫力のある話しぶりで参加者を笑わせつつ、同窓生として

大学のためにもう一肌脱ぐ気にさせるお話でした。 

２部は、来賓挨拶のあと同窓会連合会代表窪田貞善（医

学部松医会会長）氏の発声による乾杯、そして楽しい懇親

会に入りました。私も来賓の一人として挨拶をさせていた

だきました。楽しい企画が多々ありましたが、その一つに、

“Ｍａ“という若い同窓生二人のピアノとボーカルが披露

されました。溌溂としたお二人の歌に一同感銘を受けまし

た（巻末に”Ma“について載せました）。そして、来年の世

話人の挨拶とともにまた集うことを約束して、散会となり

ました。 

 こうした会は全国各地で大小を問わず行われることが望

まれます。東京の同窓会はその典型を作りつつあります。

ぜひ学びながら広げたいものと思いました。（森） 

 

昨年と同じ場所の写真です。今年は雪が

ありません。今日は平日なので車がいっ

ぱいです。同窓会の部屋は一階の補強の

ある場所の部屋になりそうです。 

卒業研究  



紙面の都合上全角仮名を半角にしてある表題もあります. 

数理・自然情報科学科 

べき零環の circle 群 

笹原英生、平野友信、藤原徳之、森康臣   （二宮ゼミ） 

グレブナー基底の研究   

川元和貴、白河憲一郎、山口誠一      （西田ゼミ） 

一意分解整域について 

 杉本木綿子、高橋恵太、藤野大地      （大堀ゼミ） 

代数的整数論  

 石井淳史、小林真理香、宮原通、山本洋輔 （花木ゼミ） 

実射影空間の特異ホモロジーを求める 

  加藤研亮、川船圭介、西山剛明、伸居幸広 （可知ゼミ） 

リーマン多様体論  

  小沢直、加藤久典、松田哲、湯元杏子   （阿部ゼミ） 

ホモトピー集合とその性質 

 佐々木圭一、弘 利佳、渡辺美香      （栗林ゼミ） 

高次元の正多面体  

内田広志、小山勇志、高市康治、森本和樹 （玉木ゼミ） 

連続関数の Fourier級数の各点収束  宮澤勲 （真次ゼミ）    

閉グラフ定理について  

  富田志津、佐野雄輔、田中俊幸、中村知貴（一ノ瀬ゼミ） 

フーリエ級数って収束するの？ 

  新家洋輔、武村吉光、庭野雅巳、松岡英治 （高木ゼミ）     

ラプラス方程式の境界値問題  

遠藤崇則、斉藤嶺、坂本次郎       （谷内ゼミ）   

フラクタル 

 粂内譲、繁田峻、曽我至、手塚唯浩    （本田ゼミ） 

ランダムウォークの再帰性 

 植松加奈、勝又佑記、河合大輔、柴田倫孝 （服部ゼミ） 

完全流体流速場中における揚力について 

  平賀政光                （中山ゼミ）   

全域木の総数 

  大橋弘嗣、水野尚哉、中ノ瀬祐介、野中佑輔 神谷ゼミ）   

確率過程論の研究   野村和彦、松本真一 （乙部ゼミ） 

ソボレフ空間論の研究 三木隆広      （乙部ゼミ） 

 

物理科学科 

高畠 信弘：経路積分 

加瀬 陽一：Schwarzschild の解 

宮澤 寛史：場の量子化 

市原 耕太郎：多世界解釈 

桑島 淳宏：ハドロンの性質とクォーク模型について 

斎藤 高：摂動論 

川口 賢二：変分法と摂動論 

城田 徹：相対論概論 

大村 佳之：相対論的電磁気学 

西村 宗基：相対論的宇宙論 

石神 真慈：宇宙マイクロ波背景放射とその周辺 

三宅 宏樹：ブラックホールについて 

高山 雅希・山本 洋和：ﾐｭｰｵﾝﾃﾚｽｺｰﾌﾟに用いる比例計数

の個別計数率の計測と記録 

澤田 敬行：宇宙線計測回路の遠隔操作による回路変更 

広 大輔・前村 真弘：乗鞍μ－ｏｎ計の自立運動ｼｽﾃﾑ 

加藤 友里：銀河宇宙線強度の長周期変動 

鳴海 拓也：Magnetic Flay Rope 内への銀河宇宙線の伝搬 

松本 矩尚：高ｴﾈﾙｷﾞｰ領域における宇宙線異方性の研究 

 

 

鈴木 未来：確率微分方程式を用いた宇宙線の太陽変調の 

研究 

中山 達也：ｼｭﾐﾚｰﾀｰ JUPITER を使ったﾐｭｰ粒子測定ｼｽﾃﾑの

性能検証 

小島 知高：ＧＥＡＮＴ４ 

堀越 健作：Geant４によるｶﾛﾘｰﾒｰﾀｰのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 

鎌田 春樹・西野 琢也：自由電子ｶﾞｽにおけるﾌﾟﾗｽﾞﾏ振動 

と電子相関 

角谷 真志・本田 善郎：原子多重項の波動関数とｴﾈﾙｷﾞｰ

表式 

飯塚 拓也・藤田 真司：密度汎関数理論の有限温度への

拡張 

伊藤 裕樹・小野寺 達成・加藤 恵理・渡辺 雅浩：

Tsallisの統計力学 

佐々木良広：細い金属線格子による負の誘電率の実現 

高橋 直孝：磁性体フォトニック結晶のファラデー効果 

中林 智彬：LabVIEWによる FTIRの制御 

大橋 佳奈・関根 浩三：THzパラメトリック発振の研究 

加藤 新之介：（La,Gd）Fe4Al8の磁性 

安部 昇司：Y(Fe0.5,Co0.5)χAl12-χの磁性(4≦χ≦6) 

曲谷 勝利：金属間化合物 Y(Co,M)12の磁性研究 

賀集 悠登：Yco12-χTiχの NMRによる磁性研究 

小堆 正人：YMn12-χCoχの反強磁性転移温度の 

圧力依存性 

水谷 真治：YMn12-χFeχの反強磁性転移温度の 

圧力依存性 

 

化学科 

無機 化学 笹根研究室 

酒井 純一：混合原子価錯体の固溶体 

Cs2[Ag(I)xAu(I)1-xCl2][Au(Ⅲ)Cl4] 

の化学分析と X 線回折 

無機 化学 大木研究室 

時崎 温子：リートベルト解析及び MEM 解析による室温相

でのテトラクロロ-m-キシレンの分子運動 

徳永 竜也：ﾘｰﾄﾍﾞﾙﾄ解析による Gly･FeCl2･2H2O の結晶構 

造 

有機 化学 太田研究室 

中村 和弥：4-ｷｼﾘﾙ-3,3’-ﾋﾞﾁｴﾆﾙ骨格を有するﾋﾞｽ 

(1,3-ｼﾞﾁｵｰﾙ)型酸化還元系の分子内回転制御 

佐伯 睦月：ｸﾗｳﾝｴｰﾃﾙ間が縮環した 1,3-ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞﾁｵｰﾙ誘導 

体の合成の試み 

政金 正樹：2,2’-ﾋﾞﾋﾞﾘｼﾞﾙ骨格を有する 

ﾋﾞｽ(1,3-ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞﾁｵﾘｳﾑ)塩の合成の試み 

物理 化学研究室 

澤  義信：圧力ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを用いた新規吸着能測定ｼｽﾃﾑ

の開発 

羽木 孝輔：低温における微少空間内分子集団の分子間 

構造 

分析 化学 中村研究室 

遠藤 和義：ﾁﾛｷｼﾅｰｾﾞとｼｸﾛﾃﾞｷｽﾄﾘﾝを含有する高分子膜を 

修飾した白金電極の非水系酵素反応の研究 

丹羽 厚至：PAA-[B12C4]電極を用いるﾘﾁｳﾑ化合物の溶解度

積と異種溶媒間移行標準ｷﾞﾌﾞｽﾞｴﾈﾙｷﾞｰの決定 

無機 化学 吉野研究室 

濱口 貴史：m-ボロノフェニルアラニンと二糖類の錯形成 

05 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。若い学生の研究内容がわかると思います。なお、卒業式・学位記授与式は 3 月 21 日です。



福岡永里子：o-トルエンボロン酸と二糖類の錯形成 

山田 英雄：p-ボロノフェニルアラニンと二糖類の錯形成 

徳永 信之：m-トルエンボロン酸のﾌﾙｸﾄｰｽとの錯形成 

有機 化学 藤森研究室 

太前 絵里：1,1-ジ(2-アズレニル)エチレンの合成 

菅原  恵：2-ホルミルアズレン類の反応 

中川 昴介：活性二酸化ﾏﾝｶﾞﾝによる 2-置換ｱｽﾞﾚﾝ類の酸化 

的カップリング反応 

物理 化学研究室 

浦上 和雄：鉄の腐食への磁場効果 

林  和矢：酸素/窒素混合気体の磁気分離    

藤本 貴史：水素分子のﾄﾝﾈﾙ吸着による水素内包ﾌﾗｰﾚﾝ 

生成の試み 

皆川  舞：磁場下でのﾍﾞｼｸﾙ追跡ｼｽﾃﾑの構築とﾍﾞｼｸﾙへの

磁場効果 

分析 化学 樋上研究室 

河口 由佳：微小液液界面のレーザー光変調ボルタン 

メトリーによるコロネンの光電流挙動の検討 

新海 正也：ﾚｰｻﾞｰｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰによるｸﾞﾙｺｰｽの定量 

中嶋 剛司：固体 29Si-NMR による生物由来ｼﾘｶの定量法の

開発 

無機 化学 石川研究室 

林 美千子：指示薬のイオン交換樹脂への吸着 

岡田 聖貴：NH4
+型ゼオライトと Li+のイオン交換 

平社 由夏：ゼオライトを利用したイオン交換ｶﾗﾑの作成 

有機 化学 小田研究室 

伊藤  蘭：ｼﾘﾙｴﾉｰﾙｴｰﾃﾙと N-ﾌﾞﾛﾓｽｸｼﾝｲﾐﾄﾞとの反応につ

いて 

北原 和弘：1,4-ｼﾞﾋﾄﾞﾛ-ｽﾋﾟﾛ[ｱｽﾞﾚﾝ-,1,1’-ｼｸﾛﾍｷｻﾝ]の合

成とその酸化反応 

小谷 隆行：置換ｽﾋﾞﾛ[1H-ｱｽﾞﾚﾆｳﾑ-1,9’-9H-ﾌﾙｵﾚﾝ]ｲｵﾝの 

合成研究 

物理 化学 研究室 

鈴木奈穂子：ｸﾗｳﾝ界面活性剤のｱﾙｶﾘ金属ｲｵﾝとの錯形成能 

山田 知義：アズレン環を持つ界面活性剤の溶液物性 

分析 化学 金研究室 

川村 綾子：パルスアンペロメトリーを用いた HPLC による 

糖類の分析に関する研究 

斉藤 智仁：超音波反応場の化学作用を定量化するための

新規ドジメーターの開発と評価 

清水 明愛：電気化学発光に支援されたカフェイン酸の電

気化学酸化機構の解析 

 

地質科学科 

森清 研究室 

内藤 良彦：中信地域青木層の菱鉄鉱ノジュールの研究 

林   祐輔：美濃帯砂岩に含まれる砕屑性斜長石の曹長石

化 

古屋 尚之：領家変成帯における還元反応について 

鈴木 太一：領家変成帯低温部に出現する石英脈に含まれ

る炭酸ガス流体包有物の研究 

牧野 研究室 

金子 敦志：日本式双晶の成長形の観察 

堂込 大介：黒雲母の酸化脱水素反応 

野本 哲也：コロンビアリバー玄武岩の石基ガラス含水量 

小野塚恒平：歯をつくるアパタイトの経年変化 

森内 善伸：和田峠黒曜石の含水量 

角野 研究室 

石川 渓太：大峰高原と北アルプス西穂高岳における GPS 

観測(2005)  

柴田 淳和：北アルプス焼岳の GPS 観測と噴気孔放射温度

観測(2005)  

安田  仁：松本盆地南部地域における GPS 地殻変動観測

(2005) 

土田 恭子：松本市街地における GPS 地殻変動観測(2005)  

山口 研究室 

小林 純子：浅間火山天明(1783)降下軽石のカンラン石 

メガクリスト－産状・形態および包有物－ 

大原 裕樹：木曽御嶽火山の新期スコリアの斑晶鉱物と 

その捕獲メルトおよび石基鉱物の研究 

原山 研究室 

清水 朝美：滝谷花崗閃緑岩中の副成分鉱物 

射水 文子：大峰帯に分布するﾃﾌﾗの岩石記載とその供給源 

齋藤美由紀：東北日本弧日光火山群男体火山における 

１２ka 以降の火山噴出物 

大塚 研究室 

寺下 陽三：長野県塩尻市南部における美濃帯ジュラ紀 

付加コンプレックス 

鈴木 悠爾：長野県開田地域における味噌川ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ地質

とジュラ紀放散虫化石層序 

土屋 教道：松本盆地西方，烏川流域の断層帯における地

形と構造形成過程 

宮崎 雅史：松本盆地西縁部における鹿島– 満願寺断層の

形成過程と破砕帯 

中島由記子：松本盆地西方梓川河床に露出する断層破砕帯

と梓川断層群 

吉田 研究室 

赤木 啓人：宮城県気仙沼市大島における上部ジュラ系～

最下部白亜系砕屑岩類の層序 

寺島 容子：岐阜県瑞浪層群下部の層序と堆積環境 

糟屋 晃久：南部北上帯南西部における三畳系稲井層群 

下部の岩相層序と堆積環境 

山中 晶子：南部北上帯下部三畳系大沢層の堆積環境 

保柳 研究室 

小佐野由布子：福島県太平洋岸に分布する鮮新統大年寺層

上部におけるスランプ堆積物 

植村 雄太：長野県中新統青木層・小川層におけるタービ

ダイト中の堆積有機物組成と堆積環境の関連 

 

生物科学科  

遠藤  聡子：シロイヌナズナの ANL2 および ANL2 ホモログ

の過剰発現の効果  

岡  和希：昆虫の付属肢形成に関する発生遺伝学的研究  

～カブラハバチからのアプローチ～  

奥田  大祐：苔と共に去りぬ  

尾鼻  陽介：標高・山岳に応じたツメクサ属の形態変異 

川井  絢矢：ｼﾛｲﾇﾅｽﾞﾅのｶﾙｺﾝｲｿﾒﾗｰｾﾞﾎﾓﾛｸﾞ遺伝子の発現解

析   

黒田 真代：逆方向反復配列の染色体上での安定性 

五味 壯健：異なる農法下でのサクラミミズによる土壌 

有機物の無機化の比較  

島森  一輔：メダカ Oryzias latipes の生殖巣における 

ｽﾃﾛｲﾄﾞ代謝酵素発現開始時期と発現細胞の特定 

杉野  匠：植被が及ぼす地表面温度の変化  

鈴木 浩平：ミナミカワトンボ科の腹部鰓進化における 

比較発生学的研究  

関根 一希：地理的単為生殖種オオシロカゲロウの進化史 

      ～雌性個体群における繁殖方法とその起源～ 

高橋 聖生：アリに種子を散布される植物とアリの種特 

異性－アリと種子のサイズ依存的相互作用 



高山  季依：緑藻イカダモとミジンコの相互関係－ 

ｲｶﾀﾞﾓの群体形成に影響を与える要因  

谷澤  崇：コオイムシの特異な繁殖戦略と発生 

      ～側脚と卵塊剥離の関係について～  

長谷川雅則：冬季における、緑化が都市気象に与える影響

の検証（半期中間報告）  

服部 寿妃：ﾒﾀﾞｶ Oryzias latipes の HNI 系統における 

ｽﾃﾛｲﾄﾞ代謝酵素の発現開始とその阻害剤投与

に関する研究 

古屋  恵：ｼﾛｲﾇﾅｽﾞﾅのｱﾝﾄｼｱﾆﾝ蓄積に関する QTL 解析 

三浦  ふみ：ColE2 プラスミドの複製開始部位における

lagging 鎖合成の阻害機構  

宮入  健：オビカゲロウから迫る昆虫の翅の起源 

村松 慎介：ﾙｿﾝﾒﾀﾞｶ Oryzias luzonensis における 

Sox9 と DMRT1 のｸﾛｰﾆﾝｸﾞと発現解析  

森   宙史：ｶﾀﾂﾑﾘにおける交尾後受精前隔離のメカニズム

山崎 詳平：諏訪湖における光合成色素の季節変化 

山崎  隆之：シロイヌナズナのカルコンイソメラーゼおよ

びそのホモログの大腸菌による大量発現 

山元  誠司：ColE2 プラスミド複製開始蛋白質の 

機能ドメインの解析  

山本  来紀：シロイヌナズナの AtVP24 タンパク質の細胞内

局在の解析   

吉田  悠：深見池の動物プランクトン個体群の季節変動

と、それを制御する要因    

磯村 成利：植物成長に及ぼす音響について  

木村 文寛：長野県および松本市における絶滅危惧植物の

分布と要因（セミナー）  

高井 裕英：環境ホルモンが人の脳へ与える影響について 

      （セミナー）   

俵   彰宏：細胞外 DNA 分子の原形質膜通過機構   

椋本 祐司：木本の萌芽再生動態  

中嶋  英晴：ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea 成虫期

の非繁殖期と繁殖期での行動の比較   

 

物質循環学科  

赤木 義則：窒素添加が炭素循環に関与する土壌酵素活性

に与える影響 

伊藤 有希：諏訪湖に生息する生物の 

多環芳香族炭化水素汚染 

犬飼 洋平：松本盆地南部の地下水化学成分と 

断層との関係 

江守 建太：飯山盆地の地下水の化学組成から 

推定する地下構造 

片谷 明代：湖沼におけるリンの動態に及ぼす魚の影響* 

小柳  甲：千鹿頭池における Microcystis 属の種組成に

影響を与える環境要因 

澤田みつ子:フロラを用いた環境評価手法の開発 

関口 伸一:長野県松本市の水田におけるヘイケボタル

（Luciola lateralis）の生活史 

高堂 陶子:異方性移動型 HCS の形成プロセス 

竹内 啓太:小串鉱山跡地における植生の遷移とその要因 

武田 隼一:諏訪湖におけるトリブチルスズ化合物の動態 

館野 覚俊:多環芳香族炭化水素類の環境動態を 

決定する要因 

張  玉欣:中華人民共和国の森林地帯における降水に 

伴う窒素降下量の測定 

戸部香菜子:福井県三方五湖・水月湖における 

有機地球化学的研究 

 

冨田 紀子:湖沼堆積物の有機炭素含有率の変動が示す 

気候変動－長野県柳久保池と青木湖の事例－ 

中村 元洋：水の電気分解が水質と水域生態系に及ぼす 

影響 

西潟 美耶：微生物分子指標からみた管湖の堆積環境 

および水月湖との関係 

西山  祐：微生物による土壌腐植酸の利用および 

腐植酸分解微生物の分離 

畑中 利拓：植栽種の異なる植林の林床植生 

蛭田 真美：土壌微生物による植物リター由来の 

リンの形態変化 

廣江 智子：降水にともなう窒素降下量のイオン交換樹脂

を用いた測定 

前原沙弥佳：水草・動物プランクトン・捕食者間の 

相互作用に関する研究 

松田 章吾：長野県茅野市周辺における温泉水・地下水の

化学成分と糸静線 

水本  健：野尻湖での多環芳香族炭化水素を用いた 

環境評価 

山下 智代：諏訪湖およびその流入河川水中の農薬が動物 

プランクトンに及ぼす影響 

岸  和央：天竜川隣接市町村における地下水の 

硝酸塩汚染 

恒川真紀子：森林土壌中のリンの化学形態と 

フォスファターゼ活性との関係 

久保田瞳美：スキー場の管理がもたらす植生への影響 

 

工学系研究科修士論文 

数理・自然情報科学 専攻 

石川 晴紀：スペクトル系列とその応用  

黒飛 貴友：Characters of unitriangular groups and 

 related groups  

小杉 幸彦：指数 pの正規部分群をもつ有限群の表現に関

する考察  

小塚 勇樹：加法過程の自己相似性と自己分解可能性 

太井 伸和：アルチン環の大域次元について 

高良麻知子：有理ホモトピー論におけるファイブレーショ

ンのモデルとその応用 

寺田 純也：Frobenius-Schur Theorem for Association  

Schemes 

原田  亮：Gorenstein次元と次数付ネータ局所環におけ

る Gorenstein性  

藤原  卓：特異点をもつ多様体のベクトル場のなすリー

環の研究  

正村 佳子：帯状領域に含まれる非有界領域でのﾎﾟｱｿﾝ方程

式に対するﾃﾞｨﾘｸﾚ問題の解の存在と一意性 

又木 安隆：Armendariz環について  

溝内美貴子：ブレイド群と被覆空間について  

宮原 大樹：FBN環について 

 

物質基礎科学 専攻（物理） 

亀山 敬輔：単結晶オクタヘドライト隕鉄の結晶構造と磁

気構造の研究 

高畑  一：RAI8T4の磁性研究（R:Y,La T:Fe,Mn,Cu,Co） 

神保 友明：Gd(Co,M)12の核磁気共鳴による磁気特性の 

研究(M:Mn,Si) 

菅藤 隆志：非磁性状態における Fe及び FeRhの 

バンドヤンテラー効果に関する理論的研究 

松田 夕貴：タイトバインディング法による磁場下での 

固体の電子構造 



本田 育美：スピン Jahn-Teller効果の理論的研究 

西田 寛隆：Belle 実験におけるステレオワイヤーを用い

たトラックトリガーの研究 

高仲  徹：三次元フラクタル構造メンジャースポンジに

おける局在モード 

三田  聡：糖水溶液のテラヘルツ帯誘電応答 

木南 哲平：超対称性とその破れの構造 

 

物質基礎科学 専攻（化学科） 

池田 永治：レーザー温度変調ボルタンメトリーを用いた

第 4 級アンモニウムイオンの油水界面イオ

ン移動標準エントロピーの決定 

上田 雅晃：塩素の同位体質量分析 

大森 素基：モンテカルロ法による細孔内分子 

混合状態の解明 

小野寺加奈江：可視減衰全反射法による陽イオン性ポルフ

ィリンのガラス表面への吸着挙動及び金属

イオンとの錯形成反応の研究 

北田 修造：混合原子価錯体 

Cs[AgIxAuI1-xCl2][AuIIICl4]の 
35Cl 核四極共鳴と X 線回折 

笹原 茂生：トンネル水素反応系の構築とその磁場制御 

三溝 健太：電気化学センシングを目的としたプルシアン

ブルー類似体薄膜の機能発現と解析 

白木 雅典：p-ボロノフェニルアラニンとイノシトールと

の錯形成反応 

杉田  愛：2-ビニルアズレン類の合成と反応 

須佐 圭呉：固体光触媒におけるメチレンブルー吸着と光

反応の磁場制御 

中川 和典：陽イオン性-陽イオン性界面活性剤の混合吸着

膜および混合ミセル中での分子間相互作用 

中嶋 潤一：PAA-[B15C5] 電極を用いる非水溶液中の化

学種の電位応答と異種溶媒間移行ギブズエネ

ルギーの研究 

西川裕美子：レーザー温度変調ボルタンメトリーによる天

然水中のケイ酸イオン定量法の開発 

能重真由美：9,10-ビス(1,3-ジチオール-2-イリデン)-9,10-

ジヒドロアントラセン骨格を有するピンセ

ット型酸化還元応答性ホストの研究 

福井 克彦：集積型金属錯体の磁場による新規構造構築 

藤井 圭一：イオン交換体にゼオライトを利用した Li 同

位体分離のカラム法での検討 

室賀 昌博：電気化学発光に基づく超高感度 

バイオセンサーの開発 

渡口  繁：油水界面のレーザー光変調ボルタンメトリー

による脂溶性物質の定量法に関する研究 

 

地球生物圏科学 専攻（地質） 

山浦 亮一：北部フォッサマグナ，鮮新統荒倉山層の 

地質と岩石 

窪田 和恵：フォッサマグナの下部中新統，内山層・ 

駒込層の砕屑物組成 

小松亜紗子：美濃帯中生代チャートの小褶曲内部構造と 

その形成過程 

山口 珠美：浅間火山のマグマ混合とイオウ供給の研究－

とくに２００４年噴火の斑晶メルト包有物 

古屋 岳彦：世界一若い露出プルトン「滝谷」の貫入 

ユニット区分と K-Ar年代マッピング 

梅田 大心：白沢天狗コールドロン陥没プロセスと周辺の

火成活動史  

秋山 知生：GPSよる糸魚川－静岡構造線北部の地殻変動

観測 

岡田 一輝：生体アパタイトの組織と構造 

 

地球生物圏科学 専攻（生物） 

井戸  宏：アズミキシタバの生態に関する研究  

熊澤 風雅：種間競争を伴うベイツ擬態の個体群動態 

Shithila Kasem：Genetic basis and behavioral ecology of  

chiralreversal in the pipe snails Clausiliidae 

内藤 優："Changes in the heart weight due to global 

warming in the wildmice, Apodemus argenteus 

-Comparison 1968,1972 with 2003  

 (ヒメネズミの地球温暖化にともなう心臓重量の

変化-1986・1972と 2003年を比較して-)" 

朝井 真一：ColE2プラスミド複製開始蛋白質による 

プライマー合成機構の研究  

森下 征典：米代川水系におけるｲﾜﾅ個体群の遺伝的構造 

 

地球生物圏科学 専攻（物循） 

川野 幸朗：背斜構造による地層配列が穿入蛇行の 

侵食作用に及ぼす影響 

碓井 真人：河川水および湧水の水質形成に関わる 

環境要素の解析 

坂本 正樹：枝角類で観察される捕食者－被食者間 

相互作用とそれを攪乱する殺虫剤の影響評価 

森  浩 ：有害化学物質が仔稚魚とその餌生物との捕食 

－被食関係に及ぼす影響の解明 

 

博士論文 2006 年 3 月 

総合工学系研究科システム開発工学専攻   

宮下 敏一：例外型単純 Lie 群における有限位数の自己同 

型写像による不動点部分群の実現とその応用 

地球環境システム科学専攻   

大前進一郎：ホップ空間の交換子写像とホモトピー 

可換性について 

上林 一彦：CuAu-I 型遷移金属合金 TTｖ（T=Fe,Mn 及び 

      Tｖ＝Rh,Pd)の構造と磁性に関する論理研究 

曽根原崇文：後期白亜紀の濃飛流紋岩の全岩化学組成とそ

のマグマ組成としての有用性 

大塚伊知郎：有機ハイドロゲルの磁場による構造制御： 

高分子配向と水和 

平社 定夫：関東平野中央部更新統の堆積相、ｼｰｹﾝｽ層序 

および構造運動 

永田 貴丸：Role of predation and competition in 

 structuring zooplankton communities in 

 eutrophic lakes（富栄養湖の動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ

群集の構造決定における捕食と競争の役割） 

北沢 俊幸：Tide-dominated incised-valley fills: the 

 Middle to Upper Pleistocene along the Dong  

Nai and Sai Gon Rivers, southern  

Vietnam (潮汐卓越型開析谷埋積堆積物： 

南部ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾄﾞﾝﾅｲ川･ｻｲｺﾞﾝ川周辺の中部 

～上部更新統) 

 

博士論文 2005 年 9 月   地球環境システム科学専攻 

任  聚傑：Study of Polymer Membrane Anion Sensor Use  

in Nonaqueous Solution (非水溶液用高分子 

膜型陰ｲｵﾝｾﾝｻの開発) 

 

 



Vu Thanh Lan Anh: Nitrogen load anthropogenic sources  

and water quality of river and  

groundwater in the Red River Delta,  

Northern Vietnam (ﾍﾞﾄﾅﾑ北部 Red  

river Delta での窒素負荷発生量およ 

び河川水・地下水質に関する研究)  

本間 隆満：諏訪湖における有毒藍藻ﾌﾞﾙｰﾑ発生機構の究明 

 

 

「全学教育機構」が発足します 

 2006 年（平成 18 年）４月 1 日、「全学教育機構」が新た

に発足します。これは、信州大学全体の共通教育を担う機

関で、機構長（副学長を兼任）のもとに、45 名の教員に 

よって構成される組織となります。 

 1995 年までは、主として１年次生の教育を担当する組織

として、29 年間続いた「教養部」がありました。しかし、

全国的な大学再編の中で教養部は廃止され、それまで教養

部に所属していた教員は、各学部へ移籍しました。その後、

教養教育は共通教育と名を変えて、各学部の教員によって

分担の上、現在まで維持されてきています。その間、共通

教育を実施する組織名は「共通教育センター」を経て「高

等教育システムセンター」へと変わってきています。この

組織は、共通教育を実施するにあたっての研究を行い、教

育プログラムを統括するもので、実際の教育は、各学部の

教員や非常勤講師が担っていました。近年、学生教育の上

で、共通教育に専念する組織や教員の必要性が再認識され

てきたことや、遠隔地から松本まで教員が移動することの

非効率さがクローズアップされてきたことなどから、多く

の議論を経て、今回の「全学教育機構」の設置に至りまし 

た。 

この 10 年間で、

教養部、共通教

育ｾﾝﾀｰ、高等教

育ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰと

名前を変えて

きました。 

ﾊﾙﾆﾚもﾒﾀｾｺｲﾔ

も大きくなり

ました。(ﾔ) 

 

 

 このたびの改組で発足する「全学教育機構」は、「基幹教

育センター」と「言語教育センター」からなり、それらの

中には、環境マインド・人文社会科学・自然科学・健康科

学・情報科学・教育システム研究開発・e-Learning 研究開

発・教職教育・言語教育・実施支援の 10 部門が設けられ、

教育が実施されます。これまでの「高等教育システムセン

ター」と大きく異なる点は、教授会を伴う組織に生まれ変

わったことです。これまでは、委員会で決定された教育プ

ログラムに従って、各学部の教員が授業を実施していまし

た。これからは、「全学教育機構」を構成する教員と学部 

教員とが、意見を調整しながら教育計画を立案し、それに

基づいて教育が実施されることになります。 

 現在、共通教育関係として年間約 1250 コマの講義が開講

されています。2006 年度からは、「全学教育機構」によっ

て、さらに多くの講義が開講されることになっています。 

このためには、「全学教育機構」に所属する教員だけの力で 

は不可能です。松本地区を中心とした学部の多くの教員が、 

兼任として共通教育にあたります。非常勤講師も、言語教 

育を中心として、相変わらず重要な役割を果たします。 

片上 美幸：天竜川の河川生態系における藍藻毒素 

Miceocystin の動態およびその予測に関する研究 

小田 重人：A study on endocrine disruption by chemicals  

in cladoceran crustaceans and evaluation of  

its impact on cladoceran populations（小型 

甲殻類ﾐｼﾞﾝｺの化学物質による内分泌攪乱作用 

に関する研究とﾐｼﾞﾝｺ個体群に及ぼす内分泌攪 

乱物質の影響評価） 

 

 

「全学教育機構」を立ち上げるために、理学部からは 6名

の教員（物理から 2 名，数理・化学・地質・生物から各 1

名）が異動します。異動教員は、同時に、これまでのよう

に学部の専門教育にも携わりますし、大学院生の指導も引 

き続き担当することになります。 

 実際には、「全学教育機構」の立ち上げは、時間的に大変

慌ただしいしいものでした。カリキュラムの面では、「環境

マインド教育」が目玉の一つとして立ち上がりますが、多

くの分野では、旧来からのカリキュラムを継承しています。

また、施設面でも教育の実態に合わせる時間的な余裕はほ

とんどありませんでした。「全学教育機構」の真価が問われ

るのは、機構が実際に立ち上がってからのことです。教員

には、そこでどのような学生を育てるかが問われます。い

ま、将来のために、同窓生の皆さんの共通教育に対する意 

見やアドバイスを必要としています。来松の折りには「全

学教育機構」をのぞいてみてください。   （大塚） 

 

 

 
編 集 後 記 

今回も先生方にそれぞれの研究の紹介をしていただ

きました。わずかのスペースで無理なお願いをしてい

ますが、どの紹介文も「そうなのか」と思うことが満

載です。それぞれに個性的な文体で先生方のお人柄が

感じられます。 

知っている人名や用語が出てくるだけで嬉しくなっ

てしまいます。興味深い内容で、少しは理解しようと

思わず辞書を手にしてしまいます。年とともに理解力

が深まるはずと自分を励ましている自分に苦笑してし

まいます。 

改めて紙上大学の意味をかみしめています。 

若い人々の卒研・卒論の一覧を載せさせていただき

ました。近年の研究内容の一断面が見て取れると思い

ます。わずか一行ずつの「題名」だけですが、若い人

のがんばっている姿が浮かびますし、励まされます。 

松本は氷点下で寒い夜です。皆さん風邪を召しません

ように。（森） 

“Ma” Aya（Vocal）Mayu（Piano）の Unit 

Ayaと Mayu の二人は教育学部音楽科で学籍番号が続きと

いうことから、二人で作詞作曲を始めたとのことです。卒

業後「先生」として教壇に立っていましたが、音楽活動に

専念したいということから退職し、二人で組んで長野、東

京を中心に live活動中とのこと。今年に入ってからも、長

野、東京での定期ライブの他、渋谷、名古屋、飯田、志賀

高原などで歌い続けています。4月 22日には松本市民芸術

館でワンマンライブが予定されています。 

ホームページ http://csc.jp/~mayuaya/ 


