
 
   

  

 

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、修了も人生の中では一つの「到達点」

であると同時に「出発点」でもあります。何やらキナく

さく、いやな出来事も多い今日の社会ではありますが、

これまでに培った科学的な幅広い考え方を生かし、また

成長させて、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３年、毎年の事ながら、

この１年もまた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、研究経費の

配分方法について、理学部では 2007年度から思いきっ

た変更を行わざるをえないということになりました。教

育の質と量を維持、向上させるために、教員への研究費

の配分をほとんどなくすこととし、各学科へ実績に応じ

て必要な教育経費を配分することとしました。国からの

運営費交付金（経常的な教育、研究経費に当てるべきも

の）が毎年減額されるので、このままでは教育の向上は

おろか、いずれは維持も困難になると思われます。 

 「第 III期科学技術基本計画」に基づき「科学技術創

造立国」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法人において、教育にも競

争的資金獲得競争を導入し、かつ各大学において経常的

教育経費を減らさざるを得ないといった事態を引き起

こすような科学技術政策、教育政策には賛成できません。 

 法人化時に６年間の教育、研究等の目標と計画を立案

し、文部科学大臣より認可、決定された計画にそって実

施を進めているさなかに、2006 年度から公務員削減に

準じる形で国立大学法人の教職員の（人件費）削減が課

せられてきました。あたかも大学の都合で変更をするか

のように人件費削減計画を立案させられ、目標と計画の

変更ということで文部科学大臣より認可、決定されまし

た。理学部でも、ぎりぎりの選択として向こう４年間に

定年退職による６つの教授のポジションを不補充とせ

ざるを得ませんでした（これでも割り当てに達しておら

ず不十分な削減です）。国からの資金を得ている組織で

あるので、いたしかたない面もあるとは言え、今後の教

育、研究に大きな影響があるのは避けがたいと思われま

す。しかも、公務員削減はこれにとどまることではない

と言われています。 

 さて、2006 年度の理学部での出来事の中でまず挙げ

なければならないことは、理学部と企業との包括連携協

定の締結です。これは従来から化学科藤森教授との共同

研究の実績があった株式会社 BZI（牧田社長）との間で、

研究シーズ開拓、シーズとニーズのマッチング、共同研 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
究実施、研究成果の知的財産化の検討等を目的として締

結されたもので、将来の学生のインターンシップも視野

に入れたものです。企業の下請け開発研究を行うのでは

なく、シーズとニーズのマッチングは、大学にあるシー

ズと企業のニーズという面だけではなく、双方のシーズ

とニーズのマッチングを考えています。既に新たに２件

の共同研究について協議に入っています。 
2006 年８月５日〜６日には、恒例の信州大学自然誌

科学館「自然のささやき」を開催し、理学部の教育、研

究の現状、成果を教職員、学生共同して社会へ発信しま

した。２日間で延べ 2000人近くの参加者があり、好評

でした。また、会期中の６日午後に同窓会と理学部関係

者の懇談会が開催され、理学からの現状報告、お願いを

お伝えし、また、会長をはじめご出席の同窓会員の方々

から多くの有益なご意見をいただきました。ここに感謝

の意を表する次第であります。 

地質科学科、物質循環学科では 2007年度入学生から

定員の一部にそれぞれ AO 入試と推薦入試を実施しま

した。全入時代を間近にして、より意欲のある学生を選

抜することが目的です。他の複数の学科でも AO入試あ

るいは推薦入試の 2008年度からの導入を予定していま

す。いずれも入学生の確保と意欲の高い学生の選抜を目

的としています。また、数理自然情報科学科と生物科学

科が中学教員教職課程の認定を申請し、認められ、2007

年度から理学部全学科で中学、高校の理科、数学教員教

職課程がそろいました。理科離れが言われる中、基礎か

ら最近の進展まで体系的な知識を身に付け、自然科学の

研究を経験した理科、数学教員の養成は重要な理学部の

使命の一つであると考えています。 

 今回も同窓会報に理学部の新任教員や教員の研究活

動や成果についての現状と新卒業生、修了生の皆さんの

卒業研究、修士論文の成果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。 
理学部の教員は、昨年発足した「全学教育機構」、「山

岳科学総合研究所」の部門へ移行した山地水環境教育研

究センター（諏訪湖畔の臨湖実験所）の両組織所属の教

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。また、

大学院総合工学系研究科の一翼をになって科学研究の

発展とすぐれた人材の育成にも力を尽くす所存です。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、理学部内外の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。  2007. 2. 13    
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卒業生の皆さん、修了生の皆さん卒業おめでとうござ

います。若い皆さんを同窓会の一員としてお迎えできま

すこと、心から嬉しく思います。 

 新入生の皆さん、大学生になられたことを心からお喜

び申し上げます。松本の地は青春時代を過ごすには本当

に良い所です。自然・風土、そして学問・研究の環境と

してトータルで見たとき、若者の成長の場としてとても

優れていると考えます。この条件を最大限生かした日々

を元気に送られることを期待します。 

 保護者の皆さんにも心からお喜び申し上げます。かつ

て私共が大学に入った頃と重ね合わせ、お子さんが大人

への大きな一歩を踏み出される喜びを、皆さんと共有す

るものです。 

 

 さて、日本の教育についての諸問題が指摘され始めて、

相当の年月がたっています。あれこれと改編され、手直

しがされてきましたが、全体を見渡したところ、わずか

の改善と引き替えに、大きな改悪が進行したと言わざる

を得ません。 

 その結果、子どもを「国の宝」「未来への希望」とし

て見る気持ちが、希薄にさせられている様に思います。

社会全体の子どもへの「まなざし」が優しくなくなって

きているのではないでしょうか。実際、若者や子どもが

こんなにいじめられている時代は、少なくとも戦後 60

年なかったのではないでしょうか。かつて、今よりも遙

かに貧しかった頃、多くの青年にとって大学進学など考

えもできなかった時代がありました。しかし、何らかの

夢や希望を持ち得ましたし、近所のおばさんや商店のお

じさんなど周りの大人たちからの優しいまなざしをい

つも受け、支えられていたように思います。もちろん、

悲運に泣く者もいましたが、今ほど大量の子どもと若者

が追いつめられることはありませんでした。 

昨年、「いじめ」・「自殺」・「未履修」・「青少年犯罪」

など、子供と学校を巡る問題が大きく取り上げられまし

た。実際、悲しい痛ましい事件は後をたちません。しか

し、もう少し広く見るならば、大人が大人をいじめ、大

人が子どもをいじめているという構造の中に、子どもは

置かれているのではないでしょうか。事実としては、大

人の自殺や殺人事件は増加し、子どもへの虐待は大幅に

増えています。一方、子ども・青少年の自殺や事件は必

ずしも増加しているとは言えません。 

にもかかわらず、昨年、夏頃から急に子どもに関わる

様々な事柄がマスコミをにぎわせました。ところが、昨

年末の国会で教育基本法「改正案」が通ったところで、

急激にそれはマスコミから消えたのです。結局のところ、

学校と教師への不信をあおり、親に責任をかぶせただけ

でした。子どもを持つ親はますます不安になり、「教育

投資」を増やし、「競争」への参加を強めることになる

のではないでしょうか。そして、その背後で「競争」か

らの離脱として、「学習離れ」の増加がさらにやってく

るのではないかと危惧します。 

 

 

 そうした中で、日本の社会は時流に流される傾向が多

く見られる様になっています。「長いものにまかれる」

方が楽で賢い生き方だとする向きがないわけではあり

ません。しかし、日本という国、とりわけ若い人たちの

未来を左右する場面でのそれは、恐ろしいことです。平

和と民主主義に関わる問題、生活と暮らしの安全・安心

に関わる問題などでは、見逃すことはできません。 

そうした問題の多くは、物事の多面性を無視して、一

つの「現実」を声高に強調し、他の面の見方の口を封じ、

「現実だから仕方がない」という形で論が進められてい

ます。また、意図的に「事実」を積み重ねた上で「現実」

に合わないという理由で原則を破棄したり、原理を歪め

たりして登場してきます。 

こうしたことが科学的なのかと改めて問いかける必

要があります。つくりだされた「現実」を、広い視野と、

歴史的時間で見つめ直すことが大切な気がします。 

もともと人間の営みが創り出した社会は複雑で多面的

な物です。いくつかの「事実」をもとに「現実はこれだ」

といえるほど単純ではありません。多くの「事実」の縦

横の繋がり、立体構造を捕らえ、本質は何かを推し量っ

ていく作業の共有の中で、「どうあるべきか」が見えて

くるのではないでしょうか。 

様々な人々の中で社会は創られていく、今ある事も

「現実」ですが、「現実」は日々作られて行くものです。

だからこそ、全ての子どもがより高い教育を受け、一人

一人が考え判断できるようになることが日本の発展の

基礎になるはずです。そして、そのことを通じて未来を

築き、世界の中で名誉ある地位を築くのだという精神は、

子ども全体への大きな期待にあふれた私たちの思いで

す。 

 

若い皆さん、「事実」の重みと「現実」を前に、批判

的に論を組み立てていくことは、たやすいことではあり

ません。しかし、「正しくない」と思うことに対して物

を言うことをおそれない勇気を互いに持とうではあり

ませんか。また、一方で、直感的に「おかしい」と思え

ることがあります。この研ぎ澄まされた心が感知するこ

とも大事にしていってください。それが、一方的なやり

方を押し止める力に繋がっていくと思います。 

大学で学問をするということは、それぞれの専門を深

めることですが、それだけでなく、目の前に開陳される

「現実」を「それでいいのか」「それは正しいのか」と

問いかける力を身に付けることに他ならないのです。そ

して、そのことを通じてこそ感性も豊かになっていくの

だと思います。 

同窓会は信州大学理学部が、よりよい学問・研究の場

になるように皆さんと共に努力してまいります。    

    

    

    

    

    

会 長 挨 拶                  理学部同窓会会長 森 淳 



    

    

    

    

    

    

    

自 己 紹 介  数理・自然情報科学科 高橋 亮 

昨年 10 月に数理・自然情報科学科に赴任しました高

橋亮と申します。父親が転勤族だったこともあって今ま

で全国各地を移り回ってきましたが，長野県に住むのは

今回が初めてです。私は子供の頃から城跡愛好家なので

すが，松本城はその外観の美しさに一目惚れした私の初

恋の城です。その城がある地に住むことになろうとは思

ってもみませんでした。 

さて，自己紹介を書いてほしいとのことなのですが…

自己紹介とは何を書けばよいのでしょうか？よくわか

らないので，まずはここまで至った経緯を書いてみたい

と思います。 

私の専門は数学です。幼い頃から数学（算数）は好き

でしたが，“数学のノーベル賞”と言われるフィールズ

賞を受賞した広中平祐氏のことを小学二年のときに母

親から聞かされ，単純ですがそれだけで広中氏のファン

になりました。数学への思いは非常に強くなり，同時に

広中氏の出身大学である京都大学に憧れ始めました（ち

なみに当時東京大学の存在はまだ知りませんでした）。

七夕のお願い事の短冊に同級生たちが「野球選手になり

たい」「歌手になりたい」と書いているところで，私は

「大きくなったら数学者になれますように」と書いたの

を今でもよく覚えています。今から思うと変な子供でし

たね（笑）。 

その気持ちのまま高校三年生になり京都大学理学部

を受験しましたが，不合格でした。浪人して一気に気弱

になり，数学を断念して理学部よりも入りやすい農学部

を一年後に受験して合格し，農学部に入学しました。数

学者になる夢は断念したものの相変わらず研究者には

なりたかったので，先生にお願いして四回生のゼミに参

加させてもらったりして，自分には何が合っているのか

を模索しました。しかし，何をやってもしっくり来ませ

ん。一方で，数学はやはり好きだったので，趣味のよう

な感じで適当な数学の本を買って読んでいました。そん

なとき，転学部という制度があることを知ります。断念

した数学への夢がよみがえります。大学に問い合わせた

結果，数学科がある理学部への転学部は二回生から三回

生に上がる段階でしか許可されない（何故なんでしょ

う？）ことと，「総合人間学部」という得体の知れない

学部でも数学ができることがわかりました。一刻も早く

農学部を脱出して数学を勉強したかった私は，総合人間

学部への転入試験を受けて，運よく合格し，一回生から

二回生に上がる段階で農学部から総合人間学部に移り

ました。 

私は小学生の頃から「連続する三つの整数の積は 6 の

倍数になる」のような数遊びが好きだったので，転学部

した当初は素人的な発想で整数論を志しました。整数論

の先生をしょっちゅう訪ねて，いろいろ指導していただ

きました。整数論は，とても高貴で美しく，数学のあら

ゆる分野の成果を利用するという意味で“数学の女王”

と呼ばれています（昨年 12 月に朝日新聞に連載された

『数学するヒトビト』でも説明されていましたね）。整

数論をするためには広範な知識が必要であるというの

は，私の想像と違っていました。前述の先生のご指導の

もとで複素関数論を少し学んだ後，その先生に位相とい

う分野を勉強する必要があると言われたので，位相を勉

強するために必要な集合論を勉強し始めます。ところが，

私はそこでその集合論自体に非常に感銘を受けてしま

い，集合論自体を取り扱う「数学基礎論」という分野を

専門的に勉強したいと思い始めます。より高度な集合論

の本を買ってきて，毎日読み耽っていました。本当に楽

しい日々でした。 

そして三回生に上がるのですが，年度初めの学科のガ

イダンスで衝撃の事実を知ることになります。「京都大

学には，数学基礎論の先生がいない」…今から思えば大

学院進学のときに数学基礎論の先生がいるところを受

験すればよかっただけなのですが，当時の私は何も知ら

なかったため，数学基礎論は断念せざるを得ないと思い

込んでしまいました。数学基礎論を泣く泣く諦めた私は，

京都大学にいる先生の専門分野で数学基礎論に最も近

そうだった「可換環論」に目を付けます。京都大学に一

人だけいた可換環論の先生にうるさく付きまとい，読む

べき本などを教えてもらって勉強し始めました。数学基

礎論を失った私にはもう可換環論しか無いような気が

して，可換環論に対する興味ではなく，なんとか可換環

論をものにせねばという崖縁の心境で取り組んでいま

した。ところが，勉強していくうちにこれはこれでなか

なか面白い。先生があれをやれ，これをやれとおっしゃ

ることを一つずつこなしていくうちに，親切にもその先

生は当時三回生だった私に非公式にゼミ指導を始めて

くださいました。その後その先生が岡山大学に異動され

たので，私も後を追って岡山大学の大学院に進学し，そ

の先生のもとで学位を取得。日本学術振興会特別研究員

を経て，このたび信州大学に来させていただいた，とい

う次第です。 

さて，私の研究分野の話も少しはしないといけないと

思うので，少しだけ。数学は大きく代数学・幾何学・解

析学の三分野に分かれますが，私の専門である可換環論

は代数学の一分野です。整数全体の集合や，整数係数の

一変数多項式全体の集合は，たし算・ひき算・かけ算で

閉じていますが，このような集合は「（可換）環」と呼

ばれていて，可換環を研究する分野が「可換環論」です。

代数学には整数論と代数幾何学という，いわば二大政党

があります。可換環論は，19 世紀後半に整数論によっ

て産み出されました。また，1994 年に証明されるまで

360 年間もかかった整数論の大問題「3 以上の整数 n に

対して xn+yn=znをみたす 0でない整数 x,y,z は存在しな

い」というフェルマーの定理はご存知の方も多いと思い

ますが，この定理の証明の重要な部分に可換環論が用い

られています。一方，冒頭で紹介したフィールズ賞の日

本人受賞者は三人いますが，三人とも専門は代数幾何学

です。整数論によって誕生した可換環論は，その後代数

幾何学と非常に密接な関係を築いてきました。すなわち，

可換環論は代数幾何学に‘道具’を与え，代数幾何学は

可換環論に‘動機’を与える，という持ちつ持たれつの

関係です。現代の可換環論は「代数的組合せ論」や「計

算機代数」などとも深い関わりを持っています。その一

方で，可換環論はそれ自体で美しく整った深い理論でも

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自己紹

介も交えてお書きいただきました。新しい情報につい

てお知らせいただくと共に、先生方のお人柄にもふれ

ることは、私たちにとって何よりの励ましになると思

います。 



あります。学びたての頃の私は，可換環論のこういう性

格に惹かれていたのだと思います。 

現在，初めての松本の冬を体験している真っ最中です

が，本格的な風邪を既に二回も引いてしまいました。寒

い所としては札幌に住んでいたこともありますが，札幌

は家の構造が重厚なので，松本の方が寒く感じられます。

これでも例年よりは暖かい冬なのだそうですね…来年

以降が恐ろしいです。このように寒いのは苦手なのです

が，寒いかわりに雪をかぶったアルプスの山々は本当に

美しく壮大です。彼らのようにどっしりと腰を据えて，

大らかな気持ちで教育・研究に勤しんでいきたいと思っ

ています。若輩者ですが，これからどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

自 己 紹 介  数理・自然情報科学科 高瀬将道 

平成 18 年 10 月に数理・自然情報科学科に赴任して

まいりました高瀬将道と申します。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

生まれてからの殆どの期間をごみごみした東京で過

ごしてきたのであまり当てにはなりませんが、松本の街

の美しさにはびっくりしました。殆どいたるところすべ

ての場所がそれぞれ固有の雰囲気を持っていることが

新鮮です。灰色のウェハースのようなブロック塀と青み

がかった薄緑色の金網フェンスの代わりに、小川のせせ

らぎと石垣・生け垣があるということだけでも充分な根

拠ですが、そういう理屈以前に、どこに行ってもドラマ

の中を歩いているような感覚で不思議です。 

信州大学は、私の中学・高校時代には(正確な用語だ

ったかは知りませんが)「一芸入試」のイメージが強く、

いつもなにやら新しいことをやるお洒落な大学の印象

を持っていました。初めて実際に来た時には「きれいな

大学だなあ」と思いました。 

信大は、私が専門としているトポロジーという分野で

も大切な場所です。修士課程の学生時代に当時の指導教

官にある話題について質問をしたところ「うちの大学に

はいないけど信州大学に行けば専門家がたくさんいる

よ」と言われたことを―結局その後、細かい意味ではそ

の時の質問に近いことを専門とするようになったわけ

ではないのですが―よく覚えています。 

トポロジーは幾何学の一分野で約 200 年前に始まっ

たとされるので、数学としては新しい分野です。現代の

トポロジーで重要な研究対象の一つは、一般化された図

形である「多様体」です。例えば球面は 2次元の多様体

の一つの例です。高校の数学では、球面―正確には 2次

元球面―とは、 3 次元空間 R3={(x,y,z)}のなかの

x2+y2+z2=1を満たすような点全体でした。1次元球面

は 2 次元空間 R2={(x,y)}のなかの x2+y2=1 を満たすよ

うな点全体のことで、つまり円周のことです。同様に考

えて 1次元空間 R1={(x,y)}のなかの x2=1を満たす点全

体、つまり数直線上の 2 点 x=±1 のことを 0 次元球面

と呼ぶのは自然です。では、3次元球面とはどんなもの

でしょうか？ごく自然に 4 次元空間 R4={(x,y,z,w)}のな

かの x2+y2+z2+w2=1 を満たすような点全体と考えて

正解です。しかしこれではあまりイメージがわきません。

さてトポロジーでは図形をもっと大らかに捉えます。球

面で大事なのは例えば次の性質です。2次元球面―ピン

ポン玉のようなもの―をスライスしていくと切り口に

は円周、すなわち 1次元球面が見えます。ただし端まで、

つまり北極・南極のようなところまでくると切り口が点

になってしまいます。一つ低い次元で考えても同じです。

輪ゴム(1 次元球面)を包丁で切っていくと切り口は 2 点

(0次元球面！) です。ただし端っこでは切り口が 1点に

なります。実際このことは、トポロジーの立場では、球

面の性質をよく捉えているのです。逆の言い方をすると

こうです。2 次元球面とは 1 次元球面(円)に幅を持たせ

円筒にして、つまりトイレットペーパーの芯のようなも

のを用意して、その両端をそれぞれ無理やり 1点につぶ

したものです。出来上がった寝袋のようなものが真ん丸

の球面でなく多少ひしゃげていようがトポロジーでは

あまり気にしません。となると 3次元球面とは、厚みを

つけた 2 次元球面の、つまり皮だけの(食べられない白

い部分だけの)スイカのようなものの、内側の面を無理

やり 1点だと思い込み、外側の面もまた無理やり 1点だ

と思ったものです。あまり良い例ではなかったかも知れ

ませんが、トポロジーは高校までに習う幾何学に比べて

「柔らかい」印象であることを説明しようとしてみまし

た。 

ちなみに、最近解決されて話題になっているポアンカ

レ予想は、この 3次元球面が最も「簡単な」3次元の図

形(多様体)であるかを問うものでした。1904年にポアン

カレが提出しました。他の次元で同じことを、つまり最

も「簡単な」n次元多様体は n次元球面かという問題を

考えることもできますが、実はこれは nが 5以上の場合

には 1960 年頃(Smale)に、n=4 の場合も 25 年前位

(Freedman)にほぼ解決されているのです。このことは

多様体のトポロジーにおいて 5 次元以上は簡単だと言

われることの一つの証拠で、このように次元ごとに異な

る個性があることも多様体のトポロジーの魅力の一つ

です。特に「低次元トポロジー」と呼ばれる 3、4次元

のトポロジーは難しいとされていますが、私の研究の根

底には常にこの低次元トポロジーへの憧れがあって、こ

のことは現在のところ欲求不満の原因にもなっていま

す。 

 

コンピューターと理学  物理科学科  竹下 徹 

 何かを書いてほしいという依頼にたいして、ひょっと

すると裏切るかもしれません。理学部物理科学科の教員

でありながら総合情報処理センター（大学全体を相手に

して仕事をする）を兼務する職員としての立場から理学

部の情報処理教育と現状について書いてみたいと思い

ます。 

 その思いは、この冊子の読者が理学部全体をカバーし

ている事、現職の教職員の方々はもちろん同窓生の皆さ

ん、そしてひょっとすると現役の学生さんたちも読むと

いうことを想定して話をすすめたいからです。大学教育

のなかに実務的な情報処理が入って来たのは最近１０

年くらいの話です。それはパソコンが安くなり、庶民に

手が届く価格となったのが一因でしょう。また内容もこ

れと並行して使いやすくなっていました。当然一部の計

算おたくが独占していた計算（機）資源を学生がその学

習の手助けの道具として期待した結果大学にパソコン

がたくさん入ってきて、これを使った教育が議論される



ようになりました。当時はとりあえず、アレルギーなし

に使えればいいという程度であったと記憶しています。 

 便利な道具としてのパソコンは、その後も進化を続け、

インターネットの普及と相俟って、一般生活ですらなく

てはならないものとなりました。一家に一台の時代です。

いよいよ具体的にアプリケーションの活躍が始まり、こ

れを発展させたサービスが一般社会でも商売となる時

代となりました。例えば、電子メール（なんて今じゃメ

ールですが）は、もうはやなくてはならない存在で、旧

郵政省の本業（郵便）の存在を意味なくしてしまいまし

た。web も大変な勢いで、知の（所々嘘も）世界に平坦

をもたらしました。 

 これを大学でどう扱えばいいのか？学問と呼べる部

分は、進化が急でとても簡単に学生に伝授できるもので

はありません。私も教員として、パソコンの中身を教え

ていますが、なぜどうしてこういう仕組みを作ったかと

いう点に重点を置いて授業をすすめています。なぜかと

いうと、実技部分はアプリケーションの使い方で単なる

技術（ここは学問ではないはず）で、単位となるのか？

という問題に突き当たるのです。それでも本学全体の半

分以上の学生が、入学時に学科学部による推薦強制？方

式によるパソコンを購入しています。理学部ではなぜか

その議論も聞いた事がありません。ましてや全学で議論

された事はなく、あくまで各学部、学科の特質をのばす

ため（？）に導入されています。ちなみに理学部でパソ

コンを購入させる学科はまだありません。ここが今回の

議論点です。 

 さてこの話を学生のサイドに立ってみると、実験や実

習をおこなうと必ず大量の数値データが出てきます。こ

れをパソコンを使ってかっこ良く、また素早く、正確に

処理することができそうだな、と考えるのは自然な事で

す。また理論をならって式が出てくると、これがどんな

関数でどのように変化するか、パソコンを使うと数値的

に勝手にグラフを描いてくれるツールもあるようだ、と

いう事になります。しかしこれを教員の観点からみると、

どの様にデータ処理をするのか、それは大きな問題です。

あるいはかってに絵を描いてくれる便利なツールなん

てほとんどナンセンスです。（チョッと過激な発言なの

で理由を説明します。確かに式を入れればグラフを描く

ツールが存在します、これを使いこなすちょっとした作

法を覚えれば、グラフがでてくる魔法のツールでは困る

んです、なんでここで曲がるのか？ここで頂点を取るの

か、式の中のここが効いているので、ここが極小値とな

る、あるいはこの変数が大きくなると、頂点がこっちへ

移動するとか、絵が見えただけで満足してもらってはい

けないのです。これが伝わる事なく、便利な道具だけが

一人歩き初めてしまうことに危惧を覚える教員のコメ

ントが「ナンセンス」という今は懐かしい言葉となりま

した。）つまり、実験のデータ、理論の式どれも種々の

ツールがパソコン上にあり、何を使ってどう処理して、

どういう結論を得るかがとても重要なのですが、どうも

道具を使える事だけで止まっている（教育も悪いかも）

様子です。つまり便利な道具としてのパソコンは、わか

って使えば役に立つ優れものですが、わからずに（それ

でも動いてしまうので）使うと大事な処理や計算をすっ

飛ばして、結論だけが出て来て、教育ではなくなってし

まう恐れが強い難しい道具なのです。 

 さてこのような道具を大学教育の中にどう位置づけ

て利用してゆくのか？理学部の学生に持たせるアイデ

アはどうか？学生全員に持たせて常時使う事を仮定し

た動きをする事は、どうなのか？が問題なのです。数式

をひねくり回して「おおこれか！」とわかる理解を尊ぶ

世界には、計算機は邪魔かもしれません。あるいは、長

い計算の果てにたどり着いた結果が、自然界と合致して

いる事を見いだす緊張と興奮を楽しみとする人には、無

用の長物かもしれません。おそらく現教員の方々はこち

らのご意見とお見受けします。私もその美しさを知って

ます。計算機の便利さは、ともすればこのような興奮や

緊張という醍醐味を奪ってしまいます。しかし今の学生

さんとつきあうときその喜びを見聞きする事は残念な

がらほとんどありません。それより、グラフをぱっと描

いてくれる某ソフトに感動した話をよく聞きます。印象

は強い様です。特に何かわからないところから、面倒な

式変形なしに絵がでてくる落差は大きいようです。 

 話を再び教員側に戻します。教員としての筆者は、学

生が入学時にパソコンを購入する事を要請するとした

ら、それ相応のカリキュラム的な意味付けなしに、週１

回パソコンを使う授業をするだけでは不十分だと考え

ます。週一回の授業にみあうパソコンは今でも各学部に

大学（筆者もそのつもりで総合情報処理センターとして

各学部にパソコンをおく事をサポートしています）がパ

ソコン教室を配置して手配しています。学部内で共同で

使う分（週１がせいぜいと思います）なら対応できるで

しょう。一方それ以上になると一つのパソコン室では不

足です。言ってみれば、これが分かれ目です。週１以上

のパソコンを使う授業（各学年で）を行うだけのカリキ

ュラムを構成し、学生にその必要性と便利さを享受させ

る環境をそろえるには各人がパソコンを個人個人で購

入して所持することと同等となります。 

 外的条件は今述べたようになりますが、内容に入って

いくともっと面倒です。パソコンは精密機械で、壊れる

ことがあります。さらにソフトウエア的に壊れることも

しばしばです。教科書は一度購入すればあとは読むだけ

（？ちゃんと読んで使い込んで欲しい）ですが、パソコ

ンはそうはいきません。このサポート面もしっかりする

ことが、上記のカリキュラムと同様重要な要素です。ま

たパソコンの OS は頭の痛い選択問題です。事実上世界

を支配する Windows OS は確かに de facto  standard で

はありますが、大学の教育に使うべき OS か？費用とい

う面でも Windows OS は商用であり問題が大きい。また

その普及率の高さのためコンピュータウイルスの標的

であり、学生のパソコンがこれに掛かり他のパソコンに

危害を及ぼす危険を思い起こすと別の頭の痛い問題を

抱えてしまいます。既に導入した学部学科がこれに対し

て具体的な対策を取っているようには見えません。 

 さらに昨今のパソコンの利用はネット接続があたり

まえで、学校ではその面の接続サポートをしていますが、

家に帰ってしまうと、そこそこの費用の為にネット接続

を実現するには学生には覚悟が必要でしょう。このあた

りの心配などが相まって、教員は固まっているとも見え

ます。学生は、おそらく私の見るところ４年生の卒業研

究あるいは半数は進学する修士課程ではほとんど全員



がパソコンを所有している模様（アンケートすらした事

がないのでよくわかりません）です。必要からか、周り

が持っているので買ったのか、よくわかりませんが、持

っています。 

 ここでは大学１年生の入学時からパソコンを購入し

て学習に役立てる試みの是非？を議論してきました。今

のところ筆者には理学部はこれだ！という明快な回答

がありません。教員一人でできる事ではなく、組織とし

て学生の教育をどうとらえるのかという点で統一見解

を持つに至っておりません。今のところ教員個人や学科

の一部でそのカリキュラムをパソコンを使って有効に

する手だてを考えています。 

 

自 己 紹 介              化学科 大木 寛 

一昨年４月に化学科に転任致しました大木と申しま

す。 

私の生まれは山口県です。近年の市町村合併に伴って

フグで名高い下関市に吸収されましたが、元々郡部の田

舎で高校卒業まで過ごしました。その後、大学進学から

学位取得まで約１０年間大阪で生活いたしました。以後、

筑波大学に博士研究員その後助手として約３年、広島大

学に助手として１１年間勤めました。そしてこの度ご縁

があって信州大学にお世話になることになりました。 

研究内容について紹介せよとのことですので、過去を

振り返ってまとめようとしたのですが、簡単なキャッチ

フレーズが思い付きませんでした。学生時代からの研究

目標は”巨視的物性を微視的観点から理解する”こと

です。言い換えると、電気伝導性などの眼に見える物性

を原子や分子の配列およびその運動様式と関連づける

ことを目的として研究を行なってきました。自分にとっ

て興味深い物性を示す物質全てが研究対象となりうる

ため、選んできた化合物に一貫性はありません。また研

究に用いる手法も核磁気共鳴（NMR）、核四極共鳴（NQR）、

X 線回折、誘電率、伝導度、熱測定など様々です。しか

し最近は粉末 X 線回折による結晶構造の解明にもっと

も力を注いでいます。 

信州大学に赴任してから早くも２年になろうとして

います。この地で新たなテーマを見出し、少しでも信州

大学理学部の発展に寄与できるよう邁進して参りたい

と存じます。 

はなはだ取り留めの無い文章になってしまいました

が、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

研 究 紹 介    生物科学科     藤山 静雄 

  もう早いもので私が理学部に赴任して以来 30年にな

ります。かつては、もっぱらヨモギハムシを研究してい

ました。その後、昆虫の環境適応を中心とする形で材料

を広げコガネムシ、キシャヤスデ、ホタル、フキバッタ、

ハムシ類、カブトムシ、土壌動物、小動物と色々広がっ

ていきました。最近、行き着いた先が生物保全を中心と

する、環境保全関係です。それは、昆虫の環境適応の研

究をしてきた結果、人も動物なんだということを再認識

し、生物を上手に生かし続けていくことが人の生存にも

非常に大切だ、と思うようになってきました。それでだ

んだんと人との関わりを深めた研究になってきていま

す。そして、自分の研究してきたことを、少しでも社会

に還元したいと考えるようになってきました（年のせい

でしょうか? 勿論、純粋の理学的研究の面白さを忘れた

わけではありませんが。）。例えば、「希少種昆虫の保全

に配慮した植生復元と希少昆虫種の回復」、「有機農業

環境下での土壌動物の多様性が果たす役割」といったこ

とを研究課題にすえています。前者ではアズミキシタバ

（図 1参照）というほとんど長野県の白馬村にしか生息

しない絶滅危惧種を環境破壊から守るためにどのよう

にしたら良いのかを研究しています。このガの生態につ

いてはまだ良く分かっていないので、まずそれを明らか

にすることです。この蛾はイワシモツケという蛇紋岩地

帯に生育する独特の植物を食べますが、この植物は自然

度の高いガレ場のようなところに生育しますので、ガの

分布も限られます。こういった環境には、水害防止のた

めにダムなどの色々な構築物が作られます（図 2参照）

が、こういったものがこれらの種を絶滅に追いやる危険

を増大させています。それで不安定な環境を、人への災

害を防ぎながら、どのように守って行くべきかの具体案

を考える具体案を作成し実行し効果を判定することが 

 

重要な研究課題になります。但し、アズミキシタバとそ

の食草を守れば、良いものではありません。彼らも棲め

る良い自然環境を取り戻すことが重要です。その為に、

調査地周辺に生えている色々な野草の種子を取り、それ

を栽培し、それを対象とする環境に戻して再生させるこ

ともしています。彼らが本来生きてきた環境に近い自然

を復元していくのが彼らの存続には一番良いと考える

からです。研究はまだまだこれからも続きます。保全関

係では、ホタルの保全に関していろいろな市民団体と交

流しながら研究活動を続けています。その他小動物の環

境適応の研究では、「カブトムシの闘争行動と学習」

「ヨモギハムシの擬死行動」「キシャヤスデの生活環、

大発生と地域分化」と言ったものなどがあります。多様

で紹介し切れませんので興味のある方は、ホームページ

(http://science.shinshu-u.ac.jp /~sfujiya/index. html）

を覘いて見て下さい。 

図１アズミキシタ

バ 

Catocala koreana

Stauinger 

ガは前翅が灰色の

保護色、 

後翅が橙色に黒の

模様入りで綺麗で

ある。 

図 2 アズミキシタ

バ生息地の環境復

元風景。氾濫防止

のために河川敷に

つくられた導流提

に現地に生育する

色々な植物、食草

のイワシモツケな

どを植栽してい

る。 



信州の湖沼堆積物から見えてきた最近 16 万年間の気候

変動         物質循環学科  公文富士夫 

 

湖沼堆積物を用いて古環境や古気候を復元する研究

に取り組んでいます．最近 10 年ほどの間の大きな研究

成果としては，野尻湖湖底で掘削した約 40ｍの厚さの

堆積物に基づいて現在から６万年前まで，長野市信更町

高野の高野層で掘削した54ｍほどの堆積物に基づいて，

４万年前から 16 万年前までの古気候復元が行われたこ

とが挙げられる．古気候の指示者として湖沼堆積物中の

有機炭素含有率を用いたことが新しい着想であり，比較

的簡便に分析できるという利点を生かして数十年単位

の高密度の分析を重ねた．その結果，グリーランドの氷

床コアに匹敵する古気候変動の資料を中緯度地域の日

本で得られたということに大きな意義があると自負し

ている．その研究の一端を紹介する． 

野尻湖底においては1988年と1995年の２度にわたる

ボーリング調査があり，特に前者でよい連続試料が得ら

れている．それらの試料を使って，２～３cm 毎に 2200

個の有機炭素・全窒素の含有量測定（CHN 分析）を行っ

た．同時に 850 試料の花粉分析を地質学科の卒業生であ

る河合小百合博士にお願いした．１試料がカバーする時

間範囲は前者で 50 年，後者で 130 年ほどであり，これ

までの研究と比較してもっとも時間分解能の高い資料

となっている．よく知られているように，花粉組成，特

に樹木花粉の組成は植生をよく反映しており，植生は気

候帯に対応して変遷するので，植生の変化を通じて過去

の気温や降水量が記録されることになる．湖沼堆積物中

の有機炭素や窒素の量は，生物生産性の一つの指標とさ

れてきたが，気候変動との関わりはあまり注目されてこ

なかった．しかし，野尻湖でもその指標は花粉組成が示

す寒暖変動とよく一致する．そこで，木崎湖で行われて

きた 20 年以上の湖沼観測資料，大町の気象資料および

湖底堆積物中の有機炭素量との比較を行って，冬の平均

気温（冬の短さ）が堆積物中の有機炭素含有量と相関が

あることを見いだした（この詳細は別の機会に述べた

い）． 

すなわち，有機炭素含有量や窒素含有量からは湖沼の

生物生産性を支配した冬の気温が復元され，花粉組成か

らは植生を支配した気温や降水量が復元されることに

なる．野尻湖での分析結果は，下限の６万年前から 5.3

万年前までが針葉樹林が稠密に発達する極めて寒い氷

期（野尻湖付近が現在の旭川に相当）であったこと，5.3

万年前から３万年前までは全体としてやや暖かい期間

であり，かつ，数千年周期の寒暖変動が重なっていたこ

とが判明した，特にその前半の５万年前～４万年前は落

葉広葉樹の割合が高く，温暖の度合いが大きい．野尻湖

湖岸に人類遺跡が見いだされるのはこの期間なので，人

の生活も気候に大きく依存していたことが推定される．

３万年前～1.3 万年前も極めて寒い氷期（最終氷期最寒

冷期と呼ばれる）であるが，1.3 万年前～1.2 万年前の

ごく短い期間に現在とほぼ同じ程度の暖かい気候に変

わる．それが現在に引き継がれており，野尻湖付近は落

葉広葉樹の林となった． 

高野層はかつての湖の堆積物であるが，３万年ほど前

に干上がって湖底の堆積物が目の前に見える．ボーリン

グで採取した試料は 16 万年前から４万年前までを連続

してカバーしている．野尻湖の場合と同じような手法に

加えて生物源シリカ量や粒度分析なども行い，また 1cm

単位を基本とする高時間分解能での解析を進めており，

28 年程度の試料密度で 16 万年前までの古気候が解析さ

れつつある． 

今後はより古い時代まで遡って古気候復元を目指す

とともに（目指せ 40 万年前！），気候変動の地域性に関

わる解析を進める計画である． 

 

 

平成 18 年 7 月豪雨災害に関する調査に参加して 

信州大学全学教育機構 大塚 勉 

 昨年（2006 年）の 7 月は、西日本から中部日本にか

けての広い範囲にわたり大雨に見舞われ、各地に大きな

被害が出ました。この豪雨は、気象庁によって「平成

18 年 7 月豪雨」と名付けられています。地質関連の仕

事に就いている卒業生の中にも、この豪雨による災害の

解析や復旧に携わった方もおられることと思います。 

 「信州大学自然災害科学研究会」という組織がありま

す。理学部・医学部・工学部などの研究者によって構成

されており、2004 年に設立されたものです。代表は小

坂共榮氏（現副学長）で、おもに信州の災害に関する地

域貢献を目的としています。今回の豪雨災害では、発生

直後から、この研究会の関係する分野の研究者が調査に

入りました。その成果は、2006 年９月の日本地質学会

学術大会（高知）で報告されています。 

 この豪雨では、長野県中信から南信北部地域の平地で

も 72 時間で 400mm に達する累積雨量が記録され、随所

で斜面崩壊や土石流が発生しました。岡谷市湊地区・川

岸地区では、背後の山地で発生した土石流によって集落

が襲われました。伊那市西春近では、最大規模の土石流

が木曽山地前山から発生し、中央自動車道を越流しまし

た。また、辰野町小横川では、増水した河川の攻撃で山

腹が崩壊しました。これらの結果、岡谷市・辰野町地域

で 9 名の犠牲者を出す結果となってしまいました。 

 今回の調査をとおして、いくつかの重要な特徴が浮か

び上がりました。まず第一に、岡谷市・辰野町小野・伊

那市西春近で災害の直接的な原因となったのは、比較的

密度の低い泥水を主体とする洪水であったということ

です。もちろん、大きな岩塊によって家屋には被害が生

じていますが、下流に残された堆積物の大半は意外に

「細粒」でした。被災地上流の河床は大きく洗掘されて

いますが、さらに上流部では河床になぎ倒された植生が

残っており、洗掘を伴わずに多量の河川水が通過したこ

2006 年８月末に

行われた国際堆積

学会におけるポス

ターの前の筆者． 

木崎湖における堆

積物中の有機炭素

量が冬の気温を反

映することを講

演． 

 



とを物語っています。また、最上流部、稜線直下の谷頭

部では、普段は水がない浅い谷地形の部分で斜面崩壊が

突然発生しており、そこから多量の水が吐き出されたこ

とを示しています。新たに形成された露頭では、地下水

の流路となったパイプがいくつも観察されました。 

 洪水型の土石流が発生した山地には、第四紀前期の塩

嶺累層の凝灰角礫岩か、白亜紀の領家変成岩類が分布し

ています。塩嶺累層は強く風化し粘土化の結果難透水層

化しており、その上を火山灰質で著しく多孔質な崖錐性

の表土が厚く覆っています。領家変成岩類の場合は、活

断層を含む断層群によって幅広い破砕帯が形成されて

おり、そこから供給された多量の崖錐性の表土が谷頭部

を覆っています。いずれのケースでも、多孔質の堆積物

中に降雨による水が蓄えられる構造になっています。し

かし、今回の累積 400mm を超える豪雨ではそれを支えき

れずに、多量の水が表層の堆積物を突き破って吐き出さ

れ、河床の堆積物を巻き込みながら一気に流下しました。 

 被害を大きくした要素として、人為的な要因を忘れる

ことはできません。場所によっては、崩壊の引き金とな

った稜線直下に、斜面を開削して谷側に盛り土をした耕

地の痕跡が認められます。この結果。多孔質で水を蓄え

やすい環境がさらに顕著になっていたものと考えられ

ます。次に、下流に大きな被害をもたらした多量の流木

です。斜面の耕地が放棄された後、国土緑化のかけ声の

下に大規模にカラマツ主体の植林が行われました。この

カラマツが表土もろとも流失し、流木となって下流を襲

いました。植林後の管理は充分だったのでしょうか。さ

らに、河川の“改修”の結果、集落内外の流路は著しく

狭小なものとなっており、増水時の水の流路としてはあ

まりにも無力でした。 

 現在、被災地では、大規模な復旧工事が始まろうとし

ています。その一方で、豪雨災害に関する調査は今も続

いています。山地の特性を知り、中・長期的な防災計画

を立てるための基礎的な資料集めが必要と痛感してい

ます。そのためには、地質学や森林科学といった自然科

学分野のみならず、社会分野や人文分野を含めた多方面

からのアプローチが必要です。信州大学自然災害科学研

究会が、いろいろな専門領域の研究者集団である利点を

生かして地域に貢献するよい機会と考えています。 

  

 

土石流が発生した伊那市西春近前沢の調査 

サイエンスパートナーシッププロジェクトＳＰＰ報告 

全学教育機構 美谷島 實 

 先日,貴会より研究費をご援助を頂きました。厚くお礼を申

し上げます。使用項目としては、昨年全学教育機構で実施し

た SPP事業の

祭に、使用し

ました実験器

具、参加した

高校生の諸活

動への補助等

の経費の補填

をいたしまし

た。又 2007年

の 8 月松本で

開 催 予 定 の

「 全 国 理 化

会」の準備等

のために、い

ろいろ使用さ

せて頂いてい

る最中です。 

同窓会の会

員の皆様へは、

ＳＰＰ事業報告書「身近な現象を通して原子分子を見よう」

の冊子が用意してありますので、興味を持たれた方には、全

学教育機構へ請求いただければ郵送いたします。 

（FAX:０２６３－３７－２９１３） 

 

平成１８年度信州大学公開講座「生活をささえる化学」

開催報告          化学科  尾関寿美男 

 

大学に求められる役割に社会貢献があります。もっとも直

接的な取り組みの一つは一般の方々の知的好奇心への対応で

す。2003 年に本同窓会の支援を得て高校生のための公開講座

「バーチャル化学研究室」を開催し、好評を博しました。日

常の雑事の多さや財政的困難のために毎年開催への意気込み

も失せて 3 年が経ちましたが、理学部の公開講座への積極的

な取り組みが開催圧力と感じるようになりました。 

 そのような訳で、本年度は一般の方を対象に生活の中の化

学に題材を求めて、文部科学省からの公開講座補助事業と本

同窓会からの支援を得て、平成１８年度信州大学公開講座「生

活をささえる化学」 

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

を平成１８年１０月１４日（土）に開催しました。公開講座

は受講料が定められており、本講座の場合９：３０～１６：

３０の正味６時間ですので、６４００円になります。人によ

っては高額に感じるので、同窓会からの補助金を充てて３４

００円の受講料を設定しました。文部科学省からの補助金は

こういう項目には使用できないので大変助かります。その甲

斐あって、一般・高校生合わせて１５名の参加者を得ました。

ご援助、誠にありがとうございました。 

内容は以下のように謳いました。“生活に関わる身近な化

学に興味を抱いている人のために講義及び実習を行い、化学

が人々の生活をいかに支えているかを知っていただきます。

基礎化学の研究で行われる知識や情報の取得、実験・解析・

議論・発表などの体験を通じて、化学の魅力と可能性、有用



性を伝えます。”午前中の講義と午後の実習（一人１テーマ）

に化学科教員全員で対応しました。プログラムは以下のよう

です。 

9：30～12:10  講義 

生きるための化学（身近な化学の演示実験講義） 

生活をささえる“つくる”化学（有機分子の形と作り方） 

生活をささえる“はかる”化学（身の回りの化学物質のはか

り方） 

13：00～15:30  実習 

バイオセンサーで糖分を測る（センサーを作成し、飲み物

中のブドウ糖の含有量を測る） 

飲み物の金属を探す（スポーツドリンク、栄養補助飲料など

に含まれる金属を調べる） 

香料をつくる（香料をつくり、分子の形の差による香りの違

いを嗅ぎ分ける） 

ミクロの空間で分子を操る（石けんや微粒子による汚れの除

去、水や空気を浄化する） 

15：30～16:30  ティータイム（実習結果の討議） 

ティータイムで、各テーマ毎に実習結果が発表されたあと、

受講者から感想が述べられました。講義に関しては難解との

感想も聞かれましたが、概ね好評で、特に実習は教員や学生

の親切な指導が絶賛される場面もあり、安堵しました。この

成果は、受講者のうち２名が１１月に開催したアルプスサイ

エンスセミナー「内と外の表面が生み出す化学の最新研究も

のがたり」への参加として表れました。 

こういう社会貢献事業はますます求められると思われます

ので、肯定的に捉えて、理学部の活動の意味や重要性を地域

の方々に知っていただくとともに、理学部の活性化のための

取り組みと位置づける必要があるように思われます。たとえ

ば、理学部の活動の支援者や理学部の理念にふさわしい人材

を発掘するための方策へと展開できれば、乏しい時間と予算、

とくに能力を割いて外に目を向ける意味があろうというもの

です。     

 

 

信州大学数学同窓会 活動報告事務局 林 浩一郎 

 信州大学数学同窓会が産声を上げて３年が経とうとしてい

ます。数学同窓会も手探りの状態から少しずつ小さな活動を

積み上げ、ようやく同窓会としての形が出来はじめました。

この３年の間に総会は２度開催され、直近の第２回目は昨年

４月２９日に開かれ、合わせて可知・大堀両先生の退職記念

講演も行われました。それではこの間定着してきた同窓会と

しての事業・活動をご報告します。 

 第一に前述の同窓会総会です。毎年開催とは行きませんが、

今後も何らかの節目や機会をとらえながら計画していく予定

です。次回は２００９年春を予定しています。 

 第二に同窓会報の発刊です。再刊されたこの理学部同窓会

報に負けないようにと考えていますが、今のところ年１回の

ペースで第３号まで発行しました。今年も最低１回は出した

いと考えています。会員の皆さん、記事がありましたらどん

どん事務局までお寄せ下さるようこの紙面を借りてお願いす

る次第です。「年代別同窓会だより」など大歓迎です。 

 第三に学科卒業式において、成績優秀者に記念品を贈呈し

ています。記念品などと紙面に記すには大袈裟な、わずかば

かりのものです。しかし、このことにより少しでも後輩学生

諸君の励みになること、また同窓会の存在を記憶してもらう

きっかけとなることを願っての事業です 

 その他、昨年夏の信州大学自然誌科学館「自然のささやき」

のブースにおいて「多面体の模型づくり」の展示を栗林・数

学同窓会名で出展し、手伝ってくれた学生への謝金援助をし

ました。来年以降もお手伝いしたいと考えいてます。また、

学科の社会との接続教育の一環として行われる講演会の講師

斡旋などの協力をしています。昨年は９Ｓの左光文雄氏と

佐々木宏夫氏の講演が行われました。 

 また、同窓会のホームページを開設しました。アドレスは

次の通りです。 

http://marine.shinshu-u.ac.jp/association/ 

まだまだ活動も不十分ですし試行錯誤の連続ですが、同窓会

として地道な努力を進めていこうと思っています。 

 

第３回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会 

高木 直美    

第３回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会を，11 月 11

日(土)に新宿のライオン会館安具楽亭で開催致しました。20

名の参加予定でしたが，当日 1 名の都合が悪くなり，19 名の

出席で行われました。 

本年は松本の本部から石川先生にも出席いただき，15 時か

らの総会に引き続き，同窓会が賑やかに開催されました。懐

かしい話や近況の交換など多彩な話に盛り上がりました。３

時間ほど大いに飲み，話を咲かせ散会しましたが，話の尽き

ない面々は継続して二次会へと流れ，無事終了致しました。 

本年，会費振込のあった関東支部の会員は 62 名でした。前回

振り込みがあり、今回なかった方が 28名おります。折に触れ，

お知らせ，勧誘をしていきたいと思います。 

261 名に案内を出しましたが，20 名弱が住所不明で返送さ

れてしまいました。また，住所や電話番号，メールアドレス

などの変更があった方が 40 名ほどおります。新名簿を送付し

たいところですが，個人情報保護の観点から問題ではないか

と指摘される方もあることから，送付を控えます。ご希望の

方はメールで連絡いただければ，送付致します。 

次年度も 11 月第２週の土曜日に開催する予定ですので，今

回参加できなかった方も都合をつけて，もっと大勢の方々に

出席いただき，盛会となるよう期待しています。 

     

総 会 報 告 

第１号議案 第２期活動報告 

（１）2005 年度 第２回関東支部総会・同窓会開催ロッテプ

ラザ，参加者 17 名 

（２）役員承認：任期２年。全員継続承認 

（３）関東支部細則案の審議 

（４）会計報告：修正 

（５）会計監査報告 

（６）第３回関東支部総会案内送付（2006 年 9 月～） 

（７）本部の講演会に村瀬氏推薦 

第２号議案 第２期会計報告 承認 

第３号議案 会計監査報告：承認 

第４号議案 第３期 活動計画 

（１）第３回関東支部総会・同窓会開催 

各科同窓会の活動も年々活発になっています。い

くつかの科から報告が届きましたので紹介しま

す。 



06 年 11 月 11 日（土）15 時～，新宿ライオン会館 

（２）本部の講演会：村瀬平八氏  11 月 8 日に実施 

（３）第３期予算：概略予測を報告，約 300,000 円 

第５号議案 任期満了に伴う役員選出：事務局と会計 

分離，現役員留任を承認 

  支部長     増澤国泰（S28 年文理卒） 

  副支部長    犬飼紀喜（S36 年文理卒） 

  事務局     高木直美（S45 年理卒） 

  事務局委員   上條信二（S36 年文理卒） 

  会計      中川二郎（S57 年理卒） 

  会計監査    大輪清昇（S36 年文理卒） 

          百瀬誠二（S38 年文理卒） 

第６号議案 支部細則変更案 

（１）会員規定：会費を支払い，且つその会費の有効期間は

会員とする。会費未納者や有効年度の会費支払が滞っ

た場合は準会員となる。有効年度の会費が納入された

時点で会員となる。 

（２）特別会員（関東地区外）：会費は徴収しない。 

第７号議案 その他 

会費：カード入金，引き落としなど，郵便や銀行の簡便で手

数料の安い方法を調査する。参加者の増員アイデアの一環と

して，一定の卒年度毎に連絡員を設け，この人の活用から若

いグループの参加を模索する。本部行事への参加も継続 

 

物質循環学科同窓会の総会報告 事務局長 犬塚良平 

物質循環学科同窓会の総会が、銀嶺祭の日程に合わせ、2006

年 11月 3日に行われました。総会では、予算および決算、事

業計画、役員選出について話し合いが行われました。総会後

には、林 秀剛先生（2002年に退官）に、「クマのはなし」と

題して、現在研究活動をされているクマについて講演をして

いただきました。約 40名の参加者は、学生時代の講義を思い

出したように、懐かしそうに林先生の話を聞いておりました。

また、同日に行われた第 100 回物質循環学科談話会にも多く

の方にご参加いただきました。当日開催した懇親会は、100

回記念談話会と物質循環学科同窓会の合同で開催しました。

林先生をはじめ多くの先生方に参加していただきました。総

会に出席した会員だけでなく懇親会に駆けつけた会員も多く、

華やかな雰囲気の会となりました。 

これからも様々な企画を行って、同窓会を盛り上げていきた

いと思っております。2007年も銀嶺祭に合わせて総会を開催

したいと考えていますので、恩師や旧友との再会の場として、

利用していただければ幸いです。 

 本年の総会において、以下の方が新たに役員に選出されまし

た。 

会長   倉元隆之（3 期） 

副会長  山崎未月（4 期）、大田みづき（5 期） 

事務局長 犬塚良平（5 期） 

事務局員 碓井真人（6 期）、高堂陶子（8 期） 

西山 祐（8 期）、関口伸一（8 期） 

監事   川下高志（1 期）、藤岡弘樹（3 期） 

引き続き（2007 年まで）以下の方に役員をお願いしています。 

宮下達郎（2 期・副会長）・加藤三奈（7 期・事務局員）、村本

美智子（7 期・事務局員） 

連絡先に関する情報（氏名、現住所、電話番号、携帯電話

番号、e-mail アドレス、所属先）の変更等、同窓会への連絡

は、下記によろしくお願いいたします。 

＊＊物質循環学科同窓会事務局＊＊ 

〒390-8621 松本市旭 3-1-1 信州大学理学部物質循環学科 

物質循環学科同窓会事務局 

e-mail： dousoukai_butsujyun@hotmail.com 

同窓会 HP： http://yamakiso.shinshu-u.ac.jp/mate/ 

 

エココン 2006の受賞をお知らせいたします． 

平成 18年 12月 26－27日の両日、国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総

合センターにおいて全国大学生環境活動コンテスト実行委員

会主催（東京電力共催）によ

る「エココン 2006」が開催さ

れました。松本旭ｷｬﾝﾊﾟｽの学

生(理学部)が中心になって活

動している「里山ボランティ

アサークル洞楽村」が、参加

56組中の 4位となり、特別賞

(里山道楽賞)を受賞しました 

  

 

<寄稿> 大熊妙子さんを追悼する     勝木 渥  

元物理学科教授 1967.4.1-1996.3.31 在職 

 2006 年 10 月 12 日に届いた『理学部同窓会報』再刊 8 号を

紐解いた私は、そこに大熊妙子さんの訃が報ぜられているの

をみて、いささかの衝撃を覚えた。 

 大熊さんは私の「理科教育法」を受講していたが、いつも

傾聴に値するコメントを書いてくれていたので、私の印象に

強く残っていたのである。大熊さんのクラスには女子学生が

数人いたと記憶するが、かの女たちはなかなかよいグループ

で、授業の雰囲気を明るく積極的なものにするのに貢献して

いた。 

 この授業のことを私は、私たち「物理学者の社会的責任」

を考える有志のグループが季刊で出している冊子『科学・社

会・人間』No.11(1985-1 月)に載せたエッセイ「架空書簡・(大

学の)(物理の)教育」の中で、その最後の部分で、言及した。

大熊さんを偲びながら、その部分を、以下に書き写す。 

 

……私は「理科教育法」の授業も持っていて、授業のあとで

学生に出席の確認をかねてその時間の授業への感想を書いた

紙を出してもらうのですが、ある年つぎのような学生がいま

した。かれは、最初の授業のときに「自分は教育を信用しな

い」と鉛筆で書きかけたのを消して、名前だけ書いて提出し

たのです。その後も２回ほど名前だけの白紙を出しました。

教師にはあくまで心を開くまいとするなら、それはそれで見

事な生きざまではある、と思いながら私はその学生に注目し

ていました（『科学・社会・人間』への寄稿にはこのように書

きましたが、実は私はそれ以前からこの学生に注目していた

のです。私はその頃、教養部の理学部 1 年生を対象とする「物

理学」の講義も担当していましたが、ちょうど始まったばか

りの共通 1 次試験の受験番号の末尾に添えられたローマ字は

どんな規則に従ってつけられているのかに関心を持ち、その

規則を手探りで探し当てたのです。ある現象を観察して、そ

こからある規則性を見出す、そしてその規則性の背後にある

法則性を発見する[事実、この規則性を通して発見した法則は、

信州大学学生の学籍番号の末尾についているローマ字にも適

用できるものでした]、という科学の深化・発展の一つの道筋



を示す「オママゴト的な」ミニ・モデルになりうるかも知れ

ないと考えて、信州大学理学部が担当した会場での受験生の

受験番号を一覧表にして配って「受験番号とローマ字との間

にある規則性を見出すことを試みよ」という宿題[やってもや

らなくてもいい]を出したのです。次の週に提出されたレポー

トの中で、その規則性を見事に探り当てていたのはかれのレ

ポートだけでした。ですから、「理科教育法」の受講者名簿に

かれの名があるのを見て、最初からかれに注目していたので

す）が、のちには感想も書いてくれるようになりました。そ

こには教育に対する深い不信の思いが見られました。たとえ

ば私がすぐれた授業の例としてプリントを配って紹介した授

業実践記録に対しては、ことさらに私の神経をさかなでして

やろうとするかのように、“このような記録を読むとゾッと

する。教師に何かをせねばならぬという焦りがあることは分

るが、その裏側には教師しか教育はできないという思い上り

があるように思えるし、報告文も自己満足に終っている。そ

れをほめたたえる勝木先生の理路整然とした解説をきくと、

まったく興ざめしてしまう”というようなことが書いてあっ

たりするのです。私の分担時間数が終ったとき、私は学生た

ちに『体験的教師論 ― 14 年を上まわる生徒・学生体験から』

という題でレポートを書いてもらいました。かれのレポート

には、“自分は中学は某大学の教育学部の付属校に進んだが、

１年の１学期早々から勉学の面でも交友の面でも中学生活に

ついて行けなくなり、ある日のクラスのグループ・ノートに

「何もかも面白くない。学校はくだらない」というようなこ

とを書いたのをきっかけに学年中の問題児にされ、学年主任

は一堂に会した同学年の生徒たちに、名指しこそしなかった

が「このような生徒がいるが、このように向上的な雰囲気を

乱し協調性を破る非建設的な人間は、この集団においては見

捨てるしかない」と宣言した。自分は中学時代を辛い気持ち

でおくった”というようなことが書かれていました。年端も

行かなかったかれの中学時代の辛い体験を思って、暗澹たる

思いで私はそれを読んだのでした。 

 入試制度の中で共通一次試験が定着して、大学進学のさい

の輪切り現象が目立つようになりました。大学の教師たちは、

個性のない似たような学生ばかりが入ってくる、などと放言

します。世間も、なるほど入学する学生は学力は輪切りで似

たりよったりのものだろうし、どうせ高卒現役か予備校経由

の一浪か二浪の学生がほとんどだろうから、かれらの人生も

似たりよったりで、おそらく大学の先生のいうとおりだろう

な、と考えがちです。（そして、“大胆な”入試改革の試みに

拍手を送ります。）しかし、大学の教師として、こんな無責任

な放言はありません。似たりよったりに見える中で学生たち

は、こんなに深刻な人生体験をかれらの生徒としての経歴の

中でしているのです。問題の根源を主として入試制度に求め、

学生を似たりよったりのものだと考える立場の人々には、こ

のような生身の学生の姿は決して見えないでしょう。 

 もっとちがった生徒体験をもった学生もいます。ある女子

学生（これが大熊さんです）（これが大熊さんです）（これが大熊さんです）（これが大熊さんです）は、中学のときの次のような体

験を書きました。 

 かの女の中学の通学区には被差別部落があり、かの女らの

道徳教育の時間は徹頭徹尾「同和問題」でした。クラスのリ

ーダー格だったかの女は、ある日担任の先生に呼ばれました。

かの女のクラスにその部落出身の女生徒Ａさんがいたのです

が、担任の先生は「明日Ａさんがクラスの人たちの前でその

ことを告白するから、君はＡさんを援助してくれ」とかの女

に言ったのです。当日の告白は皆に大きなショックを与え、

そしてすぐに同和問題についての討論がおこなわれました。

かの女は以前からＡさんのことは知っていたし、前日に担任

の先生から頼まれたということもあって、責任感に燃えて、

最初からガンガン発言していました。ところが、いつもクラ

スの中心になって活動する１人の男子生徒がずっと沈黙した

ままだったのです。先生に意見を求められて彼は「ぼくは良

く分らない」と答えました。かの女をも含めてクラスの皆が

それとばかりに彼を攻撃しました。「Ａさんがやっと決心し

て告白したのに分らんとはなにごとだ！」「分らんなどと言

って逃げるのは卑怯だ！」等々と。彼は追いつめられて、と

うとう泣きながらこう言ったそうです。「たしかに差別は悪

いことのように思うけれど、Ａさんの発言がぼくにはショッ

クで、何を言っていいのか分らない。どう考えたらいいのか

本当に分らない」と。この情景描写につづけてかの女は書い

ていました。“どう言ったらいいのか文章がへたでうまく伝

えることができませんが、私たちは一言もなかったのです。

かれは大粒の涙をこぼしながらひざをかかえてボロボロ泣い

ていました。私も皆も、ただ、何が悲しいというわけではな

いけれども、涙がボロボロとこぼれてやみませんでした。あ

のときほど「人の心」に感動したことはありません”と。 

 学生たちの生徒体験は、人それぞれに、このようにちがっ

ているのです。それぞれに深刻な、あるいは感動的な人生経

験を、彼らの学校生活の中でしてきているのです。ここに紹

介した２人は、２人とも共通一次世代の学生です。 

 大学進学のさいの輪切り現象によって、たしかにある種の

歪みや弊害は生じています。その歪みを取り除くための具体

的なてだては、いろいろ工夫してとらねばならないと思って

います。しかし、その歪みや弊害の最大のものが、個性のな

い似たりよったりの学生たちばかりが入学してきて、そのた

めに覇気や活気がなくなったことにあるなどとは、たとえ口

が引き裂かれ、舌がやっとこで捩じ切られようとも、私には

絶対に言えません。以前に比べて、われわれに学生の個性が

見えにくくなっているだけなのです。輪切り現象に責任を転

嫁できるものだからそれに安住して、われわれが以前よりも

見えにくくなった学生の個性を見出す努力を怠っているだけ

なのです。……「「「「架空書簡・(大学の)(物理の)教育」」」」〔『科学・

社会・人間』No.11（1985 年 1 月）pp.9-14〕より 

大熊さんは、このようなレポートを提出してくれたことに

よって、私が私の大学教育観を深めることを助けてくれた。

かの女の早すぎる死を、心から哀悼する。 

 

 

ナンテン 

Nandina domestica 

 

信州大学植物園だより 

「ALPS」より 

Mail:little-perch-in

-alps@hotmail.co.Jp 

 

 

 

 

 

 



信州大学大学院工学系研究科博士後期課程  

地球環境システム科学専攻 

環境機能解析科学 

 
田中 基樹: 山岳地域における水循環の基礎的研究 

赤松 史一: 河田半域に生忌するｸﾓ類の餌資源利用様式 

野末 泰宏: 湖沼堆積物中の有機地球化学的指標から推定され

る古環境－針葉樹を指し示す分子化石としての

ｱﾋﾞｴﾝﾀｲﾌﾟのｼﾞﾃﾙﾍﾟﾉｲﾄﾞ－ 

里山 彦: A Search for the Rare Leptonic Decays B+→μ+ 

νμ and B+→e+νe (荷電B中間子におけるﾚﾌﾟﾄﾆｯ

ｸ希崩壊 Decays B+→μ+νμ および B+→e+νe  

の探索) 

地域環境システム科学 

高橋 宏和: 淡水動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝに及ほす殺虫剤影響の個体 

群ﾚﾍﾞﾙでの評価に関する研究 

謝 麗強: Ecotoxicological studies on the bioaccumulation  

of microcystin in freshwater fishes and 

snail(魚介類における藍藻毒素 miccrocystin の蓄

積機構に関する生態毒性学的研究) 

椎名 貴久： Graded Lie algebra structure on homotopy 

 groups(ﾎﾓﾄﾋﾟｰ群の上の次数付きﾘｰ環構造) 

物質・生命解析科学 

中谷 貴壽: 高山蝶ﾍﾞﾆﾋｶｹﾞの生態学的,生物地理学的,分子系

統学的研究 

韓  曼: Mo1eculer mechanisms of ear1y steps of  

Co1E2plasmid replication initiation 

(ColE2 ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ複製開始反応の初期過程の分子機構) 

青木 一晃: Co1E2 関連ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞの複製開始蛋白の機能と構造 

 

信州大学大学院工学系研究科修士論文 

数理・自然情報科学専攻 

縣  史樹： ﾀｲﾑﾗｸﾞをもつ非線形微分方程式とﾎｯﾌﾟ分岐 

入間川 敦：F_4/(Spin(2)・Spin(7))上の不変微分形式について 

尾久  崇： 離散群作用をもつ平面の軌道空間の微分構造に

ついて 

川口  聡： 反応拡散系における界面とﾊﾟﾙｽの運動に対する 

界面幅の効果 

黒住 敬之： Twisted cohomology theory 

小西 一平： Koszul複体と不変部分環 

齋藤 淳一： Huaの不等式の一般化とその応用 

斉藤 紘輝： 誤り訂正符号における誤りの個数の期待値 

佐藤 佳孝： SO(3)が作用する Brieskorn多様体上の接続形式 

田上 慎也： 回転系における渦の解析 

谷岡 祐志： 次数付き可換微分代数の L-S ｶﾃｺﾞﾘ 

 

成松 計行： Gottlieb群の性質と G-空間 

西野 嘉高： ｻﾎﾞﾃﾝｵﾍﾟﾗｯﾄﾞとその一般的性質 

野口 和範： A model category for orbifold cohomology 

林   宏隆： 多様な前ｶﾝﾄｰｳ集合における電磁波の伝播に対す 

る透過率と反射率 

古屋 政則： 有限群の一般ｼｬｰﾌﾟ指標について 

桝田 大祐： Sullivan ﾓﾃﾞﾙの障害理論とその応用 

松下 佳史： 正 6面体群で不変な 3次元空間のﾍﾞｸﾄﾙ場 

 

物質基礎科学専攻(物理) 

古川 順一: 超高ｴﾈﾙｷﾞｰ宇宙線について 

坪川 貴俊: MPPC の性能評価方法の研究 

河上 陽介: PFA に最適化した中性ﾊﾄﾞﾛﾝの同定の研究 

大邉 諭史: ﾊﾄﾞﾛﾝｶﾛﾘﾒｰﾀにおけるﾓﾃﾞﾙ依存の研究 

鈴木 傭平: ｶﾝﾄｰﾙﾊﾞｰ型ﾏｲｸﾛｽﾄﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ･ﾌｫﾄﾆｯｸﾌﾗｸﾀﾙの電磁波

特性 

高橋 弘典: 三次元ﾌﾗｸﾀﾙ構造ﾒﾝｼﾞｬｰｽﾎﾟﾝｼﾞ中の電磁波伝播特

性の研究 

中村  純:  伝導状態を記述するｵﾘﾍﾞｰﾗ･ｸﾞﾛｽ･ｺｰﾝ理論の検証 

大久保 元博: 主成分分析を用いたﾓﾃﾞﾙﾀﾝﾊﾟｸ質の構造解析 

伏下  哲: 新型ﾃﾞｰﾀ記録系の開発による汎世界的宇宙線観測 

ﾈｯﾄﾜｰｸの展開 

 

物質基礎科学専攻(化学) 

越川 浩之:  1,3-ジ(2-ﾁｴﾆﾙ)ｱｽﾞﾚﾝ骨格を有するﾋﾞｽ(1,3-ﾍﾞﾝ 

ｿﾞｼﾞﾁｵﾘｳﾑ)塩の合成と性質 

漆原 貴史:  In situ XRD とﾘﾊﾞｰｽﾓﾝﾃｶｱﾙﾛ法によるﾅﾉ空間内の

吸着分子集団の構造解析 

大場 政哉:  p-ﾎﾞﾛﾉﾌｪﾆｨﾙｱﾗﾆﾝとﾇｸﾚｵｼﾄﾞとの錯形成 

小倉 －隆:  2-(2-ﾋﾟﾘｼﾞﾙ)-1-ｱｻﾞｱｽﾞﾚﾝの合成と性質 

木舩 泰幸:  ｲｵﾝ移動ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰによるﾚｰｻﾞｰ光照射下の陽ｲｵﾝ

性ﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝの光電流の検討 

工藤 大祐:  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-2-ｲ

ﾘﾃﾞﾝ)誘導体の合成および光・酸化還元応答挙動 

須賀 瑞希:  ﾚｰｻﾞｰ温度変調ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰによるリン酸ｲｵﾝ定量

法の開発 

高橋 史樹:  ﾇﾃﾆｳﾑ錯体の存在下におけるﾋﾞﾀﾐﾝ類化合物の電

気化学発光反応に関する研究 

高見 賢太郎: 臭化ﾄﾞﾃﾞｼﾙﾋﾟﾗｼﾞﾆｳﾑの溶液物性と錯形成 

中村 賢太:  ﾐｸﾛ FIA のための新規電気化学検出器の開発と環

境分析への応用 

福田 隼也: ｶﾙｺﾝ型ｱｽﾞﾚﾝ類の合成と性質 

福地 陽介: ﾋﾟﾛﾘｼﾞﾝを用いる 1,3-二置換ﾋﾟﾛｰﾙの合成研究 

松村 祐宏: 温度を変数とした新しい測定法による吸着状態の

解明 

山根 康之: 分子磁場配向を経由するｼﾘｶの規則構造誘起 

 

 

地球生物圏科学専攻(地質) 

06 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。若い学生の研究内容がわかると思います。

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ので、誤字脱字があるかもしれません。また、紙面の

都合上全角カタカナを半角に直してあります。ご容赦下さい。本年の卒業式・学位記授与式は 3 月 21 日です 



小林  亘:  GPS による松本盆地東縁部の地殻変動観測 

金久 拓: 木曽山地北東部における領家帯ｼﾞｭﾗ紀付加体の地質 

市川 毅人: 松本市西部における美濃帯ｼﾞｭﾗ紀付加ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽの

構造―とくに島々・味噌川ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽの境界について 

近藤 はるか: 気候変動と陸棚域の堆積作用の関連―鮮新統大 

年寺層(福島県)における堆積相・有機物組成か

らのｱﾌﾟﾛｰﾁ－ 

清水 直紀: 北部ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅ，鮮新-下部更新統小諸層群大杭層

の礫組成とその後背地 

林   達也: 長野県安曇野市西方における信濃坂断層の運動像 

宮本 達矢: GPS による長野県安曇地域の地殻変動観測 

向井 理史: 中部日本，美ヶ原高原とその周辺地域における塩

嶺火山岩類の火山層序 

村上 和弥: 野洲花崗岩体深部相の形成過程 

來治 詠子: 白亜紀前期における炭酸塩・砕屑岩複合堆積体の

形成環境―東北日本，下部白亜系宮古層群のｵﾙ

ﾋﾞﾄﾘﾅ砂岩について― 

渡邉 創太:  GPS による北ｱﾙﾌﾟｽ西穂高岳の地殻変動観測生物

関係  

地球生物圏科学専攻(生物) 

河原 佳子:  ColE2 ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ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  

宮崎 隆明: 糸状菌 Aspergillus nidulans の遺伝的形質転換

時における逆方向反復配列の形成 

依田 康孝:  糸状菌 Aspergillus nidulansの遺伝的形質転換

時における外来 DNA の膜通過機構 

遠藤 真太郎: ｸｻｱﾘ亜属とｸﾁﾅｶﾞｵｵｱﾌﾞﾗﾑｼ属の体表面炭化水素

組成の類似性と化学擬態 

小松   貴:  好蟻性昆虫ｱﾘﾂﾞｶｺｵﾛｷﾞ属の分子系統～寄主ｱﾘ 

特異性とﾊﾋﾞﾀｯﾄ特異性の進化 

島本 晋也:  ﾁｮｳが寄生するｱﾘ，ｸｼｹｱﾘ属における遺伝的・化

学的分化の系統・地理的ﾊﾟﾀｰﾝ 

三神祐美:  Variations in leaf traits and crown 

 architecture among eight species in a tropical 

montane forest, Indonesia（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ熱帯山地

林における８種の個葉形質と樹形構築様式の変

異について） 

大輪  潔:  ｼﾞｭｯﾎﾟﾝｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗの生活環はどのように決まって

いるか 

池田 圭吾:  乗鞍岳におけるｼﾗﾋﾞｿ･ｵｵｼﾗﾋﾞｿ植生移行帯の林

分構造 

 

地球生物圏科学専攻(物循) 

浅野 由子:  高冷地水田における窒素・リン収支 

礒村 育子:  森林土壌におけるｱﾙﾐﾆｳﾑの存在形態とその土壌

微生物への影響 

伊藤 拓馬:  粒度分析から推定される更新世後期の東ｱｼﾞｱﾓﾝ

ｽｰﾝ･偏西風変動 

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 

尾芦 裕子:  水路実験で形成したﾌﾞﾘｰﾁﾝｸﾞ堆積物の粒子配列

と堆積構造 -液状化砂層との比較- 

角田 尚子:  長野市南縁部，古高野湖堆積物を用いた生物源

シリカ量変動に基づく最終間氷期における気候

変動の復元 

加藤 三奈:  堆積物中のﾋﾄﾞﾛｷｼ脂肪酸がもつ環境情報 

清澤 宏之:  安定同位体比を用いた腐植栄養湖の低次食物連

鎖の解析 

後藤 明成: 中部山岳地域における積雪中の化学物質濃度変動 

齋藤 あゆみ: 天竜川・下伊那地域における地下水の硝酸塩汚

染の原因解明 

陶山 雄基:  温泉の微量溶存成分およびｶﾞｽ組成について-主

として長野市松代地域- 

中村 剛也:  諏訪湖におけるラン藻ﾌﾞﾙｰﾑの優占種変化に影

響を与えた環境要因 

南波 雅治:  乗鞍高原前川流域における河川水質変動 

布目 久夫:  河床付着微生物群と水草 Egeria densa の光合成

活性に及ぼす除草剤 (simetryn,cafenstrole)

の影響評価 

升方   司:  振動波装置を用いたｱｵｺ抑制方法の開発 

村本 美智子: 乗鞍高原の森林生態系における水循環と化学物

質循環 

渡邊 琴文:  湖沼における動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの食物網解析及び紫

外線に対する適応戦略への指標としての光合成

色素 

 

理学部卒業研究 

数理・自然情報科学科 

久住 俊介, 宮下 晃弘, 木原 正幸, 嵯峨 ひとみ: 

「My Galois」           (二宮ゼミ) 

中村 達郎：「暗号理論」                      (西田ゼミ) 

石川 洋平, 六川 達郎： 「 代数的整数論 」     (花木ゼミ) 

鈴木 雅敏, 服部 圭三： 

「代数的整数と Dedekindの判別定理」 (花木ゼミ) 

赤羽 佑亮, 宮澤 慎, 真栄城 奈々, 成瀬 篤志： 

「可微分多様体上のﾍﾞｸﾄﾙ場」    (阿部ゼミ) 

今井 唯季： 「 Axiomatic homology theory 」   (玉木ゼミ) 

溝口 俊一： 「An Introduction to Convex Polytopes」 

(玉木ゼミ) 

浦田 尚武： 「幾何学と群」                     (玉木ゼミ) 

奥野 大地,竹平 森悟： 

「Acyclic models theorem について」  (栗林ゼミ) 

逸見 紘一, 森永 孝穂：「ﾅｯｼｭ均衡戦略について」 (井上ゼミ) 

福元 啓人, 松井 由帆： 

「ﾏﾙｺﾌ連鎖と賭博者の破産問題」   (井上ゼミ) 

伊藤 弘幸, 土屋 智裕, 恒川 智行, 堀内 恒平, 松永智至： 

「Bergman 空間の共役空間」      (真次ゼミ) 

白石 聖,中村 宗臣,古内 昭光,松嶋 和也:： 

「l2の右ｼﾌﾄ演算子のｽﾍﾟｸﾄﾗﾑについて」(一ノ瀬ゼミ) 

倉橋 宏至, 古清水 大直：「連続関数≒多項式？」 (高木ゼミ) 

佐竹 洋輔,鈴木 順也,中村 龍馬,藤井 一茂： 

「常微分方程式の初期値問題!!」   (谷内ゼミ) 

梅木 和彦,後藤 もも,谷山 太郎,西村 州司: 

「ﾘｽﾞﾑ現象」           (本田ゼミ) 

井原 大和,大西 毅志,黒野 龍也,小村 員壽,古川 賢志： 

「聖ﾍﾟﾃﾙｽﾌﾞﾙｸのﾊﾟﾗﾄﾞｯｸｽ」     (服部ゼミ) 

中岡 洋平： 「ﾛｼﾞｽﾃｨｸ増殖の離散時間ﾓﾃﾞﾙ」  (中山ゼミ) 

梅津 司,藤井 樹,安岡 善太：「ﾌﾞｰﾒﾗﾝの力学」  (中山ゼミ) 



古賀 亮平,北川 諭,原田 洋明： 

「ｼｮｱのｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑによる素因数分解」   (乙部ゼミ) 

松山 景洋： 「ﾕｰｸﾘｯﾄﾞ空間の測度論」         (乙部ゼミ) 

 

物理科学科 

鵜島 衣里: ゲージ場の量子論  

古布   諭: 宇宙論  

田部井 久和:  弦の量子化  

前川 祐司: T-duality  

三浦 貴司: 量子と位相  

村上 昭義: 核融合概論  

山形   直: 相対論的量子学的  

山本 康裕: 幾何学で見る物理学  

中村 嘉孝: 量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  

井手 康裕: Jupiter を使ったｶﾛﾘﾒｰﾀのﾐｭﾚｰｼｮﾝ  

松永   遼: Jupiter によるμ粒子のｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ  

持山 智浩: 改良版 TGC  

山崎   真: ｽﾄﾘｯﾌﾟｼﾝﾁﾚｰﾀｰの特性について  

吉澤 拓也: 新型ｶﾛﾘﾒｰﾀの製作と性能評価  

陣内 隆平: Geant4 を用いたｼｭﾐﾚｰｼｮﾝについて  

柳田 耕司: 新型光検出器の基礎特性の評価  

中村 雄－: ﾁﾍﾞｯﾄ空気ｼｬﾜｰｱﾚｲによる銀河宇宙線異方性の研究  

千葉 達夫: 宇宙線ﾐｭｰｵﾝ観測ﾈｯﾄﾜｰｸの性能評価  

宮原 裕介: 確率微分方程式を用いた宇宙線の太陽変調の研究  

福谷 拓也,吉田 朋悠: 

CPLD を用いてのμ粒子静止寿命測定装置の製作  

栃木 勇輔,犬飼 祐希: 

EPGA を用いた宇宙線ｼﾝｸﾞﾙｶｳﾝﾄ計測回路  

宮本   樹:  乗鞍μ-on 計の自立運動ｼｽﾃﾑ化  

清水 悠介:  角運動量の交換関係  

亀山 貴司: 外場中の双極子ﾓｰﾒﾝﾄのﾎﾟﾃﾝｼｬﾙとそれにかかる力  

足立 大輔,刈込 富士男,佐竹 直敏,平岡 佑期: 

物性物理 における Green 関数の導入  

海田 雄三, 塚田 悠太, 轉法輪 阿弥子,柳田 高史: 

粒子密度を用いた液体の統計力学  

齋藤   祐:  FDTD によるﾌｫﾄﾆｯｸ結晶中の電磁波伝搬特性解析  

佐々木 雅人: H 字ﾌﾗｸﾀﾙのﾃﾗﾍﾙﾂ波透過特性  

南   陽啓:  磁性体ﾌｫﾄﾆｯｸ結晶によるﾌｧﾗﾃﾞｰ効果の増強  

和田 拓也:  ﾃﾗﾍﾙﾂ導波路の導波特性  

北村   優:  ｲﾝﾃﾞﾝﾀｰｾﾙの静水圧性の評価  

山崎 隆紘: 反強磁性体 CeRh２Si２の電気抵抗測定  

有松 孝真: 強磁性体 Ce2Ir３Ge５の高圧下における電気抵抗  

米山 琢也:  反強磁性体 Ce2CuGe6 の高圧下における電気抵抗

測定  

増田 明大:  磁歪材料 Ni2Mn1-xFexGa の研究  

仲邑 有希:  HfxTa1-x(FeyCo1-y)２の磁性～磁気冷凍材料の

可能性を探る 

谷口 祐輔:  FeSi1-xGex の磁性  

 

化学科 

有機化学 藤森研究室 

田口   勇: ｼﾞｱｽﾞﾚﾉ[2,1-b;1,2-d]ﾄﾛﾎﾟﾝ類の合成 

丸山 彬子: 二酸化ﾏﾝｶﾞﾝ触媒による 2-置換ｱｽﾞﾚﾝ類の酸化的ｶ

ｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ反応 

柳井 英治: 1,1-ｼﾞ(2-ｱｽﾞﾚﾆﾙ)ｴﾁﾚﾝの合成と性質 

分析化学 金研究室 

兼松   崇: ﾁｵｰﾙ白己組織化膜を用いた銅ﾍｷｻｼｱﾉﾌｪﾚｰﾄ(CuHCF)

薄膜修飾電極の調製 

粂田 宏明:ﾙﾐﾉｰﾙ/過酸化水素の電気化学発光反応に及ぼす鉄

化合物の影響 

物理化学研究室 

末次 政和: ﾍﾞﾝｾﾞﾝのﾄﾝﾈﾙ水素付加反応の磁場制御 

橋川 輝一: 集積型錯体の磁場による構造誘起 

本間 祐太: 磁気処理水の金属腐食への影響 

無機化学 吉野研究室 

宮木 尚美: o-ﾎﾞﾛﾉﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝとﾌﾙｸﾄｰｽとの錯形成 

宮崎 雄太: ｍ-ﾎﾞﾛﾉﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝと二糖類との錯形成 

秋山 竜太: ｐ-ﾎﾞﾛﾉﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝと二糖類との鉗形成 

有機化学 太田研究室 

今岡 直也: 2,2'-ﾋﾞﾁｴﾆﾙ骨格を有するﾋﾞｽ(1,3-ｼﾞﾁｵｰﾙ)型光・

酸化還元応答系の構築 

東井 千秋: 9,10-ﾋﾞｽ(1,3-ｼﾞﾁｵ-ﾙ-2-ｲﾘﾃﾞﾝ)-9,10-ｼﾞﾋﾄﾞﾛｱﾝﾄﾗ

ｾﾝ骨格を有する酸化還元応答性分子ﾋﾟﾝｾｯﾄの合

成と性質 

分析化学 中村研究室 

小松 敦志: ｼｸﾛﾃﾞｷｽﾄﾘﾝを化学結合させた PAA に酵素を含有し

た高分子膜修飾白金電極の非水系酵素反応の研究 

原田 和典: 金ﾃﾞｨｽｸを二成分系白己組織化単分子で修飾して

ﾁﾛｼﾅｰｾﾞを固定した電極のｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ中の酵素反応

の研究 

無機化学 笹根研究室 

南   智子: 混合原子価錯体 

Cs2[Ag
I
xAu

I
1-xCl2][Au

IIICl4](x=0,0.90,0.95,1)の 
35ClNQR と XRD 

坂田 元司: 混合原子価錯体 Cs2[Ag
ICl2][Au

IIICl4]の合成法お

よび 35C1NQR と XRD 

物理化学研究室 

木元 智史: ｸﾗｳﾝ界面活性剤の会合挙動に対するｶﾁｵﾝ包接効果 

二村 竜祐: 液相中での細孔内分子集団の構造決定 

山口   英: ｸﾗｳﾝ界面活性剤とｱﾝﾓﾆｳﾑ界面活性剤の包接による

超分子形成 

無機化学 石川研究室 

左橋 克宣: ｾﾞｵﾗｲﾄｶﾗﾑからのﾘﾁｳﾑの溶離 

嵯峨根 順子: 温泉水からの塩素の抽出と塩素同位体分析にお

ける問題点 

有機化学 小田研究室 

伊藤 邦宏: 3-ｱﾘ-ﾙ-2-(2-ﾋﾟﾘｼﾞﾙ)-1-ｱｻﾞｱｽﾞﾚﾝの合成と性質 

伊藤 聡信: TCNE とｴﾁﾙﾋﾞﾆﾙｴｲﾃﾙとの付加環化反応に関する再

検討 

分析化学 樋上研究室 

伊藤   参: 塩素分析装置用ﾌﾛｰ電解検出器の開発 

軽部 純－: ﾏﾝｶﾞﾝ電極を用いる溶存酸素の電気化学定量法の

検討 

 

古橋 祥子: 墨液を光吸収剤として用いる微小油水界面ﾚｰｻﾞｰ

温度変調ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰの検討 

無機化学 大木研究室 

石谷 大輔: 層状化合物 Cu2(OH)3(CH3COO)・H20 のｱﾆｵﾝ交換反応 

 



上田 祐輔: Gly・ZnCl2・xH2O(x=0,1)の粉末 X 線回折による構

造決定 

河村 好紀: [Zn(H2O)6][PtCl6]における水分子の運動 

 

地質科学科 

秋山 侑輝: 松本盆地南部地域における GPS 地殻変動観測 

(2006) 

荒川 淳－: 新潟県十日町市魚沼層群における河川成堆積ｼｽﾃｳ

と堆積有機物との関連 

牛場 健介: 三重県松阪市に分布する－志層群波瀬層の堆積環

境 

大場 まり恵: 過去 30 年間における中海の人為的環境変動に

伴う貝形虫化石群集の変化 

大道 康智: 長野県中新統青木層・小川層のおける岩相変化と

堆積有機物の濃集と保存 

大村 さつき: 赤石山地の秩父帯白亜系戸台層礫岩とｱﾝﾓﾅｲﾄの

変形 

小川 英晃: 岐阜県中津川市の苗木花崗岩のﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄに産出す

る玉滴石の組織・構造 

荻野目 泰基: 八ヶ岳ｼﾞｮｰｺﾞ沢周辺の火山岩類の産状と岩石 

門脇 博総: 北ｱﾙﾌﾟｽの花崗岩地帯における川砂の重鉱物 

川﨑 槙平: 東山地北縁,下仁田町西部における中部中新統西

野牧層（新称）の層序と構造 

木元 章典: 北ｱﾙﾌﾟｽ焼岳の GPS 観測と噴気孔放射温度観測 

(2006) 

熊田 祐子: ﾀｰﾋﾞﾀﾞｲﾄの堆積機構と有機物組成の関連性 －新

潟県に分布する寺泊層・椎谷層を例に－ 

小林 卓矢: 北ｱﾙﾌﾟｽ蓮華岳北方の爺ヶ岳火山岩類のおよび黒

部川花崗岩の地質と記載岩石学 

近藤 人資: 松本市周辺の淡水性貝形虫の分布 

齊藤 浩史: 関東山地西縁部、長野県南佐久穂町における下部

中新統の層序と構造 

澤崎 絵理子: 松本市街地における GPS 地殻変動観測 (2006) 

塩見 大志: 舞鶴帯東部における上部三畳系難波江層群の研究 

高田 悠志: 松本花崗閃緑岩体北西部地域とその周囲の地質お

よび岩石 

高橋 里美: 浅間前掛火山、天仁噴火の追分火砕流堆積物中の

ｽｺﾘｱ質本質岩塊の形成過程 

竹田 知史: 長野県開田地域におけるｼﾞｭﾗ紀付加ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽの放

散虫化石層序 

玉野 祥範: 長野県和田峠とその周辺に産する黒曜石の含水量

の推移 

中澤 理久: 新潟県出雲崎町における下部更新統灰爪層の貝形

虫化石群集と堆積環境 

橋本 真也: 焼岳火山、下堀沢溶岩の産状と岩石 

平岡 里枝子: 長野県中部美ヶ原高原周辺の三城凝灰岩中の軽

石堆積物について 

増馬 鉄朗: 中海のﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ中の貝形虫化石群集を用いた過

去 1700 年間の古環境変遷 

吉内 佑佳: 新潟県加治川地域の完新統ｺｱの珪藻化石群集およ

びその堆積環境との関係 

駒井 大介: 長野県小県郡長和町、依田川上流域の新第三系～

第四系 

北村 悠子: 平成 18 年度７月豪雨において伊那市西春近前沢

で発生した土砂災害の地質学的背景 

下島 有希子: 中信地域青木層に産する菱鉄鉱ﾉｼﾞｭｰﾙの研究 

佐山 鉄平: 北ｱﾙﾌﾟｽ樅沢岳周辺における奥飛騨火砕流堆積物

の分布と産状 

馬場   章: 長野県北部、岩戸山周辺に分布する Ht3 凝灰岩層

の地質学的・岩石磁気学的研究 

橋本 雅弘: 海成炭酸塩の酸素同位体比の二次的変化  

  －白亜紀和泉層群ほかの例－ 

岡     樹: 南部北上帯歌津地域の三畳系稲井層群中部の層序

と岩相 

仲井  淳: 東伊豆単成火山群の小室山ｽｺﾘｱの斑晶ﾒﾙﾄ包有物 

 

生物科学科 

伊藤 貴嶺: ｶﾗﾏﾂ林における樹木周長と着生地衣の関係 

荻巣 寛之:ｼﾛｲﾇﾅｽﾞﾅの RIL を用いたﾌｪﾉｰﾙ性化合物蓄積の QTL

解析  

川田 洋之: ｼﾛｲｽﾞﾅｽﾞﾅの RIL を用いたｱﾝﾄｼｱﾆﾝ蓄積の QTL 解析 

國見 順子: paternal care を行なうｺｵｲﾑｼ類の進化 

  －ｺｵｲﾑｼとｵｵｺｵｲﾑｼの系統解析－ 

桑野 哲矢: ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙおよびﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｲﾐﾝを用いた形質転

換法における細胞外 DNA 分子の膜通過機構

  

小池 繁幸: 標高傾度にそった優占樹種４種の肥大成長の季節

変化 

小谷 拓也: 糸状菌 Aspergillus nidulans における染色体 DNA

上での逆方向反復配列の安定性  

近藤 泰玄: 刺激によるﾖﾓｷﾞﾊﾑｼの擬死行動の変化 

杉    緑: 同時雌雄同体の交尾中隔離のﾌﾟﾛｾｽとﾒｶﾆｽﾞﾑ 

関 諒－:  ｱﾘ寄生性ﾁｮｳ,ｺﾞﾏｼｼﾞﾐにおけるﾎｽﾄ利用戦略幼虫は

ｱﾘに活動時間を合わせ化学擬態をしている 

高橋 正木:  ColE2 ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ複製開始における－方向性の仕組

みの解析 

中村 尚史: 日本海周辺地域におけるﾄﾐﾖ属魚類 Pungitius の 

遺伝的分化 

長谷部 千絵: ｼﾛｲﾇﾅｽﾞﾅの花成促進変異体原因遺伝子のﾏｯﾋﾟﾝ

ｸﾞ 

服部  充: 真社会性ｱﾌﾞﾗﾑｼにおける新たな兵隊産出要因の発

見－ｻｻｺﾅﾌｷｱﾌﾞﾗﾑｼの兵隊率は捕食者密度で決まっ

ている?!－ 

前嶋 留陽奈: ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ DNA を利用した信州におけるﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ

の系統解析 

安本 由起子: 帰化植物侵入による市街地の植物局所多様性の

構造 

山下 幸志: ColE2 ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ複製開始蛋白質のﾌﾟﾗｲﾏｰｾﾞ･ﾄﾞﾒｲﾝ

の解析  

吉井  幸: ﾄﾜﾀﾞｶﾜｹﾞﾗの進化史－分子系統解析から迫る種分 

化と分散－ 

吉田 周平: なぜﾊｲﾏﾂの群落高は高い標高ほど低くなるのか？ 

吉田 祥子: ﾒﾀﾞｶ性決定遺伝子 DMY を持たないﾒｺﾝﾒﾀﾞｶにおけ

る性分化 

高橋 春瑠香: ｶﾅﾀﾞ東部の分布北限における落葉広葉樹３種の

肥大成長に対する気象の影響  

明石 真由子: 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機能解 

奥原   勲: 乗鞍岳における分布上限と下限のｼﾗﾋﾞｿとｵｵｼﾗﾋﾞｿ

の肥大成長におよぼす気象の影響 

 



鈴木 秀和: 人為的性転換に関するﾒﾀﾞｶの系統比較；外因性性

ｽﾃﾛｲﾄﾞの初期生殖巣形成過程に対する影響 

古谷 英寿: 伝子組換え作物をめぐる現状について(ｾﾐﾅｰ) 

 

物質循環学科 

浅利 朋子: 山地森林域の化学物質循環に及ぼす草本植生の影

響 

石原 正嗣: 千曲川中流の河畔域における徘徊性節足動物の分

布 

市川   博: 青森県下北半島沖試錘ｺｱを用いた更新世後期の古

気候変動の解明 

井上 翔太: 諏訪湖の水草帯における環境の不均－性と水草付

着微小動物の分布 

内山 隆文: 毛糸を用いた大気汚染の簡易ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ法の開発 

北 圭－郎: 北ｱﾙﾌﾟｽ地域の地震・地質と温泉水の化学成分と

の関連 

古賀 信義: 窒素添加がｶﾗﾏﾂ、ｻｻ､広葉樹落葉ﾘﾀｰ分解に与える

影響の比較 

佐野 真規: 山地渓流のﾘﾀｰの役割とそこに生息する水生昆虫

の解析 

鈴木 裕衣: 松本市浅間温泉・美ヶ原温泉地域における温泉化

学成分と降水量・地震活動 

高坂 浩通: 窒素負荷の異なる森林林床からの亜酸化窒素発生

速度 

 

理学部で新たな発見：「信州大学植物園だより」というパン

フレットを発見しました。学生が理学部の周りの植物を季節

ごとに紹介するものです。昨年の 11月より毎月発行されてい

るようです。 

内容は１．シナノキ（霜月）２．ドイツトウヒ（師走）３．

ナンテン（睦月）４．ヒイラギ(如月)と季節ごとの植物を紹

介しています。例えば 3 号のナンテンでは「熟した果実を日

干しにしたのが南天実で・・・・ぜんそくや百日咳に効く。

これは南天のど飴からも想像しやすい。」などおもしろい話も

のっています。 

 “粋な”学生がいるものだと感心しました。右に２月の「ヒ

イラギ」を載せます。 

 

 

お知らせ：市民開放の自然誌博物館が夏に開かれます。同窓

会としても－部屋交流の場を持ちます。お子様と

共にぜひお越し下さい。日時等の詳細は理学部ホ

ームページをご覧下さい。 

 

 

 

高橋 功治: 淡水湖沼水中の高分子量溶存有機物の有機地球化

学的研究 

高橋 広樹: 乗鞍高原での融雪時の積雪中における化学物質動

態 

高橋 洋武: 南極氷床 YM85 浅層ｺｱにおける化学成分濃度変化

による年代推定 

武田  暁: 無酸素塩水環境固有のﾊﾞｲｵﾏｰｶｰに関する研究 

藤井 嘉範: 藍藻毒素 microcystin のﾊﾞｸﾃﾘｱに与える影響 

本間 彩花: 長野県小谷地域における温泉水および河川水の化

学成分と地質・地下構造との関係 

前嶋 和彦: 藍藻毒素 microcystin－RR のﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(Brassica 

oleracea var.italica)生長に与える影響 

宮本 裕行: 長野県における河川水中の溶存有機態窒素濃度 

村上 智岐: 生態系構造の変化に伴う水質の変化− ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ池

を用いた解析−  

楊  柳: 中国･広東省における河川水質に及ぼす人間活動の

影響 

大脇 美紀: 森林土壌中のｱﾙﾐﾇﾑ耐性細菌の分離と特徴付け 

清水 理恵: ｻﾄﾞﾉｳｻｷﾞ（Lepus brachyurus lyoni KISHIDA）の

冬期の生息地選択と分布 

宮岸 靖典: 植物ﾘﾀｰ分解過程でのﾌｫｽﾌｧﾀ-ｾﾞ活性と可給態ﾘﾝ濃

度の経時変化 

谷澤 新司: 長野市南西部に分布する更新世後期の高野層の粒

子密度変化に基づく古環境変動の解析 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記：今冬の松本は暖かく、２月の中旬に雪ではなく雨が降る始末である。大学の構内から眺める日本アルプス

の山々も、真っ白な雪肌に黒い斑点が見える。暖かい冬は住んでいる者にとっては好都合ではあるが、学生の頃から

親しんできたアルプスの美しい雪景色が見られないのは寂しい気がする。今冬は１度どか雪があり、そのとき雪かき

をしただけである。雪かき作業は大変ではあるが、松本の冬を感じるその苦労もなく今冬は終わってしまうのであろ

うか。冬の季節感のないまま、理学部では大学院博士・修了論文、学部卒業論文の提出・発表の時季となった。今回

の会報にその題目について載せましたので、皆様方の出られた研究室では今何を研究しているのか確認してください。

今年、理学部一期生の中には現役を退く方もおられましょう。若き時代を過ごした松本へ、勉強に勤しんだ（？）母

校理学部へお越しください。（た） 


