
 
 

    
 

全国的に強烈な暑い日の続いた夏でしたが、皆さん、

お元気でお過ごしでしょうか。水不足で近くの公園に葉

を黄色く縮らせた木が見られます。台風(9 号 9 月 7 日

上陸)が首都圏を直撃し、東北・北海道をかけぬけまし

たが、いかがでしたでしょうか。被害に遭われた方がお

みえではと気がかりです。 

 夏休みに入るころ、突然地震が新潟地方を襲いました。

7 月 16 日の午前 10 過ぎでした。中越沖地震です。3 年

前の秋中越地震が起きたとき、東海地方に住む私は、次

はこちらだと少々緊張したのをおぼえています。それも

月日がたち長岡の方から明るいニュースも入ってくる

にしたがってどんどん緊張が弛んできたところへ、再び

新潟と聞いて「え、また」と驚きました。 

 それにしても原子力発電所の直近というのですから、

驚きは一通りではありません。その後の報道で原子力発

電所の建設と運営にともなうあれこれの話や電力会社

の対応などに、核について根拠のない不確かな自信と人

(生命全体)と国土(地球)への配慮のなさが見え隠れし

ていると感じるのは私だけでしょうか。 

 普通のことであれば安全率をかけて作って、それを越

える力が働いて壊れたら、それこそ「想定外」というこ

とですが、こと「原子力」となるとそうはいきません。

決して許してもらえないものの最も厳しいものとして

核の事件があると思うのですがいかがでしょうか。 

 20 世紀は油の世紀に対して、21 世紀は水の世紀とい

われるそうですが、そのいずれにも貧困と格差が大きく

横たわっています。安全・安心なエネルギーの獲得とと

もに全ての人類が清潔な飲み水を不自由なく得られる

技術開発と援助のあり方が世界に問われています。 

 20 世紀からの大きな宿題は、21 世紀には貧困と核(兵

器)を地球上から追放することです。この二つは別物で

すが、競争と戦争を間にはさんで深い結びつきをもって

います。しかも、この二つはいずれも直接生命と結びつ

いています。また、見落としてはならないことは、二つ

とも「持つ側」と「もたざる側」の両方に対して、一方

から一方への力の支配を通じて文化的荒廃と精神的退

廃をもたらすということです。 

 人間は自然の前で自分の存在の不完全さを自覚しな

がら、自己を律し、他者に対して寛容であることでより

よい日々を送ると言うことを当たり前の営みとしてき

ましたが、今日それが、できにくくなっているように思

います。 

 仕事にせよ研究にせよ、自立しつつ他者から学び支え

られ、自分の責任と共同の取り組みを組み合わせてやっ

ていくものです。作業そのものの中にさえ目的と喜びを

見いだし、だからこそ、自覚的に新しい発見や工夫をこ

らしてきたのだと思います。今日、どの分野にも競争と

点検・評価が入り、遠回りや失敗が許されなくなり全体

としてつまらなくなって来ています。自分を律する方向

も、よりましな人間に成長させるということよりも、評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価に耐えるものをいつまでにやるのかということを規

準にさせられているように思えます。 

 おとしめられ、「やられる側」の苦しさ悲しさや情け

なさと、それに続くあきらめと絶望も深刻な問題を生じ

させていますが、豊かな生活を手に入れながら気づかぬ

うちに人間性そのものを失っている「やる側」「もてる

側」の退廃についても、今日的な課題となっています。 

今日、「もてる側」の立場に身を置くことで「想像力

を欠如」させ、自らの「文化水準の低下」にも気づかな

い「指導的立場」の人々の勝手な振る舞いが目につきま

す。それとその「指導」のもとで人の生命をも左右する

ことを何の見通しもなく、痛みを感じることもなく、行

っている人が多くなってきている気がします。 

 第二次大戦からベトナム戦争の時期に米空軍の将軍

で、日本の都市への絨毯爆撃をすすめたカーチス・ルメ

イは、その回想の中で「戦争にはモラルはいらない」と

明確に語ったといいます。また、ベトナム北爆の開始時

に「ベトナムを石器時代にもどす」という有名な言葉を

言った人です。その時代と社会、環境とそのときの「職」

がその人の立場を規定し「物を言わせる」としても、そ

のために圧倒的多数の庶民の人生が変えられ生命すら

失うことになるのですから罪は大きいと言わねばなり

ません。 

 ルメイの例は直接的でイメージしやすい話ですが、多

くは複数な事柄が入り組んでいて「わかりにくい」形を

しています。枝葉を取り除くと結局、これと同じ話はい

くらもあります。だまされないで生きることは簡単では

ありません。 

一つ一つ実証することで事の本質を明らかにしてい

く努力は相当のエネルギーがいります。根負けしない気

力と他者の支えが必要です。同時にそれを可能にする力

は人間としての高い矜持と想像力だと思います。 

戦争の世紀でもあった 20 世紀から学ぶことは、武力

では解決しないということではなかったでしょうか。平

和こそが何をするにも土台になるのだと言う当たり前

のことを常に意識し続けることが大切なことではない

でしょうか。今日の社会の中で、苦しいこと情けないこ

とが山ほどありますが、それぞれの原理・原則を持って

歩み続けようではありませんか。 

矛盾を克服し解決して行くための学問・研究と行動と

共に、そこに生きる人間の「人間らしさ」のための学問・

研究と具体的手だてについても互いに学びあって行こ

うではありませんか。 

視野の広い未来を担う若い学徒が育ってくることが

私たちにとって何よりの希望です。幸い信州大学はそう

した条件をたくさん持っています。何よりも、大学で生

活する全ての人々が元気に研究と教育、学びができるこ

とが大切です。 

同窓会はそのために、微力ながら協力できることを一

層進めたいと思います。 
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退職してから、1 年半が経過した。以前より早起きに

なった。これも年のせいかなと思っている。土、日は趣

味のテニス、月、金は小学生のテニス教室のお手伝い、

水曜日は大学へ。数学からは遠のいて、残りの日は漢字

ナンクロで脳の老化を少しでも遅らせ回りの人に迷惑

を掛けないように心がけているこの頃である。子供に教

えることは大変で、小中学校の先生はさぞ苦労されてい

ることでしょう。私の子供の頃は怒られて大きく成長し、

よほどのことがなければ誉められることはなかった。今

は教えることは誉めること、怒る事はタブーのようであ

る。大学の教育も似たような状況になってきているよう

な気がします。 

「記念式典で挨拶する可知文理同窓会長」 

私は昭和 34 年（1959 年）に信州大学文理学部自然科

学科に入学した。この年に長嶋・王が巨人に入団、軽井

沢で仲良くテニスをした皇太子と美智子さんは結婚し、

テニスブームに火をつけた。しかし、私のテニス暦はそ

の後 10 年余り後に始まった。 

松本駅に降りると、浅間温泉行きの電車が走っていた。

電車通りの突き当たりに信州大学文理学部の校舎があ

った。開放的な門構えで、右に本館、左は講堂がありヒ

マラヤスギの並木の中を進むと、講堂の並びに赤レンガ

の図書館、右に学生食堂（ホール）がありその先にはケ

ヤキの森（県の宮神社の跡地、あがたの森）、突き当た

りに思誠寮があった。ヒマラヤスギの並木は潜り抜ける

という感じで、大雪のときは雪で枝が垂れ下がり幻想的

な雰囲気を漂わしていた。本館の南には桜並木をはさん

で、生物、化学、物理科の校舎があり、反対側には階段

教室の 22 番、23 番教室があり、学生自治会の学生運動

の演説会場でもあった。グラウンドの周りの桜、今も残

る本館の中庭の枝垂れ桜は見事なものであった。 

1 年次は人文科学、社会科学、自然科学から各 3 科目

が必須で、その他英語、独逸語、体育を受講し、55 点

以上が合格で 1 点でも不足すれば追試験などはなく次

年度に再受講の制度で、成績は点数で評価されていた。

2年次に数学を専攻したが、授業は数学だけでなく物理、

化学の他人文系、社会系の授業も受講した。3 年次は他

学科の授業は受けたが、なぜかほとんど数学の授業は受

けていない。 

学生自治会の活動も活発で、「60 年安保」ではデモに

参加し松本警察の前で座り込みをし、国会議事堂の近く

で野宿もした。また安保反対、追試験実施などで無期限

ストが行われ、学校封鎖が行われた。  

 私の学び舎である信州大学文理学部の校舎の現在に

至るまでの歴史を以下に記す。 

大正 8 年（1919 年）松本市の教育に対する理解と熱

意により、松本高等学校が設立され、翌年に校舎が落成

した。それは木造洋風の大正デモクラシーを象徴した代

表的な建造物であった。現在、全国旧制高等学校 22 校

の建造物で本館と講堂が完全な形で残っているのは、松

本高等学校と姫路高等学校だけである。 

昭和 24 年（1949 年）県下の高等学校や専門学校が統

合され信州大学が発足し、翌年松本高等学校が廃止され

た。松本高等学校の校舎、講堂、思誠寮、その他の全て

の建物、教授陣、職員がそのまま信州大学文理学部に移

行した。ここでは他学部（工学部・医学部・農学部）の

学生も 1 年間教養課程として在籍し文理学部の学生と

同じ教室で学んだ。 

昭和 41 年（1966 年）に文理学部は人文学部と理学部

に発展的に改組され、昭和 44 年に理学部は旭町キャン

パスに移転し、昭和 46 年に文理学部最後の卒業式が行

われ、文理学部は 21 年の歴史の幕を閉じた。昭和 48 年

3 月に人文学部が県キャンパスから移転した。その後 1

年間県が丘高校が使用した。同じ年の夏 7 月には、本館、

講堂、思誠寮を除く全ての建物が無常にも取り壊された。 

 昭和 49 年 4 月 16 日、文理学部同窓会の会長、運営委

員長と松高同窓会会長がこの建物が長野県の教育と文

化の歴史的象徴として後世に何時までも残しておきた

いとの願いから、県宝指定申請書を県庁に提出した。申

請書の中に次のように書かれています。 

「この建物は大正 9 年松本高等学校校舎として建て

られました。土台石から天井板の隅ずみに至るまでこれ

を造った工匠たちの心が配られ、手作りの美しさが光っ

ています。ことに門を構えない開放的な玄関は大正デモ

クラシーを表徴する旧制高等学校建築の典型と定評の

あるもので、20 数校の旧制高等学校建築の中で本館と

講堂が原型のまま現在残る殆ど唯一のものでありま

す。」 

 
 「松高ののぼりがはためく祝典当日の県の森講堂(重文)」 

紆余曲折の末その願いが叶い、昭和 49 年 11 月（1974

年）に残った本館と講堂が県宝に内定され、昭和 56 年

（1981 年）2 月に長野県宝として本指定された。 

松本市は昭和 54 年 10 月、旧松高校舎を「松本市あが

たの森文化会館」（あがたの森公民館・あがたの森図書

館）として生まれ変わらせた。当時県の教員宿舎に住ん

でいた私の娘達も学校から帰ると図書館に通っていた。

現在も多くの市民団体の文化的な活動の場となってい

 学生時代から松本で生活し理学部数学科の発展時代を教

官として過ごされた可知先生から学生時代の思い出と、この

たび重要文化財に指定された県の森について特別に寄稿し

ていただきました。  



る。建物の周りは、桜並木はなくなったが緑豊かな「あ

がたの森公園」として、市民の散歩、若者のデートの場、

子供の遊び場として有効に活用され、春には信州大学の

学生が「県の森フェステｲバル」を楽しんでいる。 

 昭和 58 年 3 月（1983）に思誠寮は取り壊され、横田

に新築された思誠寮に移った。移転に際して、地区の住

民から「学生寮ができると、学生が夜遅くまで騒ぎ、地

区の静かな環境が奪われ、風紀が乱れる」との理由で難

色を示されたが、今は寮生も地区の中に溶け込み平穏な

状態で、寮祭には地区の皆さんが参加されていると聞い

ている。 

 平成 4 年 6 月（1992 年）の文理学部同窓会定期総会

にて母校の国の重要文化財指定申請に向けての第一歩

を歩みだした。平成 10 年から 3 年計画で本館、講堂の

保存改修工事が行われ、工事も無事終了した。色あせて

いた外壁も大正時代のものとなって甦った。 

 松本市制施行百周年にあたる平成 19 年 4 月「旧制松

本高等学校本館と講堂が国の重要文化財に指定された。 

文理学部廃止からこの間、昭和 43 年 9 月 松高同窓会

によりケヤキの森の中に「われらの青春 ここにあり

き」と刻まれた石碑が建てられ、平成 11 年 10 月に文理

学部同窓会はコの字の本館の中庭にモニュメント「蒼

穹」を設置し、松高、文理学部の存在を後世に伝えるこ

ととした。 

「碑 われらの青春ここにありき」 

文理学部同窓会による「文理学部跡地保存運動」が昭

和 47 年に開始され、今日まで 36 年間の懸命な取り組み

と努力が実を結び、われ等の母校が国の重要文化財「あ

がたの森文化会館」として、学都にふさわしい文化・学

問の創造・発信の場として後世まで活用されることにな

った。これも文理学部同窓会の諸先輩の献身的な働きに

よるもので、感謝します。 

重要文化財指定を受け、平成 19 年 9 月 15 日に松高同

窓会と文理学部同窓会の主催により記念式典が行われ、

松高同窓生、文理同窓生が一同に会し「春寂寥」を歌い

青春時代にもどり、何時までも母校が活用される喜びに

浸っていた。理学部卒業生の皆さん、理学部の前身であ

る「あがたの森」を一度は訪ねてみては如何でしょうか。 

参考文献：「あがたの森に学び舎は生きる」 

－文化財の保存と活用―  
（信州大学文理学部同窓会母校跡地保存運動史編纂会著） 

 

松本高等学校校舎重文指定記念祝典に参加して 

                             森  淳  

前項「学生時代と今」のまとめの部分に可知先生が紹

介されておられる「松本高等学校校舎重文指定記念祝

典」は 9 月 15 日午後行われました。11 時には受付準備

がととのい、12 時には早々と 100 名以上の方々が県の

森講堂付近で談笑し、旧交を温めていました。良い天候

に恵まれ、気温のわり少々風がありには涼しい日でした。 

 1 時に開式、根津松高同窓会長（松高最後の卒業生）

から「校舎が凛とした姿を見せてくれていることに感

動」、「松本の青春時代をまざまざと思い出す。学徒出陣

で学友を万感込めて送ったつらい思い出もある」、「松

高の残したもの、それは自由、自治、友愛、山と森にい

だかれ深く重厚な思索を重ねた、今の時代が取り戻すべ

きものと思う」など思いを込めた開会の挨拶をされまし

た。 

 小宮山信大学長他の祝辞を受けて祝賀式そのものは

終了し、その後、松高 OB 制作の「あがたの森の青春」

が上映されました。これは、松高 30 年の勉学、運動、

生活をDVDにまとめ

たものです。県の森

講堂に満席の250名

の同窓生が、それぞ

れの自分の青春と

重ねて、食い入るよ

うに見入っていま

した。 

上映後には「松高

から信大文理への

軌跡」と題する 
 

 

「DVD あがたの森青春」 

シンポジウムが行われました。シンポジウムは松高、文

理それぞれ代表して、お二人がそれぞれに学生時代のこ

とを中心にお話をされました。 

武井尚氏（1922 年生）は学生時代の友人のことや柔

道の全国大会出場の思い出、そして友人のその後の活躍

について具体的に話され、松高は、有為な人を育てたと

語られました。 

丹羽公雄（1946 年生）は松高生の DVD を見せてもら

ったが違和感はない。松高の良いところも何もかも引き

継いだと思うと語り始められ、松本での学びが、その後

の学究生活に生きていると、ご自分の研究内容や今日の

学生気質にもふれつつ話されました。 

その後次々と寮歌を高唱する祝宴が開かれました。 

松高校歌(千山萬岳高きを競い)、信大学生歌(叡智み

なぎる)の二曲を皮切りに春寂寥まで全八曲、松高生・

文理生総立ちの場面がつづき、大交流会となりました。 
 

小林祐哉さん（92S）日本地質学会奨励賞受賞 

 92S の小林祐哉さんが、9月 9 日に札幌（北大）で開かれた

日本地質学会において、

若手研究者に与えられる

日本地質学会研究奨励賞

を「美濃帯左門岳ユニッ

トの堆積相と堆積環境」

小林祐哉・大塚 勉，第

112 巻，331-348，2006

年で受賞しました。 小

林さんは、信大理学部地

質学科および大学院工学研究科を修了後、綜合地質コンサル

タント株式会社（長野市）に地質技術者として勤務するかた

わら、こつこつと研究を進め、論文を何本も公表してきまし

た。今回の受賞理由は、複雑な構造の地質体を対象にして堆

積相解析を行い、初めて堆積環境を明らかにしたことです。

これまでの研究の積み重ねがあったことも評価されました。 

 



＊＊移 動 さ れ た 先 生 の 近 況＊＊ 

 

近況報告                 藤尾 克彦（化学科） 

 私は，1991 年に赴任してから 16 年間お世話になった

信州大学理学部化学科をこの 3 月に退職し，4 月から東

海大学理学部化学科に移りました。長い間，理学部の皆

様には大変お世話になりました。 

 東海大学理学部は湘南キャンパス（神奈川県平塚市）

にあります。2 万人以上の学生が所属する大きなキャン

パスで，キャンパス中央に位置する陸上競技場やラグビ

ー場などのスポーツ施設では 17 時以降多くの学生が練

習をしており，練習が終わる 21 時ころまでキャンパス

全体が賑やかで活気があるように感じます。東海大学は

土曜日も休みではなく，キャンパスには多くの学生がい

るので，尚更活気があるように感じるのかもしれません。 

 理学部は数学，情報数理，物理，化学の 4 学科からな

りますが，学部全体についてはまだよく分かりませんの

で，化学科に限って少し紹介します。教員は 14 名（内

1 名は現在学長職に就いており実質 13 名）で信大とほ

ぼ同じですが，学部学生は信大の倍以上で 1 学年 80 名

強います。学生数が多いため 1 学年を 2 クラスに分けて

授業する必要があったり，他学部の一般化学の講義も行

わなければならなかったりで，開講しなければならない

授業コマ数が多く，教員 1 人当たり週 9 コマの授業を担

当しなければなりません。教員当たり 6，7 名の卒研生

が付きますが，担当コマ数が多いことに加え院生が少な

いため研究を進めるのは大変そうです。 

 赴任したばかりですが 3 名の卒研生を配属して貰い

ましたので，現在は彼らと共に研究室の整備を行なって

いるところです。学生実験の時間数が信大の 3 分の 1 し

かないためか，卒研生でも実験器具や測定装置のセッテ

ィングには慣れておらず，付きっきりで指導する必要が

あり時間が掛かっています。講義の準備などでも時間が

取られるのでなかなか進みませんが，焦らず着実に進め

ていこうと思っているところです。 

 

＊ ＊新 任 の 先 生 の 紹 介＊＊ 
 

自己紹介                 物理科学科 奥山和美 

 昨年 10 月に物理科学科に赴任しました奥山和美と申

します。私の専門は物理学の中の素粒子理論と呼ばれる

分野です。この分野では湯川、朝永両博士に代表される

ように多くの日本人が重要な研究をしています。私も将

来はそのような研究をしてみたい、と高校生の頃から漠

然とした夢を描いていました。大学に入ってからもその

思いは一層強くなり、研究者になりたいという夢を持っ

て大学院へ進学しました。 

 しかしながら概して夢と現実は違うものでして、博士

号を取った後にはつらく厳しい「ポスドク」の日々が待

っていました。御存じない方のために説明しますと、ポ

スドクとは博士号を取った後に研究員として 1年から 3

年程度短期に雇用される制度です。これは学生の教育に

携る必要がなく研究にだけ打ち込めるという利点があ

る反面、大学等の正規の職員に成るためには短期間に良

い研究成果を上げて結果を出さなければならないとい

う、非常にプレッシャーの大きい境遇です。私の場合、

昨年信州大学に来るまでに 7 年間をポスドクとして過

ごしました。その内、最初の 2 年間はつくばにある KEK

という研究所で過し、残りの 5 年をアメリカとカナダで

過しました。やっとの思いで日本に帰り信州大学にやっ

て来た時には、私は 35 歳になっていました。この歳に

して晴れて社会人一年生になったわけです。 

 さて、私のこれまでの道程はこのくらいにして、私の

研究について紹介したいと思います。私は素粒子理論の

中でも、特に超弦理論と呼ばれる分野を主に研究してい

ます。これは、物質をどんどん細かく見ていくと、その

基本的な構成要素は粒子ではなく、実は非常に小さいひ

もでできているという考えです。そのため、超ひも理論

と呼ばれることもあります。残念ながら「なぜ粒子では

なくてひもを考えるのか？」というのを簡単に説明する

ことは難しいのですが、この考え方自身は電気や磁気の

性質を説明する時に出てくる「電気力線」や「磁力線」

というファラデーの見方にまで歴史的には遡ることが

できます。ファラデーの考えた「力線」は、マクスウェ

ルによる電磁気の定式化によって「便利な見方」という

程度の脇役の座に追いやられてしまったのですが、20

世紀後半になって素粒子の究極理論の候補である「ひ

も」として不死鳥の如く復活してきました。もっとも、

ここで出てくる「ひも」はファラデーの言う電磁気の力

線ではなく、陽子や中性子に働く「強い力」に関する力

線です。このような「ひも」のアイデアは 60 年代後半

に日本人の南部博士によって提唱されました。 

 私自身は、超弦理論のなかでも特に重力と量子力学の

統一に興味を持って研究しています。アインシュタイン

の考えた一般相対性理論は量子力学との相性が悪く、

色々な量を計算しようとしてもうまくいかないという

問題があり、理論物理屋を悩ませ続けています。しかし、

超弦理論では重力と量子力学を一緒にうまく扱える可

能性があり、多くの研究者が期待を持って研究していま

す。超弦理論はまだ発展途上の分野で、未だに完全には

定式化されておらず、新しいアイデアが必要だと多くの

人が感じています。私も、この信州の豊かな自然の中で

ある朝歩いていたら、ふとすばらしいアイデアが浮んで

きた、というようなことがあったらいいな、と思いなが

ら日々を送っています。 

 

＊ ＊ 研 究 紹 介 ＊ ＊ 

 

数理・自然情報科学科 一ノ瀬 弥（いちのせ わたる） 

私の出身は福井県です。福井県の高校を卒業して、京

都大学理学部に入学し主に数学を勉強して卒業し、大学

院は大阪大学の理学研究科数学専攻の博士課程を単位

取得退学しました。その後、島根大学理学部数学科の助

手になり、愛媛大学工学部応用数学科、情報工学科で講

師、助教授を経て、1998 年から信州大学理学部数理・

自然情報科学科の教授として働いています。 

経歴から分かるように私は比較的多くの大学に関わ

ってきました。私の経験から言うと、各大学には良い意

味と悪い意味で特徴があり、決して同じような大学は存

在しないように思われます。従って大学の改革も各大学

の独自性が必要だと思われます。 

さて、以下で私の研究暦を紹介し、現在の研究内容は

少し詳しく紹介したいと思います。 

最初の研究は、双曲型方程式の解の構成、特異性の伝

播の研究でした。双曲型方程式というのは、光、音波や

電磁波(テレビや携帯電話の通信手段)の伝播を表すも

ので、この伝播の様子を表す公式を求める研究でした。 



次に行ったのは、シュレヂンガー型方程式が只一つの解

を持つための、方程式の条件を求める問題でした。この

研究で理学博士の学位を得ました。シュレヂンガー方程

式とは、電子，原子、分子の運動を定めるものであり、

高性能の顕微鏡レベルの世界での運動を記述するもの

です。これで記述される力学を量子力学と呼びます。目

に見えるレベルの世界での運動を記述するのが、ご存知

の様に、ニュ－トンの運動方程式で、これで記述される

力学は現在では古典力学と呼ばれています。量子力学は、

古典力学とは全く異なるものであり、20 世紀最大の発

見と呼ばれています。私の研究において、ソビエトの数

学者マスロフの理論が用いられました。そのことから、

携帯電話などの小型アンテナを設計する電気工学者の

方々に、マスロフの理論の紹介を行う機会がありました。

私の講演が、小型アンテナの設計に役にたったかどうか、

今もって分かりませんが。 

先に量子力学について述べましたが、高性能の顕微鏡

レベルの世界では、光を光子と呼ばれる粒子として取り

扱う必要があります(実は、量子力学は光子の発見から

始まったのです)。これは量子電磁気学と呼ばれます。

現在行っている研究は、量子力学及び量子電磁気学の数

学的研究です。こう書くと一部の物理学者からお叱りを

受けるかもしれませんが、量子力学及び量子電磁気学の

理論の物理学的研究においては、数学的厳密性がかなり

犠牲にされています。これは、実験物理学が急速に発展

し、その理論付けを速く行うために生じたものだと思わ

れます。因みに、古典力学では現在では数学的厳密性が

殆ど保たれています。わたしの主な研究は、この光子、

電子、分子などの運動を記述する公式を厳密に求めるこ

とを目標にしています。これを用いて、現在物理学で用

いられている「計算方法の正しさ」を示すのが目的です。

言葉だけ言うと、量子力学及び量子電磁気学に対する経

路積分の数学的研究です。 

以上が私の研究暦です。私の研究はいささか物理がか

っていますが、1900 年代の中ごろまで日本数学会と日

本物理学会が分かれていなかったことを思い起こして

戴ければ、そんなに特異なことではないと理解して戴け

ると思います。私と同様に数学的側面から物理の研究を

行っている人は、スイス連邦工科大学(アインシュタイ

ンの出身大学)、プリンストン大学(亡命したアインシュ

タインが亡くなるまで教授を務めた米国の大学)、ハー

バード大学、パリ大学等の物理学科に所属している方が

たくさん居られます。残念ながら、日本ではそういう例

を私は聞かないのですが。 

 

 

＊ 学 科 同 窓 会 の 活 動 ＊ ＊ 

 

平成 19 年度第 10 回信州大学物理同窓会報告 

信州大学全学教育機構  美谷島 實 

 8 月 4 日(土)に、第 10 回信大物理同窓会が信州大学

理学部（松本キャンパス（本年から旭キャンパスから名

称変更））で開催されました。 

 今回は、理学部主催の自然誌科学館『自然の彩(いろ

どり)』の開催（4,5 日）に合わせて、物理同窓会が計

画・開催されました。また、化学科の同窓会「松本化学

学士会」も開催されて、講演会と懇親会が 2 学科合同で

開かれました。 

順を追って報告します。最初に、羽片忠明氏（セイコ

ーエプソン株式会社 映像機器事業部 事業部長）による

記念講演「商品創りにかける私の想い」がありました。

信大繊維学部のご出身でセイコーエプソン社へ入社し

て 25 年になる方です。「開発が、仮説と検証の繰り返

し」という話題は、物理学、或いは他の科学にも共通す

る話で、共感するお話しでした。しかし、企業では、大

学と違って次の階段、「商品創りについて（創って、作

って、売る）」があり、この話題にも触れられました。

更に、「企業における人材開発」（数千人を超える部下

とのコミュ二ケーションの取り方・方法）に、私は特に

興味がありました。世代間の意識の違いを乗り越えて、

人事交流を遂行する話は、恐らく大学（教員と学生諸君

との関係）にも適応されるとの思いで聞いていました。

講演会参加者は、65 名でした。 

 その後、物理同窓会の総会（出席者 29 名）が開催さ

れ、諸議題が全て承認されました。最後に記念写真を撮

り無事終了しました。引き続き、旭会館の生協食堂で物

理と化学の合同懇親会が開かれました。此方の参加者は、

合計 51 名でした。楠物理同窓会長の挨拶、伊藤理学部

長の理学部を取り巻く近況報告＋乾杯、その後、物理学

科と化学科の関係者の様々な話をお願いしました。途中

で、勝木渥先生の近著「曽禰武 忘れられた実験物理学

者」の（ご本人から）紹介の話、また今回の記念講演開

催の労を取られた横山俊彦（セイコーエプソン社）さん

の話がありました。参加して下さった同窓生の方々との

話しから、「就職＝卒業生と卒業生の意外な結びつきが

作用している」という事実に、驚かされました。 

最後に、恒例の清水邦男さん指揮による「春寂寥」の合

唱、文理学部同窓会北澤（化学出身）会長の締めの挨拶

で、初めての試みであった 2 学科合同の懇親会が無事終

了しました。 

来年は、東京で第11回物理同窓会が開催される予定で

す。多数の参加をお願い致します。 

 

第 5 回松本化学学士会総会報告        石川  厚 

 

 平成19年8月4日（土），松本キャンパスにて第5回松本

化学学士会総会・懇親会を開催しました。例年では7月

第4土曜日に行いますが，今回は初の試みとして物理同

窓会との同日開催としました。また，当日は理学部主催

の公開行事「自然の彩」も開催され，賑やかな雰囲気の

中での総会となりました。総会に先立ちセイコーエプソ

ン株式会社の羽片忠明さんによる記念講演「商品創りに

かける私の想い」（物理主催）を拝聴させていただきま

した。総会では活動報告と活動計画および決算報告と予

算案の審議のほか，今後の総会の開催方法，会員名簿の

発行，学士会の組織編成の見直しについても議論しまし



た（下記議事録参照）。その後旭会館に会場を移し，物

理同窓会との合同懇親会が盛会に行われました。懇親会

には化学科教員の樋上先生と尾関先生にもご参加いた

だきました。次回第6回総会の開催幹事は理学部1回生の

皆様にお願いしました。次回も多くの方々がご参加くだ

さいますようお願いします。 

 今回の総会・懇親会の企画開催に当たっては物理同窓

会に全面的にお世話になりました。この場をお借りして

お礼申し上げます。 
 

第 5 回松本化学学士会総会 議事録  

会場：信州大学理学部（2007 年 8 月 4 日） 

式次第 

1．開会の辞：野村俊明会長（文理 8 回） 

2．議長：宮澤武矩（文理 10 回） 

(1)活動報告および活動計画（案）：石川厚事務長 

(2)会計報告 決算および予算案：太田哲運営委員 

(3)会計監査報告：簑手吾一会計監査委員（理 4 回） 

3．閉会の辞 北澤千和（前文理同窓会長）（文理 5 回） 

下記の課題について審議した。 

①次回総会の開催について 

今後の化学学士会のさらなる発展のために「当番幹

事」により総会の運営（開催期日及び場所の決定を含む）

を行うことの提案が事務局（藤森邦秀運営委員長，文理

15 回）からなされた。審議の結果概ね承認され，理学

部 1 回生に次回総会の開催をお願いすることになった。

またサブ幹事を置くことの是非についても検討するこ

とになった。 

②会員名簿の発行について 

現行では 3 年毎に会員名簿を発行することになって

いるが，個人情報保護法との関連で，その取扱いが難し

くなっており，しばらくの間名簿の発行を差し控えたい

との事務局からの提案があった。審議の結果，当面会員

名簿の発行は見送り様子を見ることになった。しかし，

会員の住所変更等の情報収集は今後も続けて行くこと

が承認された。 

③化学学士会の組織について 

化学学士会の会員数が千四百人を超える段階に入り，

会員名簿の整理・管理や会の運営を円滑にするためには，

見合った組織編成をする必要がある旨の提案が事務局

よりあり今後早急に検討することになった。 

 

第 4 回松本化学学士会関東支部総会・同窓会のご案内 

 

松本化学学士会関東支部は，発足して 4 年目を迎えま

した。昨年の第 3 回同窓会は，11 月 11 日(土)に新宿の

ライオン会館安具楽亭で開催し，松本の本部から石川先

生にもご参加いただき，19 名の出席で行われました。 

学生時代の懐かしい話や近況の交換など種々雑多な

話題で盛り上がり，散会後も話の尽きない方々は二次会

でも話の華を咲かせました。 

本年も例年通り 11 月第 2 週の土曜日に，新宿のライ

オン会館内の安具楽（あぐら）で，15:00 より総会，16:00

より同窓会を開催する予定でおります。前回参加できな

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，盛会となるよう願っております。会員の方々には，

別途，ご案内致しますが，会員外の方も是非ご参加下さ

い。 

年齢層も職種，経験も幅広い方たちとの交流は，楽し

いだけでなく，様々な人生模様として心に響くものが得

られるでしょう。最年長の喜寿を迎えようとする方から，

20 代の新進気鋭の方まで幅広い参加をお待ちしており

ます。同窓会幹事：上條信二，高木直美，中川二郎 

 

物循談話会報告 

 

物質循環学科では、2007 年 6 月 22 日に第 104 回物

質循環学科談話会が開かれました。今回の談話会では

「次代の物質循環学を担う後輩へ」と題して、物質循環

学科 1 期生の稲森成介さんと白肌真由美さんに講演し

ていただきました。談話会では、在学当時の思い出や社

会に出てからの体験などをお話しいただきました。講演

に対して、現役の学生から多くの質問があり、活気のあ

る談話会となりました。以下に、講演していただいた話

の内容や感想を含めて、稲森成介さんに報告していただ

きます。 

大学を卒業してから、早いもので 9 年になりました。

卒業後は、せっかく大学で物質循環学を学んだにもかか

わらず、大学の専攻とはあまり関係のないＩＴ業界でシ

ステムエンジニアをやっています。そして、早いもので、

新人から中堅とよばれる年齢になりました。（いつの間

にか…）年月がたつとともに大学からも足が遠のいてい

たのですが、今回は、物質循環学科談話会の中で貴重な

お時間をいただき、「次代の物質循環学を担う後輩へ」

といったタイトルで講演をさせていただきました。 

今の職業は、大学で学んだことを活かした職業ではな

いので、何を話そうかと思っていたのですが、「社会人

として大切な事、自分が仕事でよく言われていること」

といったような内容で話をさせていただきました。講演

自体は、お世辞にもまとまっていたともいいがたかった

のですが、この公演のおかげで、会社に入ってからの自

分を振り返るよいきっかけになりました。そして、物質

循環学と、ＩＴ業界。まったく関係ないようで、関係が

あるように思えてきました。「なぜなぜ 5 回」これが、

今の仕事で一番よく聴く言葉です。本当に耳にタコがで

きるほど聞いています。 

 ～原因の向こうに隠れている真の原因を突き止め、そ

の原因をカイゼンする～ 

もちろん、言葉どおり「原因を突き止める」といった

ことを指していると思いますが、私は、この言葉が本当

に言いたいことは、「人材をいかに育てるか。育てるた

めにどうすればいいのか。」といったことにあると思っ

ています。物質循環学科の教育目標は「基礎学力を重視

しながら、幅広い理解力と、探求方法論を身に付けた人

材を養成することです。」と書いてあります。こういっ

た考え方は、どの仕事でも同じだと思います。一回り後

の、また次代の物質循環学を担う後輩へはこのような広

い視点と細かい観察力をもった人材になって欲しいと

思いました。（もちろん、自分もなかなかできずに、日々

勉強の毎日ですが。） 



最後に、今回の貴重な機会を与えていただきました教

官の皆様には改めて御礼申し上げます。今後の物質循環

学科のますますのご発展を祈念したいと思います。 

 

2007 年度物質循環学科同窓会総会のご案内 

 本年は、下記の日程で 2007 年度物質循環学科同窓会

総会を開催することとなりました。総会終了後には、懇

親会も予定しております。同級生をはじめ、お世話にな

った先生方や先輩、後輩達と、思い出を語ったり、近況

報告などを交わしたりできる場になればと思っており

ます。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 

日時 2007 年 11 月 3 日（土）15:00～  

15:00～ 物質循環学科同窓会総会 

18:00～ 懇親会（場所：未定） 

場所：信州大学理学部 

議題 (1)役員の選出に関すること 

(2)事業計画に関すること 

(3)予算及び決算の承認に関すること 

(4)その他 

総会および懇親会への出欠に関しては、e-mail 又は

郵送にて 10 月 19 日（金）までに、物質循環学科同窓会

事務局までお知らせ下さい。なお、場所などの詳細は、

決まり次第会員の皆様に連絡いたします。 

物質循環学科同窓会では、会員名簿作成のため、会員

の皆様に以下の情報の提供をお願いしております。既に

ご連絡いただいた方も、変更や非掲載希望等がありまし

たら事務局までご連絡下さい。皆様のご協力よろしくお

願い致します。 

☆名簿掲載項目：氏名・現住所・電話番号・携帯電話番

号・e-mail アドレス・所属 

連絡先：物質循環学科同窓会 事務局 

〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1 信州大学理学部物

質循環学科 

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ：dousoukai_butsujyun@hotmail.com 

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

 

＊ ＊ 活 動 報 告 ＊ ＊ 

 

信州自然誌科学館 2007「自然の彩」の報告   

実行委員会委員長  花木章秀 

信州自然誌科学館 2007 は 8 月 4, 5 日に開催され、

参加人数は 2 日間のべ 1740 名と盛会でした。今年は

松本市政 100 周年記念事業「松本 100 彩」の 応援イ

ベントに登録し、テーマも「自然の彩 (いろどり)」と

しての開催でした。 

昨年度から企画段階から実行委員に学生を加え、多く

の部分を学生達に任せるようにしています。今年は昨年

の委員も参加して周辺の店舗へのポスター張りなど、学

生の発案による新しい取組みも行われました。前述の

「松本 100 彩」の応援イベントへの登録も学生の発案

によるものです。次年度以降への更なる発展を期待して

います。 

国立大学もこれから生き残りをかけた厳しい時代に

なると思われています。このためには教育、研究だけで

はなく、地域との強い連携も重要と思われます。 

 信州自然誌科学館を続けていくことによって、ささ

やかながらも地域との結び付きを深めることができれ

ばと思っています。 

同窓会からは毎年協賛を頂き感謝しております。今後

もご支援、よろしくお願 いいたします。 

 参考 HP http://science.shinshu-u.ac.jp/~shizen/ 

 

熱く、暑く燃えた地質科学科の「大巡検」 −中国・四国地方

地質見学旅行                     大塚 勉 

 ８月 26 日から９月 1 日までの１週間、松本を貸し切

りバスで出発し、鳥取県、岡山、松山、高知、室戸岬、

淡路島と回ってきました。これは、地質科学科３年次の

必修の実習ですが、各地の風物に触れられるという非日

常性に満ちた１週間です。あらかじめ、何日にもわたり

予習を行い、資料を作り、本番に備えました。学習会の

実施や資料作成はもちろんのこと、宿の予約、会計（け

っこう多額になる）、保険まで、全て学生たちが手分け

して担当し、実施にこぎ着けました。なかなかお得な宿

を見つけてくるものです。 

 今回の巡検の主な目的は、西南日本の地質構造の基本

を体験的に学ぶということです。授業で学んではいる

（はず？）ですが、やはり実際に露頭を見て、石をハン

マーでたたいて納得でき、身に付くものです。 

 期間中はほとんど晴れ続けました。夏の日差しの下で

露頭を観察した後、「ああオアシス！」と冷房のきいた

バスに駆け込むことの繰り返しでした。それにしても、

高知の海岸の「真夏度」は半端ではなかった。大型バス

にとって、けっこうたいへんな道にも入ってもらいまし

た。エムラインの運転手さんには感謝です。 

 途中、高知県越智町の「横倉山自然と森の博物館」を

見学しました。この博物館は、安藤忠雄氏設計の博物館

ということで有名です。ここでは、地質学科卒業生（8

Ｓ）の安井敏夫さんが学芸員として勤務されています。

館内の説明の後、我が国の古生代に関する重要な研究が

展開されてきている横倉山の露頭を、大汗をかきつつ案

内していただきました。先輩がここでもがんばっている

ということを知ると誇らしい気分でした。 

 ところで、大巡検の費用は、基本的に学生の負担によらざ

るを得ないのが実情です。そのような中、毎回いただいてい

る理学部同窓会からの助成金は大きな助けになります。地

質科学科では、野外で学ぶことを今後も重視してゆく方針

です。そのとき発生する学生の経済的負担を軽減する同窓

会からの援助には、この場をお借りして感謝申し上げます。

西陽ぎらぎらの淡路島の海岸で、元気いっぱいの大巡検参

加者の集合写真ご覧下さい。 



 

北アルプスにおける卒業研究調査中の落石死亡事故につ

いてのお詫びと、今後の安全確保策について 

       地質科学教室 学科長    森清  寿郎 

  

8 月 4 日（土）14 時 40 分頃、北アルプス前穂高岳東

斜面Ａ沢の 2800m 付近において、地質科学科 4 年生の相

馬正宏さんが落石を頭部に受けて脳挫傷で死亡すると

いう事故が発生しました。この事故は、地質科学科教員

1 名が引率し、地質科学科 4 年生の学生 5 名が参加した

卒業研究の地質調査中に起きました。地質科学科教職員

一同は、亡くなられた相馬正宏さんのご冥福をお祈りし、

ご遺族の方々に心からの哀悼の意を表すとともにお詫

び申し上げます。今回の事故が卒業研究という正課中に

生じたことに対し、教室の責任を痛感し、厳しく反省を

しています。また調査に同行した 4 人の学生にも、肉体

的・精神的に多大な痛苦を与えてしまい、そのご家族に

もご心労をおかけしましたことに対して、深くお詫び申

し上げます。 

 

 地質科学科は、学生の生命・安全を守るということを

第一義的なものと考え、このような事故を二度と起こさ

ないために、事故発生の根本要因の解明、教室の教育指

導体制全般の見直し、を全力で進めています。2007 年

度末までには、検討結果を報告書として公表する所存で

す。今後の同様な事故の発生を防ぐため、当面、次のよ

うな方策をとることにしました。 

 

Ａ 急峻な山岳地を調査するときには、山岳地調査に熟 

練した者複数を含むパーテイ構成とし、「一人での

判断」を避けるようにする。   

Ｂ 教室の教育指導体制を改善する 

①卒業要件科目の一つである卒論、修論の野外調査の

ガイドラインを調査地域の特性（急峻な高山地域、

里山、平地、湖沼、険しい海岸など）ごとに明文化

する。 

②「安全確認チェックリストを含んだ野外調査届け」

を調査に行くたびに提出することを義務付ける。

（卒研生・修論生が野外調査にでかける日時や行程、

場所を研究室ごとに確認していたものを、教室とし

て把握するよう改善し、届けの提出を義務付けるこ

ととしました。これにより、実施される野外調査の

詳細は全教員が知るところとなります。） 

③野外調査に際して、どのような危険が存在するかを

伝え、それへの対処法を解説した「野外調査におけ

る安全確保の手引き」を作成・配布し、安全教育を

行う。 

 

 以上、まだ具体的につめられていない部分もあります

が、今後、教室としての方策が固まり次第それを公表し、

真に安全な実験・実習を遂行できる教育体制を確立する

所存です。 

 

 

訃報 ―― 信州大学理学部の発展の歴史を築かれたお二人の

先生がお亡くなりになりました。心から哀悼の意を表すると共にお

二人の先生の業績を報告します。 

 

信州大学名誉教授 齋藤 素 先生は平成 19 年 4 月 22

日(日)午前 7時に永眠されました。ここにお知らせ致し

ます。 

齋藤先生は昭和33年10月信州大学文理学部講師に就

任され、昭和53年10月信州大学理学部教授に昇任され、

平成 5 年 3 月 31 日付けで、定年退職されると同時に、

信州大学名誉教授となられました。 

40 年余りの長い間、大学での教育・研究・管理運営に

携わってこられました。この間、昭和 41 年に文理学部

が改組され理学部が設立されましたが、そのときの先生

の尽力と努力により現在の数学科の基礎が作られまし

た。特に、図書館の管理運営、図書の充実には心を砕か

れ、多大な貢献をなされました。教育面では、温和な人

柄で多くの学生に慕われ、多数の数学研究者を教育界、

社会に送り出されました。 

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

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

数理・自然情報科学科元教官 松田 智充先生は平成

19 年 5 月 4 日（金）7 時に、永眠されました。ここにお

知らせ致します。 

松田先生は昭和 43 年信州大学理学部助手に就任され、

昭和 57 年信州大学理学部助教授に昇任されました。平

成 16 年 3 月 31 日付けで退官されるまでの 36 年間、先

生は大学において教育・研究・管理運営に携わってこら

れ、多くの学生・院生の指導を通して、学問のみならず、

人を慕う心、敬う心の持ち主を育てていただきました。 

また先生は退官前に、ご自身の発想・技術により冊子「多

面体の模型作り」の作成を手がけ、完成されました。こ

の遺産をもとにしたブース「多面体の模型作り」は、理

学部で行われる「信州自然誌科学館」の催しの中では人

気の企画となり、毎年訪れる親子、教員、学生に感動を

与え続けています。 

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

編集後記 

松本も今年はものすごく熱い夏でした。松本駅でも

「避暑に来たのに」というぼやきもよく聞かれました。 

九月に入って相当涼しくなりましたが、それでも「さ

すが松本夜は寒いくらい」と言う話はまだ出ません。 

松本駅と言えば、驚くほどきれいになり、とくに西口

の変化にはびっくりさせられます。 

年二回の会報発行も五年たち原稿の集まりも早めは

やめにしていただいています。その割には手順が向上し

ません。毎回のことですが、バタバタと夜の仕事でやっ

ています。 

会報としては、先生方の研究紹介や行事の報告と卒業

生の近況報告（仕事や暮らしなど）が中心的な内容であ

ろうと思います。ぜひ卒業生の皆さんご自分の近況をつ

づってお寄せ下さいますようお願いします。(森) 

 

8 月 4 日地質科学科の 4 年生が卒論調査中に落石により

死亡するという痛ましい事故がおきました。若い未来ある人の

命が失われることほど悲しく残念なことはありません。 

地質科学科から事故の概要と今後同様の事故が起こるこ

とを防止するための取り組みについてご報告いただきました。 

同窓会としても心よりご冥福をお祈りします。 


