
 

   

 

 

 

学部、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。また、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。卒業、修了も入学も人生の中では一つの「区切り」

でありますが、「到達点」であると同時に「出発点」でも

あります。政治が停滞し、経済にかげりが見られ、社会

にはいやな出来事も多い今日この頃ではありますが、こ

れまでに培った科学的な幅広い考え方を生かし、またさ

らに成長させて、新しい環境での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４年、毎度の事ながら、

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

るを得ないのははなはだ残念なことです。年々減り続け

る経常的な教育、研究経費について、本年度は教育に要

する経費を優先的に配分するという観点から予算を配分

することとしました。その結果、学生経費を除いた教員

個人へ渡る研究費は年間一人当り 10 万円ということに

なりました。外部資金が得られない教員はほとんど研究

ができない状況にあります。国からの運営費交付金が毎

年減額されることと運営費交付金の内の共通経費や競争

的側面を導入するための学長留置き資金をあまり減額し

ない（できない）ことによるしわ寄せが生じています。

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

に努力しております。「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

学と技術の発展と、その基盤となる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

術政策、教育政策には賛成できません。 

 また、法人化され、教職員の身分は公務員では無くな

ったのですが、公務員削減と同率の削減（2006年から５

年間で５％）が課せられており、今後３年余りで教員数

を５名減らさねばなりません。教育、研究活動、特に教

育面で質と量の水準を維持する、あるいは向上させると

いうことが難しくなりつつあります。将来的にはカリキ

ュラムの改訂、教員組織の改組を行わねばならないと考

え、検討、準備に入っています。一方で、３年後以降に

は、さらに大幅な公務員削減の話がもれ聞こえてきます。

おそらくそれに準じる国立大学の教員減らしを迫られる

ことになりましょう。また、国立大学法人の第二期の中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期目標計画の期間（平成 22 年から）には、さらに経費

削減と思いきった国立大学の統廃合ということももれ聞

こえて来ます。何年か前に日本海に面した大都市にある

国立大学の学長による「甲信越（北陸）大学」とでも言

うべき構想が某週刊誌に報じられたことがありましたの

で、長野県に唯一の国立大学であっても油断はできない

状況になることも、あり得ないことではありません。 

 さて、明るい出来事の一つとして、物理科学科宇宙線

観測研究グループの研究成果をご紹介したいと思います。

同グループでは、長年にわたって宇宙天気予報（太陽磁

気嵐の予報）を目指して、世界規模の宇宙線観測ネット

ワークの設置、観測研究を国際共同研究として続けてい

ます。2007年にタイ王国に観測設備が設置されたことを

機に、国際的科学学術誌である「Ｓｃｉｅｎｃｅ」誌に

研究成果が紹介されました。また、その後、タイ王国か

らは感謝状と記念証が贈られ、科学学術に理解の深いタ

イ王国の王女からグループのリーダーである宗像教授に

手渡されました。 

 今後の信州大学、とりわけ理学部の生き残りのために

は、社会貢献、地域貢献ということが重要な課題となっ

ております。平たく言えば、地域の住民から「おらが大

学」と思っていただけなければ、地方大学、特に基礎的

な理学部や人文学部の将来は危ういと思われます。昨年

夏にも理学部で開催しました「信州自然誌科学館」（本年

は“自然の彩”と銘打っております）は今回で７回目を

迎えましたが、理学部での教育、研究について地域の住

民、小中高生に知ってもらおうという趣旨の行事であり、

定着した感があります。さらに、社会貢献、地域貢献と

関連して、2007年度の理学部における出来事として、２

つの事業の実施について紹介させていただきます。 

 まず、「女子中高生の理系進路選択支援事業」として、

昨年８月に『信州大学 信州夏の学校「わたしもサイエン

ティスト！」』を実施しました。これは文部科学省からの

委託事業で、300万円ほどの経費支援を受けて、女子中

高生に対して、理系大学学部進学、科学者、研究者、技

術者といった理系の進路選択を進めるという趣旨のもの

です。公募しました女子中高生および保護者、教員を対

象に実験教室、講演会、野外実習などを行い、参加者か

らは好評でした。これは社会貢献であるとともに気長な

ことではありますが、多少は受験生確保につながること

が期待できるかと思います。 
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 このほか、2007年度から３年にわたる「自然環境診断

マイスター育成」事業がスタートしました。これも文部

科学省からの委託事業で「社会人の学び直しニーズ対応

教育推進プログラム」として採択され、毎年 1500万円

程度の予算がついたものです。短大、あるいは大学卒業

レベルの社会人を主な対象として、大学院学生、再チャ

レンジをめざす人も対象としています。事業のねらいと

しては、自然環境の「判別、生物多様性認識、保全策、

防災対策立案」等の能力を培い、自然環境教育、行政、

企業等に対して具体案を提言できる人材を育成する（「自

然環境マイスター」の資格を授与する）というものです。

教育内容としては、大学院レベルの基幹実習（地質科学、

生物科学、環境科学）を通して、自然現象の本質的理解

と多様な問題を解決するための強い意欲をもつ人材養成

をめざす、というものであります。第１期プログラムを

昨年の秋に実施し、引き続き第２期プログラムを実施中

です。 

 さて、受験生の減少や理科離れのため受験生、入学者

の確保は大きな課題となっていますが、理学部では、

2007年度入学者から地質科学科でＡＯ入試、物質循環学

科では推薦入試を導入しました。いずれも意欲のある入

学者を確保することが目的です。また、生物科学科では

面接での評価を重視した入試を実施しています。実際に

このような入試形態が効果のあるものであるかどうかの

判定は少なくとも数年後を待たねばなりません。しかし、

悠長なことを言ってもおれないので、2008年度からは数

理自然情報科学科でＡＯ入試を、物理科学科と化学科で

推薦入試を導入することになりました。また、受験生、

教員、保護者の方々に、理学部の教員の研究を通じて理

学部についての理解を深めていただくことを期待して、

全教員の研究紹介の冊子の編集、発行の作業を進めてい

ます。この冊子の発行については、理学部同窓会から格

別のご理解を賜り、その印刷、発行の費用をご提供いた

だけることとなりました。ここに厚く御礼を申し上げる

次第です。 

 数理自然情報科学科と生物科学科の中学教員教職課程

が認定され、2007年度入学生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。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

使命の一つであります。また、教員免許の更新制度が実

施されることとなり、教職の科目については教育学部が、

専門科目については教職課程を認定された大学、学部が、

免許更新のための講習会の責任を担うことが、一方的に

文部科学省から「お願い」という形で言い渡されました。

確かに周りを見渡せば、他にその責を担い得るところは

ないので、必然的なこととも思われますが、ほとんど丸

投げに近いのは、何ごとにつけてもこの国の常とは言い

ながら、やれやれまたかという気分にもなってしまいま

す。しかしながら、この講習会は現職の小中高の教員の

方々とのコミュニケーションの絶好の機会であることは

間違いないことなので、小中高の教員の方々にとっては

言うまでもなく、大学と教員にとっても、実りある講習

会のプログラムを準備しなければならないと思います。 

 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、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、2006年度に発足した「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。

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し、また、「山岳科

学総合研究所」のメンバーとして、信州に根ざした研究、

地域貢献の発展に努力する所存です。 

 昨年夏には、卒業研究のための調査中の学生が北アル

プスにおいて落石事故で亡くなるという悲しい出来事が

ありました。正課中の学生の事故死は非常に残念であり、

痛恨の極みと言わねばなりません。この痛ましい事故を

教訓として、野外調査にとどまらず、室内の実験、実習

も含めて、再点検、再検討を行い、問題点を洗い出し、

一層の安全教育の徹底、安全管理、危機管理体制の強化

を図りました。 

 最後にこの３月末で４年間の任期を終えるに当たり、

この間のご支援、ご指導に深く感謝いたします。４月か

らは物理科学科武田三男教授が３年間の学部長の任に着

きます。ご承知のように武田氏は理学部の卒業生でもあ

ります。武田氏が難局を乗り越え、母校のさらなる発展

を進めることを大いに期待しており、私も１教員として

微力を尽くしたいと思っております。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学内、学外と

もにますます重要になってきておりますが、法人化の中

では、現実はひじょうに厳しいものがあります。各界で

ご活躍の同窓生の皆様の一層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。 

 

 

 

諏訪湖では2月はじめに

は2年ぶりの御神渡りが

ありました。前回よりも

少し大きなものとなりま

した。 

現在の諏訪湖の様子は

山地水のﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞから 

http://www.water.shinshu

-u.ac.jp/aoko/index.html 

見ることができます。 

 

 

砥川河口付近の二之御神渡り  写真提供（山地水）宮原准教授 



 

 

 

卒業生の皆さん、修了生の皆さん、新しい出発本当に

おめでとうございます。若い皆さんを同窓会の仲間とし

てお迎えできますこと、心からうれしく思います。 

 新入生の皆さんは、ここ松本の地で青春時代の最も輝

く時を過ごされることになります。松本という街は豊か

な自然・風土・文化に囲まれている街です。物事のすじ

みちを立てて考えを深めるには優れた土地、学問・研究

を進めるにふさわしい環境にある街といえます。大学を

とりまく一つ一つが皆さんの確実な成長を助けるものに

なると思います。 

 保護者の皆さん、心よりお喜び申し上げます。お子さ

んが大人への大きな一歩を踏み出される日を迎えられた

喜びはいかばかりのものかと推察申し上げます。 

 

 21世紀に入る10年前ころから、日本は長期不況の中

にあり出口が見えないこともあり、暗い話題も少なくあ

りませんでした。一方、21世紀については戦争の20世

紀から平和の 21 世紀への希望が語られ、そのための人

間としての努力の方向が強く語られていました。実際21

世紀に入った今日、前進・後退はあるものの平和への動

きが強まっていると思えます。核兵器・食糧問題・環境

問題など「地球人」としての問題意識の共有は急速に拡

がっていますし、人間の権利、互いを尊重する課題も女

性と子どもを先頭に進んでいます。ところが、くらしも

よくなっていくものと誰もが思っていましたが、考えも

しなかった「貧困」という事態が 21 世紀の日本で今日

現実問題となってきました。節約しよう、贅沢はやめよ

うという話なら日本はあまりに消費社会になっているの

でよくわかる話ですが、大量の食料が廃棄されているこ

とが時折報じられ、グルメと“大食い”の番組が毎晩の

ように流されている中、「餓死」ということさえ起きると

いう日本はどういう国になったのかと思ってしまいます。 

 階層格差が広がり、違法な働かせ方が横行しています。

正に人為的貧困というべきものが作られています。奨学

金の枠が十分でなく、進学をあきらめる子どももいます。

また大学院を終了し博士号をとっても奨学金の借金をか

かえ、ポスドク3年に採用されれば良いほうです。大学

の予算の削減による皺寄せは削りやすいところに集中す

るため研究費の減少は目をおおうばかりです。 

 これらの貧しさの原因は何なのでしょうか。高齢化社

会を大きな理由にしていますが、本当に「そう」なので

しょうか。 

 ここで思考回路が閉塞し始めます。考えることが多岐

でどのすじが本筋か見えにくいことによりますが、もと

もと、これらの話をつなぎうめる情報が少ないことにあ

ります。 

 近頃「何故だと問うこと」がうんと減った気がして「そ

れは何故だ」と考えてしまうことがあります。ものを考

えるにあたって「何故だ」と問うことから始まると思っ 

 

 

 

ていても、情報が氾濫する中で「何故」と思う間もなく

「答」が見えるのが当たり前になってきていますし、「何

故」そのものがテレビ画面の中から現れて、「これかな」

「あれかな」考える道順も示され「答」も付いて来ると

いうことに馴れて来ているのではないかと思いあたりま

す。「何故」から「答」までがよく作られた物語りのよう

になっていて、その中に埋め込まれている嘘を見抜けな

くなっている気もします。 

 電卓を使っていると簡単な計算も暗算でやらない自分

になっていたり、パソコンで文を作っていると、どんど

ん漢字を忘れていくのがわかります。「何故」と考える前

に「何故」を探すことから離れているということにも気

づかされます。そのことは、直感的に「おかしい」と思

う力が鈍くなっていることと同じではないかと愕然とし

ます。 

 さらに、「何故」の追求に必要なのは人とのコミュニケ

ーションです。人と話して「何故」を共有して互いの考

えを引き出すことで、新しい展開があったり、「それ」が

話題でなくとも何気ない会話や別のテーマの話の中に解

決の糸口があったりするものです。今まともに人と論じ

合う機会がうんと減っている気がします。 

 大学で学ぶということはそれぞれの専門を見つけて深

めていくことですが、その中で他者との関係を重視して

ほしいと思います。そして、自分の学ぶ課題のほかに、

もう一つサブの課題を持つことをお勧めします。サブの

深まりが、専門の手法の弱点を見つけることに役立った

り、壁を越える力をつけたりします。それは自分の中で

の対話を具体化します。 

 もともと人間は集団で社会を作って生きていくもので

す。今は人と深く交わることを意識的にしないと「一人

でも生きていける」と錯覚してしまう時代です。多くの

人との交わりがある方がより豊かな人生となるに違いあ

りません。大学はそうした場でもあると思います。 

大学での研究と学びはどの分野も「人のため」「社会のた

め」になるものです。とりわけ理学部のそれは、直接的

に「すぐ役に立つ」というものもありますが、多くはそ

の研究の一つ一つが学問の体系を整理して完成をめざし

それがいつか社会の発展とともに利用されていくという

面が強いものです。だからこそ、人間や社会との関係を

自分の中でつかんでおくことが大切です。地球上で起き

ていること、身近な社会の中で起きていることに対して

の判断基準は日頃の「研究」スタイル「学び」の姿勢と

無関係ではありません。「おかしい」社会を変えていくこ

とは一人の力でできるものではありませんが、「真理」を

求める多くの力がそれを可能にしていきます。 

 同窓会は信州大学理学部が、いっそうより良い学問の

場として発展できますよう微力ながら努力を重ねてまい

りたいと思います。ともに学び合おうではありませんか。 

 

                       
                    会      長      挨      拶                  森    淳 



 

 

 

 

 

 

研  究  紹  介   

数理・自然情報科学科 井上和行 

 

 同窓会報に一文を寄せる機会を戴きましたので若い頃

を振り返り，今もこだわり続けている「何とか数学を分

りたい！」という思いの一端を披露したいと思います。 

 私が滋賀県の高校を卒業して京都大学理学部に入学し

たのは 1964年のことです。最初の２年間は教養部で過

ごし，進むべき学問分野を模索しながら，数学・物理学・

化学の授業を満遍なく履修していました。後に物理学科

や化学科に進んだ同級生と２人組になり，悪戦苦闘して

数学の演習問題を解き，実験にも取り組みました。デー

タ処理と正規分布論との結びつきには驚きましたが，他

方で「なぜ正規分布なのか」という疑問に後々までもこ

だわり続けることになりました。このこだわりから数学

科に進級しましたが，４年生後期のゼミでは，大学院生

の助けを借りて同級生５人で「確率論」（ヌブ著）の英語

版や「位相解析の基礎」（吉田耕作等・共著）を輪読しま

した。高い問題意識をもった同級生たちから刺激を受け

て，研究者の道を目指す気持ちが高まりました。 

 大学院は大阪大学の理学研究科修士課程数学専攻に進

み，池田信行教授の指導を受けました。最初のゼミでは

「超関数の理論」（第４巻，ゲルファント・ヴィレンキン

共著）を読み，超関数空間の上で実現される確率超過程

の理論を学びました。修士２年のときには大阪大学でも

大学紛争が勃発して，理学部校舎は中核派学生によって

半年間封鎖され授業もゼミもできなくなりました。その

状況の中で私も「大学とは何であり何であるべきか」を

真剣に考え行動していましたが，あるとき先生から「こ

の前に尋ねた数学の問題は解けたか？」と言われてはっ

と我に返りました。先生は「どんなときでも，周りの状

況に流されず自律的に研究課題に取り組まなきゃダメ

だ」と一喝されたのです。 

 結局，大学紛争の時期にも京都大学で定期的に行われ

ていた関西確率論セミナーで，何回か話を丁寧に聴いて

もらうことができ，奇数次元径数ブラウン運動の多重マ

ルコフ性を扱ったソ連の研究者の論文にヒントを得て，

「正規確率場の多重マルコフ性を再生核ヒルベルト空間

の多重調和性の視点で記述する」という趣旨で修士論文

を仕上げることができました。これは，機動隊による封

鎖解除後３ヶ月ほどの突貫作業でした。確率場の分布は

無限次元確率測度として与えられますが，引き続きそれ

らの関係を探る課題に取り組みました。そして高階楕円

型偏微分作用素で記述される多重マルコフ正規確率場に

ついて，「多変数連続関数空間上の確率測度間の絶対連続

性判定条件」を発見することができました。また 1986

年には信州大学への就職 16 年目にして「正規確率場を

増分の条件付独立性の視点で特徴付ける問題」に取り組

み博士号を取得し，ようやく頭の上を覆う霧が晴れまし

た。 

 その後は，正規確率場という制約を離れて，より広く

無限分解可能確率場に関する研究に取り組みました。こ

こで無限分解可能分布は，独立増分過程すなわち加法過

程の理論に対応します。特に正規分布は，時間的に一様

な連続型加法過程であるブラウン運動に対応し，確率論

ではまさに中心的な役割を担っています。しかしブラウ

ン運動の枠組みではポアソン過程のような不連続型の確

率過程を記述するのに限界があります。私のこれまでの

取り組みで小さな前進はありましたが，自分自身が掲げ

た目標からすれば南極の海で氷を割って進む砕氷船の歩

みのようです。退職を３年後に控えた今は，2006年に数

理・自然情報科学科に設置されたバーチャル組織「信州

数理科学研究センター」が発展することにより，「数学も

分りたいし物理や化学も分りたいという，向学心旺盛な

学生の要求をかなえる推進力になればいいな」と密かに

夢見ています。 

 

素粒子物理学の大きな変革期  

物理科学科 長谷川庸司  

 

 皆さんも、いろいろなきっかけから、理学部を進学先

に選んだことと思います。  

 私のきっかけは、科学雑誌でした。私が中学生から高

校生の頃に、いわゆる自然科学雑誌（以下、「科学」は「自

然科学」を意味します）の創刊ブームが起き、中高生に

も分かる敷居の低い一般向けの科学雑誌が沢山創刊され

ました。   

そこでは、美しい写真やイラストなどをふんだんに用い

て、物理、化学、生物などの幅広い分野の最新の科学が

解説されていました。雑誌を読むにつれて、世界の成立

ちの不思議さ、美しさ、素晴らしさや、未解明の問題へ

の科学者の 取組みなどに憧れを持つようになりました。

それ以前から科学には興味があったのですが、幸か不幸

かこのブームにのせられて、将来は科学を勉強したいと

強く思うようになり、特に、素粒子の世界に興味を強く

惹かれるようになりました。「三つ子（ではありませんで

したが）の魂百まで」で、幸いなことに、大学、大学院

を通して物理学、素粒子物理学を専攻することになり、

現在に至っています。信州大学には、2000 年の 4 月に

赴任しました。 

 素粒子の世界を研究する学問は、「素粒子物理学」ある

いは「高エネルギー物理学」と呼ばれていて、もの（物

質）を形作る最小要素とそれらの間に働く力（相互作用）

を解明する学問です。物質を分割して行き着く先の探索

は、古代ギリシア時代からの人類の大きな哲学的・科学

的研究テーマの一つです。物理学の研究は大きく理論的

研究と実験的研究に分けられますが、私の研究分野は「粒

子加速器を用いた素粒子物理学の実験的研究」です。実

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。 



験的研究なので、最小要素を「見」て調べる必要があり

ます。ものを「見る」とは、「見たいもの（対象物）にも

のをぶつけて、その跳ね返りや、ぶつけてできた『破片』

の様子を調べる」ことに言い替えられます。例えば、光

学顕微鏡や電子顕微鏡を用いて小さなものを見るには、

光や電子をものに当て、それらが散乱される様子から、

ものの形を「見」ます。光学顕微鏡より電子顕微鏡を使

うとより小さなものまで見られるのは、ぶつける粒子（光

や電子）のエネルギーが電子の方が高く、量子力学によ

れば、「エネルギーが高い」ことは「小さいものを見る」

のと同義であるためです。では、電子顕微鏡で見られな

いより小さなものを見るにはどうすればよいのでしょう

か。そこで素粒子の世界を「見る」ための「顕微鏡」で

ある、粒子加速器の登場になります。粒子加速器は、電

荷を持った粒子（電子、陽子やそれらの反粒子など）を

加速し、高いエネルギーを与え、それを対象物にぶつけ

ます。衝突から出てくる粒子を詳しく調べることにより、

素粒子の世界で起こった出来事を「見る」ことができま

す。これが、「高エネルギー」物理学と呼ばれる所以です。

衝突から出てくる粒子は放射線で、「目で見る」ことがで

きないため、「目」に代わる専用の測定器が必要になりま

す。 

 加速器によって分かってきた素粒子の世界とはどのよ

うなものなのでしょうか。現在確かめられている物質の

最小要素は、クォークとレプトンです。例えば、陽子や

中性子はクォーク３つからできています。電子はレプト

ンの仲間です。  

 クォークやレプトンの間に働く力には、強い力、弱い

力、電磁気力、重力の４種類があります。電磁気力と重

力は皆さんもお馴染みの力です。強い力は陽子と中性子

をつなぎ止めて原子核を形作っている力です。弱い力は、

放射性同位元素をβ崩壊させるような力です。この二つ

は、素粒子の世界でしか力が及びません。逆に、重力は、

素粒子の世界で他の３つの力と比べて極めて弱く、無視

できます。さらに、「なぜ物質には質量があるのか」を説

明するものとして、素粒子の質量の起源となるヒッグス

粒子があります。これらの物質を構成する粒子、３種類

の力、ヒッグス粒子をまとめて説明する理論の枠組を「標

準理論」と呼びます。過去 30 年以上、実験による標準

理論の検証が行われてきました。驚くべきことに、標準

理論は全ての実験結果を矛盾なく説明し、理論の綻びが

見つかっていません。私が中学生の頃に科学雑誌で読ん

だ素粒子の世界と、基本的には何も変わっていないので

す！  

 これだけ長期間の実験検証に堪えてきた標準理論です

が、不満がない訳ではありません。最大の不満は、理論

の中で非常に重要な働きをしているヒッグス粒子が未発

見なことです。さらに、標準理論は実験結果をうまく説

明すると言っても、理論からは決められないパラメータ

が多いということも不満の一つです。  

 他にも理由がありますが、ここでは挙げません。それ

らを克服するために、理論研究者により標準理論を超え

る理論（標準理論を包括するような大きな枠組の理論）

が考えらています。標準理論を超える理論にでは、沢山

の新しい粒子が現れたり、ブラックホールができたりす

ると予言されています。 

 ヒッグス粒子が発見されないのは、加速器の能力が足

りず、ヒッグス粒子を作り出せなかったためと考えられ

ています。そこで、能力を上げた加速器を建設し、ヒッ

グス粒子探索を行う実験が今年から始まります。ジュネ

ーブ近郊、欧州合同原子核研究機関(CERN)に建設され

ている大型ハドロン衝突型加速器(Large Hadron 

Collider; LHC)による実験です。ちなみに、World Wide 

Web（www）はCERNで発明されました。これは、測

定器から得られる大量のデータを研究者の間で共有しや

すい方法はないか、という必要に迫られて発明されたも

のです。この発明が私たちの生活を一変させたことは、

皆さんご存じと思います。閑話休題、LHCは、円周27km

（山手線とほぼ同じ）、地下約 100m のトンネル内に設

置され、反対方向に加速しされた陽子同士を正面衝突さ

せます。加速能力は、現在稼働中の最大の加速器の7倍

以上です。  

 LHC により陽子同士が正面衝突した際の現象を「見

る」測定装置の一つが、私が参加しているATLAS実験

です。標準理論が破綻しないためには、LHC/ATLAS実

験でヒッグス粒子が見つからなければなりません。

ATLAS 実験では、未発見のヒッグス粒子や新粒子の探

索の他にも、標準理論のより精密な検証など、今までの

加速器実験ではできなかった研究が可能になります。こ

の実験で得られる 新しい沢山の知見は、私たちを過去

30数年の長きに渡った標準理論の軛（枠組）から解き放

つに違いありません。素粒子物理学は新たな段階に進む

ことになるのです。私は、大学院を修了してから 10 年

以上、ATLAS 実験の計画段階から参加し、測定器の一

部の設計、シミュレーションによる性能評価、建設に携

わっています。実験準備は大詰めで、いよいよ今年実験

が始まるのです！このような素粒子物理学の大変革にリ

アルタイムで寄与できることは、大変幸運なことだと思

います。データを蓄積し、結果が出るのは、もう少し先

になると思いますが、皆さんも新しい素粒子の世界像を

楽しみにしていてください。（我こそは、と思う物理科学

科の在学生の皆さんは、この実験に参加することもでき

ます！）  

 科学雑誌創刊ブームの後、バブル期や「失われた 10

年」の影響があったためか、世の中の理科離れ・科学離

れが進行し、今ではその多くが休刊・廃刊となりました。

科学の教育・研究を生業とする身には大変残念に思いま

す。私自身の研究を追求することももちろんですが、こ

れから起こるであろう素粒子物理学の大変革の様子を、

できるだけ沢山の人たちにを伝えたいと思っています。

これにより、若い世代の人たちが科学を志すきっかけに

なれば幸いです。かつて、私が科学雑誌から科学の面白

さを知り、素粒子物理学を志すようになったように。      

おしまい。 



 

 不飽和７員環化合物（ヒノキチオール）の化学 
                 化学科 藤森邦秀 

 

 私が理学部化学科にお世話になるようになったのが

1967年，文理学部が発展的に改組して理学部が発足した

のが 1966年ですから，まさに理学部の歴史と共に歩ん

で来たことになります。長い間には大学の教育・研究環

境に大きな影響を与える出来事がいくつかありましたが，

有機合成化学分野のトロポノイドおよびアズレノイドに

関する研究を，非力ながら現在まで続けることができま

した。この研究テーマを選択することになったきっかけ

は，日本の一化学者が世界に先駆けて，不飽和七員環構

造の化合物を自然界から見つけたことにあります。その

化学者とは野副（のぞえ）鐵男博士であり，文化勲章を

56才の若さで受賞された世界的な有機化学者です。野副

博士が「世界的な有機化学者」と評されるに至った所以

は，セレンディピティー（serendipity）とも言える人生

のドラマにあります。そのことをかいつまんで紹介し，

この会報投稿の責務を果させて頂きます。 

 野副博士は 1902年に仙台に生まれ，多くの著名な化

学者がそうであったように，少年時代から化学に興味を

持ち，家の土蔵の一部を実験室替わりにして化学実験を

楽しんだそうです。東北帝国大学理学部化学科を卒業し，

大学院に進むことを希望しましたが，恩師である眞島利

行教授（漆成分の研究で文化勲章，後の大阪帝国大学総

長）の勧めで，眞島研究室の副手（有給）となって残り，

有機化学者としての第一歩を踏み出しました。間もなく，

当時日本の統治下にあった台湾で台北帝国大学が開学す

ることになり，その準備要員として台湾総督府中央研究

所の加福均三博士のもとに赴任することになります。赴

任して最初に言われたことは「君は大学出だから研究は

自分でやりなさい。やるからには独創的なことをやりな

さい。」さらに「飲むこと，遊ぶことは私が教えてあげま

す。」だったそうです。台湾では，特産の樟脳油の副産物

であるリナロールという化合物の研究を最初に手掛けま

した。また，台湾は熱帯地域特有の植物が繁茂し，その

精油成分の研究は手つかずの部分が多く，純粋化学を志

すものにとっては魅力あるテーマが沢山ありました。特

に，樹齢３千年を越えるタイワンヒノキが重要な林産資

源になっていました。その後，野副博士は新設の台北帝

国大学助教授となり，加福教授のもとでタイワンヒノキ

の精油成分の研究をすることになりました。加福教授は

他の職も兼務する大変忙しい人で，週に１回講義のため

に顔を出す程度で，最初に言われたとおり，すべて一人

で研究を進めることになります。当初，タイワンヒノキ

の葉の精油成分の研究を手掛けますが，根株の精油の酸

性成分に興味を引かれるようになりました。文献を調べ

てみると，この精油のフェノール性物質（C10H16O2）は

塩化鉄(Ⅲ)で赤色を呈し，ヒノキチンという暗赤色の結

晶（融点251℃；C30H34O10）を与えるとありました。し

かし，この記述に疑問を持ち，ヒノキチンの構造を調べ

てみることにしました。扁柏油を採取し，その中から微

量のヒノキチンを分取してエーテルに溶かしアルカリと

振ると，赤色は消えて，もやもやとした黄褐色のコロイ

ド状物質を生じ，これに酸を加えると再びエーテル層は

赤色になり，ヒノキチンの結晶が析出しました。このコ

ロイド状の物質を遠心分離（当時は手廻し）して調べた

ところ，水酸化鉄(Ⅲ)であることが分かりました。水酸

化鉄(Ⅲ)の沈殿を完全に除いてから酸性にすると，

C10H12O2という極めて簡単な組成の一塩基酸が得られ，

ヒノキチオールと命名して日本化学会欧文誌に発表しま

した（1936）。このようにして，ヒノキチンの正しい組

成はヒノキチオールの第二鉄錯体C30H33O6Feであるこ

とがはっきりしました。当時有機配位子の金属錯体の研

究はほとんどなく，有機溶媒に溶け昇華する性質のヒノ

キチンに鉄が入っていることが見逃されたのも無理がな

かったのです。 

 ヒノキチオールはイソプロピル基を有しており，２個

の酸素のうち１個はエノール性水酸基，もう１個は不活

性のカルボニル基であると考えました。また，中性の金

属錯体を与えることから，アセチルアセトンのようなβ-

ジケトンまたはα-ジケトンのエノール型の部分構造の

いろいろな構造式を考えてみました。しかしながら，ど

れもヒノキチオールの構造式としてふさわしいものがな

く，最後に不飽和七員環状のα-エノロンの構造式を考え

ましたが，最初のうちはこんなものが安定で自然界に存

在するはずがないと無視しました。これこそがその後の

野副博士の500編にものぼるトロポロン研究の第１歩と

なったのです。 

 ヒノキチオールが濃硫酸や濃アルカリ中で 300℃でも

安定なことがどうしても説明できずに困っていましたが，

たまたま入手出来たPauling の“Nature of 

the Chemical Bond”の著書（1940年出版）を読んでい

るうちに，ヒノキチオールは分子内水素結合をもつ共役

によって安定化した新しいタイプの芳香族化合物 

 
であろうということが頭にひらめきました(現在では A

と B の高速互変異性であることが知られている)。しか

しながら，その頃になると日本は戦時体制下に入り，海

外からの情報も途絶え，戦争の激化に伴ってそれまでの

ような基礎研究は全く出来なくなりました。さらに，本

国との連絡も取れなくなり，研究発表の機会も全くなく

なりました。1945年ようやく終戦になり，台湾は中国に

復帰し，台北帝国大学は中華民国国立台湾大学となりま

した。たまたま新しい大学の責任者には日本の学位を持

っている人が複数いて理解があり，台湾に残って復興に

協力するよう強く求められました。そんなわけで研究を

続けることはできましたが，強い日本引き揚げの要請に

も関わらず大学側の許可はおりませんでした。やっと許



可がおりて日本に帰国できたのは 1948年 6月のことで

す。帰国はできたものの，日本は敗戦の廃虚の中で研究

を再開できる環境にはありませんでした。恩師である眞

島博士はそのことを憂え，学会誌の復刊など日本の学術

研究の復興に奔走しました。復刊した学会誌には野副博

士の台湾でのヒノキチオールの一連の研究成果が掲載さ

れ，意気消沈していた日本の研究者に勇気と刺激を与え

ることになりました。 

 一方，世界に目を向けると，新しい潮流が生まれつつ

ありました。1929 年にイギリスの細菌学者 Fleming

（1945年ノーベル医学・生理学賞）によって青カビの培

養液からペニシリンが発見されたのをきっかけに，微生

物代謝物の研究が盛んになって次々と抗生物質が見つけ

られました。そんな中で青カビの一種からスチピタチン

酸という化合物が見つけられましたが，その構造式は不

明のままでした。1945年にイギリスのRobinson卿（ア

ルカロイド研究で 1947年ノーベル化学賞）の呼びかけ

でペニシリンシンポジウムが開かれ，スチピタチン酸の

構造が議論されたとき，オックスフォード大学のDewar

が不飽和七員環の構造式を与えれば実験結果をうまく説

明できるとし，その化合物の母体となる新しい芳香族の

骨格を「トロポロン」と呼ぶことを提唱しました。さら

に彼は，それまでコルヒチン（イヌサフランのアルカロ

イドで痛風の特効薬）に与えられていた構造は誤りで，

トロポロン骨格を含む新しい構造であることを Nature

に発表しました。このことは，かつてドイツの Kekuĕ

がベンゼンの構造を提唱したときに匹敵するくらい化学

者の注目を集めました。そして自然界における不飽和七

員環構造の化合物の検索とトロポロン骨格の合成に，有

機化学者の最大の関心が向けられることになりました。

スウェーデンの Erdtmanはヒノキ科に属するニオイヒ

バの心材から C10H12O2の分子式をもつ３種の異性体

を単離し，それぞれにα-，β-，γ-ツヤプリシンと命名

しました。さらに彼は，その一つのβ-ツヤプリシンは，

自分より８年も前に日本の野副博士により発見されたヒ

ノキチオールと同一の物であることをロンドンの研究会

で報告したのです。このことは世界中の知られるところ

となり，J. W. Cook，A. R. Todd(1957年ノーベル化学賞)

らの代表的化学者達に賞賛をもって迎えられ，野副博士

は化学界（トロポノイド化学）の第一線に一躍名前を列

ねることになりました。その後の野副博士の活躍は目覚

ましく，世界の期待通り化学界に多大な足跡を残すこと

となります。 

 少々長くなってしまいましたが，第２次世界大戦の混

乱期に東洋の片隅の台湾で生まれた野副博士の一研究が，

敗戦国日本と言うことで無視されることもなく，J. W. 

CookやErdtmanといった紳士的な科学者のフェアプレ

イによって世界に認められていったことに深い感慨を覚

えざるを得ません。 

 ヒノキチオールには強い抗菌性があり，かつて結核の

治療薬としても注目されましたが，1944年ストレプトマ

イシンの抗生物質の出現によって，日の目を見ることな

く終わりました。しかし最近，小児結核，老人性結核や

病院内感染が問題になっており，抗生物質のような副作

用，耐性菌の問題のないヒノキチオールに目が向けられ

ようとしているのも，この化合物の奥深さを感じさせま

す。 

 

研 究 紹 介         生体生物学講座 久保浩義  

 

 信州大学の理学部に赴任して以来ちょうど２０年がた

ちました。自分ではあっという間に過ぎたように感じま

すが、周囲を見回してみると、理学部の建物も教員も赴

任した時とはずいぶん変わってしまっており、時間の経

過をつくづくと感じます。学生時代は、糸状菌の形態形

成をテーマに研究をおこなっておりましたが、こちらへ

赴任してからは、生理学研究室の安田先生、野末先生の

もとで植物色素のアントシアニンの蓄積に関する研究を

始めました。当時、植物科学でも研究の流れは生理生化

学的なものから分子生物学的なものへと移り変わってお

り、アントシアニン合成に関わる遺伝子も続々と同定さ

れておりました。このような状況で研究をすすめていく

には、分子生物学的手法が不可欠ということで、分子生

物学的な研究をおこなう基盤を導入すべく、赴任そうそ

う京都府立大学に内地研究に、さらに数年後にはオラン

ダのワーヘニンゲン大学へも在外研究に行かさせていた

だきました。ワーヘニンゲン大学では、コールニーフ教

授の研究室で、モデル植物であるシロイヌナズナを用い

た分子遺伝学の研究を始めました。このような勉強をす

る機会をいただいたおかげで、新しい研究方向もなんと

か見出すことができました。 

 現在は、シロイヌナズナを材料として、アントシアニ

ンなどの二次代謝化合物の合成に関わる遺伝子や、アン

トシアニンをいつどこで作るかを決めている調節遺伝子

の研究をおこなっております。花の色素であるアントシ

アニンをあつかっているといっても、材料のシロイヌナ

ズナは、どこにでも生えているような雑草で、華やかさ

はありません。しかし、シロイヌナズナでアントシアニ

ン合成に関するしくみを明らかにし、それを他の植物に

応用できればと思っています。特に興味を持って研究を

すすめているのは、オランダにいたときにクローニング

した ANTHOCYANINLESS2（ANL2）と呼んでいる

ホメオボックス遺伝子の働きを明らかにすることです。

ホメオボックス遺伝子は一般的に動植物の形態形成に重

要な働きをしていることでよく知られていますが、アン

トシアニンの蓄積に影響をおよぼすホメオボックス遺伝

子の報告はこれが初めてでした。ANL2遺伝子の働きと

しては、アントシアニンがどの組織に蓄積するかを決定

しているという可能性が考えられます。サツマイモやハ

ツカダイコンなどを見ればわかるように、アントシアニ

ンは、ふつう表皮組織または表皮直下の組織にのみ蓄積

し、内部の組織には蓄積しません。例外的に内部も赤く

なるサツマイモや赤カブなどもありますが、これらはど

の組織にアントシアニンを蓄積するかを決めているしく



みに変化がおこったものと考えることができるでしょう。

このようなアントシアニン蓄積の組織特異性を決めてい

るしくみはまだわかっていませんが、ANL2が重要な働

きをしているのではないかと考え研究をすすめています。

また、シロイヌナズナでは、全ゲノム塩基配列が決定さ

れていますが、その塩基配列情報をもとに、アントシア

ニン合成に関係した遺伝子とよく似ているけれども機能

がまだわからない遺伝子が多数見つかっています。それ

らの遺伝子の機能を調べることで、なにか新しい代謝反

応が見つからないかと期待し、実験をおこなっています。

その他にもいろいろやってみたいことはたくさんあり、

最近では、むかし扱っていたカビなどにも手を出してみ

たりしています。スズメの涙ほどの研究費ではなかなか

思うようにはいきませんが、おもしろい研究ができれば

と、日々実験台に向かっております。最後になりました

が、同窓生の皆様方のご健康とご活躍をお祈りいたして

おります。 

 

堆積学からみた自然環境と人間 

             物質循環学科   村越直美 

 

堆積学と私たちの生活 

 私が専門として研究している分野は

堆積学といいます.地球科学の分野の

ひとつで，地形・堆積物・地層の形成・

発達プロセスを研究しています．多く

の方にはなじみのない学問分野だと思

われますが，じつは私たちの生活とは非常に密接に関連

した学問分野なのです． 

 もっとも基本的なことからいえば，私たちが暮らして

いる「地面」，地面がなけりゃあ住む所がありませんね．

地面は堆積物からできてきます．川が運んだ土砂，海に

堆積した土砂が地面の中身ですから，まさに「堆積物」

の上に生活しているのです．もっといえば私たちの生活

に無くてはならない「石油」．これ無くしては私たちの日

常生活はもはやなり立ちません．石油も石油を胚胎する

地層も堆積物（図1）． 

図 1 新潟油田の模式地下断面図．地表の櫓から地下数千 m

の孔を掘って原油を採掘する．石油の生成や貯留には堆積物

や地層構造と地質学的時間が必要． 

石油産業と堆積学は石油の世紀をともに歩んできたので

す．学生を教えていて驚くのは，毎年１年生を対象とし

た地学実験で石油や石炭を探す実習をするとわかるので

すが，ほとんどの学生は石油が何から出来ていてどこに

あるのか知らないし，石油と堆積物や地層が切っても切

れない関係にあることを知らない．嘆かわしい．海外で

は，堆積屋==石油産業という図式を中学生でも知ってい

ます．そういう意味では日本の教育はバランスを欠いて

いておかしなことになっています．石油が太古の生物の

遺骸から出来ていて，数億年数千年という時間をかけて

熟成された産物であることを知ったら，いかに希少で限

られたものであるか分かります．その背景を知っていた

ら当然無駄には使えないのですが，知らないということ

は皮肉な幸せを享受出来るということかも知れません．

そのしっぺ返しが「環境問題」というかたちですでに来

ているのですが・・・． 

 

人間は忘れるから幸せ!? 

 みなさんは 2004インド洋大津波を覚えていますか？

2004年 12月 26日朝，スマトラ島沖インド洋海底にあ

るプレート境界断層ー総長 1000km にも及ぶーが活動

して大津波が発生し，インド洋沿岸諸国に死者 30 万人

近くをもたらした，未曾有の大惨事となりました（図2）．

このとき地震津波警報網がすでに整備されていた太平洋

諸国では，なんでインド洋諸国にその知見を供与してい

なかったのか，と多くの研究者が悔やんだものです． 

 私は直後から津波被害調査に入ったタイ国の研究者と

この３年間津波堆積物の調査をしてきました．このよう

な調査の成果などによって，ハザードマップや避難路が

整備されたり，潮位計が設置されたりしてきました．

2005年の調査時には，宿舎の近くタクアパーの寺院にま

だ数百体の身元不明の遺体が収容されていたのを覚えて

います．タイの津波被災地域はもともと海岸縁のリゾー

ト地や漁村で，2006年や2007年の調査の時にはものす

ごい勢いで復興していく様子が見られました．とくに最

大の被害を出した一つであるカオラックのリゾート地な

どでは，全壊・半壊の被害に遭ったホテルの跡地に次々

とリゾートホテルが新築されており，観光客もほとんど

戻って来ています．それを横目でみながら我々は津波堆

積物の調査をしていたわけですので，「危ないって言って

るのになんで！」という複雑な思いもありました．タイ

は観光立国でもありますから経済的事情などもあるでし

ょう．が，やはり，人々の記憶はすぐに劣化するという

ことが如実に表れているのではないでしょうか． 

 

自然環境と学問・教育 

 一昨年は長野でも７月の豪雨で土砂災害が起きました．

このときも直後から信大の調査隊として現地調査に入っ

たのですが．地形発達の観点からすると，災害は起こる

べくして起こったと分かります．それは，例えば諏訪湖

に張り出した扇状地に立地した集落．堆積学的にいうと

扇状地は土石流と網状流の堆積物から出来ていますから，

土石流が時々来るのはごく自然なことです．昔の人はそ



のような土石流に遭うと「災難だった，数十年に一度は

しょうがない」というスタンスで自然とつきあってきま

した．また先祖代々「あの平地には住んじゃいけない」

とか「あの山は切り開いたらいけない」などの言い伝え

が功を奏していました．現代ではそのような先人の賢さ

はだいぶ失われているようです． 

 地震津波も含めてこのような自然災害は確率論的に起

こる事象なので基本的には予測不能な現象です．今後

100年間に一度ぐらい起こるという確率は計算できても，

あした起こるの？起こらないの？という０or１の問いに

は解がありません．ではどうしたらー相手としている自

然の性質をよく理解することが大事で，学問はその手段

です．さらに我々は自然の変動幅に対していつもどこか

で構えていることが肝要です．かつてそれは先祖代々の

言い伝えだったのですが，現代では教育に置き換えられ

ると思います．さてその教育・・・現代人は先人の言い

伝えより上を行けているのでしょうか？ 

 
 

図2 インド洋大津波で崩壊したリゾートホテル 

 

信州大学数学同窓会 活動報告 
                数学同窓会事務局   林浩一郎 

 信州大学数学同窓会が産声を上げて４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。 

昨年は悲しい訃報が２件ありました。４月に齋藤素先生、

５月に松田智充先生が相次いでご逝去されたのです。両

先生とも長く学科に貢献され、同窓会員にとっては懐か

しい想い出が沢山あることと思います。改めてご冥福を

お祈りしたいと思います。 

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。この４

年の間に総会は２度開催されました。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４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「自然の彩(い

ろどり)ささやき」のブースにおいて「多面体の模型づく

り」が例年通り展示されました。故松田先生の「遺産」

であり、同窓会としても大切にしたい宝と考えています。

今年は同窓会としてもささやかながら協賛金の補助をさ

せて頂きました。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要請があれば、バック

アップしていきたいと考えています。 

 また、同窓会のホームページを開設しています。なか

なかアップもできませんが、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。

ご意見ご要望がございましたら、下記までどしどしご連

絡下さい。 

電話：0263-37-2455／Eメール：fumio_s@f4.dion.ne.jp 

 

第４回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会 
 第４回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会を，11

月10日(土)に新宿のライオン会館安具楽亭で開催致しま

した。12名の参加予定でしたが，当日3名の都合が悪く

なり，9名の出席で行われました。 

 本年は昨年と同様に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，大盛況のうちに無事終了致しました。 

 本年は会費振込の年ではなく（会費は２年間有効）、来

年（2008年）が会費振込年にあたりますが，特に若手会

員の参加率が低く，折に触れ，お知らせ，勧誘をしてい

きたいと思います。総会の内容は，別項に報告させてい

ただきます。結局，事前に 84名の会員と 4名の特別会

員に案内を出しましたが，出欠席回答者が出席 12 名，

欠席 48名，無回答 27名，返送１名という状況でした。

より同窓の輪を拡大するという観点から新名簿を送付し

たいところですが，個人情報保護の立場から問題ではな

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３期（2006年 10月１日～2007年 9月

30日）活動報告 

(1)第３回関東支部総会・同窓会開催：新宿ライオン会館， 

 参加者19名 

(2)関東支部細則案の審議（会計上の事務局変更等） 

(3)会計報告：修正 

(4)会計監査報告 

(5)第４回関東支部総会案内送付（2007年9月～） 

第２号議案 第３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４期（2007年10月1日～2008年9月

30日）活動計画 

(1)第４回関東支部総会・同窓会開催   

2007年11月10日（土）15時～，新宿ライオン会館 

(2)2008年会費収集システムに関する確認 

(3)第４期予算：概略予測を報告 

第５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。（継続調査事項）    

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。（継続検討事項）本部行事    

への参加も継続 

中川 二郎 jiro_nakagawa@pharm.kissei.co.jp 

 

物質循環学科同窓会報告    事務局長 犬塚 良平 

 去る11月3日、銀嶺祭の日程に合わせ2007年度物質

循環学科同窓会の総会が行われました。総会では、2006

年度決算・2007年度予算、事業計画、役員選出が議題と

して話し合いが行われました。総会後の懇親会には、沖

野先生、林先生や多数の同窓生の方々にご参加頂きまし

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。来年も銀嶺祭に合わせて

総会を行いたいと考えています。総会・懇親会を恩師や

旧友との再会の場としていただければ幸いです。 

 同窓会では、会員の方々の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）を随時更新しております。連絡先の変更に伴い、

同窓会からの案内が送付できない方が多くなっています。

ご面倒をおかけしますが、変更が生じた際は、下記事務

局までご連絡いただきますよう、お願いいたします。な

お、得られた個人情報に関しては、同窓会の運営目的以

外には使用いたしません。また、ご希望があれば、会員

名簿への掲載項目を限定する事も可能ですので、あわせ

て事務局まで連絡下さい。 

 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（任期:2007-2009）。 

事務局長 犬塚良平（5期）、 

事務局員 加藤三奈（7期）、清水理恵（9期）、 

     本間彩花（9期） 

また、引き続き（2008年まで）以下の方に役員をお願い

しています。 

会 長  倉元隆之（3期） 

副会長   山崎未月（4期）、大田みづき（5期） 

事務局員 碓井真人（6期）、加藤三奈（7期） 

 高堂陶子（8期）、関口伸一（8期）、西山祐（8期） 

監事    川下高志（1期）、藤岡弘樹（3期） 

 

 
東京同窓会の“集い”開催 
 東京同窓会の集いが 2月 2日(土)に東京市ヶ谷のアル

カデｨア会館で開かれました。この会は信大の学部の垣根

を越えて集うということで、東京を中心に年1回2月の

第一土曜日に開かれているものです。理学部同窓会を代

表して森が参加させていただきました。 

 会は｢学習会｣と｢懇親会｣の二本立てで開かれました。

一部は記念講演で在日モンゴル大使レツェンドー・ジグ

ジット氏の「モンゴルの現状とモンゴル・日本の関係」

と題したお話をお聞きしました。 

 氏は、1980年繊維学部繊維工学科へ国費留学生として

入学され、1年間を松本で3年間を上田で過ごされた方

です（席を並べられた方もお見えではないかとも思われ

ます）。帰国され 90 年にモンゴル外務省に入られ、06

年駐日モンゴル大使として着任されました。 

 お話は「人口 260万で 35歳以下が 70%」の若い国、

「近代化 18 年目」でまだ｢これからの国｣「国家財政は

05 年から黒字」などというモンゴルの紹介の後、1990

年からの発展の状況と、克服してきた課題、とりわけ諸

外国からの援助の現状とその特徴、鉱物資源、農牧畜、

観光の三つの取り組みなどについて資料を基に詳しく説

明していただきました。鉱物資源の乱開発跡のの保全と

何キロにもわたる帯状の植林および計画的開発、牧畜の

定住化による「羊中心から、牛・豚・とりへの拡大」な

ど多面的な内容について、その困難性と今後の方向につ

いても率直なお話がありました。データをもとに正確さ

を大切にされるお話に大使の人柄がにじむ 70 分間の講

演でした。 

 その後、小宮山学長から信大の現状の報告、来年 60

周年を迎えることについてのお話があり、会場を移して

懇親会に入りました。90名もの参加者、それも経・理・

医・工・繊・文理と入り乱れての和気あいあいの会とな

りました。松本在住（大学近くにお住まいとのこと）の

二胡の奏者野田裕子さんの演奏に聞きほれました。「信濃

の国」の大合唱と窪田同窓会連合会代表の｢中締め｣の挨

拶で、会は最高潮、物足りない面々は三々五々二次会へ

と出かけました。 

 東京同窓会は文理の先輩が東京で集いを持っていたも

のを、他学部卒業生へも呼びかけ数年前から東京近郊の

信大出身者の集いに発展してきたものです。新潟や仙台

からも参加される方も見えます。今信大同窓会連合会で

は、地域同窓会がどういう位置を占めるのかの検討が始



まっています。また、他地域へ広げていくことも課題と

して認識されています。 

伊那松本山岳部報告NO.2「あした、夕べの友は山 

 山は我らの姿なる」の発刊について  

信州大学学士山岳会    松尾武久（40 年文理学部卒） 

 信州大学の山岳部は「信州大学山岳会」の名称のもと

全学組織として活動しておりますが、教養部が統合され

た 1978年以前は、伊那松本、長野、上田と地域ごとに

三つの山岳部がありました。それらの連絡機関として信

州大学山岳会が組織されていましたが、活動はそれぞれ

の山岳部が独自に行っておりました。 

 今回の「報告No2」は、1960年～1978年の伊那松本

山岳部（文理学部＝後に人文学部、経済学部、理学部に

なる＝医学部、農学部）の部活動報告を４５年ぶりに纏

めたものです。 

 ＯＢの大半が 50 歳台から還暦を迎えるようになった

2005年になって、活動を纏めようという機運が一気に高

まり、2007年６月に発刊することができました。拙い記

録ですが、我々の部活動の一端を通じて、山を愛する心

と仲間の和でも感じていただければと思っている次第で

す。 

 この編集の過程で、現在の信州大学山岳会には現役が

２名しかおらず、このままでは信州大学から山岳部が無

くなってしまうのではないかということが議論され、で

きあがった「報告No2」を単なる思い出の本に終わらす

のではなく、有効に活用することを考えようということ

になりました。 

 「報告No2」を

見た山の好きな高

校生が一人でも信

州大学に入学して

山岳会の門を叩い

てくれるようにと、

長野県の高校 120

校、公立の図書館、

日本山岳会、山岳

博物館、マスコミ

関係等に広く贈呈

を行いました。淡

い期待ですがこの

効果が近い将来出

てくることを祈っ

ているところです。 

信大松本図書館にも 2 冊御寄贈いただいています。 

 ＯＢ会組織は「信州大学学士山岳会」と称し、会員は

311名で、世界最高齢でエベレストを登頂した柳沢勝輔

氏、ローツエ南壁冬期登はんの田辺治氏を筆頭に日本の

山岳会をリードする若手が大勢所属しています。 

 2009年の秋には、信州大学 60周年記念事業として、

総力を挙げてネパールヒマラヤの未踏峰に遠征隊を派遣

しようと現在活動をしております。 

 この遠征隊の活躍を見て現役部員が一人でも多くなれ

ばと願っている次第です。皆様のご支援を是非お願いい

たします。 

   記録報告はＡ4判、390頁5500円(送料込み) 

   購入希望者は松尾武久さん 

   〒277-0823 柏市布施新町3-23-16９）まで 

 

 

平成19 年度SPP 事業の報告書の配布のお知らせ 

 

 理学部同窓会から

も財政的なご支援を

頂いた、平成 19 年

度SPP（Science 

Partnership 

Project）事業『実験

ノートを作ろう：身

近な現象を通して原

子分子をみる』の報

告書が出来ました。

この信州大学の連携

事業が、昨年 11 月

に、「教育新聞」の

『SPP特集』に掲載されました。約700の事業の中から

2 校が選ばれたようです。このことは、関係者にとりま

して嬉しいことで、同窓会へご報告かたがたお礼を申し

上げます。『平成18年度の報告書『身近な現象を通して

原子分子を見よう』が資料編とすれば、19年度版は中･

高･大学連携事業の具体的な実践編とも位置付けること

が出来ます。今年度或いは昨年度の報告書をご希望する

方は、信州大学理学部宛にはがきを、或いは、 

biyajima@azusa.shinshu-u.ac.jpへメールを下さい。 

 

 

同窓会報10号の記事の訂正 

2007年９月に発行されました 10号 7ページの記事に誤り

がありましたので、訂正させていただきます。 

１．右、下から16行目 

  (誤) 越智町の「横倉山自然と森の博物館」 

  (正) 越知町の「横倉山自然の森博物館」 

２．右、下から13-14行目 

  (誤) 卒業生（8S）  (正) 卒業生（9S） 

 関係の方には不快な思いをさせてしまいましたことをお

詫び申し上げます。 

東京同窓会の席上でも訴えがありました「山岳会報告」について信大学士

山岳会の松尾さんから出版のいきさつと若い人への期待について文をい

ただきました。理学部が文理改組でできたころ、新歓で「学部は」と問われ

「山岳部」と答えてた猛者が 2 人も目の前にいたことや、当時1300 人の新

入生で「キャラバンシューズ（軽登山靴）」が 1100 足も生協で売れたという

話も思い出しました。本の紹介ですが、それにとどまらずぜひ山好きの若

者を信大へという願いにご協力下さい。 (森) 



 
卒  業  研  究 

数理・自然情報科学科 

二宮ゼミ：近藤大輔、 園山俊介、竹田博史、水野将吾 

「可解群とべき零群」 

西田ゼミ：石川博之、亀山統胤、中島規博、宮本嘉明 

「ワイル代数の研究」 

花木ゼミ：粟野孝史、出口智貴、前川悠、前島亮 

「ヤング図形」 

高橋ゼミ：岩井祐、市川紗希、河野哲朗、布目雅範 

「Noether局所環の次元論」 

阿部ゼミ：桑野圭輔、北川真史、吉田元樹、野口智弘 

「微分幾何学」 

玉木ゼミ：小畑正樹、澤田晶宏、神野貴光、長澤光広、

副島夏海 「2次元多様体, CW複体のホモロ

ジー, そして層のコホモロジー」 

栗林ゼミ：内藤貴仁、松尾健太郎、山口和恵、 田村建明 

「Cyclic Homology」 

高瀬ゼミ：鴻巣ゆう、原浩二 「モース理論の基礎」 

井上ゼミ：吉野光一郎 「最尤推定法と情報量基準」 

真次ゼミ：堀内恒平、小林政志郎、廣末吏治、堀 貴則 

「解析関数空間上の合成作用素」 

一ノ瀬ゼミ：朝倉直樹、角谷りえ、西牧大訓 

「閉グラフ定理とその証明」 

髙木ゼミ：岩橋賢典、高橋泰光、達川紘士、森山翔 

「ワイルの一様分布定理」 

谷内ゼミ：笠原勇貴、島徹、富田隆 弘、丸山淳平 

「Lax-Milgramの定理について」 

中山ゼミ：稲舩公治、籠谷勇紀、関口祐二、寺澤拓也 

「ファイナンスの数学的基礎」 

乙部ゼミ：大竹伸弘、品川幸男、方修宜 「情報理論」 

古田真由 「言語理論とコンパイラ実装法」 

横山昌彦 「確率論」 

 

物理科学科 

・素粒子 

五十嵐 圭祐：クオーク模型 

山下 あゆ美：電弱統一理論 

神野 高幸：CP対称性の破れ 

金田 邦雄：Kaluza-Klein理論と余剰次元 

土居 祐介：Randall-Sundrum模型について 

小形 岳洋：拘束系の正準量子化 

涌井 雅史：相対論的量子力学の１粒子解釈での演算子

について 

大澤   健：南北異方性ＧＧと太陽活動周期 

宮坂 枝里：太陽風パラメータと宇宙線異方性 

 

溝口 佑：銀河宇宙線異方性とLocal lnterstellar 

Cloud 膨張モデル 

若林 正信：太陽圏内における宇宙線変調の研究 

森下 直人：比例計数管ミューオン計における方向決 

定回路の改良 

砂田 良基：マルチアノード光電子増管による PET の

試み 

黒石 将弘：大穴GEMの作製と動作確認 

佐久間隆幸：MPPCの安定性能の研究 

元木 雅裕：TMC～新型カロリメータの性能評価～ 

牧野 正樹：Jupiter によるカロリメータのシミュレー

ション 

伊藤 悠貴：new TGC の開発 

・物性 

有馬 隆司,生駒明之,河野明日美：lsing模型の厳密解と 

Monte Carlo シミュレーション 

磯崎 健太,玄田裕美,水野良泰：統計物理における場の

量子論の導入 

谷川 健人：透過率と反射率から誘電率と透磁率を求め

るプログラミングの作成と３次元 CADを用いた縦

型THzTDSの設計 

笹川 侑希：THz領域における表面プラズモンセンサを

用いたイメージングセンシング 

小森 常義：連続 THz 波イメージングシステムのため

の高速ステージの作製 

近藤 康彦：THz領域における金属開孔ｱﾚｲの異常透過 

現象 

堀川 直樹：物質の構造と熱放射スペクトル 

井上 将司：金薄膜を積層したフォトニック結晶のTHz

透過特性 

都丸 美佐子：ホイスラー合金Ni2MnGaxSn1_xの研究 

田中 俊成：Au(Mn,Fe)の磁性 

藤原 卓也：金属間化合物Nd2Fe17_XGaxの磁性研究 

相澤 勇也：LaCrSb3の高圧下における電気抵抗測定 

 

化学科 

・無機化学 笹根研究室 

熊谷 翼秀：混合原子価錯体 

Cs2[Ag(Ⅰ)xAu(Ⅰ)1-xCl2][Au(Ⅲ)Cl4]のXRD と 
35Cl NQR 

・無機化学 吉野研究室 

石田 達：o-トルエンボロン酸とアデノシン誘導体との

錯形成 

大津 優：p-ボロフェニルアラニンとヌクレオチドとの

錯形成 

山崎 正人：m-ボロフェニルアラニンとアデノシン誘導

体との錯形成 

・無機化学 石川研究室 

千賀 達也：ゼオライトからのLi の溶離機構 

平井 和彦：アルキルアミンによるLi の溶離 

藤村 佳茂：塩素の同位体存在比測定 

07 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 20 日までの発表会資料とホームペ

ージより抜き出しました（一部全角カナを半角にしたものと化学式の

添字等に不備がある場合がありますが御了承下さい）。 

なお、卒業式・学位記授与式は 3 月21 日です。 



 

・無機化学 大木研究室 

堀内 雅規：GlyZnCl2 の分子運動 

山崎 慎也：[Cd(H2O)6][PtCl6]錯体の結晶構造と分子運

動 

・有機化学 藤森研究室 

足立 祐輔：ジ(2-アズレニル)カルベンの生成と反応 

荒川 充：2,2’-ジアミノ-1,1’-ビアズレニルの合成と

反応 

畠 吉伸：3,5-ジ(2-アズレニル)-2-シクロヘキセン-1-オ

ン類の合成と反応 

・有機化学 小田研究室 

杉山 鮎美：2-(2-ヒドロキシフェニル)-1-アザアズレン 

の合成と性質 

吉田 陵：N - メチルピロールとTCNEとの反応に関す

る再検討 

・有機化学 太田研究室 

篠塚 みなみ：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ビスクラウンエー

テル型酸化還元応答性ホストの合成と性質 

関本 遼：2 つのベンゾクラウンエーテル部位を有する

ビス(1,3-ベンゾジチオール)型酸化還元系の合成研究 

竹内 渚：メトキシ置換トリプチセン骨格をゲスト認識

部位とする酸化還元応答性分子ピンセットの合成 

・分析化学 中村研究室 

赤松 佑：ヘモグロビンを含有した PAA 薄膜修飾白金

電極の非水系ボルタンメトリー 

鈴木 大平：ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞにチトクロムＣを含有した親水

性高分子薄膜電極の非水系ボルタンメトリー 

・分析化学 樋上研究室 

寺内  唯：色素を光吸収剤として用いる微小油水界面レ

ーザー温度変調ボルタンメトリーの検討 

牧垣  壮真：油水界面におけるレーザー光変調ボルタン

メトリーのための新しい電解セルの製作 

山本  将晴：塩素分析装置用フロー電解検出器の開発 

・分析化学 金研究室 

金子 努：Ru(bpy)32+ / Nafion 修飾電極のエレクトロケ

ミルミネッセンス 

古賀 大庸：超音波エマルジョン法によるポリチオフェ

ン誘導体薄膜の電解合成 

高橋  美妃：アンモニウムイオンの電気化学的間接検出 

法の開発 

・物理化学研究室 

泉 聡真：磁性活性炭素繊維によるメチルオレンジの吸

着磁気分離 

伊藤 昌子：チャネルを有する脂質膜抵抗の磁場制御 

太田 辰巳：無機高分子LaPO4 および類似体の磁気異 

方性による構造構築 

葛西 邦生：活性炭素繊維への酸素吸着の磁場制御 

小林健一郎：温度刺激圧力応答法による吸着現象の解明 

坂口あゆみ：光半導体 TiO2 による水およびフェノール

の表面光分解反応 

 

重岡 俊裕：等圧フィードバックを用いた吸着量測定シ

ステムの開発 

清家 敦子：細孔内分子へのリバースモンテカルロ法適

用の最適化 

地質科学科 

井上 結貴：岐阜県瑞浪市～土岐市の瑞浪層群中～下部

における砂岩の性質 

大友 和夫：南部北上帯歌津地域における中部ペルム系

末の崎層および上部 ペルム系田ノ浦層の堆積環境 

高津 健一：南部北上帯牡鹿半島南部の上部ジュラ系～

下部白亜系牡鹿層群の層序 

古城 寿也：北海道芦別市東方の白亜系蝦夷層群中の含

蛇紋岩礫岩 

岡本 嵩大：北海道芦別地域東方の蝦夷層群砂岩に含ま

れる砕屑性ザクロ石の化学組成 

小口 翔太：岐阜県飛騨市東方神岡町山之村地域におけ

る手取層群 

井藤理一朗：新潟県新津丘陵における新第三系の層序と

堆積環境 

鈴木 圭介：新潟県長岡市・三条市における鮮新統の堆

積環境 

須藤小百合：フォッサマグナ中央部の温泉水を用いた地

球科学的研究 

古久保斗志：北部フォッサマグナ、安曇野市明科会田川

下流域の地質-特に青木層中の乱堆積層とその礫に

ついて- 

渡邉 大蔵：新潟県小千谷市山本山周辺における鮮新－

更新世の地質と構造運動 

岸本 将希：長野県富士見町程久保川流域の断層について

吉井 孝直：北部フォッサマグナ，長野県上田市北部に 

分布する中新統堆積岩類の層序と構造 

大河原  実：北部フォッサマグナ、高井‐美ヶ原帯南西

縁部における前期～中期鮮新世火山岩類(小滝山層)

の層序と構造 

安藤 友之：中国黒龍江省饒河（ラオヘ）県におけるジ

ュラ紀付加体の放散虫化石 

中嶋 優：岐阜県各務原市鵜沼における美濃帯三畳紀ﾁｬ

ｰﾄの堆積構造と古流向 

横山 幸子：大町市明沢周辺における鹿島－満願寺断層

と断層岩 

山田 友：木曽山地中田切川北方地域の地質と断層破砕

帯 

法橋 亮：飛騨山脈蝶ヶ岳に発達する二重山稜の地形・

地質学的研究 

荒井 多美子：立山火山称名滝火砕流と，大町Ｄテフラ

との比較 

江本 聡志：中部日本南八ケ岳阿弥陀岳周辺の溶岩層序 

森岡 美名：浅間前掛火山北麓，追分火砕流堆積物中の

スコリア質本質岩塊の形成過程 

大林 由明：鮮新世金沢花崗閃緑岩体の地質と岩石 

伊藤 百代：丹生川火砕流堆積物と穂高安山岩類の岩石



記載と対比 

北澤 宗一郎：中山山地南部，袖沢川上流域の地質 

西垣あさみ：美濃帯南西部，犬山地域の砂岩に含まれる 

斜長石の曹長石化度 

小島 萌：駒ヶ根市西方，領家変成帯高温部の地質と岩

石 

兒玉 優：大町 APm中と雲仙 1991噴火のディサイト

中のメルトインクルージョンの分析 

関口 陽美：和田峠産黒曜石中の球顆の構造と形成過程 

宮田 皓司：北アルプス焼岳における GPS 観測と噴気

孔放射温度観測（2007） 

村上 英貴：松本盆地南部地域におけるＧＰＳ地殻変動

観測（2007） 

小林 雅裕：松本市街地における GPS 地殻変動観測

（2007） 

 

生物科学科  

一山 加奈子：シダ配偶体生長へのステロイドホルモン

の影響 

伊藤 潤：Co1E2プラズミド複製開始タンパク質のプラ

イマーゼドメインの解析 

大畑 拓司：糸状菌A.nidulansの形質転換時における 

逆方向反復配列とDSB修復系の相互作用 

大山真由子：メシダﾞ科に着目した群馬県シダ植物分布特

性 

小野由美子：他種の情報化学物質を利用するミジンコの

生存戦略 

片岡 陽介：アリ植物－アリ間における共生関係の局所

的特異性：アリは浮気性!?  

片桐 知之：ウリハダカエデ6個体の個体内種子変異 

嘉納 拓真：付属肢の機能分化と節足動物の多様性-ﾔｴﾔ

ﾏｻｿﾘの付属肢由来器官に関する比較発生学的研究- 

北原 光：マクロ環境による静岡県シダ植物の分布予想 

清水 啓介：鏡像体は正常になれるのか 

白瀧千夏子：糸状菌 A.nidulans の形質転換時における

細胞外DNAの取り込み機構   

末吉 正尚：千曲川中流域における河道掘削(人為ｲﾝﾊﾟｸ

ﾄ)と大規模出水(自然ｲﾝﾊﾟｸﾄ)が底生動物に及ぼす影

響の評価ならびに回復プロセスの追究    

滝沢健太郎：シロイヌナズナのanl2、a2h二重変異体の

解析  

田中 崇行：愛知県シダ植物の種構成の解析と変遷 

田中 吉輝：フロリダマミズヨコエビ(甲殻綱：端脚目・

マミズヨコエビ科)の比較発生学的研究 

谷口 寿仁：河川敷で優占する外来種ビロードモーズイ

カの分布と生活史特性 

田沼 桐子：分化型メコンメダカOryzias mekongensis
おにおける初期性分化～初期生殖巣の形態学的観察

及びDmrt1のクローニングと発現解析～ 

中島 烈志：針葉樹に寄生するさび菌類の分類と系統に

関する研究 

幅 拓哉：アブラムシ集団内の遺伝構造の季節変動 

 

藤原 優：ルソンメダカ Oryzias luzonensis を用いた

DMYの標的遺伝子探索 

松下 彩：アブラムシ食性のチョウ、ゴイシシジミの産

卵場所選択-兵隊ｱﾌﾞﾗﾑｼの攻撃を避けるために?!- 

松比良和晃：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 

望月 茉莉：ホトケドジョウ類の系統進化および保全に

関する研究 

門田 貴洋：カルコンフラバノイソメラーゼ(CHI)ホモロ

グ遺伝子Atlg53520(CHIhon1)の機能解析 

根深 志織：トウヒ-シャクナゲ類さび病菌Chrysomyxa  

succineaにおける宿主－寄生者関係の解析 

淺木 宏覚：乗鞍岳周辺におけるハネカクシ科の垂直分

布 

長田 秀斗：メダカOryzias latipes Cab系統の外因性

性ステロイドによる人為的性転換過程の解析 

北中 将之：カタツムリの外套膜色素粒の適応的意義 

中尾 有紀：フィトンチッドの人への効用 ～室内森林

浴をめざして～（セミナー） 

 

物質循環学科  

明石亜由美：松本市東部、上田市西部地域の温泉水の特

徴と時間変化 

厚芝源太郎：長野県松本市洞地区ビオトープにおける無

尾目幼生の水生昆虫に対する寄与 

石井 洋之：日本における気温と降積雪深の関係 

磯部 鷹俊：陸上植物ポーチュラカによる藍藻毒素

microcystin 除去能力の評価 

伊藤 雄一：林内通過に伴う降水の化学成分濃度変化に

ついて 

井表 靖貴：森林土壌における重金属溶出が土壌微生物

群集へ与える影響 

今井 晶子：諏訪湖の水質分布に及ぼす気象の影響 

大谷 裕美：珪藻化石群集による高野層の古環境復元 

岡本 梨佐：陸水域底質中の多環芳香族炭化水素類の発

生源解析 

北川久美子：長野県松本盆地における放棄水田の植生復

元のための埋土種子集団評価 

桑原 里枝：青森県下北沖コアの TOC 分析の有用性と

４０万年前の古環境復元 

齊田 真弓：霊仙寺湖の植物プランクトン組成に及ぼす

農薬影響 

佐伯 幸映：美ヶ原・八ヶ岳高原周辺の水質を規定する

要因について 

嶋津 圭人：高塩分淡水湖の有機地球化学 

清水 優李：Daphniaのメラニン色素含有量に及ぼす紫

外線の影響 

白水 由季：千曲川水系、梓川扇状地の植生と環境条件

との関係 

得丸 創：森林土壌中の亜酸化窒素濃度 

轟 里美：千鹿頭池におけるアオコ消長の環境要因 



 

飛谷 徹：酸性土壌におけるホスファターゼ活性を規定

する要因の解明 

中村 歩：Daphnia は水草帯をどのように利用してい

るか 

中村 沙絵：野沢温泉の温泉水溶存ｲｵﾝ組成、遊離ｶﾞｽ組

成と火山および新潟県中越沖地震との関連 

原口 真吾：ホスファターゼを用いた土壌中ﾘﾝの生物利

用性の評価 

松嶋 亮輔：長野県中部山間部河川水におけるｲｵﾝ組成 

百瀬 章：松本盆地の地下水の化学分析から推定される

断層 

安田 哲：平成18 年長野県7 月豪雨により岡谷諏訪地

域で発生した土石流発生地の植生的特徴 

石母田誠：諏訪湖流入河川における農薬の流出特性 

田中 薫：長野県諏訪湖における毒性要因の解析 

八島理智：山岳湖沼における多環芳香族炭化水素類汚染 

上林 彰仁：青森県下北半島沖海底堆積物中の全有機 

炭素含有率変動に基づく最終氷期以降の古気候変動

復元 

加藤なゆ樹：ミヤマカラスシジミの卵分布 

田村 元：長野県松本盆地における植生保全環境として

の神社林の役割 

深澤 穂高：木曽御嶽山周辺に存在する温泉水成分の特徴 

 

修  士  論  文 

工学系研究科 数理・自然情報学専攻 

天野 喬文：グレブナー基底による消去法 

笹原 英生：有限群の既約指標の積について 

新家 洋輔：Banach 空間上のシフト作用素 

武村 吉光：L2 空間上のスラントToeplitz 作用素のス

ペクトル 

佐野 雄輔：A direct proof of the Calderon-Vaillancourt 

theorem for the class Smρ、δ1、δ2 (ρ≧δ1、δ2) 

高市 康治：3 次元凸多面体の実現について 

粂内 譲：フラクタル構造を有する媒質における電磁波

の振る舞い 

曽我 至：KPZ 方程式とKPZQ 方程式の数値解析 

野村 和彦：確率微分方程式の解が定める確率的流れと

その解が強い意味で定まることの関係 

平賀 政光：Stokes 流体中での剛体の運動 

 

工学系研究科 物質基礎科学 専攻（物理） 

井上 大志：重力レンズの基礎構造 

宮沢 寛史：Landau流体モデルによる原子核衝突実験

の解析 

西村 宗基：COBE/WMAPの観測と膨張宇宙の歴史の

概観 

大村 佳之：Hawking輻射とUnruh効果の比較 

高畠 信弘：くりこみ群 

田形 直樹：局所化公式を用いたインスタントンの足し

上げによるSeiberg-Witten Prepotential        

 

西山 実穂：MPPCによるシンチレーターストリップ読 

み出し研究 

鳴海 拓也：宇宙線密度勾配とドリフトモデル～南北異

方性と大気効果～ 

山本 洋和：FPGA基板を用いた新型宇宙線計測装置 

松本 矩尚：宇宙線強度の南北両半球観測結果と恒星時

異方性モデル 

関根 浩三：開口アレイのテラヘルツ電磁波伝播特性の

研究 

賀集 悠登：RCo12-x Tix (R=Y,Gd)のNMRによる磁性

研究 

曲谷 勝利：(Fe,Mn)Rhの磁性 

角谷 真志：強束縛近似を用いた磁場下固体のエネルギ

ーバンド計算 

藤田 真司：Oliveira-Gross-Kohn 理論における交換相

関エネルギーについて 

伊藤 裕樹：ﾏﾙﾁｶﾉﾆｶﾙ分子動力学シミュレーションの粒

子数依存性の検証 

渡辺 雅浩：Core Softenedポテンシャル系の相転移 

 

工学系研究科 物質基礎科学 専攻（化学科） 

伊藤 蘭 （有機化学研究室）：1-アセチルシクロヘプタ 

-1,3,5-トリエンの臭素化反応 

岡田 聖貴 （無機化学研究室）：熱イオン化過程におけ

るリチウム同位体の分別 

北原 和弘 （有機化学研究室）：シクロヘプタトリエニ

ルアセトニトリルアニオンの転位反応 

小谷 隆行 （有機化学研究室）：ラバンズシアニンの合

成研究 

齋藤 智仁 （分析化学研究室）：超音波音響場における

電気化学反応に関する研究 

新海 正也 （分析化学研究室）：レーザーパルスサンプ

ルドDCボルタンメトリーの開発とその応用：グル

コースおよび硫化物イオンの定量 

高野 大輔 （分析化学研究室）：シクロデキストリンを

エステル結合した PAA にチロシナーゼを含有した

高分子膜型非水系バイオセンサーの研究 

羽木 孝輔 （物理化学研究室）：低温における細孔内分

子集団の構造決定と相転移挙動の解明 

皆川 舞 （物理化学研究室）：有機分子組織体の構造と

配向の磁場制御 

Mohammad Shariar Shovon （分析化学研究室）：

Determination of Phosphate Ion in Natural 

Water by Laser Thermal Modulation 

Voltammetry (LTMV)：（ﾚｰｻﾞｰｻｰﾏﾙﾓｼﾞｭｰﾚｰｼｮﾝﾎﾞﾙﾀ

ﾝﾒﾄﾘｰによる天然水中のﾘﾝ酸ｲｵﾝの定量） 

山田 知義 （物理化学研究室）：アズレン環とナフタレ

ン環を有する界面活性剤の溶液物性 

 

工学系研究科 地球生物圏科学 専攻（地質） 

小野塚 恒平：デンタルアパタイトの組成特性 



阪上 雅之： 浅間火山2004年9月1日噴火噴出物につ

いて 

中島由記子：境峠断層屈曲部における破砕帯の構造と形

成過程 

寺下 陽三：長野県塩尻市南西部における美濃帯付加コ

ンプレックスの構造 

後藤 当：アケボノゾウ(Stegodon aurorae)の化石骨か

ら推定される体骨格の特徴について: 

倉地  亮宜：関東山地北縁「下仁田構造帯」の神農原礫

岩中に発達する断裂系 

山中  晶子 ：南部北上帯三畳系稲井層群における泥岩の

化学組成と生痕化石相－特に大沢層の広域的比較に

ついて 

工学系研究科 地球生物圏科学 専攻（生物） 

後藤今日子：エピジェネシスが鏡像変異を純化淘汰する 

中寺 由美：右二型種群における鏡像形態のエピジェネ

シス 

鈴木 浩平：ミナミカワトンボ科（昆虫綱・トンボ目）

の比較発生学・系統進化学的研究 

関根 一希：地理的単為生殖昆虫オオシロカゲロウ（ｶｹﾞ

ﾛｳ目：ｼﾛｲﾛｶｹﾞﾛｳ科）における進化生物学的研究 

谷澤 崇：ｺｵｲﾑｼ科昆虫の進化・生態・発生学的研究 

宮人 健：源流棲原始的昆虫オビカゲロウ（ｶｹﾞﾛｳ目：ﾋ

ﾗﾀｶｹﾞﾛｳ科）の進化史一昆虫題の起源追究－ 

高橋 聖生：アリ共生型アブラムシにおける甘露分泌量

の遺伝とアリによる被食 

栂井 龍一：乗鞍岳におけるアリ類の垂直分布および分

布決定要因の推定 

陳 盈光：Comparison of genetic structure between  

two endangered landlocked salmonid subspecies，

Oncorhynchus masou formosanus in Yilan，Taiwan 

and Oncorhynchus masou ishikawae in Gifu, Japan 

 

工学系研究科 地球生物圏科学 専攻（物循） 

井出 功一：千曲川中流域のハリエンジュ河畔林におけ

る窒素蓄積量 

江守 建太：長野・新潟県境東部の温泉の特徴 

片谷 明代：湖沼における栄養塩の動態に及ぼす魚の影

響の実験的解析 

関口 伸一：長野県松本市におけるヘイケボタル 

（Luciola lateralis）の生活史 

高堂 陶子：ﾌｧﾝﾃﾞﾙﾀ中の大規模礫質ﾌｫｰｾｯﾄﾍﾞｯﾄﾞの級化

構造変遷-長野県上田市鴻の巣,中部中新統青木層- 

竹内 啓太：唐花見湿原における植生遷移とその要因 

館野 覚俊：水圏における多環芳香族炭化水素類の動態

に関する研究 

張 玉欣：中国の森林域における窒素降下量の測定 

戸谷 仁美：水田土壌中における微生物への重金属の毒

性影響評価 

西山 祐：森林土壌ﾀｲﾌﾟと腐植酸脱色菌の分布との関連 

萩原 萌恵：植物プランクトンが付着藻になる；緑藻イ

カダモの大型ミジンコに対する新たな生存戦略 

廣江 智子：渓流水の硝酸態窒素濃度の地域差をもたら

す要因の解析 

水本 健：野尻湖堆積物中における多環芳香族炭化水

（PAHs）と微量元素（Pb）の分布 

横山 妙子：南極氷床YM85コアの年代推定と堆積環境

について 

吉田 悠：ダフニア属ミジンコの捕食者に対する形態防

御とそれに伴うコスト 

 

博  士  課  程 

工学系研究科博士後期課程 地球環境システム科学専攻 

総合工学系研究科 物質創世科学、山岳地域環境科学専攻   

 博士学位授与予定者の学位論文発表会目次より 

 

大気・水・生物環境科学 

池中 良徳：水圏における芳香族化合物類の動態と水生

生物による新規代謝機構に関する研究 

坂本 正樹：Role of prey-predetor interactions in  

structuring zooplankton community and disturbance by 

insecticide on them(プランクトン群集における生物司相互

作用の役割とそれを撹乱する殺虫剤影響の評価) 

 

分子基盤科学 

Govindachetty Saravanan：Magnetic Field Effects on  

Electron-Tunneling Reactionｓ in Redox Probes/ 

Self-Assembled Monolayers on a Gold Electrode 

 

物質・生命解析科学 

内山 譲：酸化還元応答性分子ロータの開発 

物質解析科学 

小寺 満：ビリアル定理を用いたコーン・シャム軌道に

依存する交換・相関ポテンシャル 

 

環境機能解析科学 

伊藤 さおり：細分化されたカロリメータの研究 

大下 英敏：ATLAS Thin Gap Chamberの中性子に

対するする作動特性の研究 

 

編集後記 
大学のあちこちに雪が残り建物の北側は凍って危なっかしい状況

です。冷え込んだ日が続いています。ここ2 日ほどいい天気で山はと

ても美しく信州らしい風景でした。 

今回も先生方の「研究」についてお寄せいただきました。卒研・修・

博論も例年のように乗せさせていただきました。題名だけですが一つ

一つ読んでいくと若い人たちの意欲が伝わってくる気がします。懐か

しくお読みいただけるも

のとおもいます。（も） 

2月20日午前 常念岳を

理学部ｃ棟6階よりみる。 

ここでみてください↓ 

（http://fsserv.shinshu-u.ac.jp

/matsumoto.php）（や） 


