
 
 

 

 

 

 

 

卒業生および修了生の皆さん、ご卒業おめでとうご

ざいます。松本で学生生活を有意義に過ごされたこと

と思います。ここで培った様々な知識と知恵をこれか

らの人生に役立て、ご活躍されることを期待していま

す。 

 新入生の皆さんご入学おめでとうございます。豊か

な自然・風土・文化に恵まれたこの街で、自然科学の

神髄に触れられ充実した楽しい思い出を残されるこ

とを期待しています。 

 さて、本年は、本学創立 60 周年の年にあたります。

1949 年に本学は旧制の松本高等学校、長野師範学校、

長野青年師範学校、松本医学専門学校、松本医科大学、

長野工業専門学校、長野県立農林専門学校および上田

繊維専門学校が統合改組され新制の信州大学として

新たに設立されました。理学部の前身は、今もその校

舎が「県の森」に県の重要文化財として残る旧制松本

高等学校にあります。大学創立時には文理学部として

出発しましたが、1966 年に文理学部が人文学部と理

学部に分離改組され今日に至っています。当時、理学

部は数学科、物理学科、化学科および地質学科の４学

科で出発しました。その後、1975 年に生物学科が発

足し、さらに、1995 年に自然を対象とした環境科学

分野の教育研究の充実を目指して、物質循環学科を開

設すると同時に、数学科に自然情報科学コースを設置

しました。これを機に旧来の５学科の名称も、変更し、

「数理・自然情報科学科」、「物理科学科」、「化学科」、

「地質科学科」、「生物科学科」および「物質循環学科」

の６学科としました。学生定員は順に、55、35、35、

30、30 及び 25名の合計 210 名です。 

 大学自体は、５年前の 2004 年に国立大学法人とし

て独立法人化され、組織運営は大きく様変わりしまし

たが、こと教育と研究については本質的な変化はあり

ません。法人化後は、地域と社会にたいしての貢献が

求められるようになりました。確かに、私たちが在学

していた 40 年ほど前の理学部では、直接に地域社会

対象の取組は殆ど記憶していません。大学祭（銀嶺祭）

や寮祭のときに市民の方が顔を出してくれることぐ

らいだったでしょうか。高度専門職業人教育としては、

高等学校の理数系教員の養成期間としての役割が大

きかったと思います。自然科学を学ぶことにより、論

理的な思考方法と深い洞察力を身につけた学生を社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会に送り出すのが高等教育機関としての理学部の役

目でした。実は、それ以上に大切なことは好きな自然

科学をのびのびと学べる場を提供し、学習の助けをす

ることではなかったかと思います。 

 理学部はもとより大学とは本来そのような場所で 

あるべきと考えます。法人化後、目先の成果を常に求

められ、教育研究にも「ゆとり」がなくなってきまし

たが、理学部では、地道な教育と研究の場であり続け

たいと願っています。このような長年の地道な理学研

究の努力が報われた、昨秋の南部・小林・益川先生の

ノーベル物理学賞と下村先生の化学賞受賞のニュー

スに、「我が意を得たり」と膝を打たれ、おいしいお

酒を聞こし召された同窓生の方も多かったと推察い

たします。 

 さて、創立 60 周年記念事業として、６月１日〜６

月５日に大学としての行事が企画されています。理学

部としては６月５日（土）午前中に、「創立 60周年記

念ホームカミング・デー」と銘打って、学科同窓会総

会、理学部同窓会総会に引き続き、同窓会と共催で、

「昼食会」を企画しています。ここでは、法人化後の

理学部の教育と研究の現状を報告させていただきま

す。また、同窓生の皆様方から将来の展望について有

意義なご助言を賜われれば幸甚です。（行事日程の詳

細については別紙をご覧下さい。）また、ロビー等に

は松高時代からの歩みを写真パネルを中心に展示す

る予定です。是非、ご覧いただき、当時の学生時代に

思いを馳せていただければと思います。また、この期

間、長らく地質学科の技官をされていました、藤田敬

氏のご好意により氏の収集された学術的にも大変貴

重なアンモナイトや三葉虫の化石のコレクションを

一般公開させていただきます。ご家族で楽しんでいた

だけたらと思います。新しい校舎を散策され、同級生

と旧交を温めていただくまたとない機会です。大勢の

同窓生の皆様方を理学部教職員一同こころよりお待

ちしています。 

 本会誌の最後の恒例となりました、卒業研究、修士

論文および博士論文のテーマが記載されています。是

非ご一読いただき、後輩等の勉学の成果の一旦をご確

認下さい。 

 ホームカミング・デーの会場でお会いできることを

楽しみにしています。 

 

 

 

信州大学理学部同窓会報 

13号  2009年 2月 28日 

信州大学理学部同窓会 390-8621松本市旭 3-1-1信大理学部内 

発行責任者 森 淳 

お め で と う ご ざ い ま す    

                             理学部長  武田 三男（物理科学科）



 

 卒業生の皆さん、修了生の皆さん、新しい出発おめ

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。 

 不況の波が世界中をおおい、政治的政策災害ともい

われる事態が進行しています。そして一人一人におそ

ってくる問題は、すべて「自己責任」という言葉で覆

い隠されていますが、これまで学んだ科学的な物の見

方・考え方を駆使して、どのような場面でも克服の道

を切り開いていってほしいと思います。その時、力に

なることの一つが仲間の力ということを心に留めて

ほしいと思います。 

 

新入性の皆さん、入学おめでとうございます。松本

という自然豊かな地で、青春時代をすごすことは。若

い皆さんにとって価値あることだと思います。何より

も自然科学を学ぶ者にとって有形無形に得るものが

多いと思います。大学で共に学ぶ者の互いの力を生か

して、確実な成長の道を歩まれることを心から願って

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、いかばかりなものかと推察申し上げます。 

   

同窓生の皆さんお元気にお過ごしのことと思いま

す。別項記載のように、信州大学創立 60 周年の行事

の一つとして6月5日～6日に様々な集いを企画して

います。ぜひ多くの同窓生の方々にお集まりいただき、

共に旧交を温め大学の発展を共に喜び合いたいと思

います。 

 今年、信州大学は創立 60 周年を迎えます。理学部

は、戦後の学制改革で旧制松本高校の施設・設備、教

授陣を引きつぎ、1949 年(昭和 24 年)に誕生した、新

制信州大学文理学部を嚆矢としています。第１次ベビ

ーブームの人々が 18 歳を迎える年 1966 年(昭和 41

年)ですが、全国的な大学定員拡大の先陣を切って、

文理学部を人文学部と理学部の 2 つの学部に改組し

ました。 

 理学部は県の森から旭町に移りましたが、文理学部

の歴史と伝統と文理学部自然学科の学問・研究の様式

を受けつぎました。同時に教養部も作られ、すべての

学部の一年生が松本で一緒に学ぶことになりました。

このことは大学文化形成の大きな転換点になりまし

た。理学部は、今の A 棟の西半分が 1968 年(昭和 43

年)12 月にでき、次の年に東半分が完成しました。

1977 年(昭和 52 年)３月に B 棟が、2000 年（平成 12

年）3 月には C 棟が建てられました。また、同時期に

耐震工事も進められ今日の形になりました。その時々

に大規模な引越しがありその時に学生だった人には

印象深い日々があった事と思います。また、こうした

一つ一つの工事についての大学関係者のご努力は大

変なものがあったと想像できます。理学部設立時から

は考えられないくらい立派になりました。理学部は、 

大学院を持ち、学科も 6学科となり発展しました。 

 

 文理の先輩をはじめ理学部で学んだ人々は、それぞ

れの時代に、青年期を松本で過ごし「社会にめざめ」

「生きることの意味」を探求してきました。 

 時代によって、そのきっかけは異なりますし、人そ

れぞれに立ち向かい方には違いがあります。しかし、

時代を反映した諸問題が、多くの場合きっかけとなり

ました。戦後の貧しい生活の中で平和とは何かであっ

たり、講和条約や安保条約の問題であったり、東西冷

戦、ソ連邦の崩壊、南北問題。9.11 と引きつづく中

東問題。あるいは公害、エイズまた阪神大震災、オウ

ム事件、新潟の地震と原発など、多種多様な出来事や

問題が、それぞれの時代の青年の目を開くことになり

ました。 

 そして、今日、文理の先輩も理学部で学んだ私たち

も、今日の社会の諸矛盾を、それぞれに肌で感じてい

ます。松本で青春時代を過ごすという経験と自然科学

を学んだという体験、そして今、同時代を生きている

という共通の土台は、互いの理解を深めるのに大いに

役立つものと考えます。世代を超えて集まれる 6月 5

日･6 日の機会は互いに励ましあえるものがあり、共

に勇気をもらえるものがあると思います。 

 6月6日の理学部主催の昼食会の前に時間をいただ

き、理学部同窓会の総会を行いたいと思います。この

間の同窓会の役割をお伝えし、大学と各科の発展、各

科同窓会の設立という変化に対応する同窓会のあり

方、今後の同窓生の交流などについて意見の交換をし

たいと考えています。 

 ここ 10 年ほど人間を大事にしない風潮が拡がって

います。このことと、基礎的な学問・研究を軽視する

ものとは根底でつながっているような気がします。こ

れらの問題の解決は簡単ではありませんが、物の見方、

考え方の基本･原則をたえず確認しながら物事に立ち

向かっていくことで、解決の方向へ歩みを進めること

ができると思います。 

 大学のかかえる困難や、在校生の皆さんの研究学習

についての問題など、微力ですがお役に立てるように

同窓会として努力してまいりたいと考えています。 

 

―――――――――――――――――――――――― 
信州大学創立６０周年記念参画事業 

映画鑑賞会のお知らせ     

 信州大学文理学部同窓会は大学創立６０周年事業に参画し、映画鑑

賞会を下記により行いますので、多くの皆様のご参加をおすすめしま

す。          信州大学文理学部同窓会会長 可知 偉行 

 

日 時 平成 21年 6月 5日（金）14:15～16:45 

会 場 信州大学経済学部第３講義室 

鑑 賞 映 画  音楽ドキュメント 

  「ララ、歌は流れる ー中山晋平物語ー」 

  野口清人 監督       14:15～15:45                            

  野口清人監督との懇談会（映画作りの苦労話） 

15:45～16:45 

野口監督との懇談会終了後、旭会館において懇親会を行いますので多

くの皆様のご参加をおすすめします。         

17:00～18:30 

� 「あがたの森ー今昔ー」と題する写真展を同時に行います。      

内容は見てのお楽しみに。  

 

会    長    挨    拶                             森    淳 



 

 

 

 

 

 ＊ ＊ 研 究 紹 介 ＊ ＊ 
 

研 究 紹 介      化学科 中村 俊夫 

 「電気化学計測のための機能界面の創成と非水溶

液用イオンセンサーおよびバイオセンサーの開発と

その応用」に関する研究を行ってきました。以下にこ

れまでの研究の概要を記述します。 

イオンの溶存状態と反応性は溶媒の性質に大きく

影響されます。物質を溶かしている液体には，水の他

(非水溶媒)にいろいろな種類があり，液体に溶けてい

るイオンは溶媒との化学的結合によって囲まれて(溶

媒和して)います。イオンと溶媒の性質に関する知識

を持てば，化学反応がどのように進むかを予測する範

囲が広がります。非水溶液用に使用できるイオンセン

サーは，このような知識を得るために極めて都合が良

いのです。 

イオンセンサーを開発するための機能界面を考案

し，これまで求めることが不可能であった貴重な各種

熱力学パラメータを決定する方法を確立しました。ま

た，開発したイオンセンサーの応答機構の解明を行い

ました。一方，非水溶媒に溶解可能な基質などと，白

金ディスク電極の表面に固定した酵素などの生体機

能物質との反応進行に関する知見を得るためのバイ

オセンサーを開発し，非水溶液系での生体機能物質の

電気分析化学的研究を行ってきました。これらから得

られるデータは，酵素活性などを利用する有機合成化

学や新規薬品創製，あるいは生命機構解明のために有

効であることが期待されます。 

 先ず非水溶液用イオンセンサーの開発とその応用

についてです。溶液内のイオンと溶媒との化学反応の

情報を得るために，これまでに種々の分析法を用いて

研究が行われ，有用な熱力学パラメータが求められて

きましたが，なお追求される必要がある多くの未解決

分野があります。私はそれまで開発されていた非水溶

液用イオンセンサーの感応膜が，セラミックなど固体

膜に限られるという常識を越えて，親水性有機高分子

(ポリアクリルアミド)を用いる新規感応膜の開発に

成功しました。ポリアクリルアミドの薄膜が非プロト

ン性溶媒中で極めて安定に存在する特性を活かして，

これにホスト化合物を化学結合して感応膜としまし

た。ホスト化合物として，クラウンエーテル, 非環状

ポリエーテル，クリプタンドを用いて，いくつかの陽

イオンセンサー(Li+,Na+,K+,Mg2+,Ca2+,Ba2+)を，また，

コバルトなどのフタロシアニン錯体を用いて陰イオ

ンセンサー(F-,CN-)を開発しました。    

開発したイオンセンサーが溶媒効果によるイオン

の活量変化に対しても熱力学的応答を示すことをい

くつかの方法で実証し，決定した値が正確であること

を証明しました。基準溶媒中の Mg
2+
,Ca

2+
,Ba

2+と種々

非プロトン極性溶媒分子との逐次錯生成定数，酢酸ナ

トリウムとフッ化ナトリウムの溶解度積などの熱力

学パラメータ，溶媒間移行ギブズエネルギーを決定し

ました。これらの研究成果によって，イオンと溶媒の

酸性度・塩基性度に関する知見を提供することができ

ました。非水溶液系の化学を展開するために，広く世

界の化学者がイオンセンサーの開発を企画しました

が，これまでに例を見ない Ca
2+などを含む新規のイ

オンセンサー開発と，それらの応用および応答機構に

関する研究が，私達の研究室で進めることができたこ

とは幸運でありました。 

次に非水溶液用バイオセンサーの開発とその応用

に関する研究についてです。私たちの身体は，細胞膜

などを始め，水に溶けない多くの物質でできています。

身体を構成する油性の部分で進む，酵素など生体機能

物質が関与する多くの反応があります。白金あるいは

金ディスク電極の表面に固定した生体機能物質(ヘモ

グロビン・チトクロムｃ・チロシナーゼなど)と，非

水溶媒にだけ溶ける生体機能物質の反応に関する知

見を得るための機能界面の創成を行い，バイオセンサ

ーを開発しました。開発したバイオセンサーは，活性

酸素(ｽﾊﾟｰｵｷｼﾄﾞｱﾆｵﾝﾗｼﾞｶﾙ)を始め，私達の身体で起こ

っている生命代謝に関わる化学種(NO,CO,H2O2)や

DNAなどの情報を得ることを可能にしました。また，

金電極表面のナノゴ－ルドの占有率を制御する方法

の開発や，金電極表面に吸着する目的タンパクの保持

量の改善および電子移動速度の促進に成功しました。 

以上，研究の概要を記述しましたが，これらの研究

は大学学部の最終学年に行う学位取得のための卒業

研究，修士課程および博士課程の院生が学位を取得す

るために行う研究，さらに外国人研究者らとの共同研

究等によって進めることができた内容であります。 

 

――新任教員自己紹介―― 
 

さようなら福井、こんにちは松本 

化学科（若手拠点） 巽 広輔 

 

本年度より信州大学ファイバーナノテク国際若手

研究者育成拠点のテニュアトラック助教として理学

部化学科に勤務することになりました。どうぞよろし

くお願いいたします。私にとって信州大学は 2つめの

勤務先ということになります。 

7 年前、福井県の大学に赴任した当初は苦難の連続

でした。田んぼの真ん中にぽつんと建っており、全学

生の 9割が自動車通学するような大学です。赴任が決

まってすぐ、自動車免許を持っていなかった私は教習

所に通いましたが、卒検の日が猛吹雪で、右も左も何

も見えないのに「右よし」、「左よし」と確認させられ

ました。慣れない雪かきには腰を痛めました。自宅は

九頭竜川流域の谷間で風が強く、何度も洗濯物が物干

し竿ごと飛ばされました。方言がきつく、地元民の話

がほとんど聞き取れませんでした。また学生の学力レ

ベルが残念ながら高くなく、グラムとミリグラムの換

算すらできない学生も多くいました。そんな学生が気

付かないうちに 1000 倍濃い硫酸を調製しており、危

険を感じたこともありました。テレビドラマ「ごくせ

ん」に我が身を重ね合わせ、涙を流しました。 

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。 



しかし悪いことばかりでもありませんでした。出会

った人々はみんな純朴で、美しい心の持ち主でした。

水も米も酒も蕎麦も魚介類もすべて最高に美味でし

た。レベルの高い回転寿司に感激しました。梅雨前に

は自宅の裏の水路に何十匹もの蛍が飛び交いました。

都会では見えない星を見ました。休日には、古生物好

きの私は勝山の県立恐竜博物館に足繁く通いました。 

7 年も住むと、けっこう生活にも仕事にも慣れること

ができました。いつのまにか、聞き取れなかった地元

民の話も聞き取れるようになっていました。そればか

りか自分が無意識的に福井弁を使っていることすら

ありました。私が信州大学へ転出すると決まったとき、

喜んでくれた人は誰もいませんでした。学生たちは

口々に不満を言い、いつ福井へ帰ってくるのかと聞き

ました。学部長も、「教授になって戻ってこい」と言

いました。いつのまにか、私は愛され、必要とされて

いました。 

なぜ転勤したのか、とよく尋ねられます。もちろん

科学技術振興調整費からの年間300万円×5年の研究

費も理由の一つではありますが、それだけというわけ

でもありません。いろんな理由をひっくるめて言えば、

これは「運」であり「縁」であった、ということにな

るかと思います。幸い、松本へ来てから今までの数ヶ

月では、福井で当初体験したような生活の不便はあり

ませんし、学生の学力レベルも高く、たいへん仕事が

しやすいと感じています。こちらへ転勤してきてよか

ったと思っています。 

私の好きなスワヒリ語のことわざに「山と山は出会

わないが人と人は出会う」というのがあります。ひと

りひとりとの出会いを大切に、研究、教育に励んでい

きたいと思います。 

 

ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点 

齋藤 武士 

2008年4月に信州大学に参り

ました齋藤と申します。正式な

所属先はファイバーナノテク

国際若手研究者育成拠点とい

う部署ですが、実際は理学部の

地質科学科に研究室を頂き、ス

タッフに加えていただいております。専門は火山学で

す。こちらに来る前は九州にいたこともあり、主に九

州の火山を研究しておりました。信州にも火山がたく

さんあり、新しい研究への期待にワクワクしておりま

す。 

出身は神奈川県横浜市です。大学は京都大学で、博

士号を取得するまで 9 年間京都におりました。その後、

大分県別府市の京都大学地球熱学研究施設で研究員

を 3 年強勤めました。日本学術振興会の特別研究員の

任期があと一年に迫ったころ、信州大学に採用して頂

きました。前年の秋に長男が生まれたばかりで、将来

への不安と焦りを感じ始めていたときに呼んでいた

だき、信州大学には本当に感謝しております。とりあ

えずは 5 年の任期ですが、テニュア(終身在職権)・ト

ラック制の導入により、5 年後にテニュア教員(これ

までの常勤の教員と同じ)への道が開かれております。

5 年後にはテニュアを無事取得できる様に研鑽を積

んでいきたいと思っています。 

私はこれまで火山を研究してきました。噴火によっ

て地表にもたらされた物質(主に溶岩や火山灰)から

地下のマグマの情報、マグマが上昇する経路である火

道の情報、噴火してからその場所へ堆積するまでの情

報を抽出し、過去の噴火活動の様子を復元する研究を

行ってきました。特に岩石の示す磁性や、岩石に含ま

れる鉄鉱物を解析することで上記の研究を行ってき

た点が、私の研究者としてのオリジナリティです。こ

のような研究からは、現在の地形や景観からは想像で

きない昔の火山活動を知ることができる、という面白

さがあります。また活火山の火口に行って、様々な観

測を行うことで、どのような火山活動が起きているの

か、今後噴火へと至るのか、ということにも興味を持

って研究を行っています。活火山の火口では活発な噴

気活動や熱活動が見られ、過去の噴出物の研究とは違

ってダイナミックな火山の息吹を直接感じることが

できます。運が良いと(?)噴火に立ち会うこともあり

ます。 

写真は諏訪之瀬

島という九州の屋

久島の南方に位置

する火山島で遭遇

した噴火です。火

口からわずか 500m

のところで昔の溶

岩を採取していた

ところ、突然爆音

とともに火山灰がモクモクと上昇しはじめ、大あわて

で走って火口から遠ざかりました。危険なことをして

いるように思われるかもしれませんが、この様な場所

に入るときには、無線機を使って火山活動を監視して

いる研究者とリアルタイムに連絡を取っており、細心

の注意を払っています。こんな体験ができるのも火山

研究の醍醐味だと思います。 

先にも述べましたが、これまでは主に九州の火山を

対象に研究を行ってきました。九州の火山には馴染み

が薄いかもしれませんが、九州には阿蘇、雲仙、桜島

といった有名なものも含めて 17 個の活火山がありま

す。ちなみに私が学生生活を過ごした近畿地方には活

火山は 1 つもありません。そのため九州は火山を研究

する上で最適の場所だなぁと思っておりましたが、実

は長野県には 10 個も活火山が分布しているのですね。

こちらに来て初めて知りましたが、九州以上に魅力的

な場所だと痛感しております。今後、信州の火山の研

究から世界の学者を驚かせるような成果をあげたい

と思っています。 

その点で信州大学の理学部に来ることができたの

は幸運だったと思っています。ポスドク問題(博士号

を取得したけれど就職口のない若手研究者が増加し

ている問題)が叫ばれて久しいですが、一年前の私も

どのような未来が待っているか想像できませんでし

た。運よく職を得ることができたとしても、文系学部

や、理系でも地球科学系の教員が不在の学部への就職

といった未来もあったと思います。実際にそのような



就職を余儀なくされた友人もいます。そういった意味

で信州大学の理学部に来ることができて、本当によか

ったと思っています。地質科学科には 1 学年に 30 人

以上の学生がいます。個性や能力はもちろん千差万別

ですが、授業等で接する彼らの若さと快活さは魅力的

で可能性にあふれています。教員も私以外に 10 名の

方がおり、その専門分野も多彩です。地質科の学生諸

君と一緒に信州の野山を駆け回り、面白い研究成果を

あげることができるように、これからも研究と教育に

邁進していきたいと思っています。 

 

――― 学 科 の 紹 介 －―― 
 

物理科学科紹介   

 学科長 川村嘉春 

 

☆ 構成 

平成 20 年 3 月に寺尾洌先生が定年退官された後、13

名の専任教員（敬称略で記載）と 1 名の兼任教員（全

学教育機構：美谷島先生）で運営しています。 

【物性物理学大講座】 

テラヘルツ分光：武田、宮丸 

磁性実験：天児、中島   

物性理論：樋口、志水 

【素粒子・宇宙物理学大講座】 

高エネルギー物理学：竹下、長谷川、 

宇宙線：宗像、加藤 

     素粒子理論：川村、小竹、奥山 

さらに、4名の教育特任教授と1名の研究員がいます。 

 

主な行事 

『信州大学オープンキャンパス』、『信州自然科学実

験室「私もサイエンティスト！’08」』、『理数学生応

援プロジェクト』、『信州大学地域連携フォーラム

2008』 

詳しくは URL：http://science.shinshu-u.ac.jp/ 

 内の該当項目をご覧ください。 

 

☆ 入試 

物理科学科の入学定員は前年度と同じで 35 名ですが、

「推薦入試の導入」、「前期・後期日程の募集定員の変

更」、「後期日程の選抜方法の変更」、「センター試験

の選択科目の追加」を行いました。具体的には、 

・募集定員：推薦入試 5 名、前期日程(10 名→)20 名、

後期日程(25 名→)10 名 

・後期日程では、学力検査を課さずセンター試験の結

果で合否を判定します。 

・センター試験の科目として理科総合 A、理科総合Ｂ

を選択可にしました。 

意欲溢れる学生がたくさん入学してくれることを期

待しています。 

理学部物理科学科ホームページ 

URL：http://science.shinshu-u.ac.jp/~phys/ 

 

 

 

――― 学 科 同 窓 会 －―― 
数学科同窓会の紹介 

数学同窓会事務局 林浩一郎 

 

 数学科同窓会は発足丸４年となります。松本近隣に

住む同窓生（遠くは上田市）を中心に守矢会長の下、

年に数回事務局会議を開催し運営しています。総会は

設立総会の故松田智充先生の退官記念講演に始まり、

退職される先生方に合わせて、記念講演会と同時に開

いています。前回第２回総会は２年前大堀正幸，可知

偉行先生の退職に合わせ開催しました。 

 同窓会の主な事業は年１回の「同窓会報」の発行と

成績優秀学部生への奨励金の授与、同期生の懇親会等

の補助、HP の更新、必要に応じて学科への金銭的援

助です。同窓会報には研究室の紹介、大学の行事記事、

学生の進路状況などを載せていますが、毎回内容につ

いて事務局で頭を悩ましています。同窓生からの寄稿

が待たれるところです。奨励金については卒業式時に

会長が渡しています。 

 さて、第３回総会を信大創立 60 周年記念事業に合

わせ６月６日に開きます。午前中に総会、理学部主催

の昼食会を挟んで、午後は「数学科の歩みと思い出」

と名をうち交流会を計画しております。グラスを片手

に青春を語り合いましょう。大勢のご参集をお待ちし

ております。 

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 

 

物質循環学科同窓会長挨拶 

            白肌 真由美（1期生） 

  

この度、物質循環学科同窓会長に就任いたしました

のでご報告・ご挨拶申し上げます。多数の卒業生の中

から私に声をかけて頂き、とても名誉な事であると素

直に受けとめ決意いたしました。また、松本に転居し

た私にとってお世話になった学科へ微力ながらも貢

献できればという思いもあり、大変良い機会かと思い

引き受ける事にいたしました。 同窓生の皆様に親し

まれ、身近な同窓会になれるよう、精一杯務めてまい

りたいと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

さて、去る 11 月 2 日、銀嶺祭の日程に合わせ 2008 

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、2007 年度決算・2008 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。また、

総会後の懇親会には、多数の先生・同窓生の方々にご

参加頂きました。来年も銀嶺祭に合わせて総会を開催

いたします。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。 

今年度は私を含め 13 名の役員が総会で承認をいた

だき活動を開始いたしております。今後とも会員の皆

様のご協力をいただきながら同窓会運営をしていき

たいと考えております。宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 



 

女子寮の思い出 渡辺瑛代（旧姓 村木） 10 回 

   1962 年（昭和 37年）自然科学科数学専攻卒 

  

私が信州大学文理学部へ入学し、女子寮に入ったの

は 50 年も昔のことです。寮は薄川の近く（松商学園

の東側）の木造二階建ての家で、一階部分には哲学の

渡辺先生のご家族が住んでおられて、二階の七室ほど

が女子寮となっていました。寮生は文理学部の学生の

ほかに医学部教養課程の学生も合わせて十人前後で

した。原則として相部屋でしたが、上級生になると個

室ということもありました。食堂はなくて大学の構内

にあった男子寮（思誠寮）の食堂の一角の特等席（？）

で、一日 3 食 100 円の食事を頂きました。日曜日には

朝食にパンが出ましたが、昼と夜はなしでした。天気

の良い日曜日にそのパンを持って美ヶ原まで行った

ことが何度かありました。”美し“と言いなれて、自

分たちの山という感じでしたね。 

 女子寮にはお風呂もなく、電話も洗濯機もテレビも

なかったけれど、当時は不自由だとは思いませんでし

た。先輩に喫茶店に連れて行ってもらい、コーヒーを

飲んでクラシック音楽を聴くという経験をしたのは

人生の初体験であって、至福の時間でした。すっかり

気に入ってしまって、アルバイトでお金が入るとせっ

せと通いつめたものです。コーヒー一杯で何時間も居

続け、曲のリクエストをする学生に対し、店主さんは

親切だったものだと今になってつくづく感謝の思い

がします。 

 親切と言えば、当時アルバイトとしては家庭教師の

需要が結構多くて、どこのご家庭でも信大の学生さん

と言って大事にして下さいました。 

 寮の話に戻ると、時々駄菓子コンパと言ってはお喋

り会をしました。それぞれの実家から送られて来た食

料や近所のお菓子屋さんで買った駄菓子を食べお茶

を飲んで、おしゃべりをしました。 

 入寮した頃の先輩たちはとても大人に見えたもの

です。時が過ぎ自分がその先輩になったときに、とて

もそうとはなれませんでしたが・・・・・。当時一時

同室だった後輩とは、その後五十年のお付き合いをし

ていますが、あの頃の思い出と言えば、「私の寝床か

らネズミが出てきた」ことだけだと言います。私は彼

女がお寝坊で起こすのが大苦労だったと逆襲してい

ます。 

 60 年安保闘争の頃で、私は次第に心がそちらへ向

き、女子寮の生活の比重は少なくなりました。卒業後、

結婚して薄川近くのアパートで暮らしたことがあり

ますが、女子寮へ行ったことは一度もありませんでし

た。女子寮での出来事を書いてみて、思い起こすと自

分の青春時代はあの寮と共にあったのかと思われ、こ

の次松本へ行った時には、あの場所へ行ってみようと

決めました。 

 

 

 

 

思誠寮懐古       

   小林 實（11生） 

 

半世紀を経て思い起こして、なお思誠寮は懐かしい。

昭和 34 年度合格通知書に思誠寮の入寮許可書が同封

されていたかは定かではないが、入寮することが出来

た。 

信州松本あたりでは、４月中ごろ入学時期に 2,3

日寒い日が続くことがある、入寮したのはそんな日の

ことだった。 

寮委員の受け入れも申し分無く、さすが大学の自治

寮と感じ入った。もともと寮生活に一種憧れを持って

いたのですべて好ましく思えたかも知れない。 

南寮の隅の部屋（だったと思うが）に落ち着くが、

火の気は無く寒かった。同室者は未だ帰省から戻って

いない様子。 

南寮一階の廊下のあちこちの入り口に、下山間もな

いのか山の用具があり雑然といていた。これも後から

分かったことであるが、南寮一階には何人かの山岳部

員が陣取っていたのです。20 号室の住人は 8 年間、

そこを根城にして山岳部のことや寮の面倒を見てく

れて、まさに｢名主｣的存在の御仁やら、いかなる故か

卒業を急がない面々の割合が大きく独特の雰囲気を

かもしていた。 

窓の正面はグランド、高ボッチ、東に王ヶ鼻、西に

は壮大な日本アルプスの峰峰とこれ以上は望むべく

も無い絶景の中にある。 

いよいよ寮生活が始まる興奮は大きかった。家を離

れた開放感と使命感を感じながらわくわくしたもの

だった。委員会の主催する行事は多彩であったが新寮

生歓迎コンパは圧巻であった。 

南は沖縄（当時は本当の留学生）から北は北海道と

幅広い地域から集まり、いろいろなお国訛りの混じっ

た可笑しな自己紹介があり、または存在しないような

国からの留学生と法螺を言い、おまけにその国の国歌

だと言って意味不明な歌まで披露して拍手喝さいを

得ていた御仁は、ただ雪山で真っ黒に日焼けしただけ

の一見黒人風だけであったりして、旧寮生は雄弁多才

で飽きる間もなかった。 

コンパ最終にすべてのあかりを落とした中で歌う

｢春寂寥｣には感極まるものがあり、これで寮生になれ

たと思った瞬間であったし、寮歌の素晴らしさを実感

したときでした。 

寮歌の練習も恒例の重要行事の一つである。殆ど口

伝えで覚えたように記憶している。旧制松高時代、毎

年の記念祭に寮歌が選定されてき来たと聞く。寮歌も

時代を反映して明るいもの暗い印象のものと、数多く

ありそれぞれ味わい深い。当時の高等学校生の意思の

確かさ見識の高さを改めて感じた。 

 

 

 

文 理 の ペ ー ジ 



 

「みずすまし」      

 清水邦男（文理 11 回） 

 かつての松本から上高地に至る国道１５８号線の

奈川渡を知る人は少ないと思う。 

稲核（いなこき）に始まる梓川水系のダム建設以前は、

上高地から流れ下る梓川と、木祖薮原方面からの奈川

が合流する地点に奈川渡があった。松本方面から上高

地に向かい奈川を渡った橋のたもとに奈川渡館と云

う小さな宿屋があったが、今は奈川渡ダム（梓湖）の

底にひっそりと沈んでいる。 

 時は今から約５０年前、昭和３５年５月のことであ

る。当時京都大学の大学院生であった星合誠さん（文

理 物 理

学 科 １

回卒）が

物 理 教

室 に 来

られ、梓

川 の 水

温 等 の

観 測 を

含めた 

ア ル バ

イ ト の

話があった。ダム建設が始まる前の時期で、梓川水系

に関する熱収支の基礎データー収集とのことで、物理

学科の２年生から４年生合わせて８名が参加した。 

観測地点は、奈川の黒川渡、梓川の稲核、奈川渡の３

か所での定点観測で、本部は奈川渡館の２階に設定さ

れた。 

 観測内容は、各地点での水温、アスマン乾湿計によ

る水面上５０センチでの湿度と、川の流速測定であっ

た。特にアスマン通風乾湿計は初めて見る器具であり、

ゼンマイ式で風を湿球と乾球に送り湿度を測定する

仕組みに感心したりした。流速については特に計器を

使用するものでは無く、白い浮きを決められて地点か

ら流し、観測点までの時間を計る原始的な方法で行わ

れた記憶がある。 

 私は、奈川渡館の本部に詰め各地点とのハンドトー

キーによる連絡と観測に当たった。 

観測は午後７時

から翌朝７時ま

で１時間毎に行

われた。作業その

ものは１５分程

度で完了する内

容であったが、雪

解け水を湛えた

川辺の夜は結構寒く、水温測定の手が凍えた。 

 リーダーの星合先輩は大変柔和な方で、眼鏡をかけ

た姿が当時の喜劇俳優「エンタツ」に大変よく似てい

たので仲間内ではエンタツとばれて親しまれた。エン

タツさんは夜１０時になると、必ず NHK のラジオ第二 

 

 

放送の気象通報を聴き、記録紙に記入しあっと云う間 

にさらさらと見事な天気図に仕上げられた。 

当日は、梅雨にはまだ余裕が有る時期ではあったが、

天気図には低気圧の通過が予測された。エンタツさん

はかなりの雨になることを予想されていた。案の定、

夜半前からぽつぽつと雨が降り始め、深夜には豪雨と

なった。 

それまで何事もなく静かだった本部に各地点からの

報告が殺到し慌ただしくなった。 

黒川渡、増水によりテント及び観測機材の流失のおそ

れあり。同じく稲核、急な増水により観測の継続困難。

即座に星合さん安全な場所への避難と観測体制の撤

収を指示された。当時の梓川、奈川はなかなかの暴れ

川であり、度々氾濫を繰り返していた。結果、一つ間

違えば惨事となる危険をはらんでいたが適切な判断

により事なきを得た。 

一夜明け、翌朝各地点からの仲間が全員奈川館に集合

し朝ご飯を共にした。宿には、館主とおぼしき親父さ

んと、若さゆえ皆が娘さんと期待した女性が一人いて、

給仕をしていただいた。まるで台風一過のような天気

で、快晴の陽ざしに生える新緑を映し、何事もなかっ

たように梓川はサラサラといつもの佇まいであった。

食事後誰かが川の様子を見に川辺に降りて行った。そ

して、お茶を飲んでくつろぐ皆に報告。「梓川よりも

奈川の方の水がきれいに澄んでいるよ」。 

それを聞いた、奈川渡班の増田さん。持前のまじめな

顔で、「そういえば、黒川渡には水すましがいっぱい

いたじ」と言ったので、皆腹を抱えての大笑いになっ

た。 

今は、ダムの底深く沈む、奈川渡館での出来事ではあ

るが、奈川渡ダムの道を通る度に、青春のひと時を思

い出している。 

 
  

 

追記 観測の指揮に当たられた、星合誠さん、先輩 岡

田光生さん（文理９回）増田博さん（文理１１回）はす

でに鬼籍に入られておられます。ここに記録を記すに当

たり、あらためてご冥福をお祈り致します。 

文 理 の ペ ー ジ 



 

卒 業 研 究 
 

数理・自然情報科学科 
 

二宮ゼミ：内川 玲奈、杉浦 晃平、山下 大介、 

劉 春倩 「Ring theory」 

西田ゼミ：山崎 士誠、岩崎 美幸、三ツ井優来、 

渡辺 啓介  「押し出しと引き戻し」 

花木ゼミ：露木 岳志、浅羽 泰貴、多賀 友彦、 

森田 達規  「デザイン論」 

高橋ゼミ：佐藤 建一  「I 進位相と完備化」 

：後藤 すみれこ「群のコホモロジー」 

阿部ゼミ：尾崎 匠、齋藤 有紗、本間 健太 

「リーマン多様体の超曲面」 

栗林ゼミ：伊藤 裕、小池 達也 「Model Category」 

玉木ゼミ：佐々木 幹、藤田 達俊、宮迫 一平 

古瀬 瑞規 「SO(3)の有限部分群」 

高瀬ゼミ：佐々木智俊、峯村 太郎、山田 公昭、 

玉城 育美 「Link と不変量」 

：平子佑紀 「モース理論の基礎」 

井上ゼミ：三沢 真司、山田 淳貴 

「ギャンブラーの破産問題」 

：久米 延彰、諏訪 篤司、林 真理子 

「赤池情報量基準(AIC)」 

真次ゼミ：石塚 達也 「Fourier 級数の各点収束」 

一ノ瀬ゼミ：岩下可奈子、久郷 剛志、羽場 美恵、 

古川奈津子「非有界な演算子に対するｽﾍﾟｸﾄﾙ理論」 

高木ゼミ：市川 和美、笠原 弘基、紺 恵、山本 龍孔 

「等周問題」 

谷内ゼミ：田子 尚平、田澤 俊助、堀 智之 

「ヘルムホルツ分解について」 

中山ゼミ：石橋 洋、稲垣 良、岩下 祐一、清水 慧、 

松山 倫巳 「ボールの曲がる理由」 

乙部ゼミ：尾形 美佳、徳泉 秀代  

「大偏差原理について」 

：荒木 優、足立 直樹、阿部 真 

「ゲーム理論による投票の分析」 

 

物理科学科 
 

素粒子 

石田 憲一：相対性理論 

大塚 規文：相対論的宇宙論 

小林 玲奈：宇宙論 

会田 倫崇：Weinberg− Salam 理論 

高橋真一郎：ゲージ場の量子論 

川元 集太：弦理論概要 

久原慎太郎：速度制限のある交通流シミュレーション 

武内新一郎、稲葉 智基：象山地下における宇宙線ミュ

ーオン強度の測定 

戸塚 俊介：MPPC とストリップ型プラスチックシンチ

レータの研究 

若林  潤：TGEM の作成と基本測定 

 

 

 

矢口  瑛：TMC－新型カロリメータの性能向上－ 

竹村  洋：ワイヤーを用いないガス放射線検出器の研

究 

和田 秀雄：プラスチックシンチレータを用いた原子炉

ニュートリノの基礎 

長峰 宏昌：新型 scintillator(LSO,LFS)の性能評価 

 

物性 

田中 健一：古典電磁気学による電磁波の媒質の考察 

小出 和樹：超伝導の理論について 

岡田 和人、塚田 朋央：密度汎関数法による第一原理

計算－擬ポテンシャル法を用いて－ 

石井 翔太：ビル風のシミュレーション 

－信州大学理学部棟をモデルとして－ 

荒川 直也：非一様系の超伝導理論 

－BCS 理論との対応関係－ 

川田  達：高圧下交流磁化率測定装置の開発 

古池  智：金属間化合物 Sm2Fe17-xGaxの磁性研究 

木村 唯司：FDTD 法による H型フラクタルアンテナの 

THz 波放射シミュレーション実験 

窪田 志朗：フォトニックフラクタルおよびメタマテリ

アルによるテラヘルツ電磁波の制御 

上条 元嗣：金属開孔アレイの表面プラズモンポラリト

ンによるテラヘルツ電磁波の研究 

鷹合 洋佑：ATR によるテラヘルツ分光測定 

 

 

化学科 
 

無機化学 大木研究室 

高橋 直人：Gly・NiCl2・2H2O 中の分子運動 

山崎 淳矢：混合原子価錯体 

Cs2[AgxAu1-xCl2][AuCl4](0≦x≦1)の組成分析 

中山 達也：層状化合物 Zn5(OH)8(NO3)2・2H2O 中の分子

運動 

森下   怜：[Cd(H2O)6][PtCl6]における水分子の運動 

分析化学 金研究室 

荒川 哲大：超音波を用いた新規微小液滴抽出法の開発 

佐野 雄一：サリチル酸を捕捉剤としたヒドロキシルラ

ジカルの電気化学的検出 

吉田 早希：デジタルカメラを用いる簡易色彩計測法の

開発と環境分析への応用 

有機化学 藤森研究室 

平栗  翔：2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-

ビアズレン類の合成 

安藤 陽祐：ジ(2-アズレニル)ジアゾメタンの生成と 

反応 

無機化学 石川研究室 

安部 航平：デジタルカメラを用いた吸着帯分離の観察 

小池 亮平：Li 吸着帯の展開 

富永 慎悟：リチウムの同位体比測定 

登  隆紀：塩素の同位体分析 

08 年度の卒業研究、修士・博士論文等について発表者名と論題名を載せます。2 月中旬現在で発表会資

料およびホームページより抜き出しました。若い学生の研究内容がわかると思います。なお、卒業式・

学位記授与式は 3月 21 日です。紙面の都合上全角仮名を半角にしてある論題もあります 

 



分析化学 中村研究室 

山本 貴之：メチルビオロゲンとヘモグロビンを含有し

たPAA 高分子膜修飾白金電極の過酸化水素

とカタラーゼに対する非水系ボルタンメ

トリ－ 

守田 睦美：ヘモグロビンを含有した PAA 高分子膜修飾

白金電極の一酸化窒素用非水系バイオセ

ンサー 

中島 喬介：シクロデキストリンを化学結合したポリア

クリルアミドにヘモグロビンを含有した分

子膜修飾白金電極の非水系バイオセンサー 

物理化学研究室 

小原 裕輝：水の凍結電位への氷内発泡の効果 

小林 由佳：酸化チタン上の脂質分子の吸着状態 

定藤 豊成：石炭ピッチの炭素化過程への磁場効果 

有機化学 小田研究室 

辻本  篤：1,3-ジアルキルピロールと TCNE の反応に

おける位置選択性 

加藤  瞬：2,2,11,11-テトラメチル[3,3]メタシクロ 

(1,3)ピロロファンの合成研究 

竹内 理恵：ニトロ置換 2-(2-ヒドロキシフェニル)-1-

アザアズレンの合成と性質 

宮脇 大輔：Pd 触媒系における 2-クロロ-1-アザアズ

レンのアミネーション反応 

無機化学 吉野研究室 

百田 陽介：UV によるｍ-TBA と単糖類との錯形成定数

の測定 

伊藤 由衣：dopamine-CEBA の酸化と分解に対するフル

クトースの作用 

土山ゆう子：p-L-ボロノフェニルアラニン-L-チロシン

ジペプチドとフルクトースの錯形成 

分析化学 樋上研究室 

中澤 太登：GC 電極のレーザーアブレーションによる

活性化とﾍﾃﾛﾎﾟﾘ酸の酸化還元挙動への応

用の検討 

牧田 直子：墨液を光吸収剤として用いる油水界面温度

変調ボルタンメトリーによる標準イオン

移動エントロピー変化の決定 

有機化学 太田研究室 

井上 裕太：ゲスト認識部位として 2 つのベンゾクラ

ウンエーテル環を有するビス(1,3-ベンゾ

ジチオール)型酸化還元系の合成と性質 

玉水 琢也：アルコキシ基が置換したトリプチセン骨格 

をゲスト認識部位とする酸化還元応答性

分子ピンセットの研究 

藤井佳奈子：クラウンエーテル環が縮環したテトラチア

フルバレン誘導体とジアンモニウム塩と

の錯形成についての研究 

物理化学研究室 

濱田 祐輔：密度ゆらぎによる活性炭へのベンゼン吸着 

機構の解明 

松下 智久：炭酸カルシウムの結晶成長メカニズムへの

磁気処理効果 

森田 優平：圧力フィードバック法による窒素吸着等温

線・等圧線の測定 

 

地質科学科 
長田 圭介：富山県氷見市に分布する鮮新-更新統十二

町層の堆積環境 

山本 亮：北部フォッサマグナ，小諸帯南西縁部の地質 

渡邉 勇希：北部フォッサマグナ，松本市北方の会田川

～大口沢周辺の地質学的研究 

青木 井掘：長野県松本盆地東縁平瀬地区から下田地区

にかけての地形と地質 

阿部 拓実：長野県善知鳥峠南方の断層交差領域の地質

と盆地形成 

井本 千恵：美濃帯島々コンプレックスの変形小構造 

加藤   裕：長野県安曇野市西方における中房川周辺の

断層の運動像 

劉  雅惠：長野県伊那市領家帯桑沢層礫岩の変形 

小城美智子：富山県東部大平川における来馬層群の地質

学的研究 

松本 拓也：南部北上帯津谷地域の下部三畳系平磯層の

堆積環境 

服部 和晃：日本海における過去 4 万年間の環境変遷 

-日本海盆北部のピストンコアからの考察- 

畑中  彩：福島県鮮新統大年寺層最上部の珪藻化石群

集からみた堆積環境－現世陸棚堆積物中の

珪藻化石群集との比較を含めて－ 

三村 俊弘：中新統富草層群中部の地質学的研究 

鈴木 俊之：秋田県由利本荘市に分布する上部鮮新統の

堆積環境について 

廣瀬恵利奈：新潟県小千谷地域に分布する鮮新－下部更

新統の堆積環境 

小野 晶子：長野県北中部における現生淡水性貝形虫の

分布 

寺倉 雅美：マレー半島西岸クロントム地域の河口にお

ける現生貝形虫群集 

内堀 俊佑：高峯山およびその西方地域の地質と岩石 

永島 達也：八ケ岳火山群南西部の火山層序 

植木 忠正：仁科山地の亜アルカリ岩 

加茂 圭祐：滝谷花崗閃緑岩体中の暗色包有岩の記載岩

石学的特徴と産状 

島  有紀：滝谷花崗閃緑岩中のトーライト 

高山 晃弘：花崗岩質岩に対する低温消磁法の適用 

（滝谷花崗閃緑岩への適用例） 

橋本 一哉：梓川上流部の後期更新世段丘堆積物の火山

灰と花粉分析 

岡田  渉：丹生川火砕流堆積物の垂直方向の岩相およ

びモード組成変化 

土田竜太郎：穂高コールドロン内部における崩壊角礫岩 

岸  友美：長野県の新第三系に産する燐酸塩ノジュー

ルの鉱物学的・地球化学的研究 

植野 康太：木曽福島地域のジュラ紀砂岩に含まれる砕

屑性斜長石の曹長石化 

坂下 風子：長野県木曽郡南木曽町の苗木花崗岩ペグマ

タイトに産するアマゾナイトのカラーリ

ングについて 

加藤 雅則：建材に含まれるアスベストの同定方法 

梅田 祥平：北アルプス焼岳における GPS 観測と噴気孔

放射温度観測（2008） 

菊地悠一郎：北アルプス西穂高岳における GPS 地殻変動

観測（2008） 

鈴木 友理：松本盆地南部地域における GPS 地殻変動 

観測（2008） 

上本 季更：松本市街地における GPS 地殻変動観測

（2008） 

 



生物科学科 
 

阿部 航大：ﾂﾘﾌﾈｿｳ属における近縁な 2種間でのﾏﾙﾊﾅﾊﾞ

ﾁの訪花行動を介した相互作用 
雨宮 尚範：ColE2 プラスミドの複製開始タンパク質の

プライマーゼドメインの解析 

井川 敬介：糸状菌 A.nidulans の形質転換時における

ポリエチレングリコール(PEG)の役割 

石川  遼：ルソンメダカを利用したメダカ性決定遺伝

子 DNA の標的遺伝子候補探索 

江藤 陽子：長野県松本市におけるシダ植物の分布の 

スケーリング解析 

大輪 時雄：an12変異体に ANL2遺伝子を恒常的に発現

させた場合に見られる表現型の解析 

久保 雅之：松本地域におけるヨモギハムシ種群の卵期

間および形態の比較 

小林  彩：性ステロイド(MT・E2)投与によるメダカの

性転換一系統差と Cab系統における遺伝子

発現－ 

佐久間 南：ヘビノネゴザのファイトレメディエーショ

ン能力の検証 

島田 千尋：シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)
の HD-ZIPIV グループ遺伝子のフラボノイ

ド蓄積への関与 

高橋 理那：メコンメダカ(Oryzias mekongensis)の初

斯 性 分 化 － 半 分 化 型 に お け る

fox12,dmrt1,sox9a2の発現解析－ 

徳田奈菜子：ツリフネソウとキツリフネの間での花粉媒

介者を介した利害関係～開花結実から探

る～ 

長久保麻子：侵入生物フロリダマミズヨコエビ

Crangonyx floridanusの侵入経緯と個体群

動態-分子系統解析、生態学的調査より-   

根岸 武彦：Co1E2 プラスミド複製開始クンパク質の温

度感受性変異体の解析 

長谷川尚志：農法の違いと生息密度からみた地表性節足

動物の形態区分 

平田 悦子：梓川流域におけるｹｼｮｳﾔﾅｷﾞの分布動態 

深沢 拓矢：シロイヌナズナのｱﾝﾄｼｱﾆﾝ合成を調節して

いる PAP1,EGL3,TTG1遺伝子の発現解析 

三浦 一真：ANL2 遺伝子の発現を調節しているシス配

列の解析 

森井 悠太：トワダカワゲラ類の進化生物学的研究 

森田 幸恵：跡調査とヘア・トラップを用いた戸隠森林

植物園のツキノワグマの最小個体数推定 

山田沙央里：ColE2 プラスミド複製開始部位の機能解析 

吉山 武利：カブラハバチにおける Larva1 RNAi 法の

確立と成虫付属肢の形成に関わる遺伝子

の解析 

石川 文雄：米代川水系におけるイワナ個体群の遺伝的

構造 

 

物質循環学科 

 

伊藤  諒：鹿島槍黒沢高原における気温の逆転現象 

佐藤奈津美：乗鞍岳東斜面における気温逓減率とその 

要因 

谷垣 道則：乗鞍前川における降水流出時の河川水質変

動 

川渕麻菜美：乗鞍高原における積雪層中の化学成分の移

動 

三森 武志：北アルプス烏川における渓流水質 

荻原 麻衣：腐核酸に対する DNA の吸着について 

城間 崇司：水田土壌における元素の形態変化とそれに

関わる酵素活性の経時変化 

高樋 明希：土壌酵素の集積部位と土壌タイプとの関係 

花田 清子：ホスファターゼを用いた農地土壌中のリン

の生物利用性の評価 

日比野翔太：Biolog Plate を用いた土壌微生物群集の

機能的多様性の評価と環境要因との関連 

来住  牧：長野県松本市内の森林植物とそれを餌 

とする動物 

後藤 智史：河川におけるニセアカシアの他植生への影

響とその初期定着過程 

堀毛 一秀：信濃川の河畔植生とその立地環境 

渡遵 祐喜：雑木林の管理が林床植生とチョウ目に及ぼ

す影響 

曽根 佑輔：松本市街地の地下水と河川水の化学成分 

の関係 

中山 雄介：三重県における温泉と地質構造の関係 

森田 匠 ：上山田温泉地域の温泉水で調べる地質構造 

久保 光正：千曲川河畔林における土壌中窒素蓄積量 

ハリエンジュ林とヤナギ林の比較 

佐野 祥一：山梨県内の渓流水硝酸態窒素濃度の地域差

について 

竹内 邦明：唐花見湿原における食物網解析 

則武 優子：渓流水の硝酸態窒素濃度とその集水域に 

おける窒素無機化・溶脱速度との関係 

上埜 裕美：長野県・山梨県の渓流水における窒素濃度

の季節変化・経年変化 

村津 瑛世：山岳地域における積雪の多環芳香族炭化水

素類汚染 

正木 喜啓：複合流における流速とリップル断面形曲率

分布との関係 

山崎千登勢：梓川流域における渓流魚の生態と分布 

君島 祥 ：形態の異なるゾウミジンコ属個体の無脊椎

捕食者に対する適応度の違い：捕食者に対

する防御機構とそのコストの解明 

上村 聡 ：アオコ毒素 microcystin の動物間での蓄積 

岡林 秀樹：千鹿頭池におけるアオコとヒシの競争関係

について 

 

修       士 
 

工学系研究科 数理・自然情報学専攻 
 

久住 俊介：有限環の単数群に関する研究 

溝口 俊一：カット多面体について 

赤羽 佑亮：SO(3) が作用する Brieskorn 多様体の接

続 

宮澤 慎正：正 4 面体群で不変な 3 次元空間のベクト

ル場 

谷山 太郎：Sierpiń nski カーペット格子上における 

パーコレーションの臨界挙動 

松山 景洋：関数空間の差異を示す具体例の構成 

安岡 善太：球面上での離散曲線の運動とソリトン 

方程式 

小村 員壽：待ち行列過程の定常分布 



福元 啓人：ランダムウォークの再帰性問題 

逸見 紘一：離散時間マルチンゲールの基本的性質 

鈴木 順也：熱対流方程式の時間周期解について 

武嶋 利直：単位球 Bn 上の Carleson 型測度について 

松本 真一：半素環上のセントラライザ 

黒野 龍也：H2(T) 上のｽﾗﾝﾄ Toeplitz 作用素の 

スペクトル  

古清水大直：C1[0,1] 上のシフト作用素 

 

工学系研究科 物質基礎科学専攻（物理） 
 

三浦 貴司：オービフォールド上でのゲージ対称性の 

破れと同値類について 

鵜島 衣里：M-brane の理論における最近の発展 

前川 祐司：AdS/CFT 対応 

山形 直 ：スニャーエフ・ゼルドビィッチ効果の 

ゼロ点と温度揺らぎ 

宮原 裕之：SDE を用いた宇宙線モジュレーション 

の研究 

吉村 資巧：Tibet 空気シャワーコア検出器用データ 

収集システムの開発 

柳田 耕司：ILD 電磁シャワーカロリメータのジェット

事象を用いるエネルギーキャリブレーシ

ョン 

井手 康裕：PFA を用いたエネルギー測定 

陣内 隆平：微細な加工を施したアノード面を持つ新型

放射線測定器の開発 

佐竹 直敏：電子密度を再現する補正された 

Hartree-Fock 法：原子系への適用 

刈込富士男：Oliveira-Gross-Kohn 理論における一様な

超伝導体の転移温度の計算 

足立 大輔：曲がった空間を用いた圧力一定の分子動力

学法 

斉藤 祐 ：フラクタル構造におけるテラヘルツ光学 

応答とテラヘルツ放射特性に関する研究 

米山 琢也：圧力下電気抵抗測定による反強磁性体 

Ce２Ir３Ge５の研究 

谷口 裕輔：Fe Si1-x Gexの磁性研究 

 

工学系研究科物質基礎科学専攻（化学科） 

 
石谷 大輔：Gly･MCl2･nH2O(M=Ni,Mn)およびその類似 

錯体の結晶構造と物性 

伊藤 邦宏：インドロ[2,3-b]トロポンの新規な合成 

と性質 

伊藤 聡信：水素移動をともなう含窒素複素環化合物の 

合成研究 

今岡 直也：クラウンエーテル環が縮環したテトラチ 

アフルバレンとその拡張誘導体の合成と

性質 

久保田佳那：メソポーラスシリカのトポロジー制御と 

吸着特性 

粂田 宏明：電気化学発光による超音波反応場化学作用

のキャラクタリゼーション 

田口 勇 ：ジアズレノ[2,1-b:1,2-d]トロポン類の 

合成と性質 

東井 千秋：9,10-ビス(1,3-ジチオール-2-イリデン) 

-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 

橋川 輝一：集積型有機金属錯体のナノ空間構造と 

気体吸着能の磁場制御 

二村 竜祐：Ｘ線構造解析法による疎水性細孔内の 

ナノ水溶液構造へのアプローチ 

本間 祐太：磁場との相互作用による水溶液の 

構造・物性変化 

柳井 英治：1,1-ジ(2-アズレニル)エチレン及び 

その類似体の生成と反応 

 

工学系研究科地球生物圏科学専攻（地質） 

 
射水 文子：北部フォッサマグナ、大峰帯におけるテフラの

岩石記載と対比 

川崎 槙平：群馬県南西部に分布する新第三系， 

富岡層群・安中層群の地質学的研究 

北村 悠子：木曽山脈東縁部伊那市西春近地域の地質 

構造－とくに活断層と断層破砕帯につい

て－ 

竹田 知史：美濃帯東部野麦峠－開田地域におけるジュ

ラ紀放散虫化石年代と付加体の成長様式 

塩見 大志：中部日本における美濃帯・秩父帯砕屑岩の 

化学組成－長野県木曽福島地域・東京都檜

原地域での比較－ 

吉内 佑佳：珪藻化石群集解析に基づく陸棚環境の復元 

－福島県鮮新統大年寺層の例－ 

熊田 祐子：新潟堆積盆地における上部鮮新統-下部更

新統の堆積システムとシーケンス層序 

－魚沼層とその相当層の例－ 

中澤 理久：貝形虫化石群集を用いた更新統西山層 

および灰爪層の古環境変遷 

増馬 鉄朗：京都府北部久美浜湾における貝形虫群集と 

古環境変遷 

橋本 真也：乗鞍火山帯焼岳火山下堀沢溶岩の形成過程 

荻野目泰基：南八ケ岳北西地域における火山内部構造 

小林 卓矢：爺ヶ岳陥没カルデラにおける再生ドーム 

構造 

門脇 博総：北アルプス有明花崗岩中の Thorite の産状

と生成環境 

小川 英晃：苗木花崗岩ベグマタイトに産出する玉滴石

の蛍光 

 

工学系研究科地球生物圏科学専攻（生物） 
 

中村 尚史：日本海周辺地域に分布するトミヨ属魚類遺

存固有種群の系統遺伝学的解析 

池田 圭吾：亜高山帯針葉樹林における実生の定着，空

間分布，および個体間競争 

小池 繁幸：標高傾度にそった樹木肥大成長の季節変化

と気象の日変化が成長に及ぼす影響 

奥原 勲 ：気象変動が樹木の肥大成長に及ぼす影響と 

地球温暖化に対する将来予測 

後藤 彩 ：放棄された里山林の推移 

－ブナ・ミズナラ・コナラ実生の分布と成

長特性－ 

雪岡 正太：サクラミミズの生活史に関する研究 

一発育に及ぼす温度の影響－ 

関  諒一：クシケアリ属及びそれに寄生するゴマシジ

ミ属における遺伝的・化学的分化の系統・

地理的パターン 



服部 充 ：真社会性アブラムシにおける兵隊カストの

「量」と「質」～スペシャリスト捕食者に

対する表現型可塑性～ 

 

工学系研究科地球生物圏科学専攻(物循) 
 

石原 正嗣：千曲川中流の河畔域における徘徊性節足動

物の分布と餌資源利用 

市川 博 ：青森県下北半島沖の海底コア試料に基づく

過去 50 万年間の古海洋環境の復元 

岩本はるか：熊本市北西部に分布する芳野層に基づく 

中期更新世の古気候復元 

清水 理恵：サドノウサギ(Lepus brachyurus lyoni) 
の生息地選択とその環境 

高橋 功治：湖沼水中の高分子量溶存有機物に含まれる 

ステロールの起源に関する研究 

高橋 洋武：南極氷床 YM85 浅層コアにおける化学成分

濃度詳細解析による環境変動の解明 

藤井 嘉範：千鹿頭池のアオコ溶藻機構に関わる溶藻バ

クテリアとシアノファージの役割 

本間 彩花：糸静線最北端地域における温泉水および河

川水の化学的特徴と地質構造 

村上 智岐：湖沼生態系内における Daphniaと魚との相

互関係 

 

同期生の甲谷宏君を悼む（一周忌にあたって） 

                      櫻 井 彰 仁(1s) 

 暑い夏が巡って参りました。去る八月三日、甲谷宏君

の生まれ故郷の保雲寺に於いて一周忌の法要が営まれ、

生前に親交のあった理学部や思誠寮の仲間が大勢集ま

り、甲谷君の冥福を祈りました。 

 思い起こせば一年前の八月五日、逝去の一週間前にな

りますが、自宅を訪れて小一時間ほど話しをしたのが最

後となりました。暑さの厳しい日でありました。枕元に

は数冊の新しく買い込んだ本が置かれていて、病床に横

たわりながら静かに読書をしたり瞑想にふけっており

ました。 

 奥様のお話によれば、本人は死期を悟り身辺整理等を

後輩の坂東君や鈴木君にお願いしていた、とのことです

が、甲谷君は声も大きくて、気力もはっきりとしており

ましたので、猛暑の夏を乗り切って、この後も、何度か

会うことができるものと感じて別れました。その一週間

後に悲報を受けました。 

 逝去から一年、光陰矢の如く月日の過ぎるのは早いも

のであります。私たち一期生は既に還暦を迎えておりま

す。私もこの三月に定年退職となりました。定年を機に

同期生の悪ガキ共が集まって甲谷君と還暦の祝杯を傾

けたい思いでありましたが、それも叶わぬものとなりま

した。故人との思い出を振り返りながら、改めてご冥福

を祈りたいと思います。 

 私と甲谷宏君とは、性格も気性も大きく異なっており

ましたが、何故か気が合い、理学部入学以来、良きにつ

け悪しきにつけ、行動をともにし、お互いに長きに渡る

学生生活を送ることとなりました。この件については甲 

谷君本人を含め多くの方々が、私から甲谷君に八年目ま

で留年しようと話を持ちかけたと思っていますが、まっ

たくの誤解であり、私から八年目までいようと誘ったこ

とはありません。二人ともなんとなく長く居座わってる

うちに、結果として私が一年先に卒業するようになって 

信州大学大学院工学系研究科(博士)  

地球環境システム科学専攻 

宮下 通泰：「原子構造計算における非球対称効果」 

信州大学大学院総合工学系研究科 (博士) 

        システム開発工学専攻 

宮原 大樹：「Filtered Noetherian Rings」 

物質創成科学専攻 

木南 哲平：「スカラー粒子質量間の和則による大統一 

理論の探求」 

山岳地域環境科学専攻 

上田 昇平：「東南アジア熱帯雨林のアリ植物オオバ

ギ属に共生するヒラタカタカイガラム

シ属の分子系統解析」 

田原 敬治：「湖沼堆積物を用いた中期更新性後期以

降の古環境変遷と古気候変動の解明」 

小瀧 篤夫：「近畿地方北部の中・後期更新世のテフ

ラ層序学的研究 －大山テフラの記載岩

石学的カタログ作成の有効性－」 

生物・食料科学専攻 

Amporn Wiwegweaw:「Asymmetric mtDNA introgression 

against nonreciprocal hybridization 

between species of hermaphroditic 

snails 

 

 

 

 

しまったのです。 

 学究肌の甲谷君の部屋はいろんなジャンルの沢山の

本が満ち溢れ、どんな話をしていても、話しの端々には

専門的な言葉や事柄が溢れていました。私はというと、

部屋は「カムイ伝･サスケ･ガロ」と、漫画が満ち溢れて

おりました。 

 場当たり的で刹那的な学生生活を送っていた私にと

って、甲谷君と話をしている時は、いつも、少しは勉強

もしなければと、いう気持ちにさせられたものでした。 

 学生生活の後半は、お互い酒と麻雀とアルバイトに明

け暮れた日々ではありましたが、惰眠を貪り、迷える私

とは違って、甲谷君は卒業研究に読書にと、しっかりと

填り込んでいました。 

 私は、卒業後もなかなか学生気分が消えず、折々に松

本を訪れ、甲谷君と一緒に飲むのが楽しみでありました。 

 私たち思誠寮生が、毎年松本に集い、「思誠寮の会」

を続けてこれたのも、松本に永住し、思誠寮の会の開催

に尽力してくれた甲谷君のお陰によるものであります。 

 まもなくお盆会、甲谷君が逝きてちょうど一年、御霊

のお盆の里帰りの日を迎えます。 

            平成 20 年 8 月 5日  合掌 

 

編集後記 

松本は昨日(2 月 20 日)大雪でしたが、気温が

低くなかったのですぐに消えてしまいました。

アルプスは、前山も真っ白で今朝は美しく輝い

ています。60 周年ということで 6月にはお会い

できることを互いの楽しみにしたいと思いま

す。 

 文理のページ 2 回目ですが、先輩の学生時代

の状況がよく分かる 3 人の方々からいただきま

した。皆さんの学生時代と比べていかがでしょ

うか。(も) 


