
卒業生、修了生の皆さん。ご卒業、ご修了お目出とうござ

います。松本で有意義な学生生活を過ごされたことと思いま

す。理学部において自然科学を学び培った知識と知恵をこれ

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

然と文化に恵まれた信州松本で、自然科学の神髄に触れ、充

実した楽しい学生生活の思い出を残されることを期待してい

ます。

昨年はサブプライムローンの破綻から始まり、リーマンシ

ョックで後戻りのできなくなった世界同時経済危機の中、秋

には政権交代がありました。これで、大学にとっては生命線

とも言える運営費交付金のマイナスシーリングも方針転換さ

れるかと期待していましたが、必殺仕分け人（仕損じたよう

ですが）による事業仕分けで、科学・技術予算が大幅にカッ

トされ、その雲行きもだんだん怪しくなってきました。まだ

まだ先の見えない時代が続きそうです。

幸い、こと仕分けに関しては、地道な自然科学の基礎の教

育研究を続けてきた理学部にはさほどの痛手とはなっていま

せん。一昨秋の南部・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を励みに、これからも自然科学を学ぶ

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

を社会に送り出す教育機関としての役目を着実に果たして行

きたいと考えています。

さて、理学部では、昨年（2009年）度より文部科学省の教

育事業の「理数学生応援プロジェクト」に採択されました。

この事業は2007年度から公募が始まり、採択大学は、信州大

を含め、千葉大、東工大、東理大、京大、阪大、鹿児島大、

愛媛大、東北大、農工大、北大、筑波大、山梨大、群馬大、

広島大、豊橋科技大、お茶の水大、名工大、静岡大、熊本大

の合計２０大学です。それぞれ特色のある教育プログラムを

展開しています。

信州大学理学部の採択課題は『能動的学習意欲を持つ理数

学生の発掘と育成プログラム』です。このプログラムは文字

通り積極的に自ら学ぼうとしている諸君を理学部を挙げて応

援するものです。目標は、①学生自身のポートフォリオに基

づいた現状分析に教員が関わる、②優秀な成績で大学卒業要

件をクリアさせる、③国内外の学会・研究会に積極的に参加

させる、④自主的な勉強会やセミナー開催を援助する、⑤学

部全体の大学院進学者を増やす、⑥フィールド科学コース全

員が「自然環境診断ジュニアマイスター」資格を取得する、

⑦サイエンス・ラウンジ（上級生が下級生の数学や物理に関

する学習相談に応じる場）を継続・拡充する、⑧外部講師に

よる公開講座と外部講師を囲むインフォーマルミーティング

の場を作る、の合計８つを掲げています。

その内容は、通常のカリキュラムに加えて下記に示す様に

学年ごとに「理数学生応援特別コース」とも言うべきメニュ

ーを用意しています。

1年次：「新入生ゼミナール（特別クラス）」（後期）

2年次：「基礎理学総説演習」

（基礎理学版Wikipedia[Kisorigaku]の作成）（通年）

3年次：「早期卒業研究」（通年）

アドバンス演習（数理・理論科学分野）

アドバンス実習（フィールド科学分野）

アドバンス実験（実験科学分野）

４年次：「学部・大学院継続科目」（大学院先取科目）

学年共通：「サイエンス・ラウンジ」

「特別講義 」

「自主的学習会・セミナー」

「自主学習活動の奨励」

「教育研究事業への自主参加奨励」

「研究室ゼミへの自主参加の奨励」

希望する学生は原則として参加できます。このカリキュラ

ムを選択した学生には自主学習支援のために個別指導教員お

よび個別院生チューターがつきます。学習方法を自ら獲得し

て行くポートフォリオ等の活用の仕方から始まり、日常の学

習活動を応援します。是非参加してみて下さい。詳しくは、

下記の専用ウェブページをご覧下さい。

ご意見をお聞かせいただければと思います。

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

本会誌の最後のページに卒業研究、修士論文および博士論

文の研究テーマの一覧が掲載されています。是非ご一読いた

だき、後輩諸君の勉学の成果の一旦をご確認下さい。また、

今年の夏も恒例となりました、小中高校生と一般市民向けの

体験学習イベント「信州自然誌科学館（自然のシリーズ）」

を、同窓会のご支援をいただいて８月初旬の土日に開催する

予定です。母校の散策も兼ねてお越し下さい。お待ちしてい

ます。

今後とも同窓会会員の皆様方には後輩と母校を温かい目で

見守っていただき、さらなるご支援・ご指導をお願い申し上

げます。
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ご卒業・ご修了そしてご入学お目出とうございます

―――「理数学生応援プロジェクト」の紹介―――

理学部長 武田 三男



卒業生、修了生の皆さんおめでとうございます。若い仲間

をお迎えできますこと、本当にうれしく思います。それぞれ

が自らの願いに沿って、新しい歩みを始められること心から

願っています。さまざまな問題が複雑に絡み合っている時代

だからこそ、人間関係を大切にし、人の発する言葉に深い興

味と関心をよせてほしいと思います。

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。信州という

地は自然豊かな土地ですが、知れば知るほど、その豊かさは

圧倒的ともいえる姿を見せてくれます。理学という自然科学

の基本をじっくりと学ぶ上で、これほどふさわしいところは

ないのではと思います。地の利を生かして学ばれることを期

待します。

同窓生の皆さん、今年の冬は日本海側を中心に大雪が何回

か降りました。雪降ろしも３回目という話も聞きました。皆

さんのお住まいの地域はいかがでしたでしょうか。

冷たい政治の下では、社会の矛盾は弱い者のところに集中

しますがそれが今、多くの国民に降りかかってきます。年収2

00万円以下という貧困ライン以下の人々が、1000万人を越え

たといわれています。働く人を「物」としてあつかい、都合

に合わせて雇い止めをすることをすすめながら、ちょっとし

たことを言い立て、声高に「自己責任」をふりまき、物言わ

ぬ労働者づくりがすすめられてきました。

こうした社会を変えたいと期待をこめて政権交代をさせた

のに、どうもマニフェストどおりでないことが目立つように

思います。マニフェストに書かれていても、変更はありえる

ことですが、沖縄米軍基地問題については、そうともいえま

せん。もともと「普天間の県外・国外移転」をいい、名護市

長選挙では「辺野古移転反対」の新市長を推薦し、当選させ

たのです。にもかかわらず、直後に「ゼロベースで検討」と

か、「斟酌してやらねばならない理由はない」と言い、辺野

古地上案を「反対運動がしにくい」という理由まであげて出

してきます。自らの党が推薦した候補が当選したのですから

公約実現に協力するというのが筋ですが、いきなり梯子をは

ずす行為をどう考えたらいいのでしょうか。

今年は安保条約50周年という一つの節目の年です。安保の

持つ本質と現状を改めて考え検討し、学び合いたいものです

この10年間で資本金10億円以上の大企業では42万人以上も

の人がリストラされ、支払い給与総額は2兆5000万円も減らす

ことになっています。そして下請けたたきをやって内部留保

金は87兆円(142兆から229兆へ)も増やしています。

下請けへの支払いの増額、雇用の確保と賃上げなど、今企

業ができることは内部留保金の1割（23兆円）で十分でき、そ

うすれば、今日の生活に関わる問題の基本部分が解決するよ

うに思えます。

内部留保金は資産にも投じられていますので、そのすべて

を使うことはできませんが、約4割は現金化できるという報告

もあります。「国際競争力を失う」「本社を外国に移しかね

ない」などといいますが、それが本当かどうかも改めて検証

し企業の倫理・あり方を再構築する必要がある気がします。

このことが今の青年を取りまく困難を解決する早道のように

思いますがどんなものでしょうか。

昨年秋、いわゆる「事業仕分け」で大学教育・研究にかか

わるものが、ターゲットの一つになった感があります。「ス

パコンは2位ではなぜいけないのか」という質問は有名ですが

「ポスドクの生活保護のようなシステムはやめるべきだ」と

までいう発言さえ出されたのには驚きました。若手研究者の

研究と生活をやっと守っている科研費をはじめ人件費を含む

研究助成金がことごとく「減額」という判定でした。

日本の科学・技術をささえる政策的側面から大学院の拡充

をすすめてきたのです。正規の研究職のポストが少ない（減

少すらしている）中、ポスドク制度は競争的で期限付きの低

賃金研究者とはいえ、研究を続けていける制度です。

そして実際、矛盾をかかえながら、世界的一流の学会誌へ

の投稿論文もかつてなく増え、学会での若手発表も増加、協

力研究も各地で進んでいます。研究室内での院生や学生への

教育力の発揮もあいまって、各大学の研究水準は向上してき

たといえます。

いずれにしても、教育研究分野での評価で数値化できるも

のはほんのわずかで、本質にかかわるものは数値化できない

ものばかりです。このことがわかっていても、いざとなると

「数」が物をいい、それ以外を切り捨てるというのは検証と

して科学的とはいいがたいと思います。

予算についての議論で、教育・医療・福祉についての政策

には、いつも財源はどうするのかがついて廻り、多くは内部

でのやりくりに終始し、しばらくすると消費税議論が始まり

ます。ここで税負担の見直し論（累進課税比率、各種優遇税

制など）があまり語られないこと、軍事費や企業誘致（工業

団地造成、補助金）銀行への公的資金投入などについては財

源が問題になることは少ないのはどうしてなのでしょうか。

ここには検証以前の課題があるように思います。

大学の法人化も７年目を迎え、第二期中期目標・中期計画

をはじめるという節目の年です。法人化の検証はどうなって

いるのでしょうか。

この間、運営交付金は毎年1％ずつ削減されてきました。7年

前と比べた削減額は、単純計算で平均的規模の国立大学5.85

校が廃校になった分と同じです。北海道から国立大学が消え

た、あるいは、東北六県から国立大学がなくなったと考える

と空恐ろしい感じがします。また、医学部附属病院の交付金

は毎年2%ずつ削減されてきており、これは単純計算で平均的

規模の付属病院5.6病院分が廃院になった分と同じです。こち

らは北海道と東北から国立大学病院が消えたのに近い状況で

す。

こうした状況のもとで、研究費の削減、教職員の減員、競

争的資金のための事務など、研究活動の苦しさと多忙化が進

んでいることは容易に想像できます。

法人化は何をもたらしたのか、そして高等教育のあるべき

姿と将来像は示されたのかなどや、大学は無矛盾で存在でき

たわけではないので、克服・改善・前進したものは何で、ど

のような新しい矛盾を抱え込んでいるのかを、改めて検証す

るときではないのでしょうか。

いろいろと、今日の困難さを並べて参りましたが、発展の

ための産みの苦しみと思えば希望がわきます。なにより、か

つてなく若い人の多くが、高等教育を受けることができるの

は、大きな喜びですし、未来の発展を保障するものです。そ

して、いつの時代もそうであるように、若い人たちは社会に

目を向け事実を直視し、真理を求め学んでくれる人々です。

そういう若い人たちと手を携えることができるなら、本当に

うれしいことです。

理学部に一昨年発行していただいた、高校生向け冊子「信

州に学ぶ」の改訂版の準備と、新たに小・中学生向けの「実

験の手引き集」（表題未定）を考えていただくことにしてい

ます。

こどもたちに自然や科学に親しんでもらい、身近な実験を

実際にできるようなものを考えています。そして、そこに信

州大学理学部があるということを認識してもらえればいいと

思います。

同窓会は理学部に協力をし、理学部で生活をするすべての

人々がよりよい条件で研究･教育活動がすすめられるよう努

力していきます。今後ともよろしくお願いいたします。

会 長 挨 拶 森 淳



信州大学の２つの目標と４つの重点課題とその方向
－常に成長し続ける大学へ－

信州大学長 山沢 清人
信州大学は昨年、お陰様で創立 60 周年を迎えることができまし

た。国立大学法人化を筆頭に、幾多の時代の変化を乗り越えるこ

とができたのも、理学部同窓会をはじめとする信州大学同窓生や

関係者の皆様のご努力、ご尽力の賜物であり、改めて感謝申し上

げます。この輝かしい伝統を引き継ぐ私たちは、さらなる発展のた

め、一層の努力をする所存です。信州大学が目指し、舵を取る方

向として、私は次の２つを掲げています。一つは、｢学生が生き生き

と学び、教職員が教育研究に専念できる学舎の実現｣、そしてもう

一つは、「全学の英知の結集による、信州大学のワンランクアップ」

です。

昨今、地方国立大学を取り巻く状況は大変厳しいものとなって

います。中長期的な観点に立って、目標・計画の着実な達成を可

能とする戦略的な運営が求められます。理学部同窓会の皆様にも、

信州大学の方向性をご理解いただきたく、いささか重いものとなり

ますが、平成22年度からの第二期中期目標・中期計画の基本スタ

ンスを簡単にご説明させていただきます。

信州大学は、信州の豊かな自然と文化の中で、自然環境の保全、

新しい文化の創造、人々の健康と福祉の向上、産業の育成と活性

化などを目指し、優れた教育研究を行うことによって、大学に求め

られている社会的使命を果たすとの理念の下に将来構想「信州大

学ビジョン 2015」を策定しています。これに基づいて、各学部が協

働で教育研究を進め、総合力と相乗効果を発揮し、世界へ飛翔す

る「個性豊かで独創性の魅力あふれる地域拠点大学」の構築を目

指します。そのために、第二期中期目標期間中では、次の４つの

事柄について重点的に取組むことになります。

まず、「未来の社会を展望した有為な人材教育の実践」です。こ

れは学生の視点に立ち、高度専門職業人としての専門的知力の

修得を支援するとともに、優れた社会的課題解決能力などの人間

力と豊かな人間性を備え、社会で指導的役割を果たしうる人材を

育成することです。深い専門知識の修得を主な目標としてきた大

学にとって、人間力の育成は大変難しい問題です。１年次の共通

教育ではもちろんのこと、高年次の学部教育においても、人間力

を鍛え上げることが望まれます。

次いで、「地域に根ざし世界に拓く研究拠点の形成」です。これ

は人類の知のフロンティアを切り拓き、自然との共存のもとに人類

社会の持続的発展を目指した独創的研究を推進し、その成果を

広く提供することにより、地域と世界に貢献することです。現在、本

学において世界的な研究拠点として組織的に活動している分野は、

繊維学部を中心とする先進ファイバー工学及び工学部を中心とす

るカーボンナノチューブの研究があり、文部科学省などの大型の

競争的研究プロジェクトに採択されています。これらに加えて、全

学の英知を結集した研究プロジェクトを実施し、信州大学のワンラ

ンクアップを図りたいところです。例えば、「文化、伝統、社会構造」、

「産業（ものづくり）技術」、「医療・福祉」、「食糧生産」、「地球環境、

エネルギー」など「理工系の知見に加えて、文化、伝統など人文、

社会科学の知見を融合した知の拠点」による研究活動を展開した

いと考えています。

三番目は「豊かな地域社会の創造に向けての協働と貢献」です。

信州にある唯一の総合大学として、県内全域に向けた教育・文化

の拠点づくりや地域の産業振興、まちづくりなどに積極的に関わっ

ていくことです。信州大学の評価は高く、多くの競争的プロジェクト

が採択されています。近年採択されたプロジェクトは、大学単独の

研究ではなく地域との連携に重点を置いており、大学が地域の産

業界や行政との緊密な連携のもと、産業や人材を育成するのが特

徴です。その成果についても地域から大きな期待が寄せられてい

ます。

そして最後は「社会環境の変化に柔軟に対応する大学経営の

推進」ということになります。これは、学長のリーダーシップのもと、

社会環境の変化に柔軟に対応する自立的な大学経営を推進す

ることです。社会の変化に柔軟に対応できるよう、教育研究理念

をしっかりと保持した上で、組織の効率的・効果的な運営を行うこと

を目指したいと考えます。総合大学としてのバックボーン（学部構

成）は維持しつつも、内容の整理統合や新しいニーズをとらえた学

科の新設などを進め、常に成長し続ける大学としたいと考えます。

以上、第二期中期目標・中期計画の基本スタンスについてご説

明いたしました。私は、信州大学が欝蒼として、人も立ち寄らない

森ではなく、明るく、透明性高く、しかし木々はしっかりと大地に根

を張った「知の森」となるようにしっかり育ててゆきたいと考えていま

す。国立大学を巡るこの難局を乗り越え、明るい未来の構築に向

かって、教職員一丸となって進みたいと願っています。

ご理解、ご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

信州大学同窓会連合会長代表就任のご挨拶 可知 偉行

同窓会連合会は、長野県の４地区にある8学部同窓会と医学部

保健学科同窓会、文理学部同窓会の10同窓会から成り立っており

ます。

この会は各学部同窓会の主体性・活動を尊重しつつ、相互の

交流・親睦を図るとともに信州大学との密接な連携により大学及び

各同窓会の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的にし

て設立され5年を経過しました。

この間、毎年の入学式に於いて、全国的な活躍をした学生のサ

ークルの表彰を行っており、特に昨年は、創立60周年記念事業へ

参画し、連合会東京同窓会支部が設立されました。全ての学部卒

業生の交流の場としての更なる発展・活動を願っております。

東京同窓会のルーツを辿ってみますと、文理学部関係の諸先輩

のご努力とご尽力のたまものであり、頭が下がります。

第１回の信大（文理）東京同窓会（仮称）が1995年2月4日 柳橋

ベルモンテホテルで開催され、参加者は文理、医進、人文、理、経

済、恩師を含め102名でした。

その当時、あがたの森の校舎の重要文化財指定に向けての活

動が行われ、教養部廃止に関連して学部の充実、再編がなされて

いました。これより15年が経過し、今日に至っております。 以後、2

月の第１土曜日に毎年開催されており、今年は、学長をはじめとし

各学部の学部長、全ての学部の同窓生の参加（130余名）により盛

大に開催されました。

田辺治氏（信大学士山岳会理事・農学部59年卒）の演題「厳冬

のヒマラヤ巨大岸壁に挑んだ」の講演に感動し、懇親会では信大

フラメンコ部によるフラメンコを観賞しました。同窓生であればどな

たでも参加できますので、多くの皆様の参加をお願います。

昨年人文学部同窓会東京支部が設立されましたが、ぜひこれ

を機会に全ての学部で支部を立ち上げて頂き、連合会東京支部

を盛り上げて頂くよう切に希望いたします。さらには、東京に限らず

他地区にも支部が出来、学部を超えた同窓生の親睦が図られるこ

とを期待しています。

同窓生の活躍と交流・連携が各学部の同窓会の発展に繋がり、

その力を結集して大学が発展する糧を提供し、活力ある同窓生を

排出していただければ、それを共有の誇りとし、こんなに素晴らし

い大学の卒業生であったかと嬉しさと喜びに繋がると思います。さ

らに連合でなく、信州大学同窓会が発足することを願っております

青春時代を学問に遊びにと楽しかった昔を思い起こし、また後輩

との懇談を兼ねて信州を訪れて頂くのは、地域貢献・地域活性化

にもつながりますので、今一度おいでいただきたくお願いすると共

に、皆様の益々のご活躍、ご健勝を祈念し挨拶といたします。

昨年10月に学長に就任されました山沢清人先生から「理学部同

窓会の皆さんへ」をいただきました。11月の連合会役員会の折、

先生に今後のことを含めて原稿をお願いいたしましたところ、快く

お引き受けいただき、早速お届けいただいたものです。

昨年11月信州大学同窓会連合会役員会にて、新しく代表に可知

偉行文理学部同窓会長（本会副会長）が満場一致で選出されまし

た。就任のご挨拶をいただきました。



新任教員挨拶

数理・自然情報科学科 佐々木 格

2009年4月に赴任した佐々木格と申します。信州大学が約三年

前から始めたテニュアトラック制度の第三期目の助教として赴任し

ました。専門は数理物理、主に量子場のスペクトルを研究していま

す。

私が初めて量子力学の存在を知ったのは、中学生の頃でした。

科学の通説本にあった、「量子力学によればトラックが壁をすり抜

ける確率は 0 ではない」という一文を読み、夢のような理論があるも

のだと強い印象を受けました。

学習院大学に入学後も、量子論に対する憧れをもち続けていた

ので、量子力学は特によく勉強した記憶があります。ただ、物理の

教科書には呪文のような謎の説明もあり、その理解にはずいぶん

苦しみました。それと、学部で教わる知識では量子力学を数学とし

て完全に理解することはできず、ヒルベルト空間論や作用素論とい

った関数解析の知識が必要となりました。量子力学を数学的にや

らねば気が済まなくなり、北海道大学大学院の数学専攻に進学す

ることを決意しました。

修士の２年間で、関数解析や場の量子論に必要な数学の基礎

的なことを学びました。論理を着実に追っていけば理解できる数学

の勉強は自分に合っていました。（ただし、数学の＜研究＞は別で

非論理的な事をたくさん考えないといけないようです）。

その頃から、量子場のスペクトル解析を始めました。これは粒子

系と、量子場で記述される系の相互作用を対象とするものです。と

はいっても、相対論やゲージ不変性といった物理的な要求をすべ

て満たした数学的なモデルをつくることは、量子論始まって以来約

８０年間の難問であり、いまだに解決できそうにありません。そこで

粒子の方を非相対論的にしたり、相互作用の高エネルギー部分を

カットしたりして、現在扱える数学の枠内に押し込み、それを解析し

ているのです。

その中でも最も興味があるのは、ハミルトニアンのスペクトル（固

有値の概念を一般化したもの）と散乱理論の構成です。これらの研

究は 1970 年代からあったのですが、1998 年頃に作用素論的繰り

込み群という方法が開発され、それによって量子場のハミルトニア

ンの固有値や共鳴極の存在証明、計算が可能になりました。これ

はすばらしい方法だったのですが、結合定数が 100 万分の 1 ぐら

い小さくないと使えないような手法でした（最近の私と友人との研究

で 100 倍ぐらいは改善できることが示せました）。私がその手法を

学んだ頃、このテーマに関する研究を進めていたChen 氏と知り合

いになる機会に恵まれ、博士号を取得した翌年の 2007 年、Chen

氏の所属していた Princeton 大学の研究員として一年間のアメリカ

生活を送ることになったのです。

Princeton では、Chen 氏と議論してアイディアを確認するほかは、

朝も夜も計算するという単調な生活でしたが、美しいキャンパス周

辺での生活は心和むものでした。ある日、玄関のドアを開けると、

目の前をアヒルの子連れが散歩していたり、初夏の夕暮れには町

中で蛍が飛んでいたりして、かなり浮世離れした場所でした。

帰国後は学振研究員として1年間九州大学に所属した後、信州

大学から内定をいただいて松本に来ることが決まりました。大学院

生の頃に植村直己「青春を山に賭けて」や小西政継「ジャヌー北

壁」などの山岳本に触発され、ときおり簡単な山登りをしていたの

ですが、北アルプス登山のときに松本を通過したことがあるだけで、

松本市内をじっくり見たのは信州大学に赴任してからです。いまで

も突発的に山登りに出かけたくなることがあり、また、都会の騒々し

さが苦手なこともあって、山に近く空気の澄んだ松本にくることがで

きて良かったと心から思っています。

研究室を数学の議論が自由にできるオープンな場所にしたいと

思っていますので、学生や同窓会の皆様にも気軽にいらしていた

だけたらと思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

ヒマラヤでの地質調査

地質科学科 吉田 孝紀

2007 年秋～2009 年夏にかけて，中央ネパールのヒマラヤ（ジョ

ムソン～マナン地域）での地質研究の機会を得ました．この研究は，

信州大学，北海道大学，宮城教育大学，東北大学，岡山大学，海

洋科学技術研究機構の合同チームによる，ネパールヒマラヤの約

2億5千万年前の地層（三畳紀）を中心とした調査でした．ご存じの

ように，現在のヒマラヤはユーラシアとインド大陸の衝突によって，

両大陸の間に本来存在した堆積物が強く変形・変成して形成され

た山脈で，日本のような活動的な火山を伴わない特徴があります．

ヒマラヤを作る岩石は，約 5 億年前～6 千万年前の南半球の中緯

度で作られた堆積物を材料としています．当時の堆積物の大部分

は今日に至るまでに地殻変動に巻き込まれて断片化したり，山脈

となって浸食され尽くしてしまい，ほとんどが残っていません．しか

し，中央ヒマラヤにはそういった太古の地層が連続的に保存されて

います．同時に，植生が少なく岩石がよく露出する状況も，地質調

査に非常に適した環境を提供してくれます．

研究対象である2億5千万年前の地層には，その当時の環境変

動が記録されています．当時の大陸配置は現在と大きく異なり，北

極域から赤道域を経て南極域に至る一続きの巨大大陸“パンゲ

ア”が存在したと考えられています．地球全体の平均気温は

現在よりも4～5℃ほど高く，極域でも温暖な気候下にあった反面，

大陸内部は著しく乾燥して砂漠化が進行したと推定されています．

今回の調査はそのような環境条件の具体的データの取得が目的

でした．

私たちのヒマラヤ行きは，8月から9月の約2週間程度の現地調

査と前後 1 週間程度の移動からなる約 1 か月を調査期間としてあ

てました．本来は乾期である 10 月がベストシーズンです．しかし，

調査地の標高が 4700m 付近にあることから降雪が懸念されたので，

雨期ではあるものの，気温の高いこの時期を選定しました．調査メ

ンバーは若さにあふれた大学院生から私のような体の弱った教員

までと様々で，それぞれの調査経験も異なります．そのため，

5000m 以上の高所での調査は断念し，“観光ルート”であるア

ンナプルナ周辺のトレッキングルートにいくつかの調査拠点

を設定し，山小屋を利用しながら調査を行いました．とはい

っても，徒歩ルートしかありませんから（ジョムソン地域で

は，現在では自動車道が開通しています），荷物を担いでの

調査拠点への移動や調査地へ日参は，日頃から運動不足の私

たちにはかなりきついものでした．

トレッキングの拠点となるポカラ市からは，ジョムソン地域へはジ

ープと徒歩を併用して 5 日，マナン地域には徒歩で 8 日を費やし

てしまい，へとへとの状態となりながらの調査拠点入りでした．調査

拠点は3500～4000mに位置する山小屋としましたが，食欲の減退

や頭痛，不眠など，一通りの高度障害に悩まされました．調査地点

は更に 500～900m 登ったところで，雨やみぞれ，霧といった天候

に悩ませられながらも，何とか現場にたどり着き，２週間程度の調

――――― 新任の佐々木先生、地質科学科の吉田先生から研究の紹介をいただきました ――――――



査を行いました．重いサンプルや機材を担いでの高所での調査は，

一歩を踏み出す毎に息が切れ，30cm の段差を登るのも非常に苦

痛でした．また，体全体が重く感じられて思うように動けない状況も

あり，積極的に行動するのはなかなか困難なものでした．気圧の変

化のせいか，せっかく持参したエンジンドリルが不調であったため，

毎日の調整に手間取ったり，氷河の崩壊に見舞われて帰路を失う

など（別の道を探しましたが），日本では体験できない貴重な経験

をもしました．

それでも 2 週間も滞在していると体は慣れてそれなりに快調とな

りました．ではありましたが，目に見えて痩せてきてしまったので早

めに撤退を決めました．あまりサンプルを採集しすぎると人力での

運搬が困難となってしまうので，ほどほどのところで切り上げる必要

もありました．復路も徒歩ですが，下りであることに加えて高山に順

応していたこともあり，非常に快適でありました．ただ，雨期でヤマ

ビルがうようよしている下界に帰るのが新たな苦痛に思えました．

そういったわけで，これまで 3 度のネパールヒマラヤの調査を行

いました．野外の観察では自然状況に左右されることもあり，再訪

の旅に新たな発見があります．同時に入山許可が発行されない，

渡渉が困難で調査地にたどり着けない，登攀困難でアプローチ不

能，など様々な問題も生じ，すべてが順調にいったわけではありま

せんでした．しかし，研究対象となる岩石だけでなく，ヒマラヤという

厳しい状況で目に入るものすべてが好奇心の対象となり，非常に

充実した調査となりました．調査の合い間に見ることの出来たアン

ナプルナやダウラギリ，ニルギリなどの中央ヒマラヤの山々の姿は，

調査の苦労を忘れさせるほど神々しいものでした．

理学部創生期と県の森など 岸本 量夫

信州大学の文理学部が改組され理学部が創設されたの
は、１９６６年（昭和４１年）のことだったろうか。私が理学部数学科

に北海道教育大から赴任したのは１９６７年の４月のことだった。教

養部（なつかしい名称だ、若い人は知っているかな？）から数学科

に進級してきた二年生（1S 理学部一回生）の代数学とその演習

（「代数学概論」と代数学演習）の講義と文理学部数学専攻４年次

生のゼミを担当し、高木貞治先生著「初等整数論講義」をゼミのテ

キストに選んだ。

ゼミの学生さんの中でＵさん－彼女はクリクリとした目が輝いてい

たチャーミングな女子学生は、卒業後医学部学生のＫ君と結婚､お

子さんも何人かみえて、幸せな日々をおくってみえたが、数年前他

界されたとの訃報をＫ君から受け取り驚いた。ご冥福を祈ります。

また、群の勉強を選んだＮ君は、卒業研究のネタにしようと読ん

だイギリス人数学者の論文の定理の証明のミスを発見し、私を驚か

せてくれた｡彼は卒業後､電気器具メーカーに就職の後退職、郷里

で高校数学教師を経験した後ベトナムの病院でのボランテイア活

動に参加､「ベトナムにすっかりめり込んでいます」の便りをもらい､

「うん、もっともだ、彼らしい」と思ったものだ。ベトナム戦争当時の

米空軍による枯葉剤散布の被害の実態を写真で紹介する活動も

日本で行っている。昨年｢ベトナムの枯葉剤－ダイオキシンを追い

かけて－｣(ミヤオビパブリシング、２００９年４月)を贈ってくれたが、

添えられた彼の手紙にいわく「先生数学でなくてすみません」とあり、

「そんな事はないよ、僕は教え子の素晴らしい仕事を誇りに思う」

（私の礼状)と伝えた。いつか同窓会報でＮ君のことを紹介したいと

思う。

理学部のキヤンパスは県にある旧制松本高校の跡地文理学部

のものをそのまま利用していた。正門を入ると左手に大きな講堂､

右手に木造２階建ての旧松高校舎などの風景は今も残っている。

校舎の右手奥に「公園」などと称し安っぽく変貌させられた現在

の味気のない（これはあくまでも私の個人的見解）姿とは好対照の

しかもちょっともの悲しい淋しい風景であった。理学部の講義にこ

の旧松高校舎を使った記憶は私にはほとんどない｡キャンパスの

空き地に建てられた一階木造のバラックが数棟あり数学科はその

一棟に事務室・教室・教員の個室（研究室と称していたが）が収ま

っていた。

私の住宅（宿舎？）はこの校舎から近い同じキャンパス内にあっ

た｡松高時代の旧外人講師（ドイツ人講師）の住宅で、玄関の戸を

開ける板張りの上がりが広く、大きな階段が続く二階建ての半洋

風･半和風の大きな広い建物であった。庭は広く葡萄の木が植わり、

札幌での小さな家での生活に慣れていた我々夫婦にはまさに夢

のような環境であった。この住居の二階の広い部屋で学生諸君と

麻雀に興じ夜もふけたので､そのままこの部屋に泊まることになっ

た時のこと、１Ｓ の Ｉ君（特に名を秘す）､朝になっても起きてこな

いので妻が二階まで上がってそっと覗いて見ると部屋はもぬけから

空！ということもあった。彼は早朝目覚めると部屋があまりにも広く、

怖くなって逃げ帰ったのだと後で苦笑していたが‥・（Ｉ君ゴメン－

このエピソードの無断借用－）先生の家で朝食まではと遠慮して､

そっと帰ったのではと妻と話し今もそう信じているのです。夢のよう

な住宅談義はこれまで。

講義中の事、クスクスと学生の笑い声を耳にしたので、ふと目を

転じると幼稚園入園前の私の坊主（当時、子供は二人だった)が教

室の横の窓の下で両手を後ろで組み､ときどき短い小枝を握った

右手を前に振り廻して、なにかブツブツ・・要するに私の講義の真

似をしていた訳です。

着任してほぼ一年県キャンパス内の「恩誠寮」とグランドを挟ん

で南側向かいに信大宿舎が完成､外人宿舎は取り壊されるとの話

もあり転居した｡寮も近くなり坊主の寮通いも頻度が増してきた。あ

る日、坊主は息をせき切り水!水！とバケツや洗面器にいっぱいの

水をためて窓から寮の方をみつめている。赤褌以外は全裸で下駄

履きの寮生が数人づつ縦に一列に並んで宿舎に向かってワショ

イ・ワショイ（このストームをなんと言うのか失念）坊主は窓に近づく

寮生に水をかける。（寮のお兄さんに水をかけるよう頼まれたと楽し

そうだった）

松高大講堂の奥にあった古い体育館(現在は取り壊されてない)

で昼休みに数学教室の横田一郎先生とピンポンを楽しんだことは

思い出深い。あの大学紛争時、中核派などの封鎖（その指導者は

東京都副知事の忘れもしないＮ．Ｉ氏であった）にあい、県の森の

学生自治会に結集した学生諸君の封鎖解除の行動はとりわけ忘

れがたい。理学部は旧日本帝国陸軍の松本連隊跡の旭キャンパ

スに移転（何年だか記憶にない）し、旭町時代に受け継がれる。恩

誠寮歌に「春寂寥の洛陽に昔を偲ぶ唐人が」とあるとおり、県の森

のこれからについては､ずっと前からその盛衰を静かに眺めている、

ヒマラヤ杉やニレの巨木に任せる事にしよう。

（旭キャンパス時代の理学部の思い出については 11 月頃発行

の「数学科同窓会報」に掲載される予定です。）

昨年度末、札幌にお住まいの岸本量夫先生（信大名誉教授、数

学、着任（1967）にお会いする機会を得ました。その折、理学部

創設の頃の話になり、先生に「思い出を書いて下さい」とお願い

しましたところ、即座に「おゝいいよ」といっていただき原稿をお送

りいただきました。（森）



世 紀 を 超 え て 母 校 は 生 き る

旧制高校とは
明治維新後日本は欧米に追い付くため教育体制を急速

に整え始め、高等教育の充実もその一つでした。官立の総
合大学として東京帝国大学を始め、内地に７、朝鮮と台湾
に各１、あわせて９帝大が設立されました。これらの大学に
入る学生の基礎力をつける学校が必要となり、そのために
作られたのが旧制高等学校でした。後には、公・私立の旧
制高等学校も何校か設立され、高等学校という名前でなく
てもこれに相当する学校を含めると敗戦時、1945（昭和 20）
年には、全国で 38校を数えました。４校は外地にあり、敗戦
と同時になくなりました。また戦後まで女性には入学が許さ

れませんでした。
松本高等学校の誕生 長野県が高等学校の誘致運動を始
めたのは明治 32 年でした。しかし明治 33 年第六高等学校
が岡山に、明治 34 年第七高等学校が鹿児島に、明治 41
年第八高等学校が名古屋に新設された後、第一次世界大
戦のため高等学校増設計画はしばらく無期延期になってい
ました。大正６年になりようやく４高校増設の案がきまり、長
野、新潟、愛媛、山口の４県が名乗りを上げ、長野県では長
野と松本との間で激しい誘致合戦が繰り広げられた後、松
本に設立されることに決まりました。

松本市は現金10万円、敷地２万坪及び地均し工事費併
せて７万５千円、付属道路費２万５千円を寄付しました。

また本町四つ角から鍋屋小路を経て学校正門までの道路
拡張に３万４千円、合計 23 万４千円を支出しました。その年
の松本市の歳入決算額は 20 万 3898 円、経常歳出は９万
2553 円でありましたから、高等学校誘致には年間歳入を上
回る金額、経常歳出の 2.5 倍がかけられたわけです。郷土
の発展を教育にかけた当時の松本市民の情熱の大きさをこ
の数字によって窺い知ることができます｡松本高等学校は大
正８年４月開校、７月に入試、９月第１回生の入学式が挙行
されました。全国で９番目の高等学校として誕生したのです。
しかし松本高等学校からは校名に設置場所の地名がつけら
れることとなりました。

松本高等学校とは

生徒数と出身地 設立時、文科２クラス（文甲、文乙）、理
科２クラス（理甲、理乙）。甲は第１外国語が英語、第２外国
語がドイツ語、乙はその反対。第１、第２外国語とも必修でし

た。各クラス 40 名、160 名で１学年が構成されていました。
昭和 18 年、文科２クラス、理科４クラスとなり、それ以後も戦
争の影響で変動があり、戦後は、陸士、海兵などの軍関係
の学校に在籍していた生徒を受け入れ、最後の卒業生とな
った 29回生は文科・理科合わせて273名でした。生徒の出
身地は県内・県外ほぼ同数、県外は北海道から九州まで全
国にわたっていました。戦後入学した生徒は戦後の特殊事
情により県内出身者の割合が大きくなっています。

外国語教育の重視
戦後の文科の例で見ると、週に第１外国語が８時間、第２

外国語が４時間、週時間数の３分の１が外国語に当てられ
ていました。さらに補習授業で、週４時間外国語を学ぶ生徒
もありました。外国語には厳しい先生が多く、生徒たちが及
第点をとるために、様々な苦労をしたエピソードが残ってい
ます。
寮生活 全寮制ではなく、希望者を選考して入寮を許可し

ました。寮は基本的に自治制で、旧制高校の伝統の基盤の
一つになっていました。その自治制は自由の幅が大きく、そ
の反面厳しさもありました。戦後食料が極端に不足していた

旧制松本高等学校校舎の重文指定（2007 年 6月 18 日）を受けて、

松本高校同窓会と文理学部同窓会の手により記念冊子「世紀を超

えて母校は生きる」が発行されました。両同窓会の許可を得て、ここ

に全文を 2回に分けて掲載させていただきます。なお、写真の配置

や文章の位置は編集の都合上原文とは異なります、また、原本はカ

ラー印刷ですが会報はそうではありませんので写真などが見にくい

ところがありますが、ご容赦下さい。

------------------------- 文 理 の ペ ー ジ -------------------------



とき、寮生を飢えさせない責任を負うのは炊事部員で、関係
方面と交渉したり、闇の食料を都合したりしなければなりま
せんでした。任務遂行のために、授業に出られないこともし
ばしばで、炊事部員は寮生にとって英雄であり命の恩人で
した。また戦時中生活物資の不足を補うべく、販売部員は
乏しい物資（学用品､牛乳、ラムネなど）を入手し、自由信用

販売を行いました。欠損の出ることもありましたが、そうした
物資が入手できなくなるまで信用販売方式を続けることがで
きました。「思誠寮」は同名のまま文理学部に引き継がれ、
その伝統はその後も長く続いています。

運動部・文化部の活動
運動部はインターハイや対校試合などに優秀な成績をあ

げ、特に山岳部は地の利を生かし、日本アルプスを踏破し,
「松高ルンゼ」に今もその名を残しています。また演劇部の
公演は地方の文化行事として注目され多くの観客を集め、
高く評価されました。その他様々な文化部があり活動は活
発に行なわれました。

戦時中の松高生 軍事教練も行われていたし、勤労動員
も学徒出陣もありました。しかし思想的にも物質的にもがん
じがらめの統制の中で、松高生は若さと伝統に辛うじて守ら

れ、息をついていることができたように思われます。それぞ
れが真実を追求し悩み苦しみ、友人たちとかなり自由に本
音で話し合うことができたのではないでしょうか。
（本文次回に続く）

-----------------------------------------
寄 稿 理 2 松浦 寿幸
秀麗な山脈の環に抱かれ育った松高生 嘗

かつ

て学びし松
高、わが松本の地は四囲を山々に抱かれ、殊に常念、槍、
穂高の主峰の連なり、王ケ鼻など山脈の環は四季のそれぞ
れを尖鋭に反射している。「遠方」を望むことは一つの精神
を見ることであり、風や光の動き、豊かな緑、季節のめぐりが
若者たちの貴重な魂の領域を染め上げぬわけはなかった。
ここで山野を跋渉し、学業を積むことが出来たことは、この地
松本がわたしたちにとって忘れ難い第二の故郷になってい
る所以である。
配属将校Ｈ少佐と松高生 軍事教練の時間に、いずれ赤

紙（召集令状）の来る松高生を桜の木の下につれてゆき教
練を止め花を静かに眺めさせてくれたＨ少佐。当時の生徒
の書き残したものによると、彼は 19 年の春、生徒たちに、
｢竹槍で戦うなんて馬鹿なことをするな。山の中に逃げ込む
作戦をとれ､そのうち何とかなる｣と教えたとのこと。勿論狂気
に近い戦争末期には反対の方向をしめす言動も珍しいこと
ではなかっただろうから、過度の美化は慎むべきであろうが、
軍国主義の柵に囚われない良質なものの中で松高生は生
きていたのだろう。

松高の春 戦後の思誠寮寸描
昭和 23年秋だったか、東大経済学部の木村健康先生の

講演が講堂であった。先生はイギリス・ルネッサンス時代最
大の思想家フランシス・ベーコンの主著『ノーヴムオルガー
ヌム』を取り上げられ、その種族、洞窟、市場、劇場の四つ
のイドラ（偶像）を破壊し、常識を疑い敗戦の激動期である
現在の進むべき道を静かな説得力ある口調で話され、私達
は深い感銘を受けたのである。その夜、火照りと言うべきか、
寮全体が静寂に包まれていた深夜、飲んで外出から帰った
のかＡ君は廊下の窓を大きく開け放ち全寮生に向かっで惰
眠をむさぼるな、目覚めよ、パトスを燃やせと熱弁をふるっ
た。
県の森と思誠寮

また部屋にこもり、ゲーテ全集を机上に積み上げ数日
で読破すると宣言して、教室にも出ずにひたすら机に向

かっていたＢ君、しらみ発生の貼り紙を部屋の入口に貼
り、しらみ退治をするためタライに入れたシャツに熱湯
を注ぐとドロドロに溶けてしまったＣ君。様々な人々の
姿が目に浮かぶ。貧しくしかし自立と自由を精一杯生き
た日々であった。
-----------------------------------------



＜先輩からのメッセージ＞
「ごあいさつ」

文理同窓会会長 鎌倉 通敏

（第 1回卒人文科学科英文専攻・深志高校教諭）

私はこの日ごろ、熊井啓君の作品のほかはほとんど映画を見な

い生活に追われていますが、かって「史上最大の作戦（The

Longest Day）」というのを見たことがあります。第二次世界大戦終

結への端緒となった連合軍のノルマンデー反攻作戦。その総司令

官の決断への逡巡、将棋の駒として次々に橋頭保確保のために

悲しくも明朗に散っていく兵士たち・・・。

この度、とてもその器でない会長を引き受けざるを得ない破目にな

って、ふと心に浮かんだのは、あの映画の幾つかの場面でした。

ひとが共同して大きな仕事をするためには、誰かが捨て石にならな

くてはならない。やがてこの同窓会が大きく生い繁る日を夢見つつ、

私はその捨て石になろう。こう考えて、穏やかならざる気持ちと逃げ

口上を私は自分に禁ずることにしました。

思えば、昭和24年（１９４９）の夏、新しい意気込みをもって誕生し

た文理学部の理念は、人間の疎外が叫ばれ、環境問題が大きく地

球を脅かしている今日、いよいよ切実であります。

新しい Liberal Art and Science の広い視野からの構築、一握りの

体制のリーダーをでなく地の塩をいたるところに、というあの理念は

正しかったのです。その後信州大学は、文理学部を人文学部と理

学部とに『発展的解消』させましたが、私たちは、あのヒマラヤ杉の

翳ゆたかなるキャンパスを基地として、各自専攻の知識技能の錬

磨に励みながらも異種の専攻の人びとが絶えず親しく交わり、人間

としての拡がりと深まり、「此処と今」の奴隷とならぬ英知、を求めあ

ったあの青春を誇りとするものであります。

高度工業社会といい、情報化社会というこの激浪の中で、私たち

の同窓会は、あの文理学部の理念を忘れぬ、清新な交流とサービ

スの機関でありたい。

池田雄一郎学長はじめ諸先生のご支援と、馬瀬良雄君を中心と

する今や公私とも多忙を極めている年輩の有志の献身的なご尽力

とによって、この同窓会の活動はやっと緒についたのでありますが、

これを生き生きと育てるのは、ひとえに会員おひとりおひとりのお力

であります

------------------------------------------------------
「文理学部から理学部へ」 原 稿 大 募 集

2010年度は文理学部改組、理学部誕生45年目です。当時、文理、

県の森と旭町旧教育学部校舎、そしてピカピカの教養部、理学部新校

舎での生活を経験した人々もそれぞれに年を重ね、1期生の最も若い

人も63歳を迎えることになりました。記憶あるところはより鮮明に、ある

ところはごっそり抜け落ちてしまうものです。同じ時間をともにすごした

人々の思い出（少々の記憶違いは互に勘弁!!）を出していただき、改め

て共有できればと思います。あの貧しくとも爽やかだった60年代半ば、

群れを成す戦後生まれの者たちがどういう暮らしをしていたのか、新

設学部を創っていく、楽しみと悩み苦労などや、地方国立大学に理学

部をつくっていたのは何故だったのかなどを今の若い同窓の人々に

少しでも伝えられたらと思います。

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

各学科同窓会のホームページのメールアドレスまたは各学科の理事にお

送り下さい。 数学：kuri＠math.shinshu-u.ac.jp
物理：shimizu＠landau.shinshu-u.ac.jp

化学：aohta＠shinshu-u.ac.jp

会員のほとんどが３０代というこの会の特色が充分に発揮され、

この会が『味』ある発展を遂げんことを心から願いつつご挨拶に代

えさせていただきます。 文理学部会報第 1 号（1972 年 8 月 25 日）より

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

---- 募 集 要 項 ----

内容

① 「文理学部から理学部へ」をめぐる日々の大学、講義、教官と

学生、サークル、寮、暮らし、友情など

② 題は各自お付けください

③ 1000～1500字程度横書き（写真込み）

④ 原稿到着順に会報の「文理学部から理学部へ」のページに

掲載

8月末までの到着分は可能な限り9月末発行の16号に、その後

来年1月までの到着分は原則として2月末発行の17号に掲載

応募いただく方

文理改組(1966)の前年ごろから理学部完成年度(1969)頃までに

文理学部・理学部の教官・技官等の教職員だった方々及び、文

理学部・理学部の学生だった方々。

注意いただきたいこと

印刷され会員に配布されます。文章は一般的社会的常識の範

囲を超えないようにご配慮ください。

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

地質：otsukat＠shinshu-u.ac.jp

生物：mkonishi＠shinshu-u.ac.jp

物循：shirohada＠shinshu-u.ac.jp

文理のページでは「先輩からのメッセージ」と題して文理学部同窓会報等にのせられた、先輩の発言をその折々の背景を添えて

紹介していくことをはじめます。私たちの先輩が何を語り何を伝えているのかを共に傾聴しようではありませんか。

昭和24年6月に文理学部が創設され、文理学部同窓会の会長は文理学部長が兼任し特別な活動はなかったようです。昭和46年

3月に最後の卒業式で、文理学部は解消されました。この時点で同窓会会長がいなくなるということから、先輩諸氏の尽力・奔走によ

り正式に同窓会が発足することになり、昭和47年5月7日に第1回総会が開催され、8月25日に会報第1号が発行されました。その巻

頭の初代会長の鎌倉通敏氏（第1回英文卒）の挨拶文を転載します。なお、鎌倉通敏氏は平成１１年にお亡くなりになりました。



卒 業 研 究
数 理 ・ 自 然 情 報 科 学 科

二宮ゼミ

芦田 夏美, 上原 仁, 横田 雄介, 山田 浩之：

半単純な多元環の構造定理

西田ゼミ

長岡義一，丹羽里英：ガロア理論

京野孝信，砂原佑太：ホモロジー代数

花木ゼミ

金津 雄士, 川瀬 慎哉, 河守 直樹, 冨永 太紀：

誤り訂正符号について

髙橋ゼミ

神田 拓郎, 花村 聡平, 三石 陽介, 山崎 寛幸：

平方剰余とガウス整数環について

阿部ゼミ

平 賢一郎, 白谷 英明, 長谷川 拓也, 福岡 敬真：

曲面の微分幾何学

栗林ゼミ

菊池 元気, 滝岡 英雄, 谷澤 一気：

Discrete Morse Theory

玉木ゼミ

宮迫 一平 , 筒井 有機 , 北尾 大樹 , 高岡 邦行：

モース理論, 4元数と8元数, そして双曲幾何学

髙瀬ゼミ

高澤 小百合, 鹿原 康嗣, 小長谷 祐太, 大黒 顕司：

1次元代数的特異点とディンキン図形

井上ゼミ

石江 誠 伊藤 悠：ﾌﾞﾗｳﾝ運動の変換による不変性と微分不

可能性

江崎 公則：スターリングの公式と確率論への応用

岡田 大樹：ボールの箱詰めに関する場所占めの問題

笠原 昌子：エレベーターの問題の確率論的考察

真次ゼミ

高柳 裕樹, 厨川 輝：単位円板上の調和関数

藤井 雄規：多変数関数論入門

一ノ瀬ゼミ

川合 智也, 新田 亮, 堀井 一孝：量子力学の数学的方法

髙木ゼミ

柏木 慶太, 河内 亮祐, 森 崇洋, 塚本 圭一：

一次分数変換とアポロニウスの問題

中山ゼミ

川島 啓輔, 加藤 純, 鈴木 徹平, 綿屋 実早樹：

渦の運動について

乙部ゼミ

千明 和也, 松本 昌也, 吉田 卓巳, 二ノ宮 美国：

多期間二項モデルの数理ファイナンス

謝ゼミ

何 佳, 小松 良大, 鷹合 啓太：

確率変数列の収束について

物 理 科 学 科

素粒子・宇宙物理学講座

大口 国大：量子情報

小多 亜弥：一般相対性理論と重力場の正準形式

瀬木 健太郎：非可換微分幾何学とCP対称性の破れ

山田 恵子：PET用シンチレータのシミュレーション

宮下 雄起：Geant4によるLSO,BGOｼﾝﾁﾚｰﾀのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

蓑島 慧：ニュートリノ検出器のシミュレーション

野中 淳平：Thick-GEMの基礎特性の測定及びシミュレーション

による性能評価

仲松 弥秀：MPPCの線源における位置依存性

笹倉 崇義：新型MPPCの性能評価

山浦 弥：Geant4による細分化電磁カロリメータの性能評価

迫 邦洋：Geant4によるTMC (新型カロリメータ) の性能評価

村上 祐子：2003年10月・11月のHalloween Epochで観測された

太陽宇宙線陽子データの解析

大山 恭平：宇宙線太陽時異方性の長周期変動と太陽活動

古橋 絵利：高エネルギー銀河宇宙線強度の長周期変動と

太陽活動

浦﨑 利沙：確率微分方程式を用いた宇宙線太陽変調の研究

山際 瑶子：Fokker-Planck方程式を用いた宇宙線太陽変調の

研究

正川 友朗：大気中における宇宙線中性子スペクトルの計算

小財 正義：比例計数管ミューオン計の性能評価

物性物理学講座

牛山 孝介、清水 文崇、平林 雄大、真野 雄平：

パーコレーション

小杉 欣也：BCS理論の基底状態

比嘉 亮太：遍歴電子の磁性

内山 登志行：Ce2Ir3Ge5の育成と磁化測定

大日方 聖：FeSi1-xGexの作製と磁化測定

小林 顯一：交流磁化率測定装置の開発

花岡 直樹：金属ﾁｪｯｶｰﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟﾀｰﾝのテラヘルツ波偏光特性

川村 真美：テラヘルツ導波路における分散関係

―三次元H-フラクタル導波路を目指して―

長谷川 晃：焦電体素子を用いたテラヘルツ波検出器の開発

化 学 科

有機化学

小田研究室

米本 博敬：7-(ﾆﾄﾛﾒﾁﾙ)シクロヘプタトリエニルアニオンの検出

加藤 広恵：2’,7’-ビス(ジメチルアミノ)スピロ[1H-アズレニウム-

1,9’-フルオレン]過塩素酸塩の合成

元村 大樹：2-フェニルピロリジンとアルデヒドとの反応

高木 啓詞：6-(1H-ﾋﾟﾗｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ)-5-ｱｻﾞﾍﾞﾝｽﾞ[b]ｱｽﾞﾚﾝの

合成と性質

太田研究室

澁澤 幸伸：拡張TTF骨格を有する酸化還元応答性分子

ピンセットのゲスト認識における置換基効果の検討

田中 智一：クラウンエーテル環が縮環したTTF誘導体の錯形

成に関する研究

原 美里：ベンゾクラウンエーテル環を導入したビス(1,3-ﾍﾞﾝｿﾞ

ｼﾞﾁｵｰﾙ)型酸化還元応答性ホストの合成と性質

無機化学

石川研究室

水野 直人：リチウム６吸着帯の分割

松田 典子：リチウム塩の分離

山崎 真由香：塩素同位体比測定の検討

大木研究室

金子 仁：グリシンを配位子とした金属錯体の合成

照屋 智美：Cs2[Ag
Ⅰ
xAu

Ⅰ
1-x Cl2][Au

ⅢCl4](0≦x≦1)の示差熱

分析と凝固点測定

進藤 宏樹：2-(2-ﾋﾟﾘｼﾞﾙ)-1-ｱｻﾞｱｽﾞﾚﾝの1H NMRによる研究

09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。各学科および研究科からご提供いただきま

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



山崎 温子：自己集積型金属錯体Co(4,4'-bpy)Cl2の
1HNMR

による研究

吉野研究室

井出 裕子：ホウ酸-ホウ酸アニオンの10B化学シフトのpH依存

伊藤 恭子：HPLCによるp-L-ボロノフェニルアラニンのアルカリ

加水分解生成物の同定

小澤 裕太：色白剤として開発されたp-BPA含有クリームに関す

る11B-NMRの研究

清野 哲郎：p-L-ﾎﾞﾛﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝとL-ｼｽﾃｲﾝとのｼﾞﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞの

合成の試み

分析化学

中村研究室

浦部 竜輔：ヘモグロビンを含有するPAA-β-CD高分子膜修飾

白金電極の非水系ボルタンメトリー

根本 拓也：コバルトフタロシアニンを化学結合したポリアクリル

アミド膜修飾白金電極の非水系ボルタンメトリー

笠井 貴臣：ヘモグロビンを化学結合したPAA薄膜修飾白金電

極を用いた過酸化水素の非水系ボルタンメトリー

樋上研究室

柿崎 秀丸：フラーレンの光化学反応を利用した光化学電池

(Photoelectrochemical condenser, PEC)の研究

坂上 諒：液液界面における水溶性ポルフィリンの

イオン移動ボルタンメトリー

野末 晴香：光イオン化イオン移動アンペロメトリーを用いる

不飽和炭化水素の分析法の検討

和田 裕子：ﾚｰｻﾞｰｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝにより活性化したｸﾞﾗｯｼｰｶｰﾎﾞﾝ

電極のｻｲｸﾘｯｸﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰ

巽研究室

上田 達也：ｲﾝﾄﾞｰﾙｱﾐﾝ類の液液界面ｲｵﾝ移動ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰ

大作 直矢：OHラジカル高感度定量のための酵素触媒機能

電極の検討

金研究室

小野 絢貴：超音波を用いた微小溶媒抽出法の確立

黒瀬 大輝：フェノール類化合物を共反応物としたRu(bpy)3
2+の

電気化学発光反応に関する研究

須山 裕司：シャープペンシル芯電極を用いたヒ素のｽﾄﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ

ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰ

田代 新：ミセル界面におけるトリフェニルメタン系陽イオン色

素の退色反応及び超音波の照射効果

物理化学

飯山研究室

伊藤博光：ZSM-5細孔内における水の挙動とｶﾁｵﾝｻｲﾄの影響

平岡 直人：光応答性分子を導入した集積型金属錯体の合成

藤崎 布美佳：X線・中性子回折による疎水空間における水分子

の水素結合ネットワークの解明

尾関・浜崎研究室

小島 恵美：大腸菌の生存コロニー数の磁場強度依存性

渡部 文也：銅およびニッケルめっき液への磁場効果

相川 裕輝：2-[p-(ジメチルアミノ)フェニル]-1,3-ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞﾁｵｰﾙ

誘導体の合成と酸化還元反応

小形 繁：[Cu(bpy)(H2O)2(BF4)2](bpy) 錯体の窒素吸着への

磁場効果

西原 禎孝：石炭ピッチから磁場中調製した炭素物質の構造

野村 貴裕：ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)ゲルの体積相転

移の添加物と磁場の効果

地 質 科 学 科

白金 秀那：岐阜県坂祝町における美濃帯チャートの堆積構造
と古流向

加藤 真彰：伊那市西春近および宮田村における木曽山脈東麓
部の地質構造

二木 義文：松本盆地東部薄川上流域の地質
高畑 萌子：松本盆地東部牛伏寺・崖の湯地域の地質
中島 光紘：赤石山脈仙丈ケ岳に発達する二重山稜の

地形と地質

安井 伸介：河川における蛇紋岩を起源とする砕屑物の
量比変化

高橋 雄一：花崗岩の風化に伴う孔隙率と化学組成の
変化について

加藤 義之：部北上帯歌津地域の上部三畳系皿貝層群の地質
関谷 友彦：富山市南東部有峰湖周辺に分布する手取層群の

地質
伊藤 篤志：富山県北東部に分布する来馬層群の地質
石原 由賀：関東山地秩父帯におけるジュラ紀前期

－中期の砂岩組成とその意義
奥山 翔太：飼育実験による淡水性貝形虫殻の化学組成と

水温の関係
斎 宏行：長野県中部上田市および青木村に分布する中新統

内村層・別所層・青木層における地質学的研究
渡辺 麻友：長野県折橋向斜地域に分布する鮮新－更新統の

浅海性堆積物－堆積相解析と貝形虫化石による古
環境復元－

楠 慧子：新潟県新津丘陵における前期更新世の地質と
貝形虫化石群集

加藤 万由子：三河湾汐川干潟の現世堆積物と更新統渥美層
群におけるエスチュアリーの堆積様式

多田 一晴：八ヶ岳南西麓柳川流域における火山麓扇状地
堆積物の産状と岩石

小林 裕典：新期御岳火山兵衛谷溶岩と巌立溶岩の地質と
岩石について

藤原 幸介：長野県東部佐久盆地の塚原台地を構成する
岩尾層の分布について

田辺 みのり：鉄チタン酸化物を用いた伊豆大島1986年Ｂ溶岩
の形成過程の解析

竹内 貴大：記載岩石学的および火山灰編年学的手法による長
野県T5テフラと新潟県 SKlOOテフラの対比

内記 慧：飛騨山脈,東天井岳－横通岳の稜線部における花
崗岩類の風化特性

横山 和也：安曇野市柏沢採土場に産するノジュールについて
山本 隆文：長野県,富草属群に産するノジュールの研究
小出 徳大：上田市西方の新第三系に産するノジュールの研究
小暮 健太：黒曜石の色と組織との関係
吉田 泉：アルカリ長石の色彩
木原 悠介：建材の構成鉱物について
古川 真理江：アルカリ長石のオーダリング
青木 知世：松本盆地南部地域における GPS 地殻変動観測

（2009）
五十嵐 麻咲美：松本市街地における GPS 地殻変動観測

（2009）

生 物 科 学 科

井上 美幸：魚のカイロモンによって変化するミジンコの生活史

特性は動物プラクトン群集をコントロールするか？

伊部 覚祐：ﾜｶｻｷﾞ仔魚による動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ群集への捕食影響

奥村 知祥：復元庄内ホタル水路の生物相･微環境と

ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙの生息密度との関係

尾畑 芳香：乗鞍岳における針葉樹４種の成長とアロメトリー

菅家 恵未：ナミカワトンボ科トンボ類の系統進化学的研究

北原 祐樹：ColE2プラス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

小林建介：茨城県で発見されたﾐﾔｺﾀﾅｺﾞ個体群の遺伝的構造

小堀 啓之：分布域の異なる３樹種の実生の形態・生理的特性

に対する温度と光の影響

小巻 翔平：松本盆地・伊那盆地におけるトノサマガエル種群の

分布および種間交雑について

鈴木 良太：タコ類に見られる柔軟な生存戦略

中西 博数：ANL2過剰発現体およびny2変異体での

アントシアニン合成関連遺伝子の発現調節

長野 祐介：スミレ種間雑種（ナガバノアケボノスミレ）形成集団

における交雑現象の解析

野沢 泰斗：分子系統解析によるｼﾜｸｼｹｱﾘの隠蔽種の確認

原 岳央：日本産クロツバメシジミの分子系統解析

日向 愛美：ヘイケボタル幼虫の生息密度が生存と成長に

及ぼす影響



平田 歩：大発生時におけるキシヤヤスデ成虫の生存、繁殖

について

前田 貴史：メダカ生殖巣における新規未知転写産物の

発現解析

増田 糧：HD-ZIPIV遺伝子がANL2の発現におよぼす影響

松月 哲哉：シワクシケアリにおける体表面炭化水素の表現型

とmtDNA系統との対応関係

山奇 早矢香：シロイヌナズナルArabidpsis thalianaのJy2変異体

ANL2過剰発現俸の葉の形態と構造の観察

山田 大：遺伝的形質転換時の原形質膜とﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙの

相互作用

中澤 廣樹：外来種問題の現状とその対策方法について

松浦 亮介：山梨県のシダ植物分布ﾊﾟﾀｰﾝの気候条件への対応

村山 義典：高山櫨物の種多様性と空間分布は地形要因から

説明できる？

石田 則之：ﾔﾝﾊﾞﾙﾄｻｶﾔｽﾃﾞの発育･生殖に及ぼす温度と

日長の影響

齋木 千穂：半分化型のメコンタガメにおける性分化関連

遺伝子の発現解析

物 質 循 環 学 科

飯島 千華：東南極大陸におけるルート沿い表面積雪と氷床浅
層コアの化学成分分布

岡本 寛子：北ｱﾙﾌﾟｽおよびその周辺における夏季の気象特性
近藤 麻衣：上高地の森林内外における降水の化学特性と

季節変動
篠原 徹：乗鞍高原及び上高地における積雪層中の

化学成分の挙動
千葉 庸平：積雪中の微生物活動と化学物質の挙動
中島 優香：長野県内の近年における気象要素の変動
原口 克也：長野県中部地域における気圧配置別の気温

逓減率に関する考察
墨 泰孝：湛水、非湛水条件下でアルカリ資材が土壌中重金

属の形態に与える影響の比較
田中 詩織：日本の森林土壌の有機物分解における制限

栄養素の解明
諸 人誌：畑土壌における施肥管理がリン形態に及ぼす影響
伊藤 恒平：長野県の主要な活断層帯の特徴および活動履歴

から見た今後の活動予測
森田 康介：長野県北部・中部とその周辺の温泉水化学成分と

地質
外川 悠衣：長野県松本市桧沢林道におけるニホンジカの利用

植生および食害の影響について
谷垣 晃司：上高地に存在する植物群落の調査と低地植物の

侵入
松原 豊：曲川中流域の高水敷環境における掘削工事による

植生変化
伊澤 智博：ﾊﾞｲｵﾏﾆｭﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝ後の湖沼におけるｶﾌﾞﾄﾐｼﾞﾝｺの

形態変化
菊池 陽子：ミジンコの殺虫剤耐性に及ぼす水草の影響
内貴 拓也：多環芳香族炭化水素類の一斉分析法の開発と

その応用
泉 毅：鹿児島県鍬崎池堆積物中の多分枝ｲｿﾌﾟﾚﾉｲﾄﾞ炭化

水素(HBI）に関する研究
工藤 卓：無酸素塩水環境固有の緑色硫黄細菌の

ﾊﾞｸﾃﾘｵｸﾛﾛﾌｨﾙに関する研究
牧野 剛士：Microcystis 属培養株における培養温度と炭化水素

組成の関係について
渡辺 香：飯綱・戸隠地域における湖沼堆積物中の

多環芳香族炭化水素
吉田 智恵子：Microcystis 由来物質の高次消費者への移行に

関する研究
市川 貴大：霧ヶ峰湿原におけるニホンジカ(Cervus nippon)の

排泄糞密度とその環境影響に関する研究
釜屋 妙子：松本市周辺における河川水質の現状
北林 美帆：安曇野わさび田湧水群・まつもと城下町湧水群に

おける硝酸態窒素起源
小間 康史：長野県・山梨県における渓流水のアミノ酸組成
山田 晃史：渓流水の硝酸態窒素濃度とその流域における

窒素無機化速度との関係

修 士（総合工学系研究科）

数理・自然情報学専攻

岩橋 賢典：連続微分可能平均

亀山 統胤：岩澤代数をモデルとするフィルターネータ環の研究

倉橋 宏至：z+1 によるスラントToeplitz作用素のスペクトル

小泉 喜章：例外型等質空間の不変微分形式

鴻巣 ゆう：曲面の分類定理のZIP証明とその安定写像への応

用について

神野 貴光：グラフから作られる胞体複体について

高橋 泰光：F空間における補間点列の特徴づけ

田中 康平: A model structure on the category of small

categories for coverings

出口 智貴：ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｽｷｰﾑのﾌﾞﾛｯｸ分解とp-ｺｱ列について

内藤 貴仁：Multiplications of central extensions of H-spaces

原 浩二：3次元球面から平面への単純安定写像の正則

ﾌｧｲﾊﾞｰについて

堀 貴則：Flettの不等式について

前川 悠：On modular adjacency algebras of Johnson schemes

松尾 健太郎：等質空間の同変有理ｺﾎﾓﾛｼﾞｰによる作用の

分類について

水野 将吾：群多元環のLieべき零指数

宮本 嘉明：ワイル代数の研究

横山 昌彦：三角格子上の臨界パーコレーションにおける

カーディ・スミルノフの定理

物質基礎科学専攻（物理）

五十嵐 圭祐：場の理論におけるくりこみ群と対称性

涌井 雅史：Einstein方程式の解について

土井 祐介：ブラックホールについて

金田 邦雄：Lifshitz型理論における質量階層性の起源について

宮坂 枝里：汎世界的宇宙線観測ネットワークによる宇宙線異

方性の精密観測

溝口 佑：銀河宇宙線強度の恒星時異方性に関する研究

森下 直人：多方向ﾐｭｰｵﾝ計用新型宇宙線計測回路の製作

山﨑 真：MPPCを用いた次世代PET装置の基礎研究

黒石 将弘：GEMを用いたガンマカメラの研究

佐久間 隆幸：ILC用細分割電磁ｶﾛﾘﾒｰﾀのﾋﾞｰﾑﾃｽﾄによる

性能評価

笹川 侑希：ﾃﾗﾍﾙﾂ領域における金属開口ｱﾚｲの反射特性及

びそのｾﾝｼﾝｸﾞ応用に関する研究

田中 俊成：(Fe,Mn)(Rh,Pd)の磁性

藤原 卓也：R2Fe17-xGax(R=希土類元素)の磁性研究

物質基礎科学専攻（化学）

山口 英：ｼﾞｱｻﾞｸﾗｳﾝ界面活性剤のﾍﾞｼｸﾙと黒膜の

構造と機能の磁場制御

赤松 佑：ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝを含有したﾎﾟﾘｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ被覆白金電極の

非水系ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰの研究

大津 優：p-ﾎﾞﾛﾉﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝとﾇｸﾚｵｼﾄﾞ及びﾇｸﾚｵﾁﾄﾞとの

錯形成

金子 努：Ru(bpy)3
2+修飾電極を用いる電気化学発光反応の

機能解析に関する研究

熊谷 翼秀：Cs2[Ag
Ⅰ
x AuⅠ1≤ x Cl2][Au

ⅢCl4](0≤x≤1) の35Cl核四

極共鳴

古賀 大庸：ﾌﾟﾙｼｱﾝﾌﾞﾙｰ類似錯体修飾した微小電極による

ｲｵﾝ認識機構の探索と局所ｾﾝｼﾝｸﾞへの展開

坂口 あゆみ：磁場中合成用電気炉ｼｽﾃﾑの開発と炭素物質成

長への磁場効果

重岡 俊裕：等圧･等量ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ法を用いた新規測定法による

吸着現象解明の新展開

鈴木 大平：2成分系自己組織化単分子膜にﾁﾄｸﾛﾑcを固定した

金ﾃﾞｨｽｸ電極の生体関連物質に関する非水系ﾎﾞﾙﾀ

ﾝﾒﾄﾘｰ



清家 敦子：種々の微小空間系における吸着分子間構造の実測

とｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる解明

千賀 達也：リチウムの溶離曲線の異常変化と同位体効果

高橋 美妃：ｶｿｰﾃﾞｨｯｸ領域におけるﾙﾐﾉｰﾙの電気化学発光

反応場の構築と分析化学への応用

寺内 唯：液液界面温度変調ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰによる各種ｲｵﾝの標準

ｲｵﾝ移動ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰに関する研究

平井 和彦：逐次溶離機構を利用したリチウム同位体分離

古橋 祥子：油水界面におけるﾌﾗｰﾚﾝの光電気化学的挙動の

研究

牧垣 壮真：液液界面へのﾚｰｻﾞｰ照射に伴う光電流の

発生機構の電気化学的研究

山本 将晴：ﾊﾛｹﾞﾝ化物ｲｵﾝ分析のためのﾌﾛｰｸｰﾛﾒﾄﾘｰ電気

化学検出器の開発

地球生物圏科学専攻(地質)
安藤 友之：長野県木曽町および中国黒龍江省饒河県

におけるジュラ紀放散虫化石層序と付加体年代
山田 友：木曽山脈駒ヶ根地域の構造地質学的研究

－とくに山麓部に発達する断層破砕帯について－
横山 幸子：北ｱﾙﾌﾟｽ東縁部乳川流域における

鹿島－満願寺断層
法橋 亮：飛騨山脈蝶ケ岳－長塀山地域の地形と地質

－多重山稜地形の形成と山体崩壊－
関口 陽美：和田峠流紋岩中の球顆の構造と形成過程
岡本 嵩大：中央北海道，芦別～日高地域の蝦夷層群砂岩に

含まれる砕屑性重鉱物の後背地
高津 健一：南部北上帯歌津地域における三畳系稲井層群伊

里前層の堆積環境とその変遷

地球生物圏科学専攻(生物)
浅木 宏覚：乗鞍岳における飛翔性ﾊﾈｶｸｼ科昆虫群集の標高

傾度に沿った種構成の変化と季節的発生消長
片岡 陽介：植物に絶対共生するアリにおけるmtDNA系統の多

様化と寄生特異性
幅 拓哉：真社会性ｱﾌﾞﾗﾑｼの兵隊ｻｲｽﾞにおける表現型可塑

性とその遺伝的変異の検出
扇谷 正樹：千曲川水系におけるﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ科昆虫の旅程分布

（個体群構造）と遺伝的構造
嘉納 拓真：ﾔｴﾔﾏｻｿﾘ（鋏角亜門，蛛形綱）の進化・系統・

発生学的研究
田中 吉輝：端櫛目甲殻類の比較発生・生態学的研究
尾鼻 陽介：乗鞍岳山頂部の植物相から見る山城特性と種構の

変遷
田中 崇行：愛知県シダ植物の種構成と分布動態
横井 力：中部地域スゲ親柱物の種子散布特性

～風・水・動物散布能力の相対的寄与～
松比良 和晃：逆方向反復配列と非相同末端結合系の

相互作用

地球生物圏科学専攻(物循)
Orou M.T.B. Augstin：Sprouting after cutting of exotics species

used as fuelwood in a semi-deciduous tropical area
of Benin in west Africa

厚芝 源太郎：松本市洞のﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ池の水生昆虫相の変化と
食物網解析

石井 洋之：日本における降積雪深の変動の地域性とその要因
について

石母田 誠：諏訪地域における水質中毒性要因の解明
－バイオアッセイと機器分析による水質評価

磯辺 鷹俊：ｽﾍﾞﾘﾋﾕ科植物ﾎﾟｰﾁｭﾗｶ(Portulaca oleracea)による
藍藻毒素microcystin除去の試み

井表 靖貴：土壌特性の違いがDNA吸着と大腸菌の
形質転換頻度に与える影響

今井 晶子：諏訪湖における溶存化学物質の動態に関する
研究

大谷 裕美：後期更新統高野層の湖成堆積物の珪藻化石群集
と古環境変遷史

加藤 なゆ樹：北ｱﾙﾌﾟｽ山岳域と市街地のチョウ類相の比較
北川 久美子：埼玉県，狭山丘陵における水湿植物再生を視点

とした放棄水田の価値

佐伯 幸映：上高地梓川流域の渓流水質を決定する要因に
ついて

二木 功子：湖沼のアオコ溶藻機構に及ぼす藍藻溶解微生物
の役割

松嶋 亮輔：鹿児島県上甑島鍬崎池堆積物における緑色光合
成ｲｵｳ細菌由来のﾊﾞｲｵﾏｰｶｰの分布に関する研究

博 士
数理情報ｼｽﾃﾑ学

山田 尊彦：On Stoll-Shi's inequalities concerning the

fractional derivatives of holomorphic
functions（正則関数の分数型微分に関する

Stoll-Shiの不等式について）

大気・水・生物環境科学

河 鎭龍：An evaluation of the efficiency and

mechanism of biomanipulation as a
technique for the restoration of lake water

(湖の水質浄化の技術としてのﾊﾞｲｵﾏﾆﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝの効

果とそのﾒｶﾆｽﾞﾑの評価)

小松 貴：行動と分子系統から見た好蟻性昆虫ｱﾘﾂﾞｶｺｳﾛｷﾞ属

の寄主特異性の進化

物質・生命解析科学

宇津野 宏樹：The ecological genetics of left-right

reversal in snails
地殻環境科学

高橋 康:火山山麓堆積物の層序を用いた火山発達史の考察

―小諸堆積盆地とその周辺地域を例として－

伊藤 拓馬：Limnological studies on the lacustrine

sediments of Lake Kizaki and Late
Pleistocene Takano Formation, central
Japan

物質解析科学

伏下 哲：汎世界的宇宙線観測ﾈｯﾄﾜｰｸを用いた銀河宇宙線

ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝの研究

分子基盤科学

高橋 史樹：Studies on Electrochemiluminescence of

Tris(2,2-bipyridine) ruthenium(Ⅱ) with

Coreactants : Reaction Mechanism and
Analytical Applications

訃報は学科同窓会にお寄せ下さい。本会報に掲載させていただきます。

編集後記

新しい役員体制になり2回目の編集作業、どんな記事が用

意できているかの会議、原稿をそろえて、割り付け、そして校

正とだんだんなれてきました。あと一月もすれば桜が咲き、

入学式がやってきます。（も）

北アルプスに春霞が立つようになりました。美ヶ原の芽吹

きも楽しみです。（い）

悪戦苦闘です。まだまだ寒い。原稿が足りない。思い出話

思い出の写真、何でも結構ですのでお送り下さい。（ま）

訃報：次のお二人の訃報が入りましたのでお知らせします。

文理学部化学専攻第9回卒業 松本化学学士会関東支部支部長

犬飼 紀喜 氏 平成２２年２月７日逝去

理学部化学科第１回卒業

満田 正樹氏 平成２１年１０月１９日逝去


