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 卒業生、修了生の皆さん、ご卒業・ご修了おめでと

うございます。それぞれに松本で有意義な学生生活を

過ごされたことと思います。信州大学理学部において

自然科学を学び、そこから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心より願ってい

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を送られることを

期待しています。 
 昨年は３月１１日の東日本大震災とそれに引き続い

た原子力発電所の事故勃発とその終息に向けた対応か

ら、私たちの自然への理解とそれを生活に生かすべき

技術をどのように正しく扱うかの未熟さを痛感せざる

を得ない日々が続いています。皆さんがこれから学ぶ、

また学んできた自然科学の意義を再認識してください。

理学部は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ばかりでなく、自然科学を基礎

として高度に発達した科学技術を人間がいかにして正

しく使うべきかについて教育すべき機関としての役目

を誠実に果たして行きたいと考えています。 
 理学部を卒業して、さらにより専門的で深い勉学を

希望する学生に対しては大学院が待っています。その

大学院の修士課程が、この春より「工学系研究科」か

ら「理工学系研究科」に、名称を変更することになり

ました。頭に『理』の１文字が付け加わっただけです

が、そこには、理学部教職員並びに多くの先輩方の思

いがこもっています。ここで理工学研究科への経緯に

ついて簡単ながらご紹介させていただきます。 

 

理工学系研究科への経緯 

【修士課程の設置】 

本学の理学部においては昭和 45 年（1970）に「理学

専攻科」が理学部を基礎として設置されました。これ

を発展させて、大学院修士課程の「理学研究科」が昭

和 51年（1976）に発足しました。一方、本学の工学系

分野の大学院(当時)は、工学部を基礎とする「工学研

究科(修士課程)」と繊維学部を基礎とする「繊維学研

究科 (修士課程)」が設置されていました。 

【工学系研究科の誕生】 

平成３年(1991)に工学部を基礎とする「工学研究科

(修士課程)」と繊維学部を基礎とする「繊維学研究科 

(修士課程)」を融合改組して博士課程の「工学系研究

科(博士前期・後期課程)」が設置されました。 

【工学系研究科への参入】 

 平成10年（1998）に、科学・技術の高度化や研究対

象領域の拡大等の多様化に対応できうる異なる分野間

が融合した教育研究を展開するため、既存の「理学研

究科(修士課程)」を融合改組し、工学系研究科(区分制

博士課程)に再編しました。名称については、先端的工

学を基本として、さらに人間,自然との関係を強く意識 

した高次の工学の意味で「工学系」を冠している工学

系研究科の教育研究基盤の強化の一環であるとの観点

から、工学系研究科のままとしたとあります。理学部

では当然ながら、「理工学研究科」への改組を強く主

張しましたが、博士課程を持つ工学系研究科へ参加さ

せてもらうという立場から、他学部を説得できず、背

に腹は代えられなかったようです。（このとき、理学

分野の博士課程は実現しましたが、信州大学大学院研

究科から「理学」の名称が一旦消滅しました。） 

【総合工学系研究科（博士課程）の設置】 

 平成17年（2005）に総合工学系研究科(博士課程・独

立研究科)設置及び工学系研究科(修士課程)への名称

変更を実施しました。博士課程・独立研究科の設置に

ついては、社会の第一線で活躍できる「高度専門技術

者」の養成を行うこと、すなわち社会的要請に応える

「工学的な基本姿勢」に基づいた教育研究を目標とし

ています。これまで工学、繊維学に理学系分野を加え、

基礎から応用までを広範に含む学際的融合的教育・研

究領域を開拓してきており、さらに「農学」系分野の

統合によって総合的な教育・研究領域の一層の高度化

を図るためです。また、実学としての農学の教育・研

究の応用工学的な面を一層強化するとともに基礎分野

を補強でき得ることから、既に含まれていた農学分野

をより総合的に拡充・高度化し、農学分野での「高度」

専門技術者の養成をさらに活発にさせることを目的と

しています。総合工学系研究科の名称については、上

記の設置の趣旨に加え、さらに企業等の社会の第一線

で研究開発に従事しながら、博士の学位取得を希望す

る技術者及びその派遣企業にとって、また、工学系研

究科(修士課程)からの進学者にとっても、「工学系」

という言葉は当該大学院教育の目的を明瞭に示す大変

理解しやすい魅力ある名称であると認識したことによ

ります。 

 一方、修士課程の工学系研究科の名称については、

平成17年度の改組が、工学系研究科(区分制博士課程)
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博士後期課程を総合工学系研究科(独立研究科)博士課

程に改組再編することから、博士前期課程については

「工学系研究科（修士課程）」としたものです。（こ

のときが、「理学研究科（修士課程）」復活の良い機

会でありましたが、残念ながら他学部のコンセンサス

が得られなかったようです。） 

【理工学系研究科の誕生】 

 しかしながら近年、地球温暖化に伴う異常気象問題

や生物多様性の危機等、急速に増大した地球規模の自

然環境破壊の課題解決に向けて、自然科学の基礎を担

う「理学分野」の教育研究に対して強い社会的期待が

寄せられるようになってきました。こうした期待に応

えるため、工学系研究科の理学分野では、環境に負荷

を掛けない科学・技術の基礎的教育研究や、フィール

ドワークを中心とした自然環境の診断や保全について

の教育研究に特に力を注いでいます。このような社会

状況の変化への対応や地球規模の自然環境課題の解決

を目指して教育研究を実践していることを、これまで

の工学系研究科(修士課程)という名称に「理」を加え

ることにより、社会に対して明確に示す必要がありま

した。 

  

少し時間がかかりましたが、学内のコンセンサスも得

られ、ようやく昨年度、文部科学省に工学系研究科(修

士課程)を理工学系研究科(修士課程)に名称変更を申

請しました。念願（足掛け 15年の悲願）が叶い、本年

度から『理工学系研究科』が発足することとなりまし

た。ちなみに、日本の大学の大学院には、理学、工学、 

 

信州大学理学部同窓会の皆様には、平素より信州大

学の教育研究にご支援を賜り、誠にありがとうござい

ます。 
 晴れて卒業や修了を迎え、信州大学を巣立った皆さ

ん、門出をお祝い申し上げますとともに、これからの

新しい世界でのご活躍を祈念いたします。 
 新たに信州大学の仲間となった新入生の皆さんには、

自然環境に恵まれた信州で、充実した大学生活を送ら

れることを期待しております。 
   

昨年は、大きな災害を経験した大変厳しい一年となり

ました。3 月 11 日の東日本大震災、それによる千年に

一度と言われる大津波、そして福島第一原子力発電所

の炉心溶融に伴う放射能漏れと広域汚染、3 月 12 日未

明に起きた長野県北部地震、さらに 6 月 30 日には松本

での直下型地震と、被災地はもちろんのこと、日本中

が不安な一年を過ごしました。 

 信州大学では、信州の「知の森」として、防災研究

の推進と県民の皆様への防災知識の普及を図るため、

県内４地域で連続防災講演会を開催したり、栄村の地

震災害調査を実施したりしたほか、毎年行なっている

放送公開講座でも、平成 23 年度のテーマを防災といた

しました。理学部の皆様方には、これらはもちろんの

こと、地域の要請を受けての講演会や被害状況調査、 

理工学、総合理工などの研究科は存在しますが、「理 

工学系研究科」は信州大学が唯一無二です。理工学系

研究科と名称を変更できました機会に、持続的発展可

能な社会を支えるべき自然の理解と環境の保全及び環

境に負荷を掛けない科学・技術の基礎的教育研究のよ

り一層の充実のために努力してゆきます。同窓会の皆

様方におかれましては、これまで以上のご理解とご協

力をお願い申し上げます。 

 
 恒例となりましたが、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

記載されています。是非ご一読いただき、後輩諸君の

学習の成果の一旦をご確認下さい。また、今年の夏期

休暇中の土日に、小中高校生と一般市民向けの体験学

習イベント「信州自然誌博物館（自然のシリーズ）」と、

信州大学自然科学館（野球場隣）のオープン・セレモ

ニーを開催する予定です。キャンパスの散策も兼ねて

お越し下さい。お待ちしています。 
 
 数年前から続く世界同時経済不況に加えて東日本大

震災と原発事故のため、学生の就職はさらに一段と厳

しい状況です。理学部ならびに理工学系研究科として

も就職セミナー、インターンシップの実施等キャリ

ア・サポートの充実に引続き努力して参りますが、就

職活動には同窓生である先輩方との繋がりが一番心強

いものとなっています。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。 

 
取材対応等に精力的にご協力いただきました。改めて

御礼申し上げます。 

被災地の復旧・復興は多くの人々の努力によって着

実に進んでいます。しかし、地震予測とその防災技術、

原発の安全技術など、今回の震災をきっかけにして、

日本社会の安全とエネルギーの基盤技術に不安を感じ

る人が増え、先端科学技術ひいてはその担い手である

大学への不信に繫がりかねない状況が散見されました。

それと同時に、安全・安心な新しい社会システムの構

築に資する人材は必須であり、若い有能な人材の育成

を大学に託す機運も高まっています。 

 このように、震災を機に、人類知の継承（教育）と

新しい知の創造（研究）という大学の本来の社会的責

務を果すことが強く求められています。特に、国立大

学にとってはこの要請に応えることが最重要なことで

あります。理学部同窓会の皆様にも、信州大学の一員

として、大学の動向をご理解いただきたく、ご紹介さ

せていただきます。 

 

信州大学では、昨年 10 月に信州「知の森」づくり

（PLAN “the FIRST” 2011-2013）を策定いたしまし

た。第二期中期目標期間中に、中期目標・中期計画を

確実に実行し、卓越した人材の育成など、国立大学に

課せられた責務を大学の機能強化によって実現するた

着実に前進する信州大学から理学部同窓生の皆さんへ 

 信州大学学長 山沢 清人 
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めの大学運営に関する基本的な取組です。このなかで、

高度な専門的知識と豊かな人間性を持つ心豊かな人材

を育成し、人類社会の持続的発展を目指し未来を創造

する先端的な研究及び安全かつ安心な社会の構築に資

する学術研究を推進することを決めています。信州大

学は、国民の負託に応えるべく、PLAN “the FIRST”
の遂行に、本年はさらに拍車をかけたいと存じます。 

さて、信州大学が社会的責務を果すための平成 24 年

度事業を支える原資について簡単にご説明します。ま

ず、文部科学省の大学関係予算です。大学改革の推進

をテーマとし、国立大学関係には 1 兆 1,604 億円（昨

年比：19 億円増）、私立大学関係には 3,512 億円（146
億円増）、大学教育改革支援の充実として 575 億円（79
億円増）と昨年と比して 1.6%増となっています。さら

に、科研費は 4.5%増の 2,307 億円、国立大学施設の整

備として 478 億円増の 915 億円と大幅な拡充となって

います。 
特に、国立大学関係 1 兆 1,604 億円の内容を見ます

と、国立大学法人運営交付金と教育研究強化基盤整備

費は前者が前年比 0.9%微減の 1 兆 1,423 億円、後者が

34.9%大幅減の 43 億円と減額されたものの、新規に国

立大学改革強化推進事業 138 億円が創設されています。

「大学改革」に関連する予算は総額 713 億円（30%増

の 217 億円）となります。 
 この予算は、大学改革を実施することによって大学

の機能強化を図り、国民の期待に応える高度な人材の

育成及び安全・安心な科学技術の創生に努めることを

大学に求めていると言えます。 

 新規創設の国立大学改革強化推進事業としては、第

一には教育の質保証と個性・特色の明確化を目的とし

た教員審査を伴う学部、研究科の改組や双方向の留学

拡大のための抜本的制度改革などがあります。第二に

は大学間連携（企業、公的研究機関などを含む）の推

進を目的として、互いの強みを活かした学部・研究科

の共同設置、大学の枠を超えた大学間連携による教育

研究の活性化などがあります。そして、第三には効率

的な事務処理共同化などによる大学運営の高度化があ

ります。 
 また、国公私立大学教育改革支援の充実として、5
つの事業が挙げられています。 

まず、(1)博士課程教育リーディングプログラム 116
億円（77 億円増）です。これは、新成長戦略の「リー

ディング大学院構想」を実現するため、成長分野など、

世界を牽引するリーダーを養成する前期・後期一貫の

優れた博士課程プログラムの構築を支援するものです。 
次に、(2)卓越した大学院拠点形成支援補助金 80 億

円（新規）です。卓越した実績を出した大学院に対し、

研究に専念する環境整備に必要な拠点づくりの経費を

支援し、世界で活躍できる研究者を輩出するシステム

の構築のための補助金です。 
(3)グローバル人材育成推進事業 50 億円（新規）は、

学生のグローバル化を推進する全学的な取組みを支援

するものです。国際機関、海外企業などにおけるイン

ターンシップ・プログラムの開発、海外協定大学での

授業実施などの実践型研修などが考えられます。 

(4)大学の世界展開力強化事業 27 億円（5 億円増）の

うち、ASEAN 諸国等との大学間交流形成支援は新規

プログラムであり、7億円の予算が計上されています。

この新規プログラムは ASEAN 諸国等の大学との高等

教育制度の相違を超えた質保証の共通フレームワーク

の形成や教育内容の可視化などアジアにおける先導的

なモデルとなる大学間交流プログラムの開発・実施を

支援するものです。 
(5)大学間連携共同教育推進事業 30 億円（新規）は、

国公私立の設置形態を越え、地域や分野に応じて大学

が相互に連携し、社会の要請に応える共同の教育・質

保証システムを構築することにより、強みを活かした

機能別分化と教育の質保証を推進することを支援する

ものです。 
 以上が平成 24 年度の文科省の大学関係予算の概要

です。 

 では、年末に信州大学に伝達されました「平成 24 年

度運営費交付金予算額」の概略を簡単に説明します。

運営費交付金総額は前年度比 1.8%減の 144 億 294 万

円です。 

  このうち、一般運営費交付金は前年度比 0.3%減の

118 億 8,169 万円です。この減額は、大学改革推進係

数△1.3%の減額と授業料免除枠の拡大増によります。

特別経費は 11 億 2,450 万円で、昨年比 9,300 万円の減

となります。この減額は、特別経費から一般経費への

組替などによるものです。退職手当等の特殊要因経費

は 13 億 9,675 万円です。 

  このように、一般運営費交付金の大学改革促進係数

（いわゆる効率化係数）は昨年と同様の 1.3%となりま

した。文科省が言うように、平成 16 年度の国立大学法

人化以降の基盤的経費の削減に歯止めがかかったとな

ります。しかし、人件費の逓減は続きます。大学の独

自性を発揮できる事業経費の原資は、この交付金に求

めざるを得ないところですが、7 割近くが固定費で占

められている現在の状況では、独自事業も先細りです。 

 もちろん、震災と言う国難の折の予算編成ですので、

贅沢をいうことは許されません。 

大学の生活費である一般運営交付金が前年度比 0.3%
減で済んだことは文科省をはじめとする関係者各位の

努力の成果と言えるでしょう。中期財政フレームに基

づく予算編成は今後も継続すると考えられます。今後

の高等教育関連予算が 24 年度並みとなる保証はまっ

たくありません。国の歳出削減を実行し、公的債務残

高を減らすなど、財政再建に向けた抜本的な取り組み

が予想されます。平成 24 年度以降、人件費を含む大学

運営の基盤的経費の逓減は避けて通れないものと考え

なければならないでしょう。 

 今後、「人とお金の逓減・縮減」を受入れて、遣り繰

りだけで耐えていて良いのでしょうか。それでは、信

州大学の未来はなくなります。知の森は枯れてしまい

ます。 

平成 24 年度の文科省予算では、大学改革関連プロジェ

クトにリソース（713 億円）が投入されています。信

州大学として、信州知の森を大きく豊かに育てるため

に、是非各種の大学改革プロジェクトに積極的に応募
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してまいります。平成 24 年を「改革の年」とし、信大

全構成員の叡智を結集して、人類知の継承と新しい知

の創造に邁進する信州大学を造り上げていく所存です。 

  信州大学関係者の皆様一人ひとりが信州大学の将来

を考え、行動することによって、必ずや個性輝く大学

としてさらに大きく発展できるものと信じています。

理学部同窓会の皆様にも、今後一層のご理解とご協力 

をお願い申し上げます。 

 

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さ

んは人生で最も輝く青春時代を自然の懐深い松本の地

で過ごされることになります。まずは、大自然とその

中での人々の営みに親しんで下さい。松本は自然科学

を学ぶに相応しい地です。 

卒業生、修了生の皆さんおめでとうございます。そ

れぞれ学び身に付けたものを、新しい環境で多くの

人々との交わりの中で発展させていかれますよう心か

ら願っております。今年も新しい若い仲間を同窓会に

迎えられます事、本当に嬉しく思います。 

 

同窓生の皆さん、お元気でお過ごしの事と存じます。

近年に無い大雪に見舞われた地域にお住まいの皆さん

は大変な思いをなさったことと思います。地震の傷も

残る地での寒波、大雪には一層の不安の中での生活を

強いられたことと存じます。また、ボランティアや NPO

等の活動に参加なさっている同窓生も少なくないと思

います。心からお見舞い激励の意を表します。 

 

今日の日本は憲法の指し示す文化的生活が全ての国

民に保障されているとは言い難い事が次々と起きてい

ます。すべての人々が普通に食べて暮らしていける国

や社会を願うことは贅沢なことではありません。こん

なにも多くの人が不安定な状況に追い込まれ、低い収

入であえいでいる社会は異常なことです。 

昨年 3月 11 日、地震、津波そして人災ともいうべき

原発事故が起きました。復旧・復興がすぐにすべて出

来るわけではないにしても、そこで暮らす人々の生活

の保障と、次への希望が持てるようにすることは可能

なはずですが、一年後の今日もそれがなされていない

事に怒りを覚えるのは多くの人々の共通の思いです。 

現場をよく見、そこにふさわしい対応こそがその地

の人々を奮い立たせるのだと思いますが、相変らず机

上の「対策」と前例主義の域を出ません。もっと悪い

事に困難や課題を利用して、これまでやろうとしてで

きなかった事を、この機会にやろうとしている事です。

それは、国民の犠牲を伴う二つの道だけを示して二者

択一を迫り、国民を分断していくというものです。 

 

原発事故の加害者は東電と推進してきた政権です。

そのことについて当事者の認識の薄さに驚かされます。

また、事故が起きた時、どうなるのか、どうするのか

について、ほとんど何も考えられていなかったことも

明らかになりました。 
昨秋に、東電が持ち出してきた「放射性物質無主物」

論という主張はその本質を示しました。 

原発を地震列島上にこんなにも多く作りながら、放

射性物質がどういう振る舞いをし、どのような事態を

もたらすかについて、何も判っていなかったという事

にあらためて驚きます。田畑にしても、どういう手立

てで除染するのかについて二転三転し、当初海へ流出

した大量の放射性物質は広く拡散するから大事は無い

との発表もありました。広い野山に落ちた物質につい

ては、まだ何も手が入っていません。 

これまで原発村の人々は何もしてこなかったゆえに、

どう調査すべきなのかすら忘れているのでは、とさえ

思えます。何年か先に出るであろう甲状腺異常に対し

ての長いスパンの検査、検証と共に少しでも被害を減

らす努力が必要です。微熱が続くなどの具体的症例や

倦怠感というようなものでも、他の地域より多いとな

ればそれは放射線の影響であろうと疑うのが普通のこ

とです。直接的因果関係が証明されないから、と切り

捨てるのは、科学的とはいえません。また、十分な情

報もないまま放置され心因的病気を発症した人も原発

事故の犠牲者だといわねばなりません。 

広島、長崎では一瞬のうちに二つの街と多くの人を

消失させました。今回は目に見えないだけで、二つの

街の周辺で起きたのと同じことなのです。改善された

「原発事故被爆者援護法」を定め、福島県の東半分の

みならずホットスポットに生活する「低線量内部被爆」

が疑われるすべての人に対して「被爆手帳」を交付し

対応すべき状況だと思います。これから生まれ来る者

を含めて、十分な医療と長期的検査の体制をつくり、

少しでも安心のできるようにすべきと思います。 

この間、地道に研究を続けてきた研究者の集団が日

本にはいくつもあることが判ってきました。核と放射

能の専門家だけでなく、医療関係者や農業や水産の研

究者などがそれこそ手弁当で力を発揮している場面が

見られます。土木・建設や地質・機械に関する小さな

会社が新しい知見や技術を次々に出してきています。

そこには住民と共に築く科学・技術の本来の姿を見る

ことができます。その一つ一つが被災地の人々にとっ

て何よりの励ましになると思います。また、それは全

国民を勇気付けるものです。 

 

大学の就職内定率が 2000 年前後の氷河期より悪い

という報道がありました。 

一方で資本金 10 億円以上の大企業の内部留保は

2010 年度で 266 兆円にものぼるといわれています。リ

ーマンショックを理由に大規模なリストラを行なった

08 年度は前年より 21 兆円も上乗せして 241 兆円でし

た。この 2年間で 25兆円も増やしています。そのすべ

てが現金化できるわけでもないとしても40％は可能と

いう試算もあります。内部留保金の 1％で 88 万 6000

人（年収 300 万 1 年分）も雇い入れることができます。

取り込んだお金はどうしても手放したくないというの

でしょうが、それらのお金はそれまで働いてきた人々

の努力の結果ではありませんか。 

会 長 挨 拶    

           森   淳 
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不況の克服は総生産の半分以上を占める内需を増や

すことが最も確実なことです。民の懐をあたためてこ

そ政治ですし、経済の本道です。働いている人の割合

が全体の 8 割を占める中小企業への下請け工賃を大企

業が増やし、今よりも安定的に経営できるようにする

ことが「企業活動の活性化」につながると思います。

また、内部留保金の数％で復興は可能です。それこそ

「未曾有困難」な時だからこそ、企業の社会的責任を

果たしてほしいと思います。 

消費税を上げ、国民を苦しめ小売業が立ち行かなく

なる道を選択するのは、日本全体の格差を広げ、国民

の購買力を低め不況克服を遅らせるのだと思います。 

先日、中小企業家同友会という経営者団体の方から

話を聞く機会がありました。矛盾をかかえながら、中

小といえども首は切らない、働く人は企業にとっては

「財産」なのだと考え技術を伝え「働くとは何か」を

労使で共有し「人生を共に生きる」ことを大事にして

いこうと考えているとのことでした。 

会員は全中小企業の経営者の 3%程度で、まだ少ない

とのことですが、会員同士学び合いながら一つ一つ困

難に立ち向かっているとのことです。難しいことも多

く、揺れ動く心情も話されました。また、どのように

従業員と努力を重ねても遺憾とも仕難い力によって押

しつぶされそうになる苦しさも語られました。日本の

企業の底辺を支え、技術の伝承を大事にしている中小

企業や国民の生活を最前線で守っている小売業の「お

やじ」達に心を寄せたいと思います。 

中堅企業といわれる会社でも、国民・市民目線でが

んばっている企業もいくつか見られます。個人でもNPO

でも地道な活動を重ねている人々がいます。こうした

事が私達の目に見えるようになっています。 

復興の道が十分描けない中で二重債務に苦しみ、法

や行政の壁に立ち向かっている人達の情熱が消えない

ようにと思いますし、その人々の努力に冷や水をかけ

る行為を押し止める力になりたいと思います。さまざ

まな社会的矛盾の中で真っ当な要求を掲げて努力をし

ている人々がいます。そういう人々と願いを共有し、

可能な限り寄り添っていきたいと思います。 

 

人間はよりよい未来を築くために努力し続けてきま

した。そう努めるのが人間の証である気がします。文

化・科学・学問・技術などは社会的なものですが、そ

れを手に入れ使いこなすのは個人です。どのような文

化・科学などを伝えていくのか手にするのかによって、

一人一人の成長は変わります。個人として真実・事実

を見抜くことは難しい事ですが、事象を一つ一つ結び、

点を面にし立体的にながめる力が必要です。「学び」

の大切さと「学びあう」ことが力になると改めて思う

ところです。 

大学はそのすべてではありませんが、それらの軸の

大きな一つです。学びの場を豊かにすることが次の世

代の発展を保障するものだということに確信を持ち、

同窓会も微力ながらその一端を担うよう努めていきた

いと思います。 
 

―――――  カンパのお願い  ――――― 

 
国民の生活も年々苦しくなっていますし、東日本大

震災へのご支援もなさって見える中、大変心苦しいの

ですが、同窓会のへのカンパをお願い申し上げます。 
 昨春もお願いしましたところ、多数の方々からお送

りいただきました。お陰様で活動の規模を縮小するこ

となくすすめることができました。 
 同窓会は新入生からお預かりする終身会費を元に運

営しています。一方、卒業生は毎年 200 人程増えてい

ますので、諸費用の出費も増えています。 
 大学主催の「自然誌科学館」への補助や学生研究補

助も続けていきたいと考えています。「自然誌科学館」

は地域の子供たちに大変喜ばれ、自然科学への興味を

培う行事として続けているものです。 
 大学法人化のもとで運営費交付金は全学で 10 年前

と比べ 20 億円以上削減され、当時の 84％になってい

ます。少しでも学生研究、学部の行事を支えていけれ

ばと考えています。振込用紙を同封させていただきま

す。宜しくお願い申し上げます。 
なお、住所、氏名共に「学籍番号」または「学科入

学年」あるいはお送りしました封筒に記載されていま

す、「発送整理記号番号」のいずれか 1 つを通信欄にお

書き頂ければ幸いに存じます。 
 
―――――  書籍のご寄付のお願い  ――――― 

 
 皆様の本棚で不要になった書籍をお送りくださいと 

昨春お願いしましたところ、早速 8 名の方から概数で

600 冊余りの書籍をお送りいただきました。「自然誌

科学館」開催の折に同窓会の部屋に並べ、学生諸君に

選んでもらい安価でお譲りしました。「この本はほし

かった」とよろこばれ、院生が学部生に「これは読ん

だ方がいい」などアドバイスをしている場面も見られ

ました。また、学部の図書館や院生研究室に残したい

と先生方から申し出があったものは寄贈させていただ

きました。さらに、8 月に入って 3 名の方からも約 150
冊いただきました。心より感謝します。 
 本離れと言われてネット検索で済ませることが多く

なっているようですが、やはり前後の流れと一貫した

理論、研究課題の周辺を俯瞰する、あるいは研究者（著

者）の考えてきた全体を知るには、実際本を手にして

読み込むことが大事であると思います。若い学生の生

活が厳しいこともあり、本代にまでまわらない人も少

なくありません。 
 送料をお持ちいただくことになりますが今年も皆さ

んからお寄せいただき、学生の学びの一助にしたいと

考えます。一冊一冊皆さんにとっては「思い出のある」

ものですが、「学生に譲ろう」というものがありました

らお送りいただければ幸いです。宜しくお願いいたし

ます。 
 
送付先 〒390-8621 

松本市旭 3-1-1 信州大学理学部同窓会 まで 
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    ―――――  研 究 紹 介  ――――― 

活断層や地震と向き合う覚悟は？ 

信州大学全学教育機構  大塚 勉（地質 10Ｓ） 

 

 東日本大震災では、ご自身や関係者が被災地にあっ

てたいへんな思いをされた理学部同窓生もおられるこ

とでしょう。震災１周年を直前にして、改めて心より

お見舞い申し上げます。地質学を仕事としている自分

にとって、2011 年はこれまでになく実際に行動するこ

とを余儀なくされるとともに、いろいろ考えさせられ

た年でした。 

長野県北部地震での調査 

 東北地方太平洋沖地震発生翌日の 3月 12日未明、巨

大地震に誘発されるかたちで新潟県境付近の栄村でマ

グニチュード 6.7、最大震度６強の「長野県北部地震」

が発生しました。栄村は「信濃川断層帯」と呼ばれる

活断層帯の上にあります。2004年の新潟県中越地震（Ｍ

6.8）もこの断層帯で発生しました。いずれの地震も、

断層が地下で動いた結果でした。 

 松本の地震では、３名の犠牲者と多くの家屋の全半

壊被害が出てしまいました。栄村は豪雪地域ですが、

積雪下での地震被害を私は初めて目の当たりにしまし

た。 

 雪解け前に長野県在住の信州大学地質関係卒業者を

中心とした調査チー

ムが現地入りし、まだ

生々しい被害の状況

を調査しました（写真

１）。その後、随時都

合が付く人がグルー

プを作って、地質関連

の被害状況に関する

調査を行ってきました。県内の地質関連企業・学校・

研究所・博物館などに勤める理学部ＯＢが、我も我も

と手弁当の調査を買って出て現地を歩きました。こん

なとき、同窓生としての一体感を強く感じたものです。 

 雪解け後、信州大学山岳科学総合研究所と神戸大学

との協同研究として、電磁波を用いる「地中レーダー」

を使って地盤と被害の関係について調べることになり

ました。集落の中で、大きな箱形のレーダーのアンテ

ナをゴロゴロと引き回してデータを取りました（写真

２）。この方法によって、地下にかなり軟弱な地盤が

存在していることが明らかになり、それが被害を大き

くした可能性が高いことがわかりました。 

歩いて調べた松本の地震 

 ６月 30日には松本市南部の芳川付近を震源とする

マグニチュード 5.4、

最大震度５強地震

（2011 年長野県中部

地震）が発生しまし

た。震度５強という

のは、松本市役所内

の震度計の記録によ

るもので、松本市南

部ではもっと強く揺

れただろうと考えられています。市内の広い範囲にわ

たって家屋に被害が生じ、犠牲者も出てしまいました。 

 この地震は未知の活断層が地下で動いた結果でした。

地震の震源が、近く大地震を起こすのではないかと心

配されている牛伏寺断層からさほど離れていない場所

（約３km西）に位置していたため、住民の不安は一気

に高まりました。 

 当日は発生直後から被害調査に出かけました。牛伏

寺断層が走る中山台には外見的に目立った被害はあり

ませんでした。それよりも西側の低地である田川沿い

に移動すると、塀や墓石の転倒、屋根瓦や壁の破損が

目に入ってきました（写真３）。道に瓦やブロック塀

の破片が散乱しています。余震が起こると家がきしみ、

住民が「来たっ！」と声を掛け合って外に出てきます。 

 地震当日から研究室の学生や協力者とともに被害調

査を始めました（写真４）。実際に路地という路地を

歩いて巡り、家屋の被害を地図と記載カードに記入し

てゆきました。暑い盛りに調査が始まりましたが、や

がて秋風を感じ、日も短くなった 11 月に入って 2700

件以上の被害例を調べてやっと一段落しました。被害

に遭われた多くの方と調査の中でお話をする機会があ

り、逆に励まされたりもしました。 

地盤条件と被害 

 一見非効率に見える調査でしたが、震央（松本市立

芳川小学校付近）に近

いにもかかわらずほ

とんど被害が目立た

ない地域がある一方

で、震央から遠く隔た

っていても被害が顕

著な地域があること

もわかりました。 

 田川に沿った並柳から平田東、寿にかけての地域は

震央から隔たった場所ですが、とくに大きな被害を受

けました。田川沿いには軟弱な地盤が広く存在してい

るものと考えられます。また、松本市中心部には、飛

び地的に被害が集中している地域があります。ここに

も著しく軟弱な地盤が存在しているようです。 

 逆に震央からそれほど離れていない村井駅周辺では

それほど大きな被害は認められませんでした。このあ

たりはわずかに高い地形をしていて地盤は良好である

ようです。 

 松本市立並柳小学校の敷地内では、小規模な液状化

現象が起こりました。ここは、小学校が建つ前は溜め

池で、それを埋め立てて作った土地でした。人工的に

作られた局所的な地盤状況が被害に結びついた例でし

た。 

 今回の調査の結果から、自治体や地質調査会社と連

携して地盤条件を詳しく調査し、結果を適切に公表す

れば、これからの震災被害をかなり軽減できることを

感じています。 

 地震の被害調査と並行して、松本平全域を対象とし

て、各地の地震の揺れに関するアンケート調査が、小

坂共榮名誉教授の呼びかけのもとに行われました。現

在 1万人を超える方々からご返答が寄せられており、
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被害が顕著でなかった地域を含む、より広い地域の揺

れに関するデータが解析されつつあります。 

身の回りには活断層 

 松本市南部の牛伏寺断層を含む糸魚川-静岡構造線

断層帯は、今後 30 年間にマグニチュード８の地震を起

こす確率が 14％とされています（文科省地震調査研究

推進本部）。これは我が国の内陸部ではほぼ最高です。

このため、牛伏寺断層からの距離の大小によって危険

あるいは安全と判断される傾向がありますが、じつは

これには心配な点がいくつかあります。 

 まず、6月の松本の地震で明らかになったように、

地震の被害の程度は地盤の状況によって大きく変わり

ます。被害は、地震を起こした断層からの距離に単純

に依存するものではないということです。また、松本

盆地周辺にはいくつかの活断層が知られていますが、

断層の活動履歴や活動周期について検討されているの

は牛伏寺断層を含む糸魚川− 静岡構造線断層帯の一部

だけです。さらに、牛伏寺断層と兄弟関係にある未知

の活断層がほかにもあることが予想されます。実際に

周辺の丘陵や山地

の地質を調査する

と、活断層が次から

次へと見つかって

くるのです。牛伏寺

断層から単に遠い

からといって安心

はできません。 

 ３月の東北地方

太平洋沖地震の規模が非常に大きかったため、東北地

方以外でも地殻内の応力に変化が生じたと考えられて

います。長野県を含めた中部日本以西の地方において、

今後しばらく地震活動が活発な時期が続くと思われま

す。そもそも松本平や善光寺平などの信州の盆地群は、

中部高地の中に活断層によって作られた低地です。生

活の場を作った活断層からは逃れられませんので、準

備を整えて地震と向き合う覚悟が必要です。 
写真は順に 

写真１：長野県北部地震の被害（栄村青倉） 

写真２：地中レーダーの調査（栄村青倉） 

写真３：松本市で発生した地震による被害（松本市並柳） 

写真４：地震被害の調査（松本市野溝） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

福島第一原子力発電所事故による放射性物質土壌汚染

の調査に参加して        物理科学科 長谷川庸司 

 
既に 11 か月以上経っているため、現在の状況と大き

く変わるっているところも、また、変わっていないと

ころもあると思いますが、土壌調査に参加したとき感

じたことを思い出しながら述べたいと思います。 
事故から 2 か月ほど経った 5 月半ば、高エネルギー

物理実験関係者のメーリングリストに、土壌汚染調査

の協力を求めるメールが流れました。放射線検出器を

用いた放射線の測定は私の専門分野の一つであり、ま

た私自身、福島県出身であることから、専門を生かし

た分野で何かできることはないかと悶々としていたと

ころだったので、すぐに参加を申し込みました。 
調査は入梅前に終わるように、6 月 2 日から 14 日と

25 日から 30 日に行われました。 
北海道から沖縄まで全国の大学や研究機関から、核

物理、核・放射化学の研究者、大学院生を中心に素粒

子物理研究者、医療機関関係者、民間企業社員などが、

延べ 314 名が参加しました。福島第一原発を中心に、

警戒区域外の半径 20km から半径 100km までを 2km
四方のメッシュに、それ以遠の福島県内と隣県の一部

を 10km 四方のメッシュに区切り、各メッシュから 1
地点、合計約 2200 地点での、空間線量率測定(地表か

ら 1m と 5cm)と土壌サンプル採取(地表から 5cm 分と

30cm 分)を行います。一つの調査班は 2、3 名で、一日

に 6、7 地点を担当します。調査は、地図を頼りに探し

た公共施設の敷地で行いますが、適当な場所がない場

合には、止むを得ず、個人宅の敷地内での採取をお願

いしました。 
私は 6 月 7 日から 11 日までの 5 日間参加し、南相

馬市、浪江町、相馬市などを調査しました。 
 
南相馬市では警戒区域に隣接する地区と飯舘村に近

い山間部の調査を行いました。南相馬市は空間線量率

が市街地は比較的低く(0.5～１μSv/h)、山間部で 
高く(2～4μSv/h)測定されました。南相馬市には採取

を効率的に行えるように配慮して頂き、事前に選定し

た採取場所のリストが用意されて、個人宅の場合は許

可を取ってくれました。市の事故対応への意気込みが

感じられました。 
 
汚染の深刻な浪江町は、効率的な採取のために、役

場職員の方が一緒に回って下さいました。空間線量率

は予想通り高く、20μSv/h を超える場所もありました。

全町民が避難しており、田畑は耕作されていないので

荒れていますが、建物などは地震の被害もなく、森の

緑や、鳥や虫が飛び回っていることなど普段の光景と

なんら変わりがないのに、人影がまったく見られない

異常な光景に愕然とし、現実の厳しさを感じました。 
 
相馬市沿岸部の空間線量率は比較的低い(0.3～0.4μ

Sv/h)のですが、津波の爪痕に言葉を失いました。津波

の被害にあった住宅地では大部分の瓦礫は取り除かれ

ていましたが、海岸に近い水田には沢山の根こそぎに

された防風林の松が残されており、道路の横には放置

されている大きな漁船がありました。 
 
調査を始めると、作業の様子を見に地元の方々が集

まってきて、測定結果を尋ねられます。地元の方々は

非常に協力的で、あれこれ調査に便宜を図って頂きま

した。個人宅での調査では、気温が上がった日には、

一応断るのですが、冷たいお茶を頂くこともありまし

た。放射線についてよく知っていて、専門的な質問を

する方もおられ、住民の方々の質問にも真摯に答える

ことも責務の一つでした。 
 
一日の調査を終えて宿に帰り、テレビや新聞を見る

と、大部分が原発事故関連の報道でした。天気予報で

の各地の気温と同じように、県内各地の空間線量率を

伝えていました。事故から３か月が経ち、全国ネット
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のテレビや新聞ではかなり報道量が減ってきていまし

たが、事故に対して福島県とはだいぶ温度差があるこ

とを実感しました。この調査が福島県をはじめとする

放射性物質による汚染被害に遭われた地域の復旧に役

に立つことを願わずにはいられませんでした。 
 

日本は、今後しばらく、原発から放出された放射性

物質と共に生きて行かざるをえません。調査を終えて

松本に帰ってきてからは、間接的にでも、少しでも、

その影響を減らすことができないかと、自分にできる

ことを日々（時々）考えているところです。 
なお、調査結果の詳細は文部科学省の報道発表 

(http://radioactivity.mext.go.jp/ja/distribution_map_
around_FukushimaNPP/) 
や大阪大学核物理研究センターの土壌調査のページ 
(http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/dojo/)をご覧ください。 
 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新任挨拶  

  理学部技術職員 髙橋 康（地質・92S） 

 

2011 年の春から理学部

技術職員として勤めてお

ります高橋と申します．私

は 1992 年に信州大学理学

部地質学科に入学以来，信

大の大学院，研究生・非常

勤講師などを経て現在に

至っています．したがって

人生の半分以上を松本で過ごしてきたことになり，ず

いぶんと長く松本にいるものだなあと思います（これ

からも松本ですが・・・）． 
はじめに，私が今まで研究してきた内容についてお

話しします．私は卒論から火山を対象に研究を続けて

きました．その中でも，火山がいつ・どのように形成

され，浸食や崩壊などによって失われていったのかと

いう火山発達史（言い換えれば“火山の一生”）の解明

を大きなテーマとして掲げて研究を続けてきました．

火山の発達史を明らかにすることは，活火山がこれか

ら辿る過程や火山周辺で発生する災害範囲の予測につ

ながりますので，科学的のみならず防災学的にも重要

だと考えています． 
火山発達史は，火山そのもの（火山体）の地質・地

形の調査に基づいて議論されることが一般的です．し

かし，ガサガサの火山噴出物が積み重なってできてい

る火山は，地質学的に見れば“砂山”のような儚い存

在です．そのため，時間が経つにつれてその発達史を

考察するために必要な情報が，浸食や崩壊によって失

われていってしまいます．したがって，火山体を調べ

るだけでは，火山の一生を十分には知ることができな

いわけです． 
そこで私は，火山の麓（火山山麓）に分布する火山

砕屑物に着目しました．火山砕屑物は細かく砕かれた

火山噴出物のことです．その成因は様々で，火山活動

だけでなく火山の浸食や崩壊によっても形成されます

ので，火山砕屑物を調べることにより，火山体調査だ

けでは分からなかった様々な火山で起きた出来事を読

み取ることができます．また，火山砕屑物中に含まれ

ている岩石は，もともと火山体を構成していたもので

すので，いわば“火山体のかけら”といえます．これ

らのかけらを“火山パズル”のピースとして用いて，

火山体と火山山麓とを時間・空間的に結び付けて考え

ることで，より詳細な火山発達史を編むことが可能と

なります．この手法を用いて，長野県東部の浅間山か

ら北八ヶ岳にかけて分布する火山の発達史について考

察し，学位（博士・理学）を頂きました． 
技術職員になってからは，本業の岩石薄片の研磨や

分析試料作成などの職人仕事を行うとともに，時々，

薄片実習や野外調査実習などの教務も行っています．

これまでのように，好きな時に調査や研究ができなく

なりましたが，フィールドや研究もできる技官を目指

して励んでいこうと思います．最後に，地質学科の卒

業生として，かつては盛んだった学生とのフィールド

ワークや時間外無給特別勤務（飲み会？）などにも取

り組んでいきたいと思っています． 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

生物群集の形成過程を探る 

信州大学山岳科学総合研究所 上田昇平(生物96s) 
 

生物群集の形成過程を明らかにすることはこれまで

難しいとされてきました．なぜなら生物間の相互関係

をあらわす化石証拠は少なく，群集形成の進化史を解

読することは難しかったからです．しかし，近年めざ

ましい発展を遂げたDNA解析の技術によって，群集メ

ンバーそれぞれの起源年代を比較的簡単に推定するこ

とが可能になってきました． 
 我々は，アリ植物オオバギ属をめぐる生物群集を材

料として，群集の形成過程を明らかにすることを目的

として研究を進めてきました．東南アジア熱帯林（ボ

ルネオ島，スマトラ島，マレー半島）に分布するアリ

植物オオバギ属は共生者（アリ・カイガラムシ）およ

び寄生者（シジミチョウ・タマバエ）と緊密な相互作

用を持ちます．これら５者の群集メンバーのうち，オ

オバギとアリに関しては先行研究があり，オオバギ・

アリ間の共生関係は約2000万年前に起源したことが

明らかになっていました． 
 我々は，その他の群集メンバーであるカイガラムシ

，シジミチョウおよびタマバエのDNA解析からそれぞ

れの群集メンバーの起源年代を推定し，1)カイガラム

シは約800万年前，2)シジミチョウは約200万年前，3)
タマバエは約1200万年前にオオバギ群集に参入した

ことをそれぞれ明らかにしました． 

つまり，オオバギをめぐる生物群集は，約 2000 万

年前に形成されたオオバギ・アリ共生がテンプレート

となり，逐次的にその他の群集メンバーが参入するこ

とによって形成されたということになります． 

 本研究は，高等生物５者を含む群集の形成過程を世

界で初めて明らかにしたもので，熱帯における生物間

相互作用の起源・多様化について新たな見知をもたら

しました．   詳しくは 
http://web.mac.com/gsx250s.mini/Ueda_Shouhei/ 
Shouhei_Ueda.html をごらん下さい(編集部) 

http://web.mac.com/gsx250s.mini/Ueda_Shouhei/%E3%80%80Shouhei_Ueda.html
http://web.mac.com/gsx250s.mini/Ueda_Shouhei/%E3%80%80Shouhei_Ueda.html
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――――  理学部広報室だより  ――――― 

同窓生の方の中で修士課程を修了された方の中には, 

「工学系研究科」という名称に違和感を持っていた方

も多かったかと思います。理学部の教職員の念願が叶

い, 晴れて 4 月から修士課程の名称に「理」の一文字

が追加され「理工学系研究科」になります。工学部や

繊維学部と合同の組織なので, 「工」の字が入るのは

仕方のないことですが, 「理」が入ったことで, 他大

学の学部生の認知度が上がることが期待されています。

さて, 夏期休暇が終った後は大学では授業が中心とな

るため, 理学部の活動報告としては学生の活動が中心

となります。今回は, 理数学生応援プロジェクトを中

心とした理学部の活動報告をお知らせします。理数学

生応援プロジェクトは「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」として文科省に平成 21 年

に採択された事業です。今年度で 3 年目となり, １年

生から３年生までの参加学生が揃いました。来年度は

プロジェクト最終年度となります。  

〇 理数学生応援プロジェクト: 成果発表会 

12 月 20 日に理数学生応援プロジェクトで活動して

いる学生の成果報告会がありました。自主ゼミやアド

バンス実験・実習として, 通常のカリキュラム以外の

テーマに取り組んでいる学生達の成果発表です。今回

は以下の５件の発表がありました: 

1. 山田晃太・椎名俊平（１年生）：「二つの閉曲線の関係に

ついて」 

2. 伊藤涼平・平林陽子・出口莉早・植木啓信（３年生）：「光

音響分光測定装置の開発・研究」 

3. 高橋誠弥（３年生）：「Co1E2 プラスミド複製開始タンパ

ク質機能ドメインの解析」 

4. 滝沢侑子・安田佳那子（３年生）：「木崎湖堆積物中の有

機物量は何に支配されているか 〜気候指標としての有

機炭素量の意味の再検討〜」  

5. 佐藤永太郎（３年生）：「鉱物にみられる構造色」 

 佐藤永太郎君は，平成 24 年 2 月 18，19 日に開催

された文部科学省主催「サイエンスインカレ」（全国

の理系学生が自主研究の成果を発表する「学生によ

る自主研究の祭典」）において上記内容の研究で，ポ

スター部門で奨励賞を受賞しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
〇 理数学生応援プロジェクト: 特別講演会 

理数学生応援プロジェクトでは, 理学部の全学生が

参加できるような話題での特別講演会を行なっていま

す。前期は 7 月に数学分野での講演会を行ないました

が, 後期は化学分野として, 10 月 21 日に東京理科大

学の中井先生をお招きし：「鑑定の科学ー物質から過去

を読むー」を開催しました。毒物混入事件の証拠鑑定

やエジプトの考古資料の解析、美術品の過去の姿－国

宝「紅白梅図屏風」の金地の謎の解明、など、Ｘ線分

析法という手法を使って講演者が実際に行った科学鑑

定の成果について、舞台裏の話も交えながら、専門外

の人に対してもわかりやすく講演いただきました。他

にも, また、千葉大学名誉教授の横山先生には, 「今

なぜヨウ素なのか」というヨウ素に関係した様々な話

題について講演いただくなど，より専門的な話題でそ

れぞれの分野での講演会が行なわれています。 

〇 理数学生応援プロジェクト: 特別研修・実習 

理数学生応援プロジェクトでは, 講演会以外にも日

帰りの研修旅行も行なっています。11月12日には, 「長

野市何部における里山の生物探訪」と題し, 棚田とり

んご畑を管理する 2 軒の農家の方を講師としてお招き

し, 長野市南部の里山を案内していただきました。学

生達は現地で学んだ内容を写真とともにグループ毎に

ポスターにまとめました。 

1 月 13 日には, 「世界の石材 

in SekiStone」と題し, 岐阜県関

ヶ原市の関ヶ原石材株式会社で

岩石の観察研修を行ないました。

世界各地の特徴ある岩石も見学

できました。 

2 月 15，16 日には，自然環

境診断マイスター実習「冬の

動物生態調査：ｱﾆﾏﾙ･ﾄﾗｯｸ調査

法ほか」を実施しました。雪

原に残された野生動物の足跡

や糞尿などの痕跡がどの動物

種のものであるかどうかを調査するとともに、その痕

跡をつけた動物の行動や生態を推察しました。 

〇 高大連携の取り組み 

昨年度から, 高大連携事業として, 長野県内の高校

と信州大学理学部で「課題研究合同研修会」を行なっ

ています。今年度は, 12 月 17 日に理学部第１講義室

などにおいて開催しました。今年度は 9つの高校から, 

各高校で取り組んでいる課題研究について発表があり，

更に発表後，発表方法の修得等の研修が行われました。

高校生, 高校教員, 大学生およ

び院生,教職員約 100 名が参加

し, 高校, 大学の両方に好評で

した。理学部広報室では, 高校

生の「理学」に対する意識を調

査するために,この機会を利用

しアンケート調査も行ないました。 

3 月 17 日（土）には,合同発表会を開催する予定です。 

〇 その他の活動 

タイ国のチュラロンコン (Chulalongkorn) 大学と 9月

12 日に, 香港の香港科技大学と 9 月 20 日に学部間交

流協定を締結しました。チュラロンコン大学とは生物

科学科の浅見教授が中心に, 香港科技大学とは物理科

学科の武田教授および宮丸准教授を中心に, それぞれ

共同研究を行なってきましたが, 今回の締結で研究・

教育両面でより一層連携が深まることが期待されます。 

 



 10

 
 
理学部のできた頃を思い出す 

1S 森 淳（数学科） 

文理学部を人文学部と理学部の 2 つの学部に分けた

のは、いわゆるベビーブームといわれた人々の先頭集

団（1947 年生まれ）が 18 才になるときです。あやふ

やな記憶をふりしぼって、その頃の事を書いてみます。 

理学部は当初 4 つの学科で出発しますが、認可が遅

れたのか、改組の学部は後でやる決まりなのか不明で

すが、入試は他学部より遅く 3 月の本当に末でした。 

 
当時、国立大学はⅠ期（3 月上旬）Ⅱ期（3 月下旬）に分かれて

入試を行っていました。新制大学（1949 年）発足時から 1977 年ま

でです。当初の区分けは、旧帝大をⅠ期、大正時代から医学部を持

つ大学と高等師範系をⅡ期とし、他の大学を地域、学部、入学定員

などを勘案してⅠ･Ⅱに分けていたように思います。 
比較的早い時期に入替えが関東地区を中心に行なわれ、旧医大系

と高等師範系をⅠ期にすると同時に師範系単科大学（学芸大学、今

の教育大学）をⅡ期とし、それに併せて各地の大学の入替えをしま

した。信州大学は発足時はⅠ期校でしたが、その後にⅡ期校になっ

たようです。 
当時、理学部はほとんどⅠ期校で、Ⅱ期で自然科学をやろうとす

ると各地の文理学部自然科学科か学芸大学や学芸学部（今の教育大

学や教育学部）の理科・数学が普通でした。 
  
入試の日は、前夜に雪まじりの雨が降っていて、とて

も寒い日でした。県の文理校舎で試験が行なわれまし

た。とても多くの受験生が押し寄せ、教室だけでは不

足で体育館も使われました。（机はどこから集めたの

か ― 春休み中の県高校から借りたのでしょうか ― 
体育館のすみからすみまで並んでいました。）先に入

試のあった大学で出会った顔もちらほら見られ「お前

もか」という感じで顔を見合ったことも思い出に残っ

ています。 

 

 全体に後にずれ込む日程であったため、入学式は 4
月の中旬でした。市民会館で行なわれ、入口で初年度

納付金 1 万円（含む前期授業料 6000 円）を収めてか

ら入場したことを記憶しています。 

 入学式の後文理に行って、教官と顔合わせをしまし

たが、桜の満開のいい日でした。私は数学教室前のあ

まり大きくない桜の木が数本あるところで車座に座っ

て教官の話を聞いた覚えがあります。横田先生が「皆

さん勉強しましょうな」と関西風におっしゃったのを

覚えています。入試にせよ、入学式にせよ、父母の付

き添いはほとんどなかったように思います、 

 2 年以上（文理生）は県で学んでいましたが、新入

生は旭町に新しく出来た教養部で学びました。全学の

1 年生 1300 人が一度にやってくるのですから、今思え

ば迎える側は大変だったことでしょう。 

 

 教養部は、今の附属の小中学校の真中にあった、そ

の前年まで教育学部松本分校の教室をそのまま使いま

した。大きな木が何本もあるちょっとした森の中に、

古い濃茶色（黒だったかも）木板張りの壁の木造 2 階

建てでした。正面は西側で本館につづく T の字型の校 
 

 
 
舎の北に平家の校舎、南に 2 階建ての校舎があり、渡

り廊下で西の端を結んでいました。他にも小さな建物

がいくつかあ

り、初めての

者達は迷って

ばかりでした。

体育館はバス

通りに面して

（今のバス停

あたり）いて、

近くに小さな

通用門があり

（今の正門の前あたり）

そこを通って、今の旭町

校舎とも行き来しました。

どれも古いもので戦後建

てられたものもあったで

しょうが、ほとんどは、

その昔の松本女子師範の

ものだったのではと推察

します。いずれにしても、

施設・設備は劣悪でした。

冬は寒く石炭（コークス）

ストーブを使っていました。 

 
   2 年後に文理学部も旭町に移って来ますが、その後しばらくの間

人文学部が県の校舎を使っていました。その御蔭で建物は残り、

その後、松高・文理の先輩の努力で重要文化財として残すことが

出来ました。今も私たちは見ることが出来ますし、その中に入っ

て当時を偲ぶことができます。 
 

1 年後教養部の新校舎（今の南側二棟コの字型と 20
番教室のあった正方形の講義棟）も建ち、42 年入学生

から使います。運動場は初めから北のすみにある野球

場でしたが、体育館はもう少し後になりますので 2 年

目の人も体育館は道を越えて旧教養部のところまで通

いました。体育館近くの狭い日陰に氷を張ってスケー

トもやりました。 

初年度入学生（41 年入学）は 2 年になると県で学び

ました。1968（昭和 43）年 12 月に理学部の今の A 棟

の西半分と講義棟が出来ます。とはいっても新校舎は

今の 5 分の１程度のものでした。それができるまで、

今の A 棟の南側にあった旧陸軍の兵舎２本（木造モル

タル２階建てで相当長いものでした）を使って出発す

ることになります。（当時この木造の方を南から A 棟

B 棟といっていました）42 年入学生は 2 年生のはじめ

は、この 2 つの旧 A 棟 B 棟を使いますが、41 年入学

生が旭町に来たのは３年生のはじめ（1968 年春）から

なのか新校舎が出来て（1968 年 12 月）からなのかは

あいまいです。 

理学部全体が旭町に引っ越したのは 1969 年の正月

明けだったように思いますが、1969 年の秋には A 棟全

体が完成しますので、1970 年には旧 A・B 棟には大分

余裕ができたのではないかと思います。旧 A・B 棟を 
 

特 集 「 文 理 学 部 か ら 理 学 部 へ 」---その4  
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いつまでどのように使い、いつ取り壊されてしまった

のかは記憶からしっかりと抜けてしまっています。 
 
教養部校舎の北に市営住宅として使われていた建物があり、その

一軒分を 3 つに区切ってサークル室、自治会室として使っていま

した。（1967 年の始めからだったのか、いつからかはあいまいで

す）さらにその東に大きなプレハブが建てられ（今も残っていて

サークル室になっている 2010 年春現在）生協ができました。

（生協は始めからそこだったのではない気がします、どうだった

のでしょうか） 
 

大学正門は今より少し南側にあったと思います。正

門を入りそのまま進

むと医学部の研究棟

の間の大きな欅の道

になっていたという

記憶です。正門は古

いいかめしい立派な

ものでした。 

今の人文学部・経済

学部と図書館のあた 
りは国立病院（戦前は陸軍病院）がありました。教養

部（今の共通教育）の講義棟の西側ぎりぎりと、今の

理学部のB・C棟の南側のがけが境だったと思います。 
  
1971 年に国立病院は村井の方へ移ります。その後取り壊

されて人文学部が建てられていきます。理学部 B 棟が 1977
年 4 月から使用開始、C 棟は 2000 年 4 月から使われます。 

旧 A・B 棟は真中に廊下の通る長い建物でした。A 棟 2 階

の一番東に大きな教室があり、その南東にあんずの木があり

ました。夏にバケツにあんずをたくさん取って、なまあたた

かい実を食べた記憶は鮮明です。 
 

新しい学部が出来、校舎も新しくなっていくと、中

で生活する教官・学生の意識も変わっていくのですが、

それは必ずしも一度に進むものではありません。新し

く先生もみえ、新入生が入学し、学部に進級してくる

度に新しい風が吹き込みますが、その前からそこにい

る者は前の文化を背負っているわけで、その違いが顔

をのぞかせるのはやむをえないことといえます。 

理学部では年々設備・施設が良くなっていったとい

うものの全てが一度になったわけではない事が、古い

ものを残しながら新しいものを作るという点でよかっ

たのではと今になって思います。（今だから言えるこ

となのかもしれません） 

文理の先輩と多人数の理学部の者の間、何もかも不

足している中で出発した初年度のものと新しい教養部

で学んできた、その次からの者たちの間は、旧い校舎

が残る中で新しくなっていく様を共有することで判か

り合えたことが多かったように思います。「新しいも

のを創る」ということが自治会、サークル、ゼミなど

活発な動きを続けていけた元になっているのだと思い

ます。 

しかし、教官の数も学生の数も少なく「家族的」な

雰囲気を持つ文理学部と違って両者の人数も増え（少

なくとも 4 年生のゼミの教官と学生の比は変わってい

ない）れば、2.3 年生も交えて同じようになごやかな雰

囲気を作ることは、以前より努力のいることでした。 

古い体質も多く残り、矛盾に遭遇すると展望が描け

ない中で一気に「すべてをこわす」という短絡的思考

に陥ることもありえることです。共同で学問を追求す

ることに不慣れな状況で自己形成にあせる場面も少な

からずあったと思います。 

何でも改善していくのには時間と労力のいるもので

す。少しの改善を「一歩前進」と取るか「それはごま

かし」と取るかによっても、次のステップが異なりま

す。ある種の「改善」は油断をすれば元に戻ることも

良くあることです。そこを埋めるものは少し先までの

見通しの共有と力を出し合う人間関係なのではと思い

ます。そんなことを当時私は学んだように思います。 

学問の進歩、科学技術の進展は人類の共同の宝です

が、「学び」そのものは個人的な努力と他からの支え

の両方で成り立っています。そこの分離と統合（区別

と統一）は、いつも課題の一つなのだろうと思います。 

幸い理学部は文理時代の良いところも多く残り、教

官と学生の間も近く、それぞれの分野の先端に何らか

の形でふれ、自分の学んでいることの位置がわかりや

すかったことも有利に働き「学ぶ」ことに決定的に疑

問を持つことは少なかったのではと思っています。 

 

不確かな記憶で書きつづりました。間違っている点

を正し補ってくれるとありがたいと思います。 

 

 
 
 
――――  卒業生だより  ――――― 
 

松本への思いと山の暮らし  

文理化学 15 回 中井正則 

愛知県の片田舎から蒸気機関車に連れられて訪れた

松本での４年間を、３０代までは毎日のようになつか

しく思い出していたのでしたが、４０代半ばからはほ

とんど思い出すことがなくなりました。そして６０代

に入ると、久しぶりに訪ねてみるのもいいかなと思う

ようになりました。この心境の変化は一体何なのだろ

うかと、かねがね興味を持っていたのですが、ようや

くその解答らしきものが見つかりました。３０代まで

は心身ともに二十歳代に戻る自信があったが、４０代

に突入して感じるようになった肉体的な衰えを、松本

の地から見つめざるを得なくなるのが怖くて、無意識

のうちに避けていたのでしょう。そして定年を迎え、

人生の終点が垣間見えるような所へきて、今の自分を

正面から見つめざるをえなくなった、ということでし

ょう。一昨年４０年ぶりに松本を訪れて、思誠寮跡の

駐車場に車を止め、かつての文理学部を一回りしまし

写真の説明 

１枚目は、旧松本女子師範（現付属小中学校）の西南西方向から

見た透視図 

2 枚目は 旧松本女子師範の玄関(玄関は西側にありました) 

この 2 枚は教育学部同窓会ホームページより借用 

3 枚目は、1950 年信大正門（旭町）と表札 4 枚 

 4 枚は左から 信州大学本部 信州大学医学部 松本医科大学 

松本医学専門学校  

建物右が 1968 年から理学部旧 A 棟として使われたものと思わ

れます。松本市のホームページより借用 
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た。日本庭園となった運動場跡の小川には、野生のカ

モが泳ぎ回っているのにびっくりし、県の森のケヤキ

に残っているハーケンは、我々が打ち込んだものなの

かと頭を悩まし、背が高くなったヒマラヤスギには感

心したりしました。しかし、訪れる前に心の整理はで

きていたので、涙が出るような感情に浸ることはあり

ませんでした。 

 一方、学生時代に得た仲間の何人かとは、いまだに

親しく付き合ってもらっていますし、文理学部の運動

場で始めたジョギングと筋トレは延々といまだに続け

ています。また、山登りも、いまだに年間数十日はで

かけています。定年間際に起こした墜落事故からも奇

跡的に立ち直り、週末は木曽駒高原の山小屋を拠点に

して、荒廃した登山道の修復をしています。事故で入

院中に書いた登山の入門書が予想外の好評だったこと

に気を良くして、改訂版の原稿書きに明け暮れている

毎日です。このように健康で楽しく過ごせるのも、青

春時代をきれいな空気とすばらしい先輩や友人にめぐ

り合えた松本の地のおかげと感謝の毎日です。木曽谷

へおいでの節は、山小屋へお立ち寄りください。サル

やキツネ、はてはカモシカやクマまでお出迎えいたし

ます。 
〒478-0041 愛知県知多市日長字神山畔10 

 
 

 

――――  学科同窓会等の活動 ―――――― 
 
東京同窓会開催されました 

文理 可知 偉行（連合会会長） 
平成24年2月4日（土） アルカディア市ヶ谷におい

て、学長、副学長、工学部長、経済学部長、各同窓会

代表を含め、93名の各学部同窓生の参加により開催さ

れました。 
 はじめに、農学部教授の大谷 元氏（昭和47年農学

部畜産学科卒）による講演がありました。先生は食品

と健康の関係を教育研究する「食品機能学」を専門に

され、平成22年に紫綬褒章（畜産学の研究）を受賞さ

れました。演題は「牛乳たんぱく質と免疫系の関わり

に携わって35年」で、前半では「ミルク成分と健康と

の関わり（食品機能）」に関する話を、後半では35年
間携わって来られた「牛乳タンパク質の免疫調節機能

の解明とその産業的利用」の講演をされました。食品

成分の機能には「栄養機能」「保健（生体調節）機能

」「嗜好（感覚）機能」の3つの機能があると聞き、常

日頃、気にもせず食べていた食べ物についてこれらの

機能を認識しながら食べることが健康の秘訣かなと考

えさせられました。 
 続いて、山沢清人学長から今年度の各学部の特色あ

る活動が報告され、理学部関係では山岳科学総合研究

所友の会設立総会および記念講演「南アルプスのカー

ル地形と花々」が行われ、大町山岳博物館との連携企

画展が開催されたことが紹介されました。 
震度6強の地震に直撃された栄村の復旧・復興に農学

部のボランティア「農援隊」が協力、基礎スキー部が

第38回全国学生岩岳スキー大会で男子が総合優勝、女

子が総合準優勝、第42回全国学生弓道遠的選手権大会

で工学部2年清水北登さんが優勝、理学部物質循環学科

９８S横山勝丘さんが登山界のアカデミー賞といわれ

る「ピオレドール賞」を受賞された事が報告された。

このような大学の活動、卒業生・在学生の活躍は随時

大学から発行されている「信大NOW」に掲載されてい

ます。「信大NOW」は年間6回発行され、年1,000円で

購入することが出来ます。ぜひ購読して頂き、大学の

現状を知って頂きたいと願っています。 
別室に移り、東京同窓会会長細野征雄氏（工学部昭

和38年卒）による懇親会開会の挨拶に続き、来賓挨拶

（徳井丞次経済学部長、理学部同窓会長森 淳）、乾

杯のあとテーブルごとで自己紹介をしてお互いの近況

・現状などについて懇談をし、大いに盛り上がりまし

た。春寂寥を合唱し、根建恭典名誉会長（文理昭和36
年卒）の閉会の辞で2
時間余りの懇親会が

終了し、記念写真を撮

り解散となりました。 
理学部同窓生の参

加は会長を含め4名で

した。東京同窓会は毎

年2月の第1土曜日に開催されます。信大の卒業生であ

ればだれでも参加できますので、誘いあって多くの方

の参加があることを願っております。同じ大学で学ん

だということで、親しみある仲間として物事を共有で

きるような気がします。来年にはぜひ参加をして下さ

い。きっと良いことがあると思います。 

 

著書のご紹介です。 
塚原弘昭先生（理学部物質循環学科元教授）が「長野県の地

震入門」を出版しました。 

 

・地震はどうして起こるのか？ 

・活断層はどこを通るのか？ 

・もし地震が起きたらどの程度の被

害なのか？ 

など、地震発生のメカニズムとその

影響を、最新の情報と身近な事例

で解説しています。 

 

  長野県内の活断層写真や活断層地図も掲載されています。 

「いざ」というときに備える長野県初の地震入門書です。 

是非一度手にとってご覧ください。 

 「長野県の地震入門」しなのき書房 B5 判/156 頁 1575 円 

 編著 塚原弘昭 （信州大学名誉教授） (し) 

 

中井正則著「山のトラブル体験マニュアル」は目下絶版中

新しく書き下ろされたものが近々刊行予定とのこと(編集部) 

ご連絡 

東京同窓会の理学部同窓会との連絡を近藤一郎さ

ん（物理１２ｓ）にお願いすることになりました。近藤さ

んはかねてより東京同窓会の幹事をしていただいて

います。今後何かに付けお世話いただく事になりま

す。よろしくお願いします。 
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卒 業 研 究 

 
数 理 ・ 自 然 情 報 科 学 科 

二宮ゼミ 

   小須賀靖晶、十河 光、高村 みわ、茅野 沙由理： 

      Ｆｅｒｍａｔの最終定理：ｎ＝３の場合の証明 

西田ゼミ 

   伊藤 壮一, 岩本 康平, 小野 貴寛, 多田 将典： 

      可換環論 

花木ゼミ 

   深津 敏行, 山浦 徹也：群論によるラテン方陣と数独の理論 

   磯部 志帆,一ノ澤 依美：群論によるルービックキューブの解

                   析 

和田ゼミ 

   市川 知広, 大松 美咲, 桐原 拓也, 山角 展弘： 

     鏡映群とルート系 

玉木ゼミ 

   植野 拓也, 平出 欣也, 藤森 元輝： 

     双曲幾何学と3次元双曲多様体 

栗林ゼミ 

   大束 和花奈, 小椋 仁, 佐野 裕亮, 武田 歩夢： 

    導来圏と三角圏    

境ゼミ 

   金城 就実，坂本 嵩，高野 彩央里，藤森 瑞枝： 

     多様体間の滑らかな写像について --写像度の不変性-- 

真次ゼミ 

   カク エンキ, 松田 宗斗：Fourier級数の収束 

一ノ瀬ゼミ  

   木藤 新吾, 半田 勝庸：量子力学の数学的研究 

髙木ゼミ 

   小島 綾介, 小平 彩乃, 島岡 美沙, 清水 玄理： 

   人に話せる解析の話題 

谷内ゼミ 

   小澤 洋介, 木村 公亮, 福島 浩平, 明堂 早恵： 

   フーリエ解析とその応用 

中山ゼミ 

   津田 竜宏, 中島 拓也, 望月 佑真： 

   ラグランジュ点について 

乙部ゼミ 

   白鳥 紗江：言語理論と計算論理 

   田森 浩康, 坂本俊, 原田貴広：暗号理論と代数の基礎 

謝ゼミ 

   稲葉 昌大：超幾何分布の現実応用 

   山田 大：Kolmogorov の0-1 法則について 

   石塚 修平：Prokhorov の定理の証明について 

佐々木ゼミ 

   田中 菜月：確率積分と伊藤公式について 

   横山 れい：暗号理論と計算量および実装について 

 

物 理 科 学 科 

 

素粒子・宇宙物理学講座 

中尾 健志：原子核構造論の初歩 

下嶋 健嗣：宇宙定数と相対論的宇宙モデル 

佐藤 彰寿：QED－相対論的量子力学の散乱過程における考察- 

堀越 聖篤：ゲージ場の量子論 

後藤 裕平：自発的対称性の破れ 

宮崎 高大：ニュートロンモニターの性能評価 

 

伊橋  諒：陽活動と宇宙線の緯度効果 

森口 真靖：宇宙線異方性と太陽活動の長周期変動 

松林 恵理：空気シャワーの Rossi と Greisen の A 近似とシミュ 

レーションの比較 

岡本 理奈：クエーサーHE0515-4414 の視線上にある吸収体の性     

       質 

小山田涼香：クエーサーHE0001-2340 の視線上にある吸収体の

性質 

水谷  伶：ストリップ型プラスチックシンチレータの光量測定 

浜崎竜太郎：MPPC を用いた高密度なシンチレータの光量測定 

小倉 隆義：PPC を用いた小型放射線検出器の製作と性能評価 

金子 慶介：Geant4 を用いた ILC 用電磁カロリメータの位置分解

能に関する性能評価 

 

物性物理学講座 

比嘉 一志, 髙橋 栄也：微視的非局所線形応答理論を用いた電

磁場応答 

長沼 伸明, 向出 翔一：シミュレーションによる ER 流体の妥当性

の評価 

市瀬 和也, 松浦 智哉：超伝導体における BCS 理論 

松村 涼也：Magnetism of YFe12-xGax 

水瀨 友豪：Pd2Mn1+xSn1-x の磁性 

佐藤  直：半導体表面の屈折率変化によるメタマテリアルの共振

周波数変化 

石井 浩亮：旋光性メタマテリアルの作製 

島田 翔平：テラヘルツハイパーレンズの実現に向けて 

岸田 拓己：Q 値の異なる二つの共振器を用いた電磁誘起透明化

現象 

川島 徳巳：メタマテリアルバイオセンシングにおける水の影響 
船窪 秀紀：テラヘルツ時間領域分光法の高速化 

 

化 学 科 

 

分析化学研究室 

押田 光洋：レーザーアブレーションにより活性化したグラッシーカ

ーボン電極を用いる血清中の尿酸の電気化学的定量 

植木 啓信：光音響分光法測定装置の開発とニッケルの定量 

渥美 宏輔：酸化剤を用いた光照射下における油水界面での 

C60 フラーレンの電子移動の研究 

虎間 大樹：水相中に還元剤を含む油水界面におけるレーザー 

照射によるフラーレンの電子移動の検討 

根岸 夏寿：非水溶媒中におけるカフェイン酸の電気化学的挙動：

塩基による影響 

中橋 岳人：吸光光度検出を用いる電量滴定法による微量過酸化

水素の定量 

芝  南風：滴下炭素電極を用いるポーラログラフィー 

田中 翔悟：コレステロールオキシダーゼの反応速度の 

液液界面電位差依存性 

 

無機化学研究室 

矢部 拓哉：血液中のp-L-ボロノフェニルアラニンの 10B-NMRによ

る定量 

毛利 昌孝：中性子捕捉療法に用いる 
10B-p-DL-BPA-L-Cys ジペプチドの合成 

半田沙季絵：ゼオライト A のイオン交換におけるカチオン選択性 

 

山田 晴哉：クラウンエーテル樹脂を用いた反転カラムによる 

Li 同位体の分離 

11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 
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高橋明日香：Cs2[AgICl2][AuIIICl4]の正方晶の合成と示差熱分析 

山下 裕也：自己集積型金属錯体[Co(bpy)(H2O)4](NO3)2 (bpy = 

4,4’-ビピリジン)の合成および結晶構造 

守田貫太郎：自己集積型金属錯体[Zn(H2O)2(tph)] (tph= 

terephthalate) の合成及び結晶構造 

 

有機化学研究室 

中村 友美：芳香環縮環 1,6-メタノ[10]アヌレン-3,4-ジカルボキシ 

イミドの合成と性質 

菅野 由香：窒素上に複素芳香環を有する 1,6-メタノ[10]アヌレン

-3,4-ジカルボキシイミド類の合成と性質 

藤原 絢香：6-tert-ブチルアズレンと Grignard 試薬との反応 

岡本 弘毅：6-(1H-トリアゾール-1-イル)-5-アザベンズ[b]アズレン

の合成と性質 

服部 一輝：2,3,6,7 位にアルコキシ基を有するアントラセンと 

アントラキノンの溶液および固体状態における光物性 

丸山 寛子：6,13-ビス(1,3-ジチオール-2-イリデン)-6,13-ジヒドロ

ペンタセン骨格を有する酸化還元応答性分子ピンセ

ットの合成と性質 

井上 雄太：求電子的クロスカップリング反応を用いた 

ヘテロアリールアズレン類の合成 

丸山 満久：1,3-ジ(アズレニルエチニル)アズレン誘導体の合成と

[2+2]環化付加反応 

 

物理化学研究室 

片桐  裕：ポリビニルアルコール形成するヨウ素包接体への 

磁場効果 

関沼 佑哉：磁場中で合成した活性炭の構造と吸着特性 

佐久間 光：亜硝酸イオン水溶液の凍結による硝酸イオン生成 

促進とそれへの磁場効果 

松下  寛：ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)ゲルの体積変化の

磁場制御 

平林 哲大：圧力フィードバック法による集積型金属錯体の 

窒素吸着量測定 

牧野 浩之：水-エタノール混合吸着系の圧力フィードバック法 

による解明 

近藤 智生：in situ 測定に対応した吸着量制御装置の製作と評価 
 

地 質 科 学 科 

 

加藤 有沙：木曽山地北東部領家変成帯中にみられる 

礫岩の変形 

辻  聡子：松本市浅間温泉地域の地質 

峠 いつみ：長野県松本市街地北方城山丘陵の地質 

伊藤 信朗：長野県諏訪市湖南における平成 21 年 8 月 8 日豪雨 

災害による土石流発生領域の地質 

山岸 由佳：松本盆地南東部中山丘陵の地質 

佐々木拓也：飛騨山脈大滝山地域における多重山稜地形と 

斜面崩壊 

柿下 愛美：長野県松本市安曇稲核地域に発達する風穴の 

地質学的成因と温度観測からみた風穴の機構 

大城 萌美：長野県小諸地域，御岳山地域における第四系泥岩の 

化学組成 

入江 志織：岐阜県恵那市，瀬戸層群原層の堆積環境 

－ 特に陶土層の形成について - 

関 めぐみ：長野県高府向斜西翼における西京層，小川層，柵層 

の堆積環境 

中村めぐみ：ニュージランドカンタベリー堆積盆地掘削コア(U1353) 

と台湾島北部における鮮新－更新統の貝形虫化石群 

集を用いた古環境解析 

小林 由季：有機物中の安定炭素同位体比変動 －ニュージーラ

ンドﾞ沖，台湾島，中部日本の更新統を例にして － 

松尾 陽介：日本海のコアを用いた完新世の浮遊性有孔虫による 

海洋環境の復元 

稲垣 希実：日本海における貝形虫を用いた過去 1400 年間の底

層環境変動の復元 

児玉 瑞木：富山県氷見市灘浦地域の鮮新統藪田層中部の 

貝形虫化石群集 

伊藤振一郎：埼玉県岩殿丘陵における貝形虫化石群集を用いた 

古環境の復元 

田中 清明：新潟県西山層，灰爪層中にみられる貝形虫化石の 

       殻サイズ変化の要因 

大澤 仁奈：普通角閃石の産状と化学組成からみた姶良Ｔｎテフラ 

の不均質性 

福田真実子：日光男体火山における弁天河原火砕流堆積物に 

        見られるマグマ混合について 

小山  農：霧島山新燃岳 2011 年噴火の噴出物 

天藤 寛子：濃飛流紋岩と湖東流紋岩におけるﾏｸﾞﾏの岩石学的 

特徴 -鉱物の化学組成と共存関係の視点から- 

小池 裕貴：笠ヶ岳コールドロン北縁地域の地質と岩石 

加賀  匠：境峠断層の焼岳北方延長 

井上  篤：上高地に存在する活断層について 

松岡 清香：上高地地域における湧水水質の特性と 

清水川の涵養域 

北村 春歌：燕岳におけるコマクサの生息数と生息環境 

森   優美：蓮華岳におけるコマクサの生息数と生息環境 

井村 暢志：飯山市の一ノ瀬層と濁池層に産出するノジュールに 

ついて 

澁谷 岳志：宮崎層群の燐酸塩ノジュールに伴われる炭酸塩鉱物 

牧野 恭宏：新潟県松之山に産する燐酸塩ノジュールの研究 

松尾  卓：秋田県男鹿市の女川層を構成する堆積岩の 

種類と性質 

中谷  航：大町市仏崎に分布するスカルン鉱物の生成環境 

沼田さち子：長野県和田峠とその周辺に産する黒曜石の生成条件 

吉川 耕平：アマゾナイトの着色原因について 
片山 泰三：松本市街地における GPS 地殻変動観測(2011） 
 

生 物 科 学 科 

 

朝倉 瑞樹：モツゴ Pseudorasbora parva における偏った性比 

麻田和日子：農法の違いが土壌動物群集及び野菜の質に与える 

影響 

浅見 太一：ハブスメダカ(Oryzias hubbsi )の初期性分化過程の 

解析 

東 俊太朗：八ヶ岳の水草多様性 

～池の標高・面積による水草相の変化～ 

石崎 悠人：鏡像体の共存と進化 ～異旋交尾ができるとき～ 

江川  信：上高地におけるマルハナバチ類の標高に沿った種構 

成と花利用様式 

奥村 直之：精子競争は生殖隔離をもたらすか 

金子  優：死体に集まる虫と環境 

絹田 将也：サラシナショウマ種内3タイプにおける送粉生態 

紀村百合子：シロイヌナズナANL2(ANTHOCYANINLESS2)遺伝子 

の根端での発現を制御しているシス配列の特定 

倉澤倫太郎：亜高山帯針葉樹林の標高傾度にそった更新動態の 

比較 

小林 尚子：光るカタツムリの謎：蛍光色素蓄積のメカニズム 

坂本 誠治：標高傾度にそった森林生態系の炭素収支に関する 

基礎的研究 

鈴木 謙介：乗鞍岳におけるGLORIA調査(セミナー) 

関  拓実：菌類細胞と細胞外DNA分子の相互作用に対する 

ポリエチレングリコールと浸透圧の効果 

塚野 真生：ヒメカマキリモドキの比較発生学的研究  

―胚発生・後胚発生の観察― 

早川 美波：長野県ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ個体群における遺伝的構造の究明 

番匠 祥己：タイメダカ Oryzias minutills の初期性分化と性分化 

関連遺伝子の発現解析 

 



 15

降幡  圭：標高傾度にそった優占樹種の推移 

       ～シンク制限仮説とソース制限仮説の検証～ 

山本 剛史：高標高域に生息するシワクシケアリの形態測定～隠

蔽種は存在するのか～ 

石川 晶一：コハクオナジマイマイが蓄積する蛍光色素に関する分

析化学的研究 

立木 宏幸：シロイヌナズナの温度に対する成長応答の緯度傾度

にそった比較 

長谷  亮：外来種コモチカワツボとカワニナのヘイケボタルの成

長と発光強度に及ぼす影響の違い 

林  祥平：クロヤマアリにおける体表面炭化水素多型の地理的分

布 

黒川 剛年：シリアゲムシ属およびシリアゲモドキ科の日周活動性

と交尾戦略の関係 

加藤 雄登：ノギカワゲラ類の分子系統地理学的研究 

 

物 質 循 環 学 科 
 

中村   芳：湛水培養法とﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ添加法による土壌中の 

可給態窒素量の推定 

槇   拓登：キネマティックGPSを用いた涸沢カールにおける 

積雪深調査 

辻   一成：上高地における湧水および河川水の水質特性に 

ついて 

川瀬  蘭：降雪に含まれる化学物質濃度の広域分布について 

狩山 裕昭：中部山岳地域における積雪層中の化学成分の 

空間分布 

庭野 公志：中部山岳地域における山谷風と気温逆転の解析 

松下 知央：中部山岳地域における降水の化学特性と季節変化 

五十嵐 葵：京都府長岡京市における田園の植生とその管理 

市川 靖崇：土壌吸着プラスミドDNAの大腸菌形質転換頻度 

井手野美紀：千曲川における群集代謝速度について 

伊藤 菜桜：有毒Microcystis細胞がDaphniaに与える影響 

内田 祐未：硝酸態窒素濃度の異なる2つの小渓流域での 

硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比 

浦井 暖史：木崎湖における湖水中の溶存ステロール組成の変動 

卜部   輔：有機炭素含有率を用いた日本海における過去 

10万年の古気候・古海洋変動の解析 

木下 悠史：長野県諏訪地域における湧水の水質特性 

小松 仁美：硝酸態窒素濃度の異なる2つの小渓流域での窒素 

動態の比較 

小向由李子：窒素とリンの添加が森林の土壌呼吸に与える影響 

清水 航平：千曲川・梓川・奈良井川における懸濁態有機物の 

季節的変化 

須崎 泰弘：白駒池に生息するBotryococcus brauniiの脂質 

生産量について 

戸田龍太郎：諏訪湖におけるケンミジンコの日周鉛直移動 

内藤 健太：長野県木崎湖に生息するイシガイ類の種類と分布，

生息環境の推定 

藤田 順康：琵琶湖長浜沖，BIW07-4，BIW07-5コアの粒度組成

からみた過去4.8万年間の気候変動 

古沢美日夏：土壌微生物群集の代謝多様性に対するCuとZnの 

複合毒性 

牧   玲佳：長野県入笠湿原における植生と水分・光環境の 

関係と保全 

三井 優貴：カラスガイの濾過能力の推定 

宮原 大夢：細胞外DNA分子の腐植酸への吸着と形質転換の 

頻度 

山田 智哉：湖沼における多環芳香族炭化水素ﾌﾗｯｸｽに影響を

与える環境要因 

油崎 朋恭：無酸素塩水環境のバイオマーカーに関する研究 

 

 

 

修       士 
 

 数理・自然情報学専攻 

 

堀  智之：Navier-Stokes方程式のmild solutionについて 

上原  仁: Minimal degree of faithful quasi-permutation                   

representations of finite groups 

加藤  純: 熱の出入りのある系の弱い衝撃波について 

川口 明宏:ヤング図形のスケール極限に対する平衡および非平          

衡統計力学 

小松 良大: 数理ファイナンスにおけるGirsanovの定理の応用 

砂原 佑太: Cotilting modules とその応用  

大黒 顕司: The bridge-replacing move for a knot diagram 

          (結び目図式に対する橋架け替え変形) 

筒井 有機:アーベル群のtwisted group algebraの結合性について 

山田 浩之:群多元環の単数群の導来列の長さに関する研究 

横田 雄介:群多元環の Lie 可解性と導来列の長さに関する              

研究 

 

物質基礎科学専攻（物理） 

 

稲葉 智基：宇宙線太陽時異方性の太陽活動周期変動 

大塚 規文：ILD 測定器の細分割電磁カロリメータの 粒子を用い 

た較正 

内山登志行：Ce2M3X5(M:遷移金属 X:Si,Ge)の高圧下電気抵抗 

測定 

小財 正義：汎世界的宇宙線観測ネットワークで観測された銀河 

宇宙線密度の三次元空間分布 

小多 亜弥：標準模型における自然さの問題に対する考察と超対 

称性について 

小林 顯一：3d,4d 遷移金属合金(Fe,Mn)(Rh,Pd)の遍歴電子磁性 

研究 

清水 文崇：Ornstein-Zernike 方程式を用いた固体-液体相転移の 

解析 

瀬木健太郎：インフレーションと宇宙論的摂動 

供野 潤也：超弦理論と D ブレーン 

野中 淳平：ATLAS 実験における端部 粒子ﾄﾘｶﾞｰ検出器応答 

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの 7 TeV 陽子陽子衝突事象を用いた最適化 

正川 友朗：チベット空気シャワーアレイで観測された太陽の影と 

太陽磁場構造 

山浦 弥：ILC における準安定スタウのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる解析 

 

物質基礎科学専攻（化学） 

 

伊藤 博光：疎水性ナノ細孔中での水会合構造形成とヒステリシス

現象の検討 

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ﾘ- 

大作 直矢：酵素触媒ﾚﾄﾞｯｸｽｻｲｸﾘﾝｸﾞを用いる OH ﾗｼﾞｶﾙの高感

度定量 

小野 絢貴：超音波よる機能性金属ナノ粒子の調製と分析化学へ

の応用 

柿崎 秀丸：フラーレンの光化学反応を利用した光電気化学蓄電

池（Photoelectrochemical Condenser,PEC）の開発 

笠井 貴臣：長鎖炭化水素基をもつﾌｪﾛｾﾝとﾍｷｻｼｱﾉ鉄（II/III）酸

ｲｵﾝとの液液界面電子移動反応のボルタンメトリー 

金子 仁：一次元鎖構造を持つ金属錯体[Cu(gly)(X)(H2O)]n 
(X=Cl, NO3)の結晶構造と物性 

黒瀬 大輝：フェノール類化合物共存下におけるRu(bpy)32+の

電気化学発光反応に関する基礎的検討 

坂上  諒：液液界面温度変調ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰによる１-ｱﾙｷﾙﾋﾞﾘｼﾞﾆｳ

ﾑｲｵﾝの標準ｲｵﾝ移動ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰに関する研究 

澁澤 幸伸：拡張ﾃﾄﾗﾁｱﾌﾙﾊﾞﾚﾝ骨格を有する酸化還元応答性分

子ﾋﾟﾝｾｯﾄのｹﾞｽﾄ認識における置換基効果の検討 
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須山 裕司：遷移金属-鉄シアノ架橋錯体薄膜修飾電極における

固／液界面イオン移動とイオン認識機構の電気化

学的検討 

田代  新：金電極を用いる微量金属イオンのストリッピングボルタ

ンメトリーの開発：超音波の利用 

田中 智一：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

導体とｼﾞｱﾝﾓﾆｳﾑｶﾁｵﾝ類との錯形成に関する研究 

照 屋  智 美 ： 混 合 原 子 価 錯 体 混 合 原 子 価 錯 体

Cs2[AgIxAuI1-xCl2][AuIIICl4]の結の結晶構造と

固相転移 

野末 晴香：油水界面への紫外線レーザー照射による脂溶性物質

の光電流発生機構に関する研究 

原  美里：ベンゾクラウンエーテル環を導入したビス(1,3-ジチオ

ール)型酸化還元応答性ホストの合成と性質 

平岡 直人：光応答性分子を配位子とした多孔性配位高分子の合

成と吸着特性の評価 

藤﨑布美佳：X 線・中性子回折による疎水性微小空間中の水・メタ

ノール分子集団の構造の解明 

山崎真由香：塩素同位体比の精密測定法 

 
地球生物圏科学専攻(地質) 

 
松本 拓也：南部北上帯三畳系稲井層群平磯層の堆積環境と広

域比較 

青木 知世：GPS による松本盆地南部の地殻変動観測 

石原 由賀：東京，多摩川中流に分布する上総層群下部更新統

の堆積環境 

加藤 真彰：木曽山脈東麓部の断層破砕帯と地形解析からみた

山脈の隆起 

楠  慧子：ニュージーランド沖カンタベリー堆積盆の陸棚コア

U1354（IODP Exp. 317）における鮮新－更新世の

貝形虫化石群集と古環境変遷－ 

小林 裕典：新期御岳火山北西麓における厳立溶岩の流動・固結

過程 

斎  宏行：長野県中部上田市西方に分布する中新世堆積岩類

の地質学的研究 

髙畑 萌子：松本盆地南東部隣接山地の断層群  

—とくに崖の湯断層群について—" 

竹内 貴大：褐れん石を用いた広域テフラの対比 

多田 一晴：八ヶ岳南西麓の火山山麓扇状地の形成過程につい

ての地質学的研究 

内記  慧：山岳地域における深成岩類の風化特性 

–北アルプス・剱岳を例に– 

古川真理江：アルカリ長石のオーダリング 

吉田  泉：アルカリ長石の微細組織と色 
 

地球生物圏科学専攻(生物)  
 

小林 建介：アブラボテ属魚類の分子系統地理と保全遺伝 

長野 祐介：ヤマホタルブクロにおける標高傾度に沿った花サイズ 

と送粉者種組成の変異 

原  岳央：クロツバメシジミの系統地理 

佐藤 和樹：シリアゲムシ目２科の交尾行動とその形態・生態との 

関連性 

古川 桂子：中部山岳域におけるカラマツソウ属の標高に応じた葉

と花の形態変化 

矢久保充也：亜高山帯における樹幹大型地衣群落の構造解析―

生育形と被度に着目して― 

藪田 泰基：ダイコンソウにおける根出葉形態の季節性動態 

香山 次郎：ｼﾛｲﾇﾅｽﾞﾅ(Arabidopsis thaliaha)のANTHOCYANINE 

SS２遺伝子およびそのﾎﾓﾛｸﾞ遺伝子の機能解析 

山田沙央里：ColE2プラスミド複製開始部位(Ori)の機能解析 
 
 

地球生物圏科学専攻(物循) 
 

上村    聡：コイ（Cyprinus carpio）におけるアオコ毒素
microcystin 蓄積の可能性とリスク評価 

鈴木 詞子：北アルプスにおける定点カメラを用いた積雪モニタリ

ングについて 

宮下 達郎：波が作る光の揺らぎが付着藻類の光合成に及ぼす影

響 

伊澤 智博：バイオマニピュレーションが行われた湖において観察

されたミジンコとオオクチバスの新しい適応戦略 

市川 貴大：炭素・窒素安定同位体を用いた水生昆虫の餌資源利

用形態の評価 

井上 美幸：魚の情報化学物質がミジンコ個体及び個体群に与え

る影響 

王    京：銅添加土壌における銅形態の経時変化と微生物への

影響 

王    丹：光合成細菌のカロテノイド色素に由来するバイオマ－

カ－について 

釜屋 妙子：長野県・山梨県の渓流・河川における硝酸態窒素濃

度と溶存有機態炭素濃度との関係 

北林 美帆：奈良井川・梓川における付着藻類の窒素安定同位体

比の変動 

墨   泰孝：大麦根圏土壌における重金属形態と微生物群集の

生理的性質：ライゾボックスを用いた評価 

谷垣 晃司：長野県周辺におけるツツジ科植物の生育立地 

羽生 瑶実：諏訪湖産ヒメタニシの藍藻毒素microcystin取り込みを

抑制するフラボノイドの効果検証 

牧野 剛士：屈斜路湖におけるpH変動の周期性  

諸   人誌：根圏中のリン形態変動について 

 

博     士 

 
システム開発工学専攻数理情報システム学講座 

 

古清水 大直：On linear isometries between function spaces  

        （関数空間の間の等長作用素について） 
 

物質創成科学専攻 物質解析科学講座 

 

三浦 貴司：余剰次元模型に基づくゲージ対称性の破れと超対称 

性の破れについて 

 

物質創成科学専攻 分子基盤科学講座 

 

二村 竜祐：疎水性ナノ空間に水が形成する水素結合ネットワーク

と分子混合状態のミクロ及びマクロ的手法による解明 
 

編集後記 

今年の冬は極端に寒い日が続いています。特に 2 月に入って

からは厳しく,市内で－10℃を下回った日が続きました。学生の頃

40 年前に－16℃でトイレに行くのがいやで大学まで走った事を

思い出しました。今日は大快晴で気温も＋になり風もなく穏やか

です。乗鞍岳もよく見えます。 

「文理から理学へ」もその 4 までになりました。多くの方から投

稿いただきました。感謝。 

「同窓生だより」の原稿をお待ちしています。卒業してからの暮

らし、仕事の事、会社の事、住んでいる町のこと、家族のことまた

自営業の方の日々、松本や大学への思い出、自然への思いなど

をお寄せ下さい。同窓生同士の交流を深めたいと思います。ぜ

ひよろしく。(も) 

ホームページに写真をお寄せ下さい。（ま） 


