
 
 

ご卒業・ご修了そしてご入学おめでとうございます                         理学部長 武田 三男 

 

信州大学理学部卒業生・大学院工学系研究科並びに

総合工学系研究科修了生の皆さん、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。理学キャンパスに

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。 

理学部・大学院理工学系研究科並びに総合工学系研

究科の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

豊かな自然と歴史的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。 

 

一昨年の３月１１日は、東日本大震災という千年に

一度の未曾有な大災害とそれに引き続いた原子力発電

所の大事故に見舞われました。地震と津波から私たち

の自然への理解の大切さを、また原発事故とその終息

に向けた対応からは自然から学び取った知識と技術を

どのように正しく扱うかの未熟さを痛感せざるを得な

い日々が未だ続いています。皆さんがこれから学び、

また学んできた自然科学の意義を再認識してください。

理学部と研究科理学分野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時術を人間

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。 

 

平成２４年４月１日から「理工学系研究科」が発足

し、最初の新入生を迎えることができました。昨年度

の会報にも書きましたが、日本の大学の大学院には、

理学、工学、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。 

 

大学全体としては、昨年末の政権交代前からの文教

政策の主要課題であった「大学改革実行プラン」の大

学と学部のミッション再定義が最も喫緊の課題です。

このため急遽６月から特命戦略の担当として、農学部

長、繊維学部長そして理学部長が副学長を兼務するこ

とになりました。小職はこのうち大学院高度化担当の

副学長を拝命しました。ミッション再定義では大学の

特色を出すことがより重要となりますので信州大学と

して特色のある大学院の再構築が任務です。信州大学

の大学院は学士課程の担当部局である学部を基礎とし

て、修士課程さらに博士課程が構築されています。ま

た、独立した専門職大学院として法曹法務研究科も設

置されています。本学のウェッブページの副学長挨拶

でも述べさせていただきましたが、大学院高度化では

学部の学士課程教育とそれらを基盤とした大学院研究

科の修士課程における教育の充実、さらに博士課程に

おける教育・研究をより発展させるための組織改革が

主たる目的です。このためには、人文科学や社会科学

分野と理系分野を複合させた文理融合型専攻や医学系

分野と理系分野の医工農連携型の新しい教育理念に基

づいた専攻や研究科の構築も具体的に考えてゆかなけ

ればなりません。 

 

学士・修士課程の６年一貫教育については大学院授

業科目先取り履修制度が整備され、平成２４年度より

実施しています。また、総合工学系研究科では構成学

部以外の部局からの教員の参加も可能になりました。

海外の協定大学との複数学位（ダブルディグリー）制

度も正式に発足し、その第一弾としてインドネシアの

アンダラス大学との間で協定が締結されました。さら

に、グローバルな視野とマネージメント能力を身につ

けて国際的に活躍するリーダーを育成するためのリー

ディング大学院事業も平成２５年度から学内版を実施
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予定です。新しい教育の準備は着実に整備されつつあ

ります。より高度な教育の実施にはそれを担保するた

めの柔軟な組織が不可欠と考えています。「教育は現

場主義であるべし」との考えに立って、中央教育審議

会等の方針を読み解きながら全国の大学の動向をも注

視し大学院高度化の実施計画を策定してゆきたいと考

えています。これまで本学が蓄積してきた学部・大学

院の豊富な経験と知識を基に、教育・研究の成果を常

に世界に発信し続けることのできる大学院を目指して

具体的な将来構想をまとめあげたいと考えています。 

 

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、学生・院生

の努力の結晶をご確認ください。また、今年の夏も、

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（自然シリーズ）」を夏期休暇中の土日

に開催する予定です。また、昨年夏にオープンした信

州大学自然科学館（旧教養部野球場の隣）も見学歓迎

です。キャンパスの散策も兼ねてお越しください。お

待ちしています。 

学生・院生の就職は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厳しく、昨

年末の政権交代後の経済政策の変更で経済状況は少し

ずつ良くなってきましたが、依然として厳しい状況は

変わりありません。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。 

 

    学 長 挨 拶                            山沢 清人  

 

 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。 

 特に、昨年8月の信州大学自然科学館の開館は、理

学部同窓会の皆様のご支援なしには実現し得なかった

もので、改めて御礼申し上げます。この科学館には、

旧制松本高等学校や松本師範学校時代から引き継がれ

た貴重な資料のほか、文理学部から使用されていた計

測装置なども収蔵、展示されています。それらを多く

の皆様にご活用いただける科学館という形に出来たこ

とは、日本の未来を担う子ども達にとっても、自然科

学への興味をもつひとつのきっかけとなるのではない

か、と期待しております。 

 

 さて、信州大学では、一昨年10月から『信州「知の

森」づくり PLAN “the FIRST” 2011‐2013 ‐持

続可能な明日のために‐』を策定し、国立大学に課せ

られた責務を果たすべく様々な取り組みを行って参り

ました。 

 加えて昨年６月には「大学改革実行プラン」が文部

科学省により策定され、国立大学に対して、相当なレ

ベルでの改革が求められるに至りました。既にご承知

の方も多いかとは存じますが、以下にその概要をお示

しします。 

 

Ⅰ 激しく変化する社会における大学の機能の再構築 

1. 大学教育の質的転換、大学入試改革 

・学修時間の飛躍的増加と、それを支える学修環

境の整備 

・学生の「主体的な学び」を拡大する教育方法の

革新 

・教員の教育力向上への支援 

・国際的に信頼感の高い教育システムの整備 

・障がいのある学生に対する支援の確立 

・カリキュラムや教学制度等の弾力化の検討 

・大学院を含めた教育課程の体系化等 

・高校段階での学力状況を多面的・客観的に把握

する様々な仕組みの検討 

・高校教育の質保証とともに、意欲・能力・適性

等の多面的・総合的な評価に基づく入試への転

換の促進 

・大学在学中の学修成果を明確化する仕組みの整

備 

・高大教育連携の推進 

・産業構造の変化や新たな学修ニーズに対応した

社会人の学び直しの推進 

・法科大学院の質保証の強化 

2. グローバル化に対応した人材育成 

・拠点大学の形成・学生の双方向交流の推進など

による、大学の国際化の飛躍的推進 

・入試におけるTOEFL・TOEICの活用・促進、英語

による授業の倍増 

・産学協働によるグローバル人材・イノベーショ

ン人材の育成推進 

・秋入学への対応等、教育システムのグローバル

化 

3. 地域再生の核となる大学づくり（COC （Center 

of Community）構想の推進） 



・地域（社会・産業・行政）と大学との組織的な

連携強化 

・大学の生涯学習機能の強化 

・地域のイノベーション創出人材の育成 

・地域の雇用創造、産業振興への貢献 

・地域の課題解決への貢献 

・多様な活動を支える教育・研究水準の保証 

4. 研究力強化 

・大学の研究力強化促進のための支援の加速化 

・研究拠点の形成・発展のための重点的支援 

・大学の研究システム・環境改革の促進、産学官

連携の推進、国際的な頭脳循環の推進 

 

Ⅱ 大学のガバナンスの充実・強化 

5. 国立大学改革 

 ＜個々の大学のミッションの再定義、それを踏まえ

た国立大学の新体制構築、機能強化＞ 

・すべての国立大学の学部・研究科ごとのミッショ

ンを再定義、改革の方向性を明確化 

・予算の戦略的配分・重点支援により、「リサー

チ・ユニバーシティ」群の強化、機能別・地域

別の大学群の形成、イノベーション人材を育成

する大学院の飛躍的充実など活力ある国立大学

を目指す 

・国立大学のガバナンス強化、国立大学法人の評

価のあり方、財務上の規制緩和等の検討 

・海外・国内大学との連携を促進するとともに、

そのための制度的選択肢を整備（一法人複数大

学（アンブレラ方式）等） 

・大学の枠・学部の枠を越えた再編成等（「リサー

チ・ユニバーシティ」群の強化、機能別・地域

別の大学群の形成） 

6. 大学改革を促すシステム・基盤整備 

＜大学の機能強化、世界標準の質保証の仕組みの整

備＞ 

・大学情報の公表の徹底(「大学ポートレート」) 

・評価制度の抜本改革 

・客観的な評価指標の開発 

・国際的な質保証の共通枠組みの形成・促進 

 ＜大学群の形成に向けた大学連携の仕組みの整備＞ 

・国公私立大学の設置形態を越えた新たな連携の

枠組みの検討 

 ＜大学の教育水準の保証＞ 

・大学教育の質保証の支援のための新たな行政法

人の創設 

 7. 財政基盤の確立とメリハリある資金配分の実施

【私学助成の改善・充実～私立大学の質の促進・

向上を目指して～】 略 

 8. 大学の質保証の徹底推進【私立大学の質保証の

徹底推進と確立(教学･経営の両面から)】略 

 

 この大学改革実行プランは、平成25年度から平成29

年度の第２期教育振興基本計画期間に平成24年度を加

えた６年間を大学改革実行期間と位置付け、平成24年

度が改革始動時期として、国民的議論・先行的着手、

必要な制度･仕組みの検討が行なわれます。平成25年

度から平成26年度は改革集中実行期となり改革実行の

ための制度・仕組みの整備や支援措置が実施され、平

成27年度から平成29年度の改革検証・深化発展期に取

組の評価・検証や改革の深化発展がなされることにな

ります。 

 

 改革の結果として目指す主な具体的目標や成果の例

としては、 

【生涯学び続け、主体的に考える力を育成】 

・主体的な学修ができる環境を整備し、学生の学修

時間を欧米並の水準に 

【グローバル社会で活躍する人材の育成】 

・20代前半迄に同世代の10％が海外留学等を経験 

【我が国や地球規模の課題を解決する大学・研究拠点

の形成】 

・世界で戦える「リサーチ・ユニバーシティ」を10

年後に倍増 

【地域の課題解決の中核となる大学の形成】 

 ・全国の地域圏で、大学が地域再生の主要な役割を

果たすセンター（COC)に等が挙げられており、こ

れらの目標に向かって各大学が改革を実行してい

くことになります。 

 

 幸い、信州大学では文部科学省の大学改革実行プラ

ンに先行して『PLAN “the FIRST”』による独自の大

学改革を開始しており、ここに含まれない項目につい

ても、大型競争的資金への申請に当たって学内の体制

を整えたことから、採択の有無に関わらず信州大学の

改革として行っていくことで、対応が可能です。既に

昨年７月には、学内に大学改革推進会議と６つのワー

キングチームを設置し、具体的な活動を開始しており

ます。「待ち」の姿勢ではなく、文部科学省へこちら

から働きかける意気込みで臨んでいるところです。 

 以上のとおり、本学教職員が一丸となって大学改革

を進めてまいりますので、信州大学理学部同窓会の皆

様にも、信州大学の一員として、一層のご理解とご協

力をお願い申し上げます。 



  

 

会 長 挨 拶                                          森   淳 

 

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。松本

は自然豊かな地で、自然科学を学ぶには本当に適した

所です。皆さんは朝焼けに輝くアルプスを、既にご覧

になられましたか。自然の美しさと大きさを感じるこ

とが、学びへの姿勢を形づくる一助になることは間違

いありません。 

その大自然の中で暮らす松本の人々との交流も、ま

た新しい見地を開くと考えます。信州大学は学生と教

員を交えた人間関係が密接なのも特徴の一つです。多

くの学びを重ねられて有意義な学生生活を送ってくだ

さるよう心から願っています。 

 

卒業生・修了生の皆さん、おめでとうございます。

困難が山積みの時代であるだけに、皆さんの「学び」

は何のための、誰のためのものであるかを、改めて考

えてほしいと思います。そして基本を大事にして、社

会への一歩を踏み出してください。 

学問・科学・技術の知識と学びの方法論は、それを

学び得た人の力になりますが、それらのものは社会的

なものです。だからこそ、学びたいと願うすべての人

の前に平等に供されるのです。皆さんが力を発揮して

成し遂げた成果は、必ず社会の前進の力に転化してい

きます。そうした努力が人々の幸せと豊かな暮らしに

結びつくものになるよう、共に歩んでいきましょう。 

 

今年の冬は寒さの厳しい日が続いています。雪も多

くしっかりと積もり、道路の除雪も屋根の雪下ろしも

苦労の多い地域が沢山見られました。交通が途絶し、

不便を強いられた方もおられたのではないでしょうか。

みなさんのお住まいはいかがでしたでしょうか。 

毎年の事ですが、この会報に卒論等の題を一覧にし

て載せさせていただいています。表題だけではありま

すが、学生さんが何に関心を持ち、研究を進められて

きたのかを、垣間見ることができます。博論・修論は、

その分野の現在の到達点が示されることが多いことか

ら、表題から今の学問の水準が伺がえるのも興味深い

ことです。一方、卒論は何に興味を覚え、何を自分の

ものにしてきたのかという、学びの姿勢や構えが見え

る気がします。論文を完成させるのは、大変なエネル

ギーがいります。それを準備し文章にしていくことで、

また書き終えることで大きく成長できるものです。 

一行の表題から、その中の単語を頼りに、あれこれ

と調べることも私にとって学びの入り口の一つになっ

ています。その調べが、せいぜい啓蒙的なものでしか

ないとしても、楽しみには違いありません。皆さんの

がんばりを思い描き、自信と誇りを胸に社会に出て行

かれる姿を思い浮かべるのも喜びです。 

 

東日本大震災から２年が経ちます。今の状況を伝え

る映像をネットで沢山見ることができます。改めて、

地震・津波・原発事故と、その後の経過を振り返り、

今もなお様々な悩みをかかえて生きる東北の人々に思

いを寄せたいと思います。 

 

「未曾有の大災害」という言葉一つで、あれこれの

問題をスルーし、その一方で、早々と「原発事故の収

束宣言」を出し、それに連動させて、救済措置の打ち

切りや切り下げ進んでいます。 

それらの一つ一つに実態を示しながら、改悪を押し

止めたり、わずかでも改善していくのは本当に努力の

いることです。日々の暮らしで、精一杯の当事者にとっ

ては、やりきれないことに違いありません。「そんな

事も判ってもらえないのか」とあきらめの中で、生き

るハリを失っていくことに繋がっていきます。 

持てる者が少々物を失っても痛痒も感じないとして

も、持てない者にとっては、次につながるものを一つ

でも外されると大きな打撃になるのです。そうした事

を考えながら、被災地の人々のみならず、今「弱者」

といわれる人々に寄り添うことに努力を傾けたいと思

います。 

 

「1000 年に一度の災害なので、少なくともあと 900

年は起きない」だから「原発を稼働させて、不十分な

点を克服すればよい」という摩訶不思議な論を言う人

がいます。1000 年に一度のものが立て続けに起きる可

能性については目をつぶるというのです。その時は一

万年に一度のものが起きたとでもいうのでしょうか。 

津波の痕跡調査によれば、1000 年の間に 5回は大き

いのがあったという報告もありますし、東南海地震の

可能性も強く言われています。原発でも再処理工場で

も、これまでにいくつもの事故が起きていると言われ

ています。そのような見解を認めるわけにはいきませ

ん。ところが、この手の発言がまことしやかに伝えら

れ、政府の政策決定の判断を後押しすることがあるの

ですから、笑い話で済すことはできません。 

私は、繰り返しあの津波や原発の映像を見るように

しています。新しく配信される、今の状況もつらくと

も見るように心がけています。その中で、福島の放送



局の「福島で日常を暮すために」（本編と番外編があ

ります）というのを見ました。「放射能が生活のじゃ

まをしている」中、どのようにして「暮らしを守るの

か」と皆で学習を重ねています。積算線量計で測り、

空間線量計で確かめ、工夫しながら生活している姿を

教えてくれました。平和な社会では考えなくてよい「余

分な」努力を強いられる中、そうさせる事実と向き合

い、学習を深めていくことで、生きる力を湧き立たせ

ている姿に深い感銘を受けました。 

また、別の映像では、「不安があっても口にするこ

とがはばかられる雰囲気があって、不安を抱えながら

子育てや出産をしている」と苦しい思いが語られてい

ました。「この状況で、ここに生きると決断した者の

ことを、まるごと共有してほしい」という話も伝えら

れました。 

一緒に学びながら、話に耳を傾けることが、本当に

大事なことだと思います。その人その人が必要とする

正確な事実、分かりやすい知識と判断材料が提供され

なければなりません。隠されていることもまだまだあ

ります。知識も十分に伝えられていないと思います。

東電と政府にやらせるべきことをやらせきると共に、

そこに住む人に合った具体的な対応策を深めあうこと

の必要性を感じます。 

 

貧富の差が、ますます拡がっています。多くの人が

苦しい生活を強いられています。 

小銭を溜め込んだ強欲な金貸しが、明日の生活もま

まならない人から取り立てる図は、時代小説によく出

てくる話です。現代版は、大掛かりなだけに見えにく

くなっているとはいえ、同じ構図のように見えます。

内部留保金を大量に溜め込みつつ、リストラを強行す

るとか、工賃を切り下げ下請けがたちゆかなくなって

も「自己責任」という言葉で顧みない姿は、「娘を売

ればいい」とうそぶく強欲な金貸しの姿と私には重な

ります。 

何兆円もの留保金を持ち、投資で富を増やしつつ「グ

ローバル化社会」「急激な社会変化」という単語で煙

に巻き、一円でも出し惜しみ、一方で役員報奨の大盤

振る舞いと株式配当は続けていくというのは、企業人

としての物の見方・考え方として逆立ちしているので

はと思います。 

企業が発展し収益を増やすのは、経営者の力にもあ

ることは否定しませんが、その富は、その企業で働く

すべての人々と末端までの下請けで働く人々の力の集

積であると思います。 

圧倒的な数の働く人が、また生産物の消費者である

ことを考えるとき「物が売れない」状況をつくり、経

済がうまく廻らない社会をつくったのは、誰なのかと

考えさせられます。 

時代小説では、「庶民の味方」があらわれて、「め

でたし、めでたし」ですが、今は庶民をいじめるのは

一人ではありませんし、手口も複雑な形をして現れて

いますから、個人の力で何とかできるものではありま

せん。この解決の道は、多くの人々の切実な思いを、

大きな声の「塊」にすることです。それは粘り強い努

力が求められます。 

人それぞれの思いを互いに共有し、尊敬しあいなが

ら、共通点を見付けていくことは簡単な作業ではあり

ません。しかし、そのことが今の私たちに大層必要な

点ではないでしょうか。未来に希望を繋ぎながら、あ

きらめず、日々の暮らしを大事にしつつ、一つ一つを

紡いでいきたいと思います。いつでも、これまでに学

び獲得してきた様々な力を活かし、今後も学びあいな

がら少しずつでも歩みを進めようではありませんか。 

 

同窓会は、会員の皆さんの力を頼りに、皆さんの日々

の努力を励まし続ける存在でありたいと思いますし、

大学に生活するすべての人々を基本のところで支える

存在でありたいと考えます。 

― 信州「知の森」の文化資産について ― 

冊子－信州「知の森」の文化資産－のチラシを同封しま

した。これは、信州大学が所有する代表的な諸資産を紹

介するものです。大学の施設に保存されているものの総

覧という内容で、これまで私たちが知らなかったもの、聞い

てはいても目にしたことのないもの等多数収録されていま

す。豊かな文化財産を持つことを喜びたいと思います。 

卒業生の皆様には送料のみ負担すれば、無料で送って

いただけるそうです。同封のチラシの下部を

Fax(0263-37-2438(Fax専用))又は、郵送（〒390-8621 松

本市旭3-1-1信州大学理学部「知の森」係「知の森」「知の森」「知の森」「知の森」冊子冊子冊子冊子

希望と朱書き希望と朱書き希望と朱書き希望と朱書きのこと）してお申し込み下さい。 

 

お申し込みの月末に一括して発送しますので少々お時

間をいただくこともあります。ご承知下さい。なお大学にお

見えになる機会がありますれば、4月になれば理学部事務

室でお渡しできますのでお声をおかけ下さい。 



今後ともよろしくお願い申し上げます。  

―――――――――――――――――――――    卒業生だより  ―――――――――――――――――― 

オランダ生活記録                                            中寺 由美(03S 生物) 

 

私は、今、オランダの VU University Amsterdam

（アムステルダム自由大学）に留学しています。こち

らで、PhD（日本の大学における博士課程）を初めて

から、もう三年がたちました。毎日、忙しく、苦しく、

楽しく過ごしています。 

今の生活のことを、という題目をいただいているの

ですが、なかなか難しいものです。なので、いくつか

の事柄について、簡単に紹介しようと思います。たと

えば、同僚について。大半の PhD は、大学に雇用さ

れています。（私のように、外部から奨学金を受け取っ

て在籍している人は、少数派です。）オランダでは、

四年間、契約されることが普通です。そして、雇用者

なので、月々の給料と研究費、更には休暇も保険・保

障もあります。子供ができれば、産休・育児休暇がと

れます。もちろん、大学に学費を払うなんてことはあ

りえません。日本の博士課程に在籍する学生とは大き

な違いです。一方で、研究内容の大枠は、事前に決め

られてしまっています。更に、勤務時間の何割かを、

学部生・修士の学生への教育にあてることが決まって

います。私は、教育方面を手伝う義務はないのですが、

何名かの学生さんを指導してきました。授業の方も、

ほんの少しだけ・・（オランダ語ができないもので）。

時間も、労力も、時には精神的な負担もかかる、たい

へんな仕事です。それでも、日本の博士課程の学生に

比べれば、こちらの PhD はよい生活・研究状況にあ

ると思います。 

 

言語について。オランダ人は、オランダ語を話しま

す。オランダ語は、ドイツ語が一番近い言語で、フラ

ンス語や英語もたくさん混じっています。そして、オ

ランダ人は英語がとても上手です。アムステルダムに

住んでいる私は、ほぼ習得する機会がありません。外

国人がたくさんいる上に、誰もが英語をすんなり話す

もので。どうして英語がそんなに上手なの？と訊くと、

大抵、「映画が吹き替えじゃなくて字幕だから」とい

う答えが返ってきます。（ドイツやフランスでは吹き

替えだそうです。オランダでよかった・・）むしろ、

義務教育で受けた英語の授業の評判は悪いです。そし

て、ヨーロッパ人に共通するものかもしれませんが、

言語に対する壁がとても低く、何ヶ国語も話せる人が

少なくありません。どこをどうひっくり返しても日本

人の私は、一度、テクニシャンの人に（とても軽い感

じで）、「フランス語は話せるか？」と訊かれて、顎

が落ちる思いをしました。 

 

国について。私の属する学科では、オランダ以外の

国から来た人が多いです。学生は、オランダ人が多い

のですが、インターンシップのために一時的に来る外

国人もいます。PhD やポスドクは、半分くらいが外国

人でしょうか。ドイツ、イタリア、フランス、中国、

ブラジル、スペイン、アメリカ、イラン・・どの国や

文化を褒めてもバカにしても、その国の人がいるので、

面白いです。それでも、ヨーロッパから来た人がほと

んどなので、私はいつも「外国人」感を味わっていま

す。あまりにいろんなことを知らないもので。 

 

教育について。今、「ソフィーの世界」という本を

読んでいます。西洋哲学を紹介するような形の小説で、

たいへんに面白いです。（日本語訳も出ているようで

すが、英語版でも読みやすいです。）衝撃的だったの

は、私はこれまで哲学というものを学んだことがない、

ということです。ふたを開けてみたら、驚くほど自分

の研究に、いや科学自体に近いものでした。どうして

知らなかったのだろう・・と、思うのは、哲学につい

てだけではありません。宗教も、音楽も、文学も、映

画も、政治も、歴史も、知らないことばかりです。一

方で、周りの同僚はいろいろなことを知っています。

一度、お昼のときに、学校でどんな本を読んだか？と

いう話題になりました。私は知らないものがほとんど

でした。日本の学校では、一冊の本を読み通す、とい

うことはなかったように思います。英語や古典の授業

でも、教科書に引用されている一部を読むくらいしか

なかった、と。もちろん、私の不勉強もありますが、

このような場面に出くわす度に、なにかをすっかり忘

れさせられているような気になります。（おかげで、

今新しいことを学ぶ楽しさを味わえるわけでもありま

すが） 

 

いろいろありますが、毎日、忙しく楽しく過ごせて、

私は幸せだなと思います。この「幸福感」のようなも

のを日本で感じることはあまりなかったし、たまに一

時帰国すると文句と不満で破裂しそうになります。こ

れから年をとって考え方もどんどん変わると思うけれ

ど、海外で PhD をする、という決断は間違っていな

かったと思います。 



  

 

―――――――――――――――   研  究  紹  介  ―――――――――――――――――――――

裏山の森の小さな宇宙  －私のやっていること－                     小松 貴（01S 生物） 

 

4年前に大学院で理学博士の学位を取ったのはいい

が、その後就職できる気配がまったくない。私は現

在、出身研究室である理学部生物科学科の市野隆雄

教授のもとで、科研研究員として食いつなぐ日々を

送っている。私の業務は、遠く離れた東南アジアの

熱帯雨林に生息するアリと植物の共生に関する研究

を行うことである。東南アジアに見られる植物のな

かには、中空の幹内にアリの巣を住まわせて、葉を

食べに来る害虫を遠ざけてもらうように進化した「ア

リ植物」というものが多く知られている。こうした

植物とアリの関係が、いつどのように起源し、進化

していったかを調べるため、私は定期的にマレーシ

アやボルネオのジャングルにおもむき、アリを観察

したり、それらを集めて遺伝子を解析したりすると

いう作業を続けている。 

 

そんな業務の傍らで、私は大学周囲の山林を歩き

回り、様々な生き物の観察を行っている。およそ12

年前、信州大学理学部に入学して以後、生き物好き

な私が日常的に続けてきたことである。誰に頼まれ

た訳でもなく、自分の意志で勝手にやっている。気

付いていない人間は多いが、大学周囲の森には信じ

られないほど多くの生き物が住んでいる。獣に鳥に

虫、果ては植物やキノコの類まで、多岐にわたる分

類群の生き物たちに常時取り囲まれていることも知

らず、松本市民は日々生活しているのである。北松

本駅のすぐ傍に、野生のキジやキツネが住んでいる

ことを、松本市民のうちどれほどの者が知っている

だろうか。そんな身近に息づく生き物たちの世界を、

テレビなどではなく自分の目で直に見ることが出来

る大学の裏山は、私にとって大切な心のよりどころ

となっている。 

 

私はもともと、大学院時代にアリと共生する「好

蟻性昆虫」というものの研究を行っていた。その関

係で、私は特にアリの巣や行列を非常によく観察し

ている。アリの巣やその周囲には、たくみにアリを

だまして居候したり、アリから餌を盗んだり、果て

はアリを捕らえて食べることに特殊化した昆虫たち

が多数生息しており、それらは好蟻性昆虫と呼ばれ

ている。甲虫やハエ、チョウほか、あらゆる分類群

の昆虫で、好蟻性昆虫に進化したものが知られてい

る。これまで日本では、こうした昆虫の研究はほと

んどなされてこなかったが、我々の研究グループに

よって近年その種多様性の全貌が徐々に明らかにさ 

 

 

れつつある。実は、好蟻性昆虫の種数が日本で最も

多い地域は、長野県を中心とした本州中部地方だっ

たのだ。南北に長く、環境が起伏に富んだ長野県は、

北方の昆虫と南方の昆虫とが交錯する、言わば分布

の交差点なのである。 

過去5年ほどの間に、私は長野県内で多種多様な好

蟻性昆虫を見つけ出した。アリの頭上を飛び回り、

隙をついてアリの体に卵を産み付けるハチ、アリの

巣の中で居候して生きる、ダルマのように腹が巨大

化して飛べなくなったハエ、アリではないがシロア

リの巣に入り込み、毒ガスでシロアリを眠らせて捕

食するカゲロウなど、そのほとんどが長野県はおろ

か日本国内全体でまだ発見されていなかったもので

ある。しかも、そのほとんど全てが、大学の裏山に

いたのである。これには私も驚いた。そして何より

驚いたのは、そうした昆虫たちが今の今まで、誰に

も見つからずにそこに生き続けてきたことである。

このことは、いかに今までの偉い日本の昆虫学者た

ちが、アリの巣というこのもっとも身近な生き物の

世界を、「見ていたようで何も見ていなかったか」

を如実にあらわすものである。 

近年、自然保護思考が高まるにつれ、「アマゾン

の熱帯雨林の生き物を守ろう」などのキャッチフレー

ズをテレビや新聞で目にする機会は多い。しかし、

今の日本人に一番必要なことは、自分の目の前、足

下にある自然を見つめ、その価値を認識することだ

と思う。それを出来ない人間が、遠い異国の自然な

ど守れるわけがないのだから（そもそも、自然によっ

て生かされているはずの人間ごときが、軽々しく自

然を守るなどの美辞麗句を並べるなど、おこがまし

さの極みだと思うが）。私は、アリと共生する生き

物の研究を通じて、そんな人々の意識改革に貢献で

きるようになりたいと思う。その前に、研究員の任

期が切れて、「おまんま食い上げ」になってしまい

そうな状況ではあるが。 

 

なお、来る2月20日に東海大学出版会から、ここ数

年間私が信州大学の裏山でなした調査の成果を入れ

た「アリの巣の生きもの図鑑」(丸山宗利、小松貴ほ



か)が出版されることを報告します。 

 

「アリの巣の生きものの図鑑」については、13頁に紹介

文を載せてあります。 

 

 

 

 

 

 

信州大学遠隔地オンラインシステム導入記                         窪田 衞二(元化学科) 

 

昭和 41 年 4 月 1 日にスタートした信州大学理学

部も昭和 45 年からは発展期へと始動し始め、信州

大学(以下、信大)における電子計算機を更新するべ

く全学ユーザの意見がまとまり、「信大電算機セン

ター準備委員会」を発足させ学長に要望・提案した

のは昭和 46 年 4 月 15 日であった。 

理学部が発足して 4 年目の校舎の第一期分(西側

階段まで,昭和 43 年 11 月)、第二期分(東側、昭和

44 年 12 月)が順次完成した時点から、４回に渡る

引っ越しを繰り返して測定器の解体・組み立てを経

て、ようやく精度の高い諸計測機器も完成し落ち着

き、実験・研究の測定精度がようやく向上し、本格

的なデ－ター処理(情報処理)が可能となり、高性能

計算機が多様な分野に喫緊に必要になった。 

理学部の校舎完成直後の昭和 45 年 4 月には、信

大の東大大型計算機センター(以下、東大センター)

の利用要望研究者がまとまり、我が国初の信州大学

オンラインシステム(東大センターとの遠隔地オン

ラインシステム、以下、本システム、*1)を完成し

た。これらは、当時の定まらない教室や実験室で学

んだ学生諸君の気概による協力の賜物であった。 

 

本記は、本システムを昭和 46 年 4 月に検討を始

めて、昭和 48 年 3 月(1973)に専門委員会がスター

トしてから昭和 49 年 4 月 1 日(1974)には実稼働と

言う極めてはやく完成した時の主な記録である。 

当初すでに、理学部では宇宙線研究(物理)と溶液

物性(化学)がコンピュータ研究を重ねていた。また、

当時各学部でも将来大型コンピュータが必要であろ

うことは検討されていたが、信大における各学部単

独の導入は予算上将来ともに不可能であることは認

識されていた。当時、工学部には小規模の計算機

FACOM231が稼働していたが十分な計算結果は得られ

ず、また当時はパソコン(1977 年、昭和 52 年頃に出

現)や充実した電卓もなく、基礎データは専ら手動

計算機にお世話になっていた、*2)。 

従って、大型計算機の必要性は大きく、東大セン

ターに申請登録し、月一度は出張し、カードシステ

ムとFORTRAN言語でのプログラミングとカードパン

チ作業を並行しながらカードデックを入力依頼して

約３～４時間待ちでラインプリンターに打ち出され

た計算結果とプログラミング・チェックを詳細に検

証し、最終結果を受け取ることを繰り返した。エラー

など、I(アイ)と 1(イチ)などを見付けるのはホッと

した帰りの電車中であったのは懐かしい。従って、

演算速度や高精度の結果を得るには高性能な大型計

算機が必須であった。 

その当時、大型計算機を必要とする切実感を持っ

た部局は主に理学部であったが、必要とする工学部

は自身の設置を考えており、信大オンラインシステ

ムの導入には難色を示していた。そこで、工学部の

先生方を口説きまわり、協力的な先生がたのお蔭で

賛成を得られた。また、当時の先端性の興味本位で

運営委員にはなるが実務的には不向きな先生が多

かったが、最終的に運営規約に教官と技術員を加え

斬新で効率的運営が進められた。 

 

かくして、本システムを導入するためには、次の

如き喫緊の諸事情が集中していた。 

先ず、(1)東大センターは共同利用(後に、北大・

東北大・名古屋大・京都大・大阪大・九州大センター

が順次設置)で、当時は全国で唯一の大型センター

であったため利用者が集中して稼働が限界に達し、

大型計算機規模の拡張と遠隔地利用を併せた、拡充

計画が昭和 48 年４月１日に施工されることが決定

された。また、利用を兼ねて月２回の講習会や研修

会には、常にあらゆる分野の異色研究分野の先生た

ちが多数集合し研究話に花が咲いていた。 

(2)従って、全国から競って東大センター利用の

要望が出始めた。この競争に勝たねば信大などは混

乱に勝てず後回しにされるのは明白であり、信大の

タコ足状態が認識され、典型的な遠隔地利用条件を

満たしていることを、計算出張する度に常に東大セ

ンター(センター長・事務長)に訴え説明してきた。

間もなく東大センターから同センター拡充計画の後

押し並びに信大の遠隔地利用状況に関する講演を正

式に依頼された。これは、「日本学術会議長期研究

委員会、*3)」からセンターを通しての依頼講演で

あったため、信大のタコ足状態を認知されるチャン

スであり、長野県の地図をプリントした配布しなが

ら説明し訴えた成果となった。幸いにも、東大セン

ターにとっても、信大は最も適合する条件であるこ

理学部発足当時、情報処理機器の初期導入の経過について投稿いただきました。 



とが認定されて、他の競合候補の大学(一橋大・千

葉大・広島大等が順次要望)をおさえ優先指定され

ることになった。 

しかし、(3)その競合に勝るには、信大の各部局

の意見が大至急統一されねばならない。それには、

信大ユーザが一元化せねばならず、特に松本キャン

パス内各部局と工学部を統一する必要があった。 

さらに、(4)最終的な重要案件は、信大共同利用

大型機器委員会(以下、大型機器委員会)での要求事

項がトップか上位にならねばならず、そのためには

多彩な策定を案出せねばならなかった。そして、先

の東大センター拡充計画に間に合わせるための予算

要求を、学長に要望したのは冒頭に記した通りであ

る。 

(5)大型機器委員会に指名認定された専門委員と

しての「信大システム専門委員会」(当初は準備委

員会)が結成され、早速実働をスタートした。実際

に東大センター長から「リモートバッチ端末設置申

請」として承認されたのは昭和48年6月21日であっ

た。  

これは、我が国では初めてのケースであり、シス

テム・技術に関する諸事情により東大センター

(HITACH・8800/8700)と電電公社(電信電話公社、現

NTT) の技術的内部事情における検討が必要とされ、

同時に信大でも協力することを条件とされた。 

また、実働専門委員は、工学部は石田(作業委員

長)、教育学部は田中、繊維学部は島崎、農学部は

木平の各先生で、松本キャンパスは筆者一人に委託

され、実稼働を始めたのは昭和48年 3月であった。 

 

一方、松本キャンパスは 4 部局(医学部・人文学

部・教養部・理学部、附属病院も含めた)として計

算機端末ステーションの管理と設置場所が一部局へ

の設定となったために、理学部が主体となり企画・

対策を立案しながら忙しく対応に追われたが、各部

局は説明に納得され予算 1/4 となった。なお、専門

委員会が実働するに当たり、(4)については、野田

先生と広澤先生が大型機器委員と同委員長であり、

医学部・附属病院施設の将来の医学的情報に進んだ

理解と意見を持ち、情報提供を条件に予算も含め常

に信大の代表的まとめ役を引き受けてくれたことは、

決定的要因となり、筆者も内々願っていた事でもあっ

た。これは後に筆者が誤解され一時に陰口される原

因でもあった。また、医学部の実質的な事項は附属

病院も含め広沢先生がご苦労されて諸事をまとめら

れ、滝沢先生も協力された。現在の医学部・附属病

院の斬新的発展(医学・治療情報処理関連・検査・

画像・カルテ処理など)はこれら先生方の先見によ

るもので、筆者も同様に考えており、当時の思いを

昨今の治療でお世話になりながら実感し感謝してい

る。後に、定年退職会でコンピュータ委員会の作業

を思わぬ不十分な理解のまま異口同音に紹介された

のには困惑し、当時の急ぐ故の重ねた説明時間がな

かったことが思い出される。 

 

専門委員の作業はシステムの企画・機器構成・そ

の選定・IT企業(電電公社・NEC・日立・富士通・沖 

 

電気・三菱電機・IBM)との視察と討論会議を重ねる

こと 20 数回、IT 企業や東大センターとの関連会議

は月に 2回以上であった。設置場所がなかったのは

松本キャンパスだけであったが、第一次的設置場所

は理学部物理学科研究室となり、森先生には多大な

ご配慮を、安江先生ともにいただいた。次いで図書

館の一室を借り、そして最終的に理学部敷地内の一

角(現・信大総合情報センター)に設置された。なお、

信大・東大センター・本省などとの主要な交渉は全

て事務局がご苦労された。それぞれに感謝であった。 

先ず、専門委員会員会では、工学部センター主体の

信大内オンライシステムとしたＡ案と各学部共同共

通利用の本システムのＢ案が徹底的に検討された。

結論は工学部にセンター(旧センター、技官 1)を置

き、全て全学共通の本システムにするとした。従っ

て、信大で要求できる施設・回線・予算を検討し,

最終的に以下の事項を決定した。(1)共同利用の原

則により各部局全て平等である事。(2)計算機は中

型案からミニコンコンピュータ制御システム

(HITACH-10Ⅱ)とする。(3)回線速度は技術的実力に

従って 2400bit/sec とし、東大センターと対応する

(回線料は付加予算)。ただし、(4)東大センターの

CPU への過剰な影響を防ぐためのスタック方式の採

用を了解した。(5)IT 企業の選定は我が国の企業(KK

日立製作所)とする、などであった。以上ようやく、

本システムの骨子が出来上がり、我が国初の信州大

学オンラインシステム(東大センターとの遠隔地オ

ンラインシステム)が完成した。 

かくして、昭和 48 年 3 月(1973)に専門委員会が

スタートしてから昭和 49 年 4 月 1 日(1974 年)に実

稼働を完成させた時の主な記録であるが、筆者の回

顧記でもある。 

e-mail：kubotaek@go.tvm.ne.jp 

 

「追記」 

なお、本センター指定のカードは 80 欄の穿孔カード

で、筆者が初めてお目にかかったのは化学科の森先

生が留学帰りに持参されたデックで、大変参考になっ

た(昭和 42 年 4月)。 

また、筆者は東大センターのプログラム指導員とし

て、計算料(1 ジョブ 200 円)が無料、月 2回の旅費が

支給され計算用と講習会に兼用した。 

*1)東大センターなどとの関連の正式名は「信大リモー



トバッチ端末システム」。 

*2)筆者の場合、FACOM231(1966、昭和 41 年設置)で

はコンパイラーに約 15 分、CPU 演算 1 分、使用割

り当て時間は夜間であった。 

*3)窪田衞二、「遠隔地研究者の計算機利用」-信州

大学における大型計算機利用の現状と将来―、日本

学術会議長期研究委員会・情報科学小委員会編、「計

算機学術利用シンポジュウム報告」pp5-10、昭和 47

年 5月 27 日(1972 年)。 

 

―――――――――――――――――  理学部広報・情報室だより  ――――――――――――――――― 

 

文科省に平成21年に「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」として採択された理

数学生応援プロジェクトは今年度が最終年度です。

次年度以降は文科省からの予算の関係で、今年度ま

での4年間とは同ようには行なえませんが、この4年

間の成果を踏まえ、来年度以降も内容を精選して「能

動的学習意欲を持つ学生の発掘と育成」事業を続け

ていく予定です。この理数学生応援プロジェクトに

関連する行事を中心に、 9月以降の理学部に関する

ニュースをお知らせします。 

 

〇 理数学生応援プロジェクト: 特別講演会 

プロジェクトでの理学部の全学生のための企画の一

つが特別講演会です。2012年後期にも多くの特別講演

会が開かれました (敬称略): 

・10月11日: 阿部 信一郎 (水産総合研究センター)  

身近な自然〜アユの棲む川〜について考えよう!  

・10月18日: 篠原 久典(名古屋大学大学院理学研究科)  

ナノカーボンの世界 〜研究は好奇心と偶然から〜 

・10月31日: 尾形 良彦 (統計数理研究所、 東京大学

生産研究所) 確率と統計と地震予測 

 

他にも、 「アフリカの

環境汚染を考える」(11月

15日)、「物理の魅力」(12

月11日) 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

ました。 

 

〇 理数学生応援プロジェクト: 前期成果発表会 

12月10日に、 プロジェクトで活動している学生の

前期に行なわれた活動の成果報告会が行われ、次の

発表がありました:  

1.松尾竜也・小嶋涼太：研究インターンシップ 

2.時田龍一・大原知也：サイエンスラウンジの活動報告 

3.丸山晃史：「光音響分光装置の作製および応用研究 

4.井上優・松田和久・松本悠暉：クジャクの羽の発色  

 

一番目の「研究インター

ンシップ」は、 野辺山に

ある国立天文台に、物理科

学科の3年生5名の発表です。参加学生からは、貴重

な経験であり、今後の活動に活かしたいとの報告が

ありました。 

二番目の発表にあるサイエンスラウンジとは、毎

週決まった時間に上級生が部屋で待っていて、下級

生の質問に答えると

いう活動です。質問

をする下級生だけで

なく、質問に答える

上級生にとってもよ

い勉強になっている

ようです。 

三番目の取り組み

は、最新の機器はブ

ラックボックス化しているものが多く、機械が停止

してもその状態が故障なのか、そうでないかの判断

がつかない学生が多い中、装置の組み立てや分析装

置の製作を通して原理を理解し、科学の研究方法を

実践的に習得させるという取り組みと研究成果報告

でした。 

最後の取り組みは、地質科学科の学生の「クジャ

クの羽の発色には、鉱物の発色の仕組みと共通性が

あるのでは？」という素朴な気づきからスタートし

た研究報告でした。クジャクの羽の発色（構造色）

の原理（干渉）について仮説を立てて、電子顕微鏡

などで構造を検証した成果が報告されました。 

 

〇 自然環境診断ジュニアマイスター実習 

受講生を対象として今年度は９月に「上高地調査

実習」を、２月に菅平において 「冬の動物生態調査:

アニマル・トラック調査法」実習を開催しました。

この実習は、科学に関する基礎知識の幅を広げるこ

とを目的に実施され、学科を問わず参加できるのが

特徴です。今年は、物理や化学科の学生も参加し、

信州の自然を満喫しながら、他の学科の実習の一片

を垣間見ることができたようです。 

 

〇 サイエンス・インカレ 

サイエンス・インカレとは、文部科学省が、学部

学生を対象とした自主研究の成果を発表し競い合う

場として開催しているもので、昨年度から始まりま

した。昨年度は、理数学生応援プロジェクトに参加

サイエンスラウンジの風景 



していた学生が出場し、佐藤永太郎さんがポスター

発表部門で奨励表彰を受けました。 

今年度は、2013年3月2日、 3日に開催され、本学

部からは3名の学生が書類選考を通過し、出場するこ

とが決まりました。 

 

 

○ 高・大連携活動 

一昨年度から、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16日に理学部において開催

されました。昨年度と同様、県内9校から、各高校で取り

組んでいる課題研究ついての中間発表がありました。成

果発表は3月16日（土）に理学部にて開催されます。 

 

〇 理学部外国人研究者・留学生との懇談会 

 理学部には少しずつではありますが、外国人留学生・

研究者が増えてきました。現在理学部に在籍している留

学生や外国人研究生、留学生を担当の学生チューター

や教員が集まり、2月22日（金）に懇談会が開催されまし

た。特に、研究者の方は他の研究室や他学科の学生と

触れ合う機会

が少ないため、

とてもよい機会

だったと思 い

ます。理学部

での研究活動

以外の思い出

をまた一つ増

やすことができ

たようです。 

 

 

○ 長野県中小企業家同友会と情報交換をしました。 

 1 月 28 日(月)、長野県中小企業家同友会の事務局

長を始めとする関係者 3 名に理学部にお越しいただ

き、理学部長と教職員 6 名との意見交換会をもちま

した。同友会で行なっている「経営者と社員が共に

学び、育ちあう共育講座」や学校で生徒・学生対象

に行う講演会等についてお聞きしました。そうした

取り組みは会社の社長さん方にとっても勉強になっ

ていることが紹介されました。理学部からは理学部

の 特

徴 や

研 究

内 容

等 に

ついて

紹 介

しました。 

 就職について、大企業・中小企業のそれぞれの強

みや特徴を理解し、自分に合ったものを考えること

などの具体的な話や、協力してどのような事ができ

るかなど興味深い意見交換をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キャリア・サポートなど、いくつかの課題につい

て具体化できるよう検討することにしました。 

 双方とも熱心に聞き、語りました。 

 

〇 信州大学同窓会連合会『同窓会連合会賞』表彰 

信州大学同窓会連合会では、信州大学において活

躍をしている団体及び個人に同窓会連合賞表彰を

行っており今年度理学部から2件（団体・個人各1件）

が選ばれました。表彰式は入学式に行われます。 

 

団体表彰：JCF-Team めとば 

物理科学科の学生・大学院生が中心となっている

活動している団体です。授業等で学んだ専門知識を

活かし、東日本大震災後から「松本市の給食材料の

放射線測定」「放射線等の出前授業」の活動を行っ

ています。現在理学部・医学部の学生・卒業生計16

名が活動しています平成24年2月23日の信濃毎日新聞

をはじめ、新聞各社に大きく掲載されました。 

 

 

個人表彰：佐藤永太郎さん 

 上記でも紹介した文部科学省主催の「サイエン

ス・インカレ」にて奨励賞を受賞しました。 

 

○ その他・講演会など 

意見交換会の参加者みなさん 



他にも理学部内では様々な講演会、 談話会が開催

されています。物理関係では話題のヒッグス粒子に

ついて、 また環境関係では極地の氷床コアの研究か

ら分かる過去の気候変動についての講演がありまし

た。数学と他分野の関連を探るための数理科学談話

会も開かれています。 

 

○ 最後に、卒業生向けの教員採用情報 

信州大学理学部を卒業した方を「教員として採用

したい」という依頼が、長野県内の小・中・高校の

校長先生などから不定期にあります。関心のある方

がおられましたら、理学部学生支援グループにメー

ルでお問い合わせください。 

e-mail：sci.gakusei@gmail.com 

 

 

――「卒業生と理学部を語ろう」を開催して―――― 

理学部評価点検委員会委員長     藤山 静雄 

 本学部では、学部の教育に関して評価点検し、将

来の改組にも資することを目的に、11 月３日の大学

祭の日の午後、2時間をかけて、上記テーマで理学部

を語る座談会を開催しました。参加メンバーは、で

きるだけ今の教育を受け、生の意見がうかがえるよ

うにとの配慮のから、学部卒業の 20-30 代の各分野

で活躍されている人達で、学科毎 2名ずつ計 13 名が

選ばれて招待されました。会に際して参加頂く卒業

生には、各種のアンケートに答えて頂き、座談会が

スムースに進むように配慮しました。司会は評価点

検委員が務めました。 

会は、参加者から名前、卒業年、仕事内容を含む

職業等の自己紹介から始まり、続いて、学生生活の

思い出、理学部の講義、実習、卒業研究について、

理学部でもっと勉強しておけばよかったこと、社会

人として見た信大理学部の良さ、理学部の教員や研

究室との現在のつながり、今後の理学部について―

残してほしいもの、充実させてほしいこと、期待し

たいこと―についてパネラーの卒業生に主に話して

頂きました。 

座談会はタイトルに見る硬さとは違い、飲み会の

話や研究室でのエピソードなどの話で盛り上がり、

大変和やかな雰囲気の中、行われました。私の受け

た印象は、厳しい中にも飲み会を中心にした学生、

教員の団欒がある信大ならではの学生生活を送って

いた人が多かったこと、挫折した人も何人かいて、

そういうものを乗り越えて現在の活躍があること等、

生の声をざっくばらんに語ってくれました。そして

そうした学生時代を卒業生は懐かしく満足に感じて

いるということです。また、ある卒業生が、会社の

同僚が現場でメジャーがなくて困っていた時に、歩

数で測ることを提案できた、と語っておられたのは

フィールドを重んじる信大ならではだと思いました。 

 この座談会は参加者に大変好評で、参加した在校生

から「卒業生の発言から本学部の教育環境が十分満足

のいくもので、大学時代をエンジョイできていたこと

がよく伝わってきた。自分たちが普段考えることがな

かった今、置かれている状況が分かり自信がわき、大

変有意義だった。」との感想を頂いています。 

この座談会には在校生など一般の参加者が30名程度

ありました。会後行われた懇親会では、別の会後、駆

け付けた教員、学生も加わり、座談会で言い足りなかっ

たことを含めて気楽に語りあい、親交を一層深めあう

会となりました。また、懇親会の開催には同窓会から

ご援助を頂きました。大変有難う御座いました。 

なお、本企画は平成25年から全学部で採用されるこ

とになりました。 

会の詳細は以下のURLに御座いますのでご覧下さい

（理学部からのお知らせ24年11月29日: 

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/news/

2012/11/49957.html）。 

 

稿をいただきました。感謝しつつ掲載します 

 

 

 

西山 祐(02S 物循) 

卒業生と理学部を語ろう”の話題について 

 学生時代の思い出について、参加された方の多く

が、講義についての思い出よりも、研究室や仲間内

での飲み会も含めた課外活動についての思い出を語

られていた事が印象深かった。学生の生活において

講義への出席は重要なのだが、受身の活動となりや

すい。対して指導教官や研究仲間等と関わる事柄に

ついては、受け身ではなく進んで取り組むものが多

いため、記憶に残り易いのではないだろうか。私自

身の大学での活動について振り返っても、大学内で

の事柄については講義以外での出来事の印象が強い。 

大学時代の思い出と大切なこと：人と関わること 

 私の在学中の経験の中で印象深い思い出はいくつ

かあるが、人に迷惑をかけた事や、人と一緒に苦労

した事は特によく覚えている。特に印象深いものと

しては、学生部屋で仲間と納豆の天ぷらを作り周り

のひんしゅくを買ったこと、隣の研究室の教官と学

生と一緒に山へ蜂の巣を取りに行ったこと、理学部

のイベントの準備のために他学科の先生方や学生達

と会議や飲み会に参加したこと、などがある。 

 人と関わることは楽しいことだけではない。行動

や決定について様々な制限を受けることも少なくな

いが、人と関わらなければ分からないこと、体験で

「卒業生と理学部を語ろう」を開催しました。

卒業生と理学部を語ろう」に御参加いただいた OB

の方から投稿をいただきました。感謝しつつ掲載

します 



きないことも多い。それらの両方の面があるからこ

そ、人と関わった出来事は記憶に残るのだろう。 

社会に出てから学んだこと：無理をしないこと 

 「学生と社会人ではまるで違う」といったことが

よく言われるが、私自身は社会人 5 年目を目前とし

た今でも、そのような実感はない。就職先が技術関

連の分野であることが 1 つの要因かもしれないが、

仕事上での野外作業や報告書の作成は、学生時代の

実験やゼミ資料をまとめる作業と内容的に特段の違

いはない。このように、私自身は学生と社会人は言

われるほど違うモノではないと思うが、私が就職し

てから大きく変わった点もある。それは「無理をし

ない」ことを心がけるようになったことである。 

 学生時代は、研究の方針や指導教官からの指示・

指導があるものの、最終的にどこまで研究を突き詰

めてやるかは、自分自身の決めることであった。必

要と思えば、多少の無理を押してでも徹夜や休日返

上の作業も行った。 

 仕事をする上では徹夜作業や休日出勤は皆無では

ないが、一時期仕事で体調を悪くしたこともあり、

「無理をしない」ことは日頃から注意している。ま

た仕事をする上ではしばしば社内や外注先、顧客と

の間でのスケジュール等の調整が必要であり、個人

の努力や作業だけでは業務が完結しないことが多い。

そのような「無理をしても仕方がない」場合も少な

くないため、時には休むことも業務の内と考え、極

力無理な仕事をしないように心がけている。 

社会人となって 4 年以上を過ごし、自分自身の実

感としては特筆すべき進歩も成長もないように思う。

無理をしないということは、別の見方をすれば怠け

る方法を身につけたと言えなくもないが、「仕事で

は無理をしない」と言うことが、私が社会へ出て学

んだ唯一の教訓である。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

稲本 美郎（92S 化学） 

この文は、百戦錬磨の先輩諸氏ではなく、若き学

生に宛てたものであることを予め断っておく。 

今現在、残念ながら、学生時代の強烈な印象は残っ

ていない。卒業してからたかだか 15 年、既に遠い記

憶の彼方に霞んで見える程度である。様々なアルバ

イトで貯めた金を車(5万円)やスポーツサークルの遠

征に費やしたり、先輩後輩同期と朝まで語り明かし

たり(何一つ為になる話は無い)、申し訳程度に勉強、

研究したり(先生、申し訳有りません)。いずれも、そ

の当時は輝かしい出来事であったはずだが、現在の

私とリンクしている気がしない。「今を生き、過去

を振り返らない男」として頂けると幸いである。 

そのせいか、毎日が苦行である。非化学系製造業

の品質保証を生業としているが、社内あらゆる部署

から宥め、空かし、説得して得た情報や結果を、こ

ねくり回して纏め上げ、微妙な間合いと緊張感で顧

客に報告し、顧客に安心を与えたのと引き換えに、

信頼と次機種の注文を勝ち取る。涙と笑の間接部門

である。 

もっと勉学に励んでいれば、末は博士か大教授か、

少なくとも化学系技術者には成れていたのではない

か。もっと身のある人付き合いをしていれば、胃痛、

頭痛、動悸、息切れに悩まされること無く、うまく

立ち回れていたのではないか。振り返ると後悔しか

しないので、「今を生き、過去を振り返らない男」

は理学部は基礎研究の場であると心得ている。すぐ

に社会の役に立つ研究でないとも思う。研究はそう

であるが、ここで培われた論理的思考と地道な取り

組み方は、少なくとも我が家族を路頭に迷わさない

程度には活かされている。よって、志ある若い学生

の皆は私よりも遥かに科学の発展に寄与できるはず

である。特に地質、生物、物循は信州にいる利点を

活かして欲しい。 

先に述べたように、私の生業はデータと真実のみ

ならず多くの人ととも格闘することである。遠方の

人とのコミュニケーションは昔に比べ遥かに早く、

近くなった。気軽に会話ができ、素晴らしい資料を

瞬時に転送出来る。しかし、相手が「人」である限

り、最終的には同一空間でのフルコンタクトが最も

通じ合えるのは事実である。仕事柄、良くない話を

する為に顧客を訪問することも少なくないが、帰り

際、意外にも「よく来てくれたね」と労われること

が多い。人の動き、声、息遣い、視線を送ることで、

安心と信頼を与えることができるのだ(無論、普段か

らのメールや電話での誠実な対応あってのこと)。大

学生となれば世界が一気に広がる。一癖も二癖もあ

る人に出会う確率が同じであるならば、分母が増え

れば分子も増えるのである。社会に出れば更に世界

は広がる。東西百人百様の人材が集うこの信州大学

の学生は、殊更良い機会と捉えるべきである。 

とある会社の社長がこう言った。「愛社精神は必

要ありません」。その心は、事業は世のニーズに素

早く対応し、そこにスペシャリストが離合集散を繰

り返す。その会社にあ

なたの能力が不要に

なっても、その能力を

必要としている別の会

社で発揮すれば良い。

「会社に務める」人で

はなく、「仕事をする」

人であって欲しい、と

か。公私共に充実した



学生生活を送り、私とは異なる未来を歩んで欲しい。 

 

―――――――――――――――――――――― 

・・・ 本 の 紹 介 ・・・ 

研究紹介をいただいた小松貴さんの研成果を盛り込んだ「アリの

巣の生き物図鑑」が２月に出版されました。 

ありとあらゆる“アリ”と関係を持つ生物たちを小松さんの撮っ

たプロ顔負けのカラーの生態写真や和英文で解説しています。

“アリ”好きにはたまらない・・・また、アリや好蟻性生物に興味が

ない方でも、美しい写真や、見たこともない姿かたちの虫たち、そ

して生物の生活戦略や多様性を感じて頂き、楽しんで頂ける内容

です。（S） 

 

 

 

 

 

 

平成25月2月2日（土）アルカディア市ヶ谷において信

州大学東京同窓会が開催されました。 

○第一部 

◆講演会 演題:「日記と歩む過去・現在・未来」 

  講師: 島 利栄子さん 女性の日記から学ぶ会代

表（文理学部英文科昭和42年卒） 

◆大学本部からの報告 山沢清人信州大学学長 

◆総会 挨拶、役員改、会計報告・会計監査報告 

○第二部 

◆懇親会 開会の挨拶、来賓紹介、来賓挨拶、乾杯、

テーブル毎の自己紹介、春寂寥合唱 

閉会の挨拶、記念撮影 

 今回は、全学部の同窓生を対象にしてから１１回目

となります。 

第一部では、「女性の日記から学ぶ会」代表の 島 利

栄子さんから「日記と歩む過去・現在・未来」と題し

た講演があり、現存する日記などの史料を収集、保存

し、活用する途を探りながら、次代に譲り渡す女性の

文化のありようを考える、同会の活動について紹介が

ありました。また、貴重な日記などの史料展示があり、

参加者は実物の日記を興味深く手に取っていました。 

第二部は懇親会でランダムに着座し、会員同士の親

睦を深めました。最後は、「春寂寥」を全員で肩を組

みながら歌い、楽しいひと時が終宴となりました。 

現在の東京同窓会は、平成５年に文理学部出身者が

関東在住者を中心とした同窓会を開催したのがきっか

けとなり、平成１５年からは全学部同窓生を対象にし

た、各学部の枠を超えた同窓会へと発展したものです。

信州大学では、学部ごとに同窓会を組織して独自の活

動を行っていますが、平成１６年にそれぞれの同窓会 

 

 

相互の交流及び親睦を図り、各同窓会を繋ぐ目的で

「信州大学同窓会連合会」が発足され、その同窓会連

合会の東京支部として平成２０年に認められ、現在の

活動を行っています。 

毎年２月に東京同窓会が開催されていますが、100

名を超える同窓生が集まり、異分野、異業種で活躍す

る同窓生が懐かしい話だけでなく、今や将来に向けた

活発な意見交換をしています。 

「今仕事で悩んでいることを相談できた」、「色ん

な業界で活躍する方々の話を聞けて見聞が広がった」、

など、東京同窓会が非常に有意義な機会として若い同

窓生にも定着してきています。 

各学部同窓会では、東京同窓会のような活動が各地

で行われていますが、全学的な支部同窓会は、東京地

域のみとなっています。東京同窓会のような有意義な

機会が長野県や他の地域でも行われ、信州大学を卒業

後の同窓生や信州大学に関係のある多くの方々が信州

大学という名前で繋がり、信州大学を盛り上げていけ

ることを期待しています。 

 

【集合写真】＜写真提供は工学部機械工学科、1953年卒、 宮坂 亨さ

んより提供されたものです＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

信州大学同窓会連合会事務局（大学本部・地域連

携等を担当する部署にあります）より、2月 2日に

行われた東京同窓会の模様を中心に記事をいただ

きました。感謝の意を表します。 

【「春寂寥」を全員で肩を組んで熱唱】 

理学部同窓会総会開催予定のお知らせ 

信州大学理学部同窓会総会を今年の秋の銀嶺

祭の日程に合わせて開催いたします。 

細目につきましては、各科同窓会とも協議しなが

ら具体化をしていきたいと考えます。また、つぎ次の

会報(22 号)では、詳しくお伝えできると思います。 

記念の行事なども考えたいと思いますが、大学

祭にも御参加いただき学生諸君と共に楽しい一夜



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本化学学士会総会における講演会について 

 

平成 24 年 7 月 28 日第 10 回総会終了後講演会を

開催いたしました。講師は宮下喬一氏（理 1s）、演

題は「長野県の自然エネルギーの取組」です。 

講演要旨を以下に掲載します。 

 

２０１２化学会総会記念講演会要旨 

 

「なぜ、長野県は自然エネルギーを推進するのか」 

長野県は自然エネルギーの宝庫である。太陽光、水

力、バイオマスなど賦存量が多い。太陽光は、長野

市以南は日射量も多く、更に冷涼なことも有意であ

る。中小水力は、1619の賦存地点数で全国一位であ

る。設備容量に関しても6位である。バイオマスにい

ても周知のとおり豊かな山林に恵まれて可能性があ

る。 

自然エネルギーを推進する理由としては、 

① 知の通り環境にある。温室効果ガス削減である。 

② 経済的な観点である。長野県は寒冷地のため、

冬の暖房等で化石燃料の使用量は多い。その資

金が海外に流出している。自然エネルギーの事

業化により、域内での資金循環ができる。 

③ 地域の活性化の観点である。自然エネルギーの

事業化により、地域で雇用が生まれ、富が地域

に蓄積されることになる。地域の活力と創造の

源となる。 

自然エネルギー事業化には2種類のパターンがある。

今までは、東京に本社がある大企業が行ってきた。

中央集権的で利益は都会に集中される。一方、自然

エネルギーについては、必ずしも高度な技術力が必

要ではなく、地方の技術力で十分事業化が可能であ

る。地域主導で利益が地域内で循環する。 

では、地域主導での要点を説明する。第一に、再

生可能エネルギー特別措置法により固定価格買取制

度が必要条件である。事業化の追い風になっている。

次に、地域が主体になることである。第三に、地域

の担い手もポイントである。第四に、地域による資

金循環である。第五に、自然エネルギーと言っても、

地域合意がかかせない。 

自然エネルギー信州ネットは、上述の事業化の支

援を行っている全県的なフラットフォームの組織で

ある。すでに、会員に中に中学校の屋根を借り、ソー

ラー発電を開始していたり、人の屋根を借りる事業

を始めている。更に、バイオマス、小水力といった

資源の活用にも取り組んでいる。 

 

 

////松本キャンパスの風景//// 

 

大学敷地内にある「旧松本歩兵第五十連隊糧秣庫」

が平成24年に登録有形文化財として登録されました。 

 

「旧松本歩兵第五十連隊糧秣（りょうまつ）庫」

と聞いてもピンとこない人も多いかと思います。理

学部東側（旧医学部グランド東）にある「赤レンガ

倉庫」と言えばお分かりでしょうか。 

  この倉庫は，明治41年頃に建設され松本に駐屯し

た同隊の食料保管を行っていた倉庫です。美しいレ

ンガ造りが特徴で，外観からみな「赤レンガ倉庫」

と呼び親しまれています。昨年度までは，医学部の

ご厚意によって自然科学館に展示されている教材標

本も保管されておりましたが，現在は医学部資料室

として管理・活用されています。 

 

赤レンガ入り口には

有形文化財のプレート

南側（医学部保健学科側）からみた赤レンガ倉庫 



も設置されましたので理学部にお越しの際には，是

非足をお運び下さい。 

 

 



 

―――――  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お願

いしてきていますが、この2年間で16名の方から1000冊を

超える書籍をお送りいただきました。自然誌科学館」開催

のおりに同窓会の部屋に並べ、学生諸君に選んでもらい安

価でお譲りしてきました。学生さんだけでなく先生方も喜

んでいただいています。この2回で600冊以上をおわけして

います。 

 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。 

 送料を御負担いただくことになりますが、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 

 

――  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。 

 一昨年、昨年とお願いしましたところ、ほんとうに多数

の方々からお送りいただきました。中にははげましの言葉

を付記していただくこともあり、心から感謝しています。

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。 

理学部主催の「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。また、高校生向けの冊子「信

州で学ぶ」の第3版も計画しています。 

 大学法人化のもとで運営費交付金はどんどん減らされて

きています。緊急度の低いものを後廻しにしてきましたが、

それも限界を超えようとしています。そんな中ですが、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。 

文理同窓会の会費は、文理の会報が送られる封筒に同封

される振込用紙をお使い下さい。なお、この会報に同封さ

れているカンパ用の振込用紙で文理の会費を納入される折

は、その旨明記して下さい。後日、文理同窓会の会計に回

します。 

－信州大学同窓会連合会での論議と課題 (報告)－ 

信州大学同窓会連合会（会長：可知偉行文理同窓会長）は各

学部同窓会の交流を中心に互いの状況を理解し学び合ってきま

した。歴史も伝統も異なり運営もそれぞれに特徴を持っていま

すが、互いにわかり合うことで全信大という意識を培ってきま

した。また、毎年学生サークル等への支援をしている学友会に

資金を提供してきました。学長表彰と合わせて同窓会連合会表

彰を行い、全学的規模で活躍しているサークルや、優れた個人

をたたえてきました。今年度も理学部と理学部同窓会が合同で

推薦したグループと個人が共に表彰されることになりました。 

信州大学は、発足以来４地域５個所に分かれている典型的な

タコ足大学ですが、近年、学部を越え分野毎に協力して進めら

れる研究も大幅に増えています。県内各地に在ることと、学部

の連携の深まりが、地域に根ざした大学として地域貢献という

点で高い評価を得ています。 

この会報の中の山沢学長の挨拶でも触れておられますが、信

州大学は、多くの課題を掲げ取り組みを進めています。高校と

の協力や大学群形成の中心的な役割をはじめ多くの場面で成果

を上げてきており、大学の持つ力を社会に役立てつつ、大学の

地位と評価を高めるものです。信州大学は８学部と全学教育機

構（旧教養部）、幾つもの学内の研究集団が大きく一つの大学

として、次のステップに乗り出す時を迎えていると言えます。

それは「知の森」づくりという言葉で表現されています。 

そんな中、同窓会連合会としても、大学の大きな応援団とし

てのあり方や、全信大卒業生の交流の進め方などの論議を進め

ています。それがどのような形になるのか、どんな内容の活動

を軸に据えるべきかなど、さらに十分知恵を出し合っていくこ

とになります。学部同窓会が学部との間で、更にいい関係を築

くうえでも、同窓会連合会が大学全体との協力協同関係を高め

る事は大切な事です。大学が大きく一つの「信州大学」として

進むことは同窓生としてもうれしいことです。それにふさわし

い全信大同窓生の会をどのようにしていくのかという新しい段

階の新しい課題です。 

1966年教養部発足以来、一年間ではありますが、全学部生が

同じキャンパスで学ぶということも50年近くになりました。そ

れは、学部の垣根を低くする大きな役割を果たしてきましたし、

全学のサークル活動などの発展を生み出しました。その時代に

つくられた友人関係が卒業後も続いている方も少なくありませ

ん。そうした事もこの問題を考える大きな土台となっています。

今後「全信大」としての話が多く出てくると思いますが、その

折りには、信州大学が一つの階段を新しく昇ると言う面を合わ

せてご理解いただき、ご協力をお願いします。 

     信州大学同窓会連合会役員  森 淳 

 

 

 

 

 

 

 



 

卒 業 研 究 

 

数 理 ・ 自 然 情 報 科 学 科 

西田ゼミ 

 内田 貴裕,金井 良太,野木 崇政,松田 康隆, 

宮城 尚平：環と加群（群の表現） 

花木ゼミ 

 伊藤 清二郎：Permutation groups 

 町田 恭子,丸山 博史：置換群としての１５パズル 

和田ゼミ 

 赤羽 孝太，佐久間 佳祐，寺田 朋樹，直江 景史： 

  リー代数の表現論 

玉木ゼミ 

 夘之原 健,佐  々 京平,島田 貴広： 

  ファイバー束の分類定理 

栗林ゼミ 

 朝倉 光貴:アフィン代数多様体とその次元について 

 鏑木 直弥:CW複体について 

 岸  叡行:p進数体について 

 瀧川 一美:線形作用素のもつ性質 

 中山 亨介:Directed topologyにおけるvan Kampenの 

定理とその応用 

五味ゼミ 

 藤平 春成,前川 将哉:多様体のde Rhamコホモロジー 

境ゼミ 

 風間 勇一郎,栗原 麻衣,近岡 桂佑,山本 佳祐： 

  多様体とMorse理論 ハンドル分解とその構造 

一ノ瀬ゼミ  

 青木 隆芳,田中 暁大： 

ポアンカレ―ベンディクソンの定理について 

髙木ゼミ 

 坂口 祐介，高次 浩行，立野 剛志，仁木 赳， 

余語 良介：等周問題の証明 

谷内ゼミ 

 石井 大介,今井 雅也,武田 和大,宮本 駿介： 

  「熱方程式の最大値原理、解の比較、解の一意性」 

中山ゼミ 

 大橋 悠二,田口 佑輝,大村 直之,副島 章良, 

熊代 隼也：波動とその数理 

乙部ゼミ 

 西川 美栄：組み合わせ論と整数値漸化式の解法 

 西山 綾夏：赤池情報量基準 

 塚田 大史：確率過程とマルチンゲール 

謝ゼミ 

 中村 賢二,野本 学： 

     独立な確率変数列に関する中心極限定理 

 大西 涼平,楠本 育男：マルチンゲールの性質について 

佐々木ゼミ 

 大澤 壮志：Thomas-Fermi理論 

 中

丸 

拓己,

坂野 

富士:非可換調和振動子の固有値の 

数値計算 

 

 

 

 

物 理 科 学 科 

 

素粒子・宇宙物理学講座 

手塚 明仁：核融合とプラズマ 

大原 智也：クォーク模型 

後藤 大晃：強い相互作用 

髙村 遼平：電弱統一理論 

時田 龍一：超対称量子力学 

田中 晋哉：確率微分方程式を用いた宇宙線の太陽変調 

     の研究 

薄 公志，長久保 憲太郎：太陽活動と宇宙線強度の 

長周期変動 

原 聡志 ：Voyager1と地上ニュートロンモニターで観測 

された宇宙線強度の長期変動 

山田 美幸，丹羽 健徳：銀河宇宙線の南北異方性と 

そのエネルギー依存性 

中嶋 隆明：名古屋ミューオン計で観測された宇宙線 

太陽時日変化異方性の長周期変動 

杉浦 佑樹：宇宙線強度太陽時日周変動異方性の 

高次成分と長周期変動 

山崎 綾紗：クェーサーHE0151-4326に見られる吸収線 

の時間変動について 

中尾 知博：Geant4によるカロリーメータの性能評価 

山下 智 ：MPPCのアフターパルスの測定 

小須田 創：MPPCによる大型プラスチックシンチレータ 

の光量測定 

都築 拓也：ILCのECAL用シンチレーターの光量一様性 

赤澤 健 ：電子・陽電子対消滅γ線の角度揺動 

南山 仁美：Thick-GEMの温度依存性とガス流量依存性の測定 

市村 拓弥：Thick-GEMの動作条件の最適化と光読み出しにつ

いての研究 

物性物理学講座 

寺田 怜真：CeNiGe2の高圧下での物性の研究 

丸岡 奈央：Ni2Mn1+xZ1-x(Z=Sn,Ga)の磁性 

佐藤 雅裕：THz領域における回折限界現象を超える 

光学素子の作製 

菅 紗希子：メタマテリアルを用いた超高感度テラヘルツ 

バイオセンサの開発 

村井 光太郎：金属スリット凹レンズの作製 

森田 博紀：メタマテリアルによる電磁誘起透明化現象の 

模擬およびテラヘルツ波の群速度感度制御 

三村 昌子，倉田 博誉，丹羽 音菜，丹羽 博康： 

タンパク質と密度汎関数理論 

坂本 成章：ER流体の分子動力学法によるシミュレーション 

2012 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 



大野 修平，宮澤 渓：RKKY相互作用と近藤効果 
 
化 学 科 

 
分析化学研究室 
樋上研究室 
 上野 祐典：フラーレンの光化学反応を利用した 

光電気化学蓄電池の研究 
小田切 紫織：光イオン化を用いた油水界面イオン移動 

ボルタンメトリーの開発 
渡辺 里穂：液液界面温度変調ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰによる 1-ｱﾙｷﾙﾋﾟﾘｼﾞ

ｳﾑｲｵﾝの標準ｲｵﾝ移動ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰ変化に関する研究 
金研究室 
大塚 俊弥：ソノケミストリーによるCdS 量子ドットの調製

とその光電気化学的挙動 
中澤 一樹：超音波キャビテーションに由来する物質輸送

促進効果の電気化学的検出 
荻 祐貴：シャープペンシル芯電極による微量銀イオンの

アノーディックストリッピングボルタンメトリー 
巽研究室 
清家 成彬：滴下銀ペースト電極を用いる 

ポーラログラフィー 
土屋 友衣：キサンチンオキシダーゼ反応で生成する 

OHラジカルの高感度検出 
丹羽 祐介：非ステロイド性抗炎症薬の液液界面 

イオン移動ボルタンメトリー 
無機化学研究室 
吉野研究室 
岡村 遼：ホウ素中性子捕捉療法用ジペプチド, 

10B-BPA-システインの合成 
中沢 有花：全血中の 10B-BPAの 10B-NMRによる分析 
橋戸 千怜：ホウ素中性子捕捉療法用ｼﾞﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ,10B-BPA-ﾄﾘﾌﾟ

ﾄﾌｧﾝとﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧﾝ-10B-BPA,の合成の試み 
石川研究室 
市川 有紀恵：イオン交換体からのLiイオンの部分的な 

溶離 
岩田 真利江：合成ゼオライトAでの異なるLi吸着バンド

の生成 
三浦 朋子：塩素同位体比の精密測定と塩素の起源 

大木研究室 
伊藤 涼平：Cs2[AgICl2][AuIIICl4]における多形-各相の 

選択的合成と結晶構造 
清水 章史：Cu(betaine)2Br2(H2O)2の結晶構造 
田端 栞 ：テレフタル酸とコバルト(II)で形成された 

自己集積型金属錯体の結晶構造 
有機化学研究室 
小田研究室 
熊井 秀充：1H-シクロヘプタ[2,1-b:3,4-b’]ジインドール

の合成と性質 
佐藤 朋将：窒素上に芳香族アミンを持つ 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 
禰覇 都子：syn-1,6:8,13-ｼﾞﾒﾀﾉ[14]ｱﾇﾚﾝ-3,4-ｼﾞｶﾙﾎﾞｷｼ 

ｲﾐﾄﾞおよびｼﾞｶﾙﾎﾞﾝ酸無水物の合成と性質 
太田研究室 
鏡味 恭英：2つのテトラチアフルバレン骨格を有する 

シクロファン型ホストの合成と性質 
原 慎一 ：ゲスト認識部位にジメチルアミノ基を有する酸

化還元応答性分子ピンセットの合成 
平林 陽子：ベンゾクラウンエーテル環を有するビス 

(1,3-ジチオール)型酸化還元応答性ホストの 
合成と性質 

庄子研究室 
下村 えりか：アリールアミン類に連結したアズレニルテ

トラシアノブタジエンクロモフォアの合成研究 
山本 昌 ：ピリジンの開環反応を利用した新規な 

アズレン誘導体の合成研究 
物理化学研究室 
尾関・濱崎研究室 
青山 和恵：鉄腐食の磁気処理水による抑制 
内村 仁 ：大パルス電流によるシングルウォール 

カーボンナノチューブの液相生成 
小高 真慧：オレイルアミン2分子膜の膜抵抗の磁場応答 
武田 康 ：ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)ゲルの 

体積変化の温度と磁場による異方性制御 

出口 莉早：パルス磁場中時間分解蛍光分光装置の製作と 
蛍光試薬の検討 

飯山研究室 
浅倉 啓介：外場応答部位を導入したメソポーラスシリカ

の合成 
藤田 真彦：活性炭素繊維とメチレンブルーを用いた密度

ゆらぎから見た液相吸着現象の解明 
吉元 政嗣：X線・中性子回折を用いた微小空間内における活

性炭-メタノール系の構造解明 
 

地 質 科 学 科 
 

山下 晃平：人体の歯を構成するアパタイトと経年変化 
加藤  諒子：黒曜石・パーライト・ピッチストーンの 

組織と含水量 
平井 琳太郎：方解石の蛍光 
榊原  正信：東松浦玄武岩から産するネオジムランタン石の 

色彩変化 
佐藤 永太郎：鈴鹿山脈北縁部における地質と鉱床 
安江 彬 ：北アルプス槍ヶ岳周辺の地質及び穂高安山岩類

と広域テフラの対比 
石井  智大：湧水と河川の水質分析に基づく古梓川流路の 

推定 
寺谷  尚子：松本盆地南部地域における GPS 地殻変動観測  

(2012) 
梅村 宗太郎：松本市街地おけるGPS地殻変動観測(2012) 
金崎 裕之：南八ヶ岳南東地域三ツ頭溶岩の地質と岩石 
平山 晴紀：長野県美ヶ原高原三城地域，大門沢 

における三火山砕屑岩類中の軽石質堆積物の 
記載岩石学的特徴 

渡邉  紘記：長野県美ヶ原ヤテイ倉沢における軽石質堆積物
の記載岩石学的特徴 

横田  真委：松本盆地の風化火山灰土に含まれるテフラ起源
鉱物の由来 

新井 健 ：宮崎層群に産するノジュールの硫黄同位体比 
－石灰質殻溶解仮説の検討－ 

日下部 智也：石狩炭田地域の菱鉄鉱質岩の研究 
窪川  浩太：常磐炭田地域，亀ノ尾層に産するノジュール 
     の研究 
纐纈  翔大：安曇野市柏沢採土場に産するノジュール 

について 
小林  裕一：新潟県松之山地域に産するノジュールの特徴と 

その硫黄同位体比 
長持  雄之：神奈川県，葉山層群鐙摺層に産する 

菱鉄鉱ノジュール 
葉田野  希：岐阜県土岐市菱屋鉱山における土岐口陶土層の

古土壌からの検討 
満田  丈史：完新世におけるボーフォート陸棚浅海域の 

海洋変動 
稲葉  菜月：岩手県北部に分布する上部中新統舌崎層の 

古環境 
竹花  英仁：千曲川中流域の堆積作用 

－河川及びその周辺の砂質堆積物の粒度特性－ 
滝川  雅大：長野県高府向斜東翼に分布する新第三系の 

堆積環境 
安藤  佳凛：塩尻市東部小坂田・柿沢の地質 
千葉  春奈：塩尻峠西部の地質 
森口  陽平：長野県岡谷市川岸地区の地質 

 
生 物 科 学 科 

 
阿部 拓 ：モツゴ Pseudorasbora parva の外部形態形質の

多様性－系統間・生息地間比較－ 

新井谷 梨鈴：カメノコヒメトビケラ類（昆虫類， 

トビケラ目）の分子系統地理学的研究 

石井 啓子：染色体上の二重鎖切断数と非相同末端結合活性

の平衡点 

大石 武 ：カラマツにおける葉状地衣類の地上高別分布と

種組成 

加藤 彩 ：ナラタケ Armillaria mellea 菌株の分離と 

病原性の評価 

金森 由妃：ドジョウ類における個体群構造の分子遺伝学的



解析 

小村井 亮平：クロヤマアリ Formica japonica の体表面 

炭化水素組成の異なる種内4タイプ間における 

遺伝的差異の検証 

近藤 里奈：サイトカイニンのシグナル伝達（ｾﾐﾅｰ発表） 

高橋 誠弥：ColE2プラスミドDNA複製開始機構の解析 

辻 飛雄馬：ゼニゴケ Marchantia polymorpha の R2R3-MYB
遺伝子 の機能解析 

平井 孝幸：アカマツの木部成長と気象条件の関係  

～仮道管細胞の増加は気温・日長に影響されているか？～ 

平野 衣都香：Datura属2種の光環境に対する成長応答 

福島 由梨：スグヒダギセルの鏡像体は 

逆巻遺伝子がもたらすのか 

藤岡 拓也：メダカ Oryzias latipes HB11A 系統の性ステロ

イドホルモン投与による人為的性転換過程の解析 

藤澤 一馬：カタツムリの蛍光色素 

堀井日香里：ヤエムグラの葉形態から見たよじ登り機能 

松木 里未：標高傾度にそったアキノキリンソウ（広義）の

形態変化 

水野 航：シナイモツゴPseudorasbora pumilaの分布域形成

史－遺伝子情報を用いた系統地理学的アプローチ－ 

村田 拓也：トゲオトンボ類 Rhipidolestes (昆虫綱， 

トンボ目) の分子系統地理学的研究 

森 加奈恵：メダカ Oryzias latipes HO5 系統の性分化にお

ける外因性性ステロイドの影響 

山本 裕子：非対称から対称へ 

－ハイナンメダカ Oryzias curvinotusの生殖巣発達過程－ 

横江 大輔：ゼニゴケ Marchantia polymorpha の R2R3-MYB
遺伝子c2105645の機能解析 

由田 智哉：群馬県におけるシダ植物の30年間の変遷 

渡邉 駿 ：ハブスメダカ Oryzias hubbsi の初期性分化過

程における性分化関連遺伝子の発現解析 

中島 幸穂：埋土種子から見た帰化植物の分布様式 

青木 啓吾：ハイマツのシュート伸長量と幹の肥大成長に対

する気象条件の影響 

安藤 太織：シワクシケアリにおける DNA 系統，生息環境，

形態，女王制に基づいた隠蔽種の検証 

山岸 由季：樹上性ｶﾀﾂﾑﾘにおける左右二型頻度の安定性 

宇佐美 紀人：サハリンのチョウの分子系統地理学的解析 

 

物 質 循 環 学 科 
 

飯島 紫織：硝酸態窒素濃度が異なる2つの小渓流域に 

おける窒素動態と渓流水質の形成 

 石井 東 ：中部山岳地域における降水の化学特性及び 

その季節変動 

 伊藤 大智：銅汚染による土壌酵素活性への影響が小さい 

原因の解明 

 今井 美樹：木崎湖における渦鞭毛藻Peridinium sp.の動態 

 太田 裕樹：鍬崎池における環境変動と多分岐イソプレノイ

ド-C25:3HBIs-の起源生物の解析 

 亀山 智美：河口湖・山中湖における多環芳香族炭化水素の

分布 

 唐澤 奈緒美：諏訪湖ヨシ帯におけるマルミジンコ科 

ミジンコの密度変動とその要因 

 川面 貴司：細胞外DNA分子の腐植物質への吸着に対する 

共存イオンの影響 

 小松 大輝：天竜川上流域の流下藻類・付着藻類・水生昆虫

量について 

 小向 有 ：捕虫および根圏からの窒素栄養塩の吸収がアフ

リカナガバモウセンゴケの成長に与える影響 

 酒井 大希：北アルプス涸沢における定点カメラを用いた 

積雪モニタリング 

 杉本 達也：Microcystinの簡易分析手法の開発 

 鈴木 智晃：上高地域における気温逆転層及び冷気湖の形成

と季節変化 

 滝沢 侑子：日本海，隠岐堆コア(MD01-2407)の有機炭素含有

率変動を用いた約13～30万年前の古気候解析 

 根岸 永璃子：光環境が Microcystis の二次代謝産物の生産

に与える影響 

 萩原 美晴：自然起源の芳香族炭化水素形成の要因 

 堀 由紀子：プロテアーゼ添加法による土壌中の可給態 

窒素量の推定 

 松尾 悠太郎：諏訪と上高地におけるエアロゾル中 

多環芳香族炭化水素類濃度と受容体結合能 

 安田 佳那子：水路実験による礫質フォーセットベッド 

堆積プロセスの解明 

 吉田 聡：諏訪湖におけるイシガイによるPAHsの除去 

と仕組み 

 萬谷 広子：木崎湖に生息するGenarchopsis sp．の生活史 

 尾茂田 眞榮：汽水部分循環湖の色素成分分析 

 山本 洸樹：有機炭素含有率を用いた日本海における過去 

12.5万年間の気候変動の解析 

 

修       士 

 
数理・自然情報科学専攻 
新海 健一郎：可微分多様体と滑らかなR-代数の同値性に 

ついて 
何 佳 ：線形フィルター問題についての研究 
河内 亮佑：可換なC*環の圏とコンパクト・ハウスドルフ 

空間の圏の同値性について 
千明 和也：株価暴落を含む連続時間２項モデルにおける 

ヨーロッパ型オプションについて 
川手 正夫：鏡映群のケイリー・グラフを用いた特徴付け 
百瀬 康弘：小圏の表現論と Baues-Wirsching コホモロジー

について 
木村 祐子：ゴレンステイン射影加群の研究 
加藤 雅之：ネータ的対称多元環の研究 
浅貝 公斗：直積空間上のシフト作用素 
田中 康弘：Brezis-Gallouetの不等式について 
可児 泰三：Coxeter Groupによる可微分軌道体の 

微分同相群の１次元ホモロジー 
蛇渕 晃永：パーシステント・ホモロジーについて 
神山 俊 ：連続関数空間における荷重合成作用素の安定性 
今井 康貴：離散マルチンゲールについての中心極限定理 
向山 貴史：グラフの配置空間について 
鳥井 亮吾：Frobenius代数と２次元位相的量子場理論 

からみる閉曲面の不変量について 
宮崎 泰明：ｱｿｼｴｰｼｮﾝｽｷｰﾑのクリフォード理論について 
奥山 裕美子：アソシエーション・スキームのモジュラー 

隣接代数の生成元の個数について 
寺西 翔 ：代数体の非ガロア不分岐拡大について 
 

物質基礎科学専攻（物理） 
相澤 勇也:高圧下電気抵抗測定によるCe-Ni-Ge系化合物の 

研究 

大日方 聖:FeSi1-xGexの磁性研究 
石﨑 章雅:銀河宇宙線強度の太陽時日変化異方性と 

その長周期変動 
西山 洋平:テラヘルツ領域における人工微細構造体の 

電磁波特性 



西田 翼 :メタアトム装荷光伝導アンテナからの 
テラヘルツ波発振 

渡邉 謙介:宇宙論におけるインフレーションモデル 
小林 秋人:細分割電磁カロリメータ用光センサーMPPCの 

応答特性の研究 
荒木 遼平:強誘電体フォトニック結晶中のテラヘルツ 

電磁波の伝搬特性 
稲吉 真次:ｾﾝｻｰと読み出し回路を積層したｼﾝﾁﾚｰﾀｽﾄﾘｯﾌﾟ型電

磁ｶﾛﾘﾒｰﾀ試作機のﾋﾞｰﾑﾃｽﾄ 
玉川 耕介:ATLAS 実験における端部μ粒子トリガーシステム

アップグレードの性能評価 
中野 義丈:メキシコ・新宇宙線ミューオン計の性能評価 
小川 秋平:ﾃﾗﾍﾙﾂ領域におけるﾒﾀﾏﾃﾘｱﾙの表面波励起 
 

物質基礎科学専攻（化学） 
服部 薫 ：非水溶媒中におけるアスコルビン酸の電気化学

的酸化還元挙動：分光電気化学による検討 
松岡 聖典：活性酸素種の電気化学発光反応を利用したﾌｪﾉｰ 

ﾙ類化合物の抗酸化作用および自動酸化反応の検討 
梅元 悠 ：堆積層の塩素同位体比分析 
市村 遼太郎：非水溶液中の酸化還元反応によって誘起され

る液液界面イオン移動 
太田 貴也：構造制御された微小空間場における分子集団構

造の解明 
中村 彬人：1,8位に官能基を有する9,10-ﾋﾞｽ(1,3-ｼﾞﾁｵｰﾙ-2-

ｲﾘﾃﾞﾝ)-9,10-ｼﾞﾋﾄﾞﾛｱﾝﾄﾗｾﾝ誘導体の新規合成法と
性質の検討 

木内 美奈：種々の電子供与体共存下におけるフラーレンの
光化学反応の電気化学的研究 

藤井 実香子：二つの拡張テトラチアフルバレン骨格を有す
る酸化還元応答性分子ピンセットの合性と性質 

齋藤 阿里沙：ﾎﾟﾘ（N-イソプロピルアクリルアミド） 
水溶液の濃度ゆらぎの磁場制御 

齋藤 桂似郎：Chemical, Biochemical and Biological Study 
and Evaluation for dipeptides, Tyr-BPA and 
BPA-Tyr, as Potential Neutron Capture Reagents 
for Boron Neutron Capture Therapy（中性子捕捉
療法の潜在的な中性子捕捉化合物としてのTyr-BPA
及び BPA-Tyr の化学的、生化学的、生物学的研究
及び評価） 

小楠 理人：磁場と相互作用する水の構造と蒸気圧の変化 
佐野 美沙希：磁場下の界面活性剤水溶液中での分子間相互

作用 
谷口 大介：可逆的な構造変化を示すビス(ベンゾクラウンエ

ーテル)型酸化還元応答性ホストの合成と性質 
藤原 由里絵：2-置換 1-ピロリンを用いる 2,3-二置換及び

2,3,5-三置換ピロール類の合成研究 
 

地球生物圏科学専攻（地質） 
代永 佑輔：新潟県三島郡出雲崎町に分布する前期更新世 

灰爪層・西山層における古環境 
池田 知也：白亜紀後期大雨見山層群の苦鉄質マグマ活動 
須田 雄太：アルカリ長石のルミネッセンスと組織 
小関 純一：八ヶ岳南麓の韮崎岩屑なだれの給源と発生時期

の推定 
馬場 千香子：飛騨山脈におけるコマクサの生育環境 
青島 瑛子：月長石シラーの光学特性と組織 
志賀 由佳：全岩化学組成、Nd-Sr同位体比からみた 

中部ジュラ～下部白亜系手取層群の後背地変動 
西尾 真由子：北海道天塩中川地域，上部白亜系における 

砕屑性重鉱物の化学組成 
 

地球生物圏科学専攻(生物) 
石田 剛之：外来種ヤンバルトサカヤスデの生活史の 

地理変異―変異をもたらすメカニズム― 
奥村 知祥：松本市庄内ﾎﾀﾙ水路におけるﾍｲｹﾎﾞﾀﾙ保全 
―水路の中・下流域でホタル幼虫密度が低い原因解明―  

武田 敦岐：木道等による人為かく乱の自然植生への影響 
―信越高原・戸隠森林植物園を例として― 

池田 彬人：小型節足動物のハビタットとしての樹幹着生 
地衣群落の空間構造 

松浦 亮介：日本中部・甲府盆地におけるシダ植物種多様性 
と気候要因の対応 ―シダのドライスポットとは？― 

侯 玲 ：オナジマイマイ属の分子系統学的研究 
栗谷 さと子：ウツボグサの花サイズにおける標高間変異に

送粉者相の違いが及ぼす影響 
飯山 創一郎：ゼニゴケ（Marchantia polymorpha） 
     におけるDUO POLLEN 1ホモログの機能解析 
楠目 晴花：サラシナショウマの3送粉型における遺伝的 

分化に関する研究 
野澤 俊介：ゼニゴケ（Marchantia polymorpha）のフラボノ

イド合成におけるR2R3-MYB遺伝子の働き 
斎藤 梨絵：東アジア広域および河川流程内に広域分布 

するチラカゲロウ（昆虫綱，カゲロウ目）の個体
群構造と遺伝的構造 

久米 あずさ：オニクマムシ (緩歩動物門, 真クマムシ綱) に
おける分類学的再考および移動分散に関する分子
系統学的アプローチ 

大崎 順平：ヨモギハムシ種群における色彩二型の頻度の 
地理分布とその年次変動 

 
地球生物圏科学専攻(物循) 
竹内 邦明：長野県中部河川における溶存酸素連続測定法 

による代謝速度の推定 
中山 到 ：土壌団粒・粒子サイズと微生物特性の関係 
 
永安 浩一：第四紀後期における琵琶湖堆積物の珪藻化石群

集変動と古気候 
小林 宏輝：捕食者ケンミジンコと動物プランクトン群集の

食う食われる関係に温度上昇が与える影響 
鈴木 大地：中部山岳地域における積雪層中の主要イオン 

濃度と融雪期におけるその変化 
小畑 雄大：湖沼生物に対する有害化学物質のリスク評価 
平野 真聡：2種の動物プランクトンにおける、高山腐植 

栄養湖での共存メカニズム 
木越 智彦：全有機炭素（TOC)・全窒素（TN)含有量と 

花粉組成におけるモダンアナログ法を用いた 
最終氷期以降の古気候変動の解析 

井上 実佳：ミジンコの生活史特性及び個体群動態に与える
水草の影響 

小松 正知：諏訪湖における農薬負荷とその生物影響に 
関する研究 

吉田 知可：諏訪湖における二枚貝の再生に関する研究 

 

博     士 

 

システム開発工学専攻 

武嶋 利直：Pointwise multipliers and isomorphisms 

between weighted Bergman spaces on the unitball 

（単位球上の荷重バーグマン空間の間の乗関数と

同型写像） 

 田中 康平：The 1-type model structure on the category of 

small categories related to coverings 

 （被覆に関連した小圏の圏上の１型モデル構造） 

 内藤 貴仁：On the relative loop homology and the  

Hochschild homology （相対ループ空間のホモロ

ジーとHochschildホモロジーについて） 

THANSRI THORRANIN（タンシー トーラニン） 

Simple Σr-homotopy types of Hom complexes and 

box complexes assigned to r-graphs 

（r－グラフから作られるHom複体と箱複体との単

純Σｒ－ホモトピー型） 

 

物質創成科学専攻 

坂口あゆみ：コロイド物質の合成過程への磁場効果； 

炭素物質の構造と物性 

 

山岳地域環境科学専攻 

遠藤 真太郎：アブラムシとアリの相互作用における 

化学認識物質の類似性と機能に関する研究 



服部 充 ：真社会性アブラムシ、ササコナフキツノ 

アブラムシの防衛戦略に関する生態学的研究 

 中村 剛也：諏訪湖における湖水回転率が藍藻ブルームに 

与える影響 

レグミ アマール ディープ：Effect of geological  

structures and rock weathering on the 

slopeinstability in mountainous areas of Nepal  

Himalaya 

（和文題目）ネパールヒマラヤの山岳地域における地質構造

と岩石風化が斜面の不安定性に与える影響 

 

 

 


