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皆さん、お元気でおすごしでしょうか。集中豪雨

が各地を襲いました。ほぼ同時期にあちこちで起き、

回数も酷さも例年に比べ増している様に思います。

皆さんのお住いは被害にあわれませんでしたでしょ

うか。被害にあわれた方に、心よりお見舞い申し上

げます。 

また、猛烈な暑さも全国を被い、長期に渡って息

苦しいほどの日々が続きました。体調を崩された方

もいらっしゃるのではないかと気になります。 

気象庁の検討会で「この夏は異常気象」と判断さ

れたようですが、「異常」が今年だけの特別という

ことであればいいのにと思います。 

 

政治の世界で暴言・失言が次々と発せられていま

す。それも、長年その世界にいる者や「公職者」達

からのものだけに、異様というより危機さえ覚えま

す。 

承知の上で国民の反応を見ている、世界の日本へ

の見方の変化を探っているとすれば、政治をおもちゃ

にし、人々を愚弄する危険なゲームのようだと言わ

ざるを得ません。無知であるとすれば、それは恐ろ

しい事態です。自らの無知をひけらかすことに何の

痛痒も感じない、あるいは無知を演技してやりすご

す姿は頽廃というべきです。しかも、問題になれば

脅かしまがいの言辞を挿み込み、詭弁を弄して、「開

いた口が塞らない人々」を前に、してやったりとほ

くそえむ姿は品位がありません。 

一昔前であれば大問題となったことが、深く追求

されないで、マスコミにもすぐに登場しなくなり、

忘れ去られていくのをどう考えたらいいのでしょう

か。許す、ゆるさないという基準が大層低くなって

いる。日本という国の矜持はどうなってしまったの

でしょうか。 

国際的に判断が定まっているものや、学問として

成立しているものも、一部の学者や「有識者」の言

説を取りあげ「いろんな意見がある」と、そこだけ

は自由と民主主義を表看板にして「疑義」をとなえ、

繰り返し発言を重ね正当化していくという手法がま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かり通っています。そうした発言が社会を後退させ、

分断と対立を生み、文化を崩していくことを承知の

上で、政策の根拠とし実行していく恐れを感じます。 

 

東日本大震災、原発事故から２年半がたちました。 

復興の音も聞こえてきますが、それにしても遅いと

いう感じを持ちます。やっと端諸に立ったばかりの

ところも少なくありません。塩害にみまわれた田畑

の復旧や高台移転など、これからのところも多くあ

ります。それでも、将来への見通しが立ったところ

では、新しい希望があります。あちこちで、人々の

努力とがんばりがみられ、励まされます。 

一方、未だに再建の目処も立てられない人々が多

くみえることも事実です。町ごとの避難で、生活の

土台を丸ごと失った人々、子どもの事を考え自主避

難し、家族がバラバラになったり、新しい地で苦し

い生活をなされている方々もみえます。いずれ、も

どることが出来たとしても元通りというわけにはい

きません。 

こうした人々のことは「わかっている」ようで、

実はその理解が少しずれているのではと気になるこ

とがあります。東京という都会で作られる政策、対

応策やマスコミの発信するものに目をくもらされて

いると感じることがあります。 

「帰りたくとも帰れない」人々の事を「かわいそ

う」という側面だけが強調されたり「補償問題」に

矮小化され「いかに安くすませるか」との攻防（そ

れは、それで大事な課題ですが）だけに視点が移さ

れるという感じをもちます。そうした点しか見ない

ことは、幾重にも被害者を苦しめることになるので

はと思います。失った財産の補償と、くらしの基盤

づくりの手だての保障は当然の事だという基本をつ

らぬくことさえ揺がされていることを感じます。 

原発の閉じ込めの手だても見えず、汚染水がもれ

続けているという事態がつづいています。放射線に

ついては未解明なことが多く、あいまいなところが

次々に出て来ています。当初の「ただちに問題はな

い」という大宣伝もあって、不安は拡がりこそすれ 
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少しも解消していません。 

ところが、このあいまいさを梃子に「安全地帯」

を拡大し被害を低めに見積ることが政策として行わ

れ、賠償の値切りと生活の保障の切りすてが進めら

れています。しかも、それは「事故を経験した日本

の原発は世界一安全」という、厚顔な傾倒した言い

分での原発売り込みと事故の収束が成功しているか

のような国際的宣伝と結びついているだけに、解決

の道が一層複雑にさせられています。 

「原発事故子ども・被災者支援法」が昨年６月に

成立し、１年以上が経ちますが、この法を生かす何

の具体的手だてもなされていません。法を機能させ

るには、条例、要項などをつくらねばなりませんが、

その動きも見えません。政府と東電の被害を小さく

見積る画策を見ながら、適用範囲と内容を定めない

まま、実施しないですませようと考えているのでは

とさえ思えてしまいます。この状況の根底に何があ

るのか、どんな力と意識が働いているのか気になる

ところです。 

そんな中、賠償や生活支援を受けている人々に対

しての、いやがらせとも言える発言まで登場してい

ます。国民を分断する危険なプロパガンダの様に思

います。今、将来何が起きようとも、人々を必ず守

りぬくという決意を口先だけでなく方針として国が

持つことが求められています。そのために私たちも

力を尽くしていきたいものです。 

 

ブラック企業という言葉が広く伝えられています。

「働く人を使い捨てにするように扱う企業」という

意味ですが、大量採用と大量解雇が行われているの

が、表に現れている姿です。サービス産業だけでな

く、近代的なＩ・Ｔ企業にも存在しています。有名

大企業でも行われているところがあります。 

私たちの後輩の中に、そうしたところで辛い思い

をしている人がいるのではないかと気になります。

正規雇用が急減している中、「正規で入ったから」

と我慢している人も少なくないのではと思います。 

大卒を正社員として大量に採用し、残業を強い、

長時間労働で実質「 低賃金」程度しか支払われず、

過重なノルマと自己責任で追い込んで、短期間で選

別を繰り返すのです。うつ病、過労死、なども起き、

数年の間に半数以上がやめさせられていくのです。

それも、自己都合退社という形を強いられています。 

日本の企業は新入社員を育てつつ、定年まで働く

ことを保障してきました。企業戦士といわれるよう

な労働実態や、企業と個人が一体化させられるとい

う側面もありますが、一方で働き続けられるという

見通しがあり、そのもとで会社の風土が作られ、技

術の伝承も行われ、安定した家庭生活も可能でした。

それが崩され、正規に対しても「使いまくる」こと

だけが残り、上位下達の構造を保障ぬきで悪用して

いると言わざるを得ません。企業の倫理をかなぐり

すて「もうけ」と「資本の蓄積」に特化した、現代

版「ドレイ工場」ともいえるものが、そこにはあり

ます。 

今までの雇用問題は、非正規の低賃金と不安定さ

でした。しかし、ブラック企業は正規雇用された大

卒の問題なのです。一部の「経営コンサルタント」

と称する専門家の指南のもとで法のぬけ穴をかいく

ぐるという新しい問題です。 

これらの実態は労働組合が弱められ、若い働く人々

の利益を守る人がいなかったため、表に現れて来ま

せんでした。それどころか表向きの統計値しかみな

い一部の知識人といわれる者の、判ったかのような

「若者が仕事をえりごのみする」「近ごろの若者は

忍耐力がない」などの言説が先行し、若者たたきが

強められました。そして、この問題の本質が歪めら

れ、責任を個人に求め押しつけることが起きてきま

した。それは「人権意識の低下」「 低限の文化的

生活の水準の低下」も引き起こしてきているといえ

ます。 

若い人が追いつめられ「自信を失った」時、その

再起に時間がかかり、社会の再生産の力を奪うこと

になります。さらに不幸にも「うつ病」などをかか

えた時は、本人が一番苦しみますが、家族が生活を

みることになり、長期にわたる治療は健康保険を通

じて国民全体が抱えることになります。 

また、まともな会社の「育てる」ための一見厳し

い指導とも区別が付けにくくなり、「労使の信頼関

係」を空文化させ、人材育成の土台を崩していくこ

とになります。こうした企業のやり方の横行は、生

産力を低下させると共に「もうけ」のつけを本人と

家族、国民に回し、国民同士の信頼関係も失わせて

いくものです。 

「働くことと権利」「対処の仕方」など学ぶ場が

ないまま、若者が社会に出ていくという課題も考え

ねばなりません。また、私たちもこれまで正規が当

たり前であったこともあり、知られた企業名と正規

であればいいと判断してきたことも問題かも知れま

せん。 

社会の構造や労働、権利についての学習を、どう

若い人達に保障していくのか、仲間づくりの大切さ

や、声をあげる時どこに頼るのかなど知識も伝えて

いく方法も考えねばなりません。 

日本のすべての私たちの子どもが、幸せにくらせ

る国にしていくという視点を共有し、援助を強める

ことが大事なことであると思います。 

 

同窓会は同窓生の交流をさらに進めるよう工夫を

していきたいと考えます。また、大学の予算が毎年

削られていく中、学部と協力して学生・院生の教育・

研究支援を充実していけるよう努めてまいりたいと

考えています。一層の皆さんの御支援、御協力をお

ねがいします。 

来る１１月２日総会を開催します。学部の行事、

大学祭も開かれています。退職された先生もお顔を

見せて下さる様です。ぜひ多くの方にお集りいただ

き総会が成功しますよう、また旧交をあたためて頂

きますよう願っています。 
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信州大学理学部同窓会総会おめでとうございます 

理学部長 武田三男（４Ｓ） 

 

 貴信州大学理学部同窓会総会が今年の11月２日に

開催されること、お喜び申し上げます。 

 理学部同窓会各位におかれましては、日頃から母

校理学部の教育・研究の充実発展にご協力ご支援い

ただき心より感謝申し上げます。特に、毎年理学部

が開催しております信州自然誌科学館（自然のシリー

ズ）の教育研究活動へのご援助や就職相談会への講

師の人選等、物心ともに多大なご支援をいただいて

おります。また、理学部全教員の高校生向けの研究

紹介冊子「信州で学ぶ」の刊行にあたりましては創

刊の企画段階からご協力ご援助をいただきました。

改めて、この場をお借りしお礼申し上げます。 

 

 さて、再来年の平成27年（2016年）は、昭和41年

（1966年）４月に信州大学文理学部が人文学部と理

学部に再編成され理学部が設置されてから丁度、50

年になります。すなわち、一期生（１S）の方々がご

入学されてから半世紀が経とうとしています。この

機会に、この間の本学及び理学部の歩んで来た道の

りを振り返ってみたいと思います。理学部が開闢し

て間もなく、本学でもベトナム反戦運動と70年安保

闘争に伴う「大学紛争」を経験しました。その中で、

昭和50年[1975年]には「生物学科」が新設され、さ

らに、翌年の昭和51年[1976年]には悲願の大学院修

士課程「理学研究科」の設置が叶いました。 

 この後、大学にとっては比較的安定した時代が20

年ほど続きました（小生は昭和60年（1985年）に当

時の教養部に助教授として採用され、松本に12年ぶ

りに戻って参りました）。ところが、平成7年[1995

年]にはこれまでの教養課程と専門課程の区分を廃止

するいわゆる「教育課程の大綱化」が断行されまし

た。これに伴い、本学でも教養課程の実施組織であ

る教養部が廃止され、当時12名の教員が理学部に移

行しました（小生もこのとき、教養部自然科学分野

から理学部物理学科に移りました）。この定員増に

より「物質循環学科」が新設され、理学部は「数理・

自然情報科学科」、「物理科学科」、「化学科」、

「地質科学科」、「生物科学科」および「物質循環

学科」の６学科体制となり現在に至ります。大学院

に関しては、平成10年[1998年]に博士前期後期課程

の「工学系研究科」へ参加することになり、ようや

く博士の学位を授与できることになりました。ここ

までが、理学部としては、様々な課題をその都度解

決しながら念願の博士課程の担当部局として参画が

可能になるなど、順調に発展してきた時代であった

と思います。 

 

 ところが、平成10年代半ばから、公務員定数削減

が声高に叫ばれる様になりました。時の政府の方針

を国立大学が呑まざるを得ない形となり、平成16年

[2004年] に「国立大学法人」として独立法人化され

ました。それぞれの大学が個々に独立した法人とし

て中期目標・中期計画を策定し、文科省からの大学

運営費交付金を基礎財源として独自の経営を行うこ

とになりました。大学の組織運営の形態は大きく様

変わりしました。また、教育・研究に加えて地域と

社会に対しての貢献がより直結した形で求められる

ようになりしました。引き続き、平成18年[2006年]

からは運営費交付金にも年１％のマイナスシーリン

グが掛けられ、大学運営に不足する経費は、いわゆ

る競争的資金により充当しなければならなくなりま

した。旧帝大系の様な大きな大学では潤沢な競争的

資金により法人化以前より多くの経費が配分される

一方、本学のような地方国立大学では運営費交付金

のほとんどを学生のための教育経費と電気水道等の

日常的な管理運営費に充てざるを得なくなりました。 

 

 さらに、昨年（平成24年[2012年]）から大学改革

実行プランとミッション再定義が始まりました。こ

れは、我が国の経済面における国際競争力の急速な

低下の原因が大学における科学技術イノベーション

の立ち後れにあるという、一部の考えに基づいた財

界の意向を文科省がまともに受けた結果と思われま

す。ともあれ、ここでは、個々の学部・研究科使命

（ミッション：存在意義）を改めて定義直し、学部・

研究科の特色と強みを教育・研究分野毎にエビデン

スを明示しながら、今後どのような改革を実施して

行くかが強く求められています。教育学分野、医学

分野、工学分野のヒヤリングが昨年度から実施され

ましたが、ようやくこの夏に上記３分野が終了しま

した。秋に掛けて、理学、農学、人文科学、社会科

学そして保健学分野のヒヤリングが随時予定されて

います。教育・研究の内容に加えて、入試における

志願者倍率と進路状況（特に就職状況）がより一層

厳しく評価されます。学部から大学院までの教育の

質の保証、研究の国際的評価、社会貢献と国際貢献

が目に見える形で数値目標を掲げて明示することが

不可欠となります。 

 

 このような状況下で、本学でも在学生、保護者、

卒業生、教職員、賛同する個人や団体（地元の企業）

等の交流を図ることを目的に「信州大学交友会」を

立ち上げる計画です。また、これと同時に在学生の

奨学金拡充、留学生の支援、国際交流、教育・研究

支援のための財源を確保するための「信州大学知の

森基金」の創設を準備しています。本学の運営にとっ

てステークホルダーとしての同窓会の役割がますま

す重要性を増してきます。更なるご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 法人化後も理学分野関係の教育組織については、

大学院博士課程「総合工学系研究科」の設置（平成

17年[2005年]）と大学院修士課程工学系研究科の「理

工学系研究科」への名称変更（平成24年[2012年]）

を実現できました。また、理数学生応援プロジェク

トやコア・サイエンス・ティチャー事業、女子中高

校生の理系進路支援事業、自然環境診断マイスター
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事業等の文科省公募事業（いわゆるGP）に採択され、

高等教育の充実を図って参りました。研究経費につ

いては、運営費交付金を教員研究費にはほとんど計

上できない状態が続いていますが、科研費等助成金、

各種財団からの研究奨励金、外部組織との共同研究、

企業や公共機関からの委託研究、委任経理金等の外

部資金を確保して研究を続けています。 

 お陰さまで、科学技術研究所の発表した「研究論

文に着目した日本の大学ベンチマーキング2011」に

おいて、本学の理学分野の研究の質に関しては、「物

理学分野」がトップ（Q１）に、「化学分野」が準トッ

プ（Q２）に評価されています。また、昨年度の日経

グローカルによる全国の地域貢献大学ランキングで

は本学が第１位にランクされています。 

 

 一昨年[2011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

故と放射能汚染水処理等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。大学、とりわけ理系学部の存在意義

（ミッション）が問い直されています。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。すな

わち、理学部では、『グリーン・サイエンス』を合

い言葉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。 

 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。末筆ながら、貴信州大

学理学部同窓会のますますの発展と同窓会会員各位

のご健康を祈願申し上げます。 

 

――――――――――――――――――――――― 

カンパのお礼 

 今年も多くの方からカンパを送って頂きました。

本当にありがとうございます。おかげさまで、理学

部主催の夏の自然誌科学館への補助や、会報の印刷

代の増額分（別冊になりました）などに充てる事が

できました。毎年の恒常的取り組みを少し拡充した

り、新しい事に対応できます事も、皆さんのおかげ

です。今回振込用紙にミスがありました。申し訳あ

りません。お問い合わせ頂いた方、調べて直して頂

いた方、本当にお手数をおかけしました。今後過ち

のない様に心がけてまいりますのでお許し下さい。

今後ともよろしくお願いします。 （同窓会役員会） 

 

本のお礼 

今春も、何人もの方から書籍をお送りいただきま

した。思い出のある貴重な蔵書をありがとうござい

ました。昨年から繰り越しになっていた本と合わせ

て約900冊も用意する事ができました。各科図書室、

院生研究室で利用してもらうため約250冊をとり、650

冊を学生さんにおわけするよう用意しました。チラ

シを作成しお知らせしましたところ、幾人もの学生

さんが待っていてくれ、開店と同時に本探しが始ま

りました。「これほしかった」「これもう売ってな

いよ」などの声も聞かれました。また図書室にある

本だけど「借り手が多くて」とうれしそうに手にし

ていく人もいました。今年は約300冊ほどが学生さん

の元に引き取られました。皆さんの蔵書で「譲って

もいい」という物がありましたら、理学部内同窓会

事務局宛にお送りいただければ幸いです。 

（同窓会役員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――― 

信州大学の松本地区の学園祭である第48回銀嶺祭が

11月2-3日に行われます。ポスターを紹介します。 

マイ箸作りとトンボ玉作りのコーナーもあります。 
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信州数理科学研究センターの 

様々な企画に関わって 

         理学部特任教授  井上和行 

 

 信州数理科学研究センターは、理学部で行われて

きた数理科学プロジェクトを支えるための組織とし

て、平成18年6月に発足しました。看板を掲げた事務

室や研究室はなく、専任スタッフも持たないバーチャ

ルな組織ですが、信州大学に限らず信州での数理科

学に関する情報を交換し、数理科学を基点とした所

属や学問分野を超えた研究交流の促進とそれによる

新しい研究課題の発掘、を設置目的の筆頭に掲げて

います。また、数理科学における組織的研究のモデ

ル構築、多様な研究活動を通じた数理科学の教育基

盤の構築、をも目指しています。 

端的に言うと、数理科学をキーワードとした学問

的コミュニケーションの活性化により理学部におけ

る学科間の敷居を下げるとともに、信州大学におけ

る数学者のネットワーク構築により組織的研究の実

質化を図ろうということです。センターの取り組み

は、数理・自然情報科学科の社会貢献活動とも位置

付けられますが、プロジェクトの趣旨に賛同する他

学科の教員や他部局の数学教員にも協力をお願いし

ています。 

数理科学プロジェクトおよび信州数理科学研究セ

ンターの詳しい内容については、是非ホームページ

（http://math.shinshu-u.ac.jp/center）をご覧く

ださい。数理科学談話会、専門分野ごとのセミナー、

他大学の研究者も参加するワークショップ、研究集

会等の研究活動に加えて、学部生や大学院生を対象

とした教育活動や普及活動にも取り組んでいます。 

数理科学プロジェクトおよび信州数理科学研究セ

ンター特別重点研究に対しては、学部長裁量経費（平

成18年度～平成25年度）、および学長裁量経費（平

成21年度、平成25年度）が交付されています。セン

ター発足以来7年余りに渡り様々な企画に関わってき

た私としては、当センターの掲げる理念と役割をよ

り多くの皆様に理解していただき、ようやく根付い

たこの細やかな取り組みをより安定した基盤の上で

育て、信州大学の「売り」にしてもらいたいと願っ

ています。 

 

 オリジナルな継続的取り組みとしては、「数理科

学談話会」という学際的な講演シリーズがあります。

講師は、数学、情報科学、物理学、化学、生物学、

地球科学、環境科学等々の専門家ですが、この講演

シリーズは共通のキーワード「数理科学」により関

連付けられます。講師の方々には、非専門家や初め

て講演を聴く人でも理解できるように、易しい語り

口で話していただくようお願いします。平成24年度

までに、このシリーズの数理科学談話会が45回開催

されました。私自身は主催者として毎回出席してい

ますが、一参加者としても印象に残った企画を順不 

同で紹介しておきます。 

「モンテカルロ法の数学的定式化」（杉田洋氏、H19） 

「ヤング図形の時間発展とスケール極限」 

（舟木直久氏、H23） 

「超弦理論とＱＣＤ」    （杉本茂樹氏、H20） 

「液晶における散逸構造と時空カオス」 

（日高芳樹氏、H22） 

「蛋白質立体構造予測の計算機シミュレーション」

（岡本祐幸氏、Ｈ21） 

「ナノ空間および低次元世界の水」 

（田中秀樹氏、H18） 

「自然の中の左巻と右巻き～磁気電析の話題を中心

にして～」         （青柿良一氏、H24） 

「地震発生の確率予測と強振動予測」 

（伊藤 潔氏、H20） 

「素数ゼミの秘密～ノアの箱舟に乗ったセミたち～」

（吉村 仁氏、H22） 

「2011年東北地方太平洋沖地震津波の水位観測デー

タに基づく波源の逆解析」 （高川智博氏、H23） 

等がありました。 

 

 今後の発展が期待されるオリジナルな取り組みと

しては、平成25年3月上旬に信州大学で開催され盛会

となった「代数的トポロジー信州春の学校」があり

ます。代数的トポロジーを本格的に学べる大学が少

ない中で、信州大学理学部ではこの分野の研究が盛

んに行われてきた伝統があり、他大学との研究ネッ

トワークが築かれています。そこで、全国の学生に

この分野を基礎から応用までを実践的に学ぶ機会を

提供するとともに、信州大学の学生にとっても他大

学生と交流するよい機会となる「春の学校」が企画

されました。 

信州大学の教員（玉木、栗林）2名と他大学の教員

2名が講師を務め、3日間で10コマの講義がオムニバ

ス形式で行われ、学生と若手研究者併せて81名が参

加しました。そのうち学生（学部、大学院）は、13

大学から47名が参加しています。人数順では、東大

15名、信大12名、名大5名、京大3名、北大2名、首都

大2名、高知大2名で、後は、東北大、慶応大、成蹊

大、芝工大、大阪市大、九大が各1名という興味深い

結果になりました。 

 

 

 

――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9月14日の松本城です。月見櫓工事中 
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東日本大震災について   

      名和 橙黄雄（文理9期・生物） 

 

一部文理学部同窓会報と重なるところがあります

が、お許しのほどを。 

平成23年3月11 日午後2時45分頃、激しい揺れに襲

われました。その時、小生は2階で、パソコン操作中

で、崩落寸前のパソコン器具を必死に押さえ、やっ

と庭に逃げ出しました。道路には近所の人たちが呆

然として集まっていましたが、続く2波、3波の余震

で、カーポートは左右に激しく波打ち、電線は縄跳

びのように激しく前後左右に大きく揺れました。 

揺れが収まって、保育園にいる孫2人が心配になり、

保育園に駆けつけました。園児たちは寒い庭にビニー

ルの敷物をテント代わりに、段ボールで囲まれてふ

るえていました。早速、孫たちを引き取り、すぐ近

くの娘の勤務先を訪ねて報告して、孫達を連れ戻り

ました。 

その後すぐに、盛岡市は停電と断水が始まりまし

た。被害情報は携帯ラジオのみで、沿岸の知人に連

絡するもコール音のみで電話も不通になりました。

その日は寒い日で、幸いにも旧式の電気を使用しな

い芯上下式の暖房器具があり、電気・水道が復旧す

るまでの3日間、近くに住む娘夫婦と孫2人は我が家

で暮らしました。これも幸いに、炊き返しの為に風

呂の水が有ったことで、水洗トイレも使用できまし

た。近隣では庭の雪( 30センチ位)を溶かしてトイレ

に使用し、ペットボトルに湯を入れて暖をとってい

ました。これが都市ガスですと致命的です。停電、

断水、(断ガス)、スーパー食料不足とローソクでの

生活3日後(ある意味では限界)にやっと電気が復旧

し、点けたテレビで仙台空港の情景を見た孫が「お

爺ちゃん飛行機が流されてるよ」の声が第一声でし

た。現代の生活におけるライフラインの脆さを実感

しました。これが大都会で起きたらどうなるのか想

像がつきません。 

その後、三陸沿岸の被災状況が心配になるも、ガ

ソリン不足で身動きが取れない状態が続きました。4

月末になり、やっとガソリンを満タンにでき、被災

地の大槌町を訪ね、教え子の安否を確認しました。

町影はなにもなく、瓦礫の広大な荒れ地のみでした。

家族同様のお付き合いをしていた「浪板観光ホテル」

社長一家は全滅状態でいまもって不明の状態です。

生き残った教え子である社長の長男は新設の診療所

を流され、ホテルを手伝っていた奥さんは宿泊者を

助ける為に、自分の乳飲み子を目の前で流され長男

夫婦はトラウマの状態が続いていましたが、今年に

なってやっと連絡がとれ、2子目が誕生して、生き続

ける力が出てきたとの声を聞いて少し安心したとこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろです。 

震災3年目を迎えますが、被災地は瓦礫の除去は進

みましたが、広大な跡地は草ぼうぼうで復興の気配

は感じられません。広大な跡地の処理問題と高台移

転先の土地問題(所有者が不明等)の解決など、法律

が改正されないと、解決が長引く問題が残されてい

ます。 

また、大槌町のように役場職員の半数近くが死亡

した所では担当職員不足が起きています。宮古市長

は教え子ですが、市長自身も自宅と診療所を流され、

宮古市だけではどうしようも無い問題を抱えて奮闘

中です。福島原発事故も同じですが、働く場所も無

い所では、住民の定着は難しく、復興が長引くほど

住民の減少は避けられないでしょう。 

これだけ広大な被災地の復興には、素早い必要な

法改正と予算処置、さらに人材の派遣等が欠かせま

せん。既に、復興予算に群がる禿鷹が現れています。

復興は地方の問題だけではなく、まさに国家の問題

ではないでしょうか。与党だ野党だ、自民党だ民主

党だの問題ではなく、国会議員全体のレベルが問わ

れる所ではないでしょうか? 

１日も早い復興を心底から祈願しております。 

 

福島から 

 寺本 弥生（5S、生物コース） 

 

 「被災地での経験を」というお話をいただき、福

島県在住の者として、是非書かせていただきたいと

思いました。 

福島県は天気予報では西から東に向かって会津、

中通り、浜通りと三つの区域に分けられます。私は

中通りの中ほどに位置する郡山市に住んでいます。

関西出身の私が夫の仕事の都合でこの地に住むよう

になって三十年以上経ちます。 

 東日本大震災で郡山は震度６でした。古い時代の

耐震基準の建物には半壊、全壊したものも多く、震

災後二年半経った今は、建て直された新しい住宅や

更地になってしまった土地が多くみられます。 

 郡山で問題となっているのは地震被害よりも原発

事故による放射能被害です。現在放射能汚染は屋外

の数値の高い所で約0。6μSv/h、これは被曝量で言

えば、一年間ずっと外にいるとすれば５ｍSvくらい、

屋内なら1～2ｍSvになります。私のような歳とった

者にはどうということはないと 近は肝を据えまし

たが、成長期の子供たちにとっては何とも気になる

値です。外部被曝に加え、地元産の食品による内部

東北地方太平洋側にお住まいの同窓生の皆さんに、2年半前の大震災・原発事故について「経験された事、あるいは見聞き

した事、そして、今振り返っての思いと現在の気持、友人に伝えたい事」等、また、「大災害の中で、あるいはその後の事

柄について、調査活動をなさった記録報告」等をお書き頂けたらとお願いしました。5人の方からご寄稿頂きました。それ

ぞれに貴重な内容をお書き頂きました。心より感謝します。 
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被曝も常に注意を払わなければならない問題であり、

みんなが何とはなしの不安を抱えながら日々暮して

います。 

私が一番お伝えしたいのは、原発事故時や事故後

に経験した「わからなさ」です。何が起こっている

のかわからない、どう行動すれば良いのかわからな

い、この後どうなっていくのかわからない。今まで

生きた中で得た知識では判断できないことばかりに

取り囲まれ、うろたえていました。 

逆に、ほどなくわかってしまったこともいくつか

ありました。 

一、原発は「住民を巻き込むような重大事故は起こ

らない」という前提で運転されていた。だから

事故が起こった時の対応法は何一つ準備されて

いなかった。有益な情報があっても責任を持っ

て伝える者は存在せず、原発の暴走を止めるた

めに施設内で闘う職員たちの行動を、外部から

支援する手はずさえ、準備されていなかった。 

二、原発施設内には使用後もなお多量の熱を発生し

続ける、行きどころの無い使用済み燃料棒が、

無防備な状態で数多く保管されている。日本人

は極めて危険な廃棄物を先の保管方法さえ決め

ぬまま、漫然と増やし続けている。その仮の保

管場所さえ、数年のうちに満杯になろうとして

いるという事実。 

三、チェルノブイリ事故から学ばれたことは少なく、

当然今回の事故で、住民の安全のために生かさ

れたことは極めて少なかった。水の安全はかな

り初期から注意喚起されたが、その他には、不

用意に外気を吸ったり室内に取り込んだりしな

いようにと繰り返されたぐらいであった。 

 今になると、当初の「わからなさ」は圧倒的な情

報の不足と知識の不足によるものだったことがよく

わかります。地震、火事、水害、竜巻等の災害は五

感を働かせれば察知することができます。しかし放

射能は感覚で捉えることが全く出来ません。情報が

なければ全く分からないのです。雲をつかむような、

とはこのことかと思いました。 

そして、安全だと聞かされて、愚かにも何も学ん

でいなかった者には、対応の仕方など全く分かるは

ずがありませんでした。火事や地震を想定した防災

訓練はありますが、原発事故を想定した訓練などあ

りません。「起こるはずのない事故」だったから… 

 今福島県はあらゆる面で放射性物質の動向を捉え

る実験場のようになっています。時が経つにつれ、

今回の汚染の主要物質である放射性セシウムは、土

壌中では土壌粒子に結合しほとんど遊離しないこと

がわかってきました。そして食品の放射能測定器が

数多く備えられ、農産物の出荷には安全が徹底され

ています。だから市場に出荷されているものは安全

なものです。福島県産の農産物を見かけられたら、

風評被害に苦しむ福島の農業を支えていただければ

嬉しく思います。 

山野に降り注いだ放射性物質は土壌に達するまで

に流され川に注ぎこむものも多かったようです。山

野に生える山菜や筍、天然の茸などの中には放射線

量が高くて出荷制限されるものがありますし、川魚

の中にも線量の高いものがいます。 

 福島第一原発では多くの人々が危険かつ劣悪な環

境の中で、文字通り命を削って作業に当たってくだ

さっています。しかし事態収拾など程遠く、新たに

汚染水漏れ、地下水による汚染水の移動というとて

つもなく困難な事態も生じています。放射能に汚染

された多くの水を海に流し、世界中の海に汚染を広

げるような罪深いことは、決してやってはならぬと

思います。どれだけお金がかかろうと、日本がどれ

だけ貧しくなろうとも、阻止せねばならないことだ

と思います。自分たちより後の世代までその責任を

問われる立場に置くような事態を、招いてはならな

いと思います。 

先日、緒方貞子さんを特集したテレビ番組を見ま

した。その中で、彼女は「トップは、決断しそれに

責任を持つために存在するのだ」と語っておられま

した。彼女は「難民を救うために」というポリシー

のもとに、前例のないことも数多く決断してこられ

ました。原発事故当時発電所のトップであった吉田

昌郎さんは、まさしくトップとして行動されたと思

います。彼はとてつもなく困難な状況の中で出来る

限りのことをしてくださったと思います。今、原発

事故収束にあたる人たちの中に、そのようなトップ

の方はおられるのでしょうか。 

 杜甫の詩に「国破れて山河あり」とありますが、

放射能で汚染された山河は果たして「山河」たりう

るのかと考えこんでしまいます。除染をさかんに言っ

ていますが、ひどく汚染された地は早く「封印」の

決断をすべきだと思います。そうしないとその地を

ふるさととする人たちは、これからの行動をいつま

でも決断できません。責任ある立場にいる人たちが、

責任を取りたくなくてただ時間の経つのを待ってい

るように見えます。 

 原発は、危険なものは人の少ない土地に置き、被

害が出ればその少ない人たちに我慢してもらう、と

いう構図の中に存在します。 

今回の事故を経験して、恥ずかしながら初めて、

米軍基地を背負わされている沖縄の人たちの心情を

理解しました。生まれて初めてデモや集会にも参加

するようになりました。 

 三十数年前には縁のなかった福島の土地ですが、

今はとても愛着を感じています。 

お読みくださった方々に、原発のことを我がこと

として考えていただければ幸いです。 

 

東北に住んで 

           熊川由香利（95S、数学） 

 

今回の原発事故について書いてほしいという申し

出があり、筆を執っています。 

 私の実家は双葉町にあり、警戒区域に該当する場

所にあります。実家はそのままの状態なのですが、
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放射線量が高く、二度と戻ることのない故郷になっ

てしまいました。震災時には福島市で仕事中でした

が、ライフラインはすべて止まり、水道が使えるよ

うになったのも一週間後でした。身内とも全く連絡

がつかないまま、原発の状態も悪化するだけでした

が、私たちには情報が全く入らず、多くの被爆を強

いられるかたちになりました。 

 双葉町は地震・津波・放射能の三重苦を受けた町

です。大切にしていたもの全てが、一瞬のうちに奪

い去られてしまいました。思い出も何もかも全て。

皆さんが当たり前のように帰省することができる故

郷が、私にはもうありません。そういった方々が警

戒区域には沢山いるのですが、皆さんは、その心の

叫びや悲鳴を想像することができるでしょうか。地

獄にいるような毎日でした。その後、心身のバラン

スがとれなくなり、仕事を休職せざるを得なくなり

ました。 

 一方、福島県は人口流出を阻止するために、県民

の命よりも経済を優先させる施策ばかり行っていま

す。情報統制も酷く、「放射能は安全だ」との洗脳

に躍起になっています。県民は国や県の出鱈目な施

策により、分断されています。賠償問題然り、放射

能問題等も然りで、様々な対立や分断が生じている

のです。これが国や東京電力の責任所在をかわす手

法です。過去に会った公害問題と全く同じ構造なの

です。その中で県民は酷く疲れて苦しんでいます。 

 福島では小児甲状腺ガンが三人、その疑いが七人

と県民健康管理調査の早い段階からガンが発生して

いる、とても異常な状況です。子供たちは放射性物

質の影響を非常に受けやすいため、一人でも多くの

子供たちを福島県から移住・疎開させるための行動

に、微力ながらずっと関わっています。また、福島

県内では放射能の話がタブーになっていますので、

不安でもそれを口にすることが出来ず、ストレスを

溜め込んでいる方々も多いです。そういった、とて

も生きにくい状態で、県民は生活しています。テレ

ビ等に映っている福島は、残念ながら「造られた福

島」です。 

 一番危惧しているのは、もう終わったかのように

風化されている現実です。原発事故は収束していま

せんし、未だに多量の放射線物質を放出している現

実や人々の苦しみを、どうか皆さんも知ってくださ

い。 

 

 

震災から２年半 ―前向きに―  

        黒田 茂樹（12S、化学科） 

 

あの日から涙もろくなりました。ニュースの映像、

新聞記事、回想録、耳についた音楽、いろいろなも

のが引き金になって涙腺を刺激するようになりまし

た。勿論マイナスの涙だけではありません。外国を

含め多くの皆さんからのお見舞いや援助、助け合う

仲間との間に感じた繋がりにはプラスの涙を誘われ

ます。 

2011年3月11日、私は福島県の会津にある半導体工

場に勤務していました。仙台からの単身赴任です。

金曜日だったので、その日夕方には仙台の自宅に帰

る予定でした。２日前に比較的大きな地震がありま

したので、用心のため、週末は自宅の耐震固定を強

化しようと考えていました。その矢先、14時46分ご

ろ、携帯電話の警報音が鳴り響き、間もなく揺れが

始まり、さらに激しさを増す揺れに茫然としていま

した。会津の震度は５強ですが、これまでとは異質

の地震だと直感しました。 

工場内の製造装置や製品は大きなダメージを受け

ました。余震が続く中、ガスや薬品など漏れると危

険なものへの対処、安全確保を 優先に対応し、一

段落したのが夜の８時過ぎです。その間は家族の安

否は不明のまま、 悪の事態を覚悟していました。

その後、やっと家族と連絡が取れ、皆無事であるこ

とが分かりました。 

会社の仲間も皆無事であることを確認した後は、

どうしても自宅が心配になり、暗闇の中、車で帰る

ことにしました。路上の障害物や、地震ででき段差、

峠道の崩れた路肩や穴を避けながら山道を辿り、約

170km離れた仙台の自宅にたどり着いたのが夜中の２

時です。通常なら高速道を使って２時間余りの道の

りですが、約６時間かかりました。それでも無事に

着いたのが幸いでした。後日、途中の惨状を報道な

どで見て、あの夜の移動は無茶だったと、冷や汗が

出ました。 

家の中は、固定していなかったものはほとんどす

べて、倒れたり動いたり。飛び出した食器や本など

で足の踏み場もありません。壁際のピアノは倒れま

せんでしたが、２メートル程移動していました。震

度６弱とされた揺れの強さを実感しました。後日、

自宅建屋は一部損壊との判定を受けました。その夜、

停電のためTVも見られず、ラジオの情報も限定的な

ものだったので、全体的な被害状況がどうなのか、

すぐにはわかりませんでした。沿岸部を津波が襲っ

たことは知っていましたが、その影響の大きさが分

かったのは後になってからです。私が車で通って来

た国道４号線のすぐ近くまで津波が到達していたの

です。 

翌々日の3月13日には迂回路を通って会津に戻り、

翌日から出社して事後対策が始まりました。そこで

問題に加わったのが、原発です。会津は福島第一原

子力発電所から約100kmですが、海外の顧客からの

メールでの問い合わせが頻繁になりました。東南ア

ジアにいる会社の友人は、直ぐに避難しなくて良い

のかと心配してくれたので事態の深刻さを実感しま

した。後はいろいろ報道された通り、電気、水道な

どライフラインの停止、食料品、生活物資、ガソリ

ン不足などの状況が暫く続きましたが、徐々に生活

環境は改善されて行きました。 

私は、津波で大きな被害が出た宮城県石巻市の生

まれです。この故郷を含めて、津波で被災した沿岸

地域は、未だに家の土台のみが広がる廃墟状態になっ
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ています。集団移転も仮設住宅からの移動も遅々と

して進まない状況です。特に原発は福島だけの問題

ではありません。空にも海にも物理的な境目はない

からです。汚染などの影響の拡散は政治や行政上の

境目などとは無関係に進むはずです。私が単身で住

んでいた会津若松市内のアパートの近くには、福島

県浜通りの大熊町の方々の仮設住宅があります。そ

れは大規模なもので、震災の影響を象徴するもので

す。昨日、NHKのある番組で、浜通りから会津に避難

し、仮設住宅に暮らしているかたが、「子供が学校

を卒業するまでは、ここにごやっかいになるしかあ

りません・・・」と話しておられました。避難先で

は「やっかいになっている」との思いが続いている

ことを知り、問題は長く、広く、そして根深いと感

じました。 

しかし今、私は前を向いて明るい未来を考えるよ

うにしています。この２年半で一皮むけたというか、

肝が据わったというか、地に足が着いたようです。

やるべきことがはっきりした、その方向だけでも定

まった、というのが実感です。 

この原稿を書いている途中で、2020年の東京オリ

ンピック開催決定の吉報が入ってきました。日本人

としてうれしい限りで、より前向きに将来を考えら

れそうです。これが復興の追い風になることを期待

しています。 

震災直後には横井先生や窪田先生をはじめ、信州

大学の恩師や友人からお見舞いの電話や手紙を頂き

ました。本当にうれしかったし心強く感じました。

この場をお借りして厚く御礼申し上げます。誠にあ

りがとうございました。 

 

 

東日本大震災から2年半－  

           矢野篤男（5S、化学科） 

 

2011年3月11日の1000年に一度と言われるマグニ

チュード9.0の大地震と未曽有の大津波により陸上の

一般家屋、工場のみならず道路、上下水道等のイン

フラが破壊され、あらゆる種類のモノが沿岸域へと

押し流されました。東北地方とりわけ福島県、宮城

県、岩手県の沿岸部の人口密集地域を消滅させるほ

どの甚大な被害をもたらしました。 

2013年9月15日、震災後２年半たちました。東北の

被災地ではこの大震災で亡くなった方の慰霊祭が各

地で行われました。この大震災で約２万人の方が亡

くなられ、いまだに２千６百人の方が行方不明とな

り、約２１万人が今もなお仮設住宅に避難しており

不自由な生活を強いられています。東日本大震災後

の東北では復旧・復興へ向けて心をひとつにして向

かっていますが、震災後の福島原発事故はこの復旧・

復興に大きな障害になっています。このような大災

害の後は、とかく復旧・復興を急ぐあまり不十分な

環境アセスのもと環境への配慮を欠く各種大型工事

が優先されていることが多く、今後これらのツケが

懸念されます。しかし、これからは減災害へ向けた

新しい国づくり、地域づくりが急がれています。同

時にそれと併せて低炭素型、資源循環型社会へ向け

た取り組みをしていかなければならないと思ってい

ます。 

このたびの震災では信州大学の横井政時先生（元

化学科）はじめ松本時代の多くの友人、知人ならび

に松本ゆかりの方々からお見舞いやら支援物資の申

し出がありました。この紙面を借りて改めて心より

お礼を申し上げます。 

 本稿では今一度、あの東日本大震災が起こった日

のことならびにその後の日々について思い起こして

みたいと思います。 

大震災が発生した当日、私は大学の研究室で3月18

日から札幌で開催される第45回日本水環境学会年会

の発表資料を作成していたところでした。パワーポ

ントを背景・目的・実験方法と書き進み、結果・考

察をまさに書き出したその時、コトコトと小さな横

揺れが始まり暫くしてこれまでに経験したことのな

い大きな揺れとなり、これはただ事ではないと思っ

たと同時に、研究室のスチール書籍棚が全て倒壊し、

書籍棚から本・資料が全て放り出されました。この

大きな揺れがその後も連続的な波状攻撃のように続

き、この揺れている時間が何と長く感じたことでしょ

うか。いったん、揺れが収まったところで、研究室

にいた学生３名ともに、キャンパス内の避難集合場

所へ向かいました。 

集合場所では学生達の安全確認と所在不明者の確

認に追われ、その間も大きな余震が何度も起こり、

その度にキャンパス内の研究棟が大きく揺れ、大き

な建物がこんなに揺れるものかと妙に感心しました。

すると携帯のワンセグを見ていた学生が「先生、仙

台港、仙台空港に10ｍの津波が押し寄せています」

と言っているのが聞こえ、当初、何かの間違いでは？

と思ったものの、確かに映像ではその様子を伝えて

いました。恥ずかしながら私もこのような大きな津

波は仙台湾には起こらないものと思い込んでいまし

た。とりあえず学生達の安否を確認した後、夕方4時

半過ぎに、私も自宅へ帰ることとしました。地震発

生と同時に市内はほとんど停電となり、市内の信号

は消え、全ての道路が渋滞、渋滞、渋滞となってい

ました。いつもは車で40分で自宅に着くのですがそ

写真1研究室の被災状況 書棚が壊れ、書籍・資料が散乱 
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の日は4時間以上かけてやっと、自宅にたどり着きま

した。自宅は足の踏み場がないほどに床にものが散

乱し、ガラスやら瀬戸物の破片が飛び散り、片付け

が済むまでは土足での生活でした。震災後、3日ほど

で自宅の電気が回復し、テレビを見て震災の被害の

大きさをはじめて知ることになりました。仙台空港

をはじめすべての交通機関は機能不全となり日本水

環境学会年会に参加するすべもなくなり、学会本部

へ電話し札幌年会は出席できない旨連絡しました。

その時点で学会本部では札幌年会を予定通り開催す

るとのことでしたが、2、3日してから札幌年会開催

中止の連絡が入りました。3週間以上も、わが家では

ガスはもとより水道も使えない状態が続き、この間、

パンやおにぎりなどの食料品、灯油やガソリンもほ

とんど入手できず、わずかな水の配給を受けるのに

寒空の中で何時間も並ぶ日が続きました。人々はが

まん強く、整然と行動し、弱い人を助け、連帯感の

強さを多くの場面で見ることができました。被災地

での助け合い、整然とした行動を見て「日本人は素

晴らしい、すごい！」と多くの外国人は日本人を賞

賛したことは周知の通りです。他の国であれば暴動

が起ったり、略奪が起こったりして無法地帯になっ

てしまうという。このような行動をとる日本人なら

すぐに立ち直るであろうと多くの海外のメディアは

全世界に伝えました。大学の研究室では全てのスチー

ル書籍棚が倒壊し、本が散乱し、倒壊した書籍棚が

幾重にも重なりあい、部屋は全く身動きすらできな

い状態となっていました（写真１）。さらに実験室

も全てのものがひっくり返り、ガラス器具、測定器、

その他多くの実験機材がことごとく破壊しつくされ

ました（写真2、3）。 

特に、実験室のドラフト2台の直径約20㎝のダクトが

天井の付け根からボッキリ折れていたのには驚くと

ともに自然のエネルギーの大きさに驚嘆しました。

研究室では震災後1年経っても実験室の多くの機器類

の修理ができずに研究に大きな支障をきたし、この

影響はいまだ続いています。 

 この度の震災で東北工業大学では在学生5名、入学

予定者1名、そして既卒者で13名の方々が津波により

亡くなりました。また、津波の被災地域出身の学生、

卒業生においてもその多くの学生は実家が津波で流

出し自宅が土台のみとなったり、家族が亡くなった

りと大学の関係者だけでも大きな被害がありました。

仙台市内の東北大学、宮城教育大学、宮城大学、東

北学院大学等の大学においても同様に少なからずの

学生が亡くなりました。震災後、仙台市在住の東北

工業大学の在校生の多くは新学期の始まる5月まで仙

台市内で被害の大きかった宮城野区、若林区の避難

所での炊き出しや片づけなどのボランティアに加わっ

ていました。 

 私事ではありますが、宮城県・岩手県の沿岸部の

私の友人・知人の多くの方も大きな被害を受けまし

た。知人の娘さんは3歳になるお子さんと津波から逃

げる途中、津波に巻き込まれ、母さんは無事助かっ

たものの3歳のお子さんは亡くなられた。また、気仙

沼市の視覚障害者のご夫婦と小学校1年生の坊やの一

家3人が亡くなられた。震災後数週間、私は行方不明

の知人の消息を求めて、被災地の各避難所の安否情

報を探し続けました。 

 私はこれまで20年以上日本水環境学会の役員を務

め学会本部の運営や東北支部の活動に深くかかわっ

てきました。この大地震ならびに津波は河川および

沿岸生態系への想像を超える撹乱を及ぼし、砂浜な

どの地形の変化や地盤の沈下、砂や泥の移動による

海底や海岸の地形、環境の変化、藻場や海岸・河口

の生態系の破壊、がれきからの汚濁物質の流出など

東日本太平洋沿岸域の水環境に大きな影響を与え、

同時にこれらは沿岸を生息環境としている多くの動

植物にも多大な影響を与え、さらに東北の基幹産業

である水産業へも大きな打撃を与えました。日本水

環境学会東北支部ではこの大震災の被害を受けた地

元の学会としてこの事態を深く受け止め、震災から

の復興へ向けて取り組んできました。 

東日本大震災のために2011年3月に開催予定であっ

た第46日本水環境学会年会札幌大会は中止となりま

した。また、2011年9月に第14回日本水環境学会シン

ポジウムを東北工業大学を会場に開催する予定でし

た。このような状況ではありましたけれど、仙台で

予定通り開催することを水環境学会東北支部で決定

しました。シンポジウムでは当初、東北支部企画と

して「児童・生徒、市民、研究者でつくる環境教育」

を環境学習に積極的に取り組んでいる学校の生徒・

教師・市民・研究者らが一同に集い意見交換をする

予定でした。ところがシンポジウムに参加を予定し

ていた石巻市の小学校が津波により、福島県の高校

が津波・原発事故により大きな被害を受けたために

写真2 実験室の被災状況1 

  写真３ 実験室の被災状況2 
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参加不可能となり、この企画を中止することとなり

ました。そこで新たに震災に関わる企画として「東

日本大震災による被害報告と水環境保全に向けた課

題」を開催することとなり、震災で大きな被害を受

けた水処理関連施設の現場の担当者の声を多くの研

究者ならびに市民へ伝えることとしました。基調講

演として東北大学大学院・越村俊一准教授から「2011

年東北地方太平洋沖地津波災害～東北地方の再生へ

向けて～」、被害報告では仙台市・南蒲生浄化セン

ター所長から南蒲生浄化センターの被害の現状、宮

城県担当者から宮城県内の農・漁業集落排水の被害

状況、仙台市水道局から仙台市水道の被害状況につ

いて報告をいただきました。 

さらにシンポジウム終了後には被災地視察を実施

し、津波被害を受けた仙台市内の蒲生干潟と仙台市

南蒲生下水処理センターを訪れて、実際の被害の惨

状を肌で感じてもらうこととしました。 

実は当初、下水処理施設、蒲生干潟周辺は壊滅的

は被害を受けたために、震災後の復旧で現地が相当

混乱しており、とても現地視察を企画できる状況に

ないことから現地視察の開催を断念しました。とこ

ろが、７月になってから多くの学会員から壊滅的な

被害を受けた下水処理施設ならびに干潟を是非、視

察したいとの強い要望があり、急遽、実施を検討す

ることとしました。仙台市の関係機関に問合せたと

ころ、現場の責任者から是非、専門家の方にこの被

害の現状を見て欲しいの言葉をいただき現地視察を

実施することとしました。 

余談ですが、この当時、仙台市南蒲生浄化センター

は下水処理機能ががほとんど失われ、簡易消毒のみ

での処理でした。浄化センター内の空き地にうず高

い大きなぼた山があり、浄化センターの所長さんが

そのぼた山を指さし、「このぼた山は仙台市民のう

んちの山です。」と言っていました。すなわち、当

時は浄化センターに流入する下水の沈殿汚泥も処理

できず、汚泥を場内に積み上げていました。その悪

臭は想像に難くなく作業に当たられた関係者には頭

が下がる思いでした。現地視察に参加した多くの学

会員は津波の大きさと被害の大きさに一様に驚いて

いました。 

 東日本大震災から2年半となりました。この間、土

木学会、地盤工学会等の多くの学会関係者が震災の

水環境への影響とその後の回復に向けての調査を

行ってきました。日本水環境学会においても「東日

本大震災対応タスクチーム」を立ちあげ、東北の被

災地の復興を支えるための調査活動等に取り組んで

きたところです。この間、私も水環境学会誌の編集

委員として震災関係の特集記事を企画し、水環境学

会誌2011年12月号では震災特集1「東日本大震災と水

環境」、2012年2月号では震災特集2「東日本大震災

による水環境へのインパクトと回復過程」を特に被

災地である東北にゆかりのある研究者ならびに技術

者の方に執筆をお願いしました。 

第47回日本水環境学会年会の開催は当初2013年3

月の予定でしたが、震災の影響を考慮し開催を1年延

期し、2014年3月に第48回日本水環境学会年会を東日

本大震災復興支援という位置付けも考慮し、東北大

学で満を持して開催します。この年会においても震

災特別講演、震災関連支部企画、震災関連セッショ

ンならびに被災地見学会が予定されています。 

さて、私は震災後2011年7月3-8日チェコ・プラハで

開催された5th WETPOL(International Symposium on 

Wetland Pollutant Dynamics and Control)に参加し

ました。この国際学会は人工湿地を用いた排水処理

に関する国際学会で私もこの分野の仕事を長年して

いることから毎回参加しています。震災直後の学会

ということもあり、知り合いの海外の研究者はもち

ろん宿泊したホテルの主人ならびにプラハ市民から

も心配や見舞いの言葉やら激励の言葉をいただきま

した。タイ・チェンマイ大学の先生の高校生のお嬢

さんは震災支援のT-シャツ作り、数人の仲間と募金

活動をして集まった募金を日本へ贈ったとのことで

した。先生のお嬢さんならびにタイの皆さまに心よ

りお礼を申し上げました。私の発表に先立って、多

くの国の方々の震災に対する支援の感謝を伝えまし

た。学会期間中、数人の海外の研究者から日本の沿

岸部の下水処理施設が津波により破壊されたが、排

水処理の復旧に人工湿地を用いる予定はないのかと

聞かれました。これは私も震災後の排水処理におけ

る新しい復興の姿として取り組んでいきたいテーマ

でした。この話については別の機会に報告したいと

思います。 

 

 

 

写真４ 津波で被災した蒲生地域 

蒲生干潟周辺の家屋は津波で土台を残して流出した

写真５ 破壊された下水処理場ポンプ室 

多くの方々に体験をつづって頂き、お伝え頂くことは、い

ま大事なことではないかと思います。是非多くの方にお寄

せ下さいます様おねがいします。今回、東北地方の同窓生

にお願いしましたが、他の地域の皆さんのあの日の体験も

お待ちしています。あの日の記憶を確かめ合い、共有し、

学び合いたいと思います。 
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理学部ホームページに「本日のおすすめ 研究紹介」と題し、

各教員の研究紹介を日替わりで４件、ランダム表示されます。

理学部広報情報室から 

 

 

これまでは「理学部広報情報室から」では, 理学部で行なわれてきた行事や活動を中心にお知らせしてきま

したが, 今回は, 趣向を変えてホームページに関係した話題を中心に書かせてもらいます。 

 

〇「信州で学ぶ」から「研究紹介」 

そして「理学部クエスト (仮称)」へ 

理学部同窓会からのご提案, そして援助により作

成しました理学部の研究紹介冊子「信州で学ぶ」で

すが, 研究内容を平易な言葉で, しかも２ページに

まとめた冊子は, 他に類を見ないもので, 高等学校

に配布するなどして活用してきました。しかしなが

ら, より広く理学部の研究内容を知ってもらうには, 

冊子の形態には限界があります。印刷に費用がかか

りますし, 配布にも手間と時間がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで, 昨年10月発行の同窓会報でも紹介させて

もらいましたように, 「信州で学ぶ」の原稿を全て

理学部のホームページで読めるようにしました。

 すると, マスコミや企業の方々から様々な問い合

わせをいただくようになりました。これは嬉しい驚

きでした。例えば, 事務には以下のような電話問い

合わせがありました: 

 「ナニコレ珍百景」制作のテレビ制作会社から, 

東城先生の原稿を見て, カゲロウについての問

い合わせ 

 テレビ朝日から, 斎藤先生の原稿を見て, ハワ

イ島キラウェア火山の溶岩流の温度測定の方法

についての問い合わせ 

 企業の方から, 三宅先生の原稿を見て, 浅間山

の地熱利用についての問い合わせ  

 中学あるいは高校の先生から, 竹下先生の原稿

「加速器はタイムマシンだ」の内容についての

問い合わせ 

これ以外にも様々な問い合わせが来ています。また

先生に直接連絡が行っている場合も多いようです。 

そして, これを更にパワーアップする企画が現在

進行中です。「研究紹介」をリニューアルし, 理学

部の魅力を探求するためのサイト「理学部クエスト 

(仮称)」として公開することを決定しました! 

 入口となるページを新設しデザインも完全に新

しく 

 スマートフォンやタブレット端末に対応 

 図や写真をよりよいものに 

 数式も綺麗に表示 

 原稿の中に隠れているキーワードや名言 (?)  

などをピックアップ 

 書籍やホームページなど関連した情報を追加 

などなど, 様々な改良を加えて11月下旬に公開予定

です。11月1日に予告のページを立ち上げる予定です。

この機会に, 是非理学部のホームページをご覧になっ

て下さい。 

 

理学部広報情報室では, 理学部ホームページのア

クセス解析も行なっていますが, 昨年度行なったと

きに気がついたのが, スマートフォンやタブレット

などのモバイル端末からのアクセスが急増している

ことでした。そこで, 現在作成中の「理学部クエス

ト (仮称)」でもモバイル端末に対応することにし, 来

年度理学部のホームページ本体もモバイル対応に改

訂する予定です。  

左：第1版2008年7月発行  右：第2版2010年9月発行
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〇 信州大学公式 Facebook ページ開設 

さて, モバイル端末と言えばソーシャル・ネット

ワーク (SNS) です。Twitter は東日本大震災の際に

情報伝達手段として大きく注目されました。また 

Facebook で昔の同級生と再び「繋がる」ようになっ

た同窓生の方も多いと思います。一方で, この夏に

は, アルバイト先などで悪ふざけをした写真を

TwitterやFacebookに投稿し「炎上」した事件が多発

しました。 

このように, 良い面と悪い面を持つソーシャル・

ネットワークですが, 信州大学でも公式Facebook

ページを開設したことが, 7月16日の全学の広報担当

者の会議で報告されました。URLは以下の通りです:  

https://www.facebook.com/Shinshu.Univ 
（Twitter については「炎上」の可能性が大きいので当面開

設しないようです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 理学部の様々な活動 

後に, 理学部で行なっている活動についていく

つか簡単に取り上げます。 

 毎年 8 月に行なっている行事として, オープン

キャンパスと信州自然誌科学館「自然シリーズ」

があります。オープンキャンパスは昨年同様 2

日間で 3 回開催し, 延べ 600 人弱の高校生を迎

えました。 

 

 

 

 

信州自然誌科学館「自然シリーズ」今年度は「自

然のちから」と題して，８月 3，4 日に理学部棟

にて行いました。講演会については，別途講演会

録をご覧下さい。 

 昨年度まで文科省の委託事業として実施してい

た「理数学生応援プロジェクト」ですが,文科省

の補助が終了した今年度も,学習意欲のある理学

部学生を応援中です。規模は縮小しましたが，

継続して行なっています。 

5 月 13 日には成果発表会を行い，また，10 月

7 日には後期からのプログラムについて、1 年生

を対象としたガイダンスを実施する予定です。 

 今年度から，学生からの意見や要望を聞き、学

部長と一緒に改善策を検討する「学部長オフィ

スアワー」を実施しています。これまでに既に 2

回実施しました。「バイクの駐輪場所について」

など日頃感じている身近な疑問や要望について

意見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 来年度、ＩＣカードを使って講義の出欠を管理

するシステムを導入予定です。長期欠席してい

る学生を把握して心の健康づくり対策や災害時

に建物内にいる学生や教職員の安否確認、大学

図書館の貸し出し機能、大学生協で使えるよう

に現在検討しているそうです。 

左図はヒッグス粒子を

発見した実験施設「ア

トラス」の約1/50模型。

研究室の学生や職員

が、説明書もなしで！

完成させました。現在、

C棟１階に展示中です。
（理学部卒業生からの 

「いいね！」クリックも

頂きました。） 

 

Facebookには，信州大

学に関する様々な話題

が掲載されていますの

で, 是非ご覧になって

下さい。 
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南海トラフの巨大地震と松本の地震災害 

           角野 由夫（地質科学科） 

 

駿河湾から四国沖に延びる海溝「南海トラフ」沿

いでマグニチュード(M)９級の巨大地震が発生した場

合の被害想定を、2013年3月、国の中央防災会議の有

識者会議が公表し、想定される死者が 大32万3千人、

経済被害が220兆円で国内総生産（GDP）の42％にも

およぶことが発表された。 

この「南海トラフ」沿いでは、過去100年から150

年ごとに巨大地震が発生しており、松本にも大きな

被害を度々もたらしている。松本城にある松本市立

博物館内の松本城の歴史年表には、松本に被害をも

たらした２つの地震が記述されている。 

1つ目の記述は、「宝永4年（1707年）松本大地震、

全壊178軒、半壊173軒を数える」。この地震は、松本

盆地で発生した直下型地震ではなく、江戸中期1707

年10月の駿河湾から四国沖に延びる南海トラフ沿い

で発生したマグニチュード（M）8.7の巨大地震であ

り、東海・東南海・南海道の地震が連動した巨大地

震である。この地震で、松本平の揺れは震度5～6に

なった。また、この地震発生の49日後に、富士山が

噴火し宝永火口をつくり、多量の火山灰が江戸に降

り注いだ。また、長野市では善光寺がこの年に、市

内の中心部から山側の地盤の良い現在の場所へと移

動した。 

２つ目の記述は、「嘉永７年（1854年）強い地震が

おこり、全壊52軒、半壊76軒、焼失91軒を数える」。

この地震も松本盆地で発生した直下型地震ではなく、

江戸末期1854年12月23日朝8時ごろ（旧暦・嘉永7年

（安政元年）11月4日）の安政の東海・東南海の巨大

地震である。なお、東海・東南海（M8.4）の地震発

生の32時間後に南海道の巨大地震（M8.4）が四国沖

に発生した。 初におきた東海沖の巨大地震により

甲府では町家の７割が全壊し、信州の松本や松代で

も被害が大きく、松代藩だけでも150戸あまりが全壊

した。松本の揺れも震度5～6になり、松本城の城内

二の丸の北側の石垣が20間（40ｍ）も崩壊し、松本

城下でも5人の死者がでた。甲府、諏訪、松本や松代

は異常震域と呼ばれ飛び地的に被害が大きくなって

しまうためである。この巨大地震が関東～近畿の諸

国に大きな被害をもたらしたため、地震発生の13日

後に元号が改められ、「安政」となった。この巨大地

震が世に言う「安政の東海地震」である。なお、こ

の年の春、旧暦3月3日には江戸幕府のもとアメリカ

大使ペリーと日米和親条約が結ばれ、日本の鎖国に

終止符がうたれた。 

このほか、松本市立博物館の歴史年表には載って

いないが、松本においては1791年７月（寛政3年）に、

マグニチュード（M）6.5～7.0の直下型地震が松本で

発生しており、「 松本城の塀（へい）・櫓（やぐら）・

石垣など崩れる。諸士居宅79ヶ所、在郷百姓家416、

土蔵316など崩れ、地震発生から4日後の暮れまでに

余震が79回。高山・甲府で有感。」との記録がのこっ

ている。この地震は、東日本大震災の年、2011年6月

30日朝8時過ぎに発生した松本の地震（M5.4とM5.1）

と同じタイプの地震で、震源の深さが数キロとごく

浅い直下型地震のため被害が局地的であり、そのた

め博物館の歴史年表には載っていないのかもしれな

い。 

以上述べたように、松本、長野、諏訪、甲府盆地

のように、盆地の場合は軟弱地盤と山脈が南北走る

という中部山岳地域の盆地特有の構造上、特に東海

地域から来る地震の波については波が盆地に入ると

増幅し地震の揺れが大きくなってしまう性質がある。

また、巨大地震は地震動の揺れが数分程度と長く続

き、その結果、被害が拡大してしまう。よって、2011

年に松本で発生した内陸直下型の地震はもちろんこ

と、今後発生が予想される「南海トラフ」沿いの巨

大地震についても十分に注意が必要であり、減災の

ための努力をおこなってほしい。 

後に、安政の東海地震による松本の被害は、松

本市中央図書館に所蔵してある松本市史などの郷土

誌に詳しく語られているので、その一部を紹介する。 

○ 安政元年11月4日（旧暦）に起こり、震源は東海

道沖であった。松本は強震でところどころ潰（つ

ぶ）れた家があり、中町・新小路あたりは特に多

く、新小路から出火した火は中町両側裏小路まで、

西は小池町から東は神明小路まで延焼し、また伊

勢町・博労町からも出火したが幸いに消し止めた。

圧死５人、燃失91軒、そのほか市内の潰家52、半

潰家76、罹災者には藩から米100石と金百両、炭千

俵をだして救助した。余震は翌春2月（旧暦）ごろ

まで止まらず、松本としては前代未聞の大震災で

あったが農村方面では被害はなかった。（東筑摩郡

松本誌・第１巻・自然より引用） 

○ 安政元年11月4日朝5ッ半時頃（朝8時ごろ）に松

本城下で大地震があり、城内二の丸の石垣が２０

間（４０ｍ）ほど崩れ、櫓（やぐら）は2ヶ所大破

し、武家屋敷も17ヶ所ほど潰れた。（松本大震災で

緊急派遣された3名の松代藩士の報告より、東筑摩

郡松本誌・第２巻・歴史（下）より引用）。 

○ 嘉永7年（1854）11月4日5ッ半時（午前8時）、松

本城下を地震が襲った。中町新小路下あたりへか

けて新小路両側をはじめ、南角から神明小路西南

角まで潰（つぶ）れ、新小路から失火、新小路・

一ツ橋の両小路を焼失し、中町裏小路を半分ほど

焼き、火は9ッ半時（午後1時ごろ）ようやく鎮静

した。この火事で数人の死者がでた。松本藩はこ

の日表家・裏家の区別なく、潰家・焼失家に1軒に

金1分・白米2俵・炭5俵あてを支給する救済措置を

とった。別の資料には、1軒につき白米14斗・金2

分・炭3俵支給したとある。11月9日は夜4ッ時（午

 同窓会が協賛している信州自然誌科学館「自然の力」

では、地質科学科の角野先生と全学教育機構の三澤先生

に講演をお願いしました。1番教室が満員になる盛況でし

た。講演の要旨を掲載します。 
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後10時）地震（東海地震の大きな余震）あり、夜9ッ

時博労町大火で西側17軒・東側20軒・長屋まであ

わせると70軒ほど焼失する被害であった。（松本市

史・第２巻・歴史編Ⅱより引用） 

○湯原（ゆのはら）村（現在の里山辺）の小林十三

郎は、暮れの肴類（さかなのたぐい）は、「ぶり14

掛（かける、倍）・きじ25掛、白米9斗、酒1升128

文」ですべて高値、この年を、「地震につき諸国一

統金銭に相（たがいに）つまり申候」と結んでい

る。（松本市史・第２巻・歴史編Ⅱより引用） 

   

 

 

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

巨大望遠鏡で挑む、遠方天体の多方向観測 

三澤 透（全学教育機構 物理） 

  

私たちが目にする宇宙の姿はほぼ例外なく平面的

です。天体があまりにも遠くにあるため、その姿を

右から見たり、左から見たりすることができないか

らです。しかし「重力レンズ効果」とよばれる現象

を利用すると、地球にいながらにして天体の異なる

角度の情報が得られる可能性があります。実際にす

ばる望遠鏡を用いて行われたそのような観測例とと

もに、観測天文学の将来について紹介したいと思い

ます。 

 

平面的にみえる宇宙 ～観測天文学の宿命～ 

私たちは普段、２つの目を使って身近な風景を立

体的にとらえています。右目と左目が見る映像が微

妙に異なるため、奥行きのある風景を観察すること

ができるからです。しかし、このいわゆる「立体視」

が効果を持つのは、観測対象が比較的近くにある場

合であり、例えば信大松本キャンパスから常念岳の

山頂を見ても立体的には見えません。ましてや宇宙

の遥か彼方に存在する天体については、その立体構

造を捉えることは常識的に考えて不可能です。天体

観測とは「立体視はあきらめ、平面的な情報を有効

に活用する」ことであり、それは今後もおそらく変

わらないでしょう。しかし私は天体観測の宿命とも

いえるこの問題に、以前からなんとなく違和感を持っ

ていました。 

 

わずかな可能性を求めて～クェーサーの分光観測～ 

 「クェーサー」とよばれる大変明るい天体が私た

ちの宇宙に存在しています。その正体は、数十億光

年以上も離れた場所にある銀河の中心領域であると

考えられています。銀河の中心には、太陽の100万～

10億倍ほどの質量をもつ巨大なブラックホールがあ

ると考えられており、周囲のガスが引き込まれる際

に光のエネルギーを放って輝いているというのが現 

在の解釈です（図１）。中には銀河全体の100倍以上

の光を放つものもあります。クェーサーは、遠く離

れた地球からも観測する事ができる、いわば宇宙の

灯台のような役割を果たしています。 

 
 

 クェーサーは現在までに10万個以上発見されてい

ますが、その中には目には見えないガスを周囲に放

出しているものがあると考えられています。一度引

き寄せたガスを再び放出するというのは変な感じが

しますが、クェーサーはあまりに明るく輝いている

ため、光のエネルギーをもらったガスが、今度は外

部に向かって加速されてしまうのです。このガス（放

出ガス）は、地球からは分光観測という方法で検出

することが可能です（図２）。クェーサーの光には様々

な色が含まれていますが、放出ガスは特定の色の光

だけを吸収するという性質を持っています。地球に

届いたクェーサーの光を分解して（このような観測

を分光観測と呼びます）、何色の光がどのように弱め

られているのかを調べれば、放出ガスの性質を調べ

ることができるのです。このいわば影絵の原理を使っ

た観測を利用すれば、放出ガスの立体構造を探るこ

とが出来るかもしれません。放出ガスは、ゆくゆく

は銀河全体に広がりその銀河の運命をも左右します。

天文学的にも重要なこの放出ガスを多方向観測から

捉えられないかと考えたのが、今から５年前の2008

年春のことでした。 

 
 

居ながらにして立体視 ～重力レンズ効果の威力～ 

大の難関は、どのようにして放出ガスを異なる

方向から観測するのかということです。宇宙は広大
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ですから、少しばかり動いたところで天体の見た目

は全く変わりません。仮に銀河系（直径約10万光年）

の端と端で遠方のクェーサーを見ても効果はほぼゼ

ロです。常識的な観測ではやはり遠方天体の立体視

など不可能なのです。そこで私は共同研究者ととも

に発想の転換をすることにしました。観測者である

自分たちが動けないのであれば、本来は別の方向に

進む予定であった光をこちらに引き寄せればよいの

ではないか、と考えたのです（図３）。 

 

 
 

実は、この無謀とも思える試みを可能にしてくれ

る「重力レンズ効果」という現象があります。宇宙

には銀河が数百から数千個あつまった「銀河団」と

呼ばれる構造があります。重い物体は周囲の空間を

歪ませることが知られていますが、銀河団の重さは

尋常ではないためその効果は極めて大きくなります。

もし銀河団の背後にクェーサーがあれば、その天体

から発せられた光は重力レンズの効果を受けて、地

球には複数個の光の点（レンズ像と呼びます）とし

て届けられるようになるのです（図４）。 

 

 
 

夢の実現！ ～100億光年かなたの天体を立体視～ 

 銀河団による重力レンズ効果を受けているクェー

サーは、過去に３つしか発見されていません（一方、

単独の銀河によって重力レンズ効果を受けている

クェーサーは100個程度見つかっています）。そのう

ちもっとも大きく光の進路が歪められているのは、

およそ100億光年かなたにあるSDSS J1029+2623（約

100億光年）というクェーサーです。この天体のレン

ズ像AとB（図４）を観測すべく、すばる望遠鏡（日

本がハワイ島マウナケア山に建設した、口径8.2メー

トルの望遠鏡）に観測提案書を提出しました（図５）。 

 

 
 

約３倍の競争を乗り越えて観測時間を確保したも

のの、2009年の観測は悪天候によりあえなく失敗し

ました。年周運動により、同じ天体を観測するため

には丸一年待たねばなりません。翌年、再び観測時

間を確保した私たちは遂に観測に成功しました。さ

らにその観測結果は驚くべきものでした。注意深く

解析を行ったところ、各レンズ像は異なる放出ガス

の情報を有していることが分かったのです（図６）。

つまり、地球にいながらにして100億光年かなたの天

体（正確にはクェーサーから噴き出す放出ガス）を

２つの方向から見ることに成功したのです*1。この結

果は論文にまとめられ、今年２月にアメリカ天文学

会の専門誌*2で発表されました。また記者発表*3によ

り、一般の方々にお知らせする機会にも恵まれまし

た。着想から丸５年を経て、ついに私たちの夢は叶っ

たのです。 

 
 

これからの観測天文学 ～TMT計画～ 

今回の観測では見かけの明るさが暗いレンズ像Cに

ついては全く観測できませんでした。また、重力レ
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ンズ効果を受けたクェーサーは他にもありますが、

これらすべてを観測するためには、すばる望遠鏡と

いえども莫大な観測時間が必要となってしまいほぼ

不可能です。望遠鏡にはそのサイズに見合った観測

テーマというものが自ずと決まってくるのです。し

かしあと10年ほど待てば、すべての重力レンズクェー

サーに対して今回と同様な観測が可能になるかもし

れません。その理由は、口径30メートルの次世代巨

大望遠鏡計画が、日・米・加・中・印による国際協

力の下で進められているからです。通称TMT（Thirty 

Meter Telescopeの略）計画*4は、順調に進めば来年

中に着工し、2022年には本格運用が開始されるかも

しれません（図７）。TMTが目指すサイエンスの中に

は、 遠方銀河の探査、地球型惑星の探査、暗黒物

質・暗黒エネルギーの解明、なども含まれており、

もしかすると今から十数年後の宇宙観は現在とは全

く異なったものになっているかもしれません。およ

そ400年前にガリレオによって拓かれた観測天文学は、

現在も進化し続けているのです。 

 

 
 

*1: 放出ガスが時間変動している場合も今回の観測

結果を説明できてしまいます。これについては今

後の追観測で検証する予定です。 

*2: “Spectroscopy along Multiple, Lensed Sight 

Lines through Outflowing Winds in the Quasar 

SDSS J1029+2623”, Misawa, T., Inada, N．，Ohsuga, 

K., Gandhi, P.,Takahashi, R., Oguri, M. 2013, 

The Astronomical Journal, 145, 48 

*3: 以下のサイトをご覧ください 

国立天文台  

(http://www.nao.ac.jp/news/science/2013/ 

20130219-subaru.html) 

すばる望遠鏡 

(http://www.naoj.org/Pressrelease/2013/ 

02/18/j_index.html) 

*4: 以下のサイトをご覧ください 

国立天文台TMT推進室  

（http://tmt。Mtk.nao.ac.jp/index-j.html) 

 

 

――――――― 同窓生だより ――――――― 

科学捜査の適用範囲の拡大に向けて 

            髙橋 史樹(01S 化学) 

 

現在、私は長野県警の科学捜査研究所(科捜研)の

化学研究室に勤務しております。地元・信州大学で

恩師・先輩・同期生・後輩の皆とともに勉学に励み(同

じくらい/それ以上に遊びにも励みましたが…)、博

士号を取得させていただいた際には、出身が県内で

あった事を考えると、長い期間を長野で学ばせても

らったものだと、感慨深いところでした。そう感じ

ていた中で、さらに長野県内の現在の職場に勤める

ことになった時には、恩師の先生に度々教えて戴い

た「縁」の大切さを改めて実感するとともに、その

不思議さを感じております。その心境の中、お世話

になった理学部同窓会報への執筆依頼を戴き、大変

光栄に感じているところです。しかし普段の職務な

どにおける文書作成はほとんど鑑定書の作成といっ

た類のものであり、このようなエッセイを執筆する

のは初めてに近い状況です。そのため、比較的書き

やすい日々の研究所生活について叙述させて戴きた

いと思います。 

さて、存分に楽しませていただいた信州大学での

学生生活が終わり、いざ拝命を受けて科捜研に入所

したところ、研究所にはGC(-MS)、LC-MS/MS、FT-IR、

電子顕微鏡･･･などの分析機器が鎮座しておりまし

た。電気化学を専攻していた私にとってはほとんど

全てが未体験のものであり、内心では“何だここは?”

と少々腰が引けたのを覚えております。しかし、県

下の鑑定物を一手に引き受ける鑑定人であり、また

一流の研究者でもある諸先輩に、時に厳しくも、真

剣な指導を戴き、いまだ未熟ですが日々の鑑定・検

査に励んでいる毎日です。それでも何とか、毎日運

ばれてくる鑑定物を微力ながら責任を持って処理し

ていくにつれて、教科書の中のものであった分析機

器に、実際に触れ・使うことに慣れてまいりました。  

このことは基礎的原理の理解に基づき、更に発展・

応用する、いわゆる理学部で学ばせて戴いた生活が

いかに重要であったかを改めて実感している次第で

す。そして、その学んだことを生かすために同時に

新しい鑑定法の確立を目的に研究も行っております。 

日々、事件・事故の現場にて一線の警察官の方々

が必死で採取し、研究所に運ばれてくる鑑定物は多

岐に亘っておりますが、近年では特に薬物や毒物が

関わる事案が増加しております。その鑑定には、血

液や尿などが主に生体資料として用いられておりま

すが、状況によってはそれらの資料が極めて微量、

またはそもそも残っていない場合があります。その

ため、あらゆる状況に対応できるように、代替資料

からの化学種の検出法の開発が求められており、毛

髪が検査資料として広く用いられています。対して、

同様の生体資料である爪は、比較的硬質であり、爪

の溶解などの前処理に数日単位で要するため、迅速
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な検査が要求される薬物検査の対象物としては殆ど

利用されておりません。客観的な証拠の重要性が認

識されつつある中、さらに、僅かでも資料を手に戻

してほしいという被害者・遺族心情を鑑みて、爪を

返却できる形での検査方法の開発に取り組んでおり

ました。そこで今回、高周波加熱抽出法と呼ばれる

方法を薬物抽出に適用したところ、長時間を要して

いた前処理時間を30分程度に低減することができ、

また資料自体が形として残る非破壊の検査が可能な

方法としての利用が期待できました。 

この高周波加熱抽出法は、種々の材料中に含まれ

る添加剤分析など、主に高分子分析に用いられてき

た方法です。理学部の研究室時代に、「教科書の内

容は忘れても見直せばいい。忘れて・覚え直す。そ

れを繰り返すことで自分のものとして、研究に発展

させてゆけばよい。」との恩師の言葉から、職場の

皆と共に発展させ、従来の高分子分析領域から生体

資料への適用に展開できたと感じております。分析

機器という大きなおもちゃ(･･･・)に囲まれた楽しい

環境で、唯一無二の鑑定物を前に、緊張しながらの

鑑定業務が日々続いておりますが、理学部で学ばせ

ていただいた貴重な経験を発展させ、今後も科学捜

査の適用範囲の拡大に寄与していけるよう誓って、

筆を置かせていただきます。今後とも、皆様のご指

導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

「組み木」のたのしさを皆さんに 

－展示場と工房のご案内－ 

 

 数学科の池田憲一郎さん（3S）が「組み木」の展

示の場と工房を昨年オープンされました。「小黒三郎

組み木館ズートピア信

州」といい、熊本の

「ズートピア」の姉妹

館として開館しました。 

 中学で数学を教え

ていた池田さんですが、

松本の(現)寿養護学

校に勤めていた３０年

前「子供たちが楽しく

遊べるものは」と探し

て出合ったのが「組み

木」でした。「組み木」

とは一枚の板を切り抜

き、はめ絵のように工作したものです。 

 展示室に並んだ作品は、５００点以上あります。

２羽のうさぎがハートをもっているもの、ぞうやぶ

たの親子の組み合わせから、同じ面積の色々な形の

木片を、うまく組むと長方形の箱におさまったりす

るもの、立方体になったりするものなど、ちょっと

不思議なものまで様々あります。 

 また、工房には、いくつもの電動のこぎりも用意

され、作品をつくることもできます。一つ一つ段階

をふんで、作品に挑戦していくのは、楽しい作業で

す。 

 

 池田宅は江戸時代からの「古民家」で、そのいく

つかの部屋が全体として展示室になっています。高

い天井のいろりのある部屋に座り、その趣を楽しみ、

いっぱい並ぶ展示品をゆっくり眺めるのは、ちょっ

と日常を離れたうれしい気持ちになります。 

 

 広い庭の散策路に置かれた作品を「ここにもある」

とみつけながら、味わうものも、すてきな思い出と

なるでしょう。 

 

 池田さんは学生時代から、面倒見の良いやさしい

人柄で知られていました。また、勉強もよくなさっ

た真面目な人で、友人の質問にも、ていねいに答え

ていたのが印象的でした。今も変わらず、来館した

人に接し、初心者にわかりやすく手ほどきをしてお

られます。「池田君らしいなぁ」と誰もが思うのです。 

同窓生の皆さん、お子さん、お孫さん、と一度訪れ

てはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文責：森 淳） 

 

（メモ）小黒三郎組み木館 
〒383-0062 長野県中野市笠原310 
TEL。 0269-22-6922 
H.P. http://zootopia.jp/ 
ﾒｰﾙ info@zootopia.jp 
開館日 金、土、日 10:00～16:00 
入館料 大人200円 小中学生 100円 

      未就学児 無料 
工房実習 教材費など（840～2700円） 
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――――― 本の紹介１――――――  

今年の春に修士課程を修了した楠目 晴花（07S 生

物）さんが2013年6月に研究内容の一部をわかりやす

い絵本「まる

はなばちのス

トロー」にし

て出版しまし

た。ペンネー

ムは「くるめ

はる」さんで

す。絵はパス

テルアート認

定講師である

人文学部の卒

業生（楠目さ

んのご友人）

が手掛けてい

ます。 

絵本に関する

お問い合わせ

は、 

 

https://sites.google.com/site/maruhana13straw8739/ に

お願いいたします。 

 

くるめはるさんのお話 

【絵本の目的】生きものの「進化」っておもしろい！

虫たちは効率よく食べ物を得て、植物は効率よく花

粉を運んでもらうために様々な進化を遂げてきまし

た。生きものの「形」「色」「大きさ」などは、一見

「ただの個性」に思えても、実は重要な意味をもっ

ていることが多いのです。その一例として、この絵

本ではマルハナバチのもっているストローの長さが

違うことの意味をわかりやすく説明しました。自然

の中には、世に知られていない面白い現象がたくさ

んあります。自然に興味をもつきっかけとしてこの

絵本が役立ってくれたらうれしいです。 

 

【あらすじ】主人公はヒメマルハナバチのヒメール。

マルハナバチには、他にもナガマルハナバチ、トラ

マルハナバチ、オオマルハナバチ、コマルハナバチ

などがいます。花の蜜を吸うためにもっているスト

ローは種類ごとに長さが違います。キバナノヤマオ

ダマキやツリフネソウの花は、ヒメールの持ってい

るストローでは蜜があるところまで届きません。し

かし、とても長いストローを持っているナガマルハ

ナバチは余裕で蜜を吸うことができます。ヒメール

は自分のストローが短いことを嘆きますが、種類ご

とにストローの長さにバリエーションがあることの

意味を知ります。 後のページには、楽しく学べる

解説も載せています。 

実在する昆虫と植物をモデルに、『生き物どうしの

共存』をテーマにして、子どもから大人まで楽しめ

る絵本を目指しました。 

 

――――― 本の紹介２ ―――――― 

「見えない脅威"国内外来魚"－どう守る地域の生物

多様性」（編者日本魚類学会自然保護委員会編）が7

月に東海大学出版会より出版されました。 

通称「国内外来魚本」です。 

 

今までに、琵琶湖産コアユの国内移植に伴って、

オイカワが全国に広がってきた事が知られています。

また、どこにでもいるコイが湖沼生態系に与える影

響や、ペットとして飼われているヒメダカの影響等

について、真の生物多様性保全とは何かを考える内

容となっています。 

この本の第4章には、生物学科卒業生の小西繭（94S）

さんと高田啓介先生が「シナイモツゴからモツゴへ

─非対称な交雑と種の置き換わり」を執筆されてい

ます。 

詳しい内容のお問い合わせは小西さん 

mkonishi@shinshu-u.ac.jp  まで  

 

 

新しい宿の紹介 

今年4月、粟谷さと子さん（生物院卒）が運営に参

加しているゲストハウスが、北深志にできました。

ドミトリーで１泊2750円です。 

 
詳しくは http://candela.jyoukamachi.com/ 

 をごらん下さい。 
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―――― 学科同窓会の活動 ――――― 

第11回松本化学学士会総会報告 

7月27日（土）松本キャンパスにて第11回松本化学学

士会総会・懇親会を開催しました。今年の当番幹事は理

学部第6回卒の古村 功さんで、参加者は30名でした。

総会では、活動報告・会計報告、活動案・予算案に関す

る審議のほか、今後の化学科同窓会の事業のあり方な

どについて意見交換を行いました。記念講演会では、

13Sの蟻川幸彦さん（長野県工業技術総合センター）に

「長野県の発酵食品と微生物」の演題で、長野県におけ

る清酒酵母の育種についてお話しを聞かせていただき

ました。懇親会では、他ではなかなか味わうことのできな

い大変貴重な日本酒の差し入れを蟻川さんからいただ

き、参加された皆様も大変喜ばれていました。次回の総

会は、7S卒業生の当番幹事で平成26年7月26日（土）に

開催の予定です。来年も是非多くの皆様がご参加くださ

いますようお願いいたします。 

 

信州大学 生物同窓会総会報告 

生物同窓会事務局 

 平成24年6月30日、信州大学理学部にて第５回生物

同窓会総会が開催されました平成24年度の活動報告

および会計報告、また平成25年度の事業計画案およ

び予算案が審議され、すべてが暖かい拍手のもと承

認されました。今後の活動内容として、(1)会員名簿

の充実、(2)ホームページへの寄稿の促進、(3)学生

の研究奨励、（4）学生および既卒者への就労支援活

動などが承認されました。 

 本総会では、2012年度 生物同窓会特別賞の受賞者

である久米あずささんに修士論文の研究発表「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」をして頂きました。 

 本総会において前任の木下哲雄会長が御勇退され、

その後任として平林公男教授（信州大学繊維学部）

が会長に選任されました。今後とも、生物同窓会に

暖かなご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。ご意見、住所変更などございましたら、

〒390-8621 松本市旭 3-1-1 

 信州大学理学部北支援室 生物同窓会事務局宛、ま

たは email: shinshu.bio@gmail.com までお気軽に

ご連絡下さい。 

 

 

生物同窓会より 

 11月2日（土）の13時よりセミナーを予定していま

す。詳細はホームページでご確認下さい。 

 

数学同窓会より 

総会に関してのご連絡 

数学同窓会の第５回総会を11月2日（土）の13時15

分からＡ棟４階のセミナー室で行います。また、15

時30分より講演、集い等も計画されています。それ

らのお知らせと、出欠確認のはがきを同封しました。

是非ご返送下さい。 

 

 

平成25年度物質循環学科同窓会総会開催のご案内 

 

平成25年度同窓会総会を開催します。 

会員、役員、教員の皆様は是非ご参加くださいま

すようお願い申し上げます。 

日時 平成25年11月2日 (土) 13:00～ 

場所 理学部講義棟3階9番講義室（予定） 

内容 同窓会活動進捗報告 

（名簿・HP管理、今後の活動について等） 

    会計報告 

    役員会人事について 

    その他 

ご質問、お問合せ等ございましたら、 

物質循環学科同窓会のメール 

 dousoukai_butsujyun@hotmail.com 

まで ご連絡ください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
今年の夏もまた暑い日が続きました。 

９月に入って大雨が続き、台風も縦断しました。被

災された方もおられると思います。後片付け・修復

は大変です。是非お身体に気をつけられますよう。 
今回２２号は別冊形式になりました。特集記事と

して懐かしい先生方の寄稿、もう一つは、東北地方

にお住まいの同窓生の寄稿です。どちらも、読む私

たちが考えさせられ励まされる内容です。 
「私の学生時代」「社会に出て」「今…を考える」

など、皆さんの声をお寄せ下さい。互いに励まし合

う事が大事な時代ではと思います。(も) 

理学部同窓会総会（11月2日）の前後の時刻に3つの科

の同窓会が総会などを予定しています。 

なかなか忙しい一日になるかもしれませんが、元気なお

姿をお見せ下さい。 

旧交を温めると共に世帯を越えた親交を深めて頂けれ

ばと思います。また、この機会にクラス会を準備頂いた

り、サークルの仲間との語らいの時間をお考えになられ

てはいかがでしょう。 

 午前中から午後1時半頃まで Ｃ棟2階大会議室をお使

い頂けます。 


