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 信州大学理学部卒業生・大学院理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。松本キャンパスで有意義な学生生活を過ごされた

ことと思います。理学部や研究科において自然科学を学び、

そこで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。信州の豊か

な自然と歴史的文化に恵まれた松本の地で、自然科学の神髄

に触れ、楽しく充実した学生生活を送られることを期待して

います。 

 理学分野の学部及び研究科においては、自然科学、特に数

学及び理科の各分野の基本原理の理解と基礎的専門知識の修

得及びそれらから得た論理的思考力と問題解決能力を身につ

けた人材を育成しています。すなわち、数学分野では、人が

頭の中で考えた量・構造・空間・変化等の概念を対象として、

いくつかの公理から演繹的推論により得られる定理からなる

体系を構築する一連のプロセスにより問題解決能力を養いま

す。一方、数学以外の自然科学分野では自然現象を対象とし

て、「自然現象の観察・測定」→「観察・測定から得た知識

に基づく仮説・モデル（法則）の立案」→「実験による仮説・

モデル（法則）の検証」→「仮説・モデル（法則）を用いて

他の現象・問題の解決」という一連のプロセスにより問題解

決能力を養うことを教育目標としています。３年前には東日

本大震災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ことに対する我々

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・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。 

 お陰さまで平成２４年４月１日に発足した「理工学系研究

科」から 初の修了生を送り出すことができました。理工学

系研究科と名称を変更できました機会に、グリーンサイエン

ス（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。 

 文部科学省は来年度までを「大学改革実行プラン」の加速

期間と位置付けています。これを受けて本学も学部のミッショ

ン再定義に引き続き、実行ある大学改革が も喫緊の課題で

す。このため本学でも４月から教育組織と教員組織を分離し

教育・研究の充実を図ることになりました。これからは、理

学部の学生さんの受講する授業に対しても理学部以外の部局

に所属する教員がより積極的に関われる様になります。実質

的に教育スタッフが充実しますので、学生さんにとっては学

習の選択肢が増えることになります。新入生のみなさんは、

自ら自分に合ったオーダーメイドの学習計画を立て積極的に

勉学に励んで下さい。 

 大学院においては、学士・修士課程の６年一貫教育として

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。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。また、

現在、タイのチュラロンコン大学等との協定締結もすすめて

ています。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、リー

ディング大学院事業も平成２５年度からの学内版に加えて本

年４月から文科省採択のプログラムを実施しています。学生・

院生には積極的な参加を期待しています。 

 恒例となりましたが、本会誌の 後のページに卒業研究、

修士論文および博士論文の研究課題の一覧が記載されていま

す。是非ご一読いただき、後輩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（自然のシリーズ）」を夏期

休暇中の8月9日（土）、10日（日）に開催する予定です。ま

た、一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）も常時来館歓迎です。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

信州大学理学部同窓会報 

信  州  大  学  理  学  部  同  窓  会

発 行 日  平成  2 6  年 2 月 2 8 日

発 行 責 任 者  森    淳

松 本 市 旭 3 - 1 - 1  信 州 大 学 理 学 部 内

e - m a i l  ：  r i g a k u d o u @ s h i n s h u - u . a c . j p

会報23号

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（４Ｓ） 



 2

えて東日本大震災と原発事故のため厳しく、一昨年末の政権

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。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。よろしくお願い申し上げま

す。 

 後になりますが、お陰さまで２期６年間の理学部長職も

任期満了となり、この３月で卒業させていただくことになり

ました。この場をお借りし、心より御礼申し上げます。有り

難うございました。 

 新年度からは尾関寿美男新学部長のもと、理学部はさらに

充実発展していくものと期待しています。今後とも同窓会会

員の皆様方には後輩と母校を温かい目で見守っていただき、

さらなるご支援・ご指導をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

理学部の現状と改革への取組み           尾関  寿美男 

 

理学部はここ約20年「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学科体制を維持してい

ます。基盤的領域を大切にしつつ、少ない人数の中で学

際領域の教育研究も提供して、社会への責務を果たして

きています。「新入生ゼミナール」では、大学生活を俯

瞰し、生活や勉学の自立への道筋をつけると同時に、１

年次から始まる専門科目の教育内容について理解し、４

年間で達成すべき学力、人格、社会性を見据えた計画を

自ら課する練習をします。このような指導は、大学生活

に馴染めず、目標を失う学生が増え、時には精神的な問

題を抱えるケースもあることから、ますます重要になっ

ています。一方で、志を高く掲げる、才能ある学生に目

を向ける必要も増しており、アドバンス科目を開講した

り、大学院科目の「先取り履修制度」も用意しました。

なによりも学問への憧れは自発的で、情熱的であるはず

なので、「自主ゼミ」や疑問をぶつけあう「サイエンス

ラウンジ」が相応しく、今後の大きな展開を期待してお

ります。 

文科省の施策が矢継ぎ早に出され、大学はその対応に

追われています。昨年６月の文科省の「国立大学改革プ

ラン」やその中での大学のミッションの再定義などが行

われ、大学の機能の峻別へ踏み出しました。信州大学理

学部のミッションの再定義は進行中です。いずれにして

も、大学関連の国の種々の施策に対応しなければ財政支

援が得られにくくなっており、必然的に改革の波にのま

れてきています。中央教育審議会は昨年８月に「新たな

未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」をまと

め、学生の主体的学修や学位プログラムに基づく問題解

決能力を目指す学士課程への質的転換を打ち出していま

す。信州大学はこれらに対応するための改革方針を示し、

教育組織（大学院）、研究組織、教員組織に対してそれ

ぞれ総合学術研究科、先鋭領域融合研究群、学術研究院

構想を打ち出して、文科省との交渉に入っています。理

学部は武田学部長の下で、学士課程改革を中心にこの数

年改革案を練ってきていますが、ここにきて大学の改革

構想との整合性をとりつつ、大詰めの素案作りに邁進し

ています。基礎を大切にする現６学科体制をベースに２

学科（数学科と理学科）７コース制へ再編する案が有力

です。この改組によって、上述した多様な学生がその可

能性を伸ばし、社会で活躍できる素地を養えるようにし

なければなければなりません。そのため、卒業のための

現在のプログラムの他に、新たにアドバンスおよび学際

プログラムを設定して多様な人材に「学位の質保証」を

与えます。やがてそれらの学生が社会で活躍し、理学部

の目指す教育にふさわしい人材を集め、さらに高度で幅

広い科学的素養と技術を備えた人材を輩出する好循環に

つながるはずです。 

理学部同窓会には多大な支援をいただいてきており、

各学科の同窓会も含めますと、その財政的・人的支援は

かけがえのないものとなっており、感謝申し上げており

ます。たとえば、入試や情報発信に関しては「信州で学

ぶ」の発刊・改訂費、社会貢献事業に関しては公開イベ

ント「自然シリーズ」への出展や運営費、学生のキャリ

アーアップ関連の講演や情報提供などで支援していただ

き、これらは大学では手当てしにくい支援ばかりです。

もう一つ、同窓会ならではの強力な支援があります。そ

れは、同窓会の方々の活躍ぶりを発信していただくこと

です。在学生の意識は高まり、本学部への志望は熱望へ

と変貌すると期待されます。改組を待つまでもなく、上

述の好循環を生み出すことが期待されます。理学部同窓

会にはますます発展していただいて、理学部との連携の

中でますますのご支援を賜れば幸いに存じます。 

 

尾関 寿美男先生（化学科）は本年4月より理学部長に就任されます。ご挨拶をいただきました。 
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 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。 

平成 25 年は、日経グローカル誌による「全国大学の

地域貢献度ランキング」２年連続１位の獲得や、「革新

的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」中核

拠点への採択、「博士課程教育リーディングプログラム」

への採択及び「地（知）の拠点整備事業」への採択等、

本学が教育、研究、地域貢献の面で高い評価を受けた年

となりました。 

理学部に関連して言えば、ノーベル物理学賞を受賞し

た「ヒッグス粒子の発見」を市民の皆様にも分かりやす

くご紹介した「サイエンスポッド信州 2013」を開催（自

然科学館が共催）したほか、東アジアにおける山岳地域

の文化に関する研究の推進を目的として海外研究者を招

いて開催した「東アジア山岳文化研究会」（山岳科学総

合研究所が主催）等、本学の特色を活かした活動が目立

ちました。 

 

さて、高等教育を巡る動きを見ますと、平成 24 年６

月の「大学改革実行プラン」、平成 25年 11 月の「国立

大学改革プラン」が示すように、グローバル化と少子高

齢化の進展、新興国の台頭等による競争の激化等、急激

な社会経済状況の変化へ対応するため、抜本的な改革が

大学に求められています。 

「国立大学改革プラン」においては、「大学の強み・

特色を 大限に生かし、自ら改善・発展する仕組みを構

築することにより、持続的な競争力を持ち、高い付加価

値を生み出す」ため次の5つの方策が求められています。 

1.社会の変化に対応できる教育研究組織づくり 

2.国際水準の教育研究の展開、積極的な留学生支援 

3.大学発ベンチャー支援、理工系人材の戦略的育成 

4.人事・給与システムの弾力化 

5.ガバナンス機能の強化 

 

これに対し本学では、平成 24 年６月に設置した大学

改革推進会議及びその下に設置した各ＷＴにおいて検討

を進め、着実に改革を進展させてきました。本学の教育

研究改革・組織改革である信大改革は、持続可能な社会

の構築の課題の解決にグローバルに力を発揮できる高度

専門的な人材を育成することを目指すもので、大きくは

「先鋭領域融合研究群構想」、「大学院課程の整備」、

「学士課程教育の整備」そして「学術研究院構想」の４

点となります。 

１．先鋭領域融合研究群構想 

 カーボン科学、環境・エネルギー材料科学、ファ

イバー工学、山岳科学、バイオメディカルの研究

領域に資源を集中させ、研究を先鋭・高度化。各

領域の融合による新たな研究領域の創出 

 国内外から優秀な教育・研究者を配置し、高度な

教育研究を展開。外国人研究者との接触により学

生のグローバル化を推進 

  

２．大学院課程の整備 

 文理融合分野の設置を目指した総合工学系研究科

（博士課程）の再編成 

 修士課程教育充実のための各研究科の見直し 

 リーディング大学院の特別コース設置（修士・博

士５年一貫の教育体系（プログラム）の構築） 

  

３．学士課程教育の整備 

 学生の主体的な学修をはじめとする、大学生とし

ての基礎力を身に付けるための初年次教育・共通

教育改革 

 知の学び（リベラル・アーツ）と人間力の育成を

目指した特色ある共通教育カリキュラムの構築 

 学部・学科（学系・課程）の再編 

 学位プログラム導入によるプログラム重視の教育

の実現 

 学年暦の見直し等 

 

４．学術研究院構想 

 教員組織として「学術研究院」を設置し、人事の

円滑化（流動性確保・戦略的人事）、研究推進の

高度化、研究予算の戦略化・効率化を目指した体

制を構築 

 教員は専門分野に応じていずれかの学系に所属。

かつ、教育研究組織等における教育・研究・診療・

運営には適任の担当が割り当てられる。これによ

り、柔軟かつスピーディな教育・研究体制の編成

が可能となり、高度な教育研究を推進できる。 

 

このうち、先鋭領域融合研究群については平成 26 年

３月１日、学術研究院については平成 26 年４月１日に

設置の予定です（平成 26 年２月現在）。 
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後に、信州大学校友会及び「知の森基金」について

ご説明します。 

まず、信州大学校友会とは、各学部同窓会のほか、在

学生、保護者や教職員、さらには本学にゆかりのある方々

が「校友」として交流し、それにより構築されたネット

ワークを活用していただく場となる組織です。事業内容

としては、 

1.SNS、名簿管理システム等を活用した人的ネットワー

クの構築 

2.校友間の交流促進を目的とした各種事業の実施 

3.メールマガジン等による大学情報の発信、校友会員

へのサービス提供 

等を予定しており、設立に向けて準備を進めています。

この校友会を通じて校友同士の交流や大学との連携が促

進されることによって、校友及び大学が活性化すること

が期待されます。 

 

次に信州大学「知の森」基金ですが、これは信大改革

を加速する、信州「知の森」の構築に向けた取組みをさ

らに充実・発展させることを目的とする基金です。教育・

研究の充実や学生等に対する修学支援、国際交流・留学

生支援等を中心とした一般基金と、特定の事業（記念事

業等）の支援のための特定基金の２種類があります。一

般基金では、本学を卒業する学生の 10％が海外体験を

持てるよう、日本人学生の派遣や留学生の受入れを支援

する「グローバル人材育成事業（案）」や、学業成績優

秀な入学希望者や学部学生へ修学、生活支援を目的とし

た奨学金を給付する「奨学金事業（案）」等を検討して

います。グローバル化の進展、急激な少子高齢化等、大

学を取り巻く環境変化に対応するためにも、この「知の

森」基金を通じて、より多くの皆様に本学を応援してい

ただきたいと考えています。 

 

以上の通り、本学が国立大学に求められる役割を果た

し、信大改革を確実に実現していくため、教職員一丸と

なって日々取り組んでおります。信州大学理学部同窓会

の皆様にも、一層のご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

会  長  挨  拶                        森  淳 

 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。信州

の豊かな自然は自然科学を学ぶものにとって、その学び

の土台を厚くしてくれると信じています。様々な方法で

自然の中にわけ入ってみて下さい。皆さんが一年間学ぶ

全学教育は、全学部生が集い幅広い人間関係、多様なも

のの見方・考え方について学ぶ事のできる良い機会です。

是非数多くの人との友情を培って下さい。 

 

卒業生・修了生の皆さん、おめでとうございます。信

州大学で学んだ学問・科学・技術と学びの方法論は、皆

さんの今後の歩みの基礎として大きな役割を果たすもの

と考えます。そして、場を得て積み上げていく成果は人

間の社会の豊かな成熟に結びついていきます。皆さんの

今後の活躍を心から願っています。 

 

「住みたくなる県ランキング」というのがあります。40

くらいの項目で評価するのだそうです。北陸から山陰の

日本海に面した地方が上位に並びますが、内陸部では長

野県が入っています。長野県は長寿日本一との事です。

減塩が中心の食生活の改善によるものと言われますが、

それをやり遂げる力は何なのか、単なる広報だけでは、

こうした毎日の粘り強い取り組みは出来ません。何でも

すぐ手に入る便利な大都市でない所で、なにを持って人

は「いいなあ」とおもい、生活を豊かにする「取り組み」

に参加していくのか、と考えさせられます。 

 世界のあちこちで、国民総生産よりも国民総幸福と言

う事が言われています。幸福という主観的な評価の土台

は何か、客観的な指標は何かが問題になりますが、ブー

タン政府は「公正・公平な社会経済」「文化的精神的遺

産の保存」「環境保全」「良い統治」とまとめています。

そして、衣食住・安全な水・教養・人間の安全と尊厳を

あげ、「幸福の技術として人間の歴史的な経験・知恵」

「現代技術を用いる力」が大事だとしています。こう言

われると「住みたくなる県」は思い当たるものを持って

いると思います。こうした地域の一つである松本での青

春時代は、得難い時なのだと改めて思います。 

 

 世界は矛盾に満ちていて、貧富の差が拡大し「世界の

1％の人が世界の富の半分を握っている」とか、「わず

か85人が人口の下位半分の35億人分と同じ富を持ってい

る」などびっくりする報告も伝えられています。1％の

人間が99％の人間から、どういうルートで富を吸い上げ

ているのか全貌はなかなか見えないのですが、都合の良

いルールを作らせ､表向き合法的に集めつくすのでしょ

う。 

 しかし、確実に人類は前進していると思います。科学・

技術の発展は驚くほど急速に進んでいます。また、世界

中のどの地域もそれぞれに発展していきます。まだ、水・
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食料・トイレなど基本的なものさえ不便な人も少なくあ

りませんが、世界の心ある人々の活動、良心的な企業の

取り組み、NGOなどの民間団体の努力もあって、数十年

前に比べても格段に改善されていると言う報告もありま

す。新しい問題や矛盾、こうした取り組みを利用するも

のもいたり、型を変えての収奪もありますが、この間の

経験・蓄積もあって克服の展望も見えているように思い

ます。 

 今年に入って1月29日、中南米のすべての独立33ヶ国

が入っている中南米カリブ海共同体は、その全域を「平

和地帯」とする宣言文書を採択しました。この共同体は

主権の平等、武力の不行使、連帯と互いの補完などを確

認して2010年に設立されました。3年間の密度の濃い交

流と準備で貧困・飢餓などに立ち向かうため持続可能な

開発と経済政策の強化などを共同で追求する事を確認

し､同時に「平和地帯」を宣言したのです。メキシコか

ら南全部というのですから、壮大な展望を持つ取り組み

です 

 1984年ベトナム・カンボジアなどが入って、それ以前

の反共連合から地域共同体として10ヶ国で再編成された

アセアンは驚くような頻度の集まり・交流のつみかさね

で、10ヶ国を中心に幾重にも様々な規模の国の集りを

作ってきました。一番大きな枠組みのTCA(東南アジア友

好協力条約)には、57ヵ国も参加していると言います。

1955年のバンドン会議での「平和10原則」を基本に置き、

頻繁に顔をつきあわせて信頼を築くと言う歩みがあり、

このアジアの地域共同体の拡がりがあって、中南米での

取り組みも成功したのだと思います。 

 世界の軍隊を持たない非武装の国は27ヵ国あると言い

ますが、いずれも洋上の島々の国か大国にはさまれた小

国です。そこは戦争が起きれば前進基地にされたり、軍

隊の通過のため占領されたりする危険がつきまとってい

ました。アセアンと中南米の平和と友情の大きな地歩は

それらの小国の安全をより確かなものにすると思います。

世界は今後も強大国のわがままな政策に翻弄されことも

あるでしょうが、全体として平和・不戦の方向へと急速

に進んでいるのだと思います。 

 

 今年に入って、2月1日東電は福島第一原発の5・6号機

を廃炉にすると発表しました。誰もが廃炉を当然の事と

して願い、政府からも要請が出されていたにもかかわら

ず引き延ばし「やっと」という感じです。会社の経理上

の都合と言われていますが、東電という会社組織がなに

を優先させているかがよくわかる例に見えます。 

 2月6日観測用井戸で採取した水でストロンチウム90

が500万ベクレル/Lを検出したと発表しました。これは

過去 高値とのことですがこの水は、昨年7月5日の物で

半年以上もたっての発表です。 

 計測器不備が10月に判明したという説明ですが、10

月からでも4ヶ月たっています。しかもベータ線全体で

は1000万ベクレル/Lの可能性もあったとのことです。と

いうことは、少なくとも7～9月分は間違っているという

ことです。それ以前の観測結果も不安です。採取地点は

海から25mのところとの事で高濃度の放射能汚染水が繰

り返し満干潮の流れで流出し続けている可能性も限りな

く強いと思われますがどうなのでしょう。 

 東電の測定能力・機器の管理能力の相当の劣化が危惧

されます。おそらく現場は疲れ切って手も頭も廻らない

のではと思います。東電本社ビルの上層階にいる者は指

示だけ出して「私どもは打つべき手は打っています」と

言いながら、海に流れて薄くなればいいと思っているの

でしょうか。 

 こうした次々と起こる事故・事件に「またか」と思い、

一つ一つに鈍感になって行く自分がいます。これも「風

化」の一種なのかと考えています。「風化」と言われる

ものは意識的に追求していかないと、相当の早さで進ん

でしまいます。この意識的営みは大層エネルギーのいる

ものです。その上意図的に風化させる力が働いています

からなおさらです。原発稼働をねらう人達にとって、「風

化」は心待ちにしているものです。そして、風化の影響

は政界の中でも少しずつ増しています。 

 東北地方太平洋側に同窓生は80余人もお住まいです。

県内外に避難されている方もおみえと思います。厳しい

生活条件の下でストレスをため、体調を崩されているの

ではと気になります。なんと言っても、先の見通しが見

えないことがやりきれないことです。 

 

近頃「秘密」という言葉があちこちで目につきます。

誰にでも秘密があるのだから国にもあって当然という論

があります。個人の秘密は自分と他者との関係です。国

にとっての秘密は他国と国民の両方だと言うのですから、

不思議な気分にさせられます。なにやら口が内緒事を

持っていて「心臓にも黙っていてね」「脳は一番うるさ

いから絶対だよ」と言っている感じがします。 

「秘密保護法」が国民多数が疑問を持ち反対している

中、成立しました。いやな感じの時代が近づいて来たと

感じます。「なにが秘密なのかも秘密」とか、「秘密に

近づいた事がわからないまま処断」という、この法の怖

さもですが、今後予定されているという「開戦決定機関」

とも言うべき「国家安全保障会議」設置法、「共謀罪」

の創設がどこに続いていくのかということと､何故これ

ほど急ぐのかという不安感です。それは「戦争する気な

のだ」と言う恐れと行っても良いものです。 

もともと公務員には守秘義務があり、それは相当に厳

格なものです。現に政府は秘密事項を万単位で持ち続け

ています。「我が国及び国民の安全の確保」といい、今

の情況では「秘密が守れない」というのですが、「今の

情況」そのものが秘密なのですから、あとは「信じよ」
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と言っているのです。 

 時折、米国の情報が期限が来て公開され、日米間のこ

とが明らかになることがあっても、日本政府は「承知し

ていない」「私が申し上げる立場にない」とか言い逃れ

ています。 

 憲法に保障された国民の権利を制限するのであれば

「勝手に隠す」のではなく「権利が権利を損なう」事を

示し､その範囲は 小で、かつ誰もが納得できるもので

なければなりません。 

 もともと「主権者の国民に対して秘密をもつ国家」と

いう矛盾した情況が認められるのは、どういう条件の下

なのでしょうか。それは「政治家一人一人が誠実で正当

な国民の代理人」であり、国民に対してではなく「国の

外との関係」で、「当面隠しておきたいものがある」場

合ではないでしょうか。そうであっても「どんなことが

秘密なのか」「秘密にしてはいけないものは何か」が国

民に明示され、秘密事項は 低限で正に「当面の間」で

あることが、何らかの形で確認されなければなりません。 

 次々に委員会やら会議を設定しなければならない法

は､それだけで欠陥品です。何の歯止めもなく秘密に接

したら処罰するというのですから、刑事法としても欠陥

があると言わねばなりません。裁判になったら「どこが

どうと申し上げることは出来ませんが､秘密事項に触れ

ることですので厳罰をお願いしたい」と主張するのでしょ

うか。 

 このことは、この法律を作った者は国民を主権者と

思っていないことを示しているのではないでしょうか。 

 「上から目線の法」は、いずれ個人の内心にまで踏み

込み強制力を働かせることになります。国民が萎縮し分

断されるような法と政策は「戦争への一里塚」といえま

す。 

戦後憲法9条のもとで､世界有数の経済力・技術力・教

育水準を培って来た日本は、日本人の親切・穏やかさも

あって尊敬される国になってきたと思います。憲法前文

の「国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う」

に導かれて歩んできたのです。今、日本はそれらをかな

ぐり捨て、孤立の道に進もうとしている気がします。 

  

秘密と言えば、ＴＰＰ交渉もその例です。ほとんど情

報がありませんが、参加12ヵ国の利害関係が複雑に絡み

交渉が行き詰まっているように見えます。 

 強国アメリカは、ＴＰＰ交渉と平行して２国間交渉

を進めていますが、日本に対しては、日米２国間で決着

しない限りＴＰＰの発動を認めないといい､ＴＰＰの上

に２国間交渉を位置付けています。 

 ＴＰＰでアメリカに不利なものは､2国間で別に定める

ことで、すべての分野においてアメリカ基準で押し通す

ことになっています。ＴＰＰをテコにして各国との2国

間交渉がうまく行けば、ＴＰＰが破産しても良いとアメ

リカは考えているというのは言い過ぎでしょうか。 

 ＴＰＰの中に「国有企業」という章があり、そこに、

「優遇措置の見直し」という項目が入っています。国有

企業の定義は曖昧ですが、その範囲は、公的資金が入っ

ているものすべてという可能性があります。 

公的資金の入っているものと言えば、年金・政府系投

資ファンド・公益公共事業・自治体の各種サービスなど

が考えられます。「国有企業」としてどの範囲と分野が

ターゲットになるかは、「市場としてのうまみがある」

「見直すことが自国に有利」という二面から追求される

でしょう。 

どのようなものになるか不明ですが、国立大学がその

中にはいるかもしれないと考えるのは、考えすぎとは言

えない気がします。「優遇措置の見直し」が日本の教育

体系を変え、国民の為の教育を崩して行くことが起きる

のではと危惧します。 

 

世界は、平和・武力排除・貧困と病気の克服の方へ歩

みを進めています。そこでは会話と交流で信頼を築きな

がら、地道な取り組みが基本となっています。私たちも、

私たちの日本も、それを支える中心的な活躍ができるこ

とを願わずにはいられません。 

 

同窓会は会員の皆さんと共に互いを励まし合えるもの

として、さらに努力していきたいと考えます。大学・学

部がさらに発展していくよう協力していきたいと考えて

います。皆さんのご協力をいただきますよう心よりお願

いします。 

 

 

 

――――――本をお送り下さい―――――― 

同窓会では夏の信州自然誌科学館（今年度は青少年

のための科学の祭典として8月9-10日に開催）で学生・

院生の皆さんに書籍をおわけする「古本市」を開いて

います。 

例年数百冊の本をお渡しし活用してもらっています。 

この間３回行いましたが、約900冊ほどが新しい読

者に届きました。学生・院生の皆さんに届ける本は同

窓生の皆さんが読みお使いになったものをお譲り頂い

ております。 

皆さんそれぞれに大切になさって見える書籍ですが､

若い学徒に譲ってもいいと思われる書籍があれば､お

送りいただければ幸いです。 

誠に申し訳ありませんが、送料は御負担下さい。 

 

送り先：〒390-8621 松本市旭3-1-1 

信州大学理学部内 信州大学理学部同窓会 
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―――――――理学部同窓会総会が開かれました―――――――― 

 

 2013年11月2日理学部の教室をお

借りして総会・懇親会を持ちました。

総会は約50名の参加を得、用意され

た議題はすべて承認されました。そ

の後開かれた懇親会は学生・院生の

参加もあり和やかな雰囲気で親しい

懇談の場となりました。 

 日程の決定が4月にずれ込み。ＨＰではお伝えしたも

のの会報による連絡が10月と遅くなり皆さんにご迷惑を

おかけしました。大きな反省の一つです。 

 出欠はがきは230名の方からいただきました。多くの

方が近況報告をお書き頂きました。また、「総会の成功

を祈る」「解法は楽しみです」など、はげましの言葉も

多くいただきました。 

 当日は大学祭が開催されており学科同窓会、学部の理

学部を語ろうなどの行事もあり、盛りだくさんの日程で

したが、どれも成功裏に終えることが出来ました。 

 多くの方々のご協力に感謝申し上げます。 

 

総会は会長挨拶に続き事業報告、会計報告、事業計画

などの提案、質疑がされ、すべて承認されました。 

事業報告は会報の発行、学部支援、「信州で学ぶ」の

発行支援、卒業生修了生への記念品贈呈などのこれまで

やってきたことの報告をしました。 

会計報告は､前回総会からの収支の流れ、入会情況な

どの報告がありました。 

事業計画では、交流の場としての同窓会の充実、会報

の継続的発行などの引き続き取り組むこと、校友会設立

への参加、理学部創立50周年への取り組みなどが提案さ

れました。 

 また、同窓会連合会で話し合われ

てきた校友会への参加も承認されま

した。 

 

 

 

 

 新しい役員についての提案があり右記のような役員体

制となりました。学内学外のバランスを考えたこと、役

員会の若返りを考えたものです。 

総会後には、懇親会が持たれました。文理の先輩から

若い学生までが楽しく懇談しました。 

 

 

 

 

理学部同窓会役員一覧      （H25.12.13役員会） 

会  長 

森  淳 （数 1S） 

副会長 

田村 祐二（化 8S） 

石川 厚 （化14S） 

山本 雅道（生 8S） 

可知 偉行（数文理11回） 

理  事 

学外理事 

数学：守矢 武久(数文理 7回） 

物理：三澤 進 (物文理16回） 

化学：中野 博文(化 18S） 

地質：富樫 均 (地 13s） 

生物：菅野 修 (生 11s） 

物循：西山 祐 (循 02S） 

学内理事 

数学：栗林 勝彦(数 17S） 

物理：志水 久 (物 92SA） 

化学：太田 哲 (化 22S） 

地質：大塚 勉 (地 10S） 

生物：藤山 静雄(生 特別） 

物循：朴  虎東(生 88SA） 

幹  事 

数学：宮田 勝昭(数 8S)  伊東 和広(数 22S） 

物理：高藤 惇 (物 2S） 

化学：小山 智史(化 16S) 小山 博子(化 16S） 

地質：高橋 康 (地 92S) 

生物：小西 繭 (生 94S) 上田 昇平(生 98S） 

物循：白肌 真由美(循95S） 

文理：宮沢 武矩(化文理10回） 

会計監査 

竹沢 愛子(数 2s)  市原 一模(化 20s) 

名誉会長 

理学部長 

顧  問 

各学科長(6名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
総会当日は銀嶺祭。 
学生の活気にあふれていました。 

総会後の懇親会の様子 
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――――――――――――――――理学部広報情報室から――――――――――――――――

前回の「理学部広報情報室から」は，理学部のホームページの改訂を中心にお知らせしました。その中で昨年11月に公開予定

としました「理学部クエスト」ですが,より分かりすく，魅力的な内容にするために，公開が遅れています。今年度中の公開を

目指して作業中です。ご期待下さい。今回は，2013年度の理学部の活動のまとめとして，理学部で行なわれた行事や理学部に関

係するニュースをお知らせします。 

教育に関するもの

○ 成果発表会 

昨年度まで文部科学省の理数学生応援プロジェクトで学

んだ成果や学科で実施している取り組みの報告などの成果

発表会が5月13日に，また1年生へのガイダンスも兼ねた成

果発表会が，10月7日に行われました。なお,「早くから取

り組みたい！」「より深い研究を行いたい！」学生を応援

するアドバンス実験や自主ゼミなどの取り組みは，プロジェ

クト終了後も理学部独自の取り組みとして継続中です。 

 

○ 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，一昨年度から始まりました。今年度も本

学部から化学科の３年生のグループ１組，物質循環学科の

４年生１名の研究が1次審査を通過し，３月１，２日に日本

科学未来館で開催される本選で研究発表を行うこととなり

ました。 

 

○ 博物館実習関連企画「ようこそ自然科学館へ！」 

理学部では博物館学芸員の資格取得を目指す学生向けに

博物館学芸員養成課程の授業を人文学部と合同で実施して

います。1月24-26日に博物館実習生が信州大学自然科学館

において企画運営を行う「ようこそ自然科学館へ！」のイ

ベントを実施しました。

展示室を案内する「信

州生物ツアー」，実習

生企画の「クイズラ

リー」，「自分だけの

化石をつくろう」など

工夫を凝らした企画を

実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 教職免許取得希望学生による中学校での学習支援活動 

中学・高校教員免許状取得希望の学生が周辺の中学校に

出向き課外学習支援を行う取り組みを，CST（コア・サイエ

ンスティーチャー養成プログラム）・教職相談室と連携し

て，今年度から開始しました。理学部の学生が塩尻西部中

学校の「Sタイム」に出向いて活動している様子は，テレビ

信州のニュースにも取り上げられました。中学生の学力向

上はもちろん，また，理学部学生にとっても中学生の指導

を通じた指導力の向上にもつなげられる良い機会になって

いるようです。 

 

○ 自然環境診断マイスター養成プログラム（大学院） 

自然科学の各分野の専門的な知識「高度な専門性」を身

につけると同時に，関連分野の知識「幅広い視野」を学び，

自分の研究を広い視点から，より深く行うことを目標とし，

大学院の授業の中に「自然環境診断マイスター養成プログ

ラム」があります。今年度は，ニュース等でも話題となっ

ている「リニア中央新幹線」の建設予定地（大鹿村および

南信濃村周辺）に出向き，南信地域の自然環境と動植物生

態の実態，自然保護・景観維持等の方策について考えまし

た。 

 

○ 留学生との交流 

今年度から理学部に国際交流室が発足しました。今年度

は，9月20日に「留学生との交流会」として，丁度，世界文

化遺産に登録されたばかりの富士山を中心に，日本の文化

や自然に触れ，そしてお互いの親睦を深めることを目的に，

山梨県での見学・研修会を行ないました。天候にも恵まれ，

21名の留学生や研究生，チューター（留学生サポートをす

る学生）にとって有意義なバスツアーになったようです。 

信州大学や信州大学理学部では，海外の大学と連携協定

を締結して信大生の海外への留学や，海外からの留学生・

研究者の受け入れ等を推進しています。今年度，大学院課

程では，ダブルディグリープログラム制度（信州大学と海

外の大学の２つの学位を修得する制度）も始まりました。 

 

○ 学長オフィスアワー 

前回，学部長オフィスアワーについて報告しましたが，1

月17日に学長が学生の質問や相談に答える「学長オフィス

アワー」が理学部にてありました。参加した学生からは，

学生生活を送るにあたっての様々な意見や要望，「学長は

お昼どこで食べているんですか？」「学長の仕事の1つに大

学経営ってあったのですが，どんなことしているのか教え

てください」など素朴な疑問や質問が投げかけられました。

学長は質問1つ1つに丁寧に回答し，参加した学生も大変満

足していました。  
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研究，地域・社会貢献に関するもの 

○ グリーンサイエンス 

 信州大学理学部では，“環境に負荷をかけない持続

的発展の可能な社会を支える基盤的な科学・技術の教

育研究”と“フィールドワークを中心に自然環境の保

全についての教育・研究”を「グリーンサイエンス」

と位置付け，これらも研究・活動も推進しています。 

 

○ サイエンスポッド信州 

今年のノーベル物理学賞は「ヒッグス粒子」に関す

るものでした。理学部の教員の中にもヒッグス粒子に

関する研究をしている教員や，

ヒッグス粒子を発見した「ATLAS

実験」に参加している教員もい

ます。12月21日に松本市中央公

民館（Mウイング）において市民

向けに分かりやすく「ヒックス

粒子とその発見」について解説

するイベント「サイエンスポッ

ド信州2013」を開催しました。 

 

○ 協定校「松本秀峰中等教育学校」との交流 

昨年度3月15日に松本秀峰中等教育学校と教育に関

する連携のための協定を結び，今年度から，実際の活

動が始まりました。早速，物質循環学科の村越先生が，

松本秀峰中等教育学校で4年生 (高校1年生相当)に，

地層の形成などに関する講演を行ないました。今後，

教員間，生徒学生間も含め，様々な交流が行なわれて

いくことになります。 

〇 県内の高校との連携事業 

松本秀峰中等教育学校との連携を始める以前から，

理学部は，長野県教育委員会，諏訪東京理科大と共に，

高大連携事業を行なっています。今年度は，高大連携

事業「信州サイエンスキャンプ」の一環として，11

月23日に理学部を会場に，県内の高校10校13チームが

参加して，「科学の甲子園」長野県予選会が開催され

ました。優勝した松本深志チームは全国大会への出場

権を獲得しました。また，12月22日には理学部の学生

も参加して「課題研修合同研修会」が開催されました。

3月15日には，この研修の成果をもとに「課題研究発

表会」が開かれる予定です。 

 

その他の大学に関する情報は，信州大学・信大理学

部のHPや信大Facebookに随時されております。今後も

「広報情報室から」で活動報告を行なっていきます。

ご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業生・在学生による座談会  

「卒業生と理学部を語ろう～キャリアデザインを考える～」を開催しました。 

  

大学祭期間中の11月2日に，理学部就職委員会が中心

となり，卒業生と在学生による座談会が開催されました。

新入生へのアンケート結果などから，理学部の学生は，

研究職や教員などに意識が向いている人が多いようです。

教員も，工学部などと比べると，企業との繋りがある人

は少ないのが現実です。しかしながら，実際には，学部

卒業あるいは修士課程終了後には，一般企業に就職する

人がほとんどです。

そんな中，就職活

動に関する意識を

高めるために，こ

の座談会は有意義

だったことが，参

加者のアンケート

から分かりました。 

更に，今回は理学部同窓会

のご協力をいただいて，大企

業から中小企業，自営業など

さまざまな分野で活躍する卒

業生の勤めている企業パンフ

レットを閲覧できる「卒業生

の就職先等の企業展示」ブースを，また，長野県中小企

業家同友会のご協力をいただいて，中小企業のもつ職業

観や産業界をどのように支えているかなど情報発信する

「中小企業の情報提供ブース」を設けました。参加学生

は，食い入るように資料に目を通し，各自のキャリアデ

ザインについて真剣に考えていました。 

 

 

卒業生の皆様からの「いいね！」お待ちしております。
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―――――  研 究 紹 介  ―――――――― 

 

研究室紹介                 化学科 小田 晃規 

 

 同窓会のご好意により会報の紙面をお借りして，化学

科反応・物性講座（有機化学分野）小田研究室から研究

室紹介を兼ねて近況をご報告申し上げます。小生が平成

16年4月に赴任してから丁度10年が過ぎようとする節目

の時期にあたり，この10年の間に当研究室から社会へ巣

立っていった学部卒業生（30名）・修士修了生（11名）

の方にも懐かしんで頂ければ幸いかと思います。 

当研究室では，有機合成化学の手法をもとに新らたな

有機分子を設計・合成し，その分子の構造・性質など調

べており， 終的にはそれらの特徴を活かして新規な機

能性の発現を創成することを目的としております。合成

の標的分子として，(1)安定炭素陽イオン種，(2)新規な

複素環化合物，の2つを主に狙っています。 

（1）のテーマについては赴任前から長きに渡って継

続しているアズレニウムイオンに関する研究で，炭素陽

イオン種に対する安定化構造因子を調べることが一つの

研究目的です(Eur. J. Org. Chem., 2008, 5301; 

Tetrahedron Lett., 2008, 49, 7058)。フルオレン接合

アズレニウムイオンに対する置換効果を調べるのが残さ

れた課題です。今までに二人の卒研生が2種のイオン種

2,3 (図1)の合成を行なったのですが，2は予想以上に電

子求引性のニトロ基のために不安定で，かつ溶解性が低

いことから，イオン安定度指数(pKR+値)を決定するに至

りませんでした。 

 

一方，電子供与性のジメチルアミノ基を有する3では

母体イオン1に比べてpKR+値は小さく，予想に反して安定

性が低いことがわかったのですが，これはpKR+値測定条

件下（水−アセトニトリル中）強い塩基であるアミノ基

のプロトン化が起こり，その結果アンモニオ基による不

安定化が起こるものと考えられます(未発表)。フルオレ

ン部位とアズレニル部位は図1の 適化構造に示すよう

に互いにπ-平面が直交しているにもかかわらず電子効

果に鋭敏であることが分かってきました。今後，残りの

置換体4, 5の合成を行なう予定でおります。 

(2)のテーマの研究で扱っている複素環はピロール，

1-アザアズレン，5員環ジカルボキシミドです。ピロー

ルの合成は偶然の発見から新しい1,3-二置換ピロールの

合成手法を見出すことになり，その合成法の適用性を検

討したものですが，ここでは紙面の都合上割愛させて頂

きます(Tetrahedron Lett., 2007, 48, 4471; 

Heterocycles, 2012, 85, 1187)。 

長く研究対象としているのが1-アザアズレン類で図2

に示す二座ないし多座配位可能な化合物を合成し，酸や

金属イオンとの相互作用をUV-Vis吸収ないし光励起発光

スペクトルで研究しています(T etrahedron Lett., 2007, 

48, 4471; Heterocycles, 2011, 83, 517; Eur. J. Org. 

Chem., 2012, 2231)。 

 

他に，互変異生体がアザアズレン骨格を有するインド

ロトロポン(構造略)についは新規なPd触媒による合成法

の開発，金属錯体の単離と電気化学発光性(Chem. Lett., 

2010, 39, 861; Heterocycles, 2012, 86, 623)につい

て明らかにすることができました。 近は発光強度がや

や高い，図3に示す芳香環イミド類の合成研究を展開中

です(Heterocycles, 2011, 83, 789)。新規な短段階の

合成法を見出しており，基礎的な発光性，構造的な特徴

ならびに化学反応性について精査しているところです。

今後の進展を是非ご注視下さい。 

 

 

  

図1 フルオレン接合アズレニウムイオン類の構造と化学計算に

よる最適化構造(右) 

図2 合成した1－アザアズレン

図3 検討中の芳香族イミド
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素粒子実験のスピンオフ    

竹下  徹(物理科学科) 

 

 小さな物の大きさはCompton波長＝h/mc=hc/E という

式に導かれた素粒子物理学実験は、より小さな粒子を求

めて、より高い衝突エネルギーの加速器を開発し、重い

粒子を発見してきました。加速器は素粒子実験を行い物

理学上の成果を出すために常に 先端技術を導入し、作

り出されてきました。例えばCERN研究所の大型ハドロン

衝突型加速器 LHCでは、その前に作ったLEP加速器のト

ンネルを再利用して（経費削減）、陽子を円周27kmのリ

ング内で回転させるためは、磁場の強さが加速器のエネ

ルギーを決めています。LHCの場合、8.6Tの超伝導電磁

石を1232台（一台15m長）並べるという技術を確立しな

くてはなりませんでした。 

 これらの先端加速器の技術は、 近になって研究以外

の目的に転用できるようになり、直接人々の役に立つ時

代になりました。ガン治療に使われる 陽子や重イオン

加速器は商品として購入できます。半導体製造や物質の

構造解析にはナノmレベルの波長の短い光が必要です。

そのための光源用の電子加速器が世界で続々と作られて

います。 

 加速器の衝突点を囲んで設置される測定器の性能は物

理成果に直結するため、 粒子物理の実験研究者は懲り

にこった測定器を開発し製作します。それらは世界に一

つしかないため、自分達で設計製作せざるを得ません。

こうして１０年間以上実働する測定装置を作り出してい

ます。例えば、私が直接携わったATLAS実験のミュー粒

子検出装置の問題は、大量の放射線環境中（ガンマーと

中性子）でミュー粒子の通過を９８％以上の効率で検出

し、6000m2の面積を覆わなければなりませんでした。 

 素粒子物理学の歴史では陽子加速器の実験で新粒子

を発見し、電子陽電子衝突型加速器でその性質を精密に

測定し、理論を打ち立てて、その理論が予言する粒子を

より高いエネルギーの陽子加速器で発見するという循環

が続いてきました。LHCで発見されたヒッグス粒子の精

密測定、特に自己結合定数は、標準理論を超える理論を

決定するために重要な役割を果たします。そのために次

世代電子陽電子衝突型加速器ILCとこれによる実験の準

備研究を行っています。 

 このため私は、衝突で生成される中性粒子のエネル

ギーを測定するためのカロリメータと呼ばれる装置の開

発研究を行っています。カロリメータ内で粒子検出をお

こなう小型のシンチレータからの光読み出しのために光

センサーが必要ですが既存の製品では役不足でしたが、

あるアイデアから新型の半導体光センサーの開発に成功

しました。増幅率が高く（~106)、常温でフォトンカウ

ンティングができる優れものです。これを使う事により

ILC-カロリメータのめどが立ちました。 

 この素子の開発は続いていますが、応用も研究してい

ます。それは放射線医学に利用することです。同位体元

素の中で陽電子を放出する原子核（例えば18F：半減期

約100分）があります。これを糖のOH基と置換して、体

内に送り込むと、糖の消費の激しい脳やガンに集まりま

す。ここでフッ素の崩壊が起こり、放出された陽電子は

近傍（＜1mm)の電子と対消滅を起こし、２つの0.511MeV

のガンマー線が反対方向に放出されます。２つのガンマー

線シンチレータでこれらを同時計測をすると糖の位置を

特定できます。これがガン発見装置PET(Positron 

Emission Tomography)原理です。私たちは、 近開発し

た半導体光センサーを用いて次世代PETの開発研究をし

ています。またSPECT（Single Photon Emission 

Tomography）と呼ばれる装置の開発も素粒子物理実験的

アイデアで手がけるようになっています。 

 このように純粋素粒子物理の実験装置の開発で得た先

端技術とノウハウを別の観点から利用するスピンオフも

今では社会的な役割として重要になっています。 

 

 

本の紹介 

柴田治先生（生物学科高地生物学研究室元教授）が 

「山歩き花旅」を出版されます。 

書 名 ：『山歩き花旅』 

編著者 ：柴田 治・片岡陽介 

出版社 ：松本生談会出版 

印 刷 ：中央印刷株式会社 

発刊予定日：平成26年3月22日 

予定価格：2,000円（郵送料200円） 

ISBNコード：978－4－9905441－1－9 

入手方法： 

１. メール：柴田治宛（(妻・依子) 

 yorik4989@yahoo.co.jp 

２.郵 送：〒390-0871 松本市桐1-5-26 

３.信大生協書籍部で販売：（tel  0263-37-2983） 

なお、3月22日の藤山静雄先生の御退官記念講演の折り

にも先行販売する予定です。 
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強い気持ちと携帯電話       

小坂 共栄（地質科学科） 

 
何年かぶりという大雪のあとの雪かきに悪戦苦闘し、

痛い腰をさすりながらバリ島でスキューバダイビング中

に行方不明になっていた日本人女性が奇跡的に救出され

たというニュースをテレビでやや不思議な気持ちで聞い

ていたところへ、森同窓会長からの原稿催促の電話が飛

び込んできた。何か変なタイトルなのだが、お許しくだ

さい。 

 

突然、山の中で「チリリン・ポロロン」と私の携帯の

呼び出し音が鳴り響いた。「信大の小坂先生でしょう

か？」、「はい、そうですが。どなたでしょうか？」、

「○○Sの卒業生の○○です」。「おや、○○君、なつ

かしいね。ところでどうしたの？」、「実は、少し前に

××君から電話があって、小坂先生に連絡とれるよう

だったら“××は夕方までには何とか無事に大学に戻れ

ると思う”と連絡してもらえないか、と頼まれまして」

という電話であった。 

 私は思わず携帯電話を振りかざして、まわりの学生た

ちに「××は無事だぞ！」と叫んでいた。 

 私は現役時代、公務の野外実習とは別に春夏秋の休日

などを利用して学生たちと頻繁に野外での地質調査や巡

検（地質の野外見学）をやっていた。件のその日（確か

5月の連休の頃だったように記憶している）は、“みの

ち団研”という研究グループの新入生歓迎のための巡検

ということで、明科町の岩洲公園という景勝地に学生た

ちと一緒に地層や地形の見学に出かけた日であった。そ

こは、名前の通り奇岩怪石とまではいかないが、浸食に

耐えていろんな形の岩石が尾根筋に露出していて、地層

の観察にもうってつけのところだし、地層が大規模に褶

曲している様子も眺められるところなので、毎年のよう

に学生たちと一緒に訪れる巡検コースのひとつにしてい

た。それほど危険なところもなくて、山歩きの不慣れな

1年生を連れて行くのにも手ごろなところであった。 

 岩の上によじ登って景色を堪能し、みんなで記念写真

も撮って「さあ帰ろうか」、と同じ道を戻って駐車場ま

でやってきたところで、一人の学生が「小坂さん、××

君がまだ戻っていませんが」と言ってきた。「そのうち、

すぐに戻ってくるだろうよ」。ところが、15分、30分と

いくら待っても彼が戻ってこないのである。「ちょっと

3人ぐらいで、今の道を戻って見てきてよ」と頼んで探

しに行ってもらった。けれど彼らも「まったく道沿いに

××君の気配がありません」と言って戻ってきた。「お

かしいな？ 分かれ道もないこんなところで道に迷うこ

となんかないはずなのに」とは思いながらも、「もしか

して、好奇心から尾根の下の方を覗きこんだりして足を

踏み外したのか？」などと不吉な思いも脳裏をよぎりは

じめていた。 

「このまま出てこないようなら、下に降りて警察に連

絡することになるな」などと思い始めていたところでの

「チリリン・ポロロン」だったのである。 

大学に戻って、しばらくしてから××君が、それこそ

×の悪そうな顔でわれわれの前に姿を現した。「よかっ

た、よかった。とにかく何事もなくて」ということで、

盛大に無事生還の酒杯を上げたことは言うまでもない。

それにしても、なぜ途中からいなくなったのかが知りた

くて、いろいろと聞き出した。 

「自分はこのコースを歩くのが初めてだったけれど、

みんなの一番後ろを少し遅れ加減で離れて歩いていた。

地形図は持っていなかった。途中に紛らわしい踏み跡が

あって、一瞬迷ったがそっちかなと思って入り込んでし

まった。どんどん下るので、来る時こんなに急な登り道

だったかなとも思ったが、多分いいだろうと思って進ん

でしまった。気が付いた時にはかなり下ってしまってい

たので、戻れないと思ってそのまま無理して沢まで降り

たら沢沿いの道に出た。しばらく歩いたら一軒家があっ

てそこのおばあさんに頼んで電話を借りて連絡した。た

いへんにごめんなさいです。」こんな話であった。 

「初めての沢は下るな」、「地形図を見ずに思い込み

で歩いたりするな」、「間違ったと思ったら、必ず元の

ところまで引き返せ」などなど山歩きの鉄則からも外れ

ていて、遭難してもおかしくない状況ではあったが、と

にかく無事に帰ってきたことで胸をなでおろしたという

次第。 

××君の反省の弁のひとつに「絶対に無事に帰る、帰

れるという強い気持ちが大事だなと思いました」という

言葉があった。鉄則から外れた行動だったが、調査経験

もかなり豊富だったので、一人になってもあわてずパニッ

クにならず冷静だったのがよかったのかもしれない。 

その後も学生たちには「気を付けるんだぞ。山の中で

は、何が起きてもあわてず、強い気持ちで歩けよ」と、

××君のこんな話を交えながら話をしていたものである。

もちろんコンパの席でであるが。××君は？。もちろん、

毎年の年賀状に「強い気持ちでバリバリ仕事をこなして

います」と書いてきてくれる。 

それにしても、あの山の中で鳴り響いた携帯電話の「チ

リリン・ポロロン」の音は忘れられない。それ以来、携

帯電話は（時にはもらいたくない電話もあるが）手放せ

なくなっている。 

 

  

退職された先生方に、「信大での思い出」「今考えること」「研究

について」など同窓生（教え子）へのメッセージをお願いしました。

昨秋に引き続き、お二人の先生に貴重な文章を寄せ頂きました。 

感謝の気持ちと共に皆さんにお届けします。 
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取り組んでいること 

伊藤 建夫（生物科学科） 

 

 2010年３月に定年退職してから、早くも４年が経とう

としています。この間、非常勤講師として選択科目の一

科目を担当するとともに、理学部の生物科学科の一角の

居室で、ほぼ毎日大学の仕事をさせてもらってきました。 

 2010年度〜2012年度は文部科学省科学研究費補助金

により、長年続けてきた「プラスミドDNA複製の開始の

仕組み」の研究のやり残したことの一部を学生さんたち

の力で実施することが出来ました。また、2007年に私の

グループの一員として研究成果をまとめて博士の学位を

取り、現在国立遺伝学研究所でポスドクをやっているY

君の協力のもと、同じ研究所の助教であるI氏が、私た

ちの主要な研究課題であったこのプラスミドの複製開始

タンパク質の構造解明にX線結晶構造解析法を使って成

功しました。得られた構造は、Y君をはじめとする多く

の学生さんたちが、遺伝学、生化学の論理と方法を駆使

し、彼らの時間と労力を費やし多大な努力を傾注して実

施した研究の成果から推定されていた構造を証明するも

のでした。私たちの研究に一区切りをつけるのにふさわ

しい研究成果が得られたと思っています。 

 また、1995年に理学部へ赴任してから後に始めた「信

州ツキノワグマ研究会（元物質循環学科教授林秀剛氏創

設）」との共同研究は微力ながら今も係っています。さ

らに、やはり理学部赴任後に始めた「信州の高山チョウ」

に関する共同研究（責任者は山岳科学総合研究所兼任の

医学部教授U氏）も継続中です。 

 

 研究と教育以外に、2012年度末までは、理学部が申請

し採択された文部科学省委託事業である「理数学生応援

プロジェクト（能動的学習意欲をもつ理数学生の発掘と

育成プログラム）」のお手伝いをさせてもらいました。

申請時に盛り込んだ実施項目が多すぎて（これらの項目

の決定には、私も現役の時に係ったので責任の一端があ

りました）、実施を担当された教員の方々にはたいへん

なご苦労を強いることになってしまいました。 

 しかし、このプロジェクトの実施を通じて、参加した

学生さんたちや担当された教員の方々の間で、先輩と後

輩、学科間などの相互の交流が促されたのは意義のある

ことと思います。新入生ゼミナールの強化やいくつかの

アドバンス科目の開講などにより、やる気のある学生さ

んの意欲と能力をさらに着実に高めるとともに、自主ゼ

ミやサイエンスラウンジでの同輩間、先輩・後輩間の「学

びあい」を通じて、他の学生さんたちの勉学意欲を増進

させる効果がありました。また、高大連携事業により理

学部学生と高等学校生徒との交流も実現し、理数分野に

興味のある生徒の意欲を高め、広い意味での理科教育の

底上げとなり、これが長期的的に見て意欲のある理学部

への入学者の増加につながることが期待されます。本事

業による委託経費がなくなった状況で、教員と学生さん

の双方に過重な負担とならないように、成果のあった実

施項目をどのようにして理学部の自力で（経費と人につ

いて）継続して行くかが大きな課題です。現在進行中の

理学部の研究、教育の組織の改革に伴うカリキュラムの

改訂に際して、この間の経験、成果が生かされることを

願っています。 

 

 上記の理学部の事業の手伝いとは別に、2011年度から

「信州大学テニュアトラック事業」のお手伝いにも係わ

り、現在に至っています。 

 テニュアトラック制とは、欧米の大学で行われている

新任の若手教員（助教授）の採用と優秀な人材育成の支

援の仕組みで、３年〜５年程度の任期の後に審査を経て

テニュア（終身在職権）を授与されるという制度です。

大学教員の学問の自由の増進・擁護と大学が高い資質の

教員を確保することの補助が主要な目的とされるもので

す。選考および審査は、当該組織内の教授で構成される

委員会により、外部評価の結果もふまえて厳密な基準に

基づいて公明・正大かつ厳格に行われるものです。新任

教員には、研究スペースや研究グループ立ち上げに必要

な研究費（人件費を含む）が支給されますが、その後の

研究を遂行していくための研究費は通常外部資金を獲得

することを求められます。また、研究のみならず一定限

の教育の分担、学生の指導、管理運営への参画、大学に

よる社会貢献事業の実施への参画などが求められます

が、研修や先任ベテラン教授の助言や支援を受けて、経

験を積み、能力を高めて行くことになります。研究に関

しては独立した研究グループの責任者として実施するこ

とを求められますが、不慣れな間には研修や先任ベテラ

ン教授の助言や支援を受けることができます。試験雇用

的な要素が無くもありませんが、基本は若手研究者、教

員の育成、優秀な人材の育成の支援、大学としては資質

の高い教員の確保の仕組みと言えます。理科系、文科系

の分野を問わず制度が定着しています。米国の一流大学

でのテニュア授与率は25%〜40%とのことです。つまり、

多くの人たちがテニュアトラック助教授の再任、あるい

は他大学のテニュアトラック助教授に採用されて３年〜

５年後を目指すことになる訳です。外部評価の結果もふ

まえた厳密な基準に基づく公明・正大かつ厳格な評価・

審査は、教員の再任、昇格、さらには学科長や学部長の

任用、再任についても適用されます。欧米では学科長や

学部長を公募で選考することも少なくありません。欧米

でのテニュアトラック制度の状況は、情報を得たいくつ

かの大学での場合です。全大学が同一の方式を採用して

いると言うことではないと思います。 

 さて、信州大学における、というより日本における大

学教員のテニュアトラック制度は、2006年度からスター

トした文部科学省の「若手研究者の自立的研究環境整備

促進事業」により初めて導入されました。信州大学も2007
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年度に採択され、繊維学部を中心として大学院総合工学

系研究科を構成する理系４学部（理学部、工学部、繊維

学部、農学部）の助教人事（助教は、欧米のassistant 

professorに相当する職階で、従来の助手とは異なり、

独立した教育者、研究者です）に導入されました。この

事業では、テニュアトラック助教を採用する組織への制

度実施のための経費援助、採用教員への研究費支援のみ

ならず当該教員雇用のための定員外の人件費も大学へ交

付されました。理学部でも４名が採用されました。この

事業に引き続き2011年度から始まった文部科学省の「テ

ニュアトラック普及・定着事業」にも採択され、引き続

き理系４学部でテニュアトラック制度を維持・定着させ

るとともに他分野、他学部にも普及を図ることになりま

したが、この事業では採用教員の人件費は大学の定員内

の教員の人件費で賄われることになりました。 

 信州大学では、優れた教員の育成と確保を目的とし、

若手研究者を育成するための自立した研究環境を整備す

るため，テニュアトラック制度を本学の基盤的人事シス

テムとして導入することを決め、2009年度には大学の第

二期の中期目標計画にテニュアトラック制度導入を盛り

込み、2011年度には大学規程としてテニュアトラック制

度規程と実施ガイドラインを制定しました。また、これ

に対応して2012年度には理系４学部でテニュアトラック

制度に関する学部規程と運用規則を制定しました。理学

部、繊維学部と農学部では、全ての新任助教をテニュア

トラックとすることに、また工学部では従来の任期付助

教に代えてテニュアトラック助教とすることをそれぞれ

決めました。 

 テニュアトラック助教の公募は国際公募とし、広く人

材を求めることにしています。公募に際してはテニュア

トラック助教の募集であることを明記し、テニュア審査

基準の概要を記載し、女性および外国人を積極的に受け

入れることを明示しています。選考は、研究、教育、国

際性などの基準に照らして、外部評価者の評価も参考に

して厳格に行われます。選考の厳格性と公平性を確保す

るため、原則として応募者の過去，現在の指導者，上司，

共同研究者は，選考委員，外部評価者になれないことと

しています。また、採用者の50%以上を他機関経験者と

する必要があります。採用時にはテニュア審査の評価基

準の概要を説明し、採用直後の一定期間内に評価基準を

決め、新任テニュアトラック助教は５年後のテニュア授

与を目指すことになります。理学部でも2014年４月に２

名の採用が決まっています。 

 採用テニュアトラック助教には、研究主宰者となるべ

く研究の自立性を確保するため専用の研究スペース、研

究費の重点配分（事業費による）、他教員との対等な共

同研究体制の構築などが保証されます。また、研究室運

営、外部資金獲得、授業担当、学生指導などのノウハウ

を得るための助言、支援などを行うメンター教員が選任

されます。研究に直接関係する支援の場合には、自立性

を確保するために研究には関係しないメンター教員を別

に選任することになっています。また、５年後にテニュ

ア教員になるためには教育経験を積むことが極めて重要

であるので、授業担当、学生指導を分担してもらい、ベ

テラン教員による授業参観、学生評価により改善、向上

を図ることになっています。 

 採用後に示された審査項目の評価基準（研究について

は論文、学会発表などに基づく点数制、教育、管理運営、

国際活動、社会活動についてはA、B、C評価）に基づい

て、毎年達成状況をアドバイザリー委員会（３年目の中

間評価は審査委員会）が確認し、問題点があれば指摘し

て改善を求めます。 終的に５年目には外部評価も参考

にしてテニュア審査委員会による評価・審査が行われ、

テニュア授与（定年まで在職できる）の可否が決められ

ます。公平、公正な評価・審査を行うため、当該教員の

指導者的な立場の人や共同研究者は審査委員になれませ

ん。また、年度毎の評価、具体的な改善点の指示、改善

状況の確認のサイクルを繰り返し、改善を求められなかっ

た事項を理由として 終的にテニュア不授与とすること

は出来ないこととなっています。万一にも 終的にテニュ

ア不授与となった場合には、希望すれば就職活動のため

１年間の在職延長が認められます。しかし、このテニュ

アトラック制度を採用している大学、学部が未だ多くは

ない現状では、再就職はかなり困難なので、選考に際し

てポテンシャルの高い人材を広く求め、５年後にテニュ

ア授与基準を達成できる見込みのある候補者を採用する

ようにしなければなりません。 

 この人事制度は、資質の優れた若手研究者を選考し、

学部、学科の将来の中心的役割を担う教育者、研究者を

育てる信州大学の基盤的人事システムです。しかしなが

ら、文部科学省の事業による経費支援が終わった後にど

のようにして新任教員の研究費支援を継続するかが大き

な問題です。大学として一定限の負担をすることは当然

としても、運営費交付金が毎年徐々に減額されている現

状では、非常に限られたものにならざるを得ず、この制

度の日本の大学への普及・定着・維持のためには、国に

よる若手新任テニュアトラック教員への研究立ち上げ資

金を援助する恒常的な制度が必要でしょう。 

 

 長々と記しましたが、理学部で採用した新しい人事選

考と人材育成の制度について知って頂きたいと考えた次

第です。読みづらい文章となり申し訳ありません。 
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――――――――同窓生だより―――――――― 

私の1年間     

赤羽 孝太（2009S 数理・自然情報科学科） 

 

私は昨年の３月に信州大学理学部数理自然情報科学

科を卒業し、長野県中野市にある中野立志館高校で教員

１年目の生活を送っています。実はこの中野立志館高校

（旧中野高校・中野実業高校）というのは教員採用試験

を受ける際に、非常にお世話になった信州大学教職教育

部の保高勝通先生が以前お勤めになっていた学校でし

た。教員としての生活が始まることへの不安感を募らせ

ていた私ですが、保高先生がお知り合いの先生に私のこ

とをよろしくと手紙で書いて下さり、とてもうれしく、

緊張していた気持ちを和らげていただきました。 

４月からは初めての一人暮らしにわからないことだら

け、学校に行ってもわからないことだらけで戸惑ってば

かりの日々でした。しかしその度にいろいろな方に聞い

て、助けていただいたので何とかストレスを溜め込まず

に（逆に私がストレスになってしまっていたかもしれま

せんが）やってくることができました。未だに自炊がで

きていないなどの問題点はありますが、 近では中野で

の生活に随分慣れてきたかなと思います。 

さて、学校での話ですが、私は今１年生と２年生の数

学を教えています。自ら進んで数学を探究するようなこ

とはなかなか難しい生徒たちですが、素直な子が多いで

す。私が高校の頃を思い返すと先生が授業中に面白い話

をして下さっても「しーん」としてしまうことが多くて、

今となっては申し訳ない気持ちになりますが、立志館の

生徒は良く反応してくれるので、そういった掛け合いも

楽しみです。この一年間は、どうやってわかりやすく説

明をするかということに加え、どうやって授業を面白く

するかということに取り組みました。そのために、体験

型の授業をやってみたり、たくさん生徒に声をかけるよ

うにしたりといろいろ試行錯誤しました。私の実践など

はそのくらい当たり前でしょと言われてしまいそうなも

のですが、 近になって問題演習の際に真剣に相談し

あっている生徒の姿がよく見られるようになってきてい

ます。研究授業でも先生方からそういった生徒の姿がよ

かったと言っていただいたので、少しずつですが成果と

して表れていることに喜びを感じています。 

教員として働き始めて改めて、この職業の責任の重さ

を感じています。しかし、それと同時に、様々な面で日々

成長していく生徒たちを見ることができるのは、教職の

大の魅力だと思います。まだまだ始まったばかりの教

員生活で試行錯誤の毎日ですが、“今できること”を大

切に、生徒と共に学び、共に成長していきたいです。 

 

 

 

 

検査の日々    

 小田切 紫織（2009S 化学科） 

 

信州大学理学部化学科を卒業して、早いもので１年が

経とうとしています。現在私は、山梨県甲府市上下水道

局平瀬浄水場に勤務しています。平瀬浄水場は、甲府市

を流れる荒川の水を水源とする山梨県内で 大の浄水場

です。私の主な業務は、水道水及び水源の水質検査です。

毎月一回、一般細菌、大腸菌、硬度、塩化物イオン、pH、

臭気、味、色度、濁度など水質の基本的な項目について、

水質検査を行っています。また、３か月に一度は、水道

法に基づく水質基準項目の検査を行っています。 

４月から１１月までは、pH、味、臭気、TOC（有機物

の量）の検査を担当しました。特に、臭気や味について

は、実際に水の臭いをかいだり、口に入れたりして検査

を行います。自分の感覚によって判断するため、非常に

難しく感じました。１２月からは、一般細菌と大腸菌の

検査を教えていただいています。菌類の検査は理化学試

験とは異なり、培養や滅菌など慣れない作業が多く、日々

悪戦苦闘しています。しかし、市民のみなさまに安全な

水をお届けするためにも、菌類の検査は水質検査の中で

も重要であると感じています。そのため、自分の業務に

責任を感じながら検査を行っています。 

大学では分析化学研究室に所属し、卒業研究に取り組

みました。時には思うような結果が出ず、悩んだことも

今ではいい思い出です。研究室での１年を通して、分析

方法や実験結果の取り扱い方などの基礎だけでなく、研

究に対する姿勢や、自分の研究を相手に伝える発表の仕

方など、非常に多くを学ぶことができました。今こうし

て一人の分析者として働き、社会に微力ながら貢献でき

ているのは化学科で先生方に様々なことを教えていただ

いたおかげだと日々実感しています。４年間、本当にあ

りがとうございました。まだまだ未熟な新人ではありま

すが、一つ一つの検査の方法を覚え、水質検査のプロに

なることができるように、これからも努力していきたい

と思っております。 

 

 

松本まで届いた「たんぽぽ」の声 

保谷 彰彦 (22S 生物) 

 その夜、松本駅に到着した私は、デパートに直行しま

した。大きな画用紙を10枚購入して、駅前のホテルに

チェックイン。部屋に引きこもるようにして、紙芝居の

絵をクレヨンで描きました。この紙芝居は、翌日2014

年12月3日に、信州大学付属松本小学校の2年生向けに開

催される「たんぽぽ授業」に使うためのもの。意気込み

とは裏腹に、ため息がでるほど下手な絵でしたが、それ

とわかるライオンやたんぽぽの絵が描かれた紙芝居がで

きあがりました。 



 16

 どうして、私が小学校でたんぽぽ授業をすることになっ

たのでしょうか。自分のことをお話しするのは気が引け

ますが、誰だかわからないままの「同窓会だより」も、

やや寂しい感じがしますので、自己紹介を兼ねて我がこ

とを振り返ってみます。 

 大学に入学したのは1987年。その年に植物分類生態ゼ

ミナールに所属し、清水建美先生について長野県内の植

物を見て歩きました。残念なことに種名をさっぱり覚え

られなかったのですが、大学構内の雑草から松本周辺の

山地に生える高山植物まで、驚くほど多様な草花を見て

歩いたことは、人生のテーマにもつながるような、大き

な財産となったように感じています。この面白き生き物

たちの世界をもっと知り、いつか本を書きたいと考え始

めたのも、この頃からでした。 

 生物学科での卒業研究は、野末雅之先生のもとで細胞

生理学的な研究をさせていただきました。それから名古

屋大学で植物分子生物学を学び、外資系製薬会社勤務を

経て、2000年からは東京大学でタンポポの進化生物学的

な研究に取り組み始めました。学位取得後も研究機関で

タンポポ研究を続けることができたのですが、その傍ら

で、生物を専門に執筆やワークショップ、講座などを行

う「たんぽぽ工房」を設立しました。2009年のことです。

以降、研究と文筆業を続け、2014年1月には『身近な草

花「雑草」のヒミツ』という本が誠文堂新光社から刊行

されました。 

 ことあるごとに「たんぽぽ、たんぽぽ」と声を出して

いると、意外にも様々な機会に恵まれます。今回松本小

学校での「たんぽぽ授業」にご招待いただけたのも、10

年ほど続けてきたタンポポ研究とともに、「たんぽぽ工

房」の活動がきっかけだったのです。小学校の先生と私

をつないでくださったのは、現在同窓会で事務局もされ

ている小西繭さんでした。小西さんの研究テーマのひと

つは、魚類における在来種と外来種の交雑です。私もタ

ンポポの在来種と外来種の交雑をほそぼそと研究してい

ます。研究テーマが雑種形成ということと、たまたま「た

んぽぽ工房」のウェブサイトを目にしてくださったこと、

さらにいくつかの偶然が重なり、それまで面識がなかっ

た私に声をかけてくださったのです。ご縁のありがたさ

をしみじみ感じました。 

 たんぽぽ授業は、校庭に日本たんぽぽの畑を作りたい

というお子さんたちのプロジェクトの一環として行われ

ました。自分たちが主体的に取り組んでいることもあっ

て、眼差しは真剣そのもの。教室の中は、小学2年生の

みんなと先生、そして保護者の皆さんの爽やかな熱意に

満ちていました。保護者の方にもご参加いただけたこと

で、穏やかな空気も漂っていたのかもしれません。こち

らまでワクワクのひととき。懸案だった下手すぎる紙芝

居も、ブーイングが起こることもなく、絵の真意を楽し

んでもらえたようでした。 

 松本は清々しいところです。大学を卒業して20年

ちょっと。駅も街もすっかり変わりしましたが、松本の

地を歩けば、いつも心躍るような、それでいて穏やかな

気持ちになります。詳しいことはご紹介できませんでし

たが、同期の仲間と４年に一度、長野県内で集まる機会

があります。金田英樹さんを中心に同期会を企画してく

れる仲間のおかげです。これは本当に嬉しい集まりで、

前回は2012年11月に木崎湖畔にて、寒さに震えながら

キャンプをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京に暮らす私にとって、松本は故郷のような街なのか

もしれません。いつか活動の拠点を松本あたりにできた

らと妄想しつつ、「たんぽぽ、たんぽぽ」と言いながら

日々暮らしています。「たんぽぽ」の声、次はどこに届

くのでしょう。 

 

保谷さんの本の紹介です 

『身近な草花「雑草」のヒミツ』 
（子供の科学★サイエンスブックス） 

刊行/ 誠文堂新光社 著者/ 保谷彰彦 

発売/ 2014年1月 

価格/ 2200円＋消費税（消費税込みで2310円） 

身近な草花といえば雑草。アスファルトで舗装された

道路の脇、駐車場や空き地、公園や校庭など、街の片隅

でたくましく生きています。やっと根付いた雑草が暮ら

すのは、いつ何どき、刈り取られ、あるいは、土ごと掘

り返されるのか、予想もつかない場所です。そのような

過酷な環境で、雑草たちはどうやって暮らしているので

しょうか？ 本書は、タネを残すための「花」に着目し

ながら、雑草の生きざまに迫っていくという内容です。

全ページカラーで、身近な草花70種ほどの写真と絵で解

説しています。小学校高学年から中学生が主な対象です

が、もちろん大人の方でもお楽しみいただける内容になっ

ています。 

不明な点など、たんぽぽ工房のウェブサイトからお問

い合わせください。http://www.hoyatanpopo.com
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物理、化学の目で見た植物の生命 

森 茂太(12s 生物学科) 

「生命とはなにか？」この問題を物理化学的視点から

考える対象として、常に同じ場所で環境に柔軟に適応し

ている植物は 適です。水中から陸上へ進化した植物は、

厳しい乾燥に適応し、重力に対抗し１０の１２乗倍の重

さに成長します。これは生物界 大の幅です。しかも、

植物体内には様々な化学成分で大量のエネルギーが蓄積

され、死ぬ瞬間を除けば、成長は熱力学の法則に反する

現象であり、シュレデンガーのLife feeds on negative 

entropyに生命の不可思議さが集約されているのです。 

従来の成長理論では、呼吸は消費、損失でしかありま

せん。しかし、近年、様々な適応への呼吸関与が明らか

となり、大小生物がサイズに応じてどれほど呼吸するか

が重要課題です。主力説のマックスクライバー法則

（1932）は「個体呼吸は重さの３/４乗に比例する（傾

き3/4）」という経験則です。近年、この法則に理論的

説明を試みるWBEモデルがサイエンスに掲載され賛否の

議論が起こります（１、２）。その後、個体呼吸はその

重量に比例する（傾き１）との推定がネイチャーに出さ

れ（３）、激論が交わされます（４）。サイエンス主催

のゴードン会議（生物医学、化学、物理の約200の分科

会で構成、話題はサイエンス掲載。）に「個体呼吸」が

採択され隔年で５回開催され、うち２回に参加し激しい

応酬を目の前で聞きました。 

彼らが推定、理論を中心に議論する理由は単純です。

樹木は巨大で全体の呼吸測定は困難であり、ましてや根

の測定は不可能だと信じられているためです（２）。だ

から、３/４乗法則にWBEモデルが理論から挑戦したので

す。しかし、本来の理論は「数多く、幅広く、正確な測

定」から模索すべきものです。そこで、私たちは数ミリ

グラムから直径１ｍ、樹高30ｍ以上の巨木まで、根を含

めて正確に、効率よく樹木個体全体の呼吸を正確に実測

する方法を開発しました（方法、画像はダウンロード可

（５））。この方法で、シベリアから熱帯、実生から巨

木まで67種271個体の個体呼吸を測定しました。 

その結果、小個体の呼吸は重量比例であり、サイズが

大きくなるにつれ徐々に個体重量の3/４乗に比例へと変

化することが分かりました。小個体の組織は柔らかく開

放循環的であり、このため呼吸は化学的制御に支配され

重量比例となるようです。一方、大きくなると重力影響

が強まり幹内に支持組織が増え、重量に対して呼吸は低

くなり、重量の3/4乗に比例するようです。誰もできな

い実測をベースに、主要２仮説の傾き１と傾き3/４の単

純ベキ乗式を２本の漸近線でつないだ明確に上に凸型を

した混合ベキ関数モデルが生まれました。成長曲線と関

連した生物学的合理性の高いモデルです（５）。 

しかし、未解決問題もあります。それはグローバルに

見て系統、地域間で個体呼吸に違いがあるのかという点

です。問題解決のため、各地のシダ植物、ヤシ類、着生

植物、つる植物等を交え測定個体数を５００個体以上に

増やしました。個体呼吸（同一温度の瞬間値）を芽生え

から巨木まで両対数軸上１０の１１乗倍の重量幅で見る

と、地域、系統間差がほとんどありません（６）。つま

り、意外なことにマクロスケールでは個体呼吸はサイズ

だけで決まっていたのです。これは、従来のミクロスケー

ルの生理学では説明できません。このように、ミクロと

マクロスケールで違った現象が見えるのです。 

マクロスケールで差がない一因は、生態系環境が時空

間的に不均一なためです。この中で個体呼吸は可塑性（約

１０倍程度の）を持ち、加えて個体間差もあります。こ

れらが系統、地域間差を吸収したのです。このため網羅

的に全維管束植物の個体呼吸を見ると一定範囲に収ま

り、ロバストネスを持つに至ったのでしょう。これはマ

クロに見た個体呼吸が、自己組織化のもとで環境に対し

てレジリアンス(復元力)を持ち進化してきたためだと思

います。 

混合ベキ関数モデルは、PubMedのFaculty 1000 Biology

でオーストラリア国立大のO. Atkinにより個体呼吸の物

理化学制御を示すと評されました（７）。個体生理学は、

研究者が殆どいない生物学の「隙間」です。しかし、生

命をミクロとマクロの双方向を見渡せる見通しの良い峠

でもあり、同時に物理、化学的な視点をもたらす「予想

外の覗き窓」でもあるのです。 

 同窓会報に研究紹介の機会を頂きお礼申し上げます。

分野を超えたご助言を頂けければ幸いです。  

morishigeta@tds1.tr.yamagata-u.ac.jp 

 
(1)：West et al. (1997) Science 276:122-126 
(2)：ジョン・ホイットフィールド（2009） 

「生き物たちは3/４が好き」（化学同人） 
(3)：Reich et al. (2006) Nature 439:457-461 
(4)：Enquist et al. (2007) Nature 445:E9-E10 
(5)：Mori et al. (2010) PNAS 107:1447-1451. 

 doi: 10.1073/pnas.0902554107 
(6)：Mulder, Boit, Mori et al. (2012)  

Advances in Ecol. Res.46：1-88.   
(7)：Atkin (2010) 

F1000Prime.com/2712970#eval2376070 
 
 
 
 
 
 
 

生物学科の卒業生で山形大学の森 茂太さんより現在の研究

について寄稿頂きましたので紹介します。 
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――――――――東北だより―――――――― 

人工湿地による震災時の排水処理システム復旧の事例 
矢野 篤男（5S，化学科） 

 

 2011年3月11日に発生した東日本大震災から3年になり

ます。会報22号では「東日本大震災から2年半」と題し

て震災当日のことそして震災後，東北に住む私たち研究

者・技術者ならびに学会関係者の被災地の復興を支える

ための活動等について報告しました。また，前報では人

工湿地による排水処理について少々触れましたので，本

稿では2004年スマトラ沖大震災で壊滅的な破壊を受けた

タイの排水処理システムを人工湿地により回復した事例

を紹介します。東日本大震災では東北・関東地方の沿岸

部の下水道施設に大きな被害を受けました。宮城県にお

いても沿岸部の多くの下水処理施設において処理場全体

が冠水・被災し，水処理施設，汚泥処理施設のほとんど

が使用不可能となりましたが,水道等のライフラインの

回復に伴い，大量の生活排水が流入しそのほとんどを処

理できずに「簡易な沈殿＋消毒」放流や，「消毒」のみ

の放流で対応していました。施設の復旧までには相当の

期間を要することから，衛生面ならびに環境面での影響

が当時懸念されました。しかし,その後の継続的な調査

では海域の水質悪化ならびに生態系への影響は今のとこ

ろ認められておらず安堵しています。今回の大地震と大

津波は私達日本人が数十年かけて構築した多くの構造物

が一瞬に破壊され,自然の力の前には構築した防災設備

には限界があり，人工的構造物によって対処しきれるも

のではないことが明らかになりました。震災後，いくつ

かの学会において今後の環境インフラのあり方として分

散型小規模環境インフラについて議論されてきました。

私もいくつかの学会でこれらのテーマについて小規模排

水処理の観点から人工湿地について話す機会がありまし

た。本稿では災害復興支援として実施されたタイにおけ

る人工湿地による排水処理システムの復旧について紹介

します。 

 本題に入る前に人工湿地について簡単に説明します。

欧米各国では現在,排水処理において盛んに「人工湿地」

が用い要られていますが,わが国ではほとんど知られて

いません。「人工湿地」は自然の湿地での浄化メカニズ

ム（沈殿，生物分解，酸化反応と還元反応の連動）を原

理として，人工的に制限条件をコントロールすることで

水質浄化性能を高めたシステムです。その特徴として①

省エネルギー（低炭素）・省メンテナンス・低コスト，

②自然な景観を与える，③生物の生息場になるがあげら

れます。近年,欧米を中心に (人工湿地)を利用した排水

処理技術は低コスト，低エネルギーの処理技術と考えら

れおり，これらの国々では水質改善の手法として人工湿

地に関するガイドラインを作成し1）生活排水，産業排

水，農業排水等の数多くの排水処理に適用しています2）。 

 人工湿地の種類には,排水が湿地表面を流れる表面流

れ方式と湿地表面下を流れる伏流水式があります。図1

ではA．表面流式，B．伏流式横型，C．伏流式縦型を示

します。人工湿地の技術の流れはA→B→Cの順で研究開

発が進んできました。伏流式の人工湿地は従来の表面流

れ式に比べ単位面積あたりの浄化能が高く冬期の浄化能

が優れており，主に，生活排水や工場排水などの経済的

な浄化法として広くEU各国にて普及しています。酸化的

な縦型人工湿地と還元的な人工湿地を組合せたシステム

は，特に「ハイブリッドシステム」と呼ばれています3）。 

  図２にEUにおける人工湿地の設置数を示します。 

現在，EUを中心に多くの人工湿地が普及しています。

特にドイツでは5,500を超える人工湿地が普及しており,

次いでオーストリアが1,000そしてイギリスの800が運転

されている。さらにフランスの400,イタリアの300,デン

マークの200,ポルトガルの120の人工湿地が運転してい

ます。この他,スイス,エストニア，ポーランド，ノール

ウェーなどでも多くの人工湿地が運転中です。近年，欧

米の指導のもとアジア，アフリカなどの発展途上国での

取り組みが盛んになってきました。 

 写真１,２にフランス・ルシオン市における縦型人工

湿地を示します。ルシオン市の人工湿地では処理人数850

～1250人を対象としており,約750m2の人工湿地2面で運

転しています。 
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  図1 人工湿地の種類 

図２ EU各国における人工湿地の設置数 

写真１ フランス・ルシオン市の人工湿地の看板 
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 2004年12月26日にインドネシア西部スマトラ島北西部

沖のインド洋を震源とするM 9.0の地震が発生し（図３）,

インドネシア・スマトラ島バンダ・アチェ付近で震度5

強～震度6弱で地震直後にインド洋を大津波（波高2～

10m）がインドネシア，マレーシア,タイ,ミャンマー，

スリランカ,インド,モルディブ，ソマリア, ケニアの国々

の沿岸に押し寄せました。この津波による死者は約22

万人，行方不明者は7万7千人，負傷者は13万でした。 

震源地に近いタイ南西部沿岸地域および周辺の島々では

犠牲者も多く，通信手段,電気,道路,水道施設等のイン

フラがほとんど破壊され，90以上の下水道施設のほとん

どが機能しなくなりました。途上国においてこれらのイ

ンフラ施設は主に海外援助により建設されたものが多く,

破壊された施設の復旧・復興にあたり圧倒的に技術者・

資材・資金が不足し，これらインフラの復旧が困難を極

め，タイの下水道処理施設においても同様な状況でした。

2005年1月，デンマーク政府はタイ政府に対して津波で

被害を受けた地域の排水処理システムの復旧として人工

湿地による排水処理システムの構築を災害援助として申

し入れ，Brixらによりいくつかの人工湿地による被災地

の排水処理システムが再構築されました。本稿ではパン・

デル・プア人工湿地とコー・フィー・フィー人工湿地に

ついての事例を紹介します。 

 

パン・デル・プア人工湿地 

タイ赤十字は津波の被災者のためにバン・プル・テア

に新たにニュ―タウンすなわち復興住宅を造り，そこへ

320名（80世帯）の住民が移住しました。この復興住宅

団地に図４に示す人工湿地による排水処理施設を設置し

ました。バン・プル・テア人工湿地の排水処理システム

では各家庭のし尿はそれぞれの家庭に設置された沈殿槽

に集められ，この沈殿槽の流出水と生活雑排水は一緒に

まとめられ，図４の人工湿地の前処理施設に運ばれた後，

人工湿地で処理されます。この人工湿地の敷地面積は

575m2，人工湿地面積は220m2です。図４に示すように人

工湿地は3段の横型伏流式（CW1～CW3）となっており，

CW3から排出された処理水は道路の側溝へ流れ込むよう

になっています。 

人工湿地には景観を配慮しカンナ等の美しい花々が植

栽され，周囲には樹木や潅木を植え四阿やベンチを配し，

人工湿地全体がこの居住地の公園の役割を果たしていま

す（写真３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような下水の排水処理施設では未処理の排水は強

い悪臭を放すため，この悪臭対策として図４の人工湿地

導入前の前処理室に活性炭による排気装置を設置し，悪

臭の低減を行っています。 

 

コー・フィー・フィー人工湿地 

また,もう一つの事例はコー・フィ・フィ人工湿地が

あります。 

フィ・フィ・ドン諸島はタイ－マラヤン半島西海岸沖

に点在する島々で年間，約120万人の観光客が訪れるリ

ゾート地です。津波はこの島々の下水施設を壊滅的に破

壊しました。震災後，破損した下水配管から溢れた汚水

により街は強烈な悪臭に包まれ，一日も早い排水処理シ

ステムの復旧が望まれました。人工湿地による排水処理

システムの復旧では，人工湿地はコー・フィ・フィ島の

自然を象徴する蝶が花に止まっている姿をデザインし，

Flower & Butterfly Constructed Wetland（花と蝶の人

工湿地）と呼ばれる美しい人工湿地としました(図５）。 

この地域が多くの観光客が訪れる観光地であるので排

水処理施設をできるだけ観光客に見せることを意図し，

そのデザインならびに悪臭対策には細心の注意を払いま

した。 

人工湿地は縦型伏流式（VF），横型伏流式（HF），表面

流れ式（SF）の3種類の異なったタイプの人工湿地を組

み合わせたものです。この人工湿地では敷地総面積が

写真２ ルシオン市の縦型人工湿地 

流入負荷量: ~30 m3 day， 処理対象者数： 80 世帯（320名 ）

総面積: 575 m2 人工湿地面積: 220 m2 

前処理施設・

図４  バン・プル・テア人工湿地4） 

A  A  R  H  U  S    U  N  I  V  E  R  S  I  T  Y

D e p a r t m e n t  o f  B i o lo g i c a l  S c i e n c e s
P l a n t  B io l o g y

D r .  H a n s  B r i x

写真３ 人工湿地の周りの潅木・四阿 
 図３ スマトラ沖地震 
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6000m2でこのうちVFは2300m2，HF/SFは1500 m2そしてPP

は200m2 であり，人工湿地の流入量は400m3/dayとしま

した。 

 島内から送られてきた家庭排水はまず前処理室のポン

プ室に集められ①花の中心の3つのサイフォンへ送られ，

サイフォンから②3つの花弁の形の縦型人工湿地へ送ら

れます。ここからの流出水はさらに③の横型人工湿地へ

流入し,ついで④の蝶の羽にあたる表面流れの人工湿地

へと流れていく。そして 後に⑤の蝶の胴体にあたる調

整池へ流出し，この流出水は島内の公園の散水に利用さ

れています。人工湿地にはカンナ，ヘリコニアを植栽し

美しい景観を呈し,人工湿地は美しい庭園（写真４)とし

て地域住民や多くの観光客が訪れる憩いの場所，観光ス

ポットとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在,人工湿地の運転に関わるすべての問題が解決して

いませんが，この人工湿地による処理水はおおむねタイ

の排水基準を満足しています。（表1）。 

 

 コー・フィ・フィ人工湿地の特徴をまとめると以下の

ようになります。 

 ・ポンプ室の電源はすべて太陽光発電を採用 

 ・悪臭防止のため閉鎖系の排水収集システムのため, 

  人工湿地では悪臭は発生しない 

 ・島のシンボルの蝶と花をかたどった人工湿地 

 ・人工湿地エリヤを人工湿地庭園として活用 

 ・人工湿地の維持管理は住民参加 

 ・処理水は公園の用水として再利用 

 

 このように年間120万人以上の観光客が訪れるコー・

フィ・フィではスマトラ沖地震により破壊された排水処

理施設を人工湿地により復旧を行うと同時に人工湿地を

観光公園として活用しており,この事例はとても興味深

い取り組みとして注目されました。コー・フィ・フィ人

工湿地の維持管理には地域住民が深く関わり，地域住民

が一体となって低コスト・省エネルギー・省メンテナン

スな排水処理システムの構築を目指しています。 

 デンマーク政府はスマトラ沖地震により破壊された排

水処理システムの復旧において低コスト，省エネルギー，

堅固，信頼性がある排水処理システムの再構築をタイへ

の震災復興支援として援助しました。 

タイの事例で見たように津波により破壊された排水処

理システムの復旧においては人工湿地のような分散型の

排水処理システムは従来の集中管理型の巨大な排水処理

システムの弱点を解決するものと高く評価されています。

タイの事例は東日本大震災により被害を受けた被災地の

新しいまちづくりにおける分散型排水処理へ向けてタイ

の事例は大いに参考になるものと思われ,東日本大震災

後，いろいろなチャンネルを通じて被災者仮設住宅等の

排水処理に人工湿地の適用を働きかけてきました。その

ような中，2011年12月松島で長年旅館業を営んでいる方

から旅館の再建に当たり,旅館排水を人工湿地で処理し，

その人工湿地を旅館の中庭に造りたいとの相談がありま

した。日本3景のひとつ松島も少なからず津波の被害を

受けたところです。この旅館では震災前までは150～200

人槽の合併浄化槽で排水処理をしていましたが，浄化槽

が建物の地下に設置しており建物を一旦，取り壊し，浄

化槽を新たに設置しなければならず多大な経費がかかる

ために，人工湿地で何とかならないかというものでした。

わが国の排水処理において家庭排水を直接，人工湿地で

処理することは法的に認められていなことから，壊れた

浄化槽の一部を修理しある程度動くようにして,一旦，

合併浄化槽で軽く処理した後,その処理水を人工湿地で

処理することでこの問題をクリアーしました。そこで，

既存の合併浄化槽を一部修理し旅館の中庭に庭園型の

人工湿地を造ることとし，低コスト，省エネルギーの人

工湿地で排水を処理し，環境に配慮した旅館として再開

するための計画を作り，この計画で震災復興助成金を申

請したところ災害助成金の趣旨として現形復帰が原則と

いうことで,合併浄化槽を原形復旧するなら認めるが人

工湿地を新たに作り，処理方式を変更する場合は助成金

の対象にならないとなりました。旅館では営業を再開す

るには従来通りの方法で対応するしかなく，旅館営業再

開には多大な資金を必要としましたので，その旅館は残

念なことに営業再開を断念し，廃業することとなりまし

た。今回の事例では従来の助成金制度は震災の復興に当

たり被災地の足を引っ張る結果となりました。この度の

震災では多くの施設の排水処理設備が破壊され,震災直

後は設備維持の可否どころか復旧できるかどうかも分か

らず,ゼロ以前からの再構築が必要と思われるような深

刻な状況でした。衛生的で健康な生活を送るためにも環

  図５ コー・フィ・フィ人工湿地5） 
①サイフォンを用いた分水タンク，②縦型人工湿地（VF）， 

③横型人工湿地（HF），④表面流れ式（SF）⑤調整池（PP） 

     写真４ 人工湿地庭園 

A A R H U S   U N I V E R S I T Y

Department of Biological Sciences
Plant Biology

Dr. Hans Brix

Parameter Influent Effluent Standard
pH - 7 8 5.0-9.0
BOD mg/L 270 22 ≦20
Supended Solid mg/L 127 15 ≦30
Fecal coliforms MPN/100mL 2.73E+06 2.68E;+05 n.a
TKN mg/L 61 36 ≦35

表１ コー・フィ・フィ人工湿地処理水の水質5） 
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境インフラは必要であり,被災地の復興のためにも早急

な再構築が求められていました。被災地の復旧・復興の

ために災害助成金（税金）が使われましたが,その使用

にあたっては従来と同じ施設・設備を再構築しなければ

ならないとする現在の制度には多くの疑問を感じました。

被災地では今後,省エネ,低コストそして環境に配慮した

環境インフラを整えた新しいコミュニティ形成し目指し

ていかなければなりません。これらの課題を解決・改善

し推進していくためには技術的な問題よりは，制度の硬

直した運用など行政上の問題を解決することも必要と思

われました。これも被災地で直面した現実の一端です。 
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東日本大震災を振り返って 

菅原 ちひろ（95S・生物） 

 

夫の仕事の関係で、福島第一原発から40km離れた福島

県の田村郡に家族で引っ越して3年が過ぎた頃、東日本

大震災に遭遇しました。あの時の様子を思い出すことを

何となく避けていましたが、心配してくれていた方々に

無事であることのご報告も兼ねて、今筆をとっています。 

＜地震発生と家族の無事＞ 

この携帯の大きなアラームは、地震を知らせるものだっ

たんだ！と気づいた瞬間、物が割れる音、きしむ音、落

ちてくる音、そして桁はずれに激しく揺れ続ける建物。

その時自宅の二階に一人で居た私は、保育園に預けてい

た6歳の息子と、1歳の娘をとにかく迎えに行かなくては、

と、やっとの思いで掴んだコートのポケットに携帯と財

布をつっ込み、無事を祈りつつ園まで走った。昼寝中だっ

た子供達は、パジャマの上に上着、足元は裸足に上靴。

地震の恐怖と寒さに震えながら、小雪が飛ぶ園庭の真ん

中に整列させられていた。子供を見つけ、ほっとして先

生を見ると、先生も涙ぐんでいた。ひっきりなしに余震

が続く中、携帯が全く誰にも繋がらない。近くにある主

人の勤務先で主人が無事なことを確認し、本当に安心し

た。この日以来、しばらく子供達は地震の度に泣くよう

になった。私はというと「もし、出かけている間に大き

な地震があったら・・・」等と 悪のパターンが頭をよ

ぎり、近所に一人で出かけるのも不安だった。私が今ま

で家族にかけていた「いってらっしゃい」の言葉は、帰っ

てくることを前提とした「いってらっしゃい」の言葉だっ

たと、その時気づいた。なんだか本当に心配性になって

しまっていた。 

＜仕事＞ 

医療関係の仕事で診療所や通所介護施設などで働いて

いる主人と私は、地震ではそれほど影響がなかったもの

の、原発の影響で、継続か避難かという選択を迫られて

いた。テレビでは原発を中心に避難準備区域が円状にど

んどん広がっていく。次に10km拡大されたら私達も屋内

退避・避難準備をしなければならない。当時、高齢者を

抱える世帯や自営業、公務員等、その土地に何らかの理

由で残らなければならない住民以外は殆ど自主避難で町

を去っていった。勤務していた診療所はというと、近隣

の診療所が日を追うごとに閉鎖・避難する所が多くなり、

開いている診療所に薬を求めて患者さんが押し寄せてき

ていた。町内で残っている 後の診療所が閉鎖するとい

うことは、急病の患者さんへの対応が絶たれることを意

味する。入ってくる薬の量も限られているため、診療時

間を短縮しながらもギリギリまで継続した。テレビやラ

ジオでは「ただちに人体に影響を及ぼすことはありませ

ん。大丈夫です。避難する必要はありません。」という

言葉が流れているのに、国会議員の家族は海外へ避難を

始めているとか、アメリカは原発から80km以内には入ら

ないように勧告した、といった情報も入ってきていた。

残って仕事を続けなくては、という気持ちと避難しなく

て大丈夫なのかな、という気持ちで複雑だった。原発の

様子をうかがいながら、通常の時間帯で診療できるよう

になったのが3月28日。この頃からガソリンや物資も次

第に入るようになってきていた。この2週間というもの

は、社会人としての責任（仕事の継続）と親としての責

任（子供をより安全なところに）との戦いで、とてもと

ても精神的にきつい時期だった。避難しても、残っても、

どっちも辛い・・・そんな感じだった。 

＜ライフライン＞ 

幸い、私達の地区は電気も水道も大丈夫だったが、何

かあった時に避難しようにも、あの時福島県内はどこも

ガソリン不足で長距離の避難は難しかった。地震で道路

が壊れたという影響だけでなく、タンクローリーが福島

県に入るのを怖がって運ばれてこないので、スタンドの

職員が県外まで取りにいったとの話も聞いた。食糧や生

活用品などのお店はどこも品薄で、しかも店内が割れた

ガラスや落ちた天井で危険なため、駐車場に臨時の青空

市場が作られた。並べられている少ない商品に住民は列

をなしていた。今考えると並んでいたその頃は放射性物

質が県内外を汚染していた頃だ。原発から距離的には離

れているものの、後になって線量が高い地域と分かった

友人は、「あの時、あの空の下、外で並んでいたことが

本当に悔やまれる。情報が早く欲しかった。」と。本当

にその通りだ。 
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＜現在＞ 

比較的線量が低いことがわかり、現在も同じ場所に住

んでいる。仕事も今まで通り。避難後戻って来ない方も

いるが、逆にこの町に避難して来た方もいる。一時期閑

散としていた町も活気を取り戻しつつある。県内でも放

射線量にはバラつきがあるが、私達の地区は線量は低く、

子ども達が運動会を外で行なえるレベルで、屋外プール

も使用でき、外遊びの時間も制限されなくなったので、

「常に不安感を抱えながらの生活」という事を除けば、

普通に生活しているようにみえると思う。毎日通園バッ

グに線量計をつけ、積算線量も定期的に測り、甲状腺検

査や、ホールボディカウンターで内部被ばくの検査も受

け、今のところは問題ないと言われる状態ではある。 

残念なのは、今回の事故で、防波堤を高くしても、建物

を頑丈にしても自然の力、破壊力には敵わない事を私達

は思い知ったはずなのに、「想定外」の言葉で、起こっ

てしまった事実をあやふやにされ、さらに、再稼働とい

う言葉も出てきている。再稼働するということは、再び

何処かで福島と同じ「想定外」が起きる可能性があると

いうことだ。福島のような事故は二度と起きて欲しくな

い。 

＜ 後に＞ 

まだまだ余震が続いて、原発も不安定なままであるも

のの、信大時代の友人が毎年自作のお米を送ってくれた

り、子どもは震災支援で保養に行かせてもらったり（昨

年は長野県の泰阜村に行かせていただきました）、様々

な方からの援助に感謝しながら前向きに生活している。

あの頃は、全国各地にいる友人からの「大丈夫？」と心

配してくれる声が、一人じゃないんだ、と心を支えてく

れた。本当に嬉しかった。 

これからもこの福島県で、地域住民の健康のために、家

族のために、頑張っていきたいと思う。 

 

 

 

 

――――――――学科同窓会より―――――――― 

 

信州大学物理同窓会の活動の仕組みについて 

信州大学物理同窓会事務局長 

髙藤  惇（物理 2S） 

 当会発足の起源は、1998年5月30日に有志によって開

催された松崎先生や宮地先生を囲む会合にあります。こ

のとき約50名が参加し、以後毎年１回、５月の 終土曜

日に集まるようになりました。そんな中から、正式に同

窓会を立ち上げようと、話がまとまり、2002年の５回め

会合を物理同窓会の設立総会を兼ねるかたちで、役員や

会則等が決められてスタートしました。以後、総会は毎

年、松本と東京でほぼ交互に開催され、ことしで17回め

となりました。 

 その設立趣意書には次のように記されています。 

「ふつう『同窓会』というと、名簿の管理、会報、など、

すべて印刷物と郵送に頼ってきたため、ややもすると動

きが悠長になりがちで、活動が沈滞する要因ともなって

いました。こんにちでは、ITを活用して、EメールやWEB

上でそれらを行い、簡便化、双方向化するとともにスピー

ドアップと省力化を図ることができます。会員相互、あ

るいは事務局員や役員が、たとえ何処に住んでいても常

に活動に参加できる条件が整っています。」 

 つまりITを活用しつつ運営しようということです。ま

ず、情報発信の基本となるホームページを設置。会則や

決定事項などをアップしています。役員会（事務局会議）

も全国に散在する役員が一同に会することはとても難し

い。そこで当会では、役員会（事務局会議）はインター

ネットのSKYPEによる無料の会議システムを使い、月１

回開催。勤めている役員も出席できるように、夜の９時

から開いています。 

 会報はメールマガジン形式で発行しています。印刷形

式だと、紙・印刷代、輸送費も含めて相当の費用と労力

を必要としますが、メルマガだとメール登録いただいた

会員に迅速かつ安価に届けることができます。編集も紙

より比較的楽なので、当初の年２回発行から現在では季

刊として年４回発行しています。 

 約1800人の卒業生をかかえる当物理同窓会ですが、す

べての会員間で情報のやり取りをできるように設置した

のが、同窓会員のためのメーリングリスト。ここを通じ

て、メルマガ会報が配信され、さまざまな通知や伝達が

送られます。さらには先生や会員同士の公開の質疑応答

や議論がなされるようにできています。 

 ただし、このように便利なメーリングリストの「装置」

も各会員が自らメール登録しない限り、「輪」のなかに

参加できません。現在、このメーリングリストの登録者

は300名弱ですが、これをもっともっと増やしていくこ

とが課題です。その存在すら知らない会員も大勢いると

思われます。まだML会員登録をされていない物理卒業生

は、当会WEBサイト（http://www.supaa.com/）から、ぜ

ひとも登録をしてください。 

 当会組織の要ともいえるものに「学年世話人・研究室

世話人」があります。文理の発足から数えて64学年あり

ます。また物理科学科には６研究室あります。それぞれ

に「世話人」を置いて同窓会活動を促していただこうと

いうものです。当該学年（研究室）の名簿の管理を中心

に、役員会（事務局）との連絡の要の役になっていただ

こうというもの。現在、38学年、５研究室に「世話人」

がおられます。「世話人」のもとに学年会が開かれてい

るところもあります。 
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 近年はじめた当会の活動として、就職活動直前の学

生・院生に向けてＯＢが講師をつとめる「就職支援セミ

ナー」があり、昨年12月には第４回めを開催しました。

物理科を出た先輩がどんな職業に就いてどんな働きをし

ているのかなどの疑問にも応えるものとして好評を得て

います。 

 さて、本年の第17回物理会総会について、ご紹介しま

す。東京での開催となりますが、幅広い参加をお待ちし

ています。 

 ■開催日：2014年5月24日 (土) 14:00 ～17:00 

 ■会場：大手町サンケイプラザ（東京駅徒歩8分）千

代田区大手町1-7-2、TEL 03-3273-2258～9） 

 ■会費：10,000円  30歳以下の方は7,000円 

 ■二次会として、宮地良彦先生の卆寿のお祝いを実施

する予定です（会費別途） 

 ▼講演会のご案内 

  ◎講師：三上浩佳氏 群馬県立医療短期大学名誉教 

授（文理10回 ： 群馬県桐生市在住） 

 研究分野：原子核・素粒子理論（ハドロン領域） 特

に、中間子及び核子の散乱構造に関する研究 

  ◎記念講演演題：「解ったことと分からなかったこ

と－研究ノートから」 

 

松本化学学士会講演会（2013年7月27日開催）講演要旨 

 松本化学学士会では毎年夏に行われる総会にあわせて

講演会を開催しています。昨年7月27日に行われた第11

回総会では、理学部化学科第13回卒で長野県工業技術総

合センターの蟻川幸彦さんを講師にお招きし、ご自身が

携われている食品用微生物の育種に関するお話などをご

講演いただきました。今回、講演要旨をいただきました

ので本会報に掲載します。 

 

発酵食品王国長野 

長野県工業技術総合センター食品技術部門 

食品バイオ部長 蟻川幸彦 

ついに長野県が男女とも長寿日本一（世界一？）にな

りました。家計調査によると、長野市は全国51都市の中

で、家庭における食塩の購入金額が も多い都市です。

また長野県の特産である味噌の購入額も日本一です。変

わったところでは、外食代が13位、外で使う飲酒代が堂々

の４位です。意外にも長寿の理由の一つとされている野

菜・果実の購入金額は生鮮野菜で30位、果実が9位です。

一方、購入金額の 下位には肉類があります。牛肉49

位、鶏肉51位、豚肉40位となっています。さらに酒類の

購入額は30位ですが、酒類に占める清酒の割合は2位で

す（ 近、動物実験でも適度のアルコールは寿命を延ば

すことが証明されました）。朝ごはんにはお味噌汁とお

漬物のある和食。晩酌には、ほどほどの日本酒を嗜む。

肉の入り込む余地の少ない、そんな普段食が見えてきま

せんか。一方、ハレの日には外で美味しい料理とお酒を

楽しむことで、ストレスの発散も果たしているようです。

減塩運動は確かに脳疾患の減少に役にたってきたかもし

れません。しかし今、長野県の長寿を支えているのはガ

ンや心疾患の少なさです。行き過ぎた減塩は普段食から

和食を遠ざけ、カロリーの高い肉類の摂取を増やしてし

まうような気がします。酒、味噌、醤油、漬物等、発酵

食品王国長野の和食中心の食生活が長寿の理由ではない

でしょうか。 

長野県の発酵食品産業としては味噌製造が121社、生

産額535億円で全国シェアの45％となっています。また

清酒製造業（製造）が76社で実動としては全国2位です。

ただし規模としては小さいお蔵が多く生産額は78億円で

す。 近では地球温暖化のためか、ワイン用ブドウの品

質が上がってきており、ワインの産地としても認められ

てきています。その他、醤油、地ビール、漬物等、規模

は小さいものの多くの雇用を支えています。そのような

長野県内の発酵産業のお手伝いをしているのが長野県工

業技術総合センター食品技術部門です。具体的には香気

生産性の高い清酒用酵母やビタミン、酵素の生産性の高

い味噌用の麹菌の育種を行い、風味の良い清酒や色味の

良い味噌の製造に寄与しています。また自然界からヨー

グルトや菓子等に活用する微生物の分離も手掛けており

企業で製品化されています。さらに発酵食品を長寿食と

して捉え、それらの機能性を様々な角度から再評価する

ことを始めました。世界に「長寿食＝（長野県の）発酵

食」として発信していければと考えています。 

 

生物同窓会 第2回談話会 

 「理学部ってけっこういいじゃん」 

2013年11月2日，理学部講義棟10番講義室において，

生物同窓会主催の談話会「理学部ってけっこういいじゃ

ん」（共催：理学部就職委員会）が開催されました．伊

藤靖夫研究室の卒業生，大井一浩さんと水谷真也さん

（98S）に，学生時代の経験が就職活動や現在の仕事に

どのように役立っているかなど，具体的な話をして頂き

ました．その中で，「論理立てて物事を考えることと，

一貫性を持ってヒトに伝えるというコミュニケーション

能力」が理学部卒の強みであることが話し合われました．

談話会が終わった後も，学生達は熱心に2人の先輩に質

問を投げかけており，実りの多い談話会になりました． 
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――――――――文理の先輩に戦争の体験を書いて頂きました―――――――― 

 

十代の戦争体験記       百瀬英子(8．哲) 

東京・空襲 

少女の目。黒煙を引いてキリキリ落ちてくる飛行機を

見たわたしは、ひたすら祈った。ここへ落ちないでと。

昭和20年、空襲の激しくなった東京の空であった。 

日本の本土にB29が飛んで来るようになった初めの頃は、

ラジオにしがみつくようにして、大本営発表を聞き、仏

壇の位牌を風呂敷に包んで背負うと、防空壕に飛び込ん

だ。歯がカチカチ鳴った。掘った壕の中には、水がたま

る。それを汲み出し、汲み出し、解除のサイレンの鳴る

のを待った。やがて、B29が昼に夜に飛んでき来ても、

「これは大丈夫」と、爆撃か偵察かを見分ける力が、10

歳のわたしにもついていた。偵察の為とわかれば、B29

めざして高射砲は撃たれなかった。 

 わたしの住んでいた所は、東京都葛飾区の工業地帯、

荒川のほとりであった。日の丸の戦闘機が、B29に体当

たりするのをどのくらい見た事だろうか。ほとんど落ち

るのは戦闘機。悠々とB29は去って行った。むなしく悲

しかった。爆弾が近くに落ちると、爆風で埋まるかと思っ

た。“ああ今日も助かった”思う事はそれだけだった。 

3月10日の第1回東京大空襲の夜は、焼夷弾が滝のよう

に夜空を彩って落ちた。荒川の向こう岸まで燃えた。工

場からは、真っ赤な炎が次々と上がる。炎、炎。この炎

の海に、バケツリレーも火はたきも、何の役に立つと言

うのだろう。橋を渡り、堤防づたいに逃げてくる人々に、

母と、水やおにぎりを渡した。リヤカーの上から出され

た黒い手が、目に焼き付いて離れない。 

国民学校 

 わたしの入学の年から、尋常小学校は、国民学校となっ

た。国民学校4年生。学校から若い先生は一人二人と去っ

て行った。校長室で、日の丸に『武運長久』と書いた日、

先生の手のひらにわたしは指で同じ文字をそっと書いた。 

 学校疎開が決められ、わたし達も学校を去らねばなら

なくなった。転校の書類をもらいに行った日、がらんと

した校舎で、不意にギュッと抱きしめられた。「生きて

ゆけよ」先生の思いがあたたかいぬくもりと共に今残る。 

塩尻への疎開 

東筑摩郡塩尻町の叔母の家へ、一人疎開した。半小作

農の大家族の一員となった。アカシヤの葉の粉やふすま

団子のすいとん。さつま芋の茎や大根だらけの雑炊。空

腹に耐えながら、農作業をいとこ達とやった。 

 田踏みは、まだ腐りきれていない堆肥の小枝が出てい

て、素足に痛い。立ち止まると尻やけだと叱られた。水

にふやけた足はだるく、寝つかれなかった。追いかける

ように仕事はつづく。泥水ひっかくように、はいまわる

田の草とり。三番草は、真夏日に照らされての仕事だっ

た。毎日も水くみ、もらい水を天秤でかつぎながら、井

戸がほしいと思った。井戸のある家は、大尽に思えた。

上の方で鍬や足を洗っているせんげの水で、鍋や食べ物

を洗った。しらみはたかり、赤痢・疫痢も蔓延した。 

仕事に出かける道すがらの、いたどりやすいこは甘酸っ

ぱくおいしかった。疎開児のわたしに、やっと採れたす

ぐりの緑の丸い実。うれしくて宝石のようだった。 

 水ぶくれのおなかは､すぐすく。東京から大切に持っ

て来て、いとこ達に分けたお菓子を､いとこの入れ物か

ら取り出して食べてしまった。甘いカルメ焼きが口の中

でとけた。その後での深い後悔の念を忘れる事が出来な

い。芋ぼしや柿ぼしが無くなって､疑われていると思っ

たわたしは、叔母の家をでた。東山の方は両親のいる東

京、荷物をかかえ、ただそう思って歩いた。日が暮れて、

見つけに来てくれたいとこの、パタパタとなる藁草履だ

けを見つめて帰った。 

塩尻国民学校 

塩尻国民学校は､県下でも有数の大きな学校であった。

そこでも作業作業の日々だった。よさわと言う山奥にた

め池を作るという事で､たこつきに行った。松高性も来

た。人海戦術で作ったこの池は､水が漏って使えなかっ

たと、あとで知った。学校の防空壕用の木を山から引い

てくる地引き。吾亦紅や大ばこの根堀。先生が目方を量

る、順番の来るのがこわかった。とりわけ、吾亦紅はそ

の根からタンニン酸がとれ、革なめし用途として軍が必

要とした。 

八月一五日 

“ルーズベルトのベルトが切れて、チャーチルチルチル

花が散る花が散る”高等科の上級生につれられて歌いな

がら、ラジオのある家に行った。３球スピーカーラジオ

は、ガーガーとなる。むずかしく意味はわからない。頭

をたれ天皇陛下は現人神なり、と唱えた東京の日々を

思った。 

 その日、村の中は静かであった。次の日も又、変わる

ことなく仕事をつづけて行く村の人たちだった。 

わたしの心の八月一五日 

 いちはやく、学校を宿舎にして進駐軍が来た。塩尻国

民学校へは20年春から軍の陸地測量部が疎開して来てい

たし、近くの昭和電工では、研磨用モランダムを作って

いたからだった。グラマン戦闘機が低く飛び、抵抗しな

いように威嚇した。 

 アメリカ兵は、チョコレートを投げた。「毒があるか

も知んねい」上級生が言った。くやしさと、おそろしさ

で、おどおどみていた。9月になると、教科書に墨をぬっ

た。何行も何行もぬりつぶしてゆく、国史がとりわけ多

かった。この時、初めて、敗戦を感じた。わたしの心の

8月15日であった。手を赤くむいて運んだあの長い丸太

は、学校の隅に積まれたままに終わった。 

 天皇陛下が、ゆっくりと手を振って姿を見せたのは、

新制中学1年、昭和22年秋の事であった。 

（文理同窓会会報14号より転載） 
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太平洋戦争末期小学生だった人間の断片的回想 

(戦争終結前後のあれこれ) 

     勝野 壽雄 文理社[法6]人文[英8] 

  

小学校(国民学校)第5年生第50部隊入営 

それは昭和19年夏のある日のことである。小生小学校

(当時は国民学校)5年生であった。なんと松本第五十連

隊の下士官兵舎に居た。将来の幹部候補生への洗脳のた

めに招集されていたのである。生徒一人に下士官が一人

ずつ付き添っていた。 

実はそこに至るまでに選考過程があった。その年の春

担任教師から作文を書くように言われた。小生一人だけ

にである。そのテーマは「特攻隊」である。たまたま小

生の母方の若い叔父の一人が特攻隊の予備飛行兵として

訓練を受けていた。その叔父を慕っていた小生はその叔

父に続く覚悟だと勇ましくも雄々しい作文をものした。

先生はその作文に人物内申書を添えてこの企画の主催者

(それが何処なのか記憶にない。恐らく県庁か五十連隊

自体であっただろう。或いは大政翼賛会か。協賛者が信

濃毎日新聞であった。) に提出した。その結果は東筑摩

郡代表のトップであった。各紙に掲載された。その企画

では県内各都市それぞれ3名を選ぶというものであった。

それらを部隊に一日入営させるというものだった。実際

は下士官と行動を共にする一泊二日の内容だった。さす

がに下士官と一緒の食事は見事だった。小生に付き添っ

た下土官の知的でハンサムな正に紳士然としたしかも物

腰の柔らかい人柄は軍人への憧れを駆り立てるもので

あった。あの人はその後どうなったのだろう。ところで

余計な話だが、昭和21年(終戦翌年)旧制中学へ進学した

ら東筑摩郡（当時奈良井以西は東筑摩郡）代表の3名が

同じクラスに入るという奇跡的偶然があった。 

上記の選考の経緯は兎も角、当時小学生としては紛れ

も無く軍国少年で、親や家族はともあれ自分自身は軍人

になることしか念頭になかったように思う。教師たちの

思いは様々だっただろうが、授業内容は戦争賛美、戦争

遂行の教育であった。父方の叔父の友人は海軍兵学校を

経て尉官になっていて時々遊びに来て、その短剣を下げ

た勇士は眩しい程にかっこよく見えた。海軍兵学校は俗

称「海兵]と呼ばれ超難関校だった。東大なんてもんじゃ

ない。軍国少年には超憧れの存在だった。しかしそのわ

が叔父自身は軍役を避けるためか理系で東北帝国大学の

工学部金属学科にいた。ここは も兵役に遠いと言われ

ていたところだ。金属研究の日本のメッカと言われた所

だ。それに兵器の材料としての金属研究にもなるからだ。

東北大のこの学科も当時は超難関だった。兵役には一番

速いし東北だから東京のように爆撃される可能性も低

い。身の安全を図るには 高の所だったわけだ。ところ

で父は背が足りず兵役免除だった。小学校教員だったが、

後で分かったことだけれどどちらかと言えばリベラリス

トで、当然内心は反戦論者だった。その父は終戦と同時

に教員を辞めた。40歳ちょっとだったと思う。自分の思

いに反して戦時の教員を続けたことへの悔悟が強かった

ためである。少々田畑があったので百姓になった。祖父

は戦中に亡くなっていたので農地解放による土地の喪失

を避けるためだったかもしれない。つまりこういう叔父

や父親のような人種もいたのである。 

少々脇道に逸れてしまったが、小学生の自分はあのま

ま戦争が続いていたらそれなりのコースを辿って軍人に

なっていただろう。そしてあの「きけわだつみのこえ」

の上原良司氏と同じ運命を辿ったかもしれない。彼は思

想的には自由主義者で民主主義社会樹立を夢見ていた。

しかし現実の国家の事態の中で国と愛する人を護るため

には特攻隊で出撃せざるを得ないと諦念したのである。

あの時代としてはそういう論理での納得がし得たのだ。

納得したというよりは自分を説得したのだろう。国家の

状況に批判的でも時の国策に殉じざるを得ない事態は怖

い。ところで後で知ったことだが小生が一日入営した半

年前までその上原良司氏が松本五十連隊に招集されてい

て、陸軍飛行学校へ赴いていたのである。それがやがて

特攻隊員に繋がって行く。そのことを後年知ったときに

は戦慄に覚えた。 

 

終戦翌年旧制中学校入学 

そういう時代に生きていてギリギリの所で上記の運命

を免れたことになる。終戦の年小学6年生で、翌年4月旧

制松本中学校(現松本深志高校)へ入学した。因に上原良

司氏は同じ中学校の先輩になる。新制の現学校制度は昭

和22年度施行である。その中学校の入学試験では面接口

頭試問があった。その中で「今日の社会をどう思うか」

という質問があった。小六卒の少年にはちと難題だが、

小生は「いい社会です。」と咄嗟に答えてしまった。す

ると面接官の先生が「食うものや物は乏しいし、戦後の

混乱が大変だし、いい社会かなあ。」と来た。小生はか

なり困った。今が大変ならこれから良くしなきゃしょう

がないと思い、「これから良くできる社会です。そうい

う意味でいい社会です。」と答えたのだ。軍国少年も終

戦後半年で世の中の動きをそれなりに把握していたので

あろう。すると主任面接官の隣にいた先生が「おお、な

るほどな。」と呻いたのだ。そして4人ほどいた面接の

先生方が同時に微笑んでくれた。小生が合格できたのは

このやりとりのせいだと思っている。 

さて、そのようにして入学した旧制中学校なのだが、

所謂疎開児童が相当数入学していた。疎開児童とは都会

の戦火を逃れて田舎・山村に個人ないし集団で避難して

いた諸君である。家族ぐるみで疎開した場合もあるが、

学校単位で集団で疎開して来ていた数が多い。小生の小

学校(国民学校)にもかなりいて寺院が宿舎だった。親元

を離れての彼らの生活は辛いものだったに違いない。そ

の多くが終戦と同時に引き上げて行ったが、家族ぐるみ

で、或いは親類縁者を頼つての疎開児童はそのまましば
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らく田舎に残った。その諸君も中学校に入って来たので

ある。入学者の2割近くがそういう諸君だったから地元

の者には狭き門であった。入学定員は200人程だったか

ら地元の者は百数十人しか入れなかった。小生の場合も

同じ小学校から3人合格したが、2人は疎開者だった。つ

まり地元の人間は小生だけである。やがて1、2年の内に

疎開の諸君は都会へ引き上げて行った。数年後その2人

は東大へ入った。小生も彼らと再び席を並べようと思っ

たが、残念ながら門前払を食らった。 

戦後は物資不足で、弁当を持って来れない諸君もいた。

たまたま百姓になった父のお陰で辛うじて 低限の食べ

物はあった。小生は母に今風に言えばホットケーキ(当

時は簿焼きと言った)を作ってもらい弁当の無い何人か

に食べてもらったりした。教員を急に辞めて俄百姓になっ

た父は多角経営で乳牛を飼った。その牛乳をー升瓶に詰

めて学校に持参し何人かの先生方に飲んでもらった。絞

りたてだから殺菌は必要なかったのだろう。その時の教

頭先生が父の旧制松本中学の同級生で母校で息子がお世

話になっているということでそうなったのだろう。約6

キロの通学路でー升瓶を我ながらよく運んだと思う。 

 

防空壕生活 

話は溯るが、戦争末期の生活の大きな特徴の一つが防

空壕だろう。やはり昭和19年前半ころだと思うが、父を

中心にかなり大きい壕を掘った。細長いものだったが、

ほぼー坪半(畳3枚分)以上はあったと思う。爆風は避け

なければならないので屋根(天井)は地表と同じレベルで

ある。かなりの生活物資や食料品を運び込んだ。空襲警

報(サイレンが鳴る)が出るとそこへ逃げ込むのである。

尤も直撃されれば一巻の終わりである。一度だけその防

空壕に駆け込む余裕の無いことがあった。昭和20年の3

月のことである。松本東部が爆撃されたときである。里

山辺林区・北小松区に計四発爆弾が投下された。今や周

知のことではあるが、その地区には軍事工場建設が計画

されていて、密かに工事が進んでいた。主として航空機

製作工場である。地下工場も含んでいて、その名残が今

もあり、時々話題になるので、見に行かれた方もあるだ

ろう。その工場群は未完成のまま終戦を迎えたが、この

計画を米軍がちゃんと掴んでいて、爆撃した訳である。

この時は警報が鳴ると同時に航空機(B29だろう)の轟音

と爆発音がドシンと来た。これは外に出ると危ないと畳

を上げてその下に潜り込んだ。と言う訳で、防空壕に逃

げ込む余裕が無かったのだ。幸いこの爆撃も短時間で終

わり、被害もさほどでは無かった。 

さて、昭和20年8月終戦を迎えるのであるが、この年

はそれまで国民学校の授業もろくにはなされなかった。

勤労奉仕に明け暮れたと思う。小学生は農家の手伝いで

ある。終戦後は授業はあったが取り敢えずは特に歴史や

国語で教科書の墨塗りが続いた。丁度小生は6年生で、

この翌年の3月(2月かな?) 旧制中学校の入学試験を受

けることになるわけで、どういう準備をしたのか、あま

り記憶に無い。全教科しっかり試験があったので、出来

栄えは相当ひどいものだったに違いない。合格出来たの

は幸運と言うしか無い。 

 

終戦翌年の英語教育 

さてここで、一つ余計なことだが、中学に入って英語

を勉強せねばならなくなったことだ。戦争中は敵性語と

言われて、使えなかった言語だ。野球でさえ、ストライ

クは「よし」、ボールは「だめ」と言ったし、ピアノは

洋琴である。そういう言語生活をしていた人間が英語に

接して戸惑うばかりだったが、びっくりしたことは、我々

の英語の先生が授業で日本語を使わないのだ。つまり英

語のみの授業だったのだ。これはまさしく地獄にいる心

地だった。まだ教科書は無い。先生が小さい字でびっし

りと手書きで書き上げたB4のプリントをほとんど毎時間

配って暗記させた。覚えていなければ授業にならないの

だ。その内容を材料に英語のみのやりとりとなる。もう

一つ特徴的だったのは入門期のプリントは普通の英文字

を使わず発音記号のみで文が綴られていて、発音を徹底

的にたたき込まれた。 近新指導要領で中学校から英語

による授業をと言われているが、既に終戦直後われわれ

はその洗礼を受けていたのだ。高校になってからは文法

の授業でさえ英語のみでなされた。ただ、現今すべての

生徒にこれが可能かどうかは疑問だろう。 

時代を行ったり来たりで思いつくままに太平洋戦争終結

時周辺の回想をしてみたが、綴り出せば限は無い。この

程度にして置こう。お読み戴いた皆さんには深謝致しま

す。 

 

 

－―――  訃 報  ―――― 

 

ご家族から次の方々の訃報をお知らせいただきました。 

ご冥福をお祈りいたします。 

 

文理学部 

袖山 隼雄さん（文理 16 回物理）2103 年 3 月 21 日 逝去 

池田 極 さん（文理 17 回地学）2013 年 9 月 30 日 逝去 

 

理学部 

 今井 重雄 さん (18s 物理) 2013 年 4 月 28 日逝去 

 中川 勇 さん （13s 物理） 2013 年 6 月 10 日逝去 

 白根 聖弓 さん （17s 物理） 2013 年 9 月 8日逝去 

 小川(森田)幸恵 さん（2005s 生物）2013 年 9 月 29 日逝去 

 

亡くなった友人への追悼文、思い出などご投稿頂ければと思

います。次号 24 号に載せる為には 9 月 12 日までにお寄せ下

さい。 

 

郵 送：〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 

信州大学理学部内 信州大学理学部同窓会 

E-mail：rigakudou＠shinshu-u.ac.jp 
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 今井重雄君（18s物理学科）は昭和62年3月卒業後、京

都の日立マクセル株式会社に入社され、設計グループ、

品質保証部にて活躍されていました。珠算3段で、各種

大会で優勝したり､将棋も大好きで､会社の大会では名人

位を2回も取られたとのことです。又スキーも得意で友

人と北海道などに滑りに行きカナダへも遠征するなど

色々と楽しい思い出を作られたようです。 

また、自衛消防隊にも参加され、地域でも活躍されて

いました。やさしい親思い今井君でしたが、平成16年倒

れられ､入院・加療・リハビリを続けておられましたが

残念ながら昨年4月にお亡くなりになられました。 

 

 

白根聖弓君(17s物理学科)は1976年3月卒業後大阪大

学大学院を経て熊本大学医学部に入学、内科学を専攻、

産業医大大学院にて産業医の資格を得、旭化成で産業医

として活躍されておられました。2012年春に病を得、長

期療養をされておられましたが、昨年9月にお亡くなり

になりました。白根君が所属されていた教会報に寄稿さ

れたものを転載し、つい先日まで白根君が考えていたこ

と、お気持ちの一端をお伝えします。 

 

如  己  愛  人 

白根 聖弓 

中学生の頃の想い出である。パリ外国宣教会のエンリ

コーキニュー神父様（当時・天神町教会助任司祭、2004

年御永眠）が、休暇のフランス帰省から、フランスのカ

トリック信徒の少年達のメッセージや質問を携えて、北

九州へ戻って来られた。それらの質問に対する私ども日

本のカトリック信徒の少年達の返答を翻訳して発送して

下さるということであった。質問の一つに、「永井隆博

士についてどう思いますか？」というものがあった。恥

ずかしい事に、当時の私はこの世界的に有名な博士の名

前すら知らず。神父様を呆れさせてしまった。それから

慌てて永井隆博士の著作を読みあさった事は言うまでも

ない。 

 永井隆博士は、1908年、島根県生まれ（今年は生誕100

周年）。長崎医科大学（現・長崎大学医学部）卒業。満

州事変に軍医として従軍。長崎で出会った森山緑さんの

影響によりカトリックに入信、緑さんと結婚。長崎医大

で放射線医学の研究、教育、診療に従事し、教授を務め

た。長崎原爆の際には、御自身が被爆し、 愛の妻を喪っ

たにもかかわらず、被災者救護活動に活躍。その後、「如

己堂（にょこどう）」と名付けた２畳１室の小さな家で、

原爆後遺症と闘い、２人の子を育てながら、多くの著作

を書き残された。著作の中で博士は、戦争の悲惨さを証

言し、人類愛と世界平和の尊さを訴えておられる。著作

は外国語に翻訳、紹介されたほか、日本では映画化され、

歌謡曲の題材としても取り上げられた。如己堂は、浦上

天主堂近くに当時のまま保存され、その隣には「長崎市

永井隆記念館」が開設され、永井隆博士の遺志を発信し

続けている。近くにある長崎原爆資料館と共に平和学習

の拠点となっている。 

 長崎に投下された原爆の当初の標的は小倉市（現・北

九州市小倉）であったそうだ。当日の天候不良の故に難

を逃れた北九州の身代わりとして、多くの長崎市民が犠

牲になった。被爆を免れた北九州は、戦後、日本４大工

業地帯のひとつとして発展し、今では「世界の環境首都」

を目指して、海外から留学生や研修員を受け入れるほど

になっている。その北九州で育ち今も暮らす私としては、

平和の問題に無関心ではいられない。 

 一昨年、産業医学等を研修する目的で北九州に滞在中

のアジア・アフリカ諸国の方々を、休日に長崎へ案内す

る機会に恵まれた。浦上天主堂、長崎原爆資料館、永井

隆記念館等を見学しながら、第２次世界大戦後の日本が、

憲法で戦争放棄を誓い、人材や資本を軍備拡張ではなく

経済開発に集中させたことなども説明した。貧困と紛争

の悪循環に悩まされている開発途上国からの研修員達に

とって、「戦争放棄と経済成長」という戦後日本の歩み

は大変に印象深いようであった。研修員達は所定の課程

を修了して帰国した。研修内容だけでなく、休日に長崎

で見聞し思索した事柄も祖国で多くの方々と分かち合っ

て頂きたいと願っている。 

 日本の「戦後」も還暦を過ぎ、戦中世代の多くが他界

され、戦争体験の風化が進んでいる。 近、「思いやり」

「国際貢献」などという美名の下で戦争加担を志向する

動きが活発化しているのは気懸りな点である。「戦争の

世紀」と呼ばれた20世紀が終わり新たに迎えたこの21

世紀においても、世界平和への道のりは遠く険しいよう

である。今、自分の持ち場において何をなすべきか、主

のお導きを祈りながら、平和の道具として働くことを心

がけたいと考えている。 

（北九州市黒崎カトリック教会報「せいかぞく」2008年11・12月号の 

「共に生きる－リレー   『平和への手記』」より了解を得て転載） 

 

 

 

 

 

 

今井重雄さんのお母様よりお手紙をいただきました。それ

に基づき卒業後の足跡をまとめさせて頂きました。 

白根聖弓さんのお父様よりお手紙をいただきました。それに基

づき卒業後の足跡をまとめ。白根君のお書きになった文章を

転載させて頂きます。 
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――――――――写真展のお知らせ―――――――― 

西村洋一さん（文理17回数学）によるベトナム枯葉剤の写真展が開催されます。西村さんからメッセ－ジをいただきました。 

1960年12月から1975年4月30日までの長い期間、ベト

ナムで戦争がありました。アメリカは「民主主義を守る」

と介入し南ベトナム政府支援の軍隊を送り込みました。

戦況が好転しないと核兵器以外の様々な兵器を使用し、

砲爆撃を繰り返しました。その中に枯葉剤の入った化学

爆弾も入っていました。それは田畑やジャングルを壊滅

させ、食料を絶ち活動拠点を消滅させる目的で行われま

した。 

1969年北ベトナムの科学者はフランスの国際会議でダ

イオキシンの被害の異常さを報告し「遺伝子に影響を与

え、次世代の子どもにも強く影響する」「戦争の歴史の

中で核を唯一の例外として、これほどひどい非人道的兵

器が使われたことはな

い」と告発し「即時中

止」を訴えました。同

年、調査に入った、ア

メリカの科学者の「非

人道的兵器で即時使用

停止」を求める報告も

出され、続いてアメリ

カ科学者協会も勧告を

行いました。国際的な

批判の高まりの中で、

1971年使用は中止され

ました。 

約10年間でまかれた枯葉剤(ダイオキシン)量は数百万

人分の致死量と言われています。ベトナムでは「戦中か

ら戦後しばらく、手足がない、頭がないなどの赤ちゃん

が多数生まれ死んでいった」「米国との戦争が始まって、

フランスや日本との戦いでは無かった病気が発症し、奇

形児が生まれた」などの話を良く聞きます。 

一方、山深い中国国境に近い村や離島の人々からは、

「この村から戦争中南へ行ったものがいないので､ひど

い病気や障害をもつ人はいない」という話も聞きました。

また、南ベトナムに派遣された米国、韓国、オーストラ

リアなどの帰還兵やその子らの中にも同じことが起きて

いるといいます。 

2004年からベトナムで枯葉剤（ダイオキシン）による

病気や障害を持つ人の写真を撮り続けてきました。本人、

両親、祖父母の少なくとも一人が枯葉剤をまかれた地域

にいた人です。04～07年の3年の写真と証言をまとめた

書籍「ベトナムの枯葉剤－ダイオキシンを追いかけて－」

（宮帯出版社）を出しました。その後幾度も訪問し13

年秋からも滞在し写真撮影・取材を続けています。前回

の続きとして9月には新しい本「ヴェトナムの祈り－ア

メリカは私の人生を壊した－」を出版する予定です。一

人ひとりの話を聞き、写真は「公開する」ことを承知し

てもらい撮らせてもらっています。 

どの国にも病気や障害は出現しますが､ベトナムでの

それは他の国では見られない酷いものです。こうした兵

器を使わせない世界になってほしいと心から思います。 

 

友人の皆さんの協力により次のように写真展が計画さ

れています。お近くにおいでの際はお立ち寄り下さい。 

１：４月１日（火）～19日（土） 

  戦争と平和の資料館 ピースあいち 

   名古屋市名東区 052-602-4222 

２：7月下旬（多摩市平和展の中で展示を申請中） 

   （多摩市パルテノン多摩） 

３：8月7日（木）～10日（日） 

   兵庫県民会館（元町駅より北へ徒歩10分） 

 

 

――――――――同窓生の皆さんにお願いをします。―――――――― 

理学部同窓会の会報は年２回春・秋に定期的発行を続

けています.おかげさまで会員の皆様の寄稿も増え、会

報としての内容も充実してきました。 

しかし、残念なことですが、住所不明のため会報をお

届けできない方も少なくありません。誠に恐れ入ります

が、クラスやサークルの仲間、年賀状をやり取りされて

いる方など、皆さんのお近くに会報が届いていない同窓

生が居られましたら､是非同窓会に連絡頂けるようお願

いして下さい。 

会報には、学部長の挨拶、先生方の文章、大学の今を

伝える「広報室だより」も載っています。お読み頂き大

学の今を知って頂くことが、大学と学部にとって何より

の励ましと思います。 

また、同窓生の交流の場としての役割も少なくありま

せん。会報を手にし、懐かしく思ったり、同窓生の書い

たものを読み、励まされることも少なくないと思います。 

青春時代を過ごした母校に心を寄せる気持ちは誰しも

のことですし､大学と学部の発展は誰にとってもうれし

いものです。同窓生のつながりが強くなることがその一

助になると思います。 

年２回のことですが会報を手にして頂ける方の輪を広

げたいと思います。よろしくお願いします。 

また、毎号転居などで会報が返送されてくる数も少な

くありません。お忙しいとは思いますが、お住まいを替

えられた折りは忘れずにご連絡頂けますようお願いいた

します。 

そうしたご連絡が頂けることが、私たち役員にとって

何よりうれしいことです。 

 

信州大学理学部同窓会 役員会 
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卒 業 研 究 
数 理 ・ 自 然 情 報 科 学 科 

西田ゼミ  

小坂 比日,三浦 晶子 ：可換代数と数論入門 

花木ゼミ 

黒石 啓介,小林 沙友莉,八杉 紘平,楊 永隆： 

代数的グラフ理論 

沼田ゼミ 

笠原 直樹：プレカ数について 

門井 智江：既約ピタゴラス数とトポロジカル・インデックス 

後藤 佑太朗：線画がだまし絵となる様な立体について 

田中 香菜：捕食グラフと競合グラフの正則性について 

和田ゼミ 

山崎 皓  ：結び目と量子群 

玉木ゼミ 

北川 裕希,澤野 健太：SO(3)の有限部分群の分類 

栗林ゼミ 

大河内 佐起,奥村 亜莉紗： 

小圏のつくる圏のΛ-cofibration 圏の構造 

境ゼミ 

雨宮 純馬，新井 洋一，伊藤 領祐，角谷 拓己： 

多様体上の微分形式と積分Hopf写像の非自明性 

髙木ゼミ 

末次 美昭,鶴田 勇人,仲山 雄貴,山辺 雅司： 

連続関数の空間の研究 

谷内ゼミ 

仲尾 光平：Sobolev空間について 

高橋 歩夢,井口 大介：偏微分方程式について 

中山ゼミ 

朝倉 駿弥,阿左美 拓也,山田 望  ： 

相対論の数理とGPSの謎をめぐって 

乙部ゼミ 

松澤 秀治,宮崎 大： 

パラメトリックおよびノンパラメトリックな数理統計学 

高瀬 佑太,矢崎 弘人： 

確率過程論と確率微分方程式 

謝ゼミ 

田中 太樹，藤澤 祐輔：特性関数と中心極限定理 

金沢 圭樹：数理統計学の基礎について 

佐々木ゼミ 

吉澤 杏李里：変分法とラグランジュ形式について 

 

物 理 科 学 科 
 

素粒子・宇宙物理学講座 

土本 航也：コリメータ、シンチレータ一体型SPECTの検証 

村上 正鷹：PET用シンチレータのLu崩壊による 

バックグラウンド測定 

森田 悠次：ファイバーを用いたHCAL用シンチレータの 

光量測定 

脇坂 尭行：ガス増幅における光検出の研究 

梅村 知史：ニュートロンモニターとミューオン計で観測さ 

れた南北異方性と宇宙線密度勾配のｴﾈﾙｷﾞｰ依存性 

沼田 翔  ：宇宙線長周期変動のエネルギー依存性 

和泉 昌希：VoyagerとIMPで観測された太陽圏の銀河宇宙線 

強度の長周期変動 

飯島 麻衣子：宇宙線太陽時日変化異方性の年周変動 

本澤 裕  ：名古屋多方向ミューオン計で観測された宇宙線 

の太陽時日変化異方性とその長周期変動 

釜谷 拓  ：汎世界的宇宙線観測ネットワークを用いた 

イベント時の宇宙線密度の研究 

高橋 一馬：大気吸収線の環境依存性 

衣斐 崇展：超対称性について 

毛利 蔵人：電磁統一理論 

武智 敦史：量子色力学 

柳田 秀明：ニュートリノ振動の現象論入門 

大田 啓  ：ブラックホールについて 

沼井 一憲：一般相対性理論 

中島 寛人：余剰次元について 

清水 翔太：弦理論について 

 

物性物理学講座 

山田 優樹：Ni2Mn1+xIn1-xの磁性研究 

森田 紳太郎： Fe1-xCoxRhの磁性研究 

鈴木 拓也：Ce2Fe17-xGaxの磁性と磁気冷凍特性 

木村 祥一：Hf1-xTxFe2(T=Zr,Y)の磁性研究 

山田 慶太：Eu2Ni3Ge5の電気抵抗・磁化測定 

飯塚 将馬：EuAl4の圧力下電気抵抗測定 

岡﨑 友哉：Ce化合物の単結晶育成と物性 

仲屋 諒一：CeGe2の高圧下電気抵抗測定 

尾花 秀和：開口アレイにおける電磁波伝播特性の解析 

杉岡 翔太：電気粘性流体の分子動力学法による検証 

福永 岳  ：2次元イジングモデルにおける相転移の 

シミュレーションによる研究 

小俣 恭祐，三木 瑛奈，石川 圭佑：スピントロニクス 

 

化 学 科 
有機化学  

小田研究室  

佐藤 雅恭：1-(1-アザアズレン-2-イル)-1-アザアズレン-2- 

オンの合成と性質 

下笹 春輝：芳香環ジカルボキシイミドの簡便な合成と性質 

南部 恭佑：N,N-ジメチルアミノアルキル鎖を有する2-アミノ-1-

アザアズレンの合成と性質 

太田研究室 

田中 謙  ：二つの拡張テトラチアフルバレン骨格を有する拡

大型酸化還元応答性分子ピンセットの合成研究 

比嘉 美耶子：18-クラウン-6-エーテル環を有する酸化還元応 

答性ホストの合成と性質 

藤森 詩織：1,8位にゲスト認識部位を有する9,10-ビス(1,3- 

ジチオール-2-イリデン)-9,10-ジヒドロアントラセン誘導 

体の合成と性質 

庄司研究室 

藤原 優紀：2,6-ジアミノアズレン類の合成と銅触媒による新規 

な1,1’-ビアズレン類の合成 

丸山 晃史：トリ(1-アズレニル)ベンゼンに連結したアリールテト 

ラシアノブタジエン誘導体の合成 

夜久 千紗：アリール基に連結したフェロセニルテトラシアノブタ 

ジエン誘導体の合成研究 

無機化学 

吉野研究室 

斉藤 裕太：ホウ素中性子補足療法のためのチロシン･ 

システインを含んだBPAジペプチドの合成 

千野 文也：10B-NMRを用いたBPA，BPA-Fr錯体，ホウ酸， 

ホウ酸-Fr錯体の定量性の比較 

25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25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お許し下さい。 
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武藤 幹也：10B-NMRによる10B-BSHの定量 

大木研究室 

稲葉 広記：ベタインを配位子としたNi(II)錯体 

Ni(betaine)2Cl2(H2O)6の結晶構造 

名倉 叶恵：三核混合原子価錯体[M3O(OOCCMe3)6(py)3] 

(M=Mn,Co)の合成 

石川研究室 

吉田 賢司：堆積層の塩素同位体比と海進･海退との関係 

神津 咲  ：ジオポリマーを前駆体としたLTAの合成における 

エマルジョンテンプレート法による形状制御の試み 

竹内研究室 

宮澤 郁弥：リン酸カルシウムの水熱合成におけるマグネシウ 

ムの影響 

矢代 奈央：Mg含有石膏硬化体を前駆体としたリン酸カルシウ 

ムの水熱合成 

疋田 拓摩：廃石膏を前駆体としたヒドロキシアパタイトビーズの 

調製と，そのSr2+に対するイオン交換能の評価 

分析化学 

樋上研究室 

中村 亮太：油水界面におけるセシウムイオンのイオン移動 

ボルタンメトリー 

藤森 雅昭：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 

金研究室  

中瀬 知佑：矩形波ボルタンメトリーによる超音波反応場で生 

成したヒドロキシルラジカルの迅速定量 

中村 聡志：DL-α-リポ酸を修飾した金ナノ粒子の水素イオン 

による色調変化の検討 

山口 璃紗：ルミノールの電気化学発光によるフェノール類 

化合物の自動酸化反応の解析 

松澤 成海： 水溶性CdTe量子ドットの合成とその電気化学 

発光挙動 

巽研究室 

坂本 晃一：キサンチンオキシダーゼ反応により生成する 

OHラジカルの高感度検出 

園田 彰  ：炭素ﾍﾟｰｽﾄ電極の電位と電極表面の硬化との関係 

野崎 真由：非水溶液中で電解生成したフェリセニウムイオンの

液液界面移動 

物理化学 

尾関・浜崎研究室 

貝田 恵一朗：磁場と水との相互作用によるシリカゲルの構造

変化 

木村 泰彦：高分子添加P-NIPAゲルの体積変化とそれへの 

磁場効果 

小島 弾人：オレイルアミン二分子膜の膜抵抗の磁場応答 

加藤 大輔：パルス磁場によるベシクルの粒径変化 

山村 舞  ：堆積物からの塩化物イオンの抽出法  

～塩素同位体分析試料の調製法～ 

飯山研究室 

大倉 啓輔：活性炭細孔中での電気二重層構造の解明 

是兼 由李子：SBA-15 / [EMI][BF4]ハイブリット体の合成と 

等温線による特性評価 

高﨑 優真：微小空間内でのイオン液体の構造解明 
 

地 質 科 学 科 
 

田村 理納：焼岳の山頂噴気帯の熱・ガス観測 

星   遼介：菅島超苦鉄質岩体の岩石磁気 

中村 優也：伊豆神津島砂糠山流紋岩中ｶﾞﾗｽの含水量と分相 

浅野 友紀瑛：Aso-4火砕流堆積物に含まれる本質レンズの 

変形と含水量 

神谷 知佳：焼岳火山群大棚溶岩とその包有岩の記載岩石学 

的特徴 

和田   望：長野県中部美ヶ原火山の広小場溶岩と包有岩の 

成因的関係 

古屋 希望：南八ヶ岳南東麓における平沢スコリアの岩石記載 

淺野 有希：石狩炭田地域に産する菱鉄鉱質岩の岩石化学的 

研究 

神長 正尭：松本－上田地方の別所層に産する炭酸塩 

ノジュール 

大林 士雄：秋田県由利本荘市の女川層に産する苦灰石 

ノジュールについて 

岡村 明日香：上高地における過去12000年間の梓川水系が 

供給する礫種構成の変遷 

諏訪 保奈美：飛騨山脈におけるコマクサの生育数と越冬環境 

藤原 有希乃：黒雲母剥離の新技術 

宮嶋 千恵：テチスヒマラヤ，中央ネパール Thakkhola 地域に 

おける三畳系石灰岩の岩石記載 

本庄 連  ：オマーン山地における下部三畳系石灰岩の堆積 

岩岩石学的記載 

森  沙織：三重県伊賀市大山田地域における古琵琶湖層群 

の鮮新統上野層－伊賀層の堆積環境 

加藤 倫平：北海道新ひだか町春別川上流域における白亜系 

の地質 

池邊 紘美：北海道浦幌町の白亜紀/古第三紀境界における 

有機炭素安定同位体比変動と堆積環境の関連 

堀  愛  ：長野県北部高府向斜南部における新第三系の堆 

積環境 

竹内 時実：ニュージーランド沖陸棚斜面から掘削された 

ｺｱ（U1352B）を用いた0386-165Ma の海水準変動・環境 

変動解析 

市瀬 絵里：ニュージーランド南島東方陸棚斜面から掘削され 

たｺｱ（U1352B）を用いた0.86 Ma 以降の海水準変動・環 

境変動解析 

市川 由依：千曲川沿い長野県塩崎遺跡群における完新世の 

洪水堆積物 

石澤 尭史：南相馬市小高地区における2011年東北地方太平 

洋沖地震津波堆積物の堆積学的研究と地震後の環境 

変化について 

出口 達也：長野県松本市四賀地域の地形と地質 

瀧川 奈津希：下部更新統菅沼・八王子層（新潟県）における 

貝形虫化石群集と古環境変遷 

齋藤 嶺  ：ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ堆積盆地における中期更新 

世以降の貝形虫化石群集を用いた古環境変動の復元 

 

生 物 科 学 科 
 

青山 到  ：カタツムリの形態進化と種形成：陰茎は語る 
井上 智也：有機農業への転換が土壌動物の群集構造に与え 

る影響 －δ１３Ｃ・δ１５Ｎ解析を中心に－ 
大坪 宗平：標高傾度にそったダケカンバの光合成と個葉形質

の変化 
大西 央士郎：便乗寄生昆虫ツチハンミョウ類の分子系統地理

学的研究 
紀本 和洋：高木限界の形成機構  

～種間競争と撹乱の成長と死亡に対する影響～ 
桑畑 佳奈：メダカ Oryzias latipes HO5系統における外因性 

ステロイドの影響～孵化前投与と孵化後投与の違い～ 
小嶋 洋輝：ナラタケ属菌(Armillaria spp.)の培養的性質と 

子実体形成条件の検討 
小松 祥秀：ナラタケ属菌(Armillaria spp.)の病原性に 

関する研究 
篠田 健太：東アジアの河川中・下流域に広域分布するカワカ

ゲロウ類 Potamanthidae の分子系統地理学的研究 
篠原 義典：標高傾度に沿ったキツリフネの変異： 

開花フェノロジーおけるツリフネソウの影響 
芝  千尋：メダカ Oryzias latipes HB11A 系統における 

雄性ステロイドホルモン投与量の違いによる性転換の変化 
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柴田 幸紀：日本列島に混在分布するコバントビケラ類の 
系統進化学的研究 

渋田 真結：糸状菌 Aspergillus nidulans において DNA の 
取り込みに関与する膜輸送系因子 

澁谷 美紀：イネ科草本数種の葉鞘におけるねじれの比較 
白土 ひとみ：標高傾度にそったアキノキリンソウの個葉形質の 

変化－炭素バランスの維持機構－ 
高橋 早希子：ヒラタケ Pleurotus ostreatus の交配系の解明 
竹中 將起：日本固有の科・ガガンボカゲロウ類における 

分子系統地理学的研究 
田中 冴佳：高山植物の群集構造はどのように形成 

されるのか？ 
中野 千尋：糸状菌 Aspergillus nidulans におけるアミノ酸代 

謝と DNA 損傷修復の直接的相互作用 
那須 遥  ：八ヶ岳のオオシラビソに発生したさび病菌の 

核相交代と生活史の解明 
西田 真悟：亜高山帯の岩上着生地衣類の局所分布パターン 

～被度と種数に着目して～ 
平野 雅晃：標高傾度にそったアキノキリンソウの成長と 

個葉形質に対する遺伝的な影響  
福嶋 尚貴：ゼニゴケの R2R3-MYB 遺伝子 MpMYB11の 

機能解析 
三上 賢司：山岳源流棲昆虫・オンダケトビケラ類の 

系統進化学的研究 
矢野 昌義：有機農法、慣行農法におけるキャベツの 

細胞壁形態の比較 －定量化の試み－ 
山本 哲也：クサアリ亜属－クチナガオオアブラムシ属多種 

共生系における種間関係 
藤村 留美：オナジマイマイ科の分子系統学的研究 
石川 駒子：ゼニゴケの R2R3-MYB 遺伝子 MpMYB4の機能 

解析 
上嶋 友里：信濃川水系におけるｷﾀﾉﾒﾀﾞｶ Oryzias sakaizumii 

とﾐﾅﾐﾒﾀﾞｶ O. latipes の分布様式と個体群構造 
武藤 清明：恐るべきカタツムリダニの分散力 
萩谷 彬  ：ウズキコモリグモ Pardosa astrigera の生活史に関す 

る研究－気温の異なる地域の比較を中心に－ 
 

物 質 循 環 学 科 
 

森田 勇大：日本海堆積物MD01-2408コアの有機炭素の測定 

に基づく過去21万年間の古気候復元 

阿部 沙紀：赤城山大沼における多環芳香族炭化水素の分布 

飯沼 薫子：2011年東北地方太平洋沖地震津波堆積物の 

古流向から推定する堆積プロセス 

―九十九里浜木戸川河口付近の例― 

伊藤 和輝：浮葉植物が放出する化学物質及び魚の 

カイロモン物質がミジンコ仔虫の行動に与える影響 

小川 恵理子：細胞外DNA分子の腐植酸への吸着に対する 

陽イオンが与える影響 

奥田 健太：渓流水硝酸態窒素濃度の異なる近接した 

渓流域の窒素動態の比較 

片山 美雪：長野県安曇野市における地下水の水位変動と 

イオン組成 

黒雲 勇希：上高地・槍・穂高地域における気温逆転・ 

気温逓減率の季節特性 

佐々木 彩妃：中部地方の都市と非都市における気温の 

長期変動 

佐藤 和也：魚のKairomoneがﾐｼﾞﾝｺの殺虫剤耐性を変える 

竹川 周兵：銅汚染下における土壌酵素の反応速度論的解析 

近松 大資：松本市女鳥羽川の底生動物群集について 

土屋 貴大：奈良井川河床における酸素消費速度の実測 

中島  裕：霧ヶ峰踊場湿原における火入れ延焼が湿原の 

水質に及ぼす影響 

中村 祐希：山岳地域における大気エアロゾル中ＰＡＨｓ 

の挙動と特徴 

濵屋 博光：尿素を用いた環境中の鎖状アルコールと 

ステロールの分離 

日向 夏美：諏訪盆地における大気中多環芳香族炭化水素類

の季節変化と気温逆転層 

藤田 一輝：炭酸水素ナトリウム抽出法と土壌酵素活性によ

る土壌中の窒素利用性の評価 

舩山 啓 ：藍藻Microcystis aeruginosaに対する成長阻害 

物質の探索 

堀田 朋勢：石川県の海岸における海浜植物の定量的調査 

丸山 晃実：水体追跡による河川の代謝速度の推定 

鷲沢 友也：Isorenierateneの水素還元による全量分析法と

環境中の初期続成作用 

渡邊 慶 ：猪苗代湖堆積物の全有機炭素，窒素含有率変動

を用いた過去5万年間の古気候，古環境解析 

 

 

大学院（修 士 ・ 博 士） 
理工学系研究科・工学系研究科（修  士） 

 

 数理・自然情報学専攻 

 

岩本 康平：有限環とその単数群の構造について 

大束 和花奈：StratifoldホモロジーのMayer-Vietoris完全系列

とその応用 

大松 美咲：有限表現型である対称cellular代数の分類 

金城 就実：特異Seifert膜を用いた低次元多様体の 

はめ込み理論 

原田 貴広：単項式係数をもつ確率微分方程式の解の表示と 

爆発時刻の分布  

藤森 元輝：スキームの基本群について 

山角 展弘：基本cellular代数の構造について 

 

物質基礎科学専攻（物理） 

 

水瀨 友豪：Heusler合金Pd2Mn1+xSn1-xの磁性研究 

松村 涼也：金属間化合物YFe12-xGaxの磁性研究 

市瀬 和也：磁場下超伝導体に対する電流密度汎関数理論 

髙橋 栄也：金属の微視的な電磁場応答理論 

佐藤 直 ：テラヘルツメタマテリアル材料の加工及び評価 

方法の高速化 

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 

島田 翔平：人工微細構造体による誘電率及び透磁率の異 

方性を利用したテラヘルツ光制御に関する研究 

堀越 聖篤：一般相対論におけるADM形式について 

佐藤 彰寿：局所化を用いたAdS/CFT対応の評価 

後藤 裕平：6次元時空上における世代の統一 

宮崎 高大：SciCRT検出器による宇宙線ミューオンの観測 

岡本 理奈：星形成領域における近赤外DIBsと電離フラー

レン(C60
+)の関係 

小山田 涼香：レンズクエーサーを用いた多視線による 

高赤方偏移吸収体の諸性質の解明 

堀内 貴史：アウトフローガスとクェーサー光度に見られ

る時間変動の相関関係 

笠間 啓太：ILCにおける長寿命スタウの探索可能性 

浜崎 竜太郎：ILC実験のための半導体光検出器の基本性能 

の研究 

小川 智久：ILC実験のためのシンチレータ電磁カロリメー 

タの研究 
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迫  邦洋：コリメータとシンチレータ一体型検出器による 

SPECT装置の性能評価 

宮下 雄起：計算機シミュレーションによるPET装置の研究 

小倉 隆義：Compton散乱を取り入れる高検出効率PETの 

検証 

 

物質基礎科学専攻（化学） 

 

渥美 宏輔：液液界面におけるフラーレン(C60)とテトラフェニル 

ボレートの光化学反応機構の研究      

荻野 智大：圧力フィードバック法による細孔内固液相転移現

象の解明 

片桐 裕  ：ポリビニルアルコール/ホウ酸複合体とヨウ素との錯 

体形成への磁場効果 

近藤 智生：吸着制御装置のin situ測定への適用と吸着分子 

集団の構造解明 

佐久間 光：水溶液の凍結に伴うイオンの酸化反応の促進と 

それへの磁場効果 

丸山 満久：芳香環に連結した新規なアズレニルテトラシアノ 

ブタジエン誘導体の合成と性質 

関沼 佑哉：磁場中で合成した活性炭前駆体から得られる 

活性炭の細孔特性 

田中 翔悟：滴下炭素ペースト電極を用いるポーラログラフィー 

虎間 大樹：電気化学的方法および可視･紫外分光光度法に 

よる水溶液中のSn(II)と塩化物イオンの錯体生成の研究 

服部 一輝：アルコキシ基を有するアントラセンおよび 

アントラキノン誘導体の合成と光物性    

牧野 浩之：実測による微小空間中の分子混合状態の解明 

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 

 

地球生物圏科学専攻(地質) 

 

峠 いつみ：長野県松本市街地北方丘陵の変動地形と地質 

山岸 由佳：松本盆地南東部中山丘陵の地形と地質 

－とくに大規模断層破砕帯について－ 

加藤 有沙：美濃帯付加コンプレックスにおける岩石の 

Rf/φ法による歪解析 

佐々木拓也：上高地徳沢地域の斜面変動に関する地形・ 

地質学的研究 

児玉 瑞木：秋田県上部鮮新―下部更新統笹岡層の貝形虫 

化石群集 

伊藤 振一郎：貝形虫 Finmarchinella japonica の形態学的研究 

関 めぐみ：前進する陸棚縁辺デルタのシーケンス層序： 

北部フォッサマグナ中新統小川層の例 

小林 由季：ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ沖陸棚斜面コアを用いた有機物の安 

定炭素同位体比分析に基づく古環境変動の解析 

中村 めぐみ：ニュージーランド沖陸棚コアの貝形虫化石群集 

に基づく鮮新世以降の海水準変動の復元 

井上 篤  ：飛騨山脈南部，槍穂高連峰周辺に発達する断層 

群と山脈の隆起 

小池 祐貴：白亜紀後期，西南日本内帯における多斑晶 

珪長質マグマの初期含水量 

天藤 寛子：白亜紀後期，西南日本内帯における多斑晶 

珪長質マグマの化学組成と広域比較 

松岡 清香：上高地，清水川の水質と地下水の流入経路 

吉川 耕平：アマゾナイトの発色原因 

福田 真実子：日光男体火山の弁天河原火砕流堆積物 

におけるマグマ混合についての岩石学的研究 

 

 

 

 

地球生物圏科学専攻(生物)  

 

加藤 雄登：特殊な環境・河川源流域に棲息する昆虫類を対 

象とした分子系統地理学的研究 

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- 

早川 美波：信州におけるツキノワグマ個体群の遺伝的構造 

江川 信  ：マルハナバチ種組成の標高傾度に沿った変異と 

それがウツボグサ花筒長におよぼす影響 

朝倉 瑞樹：モツゴ Pseudorasbora parva とシナイモツゴ  

P. pumila の繁殖形質の比較および個体群存続可能性分析 

 

地球生物圏科学専攻(物循) 

 

浦井 暖史：湖沼水中の溶存ステロールの動態 

卜部 輔  ：TOC含有率を用いた日本海における第四紀後期 

の古環境復元とその年代層序への応用 

大久保 貴史：諏訪湖における浮葉植物帯形成が 

動物プランクトン群集に与える影響 

狩山 裕昭：中部山岳地域における積雪層中の化学物質の 

広域分布 

木下 悠史：長野県諏訪地域における地下水の水質と 

その資源量の推定 

須崎 泰弘：高地湖沼に生息するBotryococcus brauniiの特性 

戸田 龍太郎：諏訪湖におけるワカサギ外部に寄生する 

ケンミジンコニセエラジラミ類の分布および行動 

藤田 順康：琵琶湖長浜沖堆積物コア（BIW07-3, 4, 5ｺｱ） 

の粒度分析に基づく過去4万年間の湖水位復元 

牧  玲佳：長野県内の湿原における水分・光環境と植物の 

対応 

宮原 大夢：土壌および腐植酸へのプラスミドDNAの吸着と 

形質転換頻度 

油崎 朋恭：緑色イオウ細菌の生育環境による 

bacteriochlorophyllsの組成変化 

 

総合工学系研究科（博  士） 

 
システム開発工学専攻 数理情報システム学講座 

松尾 健太郎： The Borel cohomology of the loop space of a  

homogeneous space 

      (等質空間のループ空間のBorel コホモロジー) 

 

物質創成科学専攻 物質解析科学講座 

山﨑 真   ：次世代PET装置のための基本検出器の時間分解 
の研究 

 
山岳地域環境科学専攻 大気・水・生物環境科学講座 

鈴木 智也：ｺｵｲﾑｼ類における系統進化・発生・生態学的研究 
韓   智仙：湖沼におけるAluminum sulfate凝集剤処理が 

藍藻細胞と藍藻毒素動態に及ぼす影響 

編集後記 

松本は何十年ぶりという大雪で、松電・アルピコの市内バス

も何日も止まるということになりました。降雪から一週間た

ちましたが､道の両側にはうずたかく雪が積まれたままです。

山に囲まれているわりには、地形の関係で雪の少ない松本で

すが、今はどの家の屋根も白く輝いています。 

今号は記事の内容も幅広く、沢山の原稿を頂くことが出来ま

した。同窓生の活躍が伝わるものが多く、編集はうれしい悲

鳴を上げての作業になりました。皆さんに喜んでもらえる会

報に少しずつ近づいているのではと思います。 

今晩もどんどん気温が下がっています。皆様も風邪など召し

ませぬように。（も） 


