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学部長挨拶 “新生”理学部について                 尾関 寿美男 

 

理学部を卒業された皆様、また大学院理工学系研

究科（修士）・総合工学系研究科（博士）を修了さ

れた皆様、誠におめでとうございます。社会での活

躍のための素地を築かれて、前途洋々の旅立ちかと

思います。専門性を発揮しての奮闘をお祈りします。 

理学部、大学院理工学系研究科・総合工科学系研

究科にご入学の皆さん、おめでとうございます。美

しい松本の地で、心豊かな生活の中で、世界に羽ば

たくための切磋琢磨を期待します。“新生”理学部

は皆さんをサポートします。 

 

理学部は平成27年4月から６学科制から２学科７

コース制へと改組します。理学部の将来ビジョン、

ミッションの再定義にしたがって、幅広い基礎力と

専門性の高い研究力のある人材、創造性のある人材

を輩出するために、理学の共通基盤を全員が修めた

上で、専門を深める体制を構築することにしました。

研究も教育も「グリーンサイエンス」をキーワード

に据えて、現在の学科の壁を越えて連携した教育・

研究環境を構築することを目指しています。多様な

学生に対応するため卒業に向けて3プログラムを設

定します。「標準プログラム」（卒業研究を修める）、

「先進プログラム」（１年生のときから先端的な演

習、実験、実習の機会を余分に経験できる）、「学

際プログラム」（卒業研究の代わりにテーマに基づ

く講義を幅広く履修する）がそれです。 

学部の定員を5名減らして205名にしますが、大学

院修士課程の定員を平成28年度から5名増やし75名

にします。これは6年一貫教育の方策の一つですが、

それでも大学院定員の学部定員に対する割合は36％

です。大学院進学者は50％を越えていますが、他大

学への進学もありますので、分野によっては定員を

割り込むことも増えています。学部教育を充実させ

ると同時に、顕著な研究成果をあげて、魅力ある大

学院にしていくことが大切になっています。 

もうすぐ初めての入学試験を迎えますが、幸い志

願倍率は昨年よりいくぶん増加し、まずは一安心し

ているところです。カリキュラムの整備とその実施

のための準備を続けており、理学部の全新入生に課

する必修科目（グリーンサイエンス通論4単位、基

礎解析学および線形数学8単位）、およびTOEIC（IP）

テストの受験義務化や研究倫理教育を確実に実施す

るために奮闘中です。今年度は教員が同行する学生

の海外渡航を予算的に一部支援して20人以上の学生

を派遣しました。来年度も継続してグローバル化に

対応する予定です。 

理学部同窓会には、改組に伴う理学部ホームペー

ジの改定（スマートフォン対応）の費用援助をはじ

め、懸案であった「インターナショナル茶屋」（英

語による学生間の国際交流会）の開催資金援助、来

年度開催予定のキャリアー（職業観）教育の試行に

対する人的・資金的援助など、理学部改革に伴って

多大の支援をいただいております。 

 平成28年度に理学部は50周年を迎えます。文理学

部が分かれて50年を記念して何かしら事業を行うこ

とにしていますが、具体的にはこれからです。人文

学部と理学部同窓会と協同してイベントを計画した

いと思っています。記念誌の製作については同窓会

と話し合いを始めていますが、理学部の50周年記念

事業準備委員会の検討を待って具体化することにし

ています。その折には改めてご協力を要請しますの

で、よろしくお願い致します。 

日経新聞の『大学選び2015年版－本当の「社会や

企業が評価する就職力」が育つ大学ランキング－』

によると、信大は総合で33位でしたが、「知力・学

力」で21位、「独創性部門」で1位と高い評価を得

ています。理学部の評価をますます高めるように努

力していきたいと思います。同窓会のますますのご

支援をよろしくお願い申し上げます。 
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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。 

 

 さて、平成26年は、２月の関東甲信を中心とした

記録的な大雪に始まり、７月の南木曽町梨子沢の土

石流災害、９月の御嶽山噴火、そして11月の長野県

北部地震など、災害の多い１年でありました。特に、

御嶽山の噴火に関しては、その犠牲者数は戦後 悪

となり、未だに行方不明の方もいらっしゃいます。

幸いなことに、本学関係者が被害に遭われたという

報告はありませんでしたが、これらの災害の犠牲と

なられた方々やそのご遺族、そして被害を受けられ

た方々には心からお悔やみとお見舞いを申し上げま

す。 

 本学においては、御嶽山噴火及び県北部地震の発

生後、学部横断体制での調査プロジェクトをそれぞ

れ早期に立ち上げました。理学部教員も多く参画し

ており、この調査プロジェクトにおいて災害発生の

メカニズムの解明や周辺環境への影響等の調査を精

力的に行っています。これら調査の結果を活用する

ことによって、今後の地域防災・減災につながるこ

とが期待されます。 

 大学全体に関するトピックスとしては、平成24

年から全学的に取り組んできた信大改革が、着実に

実を結んできたことが挙げられます。平成26年３月

に先鋭領域融合研究群が、翌４月には学術研究院が

設置され、これによりさらなる研究力の強化や戦略

的な教員人事が可能となりました。特に学術研究院

会議は、本学の全ての承継教員が所属する新たな教

員組織であり、設置にあたって十分な理解が得られ

るかどうか、危惧するところもありました。しかし

ながら、実際に人事審査などの手続きを進めていく

過程では、各学系での協力的な姿勢や真摯に取り組

まれる様子が見受けられ、非常に嬉しく思っており

ます。本学を含む国立大学は、承継教員の人件費削

減という切迫した重要課題を抱えています。学術研

究院はその課題を克服し、柔軟かつ戦略的な人事を

実現させるとともに、これまでの学部という枠を越

えた新しい教育研究の方向性や研究支援体制の構築

に向けた素地として、重要な位置を占めています。

教職員との相互理解を図りながら、これら信大改革

のさらなる進展のために取り組みたいと考えており

ます。 

 この他、平成26年９月までには国立大学としての

ミッション（強み・特色・社会的役割）を分野ごと

に整理し、公表いたしました。理学分野においては、

グリーンサイエンス（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科学技術とフィー

ルドワークを中心とした自然環境の診断と保全につ

いての科学技術を両輪とする教育研究）の考え方に

基づいた教育研究を実践し、環境問題等に柔軟に対

応できる高度な専門人材の育成の役割を果たすこと

を掲げています。これを受けて理学部では、これま

で以上にグリーンサイエンス教育プログラムを推し

進めるため、平成27年４月にこれまでの６学科から

２学科（数学科及び理学科）・７コースへの学部改

組を予定しています。グリーンサイエンスを学ぶ学

部横断的なカリキュラムを構築することにより、自

然・環境・エネルギーなどの社会基盤に配慮できる

人材を育成するとともに、先鋭領域融合研究群との

連携により、より能動的・意欲的学生への先端教育

や視野の広い科学教育をプログラム化して推進する

ことを目指しています。 

 今後は、理学分野も含めた大学一丸となって、各

分野の強みや特色を伸ばすことにより機能強化を図

りながら、社会的役割を十分に果たしていけるよう

努めて参る所存です。 

 この他、日経グローカル誌「全国大学の地域貢献

度ランキング」では、大変喜ばしいことに本学が３

年連続１位にランキングされました。本学では、か

ねてより地域貢献を大学の目標に掲げて取り組んで

きましたが、それに加えて平成25年度には「地（知）

の拠点整備事業」への採択を果たし、自治体との連

携による地域志向型の教育・研究・地域貢献を進め

ています。このような取り組みは、安倍政権が 重

要課題のひとつとして掲げる地方創生にも大きく寄

与できるものです。本学が地域・社会から求められ

る役割を果たし、さらにその発展に寄与できるよう、

全教職員が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。 
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会  長  挨  拶                        森   淳 

 

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。信州

松本という地は、自然の豊かさと厳しさを体験できる

ところです。これは自然科学を学ぶ者にとって得がた

い条件です。自然の懐に入り自然から学び、ものを見

考える習慣を身につけてほしいと思います。 

卒業生・修了生の皆さん、おめでとうございます。

松本での学びと暮らしはいかがでしたか。信大理学部

で過ごした幾年かの積み重ねは、土台となって今後に

活きるものと考えます。充実した人生を歩まれますよ

う祈っています。 

 

昨年、御嶽が噴火し、秋山を楽しんでいた人が多く

犠牲になりました。白馬では断層がずれる地震が起き、

家屋が倒壊する被害が出ました。こちらは幸いにも犠

牲となった方はありませんでしたが、直後にも雪が積

もり大変な中で再建が進められています。日本列島は

火山・地震列島なのだということを、互いに肝に銘じ

ることを心掛けたいと思います。 

 

今年は戦後70年･被爆70年という年です。若い人々

と共に、この70年はどういうものだったのかを学び合

いたいと思います。 

世界中を敵に回したあの戦争で、何があったのかを

知り、その反省のもとで再出発した日本という国と国

民の70年の歴史から学ぼうではありませんか。戦争中、

中国・東南アジア・南方諸島の各地で何が行われたの

かを一つ一つ知ること、あの戦争全体をどのように考

え評価すべきか、の二つの面を改めて整理し理解を深

めようではありませんか。また、敗戦後貧しい中から

どのように暮らしを始めたのかについても、若い人々

に知ってもらいたいと思います。日本に進駐した米軍

が撮影した映像や、復興していく日本の社会、産業に

ついての映像が残されています。記録・評論・小説な

ど文章も数多くあります。ぜひ、ひもといてほしいと

思います。 

そして、憲法の前文、9条や25条などに、どういう

意味が込められているのかについて、実感を伴わせて

掴み直してほしいと思います。こうした作業は若い人

達だけでなく、遠い昔の記憶となってしまっている私

たちの世代にも、呼び起こすために必要な気がします。 

戦争体験者、戦後のバラックの生活を知る人から話

を聞くことも是非してほしいことです。今日、そうし

たことは、時間との競争だと思います。 

 

「資本主義は限界に達した」という議論がよく伝え

られています。トマ・ピケティの「21世紀の資本」と

いう本が読まれ、経済の雑誌も特集を組んでいます。

世界の国々の数百年もの資料を分析した労作です。 

そこでは長期的に労働分配率が低下し、資本の蓄積

が進んでいること、その恩恵を受けるのは中間層では

なく富裕層であることを数値で示し、それが今後も世

襲を通じで拡大し、数年の内に1%の人が世界の富の半

分以上も手にすることになると予想を立てています。 

人類は富を生産し続け、全体として豊かになってい

るのに、半分の人々が貧困のままだといいます。この

ままでは、資本主義は崩壊するとして、世界的規模で

所得と資産への累進的課税の強化が必要だと主張して

います。 

これは、これまで経済学の常識をされていた、社会

と経済、生産の拡大・進展とともに格差は一時的に拡

大しても、民主主義の発展のもとで、不平等は改善さ

れていくという説に反論したものとなっています。資

本の蓄積が進めば、その恩恵は次第に下位の層に拡が

るということが夢物語であり、世界的規模で再配分す

る税の制度の拡充を求めるというのですから、多くの

人が注目するのも自然なことといえます。 

また、「資本主義は民主主義に隷属すべきもので、

その逆ではない」とも主張するのですから、共感を得

るのも判ることです。近代経済学者という立場の人か

らの提言ということもあって一層注目されています。 

筆者も言うように、国際的課税強化と再配分のルー

ルを創ることは簡単なことではありません。富裕層が

国際社会と政治を裏で動かしていることや、資本が国

境を越えて動き回り様々な手口で脱税・節税をしてい

て多くの国は手を打てないでいる情況なのですから、

制度づくりはどこから手を付けたらいいのかと考えて

しまいます。私の読み込みが足りないのか「資本」と

いう名が付いている本なのに、富裕層の資産とそれの

投資の意味での「資本」に限っていて、企業活動の「資

本」或いは世界的大企業の勝手な振る舞いについての

言及が少ないのは題名に反するのではと思います。 

主張から導き出される民主主義の発展こそが、この

問題の解決の道というのは重要な点だと思います。国

際的にも、国内的にも今後具体的な道筋をつくってい

くために考え合わねばなりません。 

自由競争という名のもとでの弱肉強食という原理

が、資本主義の 大の問題とすれば、少しでも改善し

民主的な経営、他企業との共存、働く者の幸せを確固

としたものとすることでしょう。世界中のどこに住ん

でいても、文化的な生活が保障されるようにするとい

うことでもありましょう。些細なことでも非民主的な

ものは正させることが解決への一歩一歩なのでしょう。 

著者の主張は、ひどい格差を改善することで、資本

主義社会の崩壊を避けるということですが、「高度な

民主主義」が、どういう社会を展望するのかという課

題も投げかけているように思います。 
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様々な不平等をなくす、貧困と飢餓に立ち向かう、

戦争をやめさせる、そうした取り組みを進めている世

界中の人々と支え合い、様々な形で手をつないでいく

ことが大事なことなのでしょう。それは大多数の富を

持たない者たちの願いで、大きく包囲していくという、

壮大なエネルギーのいる取り組みです。困難な中で、

たゆまず努力をし続けている、組織・集団・人々から

学ぶ、そこから始めようではありませんか。 

 

昨年末に総選挙がありました。消費税10％を延期す

ることを問うという、およそ争点にもなりえないもの

で審判を受けるものでした。アベノミクスの経済面は

話題になりましたが、一体のはずの外交・軍事や国民

的生活の諸問題は、争点から外しての選挙でした。 

その中で、沖縄では全国の流れとは異なった様相を

見せました。「辺野古反対」の一点の共斗で、小選挙

区では四つとも反与党の国会議員を誕生させました。

「基地」と「経済」とで対立構造が作られ、「平和へ

の理念」か「現実的対応」かで県民を二分しての争い

が長い間続いていました。「沖縄は基地で持っている」

と見がちですが、県民総所得に占める基地関係収入は

5％程度というのが実際のところです。そうしたこと

も今回の結果にも反映しているのではと思います。 

「オール沖縄」の人たちから聞かれたのは「腹八分

目」という言葉だそうです。互いの主張は八分にとど

め共通する課題が大事というのです。もともと選挙は

政策の中で一致するものが多い人に一票を投じると

か、主要な課題で同意できる人を選ぶというものです

から、この考え方は納得できるものです。また、「腹

八分目」は、協力、共同、あるいは学び合いを考える

上で、示唆を与えるものと思います。 

ところで、沖縄の選挙区では9人の立候補者がいま

したが、小選挙区の当選者4人以外の落選した5人全員

が比例で復活し、死票0というびっくりすることが起

きました。5人の惜敗率が高いということもあるので

しょうが、全国には60％以上が死票という選挙区もあ

ることを思うと納得しにくいことです。これは一票の

格差の問題とともに今の選挙制度の矛盾の一つです。

「投票をする」という意味は当選させたい人を選ぶと

同時にそうでない人を落とすということがあると思う

のです。沖縄では両方とも国会議員になったのです。

しかも、県民の意思は「辺野古反対」なのに「賛成」

のものが多数になるという逆転が起きています。全県

一区であれば、異なった結果であっても民意との逆転

は起きなかったといえます。各県一区とか、すべてが

比例であれば、国会の勢力分野は大きく変わります。

より正しく民意が反映でき、かみ合った議論で深めら

れる議会になるような制度を考える時ではないでしょ

うか。 

「決断できる政府」というものは、一方で一面的な

情勢判断やあいまいな根拠での「決断」を生む、危険

性を高い確率で持っています。それが常に内包されて

いているものだということは、歴史が教えてくれてい

ます。「この道しかない」などと断定的に叫ぶのは「他

の道を」模索することを否定することです。それは「指

導力がある」のとは、ちょっと違うように思います。

国民にとって命が守られ、餓えの心配がなく、普通に

暮らせるなら、いそいで判断しなければならないこと

は、そう多くはありません。日本国民にとっての「生

命線」は平和と信頼だと思います。戦後70年間当事者

として殺したり殺されたりしていないことの積み重ね

が、その保障になっています。若者を死地に追い込む

ことは、どうしても避けたいものです。 

 

1949年、旧制松本高校の人・物を受け継いで、新制

信州大学文理学部が誕生しました。文理学部は新制大

学の特徴の一つであった教養課程を、松本地区で引き

受けるという役割を担いました。それは、人文・社会・

自然の三つの分野の専門と教養教育を併せて行うとい

う二つの性格を持つことにより、おのずと三つの分野

の学芸的統一をめざすという風土を創ってきました。 

文系と理系を分け、同時に教養課程を独立させると

いうことで、文理改組が行われたのは1966年のことで

す。18才年齢の急増を背景としながらも、学問・研究

の発展、社会の進歩という面から、一つの選択でした。

全学部生が教養課程を一緒に学ぶことにしたのも、信

大の特徴の一つといえます。それから、まもなく50

年を迎えます。 

理学という学問の性格から、関連する他の分野との

結びつきを学ぶことは大事なことです。また、文理学

部が求めていた、学芸・文化の学術的な統一的理解は

「学び」を求める者にとって欠くことのできないもの

です。理論と応用などとの結合の土台に、それが息づ

くことが何よりも大切だと思うのです。「何に役立つ

かわからない」「いずれ、何かと結びつくはず」とい

う研究も、人間のもつ学芸・文化への信頼、人間の進

歩とその方向性への確信の上に成り立つものと考える

のです。松高・文理・理学と発展してきた道を振り返

り、失ってはならない物を改めて考え、次の50年への

歩みを進めたいと思います。 

 

理学部同窓会は旭町で学び合った同窓生の多様な

友情の結びつきの「要」の役割を、微力ながらも果た

していきたいと考えます。また、同窓生のみなさんの

お力をお借りして、理学部の先生方、学生諸君を励ま

す取り組みを進めていくことも、重要な役割と考えて

います。会報を年2回お手元にお届けしています。目

を通していただきそれぞれに思いを巡らせていただけ

れば幸いです。 

科と学部の同窓会は車の両輪のように共に歩んでい

くものですし、互いに支え合う関係です。ぜひ、いろ

いろな形でのかかわり方をしていただきますよう、改

めてお願いします。 
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――――――――――――――――――  研  究  紹  介  ――――――――――――――――― 

 

御嶽山2014年9月27日噴火について 

         三宅 康幸（地質科学科） 

御嶽山は巨大な火山である。火山、それも活火山

であることは1979年の突然の噴火により日本中に広

く知れ渡った。その標高3、067メートルは、火山に

限れば富士山に次いで日本第二位にランクされる。

火山の噴火は複雑なのでさまざまに分類されるが、

ざっくり分けてマグマ噴火と水蒸気噴火とに分けら

れる。マグマ噴火は、マグマが何らかの形で地表に

出てくる活動であり、溶岩なり火砕流なり、あるい

は軽石などとなって山体にベタベタと張り付いて、

高い山を形成する。御嶽山はその高度に相応する長

いマグマ噴火の歴史をもち、途中休止期間を挟みつ

つ約80万年間にわたって活動を続けた結果、基本的

な山容を形作った。一方の水蒸気噴火は、マグマそ

のものは出てこないが、マグマの熱が地下で伝わっ

て、山体内部の地下水が沸騰し、その体積膨張によ

り起こる現象である。規模はおのずとマグマ噴火よ

りも小さいのが一般的であって、その火山灰が積もっ

て山をなすこともほとんどない。 

今年起こった噴火はこの水蒸気噴火であった。折

しも紅葉シーズンの晴天の土曜日とあって、山頂付

近は多くの登山客で賑わっており、噴火の結果、50

人を越す死者を出す大惨事となってしまった。私自

身は自宅のテレビを見ていると「御嶽山が噴火した」

のテロップが流れ、画面に南側斜面を流れ下る火砕

流の噴煙の画像が現れた。「火砕流はマグマ噴火の

産物である」という教科書的な連想から「この噴火

は水蒸気噴火ではなくてマグマ噴火ではないか、だ

とするともっと大規模な噴火になるかもしれない」

という疑いをもった。私は大学研究室に直行した。

そこにはすでに理学部技術職員の高橋康氏もいた。 

翌日は高橋氏と教育学部の竹下欣宏氏らと一緒に

現地調査に出向いた。御嶽山は救助活動が始まった

ところで、その活動従事者以外は立ち入り禁止と

なっていたので、前日の噴火で火山灰が主に降った

開田高原地域で試料採取と観察にあたった。目的は、

火山灰の中にマグマに由来する粒子、すなわち、発

泡したマグマが急冷されてできた軽石やスコリアな

どの多孔質なガラス質物質、およびそれらを砕いた

ようなとげとげしいガラス片などがないか調べるこ

とである。 

現地では、火山灰の多くは凝集してダマになって

いることに気付かされた。火山灰はもともと細かな

粘土鉱物を主成分としている。粘土鉱物は細かいの

でそのままでは容易に降ってこず風に吹かれて遠方

に積もることが多い。しかし、湿気があると粘土鉱

物は凝集して凝集火山灰と呼ばれるものになり、終

速度が増して山体付近に降下する。凝集火山灰のう

ちできれいな球形をしているものを火山豆石と呼ぶ。

ちょうど「しけった」小麦粉にできるダマのような

ものである。 大で直径約3mmの火山豆石は、その

ままの形状でころころころがっているものから、雪

だるまのように複数の火山豆石がくっつきあってい

るもの、着地の衝突で回転楕円体様につぶれている

もの、さらには、泥質の雨滴のような痕跡を残すも

のまでさまざまな形状のものであった。水分を含ん

だべちゃべちゃの泥団子の状態からそれが乾燥した

ものまでが混じって降ったと考えられる。採取して

大学に持ち帰った試料は、火山豆石のまま樹脂で固

めて、あるいは粘土鉱物を洗い流して比較的大きな

粒子だけ取り出して、0.03mmの厚さまで削り、光学

顕微鏡や電子顕微鏡で見たが、マグマに由来する物

質はないことが確認できた。つまり、この噴火は水

蒸気噴火であった。 

９月27日噴火の経緯は以下のようであった。水蒸

気と細かな粘土鉱物が他の岩片や、大きな噴石も交

えて噴き出してきた。水蒸気は火口の外に噴出する

と急激に断熱膨張して温度が下がる。そして百度以

下になると水蒸気は液体の水になる。その水の吸着

力によって粘土鉱物は凝集した。火口付近ではこの

ダマは水を含んだべちゃべちゃの状態だったであろ

う。無数のダマが噴煙の中で発生して空気の抵抗に

逆らって落下した。これらには百度前後の水蒸気も

混ざっていて人間には熱く感じられ、また危険であっ

たと想像される。マスコミに報道されている「熱い

泥の雨が降ってきた」という意味の多くの証言や、

ビデオにパラパラ、ザーザーという音が記録されて

いるのはこうした泥の雨が降ったことの証拠である。

また、ダマを含んで重くなった噴煙は、空中にある

ことを保持できなくて地表へと落ちる流れとなり、

それが火砕流となって地をはって流れた。残りの凝

集火山灰が風下に吹き流されて降下したが、それら

はかなり乾燥していた。 

今回の水蒸気噴火は予知できなかった。その一因

は、地下のマグマが上昇してくるわけではないので、

地表の地震計や傾斜計などの計測ではわかりにくい

という水蒸気噴火特有の事情があった。それ以外に、

一般的に火山噴火は発生頻度が低いために、実測・

記載を積み重ねてメカニズムを解明する研究が遅れ

ていることも原因であった。今回の災害をしっかり

と観察して記載を積み重ねておくことが、後世のメ

カニズム解明のために大いに役立つはずである。緊

急に「信州大学知の森未来プロジェクト」で信州大

学全学の関連する研究者による「2014年御嶽火山の

噴火プロセスの調査事業―環境への影響と災害の予

測に向けてー」が立ち上げ

られた。噴出物の記載、土

砂災害や環境問題への影

響評価などについて研究

を進める予定である。 

  

写真：火山豆石 ９/29田の原にて 

阪上雅之氏採取  
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研究紹介       

 久保 浩義(生物科学科) 

早いもので私が1988年に生物学科にきてから27

年が経ちました。その間、材料をいろいろ変えつつ、

植物の二次代謝や形態形成に於ける遺伝子発現の調

節機構をテーマに研究をおこなってきました。大学

院生の頃はミズタマカビという非常にマイナーな実

験材料を使って糸状菌の光応答の研究をおこなって

おりました。赴任後、当時の生理学講座で植物の二

次代謝をやることになり、そのための実験材料をさ

がしておりましたが、学生時代に非常にマイナーな

材料を使っていた反動か、メジャーな実験材料を

使ってみたく、当時モデル植物として注目され始め

ていたシロイヌナズナを選びました。シロイヌナズ

ナを使った研究では、アントシアニン合成に影響を

与えるANTHOCYANINLESS遺伝子のクローニングと

その機能解析でそれなりの成果を上げることができ

ました。しかし、世界で何万もの研究者が使ってお

り、毎年千報以上もの論文が出るメジャーな実験材

料を小さな研究室で使うことには、それなりのしん

どさもありました。そういった中で、数年前に、進

化的観点から研究をおこないたいという４年生が研

究室に入ったことをきっかけに、ゼニゴケを使い始

めました。ゼニゴケは、苔類に属し、 初に葉緑体

DNAの全塩基配列が決められた植物として有名な

のですが、それ以後分子生物学的な研究材料として

はあまり使われていませんでした。近年、京都大学

の河内孝之先生が中心となり、ゼニゴケにおける分

子生物学的実験方法の開発と、それらを自由に使え

る環境が確立されたことにより、ゼニゴケを使った

実験が非常にやりやすくなりました。また、シロイ

ヌナズナのANTHOCYANINLESS遺伝子の研究から、

植物の表層組織について興味を持っておりましたの

で、維管束植物ほど表皮の性質が発達していないコ

ケ植物は以前から使ってみたい材料でした。 
 現在の研究テーマは、ゼニゴケのR2R3-MYB遺伝

子ファミリーの機能解析です。R2R3-MYBとは、

MYBドメインと呼ばれるDNA結合ドメインでDNA
に結合し、遺伝子の発現調節をおこなう転写因子の

仲間です。その遺伝子ファミリーは植物の発育生長

や環境応答のさまざまな過程を調節していますが、

特に、紫外線耐性、乾燥ストレス応答、表皮組織の

分化など、陸上生活に不可欠な過程を調節するもの

が多く含まれています。R2R3-MYB遺伝子ファミ

リーは陸上植物で特に多様化しており、種子植物は

陸上植物特有のR2R3-MYBを100種類程度持ってい

ます。一方、陸上植物の中で も初期に分岐したと

言われる苔類に属するゼニゴケでは、その数は10
種類ほどです。おそらく進化の過程で、陸上植物の

共通祖先が持っていた少数のR2R3-MYBが遺伝子

重複を繰り返し、多様な機能を獲得し、陸上生活に

適応していったのだろうと考えられます。ゼニゴケ

は、表皮の機能がそれほど発達していないため乾燥

に弱く、さらに受精にも水が不可欠で、維管束植物

ほど陸上生活に適応していません。このようなゼニ

ゴケのR2R3-MYB遺伝子の機能を種子植物のものと

比較することで、R2R3-MYB遺伝子の機能とその進

化について明らかにしたいと思っております。現在、

ゼニゴケの二次代謝、表皮組織の形成、精子の形成

に関わるR2R3-MYB遺伝子について研究を進めてお

ります。研究に費やせる時間や予算など厳しいとこ

ろもありますが、よい成果を出せるよう努力してい

きたいと思っております。  

 

 

日本の湖沼堆積物からみた第四紀の気候変動 

         公文 富士夫（物質循環学科） 

 現在、私はおもに湖に溜まった堆積物の分析から、

近の過去（第四紀という258万年前以降の時代）

の気候の変遷を解明しようとしています．30年ほど

前に信州大学に赴任した頃には中生代の付加体（紀

伊半島や室戸半島の四万十帯）を研究していたこと

を思うと、ずいぶん変わったものだと、自分でも感

慨があります。 

 さて、第四紀と言えば、「氷河時代で、氷期と間

氷期が４回繰り返した。」と習った方も多いかも知

れません。でも、物質循環学科で地球環境史学や地

質科学科で「第四紀学」を習った人はそんなことは

ないはずです。有孔虫殻に記録された海洋の酸素同

位体比の解析から、第四紀には50回以上もの氷期-

間氷期の繰り返したあることが分かってきています。

そのような汎世界的は気候変動と連動して変化して

いた日本周辺の気候変動はどのようなものであった

でしょうか。 

 私自身は、過去の気候の指標として、泥質堆積物

中の有機炭素量を用いており、そこがユニークさに

なっています。過去の湖沼の生物生産性が有機物（濃

度）に反映しており、その生物生産性をコントロー

ルした気候を間接的に代理させようということです。

有機炭素量は簡便な機器分析で測定できますので、

時間分解能を上げることが可能です。そこで、数十

年程度の間隔で、野尻湖堆積物で現在～7.2万年前

まで、高野層で４～16万年前、琵琶湖堆積物で現在

～20万年前、熊本市の芳野層で20～40万年前までと、

ミランコビッチ周期の 小公倍数にあたる40万年前

までの資料を蓄積しています。 近の４、５年間は

日本海堆積物でも研究を進め、面白いデータを得て

います。 

これらの研究の結果、日本のような中緯度地域で

も、時代によっては数百年程度の短い周期で、平均

気温が３～５度も変化する激しい気候変動があった

ことがはっきりと分かってきました。退職まで残り

時間がなくなりましたが、DCの学生さんらとともに、

「まとめ」の論文化を進めております。 
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代数的トポロジーと圏 

栗林 勝彦（数理・自然情報科学科） 

 17Sの栗林です。信州大学を卒業し、京都、群馬、

岡山を経て、また信州に戻ってきて早いもので10

年が経ちました。今回、 理学部同窓会の会報に研

究紹介を掲載して頂けるとのことで、今までの研究

を振り返りながら私自身の研究内容について、特に

数学を専門としない同窓生の皆さんや新入生の皆さ

んを念頭にお話したいと思います。遠い遠い過去に

なってしまいましたが、大学生の頃を思い出すこと

からはじめます。 

 ドーナッツとコーヒーカップは同じという「柔ら

かい幾何学」トポロジーに魅せられて三十数年経ち

ました。この数学の分野との初めての出会いは、確

か大学に入学して直ぐ、一年生で受講した横田先生

の線形代数の講義の中にあったと記憶しています。

講義の内容が一通り終わると、数学を展望する内容

で、先生は何度かお話しをされていました。あると

きトポロジーで考える「同じ」という概念を説明さ

れました。直線を黒板に書かれ、「ぴゅーと縮まっ

て一点になってしまうんやな。」だから直線は一点

と同じなんだと。そして直線と一点を等号"らしき" 

記号で結びました。衝撃的でした。それまでは、計

算をして等号で関連付けることの出来る数式や、図

形で言えば、ぴったり重ねることが出来るもののみ

を同じと考えていた私にとって、このトポロジーで

言う「同じ」(ホモトピー同値) は斬新であり、一

見いい加減とも言える概念が厳密な数学の中にある

こと自体も驚きでした。初等的な幾何学とは明らか

に違う雰囲気をもったこのトポロジー、特に私の今

の専門である代数的トポロジー(代数的位相幾何学)

を学ぶには、大学2年生以降で学ぶ抽象代数学や位

相空間論を学ぶ必要があり本格的な勉強にはまだ時

間を要しました。2年生では「いかにも大学の数学」

と思える代数学に魅せられ、幾何学と同様、講義ノー

トを読み返していたことを憶えています。 

 大学で学ぶ数学の中には似たような概念が分野を

問わず現れていて、不思議だな、何か統一的に説明

するものはないのかなと漠然と思っていました。そ

んな矢先、数学世界に現れる概念を抽象化し統合す

る「圏(カテゴリー)」に出会いました。ちょうど代

数的トポロジーの初歩を可知先生の講義で学んでい

た時のことです。とにかくその考え方が余りにも抽

象的で、出会った当初はどこに自分の視点を持って

いけば良いかわからず、まるで大海に放り出され指

標を失った思いがしました。わからないから余計に

興味を持つ、魅力を感じるということもあります。

卒業研究を決める書類(というか小さな紙切れ)には

迷わず研究分野として「代数的位相幾何学」と書い

たことを記憶しています。 

 圏とは対象と呼ばれるものの集まりと射とよばれ

るものの集まりから出来ていて、ある公理系をみた

す概念です。例えば集合からなる圏では、集合が対

象となり、集合の間の写像が射となります。抽象的

な言い方になってしまいますが、圏を考えるという

ことは、似ている研究対象をただ一纏めにして満足

するのではなく、対象を他の対象と"ぶつける"こと

で、それぞれの研究対象の性質を探るということに

なります。もし世界に比較するものが無く一人しか

いなかったら、その人は自分という存在には気付か

ないでしょう。他に人がいて、植物がいて、動物が

いて、初めて自分に気付くのではないでしょうか。

このことは、乱暴な言い方ですが、圏を考えるとい

う事と似ています。 

 二つ圏が与えられるとその間に「関手」という概

念が現れます。代数的トポロジーの研究者は今まで、

位相空間の圏から代数的な対象がつくる圏への関手

を構成し、その代数的な性質から元の幾何学的な性

質、差異を捉えて来ました。(挿絵は基本群という

数学で重要な関手の概念図です。この基本群は空間

に空いた穴の数や穴の位置を代数的に検出します。) 

代表的な関手

の一つとしては、

位相空間に次数

つき代数を対応さ

せるコホモロジー

環があります。大

学4年生では代数

的トポロジーで使

われるこうした関

手の性質を学び、修士課程に進学してからは、コホ

モロジー環の計算手法として用いられる様々なスペ

クトル系列の構成方法やその性質を学びました。 

 修士の2年では修士論文に向け研究を進めること

になり、題材を探しているうちに出会ったのがLie

群のループ空間でした。Lie群は代数的な対象であ

る群であり、かつ幾何学的な対象である多様体両方

の性質を持つもので、数学研究の至る所に現れる重

要な概念です。ループ空間とは円周から位相空間へ

の基点を保つ連続写像全体が作る空間のことで、そ

の上では積が定義でき、Hopf空間という重要な空間

の例となります。そのコホモロジー環がHopf代数に

なるという性質とスペクトル系列とをうまく使って、

Lie群のループ空間のコホモロジー環の計算を完成

させました。 

 京都での博士課程時代は、自由ループ空間という

円周から位相空間への連続写像全体(基点の条件な

し)が作る空間のコホモロジー環の計算に没頭しま

した。基点付きの場合とは異なり、一般にはHopf

空間にはならないため、この計算には結果が予測出

来ないという困難があります。それでも群馬で就職

後、一般的な環に対して定義されるHochschildホモ

ロジーについて研究を始め、岡山に移った後、その

ホモロジーとスペクトル系列を駆使して、複素射影

空間の自由ループ空間のコホモロジー環の計算を完

成させました。もう今から20年ぐらい前になります。

自由ループ空間の中には、無限次元Lie群の重要な

例でもあるループ群があり、その表現は数理物理と
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も関連し興味のつきない研究対象であることは確か

です。またこうした写像空間には、値域となる空間

の内部に潜む幾何学的性質を表面に浮き上がらせる

効果があります。その重要性から、写像空間のコホ

モロジー環の計算やその性質の解明が私の研究の中

心になって行きました。特に、自由ループ空間のコ

ホモロジー環研究に"加群微分子"を導入し、ループ

群バンドルの構造群の拡大に関する障害"ストリン

グ類"の研究を進めたのはこの頃です。しかし、先

の計算を完成させた後、より複雑なループ空間の場

合の計算に挑みましたが、利用できる道具が少なく、

壁にぶち当たり悶々とした研究生活を数年送ること

になります。 

 転機は、フランスのアンジェ大に一年間留学して

いた時に訪れます。アンジェ大には当時、代数的ト

ポロジー特に、有理ホモトピー論・空間の代数的モ

デル理論の大家のひとりJean-Claude Thomas 先生

がおられました。代数的モデル理論では、位相空間

のホモトピー型を調べるために、それを完全に表現

するまたは近似する代数的な対応物の構成を目指し

ています。ある折、図書館でThomas 先生にお会い

し、上述の自由ループ空間のコホモロジー環の話題

になった時のことです。「"計算例"として、栗林の

結果には非常に興味がある。」はっとした瞬間でし

た。「木を見て森を見ず。」計算方法にのめり込む

ことで、研究対象の持つ大局的な性質を観察するこ

とや、数学的な思想部分に思いを馳せていなかった

自分に気づかせてもらいました。その後は、物事を

大きく包み込む圏論的な部分も常に視野に入れ研究

を進めることになります。大学生の頃衝撃を受けた

あの概念に救われた気がします。特に帰国後、加群

微分子が具体的計算にも役立つことがわかり、ある

Lie群のクラスでは、そのループ群の分類空間のコ

ホモロジー環を完全に決定することが出来ました。 

 ループ空間を含む写像空間の研究を進め、その有

理空間モデルやオペラドモデルを駆使して新しいス

ペクトル系列を構成したのは約10年前、安定ホモト

ピー論や圏論的表現論で重要な三角圏の概念から得

られる不変量を用いて、新しいホモトピー不変量「写

像のレベル」を導入し位相空間の研究を始めたのは

6年前になります。信州に戻ってきて、圏をそれま

で以上に意識し研究を進めるようになった頃です。 

 アソシエーションスキームという代数的組み合せ

論で重要な研究対象の圏論的一般化を行い、スキー

モイドという概念に辿りついたのは、2年ほど前で

圏のコホモロジーを用いて現在スキーモイドの研究

を進めています。近年は、ループ空間の(コ)ホモロ

ジーを基にして、位相的場の理論やホモロジー的共

型場理論が展開できるストリングトポロジーにもの

めり込んでいます。また、微分空間や階層多様体等

の多様体の一般化とそれらがつく圏の研究を環付き

空間の概念を用いて始めようと、現在はその研究の

ために準備をしています。 

 自身の研究を進める上で、近くに様々な刺激を与

えてくれる同僚の方がいること、新たなことに挑戦

するために一緒に勉強してくれる4年生、修士や博

士課程の学生さんがいることは、非常に有り難いこ

とと感謝しています。 

 上述の研究は、あたかも無関係で、場当たり的に

研究を進めて来たように思えるかもしれません。し

かし圏論という大きな世界から眺めると互いに共通

項があり、関連し合っている事が分ります。こうし

た共通概念に助けられ、研究を進めて来られたのだ

と考えています。 

今後も、具体的な対象をより詳しく理解するため

の計算や、対象の性質をまとめて出来る圏の研究を

展開し、そして「森を見て木を忘れるな。木を見て

森を忘れるな。」をスローガンとして、数学という

大宇宙を航海し続けたいと考えています。 

 

エントロピー（乱雑さ）事始 

 樋上 照男（化学科） 

平成27年度から理学部は改組されて数学科と理学

科の二学科となり、理学科は、物理学、化学、地球

学、生物学、物質循環学の五つのコースとなる。私

は化学コースの分析化学を担当している。分析化学

研究室では、主に電気分析化学の新しい方法の開発

と応用を目指しており、レーザー光や超音波などの

外部からの刺激を従来の電気化学に組入れ、その刺

激に対する電気化学的応答を分析化学に応用して、

物質の定量や反応の解析に役立てている。私の研究

を紹介させて頂く。互いに混じり合わない油（有機

溶液）と水の界面に適当な電位差を与えると、目的

イオンを、そのイオン固有の電位において、水相か

ら油相（油相から水相）に移動させることができる。

この方法をイオン移動ボルタンメトリーというが、

私は、このイオン移動ボルタンメトリーに、界面に

レーザー光を水相から油相に向けて断続的に照射し

て、油相による光の吸収を用いて界面の温度をレー

ザー光の断続周波数と同じ周波数で変調する方法を

考案した。この方法によって測定されるボルタモグ

ラム（電流－電位曲線）を解析することによって、

水相から油相へのイオン移動のエントロピー（標準

イオン移動エントロピー）を決定することができる。

油水界面の温度変調ボルタンメトリーを開発してか

ら数年が経ち、様々なイオンの標準イオン移動エン

トロピーを決定することができた。 近ではこれを

基にイオンの溶媒和に関する洞察を深めている。従

来、化学では主にエンタルピー（エネルギー）の議

論が多くなされてきた。しかし、今後は乱雑さを示

す尺度であるエントロピーの議論も重要となってく

るのではと内心期待している。エントロピーの測定

というと、何故それが分析化学なのかと問われそう

だが、分析化学は方法論であるという恩師、故藤永

太一郎の教えと信大理学部の自由な研究の雰囲気の

中で、自分の我儘な研究を続けさせてもらえること

を、妻と共に感謝するこの頃である。 
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スピンの流れを理解する 

  志水 久（物理科学科） 

この3月に卒業を迎える学生の多くは2011年4月に

信州大学に入学した学生で、中には東日本大震災の

影響によって交通機関がマヒし、試験を受けに来る

ことが困難だった人もいると思います。早いもので、

あれから4年の歳月が過ぎたことになりますが、震

災直後は電力不足が大きな話題となっていたと思い

ます。電気は今や我々の日常生活の中で欠かせない

ものですが、電化製品はエレクトロニクスと呼ばれ

る電気の流れ＝『電流』を制御する技術を利用して

様々な働きをしてくれます。『電流』とは電子の運

動を指しますが、電子は運動の向きや速さの他にス

ピンと呼ばれる自由度を持っており、このスピンも

含めた電子の運動＝『スピン流』を制御するスピン

トロニクスと呼ばれる技術を利用することで、今日

の電化製品の欠点の一つが解決できると考えられて

います。 

電力不足を解決するには使う電気の量を減らせば

よいのですが、電化製品は電流を制御する技術を利

用するため、常に電気を流しておかないと機能しま

せん。たとえその時点でその電化製品のどの機能も

使っていなくても、設定時刻に自動的に電源が入っ

て設定された作業が行われるには通電しておく必要

があり、たいていの電化製品はこのために待機電力

を消費します。スピントロニクスが着目される理由

は待機電力を減らす(理想的には待機電力ゼロ)可能

性があるためです。スピントロニクスを利用したデ

バイスとしては、不揮発性のメモリやコイルのない

磁気ヘッドが挙げられ、それぞれMRAM, STT-RAM 

などと呼ばれるメモリや、TMRヘッドが開発され、

すでに実用化されているものもあります。 

物性物理学研究室では、スピン流を制御するため

の理論的な基礎研究を行っています。電子がスピン

を持つとは、乱暴に言うと電子1つが1つの磁石で、

その磁石のN極の向き(向きの指標がスピン)によっ

て電子が異なる状態にあると解釈します。電子を磁

石とみなすと、磁場の中で電子のスピンは磁場と平

行になろうとしますし、同時に磁石なので電子自身

が周りに磁場を作ります。物質中には多数の電子が

いるため、その中の1つの電子には外からかけた磁

場の影響、および周りの電子のスピンが作る磁場の

影響を受けてスピンの向きが変わりますが、同時に

その電子が周りに作る磁場も変わり、その変化によっ

て他の電子のスピンの向きも変わります。したがっ

て、物質中のスピン流を制御するには、多数の電子

がお互いに影響を及ぼし合いながら、スピンがどの

ように変化していくのか、さらに電子が物質中をど

のように運動するのかを理解する必要があります。

 このような現象は非常に古くから考えられていま

すが、磁場のかかった物質中のスピンの時間変化は、

現象をうまく再現できるように作られた方程式を基

礎としているのが現状です。スピントロニクスは電

力消費量を低くする技術として注目され、高性能な

デバイスの開発がなされていますが、我々の研究室

では、その技術の根底にある物質中のスピンの流れ

を物理的に理解することを目的として研究を行って

います。 

 

 

自己紹介          

 内田 太郎（化学科） 

 昨年12月から長野キャンパスの環境・エネルギー

材料科学研究所の助教（特定雇用）として理学部化

学科に勤務しております、内田太郎と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 私の生まれは福岡ですが、中学・高校は親元を離

れ松山の男子校へ、大学・大学院修士課程は長崎大

学の教育学部・教育学研究科へ進学し、北海道大学

の大学院地球環境科学研究科で学位を取得しまし

た。その後、北海道大学の触媒化学研究センターの

博士研究員、特任助教、北里大学薬学部の助教を経

て現在に至ります。 

 ひょっとすると勘の良い方は私の経歴からお気づ

きになられたかと思いますが、高校時代から化学、

特に有機化学が苦手で構造式や化学式、反応式を覚

えることをバカバカしいと思っていました（誤解の

無いように書いておきますと、本当はそこから逃げ

たかっただけです！）。しかし、とうとう「化学」

と名のつくところで研究をさせていただくこととな

りました。 

 自己紹介を書く際に研究内容も紹介せよとのこと

でしたので、以下に紹介させていただきます。ナノ

メートルサイズの粗さを持つ金属表面上に吸着した

分子の振動スペクトルが金属のない場合に比べ102

～104倍程度増大する現象（表面増強ラマン散乱、

表面増強赤外吸収）が起こることが知られています。

長崎大および北大では、その増大現象が大きく起こ

る金属薄膜を安定に得る方法の開発を手始めに、そ

の手法を表面反応解析（とりわけ、電極触媒反応）

に適用し、計算科学的手法と組み合わせ、分子レベ

ルでの解析をおこなっていました。また、北里大で

は、コンピュータシミュレーションおよび化学情報

学的手法を組み合わせ、新規高活性薬剤の探索およ

び設計をおこなっておりました。そこで、 近では

これらの知識を活かして、反応解析により得られた

情報をもとに高機能・高活性な分子の設計を試みて

いるところです。 

 まだ完全な化学屋にはなりきれてはいませんが、

化学の道に来てよかったとおもっています。このよ

うに化学科では少々毛色（経路？！）の異なる人間

で化学の常識が分からないことが多く、みなさまに

ご迷惑をおかけする事が多々あると思いますが、ご

指導ご鞭撻の程、宜しくお願いします。 
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――――――――――――  理学部広報情報室から  ―――――――――――― 

 

前回の同窓会報でお知らせしましたように、理学

部の改組がまもなく行われます(2014 年 4 月)。今

回の改組では、学科が数学科と理学科の 2 学科にな

ります。数学科は、かつての学科名が復活すること

になります。1995 年に改組して 5 学科から 6 学科

になったときに、数学科が数理・自然情報科学科に

なると共に、物理学科が物理科学科に、地質学科が

地質科学科に、生物学科が生物科学科に変更になり

ました。今回の改組では、 理学科の中に 5 つのコー

スが設けられますが、物理科学科は物理学コース、 

生物科学科は生物学コースになり、ここでもかつて

の名前が復活しました。地質科学科は地球学コース

という名前になり、地球全体を研究対象とするとい

うことが分かりやすくなりました。ちなみに化学科

と物質循環学科は、それぞれ化学コース、物質循環

コースとそのままの名前を使います。 

と、学科名(コース名)のことを「広報室から」の

冒頭に書いてきたのは、理学部を広報する上で重要

だからです。まず学科名が高校までの数学と理科に

対応するようになり、高校生に説明し易くなりまし

た。本学部の志願者には教員志望の人も多いので、

教員免許の数学と理科に対応した学科名になったの

は広報をする上でメリットが大きいと思います。「数

理・自然情報科学科」などという長たらしい名前で

は、広報をする際にまずどんな学科か説明すること

から始めなければなりませんでしたが、これからは

説明がとても楽になります。それでは、どうして

1995 年の改組のときにこのような学科名にしたの

か、と疑問に思う方も多いと思いますが、それにつ

いては、当時の「文部科学省」の指導とだけお答え

しておきます。 

さて、今回の「広報情報室から」は、国際交流に

関することを中心にお届けします。 

現在、信州大学が も力を入れなければならない

ことの一つとして、国際的に活躍できる人材の育成

が挙げられます。理学部でもいくつかの取り組みを

始めましたので、それを紹介します。 

 

1. ＴＯＥＩＣ 

今回の理学部改組で 当然カリキュラムも色々改

善されました。大きな変更点の一つとして TOEIC 受

験の義務化があります。 

TOEIC は近年様々な大学で英語教育に利用される

ようになってきています。信州大学でも、各自で受

験したTOEICなどのスコアを英語の単位に認定する

制度がありますが、理学部では来年度からグローバ

ル人材育成を強化するために、1 年生での年 2 回の

TOEIC 受験を義務化します。2 年前から、TOEIC の

受験料を補助するなど、理学部では TOEIC の活用を

促進してきました。今回の改革ではそれを更に推し

進めたものになっています。 

 

2. インターナショナル茶屋 

本格的な英語の勉強以外に、より気楽に英語に親し

む機会を作るために、「インターナショナル茶屋」

としてお茶を飲みながら英語で会話をする企画を立

ち上げました。これは、同窓会からも支援をいただ

いているものです。 

第 1 回は、大学祭期間中の 11 月 2 日に開催され、

留学生も交え楽しく交流が行なわれました。
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第 2 回は、少し遅めのクリスマスパーティーとい

う感じで、12 月 29 日に開催されました。次に書き

ます海外短期派遣の学生が参加したこともあり、年

末にもかかわらず、賑やかなパーティーとなりまし

た。 

 

 

インターナショナル茶屋は、理学部国際交流室主催、

理学部同窓会共催の行事として、年4回くらいのペー

スで開催予定です。また、信州大学内の「学内版Ｇ

Ｐ」としての申請も行ないました。ＧＰ(Good 

Practice)というのは、 文部科学省が教育改革のた

めの優れた取り組みとして支援する事業のことです

が、信州大学内でも「学内版ＧＰ」として、独自に

同様の支援制度を立ち上げています。 

前述しました TOEIC に関する取り組みも、 初は

繊維学部が中心となったグローバル人材育成のため

の学内版ＧＰにより受験料を補助するという形で開

始したものです。インターナショナル茶屋が軌道に

乗れば、TOEIC と合せて国際的に活躍する人材が理

学部から数多く輩出されるようになることでしょう。 

 

3. 学生の海外派遣 

英語教育以外に、グローバル人材育成の観点から

理学部が早急に取り組むべきこととして、学生の海

外経験があります。 

理学部で行なわれている教育研究の特性上、学生、

特に学部生の海外派遣は積極的には行なわれてきま

せんでした。実験中心の学科では、学内での実験が

まず第一です。フィールドワークが中心の学科では、

当然、信州のフィールドでの活動にできるだけ多く

の時間を割くべきでしょう。数学に代表される理論

中心の分野が、 も自由に動けるように思えますが、 

このような分野では、学部生が国際的な会議で発表

できる成果を得るのはほぼ不可能です。 

しかしながら、学生どうしの国際交流という観点

からなら、理学部でも行なえることがあります。私、

玉木が昨年3月にタイのカセサート大学を大学院の

ダブルディグリープログラムの交渉のために訪問し、

8 月には生物科学科の浅見先生がタイのチュラロン

コン大学を訪問し、ダブルディグリープログラムを

締結してきましたが、このような交渉を通じ、これ

らの協定校と学生同士の交流を推進すべきとの認識

で一致しました。 

幸い、信州大学では「知の森基金」で学生の短期

海外派遣を支援する制度が創設されました。そこで、

理学部でもこの制度を利用し、学部生を海外派遣す

ることにしました。まず 3 月 9 日から 13 日の予定

で 4学科 9名の学生がタイのカセサート大学を訪問

して卒業研究の発表を行なうことにより、カセサー

ト大学の学生と交流します。また地質科学科の 10

名も、3 月 5 日から 19 日の予定でネパールのトリ

ブバン大学との共催の「ヒマラヤ野外ツアー」に参

加します。これらの様子については、次回の同窓会

報でお知らせします。 

理学部では、今後このような取り組みを通じて海

外経験を積んだ学生を増やしていきたいと考えてい

ます。 

 

〇 ホームページとパンフレットの改訂 

現在、改組に合せて理学部ホームページと理学部

パンフレットの改訂作業を行なっています。ホーム

ページには、 理学部や各学科、コースの説明だけ

でなく、それぞれのコースに高校生などを対象にし

たスペシャルコンテンツが追加されます。全体の構

成も大きく変わり見やすくなる、はずです。4 月 1

日の公開を期待していて下さい。 

理学部では、高校訪問やオープンキャンパスなど

のときに用いるパンフレットを作成していますが、

その内容も当然改訂しなければなりません。今回の

大幅改訂のチャンスに、 パンフレットをホームペー

ジの情報とより整合性のとれたものにします。完成

しましたらホームページで公開しますので、こちら

もご期待下さい。  
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○ 信州大学「知の森基金」 

信州大学では学生支援の制度として「知の森基金」

を昨年新たに立ち上げました。 

信州大学知の森基金は、教育･研究の充実、奨学

支援、留学生支援等に活用させていただくものです。

未来を担う学生・若手研究者の支援も予定していま

す。 

基金は、大学全体の活動を支援する「一般基金」

と、使途を限定して支援する「特定基金」がありま

す。 

多くの方からのご支援をお願いしております。  

＜奨学金事業＞ 

●入学サポート奨学金 

経済的理由などにより進学を断念せざるを得な

い高校生に対して、入学時の学士の一部を支援

します。 

●大学院奨学金 

 優秀な若手研究者に学費の一部を支援します。  

＜グローバル人材育成支援＞ 

●  学生の海外活動支援（短期・長期） 

交換留学、海外ボランティア、研究留学等の活 

動費を支援します。 

●  外国人留学生への経済支援意欲的で優秀な留

学生に奨学金を支援します。 

〈 詳しくは HP を御覧ください。〉 

 

〇 学生の表彰 

後になりましたが、 近学会で表彰を受けた学

生をお知らせします。 

(1) 大学院理工学系研究科地球生物圏科学専攻修

士課程 2 年の葉田野希さん、滝川雅大さんが 9 月

13～15 日に開催された日本地質学会第 121 年学

術大会（鹿児島大会）で優秀ポスター賞を受賞し

ました。受賞タイトルはそれぞれ以下の通りです。 

葉田野希: 

「岐阜県に分布する

瀬戸層群下部陶土層

の古土壌学的検討に

基づく中部日本中期

中新世の陸上風化環

境の検討」 

滝川雅大: 

「長野県北部込地向斜、高

府向斜に分布する中新・鮮

新統の堆積システム」 

 

(2) 大学院理工学系研究科修士課程の根岸永璃子

さん、大学院総合工学系研究科博士課程の斎藤梨

絵さんが、9 月 11 日～13 日に開催された日本陸

水学会第 79 回大会（つくば大会）で、優秀ポス

ター賞を受賞しました。受賞タイトルはそれぞれ

以下の通りです。 

根岸永璃子、渡邊琴文、朴

虎東:「白駒池に生息する動

物プランクトン

Acanthodiaptomus pacificus の

astaxanthin 特性および食性

解析」 

 

斎藤梨絵、竹中將起、

東城幸治:「水系内に

広域分布するチラカゲ

ロウの個体群構造と遺

伝的構造-2 つの遺伝

系統群の検出とそれぞ

れのハビタット選好性

について-」 

 

(3) 大学院理工学研究科物質基礎科学専攻修士課

程 2 年の浅倉啓介さんが、11 月 22 日～23 日に開

催された平成 26 年度化学工学

会（新潟大会）で、ポスター賞

を受賞しました。受賞タイトル

は以下の通りです。 

浅倉啓介、伊藤博光、飯山拓： 

「吸着速度の直接測定による

規則性メソポーラスシリカ/水

蒸気吸着系の速度論的解明」 

 

本の寄贈のお願い 

ここ数年同窓会の皆さんから貴重な書籍をお送り頂き

学生・院生の皆さんにお分けしてきました。 

これまでに学生・院生の手元に渡った書籍は千冊を超え

ます。このところ部屋を開ける前から学生の皆さんが待っ

てくれるほどで、大層喜んでいただいています。 

毎年のことですが今年の夏の「自然シリーズ：信州自

然誌科学館」で「同窓会の部屋」を設け、本をお分けす

る会をもちたいと思います。 

日程は8月8・9日の予定です。皆さんの本棚で不要になっ

た書籍をお譲り下さい。 

申し訳ありませんが送料はご負担下さい。 

〒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 宛 
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―――――――――――――――――同 窓 生 だ よ り――――――――――――――――― 

野外巡検Ⅱ(通称大巡検)を通して 

丹下 輝道（地質科学科3年） 

こんにちは．今回野外巡検Ⅱ(通称大巡検)で隊長を務

めさせていただいた理学部地質科学科3年の丹下と申し

ます．初めに、ご支援を賜りましたことお礼申し上げま

す．今回の巡検は、11月6日～12日にかけて三重県側か

ら和歌山県を通っていくコースで紀伊半島の海岸を生徒

30名、先生2名の計32名で縦断しました．全部は書きき

れませんが個人的に印象に残った観察地点を報告も兼ね

て三つほど紹介させていただきます． 

一つ目は二日目に観察して回った潮岬です．ここでは

斑レイ岩や玄武岩などの火成複合岩類を観察することが

できました．広い露頭であったため各岩石の関係性を大

きな視点、小さな視点の両方で観察することができまし

た． 

次は三日目に観察した天鳥の褶曲です．写真からお分

かりいただけると思いますが非常に大きな褶曲を観察す

ることができました．このような大きな褶曲は教科書な

どではよく目にして

きましたが実際に一

つの露頭でこのよう

に大きな褶曲を観察

したことは初めてで

あり圧巻でした．今

でも強く印象に残っ

ています． 

後に五日目に観察した美浜町の海岸沿いで観察でき

た全面露頭です．ここでは付加体中のスラスト(断層)

が見られ、スラストから遠ざかるにつれ岩石の破壊が弱

くなり、逆にスラストに近づくにつれ破壊が強くなって

いることが確認できました．これまでは座学上での知識

だったものを実際

に自分の目でみて

認識することがで

きました． 

今回の巡検は海

岸地域での観察で

あったため、露頭の

規模が非常に大き

く、地層の連続性を広い範囲で追うことができ．小さい

現象から大きな現象まで一つの露頭で観察できました．

これまでは、授業で沢や道路沿いに点在する露頭のデー

タから広い範囲の地層のつながりを推定する勉強をして

おり、小さな露頭の情報から広範囲に広げる際のイメー

ジがなかなかつきませんでした．今回の巡検を通して、

そのイメージや座学上での知識が実体験として習得でき

たと思います．これもすべて同窓会の皆様のご支援によ

るものかと存じます．巡検参加者を代表いたしまして心

よりお礼申し上げます． 

信州大学にありがとう 

服部 充（生物科学科03S） 

2003年4月に理学部生物科学科に入学してから、12年

間お世話になってきました。2015年の4月から学術振興

会の特別研究員（PD）として玉川大学農学部に異動する

にあたり信州大学を少し(・・)の(・)間(・)離れること

となりました。在籍した12年間、多くの教員の皆様なら

びに先輩、後輩の皆様、大学事務の皆様にお世話になり

ながら充実した学生および研究生活を送らせていただき

ました。 

2003年度から2007年度は、生物科学科の末席を汚しな

がら市野隆雄教授の指導のもと「真社会性アブラムシ、

ササコナフキツノアブラムシの兵隊産出要因」について

研究を行わせていただきました。アブラムシといえば多

くの方が、野菜を枯らす農業害虫としての姿を想像する

かもしれません。しかし、アブラムシの中には自分では

子供を産まず、他の個体を捕食者から防衛する“兵隊”

と呼ばれる非常に健気（？）な個体が存在します。この

ような自己犠牲的に振る舞う“兵隊”がどのように進化

してきたかは、「生物界」におけるビッグテーマとして

多くの研究者が注目してきました。このような素晴らし

いテーマについて研究させてくださった市野教授には感

謝の念が尽きません。 

また、2008年度から学位を取得するまでは、「ササコ

ナフキツノアブラムシが“兵隊”を利用してどのように

捕食者を撃退しているか」について研究を行わせていた

だきました。この研究には市野教授や市野研究室の皆様

だけでなく、他大学の研究者の皆様にもご協力いただき

様々な発見、成果を得てきました。これらの研究を通じ

て得られた成果は、決して自分一人だけでは成し遂げる

ものではありませんでした。時には研究者としての道を

諦めようと考えることもありましたが、様々な人達との

つながりが私を支えてくれました。このような素晴らし

い人のつながりを構築できたのも理学部の自由と自主性

を重んじる姿勢のおかげであると考えております。現在

も上記の研究以外にも「被子植物の花形質の進化に送粉

者がおよぼす影響」や「アリとアブラムシの相利共生系

の地理的変異がアブラムシの形質進化に及ぼす影響」に

関わらしていただいており、多くの成果を発表させてい

ただいております。 

冒頭に“信州大学を少し(・・)の(・)間(・)はなれる

こととなりました”と述べさせていただきました。現在

の自分があるのも信州大学理学部あってですので、いつ

になるか、どのような形になるか見当もつきませんが、

必ず戻ってきたいと考えております。それまで、少し離

れた場所から信州大学理学部を様々な形で応援させてい

ただきます。そして、これからの信州大学理学部の発展

とますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。 
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学生生活を振り返って 

滝沢侑子（物質循環学科修士2年） 

2009年4月に理学部物質循環学科に入学してから，早6

年が経ちました。この春私は大学院修士課程を修了しま

す。今まで，先生方を始め先輩，同期，後輩の皆様には

本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

高校生の頃の私は，理系科目があまり得意ではなかっ

たのですが，山に囲まれた田舎育ちの私にとって，「自

然科学」は大きな興味の対象でした。その関心が捨てき

れず，物質循環学科への進学を決めました。学部3年生

の秋から公文先生の研究室に所属することになり，そこ

では「日本海の底に溜まっている泥を用いて，過去の日

本海周辺の環境を明らかにする」という研究を進めてき

ました。研究を始めて間もないころは，わからないこと

ばかりで，とても苦労したことを覚えています。しかし

そのような中でも，がむしゃらに研究を進めていくこと

で「仮説を立てて，検証し，謎を解き明かしていく」と

いう科学の面白さを知ることができるようになりました。 

今後は，さらにステップアップするために，博士課程

へ進学する予定です。高校生の頃の私が聞いたらきっと

驚くと思いますが，この6年間で得られた経験を活かし，

科学の面白さ，研究の面白さを噛みしめながら，これか

らも努力していきたいと思います。 

 
 

 

 

 

 戦後六十年          

根津 武夫（29文乙） 

私は終戦を十六歳で迎えた。その頃「六十年前」と言

えば明治十八年にあたる。日清・日露の戦争はそれから

十年・二十年後のことだからかなり身近なはずだが、所

詮は歴史上の知識でしかなかった。それでも戦争の意味

は分かっていた。それに対して、敗戦を終戦と言い換え

て墨を塗り、ひたすら経済繁栄を求めて突っ走って来た

のがこの六十年であった。「えっ、アメリカと戦争した

の？」と驚く飽食の青年や少年がいてもおかしくはない

だろう。 

兄が戦死し、自分も終戦時に海軍兵学校に在学してい

た者として、心に懸かる言葉・文章はたくさんあるが、

その中から三つ取り上げてみる。 

「日本ハ真ノ進歩トイウコトヲ忘レテイタ、敗レテ目

覚メル、ソレ以外ニドウシテ日本ガ救ワレルカ、今目覚

メズシテイツ救ワレルカ、俺タチハソノ先導ニナルノダ、

日本ノ新生ニサキガケテ散ル、マサニ本望ジャナイカ」

これは奇跡的に助かった吉田満が書いた体験戦記「戦艦

大和ノ 期」の中に出てくる臼淵大尉の言葉。彼は大和

の特攻出撃作戦について激論を交わす青年将校たちに、

静かに言い聞かせたのであった。 

古い日本を守るためでなく新生のために散るという自

覚とその実践は、尊いと同時に痛ましい。それだけに、

彼が願った「真の進歩」が六十年後の今の日本社会で、

どれだけ具体化しているかを考えると、物質的な享受が

驚異的に進歩したのに対し、精神的にはむしろ退廃して

いる面が多いのではないか、と忸怩たらざるをえないの

である。 

「安らかに眠って下さい 過ちは繰り返しませぬから」

――言うまでもなく、広島の原爆慰霊碑に刻まれた銘文、

誰の言葉かは知らぬが、昭和二十七年の建碑当初から問

題視されていた。「過ち」とは誰が犯したどんな過ちな

のか、日本が起こした戦争の結果の原爆被災、とするの

が「模範答案」かもしれないが、大戦が自衛戦争だとす

れば、これは今や流行の「自虐史観」にほかならない。

とすると、その責任は原爆を作り出し、狙って落とした

アメリカにあることになる。 

そういう白黒を付けないで、広く人類の犯した過ちと

することで、この作者はあえて主語を書かなかったのか

もしれない。だが、核兵器競争に余念がないのが六十年

後の世界の現実ではないか。冷戦構造は終わったように

見えるが、「過ち」の可能性は増え続けていると言うべ

きなのだ。 

「堪へ難キヲ堪へ忍ビ難キヲ忍ビ」終戦の詔勅は、天

皇の独特な声の中でこれだけが鮮明で、敗戦の屈辱と「何

時の日か報復する」ニュアンスを感じたが、天皇と当時

の指導者たちは何を想定していたのだろうか。この部分

を読み直してみると、前に「今後帝国ノ受クベキ苦難ハ

固ヨリ尋常ニアラズ 爾臣民ノ衷情モ朕ヨク之ヲ知ル 

然レドモ」とあり、後は「以テ萬世ノ為二太平ヲ開カン

トス」と続いている。 

ならば、戦力の永遠の放棄を宣言した「平和憲法」は、

「押しつけ」かもしれないが、詔勅の主旨・精神にかな

うものである。が、六十年を経ていよいよ改憲の動きが

具体化してきたのは、「堪え」きれなくなった証しなの

だろうか。靖国問題ともからめて、日本はある方向を取

り始めているように見えるのである。(平成十七年八月)

戦後70年ということもあり10年前の戦後60年にあたり松高

同窓生が書かれた文章を紹介します。 

随想「我が心の歌」（2006年）より転載

公文先生を囲んで、研究室の仲間と（先日の追コンにて） 
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―――――――――――――――― 学 科 同 窓 会 よ り ―――――――――――――――― 

信州大学数学同窓会 活動報告 

 2003年に設立準備会を発足し、2004年5月に設立した

信州大学数学同窓会も今年度で11年目となりました。 

 その間、総会・数学科のつどいを5回開催し、同窓会

報も年に1回発行し、今年度で11号になります。 

 総会・数学科のつどいは、毎年開催はできそうにあり

ませんが、2～3年に1回のペースで開催しております。 

同窓会報は、現在の大学の様子、恩師や同窓生の近況

などなどをお知らせできればと考えております。会員の

皆様、何か記事やネタがありましたらどんどん事務局ま

でお寄せください。「ひとこと集」の形式での近況報告

や各年代の同窓会の呼びかけ等に利用していただいても

かまいません。ご協力よろしくお願いいたします。 

また、数学同窓会では各年代の同窓会の補助も行って

おります。ぜひ各年代で同窓会を開催し、旧交を温めて

いただければと思います。（同窓会報への記事もよろし

くお願いします。） 

その他の事業・活動としましては、主に次のことを行っ

ています。 

卒業式においては成績優秀者への記念品の贈呈を行って

きましたが、数年前より卒業祝賀会への補助も始めまし

た。後輩学生の励みとなること、数学同窓会の存在を記

憶してもらうきっかけになればと願っております。 

学科の社会との接続教育の一環として行われる講演会の

講師の斡旋などの協力要請へのバックアップとして次の

協力要請がありました。 

・就職支援のための講演会講師推薦及び講師旅費・謝金補助 

・新入生ゼミナール講演会講師推薦及び講師旅費・謝金補助 

今年度は新入生ゼミナールの講師の推薦を行いました

が、今後、同窓会のネットワークを利用して講演会の講

師の推薦および講師旅費・謝金の補助等で学科と講演会

を協賛するという立場で事業展開できればと考えており

ます。 

 後になりますが、2015年度は5月2日（土）に第6回

総会・数学科のつどいを開催します。今年3月に退官さ

れます西田憲司先生に記念講演をお願いしました。 

詳細につきましては、数学同窓会報に同封されておりま

す『信州大学数学同窓会「第六回総会」開催のお知らせ』

をご覧ください。多くの仲間が集まり、楽しい会にでき

ればと願っております。皆様のご参加をお待ちしており

ます。 

 数学同窓会の事業・活動につきましてご意見ご要望が

ございましたら、下記までご連絡ください。 

0263-37-2520／kuri@math.shinshu-u.ac.jp（栗林）        

数学同窓会事務局  竹田 宏 

 

 

第12回松本化学学士会 総会報告 

 平成26年11月2日（日）松本キャンパスにて第12回松

本化学学士会総会・懇親会を開催しました。例年は7月

第4土曜日に開催していましたが、今年は時期を見直し

大学祭に合わせての開催となりました。当番幹事は7S

の佐藤俊夫さんと佐藤春樹さんに担当していただきまし

た。総会では今後の学士会の事業のあり方について議論

し、化学科（平成27年4月からは改組により理学科「化

学コース」）での学生教育にかかる経費の一部を支援す

ることが決まりました。また、記念講演会では、2Sの那

須民江さん（名古屋大学医学部名誉教授・現中部大学生

命健康学部教授）に「食生活と現代病非アルコール性脂

肪性肝炎」の演題でご講演いただきました。次回の総会

も大学祭に合わせて開催する予定です。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。 

 

第11回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会開催 

第11回松本化学学士会関東支部総会及び同窓会を、12

月20日(土)に新宿のライオン会館「安具楽亭」で開催致

しました。総勢13名の出席で行われました。 

本年は松本の本部（松本化学同窓会）から会長の藤森

先生と副会長の宮下さんにも出席いただき、14時からの

高木直美（理学部１回卒）支部長の開会挨拶に始まる総

会に引き続き、15時からの懇親会と同窓会が賑やかに開

催されました。懐かしい話や近況の情報交換など、多彩

な話題に盛り上がりました。 

二時間ほど大いに

飲み、話を咲かせ散

会しましたが、話の

尽きない殆どの面々

は継続して二次会へ

と流れ、大盛況のう

ちに無事終了致しま

した。今回は、その

二次会風景を掲載させて頂きます。副都心の新宿で水槽

内を気持ち良く泳ぐ魚をバックに、笑顔の楽しいひと時

を過ごす事が出来ました。 

本同窓会は従来、原則的に11月の第二週の土曜日開催

となっていますが、松本での本部総会が大学祭開催時期

である11月初旬へ開催をシフトしたため、本会も試みと

して開催時期をずらし、12月忘年会開催と致しましたが、

あまり出席者数が芳しくなく、次回の開催は11月開催へ

戻す事が総会にて決議されました。関東にお住まいの同

窓会メンバーで今回欠席された方々は是非次回はご参加

下さい。お待ちしております。なお、次回の開催日は近々

に決定し、決定次第、メールアドレスを把握している会

員にはまず、開催日時等をご連絡致しますので、ご了承
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下さい。 

本年は会費振込の年であり（会費は２年間有効）、大

勢の会員方々に会費振込をして頂きました。この場をお

借りし、謹んで御礼申し上げます。結局、事前に190名

の会員に封書にて案内を実施し、10通が宛先不明で返送

されて来たものの、出欠席返信ハガキによる回答者が55

名という状況でした。返信率は、文理学部や理学部初期

卒業の高齢会員が高く、出席者もこれに伴い多い状況と

なっておりますので、是非若い世代にもっと参加して頂

き、同窓会を更に盛り上げて行きたいと考えております。

若い同窓生の皆さん、是非ご協力下さい。これからも広

い世代の会員諸氏のご賛同を得ながら、将来的には大学

の化学講座へ貢献するとともに、社会貢献活動を活発に

展開する同窓会組織を目指して参ります。 

松本化学学士会関東支部事務局長 中川二郎 （理13回卒） 

 

――訃報―― 

 

昨年9月にお亡くなりになられた、宇津雄平先生は昭和44年

（1969）化学科物理化学研究室に赴任され、平成11年（1998）

3月定年退職されるまで、多くの学生を育てられました。 

ご一緒に赴任された横井先生から弔文をいただきました。 

 

 宇津雄平教授のご逝去を悼む 

 2012年8月に森芳弘教授のご

逝去をお見送りしたばかりなの

に、この度2014年9月25日に宇津

雄平教授が、旅たたれた。８１

歳のご生涯であった。二度目の

心臓の手術を乗り越えられ、順

調な経過で穏やかな療養生活を

過ごしておられたのに、ご看病

に尽くされた奥様はじめご遺族のお悲しみはいかばかり

か、拝察するにあまりある。彼より先輩の私が、当然先

に逝くべきなのに、悲しみと残念の思いで一杯だった、

彼に始めて会ったのは、理学部が発足して二年目、アメ

リカ留学から帰国され、我々物理化学研究室に着任され

た時であった。それから今日まで、４５年にわたって、

研究室の同僚として、また友人として、公私とも深いご

厚誼をいただいた。今その４５年間のいろいろな場面で

の思い出が次々とよみがえってくる。独身時代には、勉

強の余暇にはいろいろ活動され、いち早く始めた車の運

転で、美ヶ原から下る時にブレーキがきかなくなり、路

肩に乗り上げて、車が１回転して止まり、九死に一生を

得たとか、上高地の釜トンネルのなかでエンストして渋

滞を招いたとか、いくつかの武勇伝が、語り草だった。

彼の研究は、コロイド・界面化学で、いつも新しい発想

で、新しい分野の開拓に挑戦しつづけられた。いくつも

の新しい発見があり、学会の話題となる業績をのこされ 

た。そして、コロイド・界面化学討論会を始めて松本で

開催し、立派に事務局長をつとめられた。卒業研究のた

めの研究室配属には、いつも彼のところへの学生の希望

が多く、羨ましい思いだった。またそれだけに、学生を

大事に、厳しく育て上げられ、巣立って行った多くの学

生の、各方面での活躍が目立っている。彼は本当に多く

の先輩、後輩から愛され慕われる性格の持ち主だった。 

多くの人の心に思い出をいっぱい残された。心からご冥

福をお祈り申し上げ、残されたご家族の上に平安をお祈

りいたします。 

                     横井 政時 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部50周年を迎えるにあたり寄稿をお願いします。 

 

 信州大学が新制大学（1946年）として誕生して67年、文

理改組（1966）して理学部となって50年をむかえます。 

同窓会は、50周年を迎えるにあたり同窓生の皆さんに原稿

を依頼し会報の特集を組みたいと考えています。また、退

職･転出された先生方、現職の先生方にもお願いする予定で

す。是非皆さんの思いをお書き頂きますようお願いします。

 理学部としても2016年度中に「（仮称）50周年記念の会」

を持つよう考えておられます。人文学部との話も進んでい

ます。日程は未定ですが、決定次第Ｈ.Ｐにて連絡、会報に

てもお知らせします。 

(1) 内容は自由 （題をおつけ下さい） 

(2) 字数は会報 1 頁分程度（2300 字程度、若干長短可）

(3) 期限は 2015 年度末 

(4) 原稿は理学部同窓会にお送り下さい。 

〒390-8621 松本市旭3-1-1 信大理学部内 

ﾒｰﾙ：rigakudou＠shinshu-u.ac.jp 

例えば 

「信大に入学（卒業）して今思うこと」 

「今も続く友との交流、クラス会サークルOB会」 

「今も学び続けていること，今学んでいること」 

「信州（あるいは安曇野･松本・県･大学）を訪ねて」 

「○○学を学んで、人生に与えたもの」 

「私にとっての○○学、研究室、先生との交流」 

「学生時代の勉強・暮らし・サークル･友人の思い出」

「私にとっての信州大学（あるいは理学部、○○学科）」

など多様な内容で50年をそれぞれに振り返れればと思いま

す。文理の皆さんも是非お書き下さい。 

理学部では記念誌の発行も考えておられるようです。頂

いた原稿をそちらにも転載することもありますのでご了解

下さい。 

是非こぞってお書き下さい。 

よろしくお願いいたします。 

信州大学理学部同窓会
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あがたの森での独り言 

宇都宮 新（25理甲1） 

１．新しい紙幣の顔の二人 

 新しい千円札の顔として野口英世が登場した。小学生

のころは野口英世のような医学者になりたいと思ってい

た。おふくろはお前は府立一中から一高へ、そして東大

医学部へ行くように命令し、「ああ玉杯」とか「春爛漫」

という寮歌を歌って聞かせた。そのことを親爺に言うと

「野口英世は偉い学者かも知れぬが、人格は 低だ」と

子供の夢を壊すようなことを言い「お前が英世みたいに

勉強したら20代で死んでしまうぞ」と諭すのである。喘

息持ちで扁平胸の虚弱児だった僕が、80才までも生き伸

びているのは、親爺のお蔭かも知れない。父親と母親の

教育方針の狭間に立って悩んだが、その中間の道を行こ

うと決心したのである。 

 近になって「野口英世の生き方」という本を買って

読んでみた。結婚詐欺まがいや借金の踏み倒しなどの破

廉恥な生き方も描かれていた。修身の教科書に載ってい

たのは良いとこ取りであって、親爺の言い分も分った。 

 新しい五千円札の顔となった樋口一葉は、二四才の若

さで死んだが、処女のままであったかどうかが論争になっ

ているという。一葉を敬愛する少数の評論家は、処女の

ままであったと論評しているようだが、一家の生計を背

負って、怪しげな相場師から高額な借金をし、また師匠

と仰ぎ本気で惚れたらしい通俗小説家の半井桃水からも

借金をしているが、そのときに肉体を提供したかどうか

が問題になるだろう。担保もなしに若い美人の女性に大

金を出す男が、どのような条件を付けたかを考えると、

家族のため文学のために身を投げ出すのも止むを得ない

と思うのが、僕を含めた多数派の意見であるだろう。 

 新しい紙幣の顔になった二人の人物の業績について

は、今更どうこう言う必要もないが、紙幣に裏表がある

ように人間や人生また社会の裏の面を、どのように見て、

どのように考えるかは、面白いテーマであろう。しかし

この齢になれば、何の意味もないのだが。 

２．ある退役陸軍少佐の言葉 

 昭和19年の春だったと思うが、松高の２年生になった

理甲の連中は、軍事教練の授業で小銃を持って２列横隊

で柔剣道場の前辺りに並んでいた。退役陸軍少佐の原先

生は、おもむろに「日本がアメリカに勝つのは難かしい。

あと百年はかかるだろう。もしアメリカ軍が日本に上陸

して来たら、諸君はどういう作戦を取るべきか」と質問

して来た。どう答えたら良いか、沈黙が流れた。やがて

「答えるのが難かしいようだから、教えてやろう。竹槍

で戦うなんて馬鹿なことはするな。諸君は山の中へ逃げ

込む作戦を取れ。そのうち何とかなる。」と言ったので

ある。 

 今の人に分らないと思うが、これは大変に勇気のいる、

冷静で賢明な意見であった。心ならずも軍人になり、心

ならずも軍事教練を教えていた人の、馬鹿な戦争に狂奔

していた軍部への冷めた批判が籠められていた。 

 原さんが受けた陸軍士官学校の教育とは、まさに対極

的な旧制高校の教育に関わって、観念的で全体主義的な

軍部への冷静な批判に磨きがかかったのであろう。講和

か降伏か、何れかの形にせよ冷静に行動する日が近いこ

とを察知することができた。元軍人でありながらのリベ

ラルな発言に感銘を受けたのである。 

 イラクの占領政策に梃子摺っているアメリカは、日本

の占領政策の成功を思い描いていたらしいが、平和憲法

や財閥解体や農地改革などのリベラルな政策の成功は、

天皇制の利用や官僚組織の存続に加えて、日本には細い

ながらもリベラリズムの流れがあったことが大きな要因

になっていたと思うのである。その流れの中心にあった

のが、旧制高校の教育であった。国民の軍隊ではなく、

神がかり的な天皇の軍隊という教育、殊に中学に入った

許りの少年から始まった幼年学校・士官学校・陸軍大学

という教育が、重大な障害になったのである。 

 旧制高校は廃止されたが、残っていたとしてもどうなっ

ているかと考えると、滅んだからこそ美しいとの思いも

するのである。    （松高同窓会会報111号 2008.9.30） 

（初出：あがた美術会文集「あがたの森の仲間達」2005.6） 

 

鎮魂歌「遠征」 

        上條 彰次（26文1） 

昭和十九年度思誠寮寮歌に、林三平先輩(25文甲)作詞

「光を呼ばん」に次いで私の作詞「遠征」が選はれたこ

とは、高原に早い秋の気配の深まり行く頃、伊那町の秘

匿飛行場建設の勤労動員先から来寮した二年生達によっ

て知らされた。 

時代の波は、すでに種々の形で松高にも及んでいたが、

それ故にかえって旧制高校の伝統が、綻びながらも随処

に露わになっていたともいえる。この年四月松高に入学

し思誠寮生となった私達は、中学時代とはやはり異質の

環境の中で、急速な変貌を強いられていた。人間を規定

するのは、時代という大きな環境であるよりも、先ず、

同年輩の仲間達が構成している小さな身近かな環境なの

前回に引き続き、松本高校同窓会の了解を得て、松高同窓会報等から同窓生の寄稿文を転載します。 

県の森の学び、青春時代を過ごした先輩」からの「伝言」です。 

松本高等学校と松高同窓会についての資料は、県の森文化会館内松高同窓会が整理し所有しています。 

詳しく知りたい方はお問い合わせください(0263-32-4030)。常時駐在されているわけではありませんので事前にご連絡下さい。 
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ではなかったろうか。 

しかもその頃の松高には、時代の流れを突き抜け、いっ

そう普遍的なるものの流れに棹さそうとする魂がまだ残

されていたのであり、この住心地の快さを直観した私達

は、主体的にその洗礼を受け、変貌し、新しく自己を形

成して行ったのである。 

ここでの文化の伝達者は、二年生達であった。一年の

年次の違いが、越え難い質的差異を意味していた。私が

入寮当初の室長岩崎隆造先輩(25文乙)や部屋替え後の

室長林三平先輩は四修であり、五卒の私とは同年輩で

あったはすだが、この小環境での先住者として、田舎中

学出身の私などには別世界の人間のように思われた。ま

して、全寮総務の藤岡勝次先輩(25文乙)や南・北寮総務

の渡辺信也先輩(25文甲)・羽田邦彦先輩(25文乙)は、教

師とはおのずから別格の絶対的存在であったのだ。 

したかって、七月この二年生達の伊那動員を見送らね

ばならなかった時、寮の玄関前に幟旗を押し立てて「若

き力に」「思誠賦」など餓の寮歌を歌いながら、思いが

けず早かった別離の悲しみと、松高伝統の継承者として

独り歩きせざるを得なくなった不安と、そうしたことを

余儀なくさせた時代への腹立たしさとで、私達は号泣し

たのであった。「遠征」は、このような背景から発想さ

れ、この二年生達によって寮歌に選ばれたのである。 

思えば、入学以来私達の生は別離の連続であった。全

寮総務小谷隆一(26文1)、南・北寮総務江藤盛冶(26理甲

3)・武藤禎夫(26文1)という寮自冶の新陣容で出発した

のも束の間、この暮十二月二十八日には、私達文科一年

生約三十名の者が寮と学校とに別れを告げ、粉雪の舞う

松本駅から名古屋へ向かって去らねばならなかった。飛

行機の部品下請工場、豊和工業での新しい生活が待って

いた。 

だが、そこでの私達の生活は、結構多彩であり愉快で

さえあったと思う。短時日にせよ、松高伝統の中に自分

の肺で呼吸して来た私達は、悪い環境でも独自の世界を

守ることのできる知恵を身につけていた。半年余続いた

この異境での松高時代は、本校では持ち得なかった教

師・生徒の新しい関係をも含めて、数々のタノシイ話・

オモシロイ話・イガイキワマル話などエピソードに事欠

かない。 

古川久先生がリュックの重きを厭わず松本から運ばれ

た『吉野の鮎』(高木市之助)『作家以前の漱石』(吉田

六郎)『斎藤茂吉ノオト』(中野重治)などを感激して回

覧したことは、栗林行二、阪東宏らの音頭で始まった『木

霊』(回覧雑誌)を軸とする自主研修とともに、忘れ難い

晴れの話であるが、ワビシクモホホエマシイ褻の話も多

く、人それぞれに懐しい想い出は尽きないであろう。 

その中て、「遠征」の作曲者田中惇を二月二十一日肺

炎で病死させたことは、悲しい出来事であった。葬式は、

須ケロの工場からすこし離れた新川町東町の阿弥陀寺で

営まれたが、曇天氷雨気味の旧街道をマントを引きずる

ように無言で歩く私達の灰色の行列風景と、須弥壇の金

箔や僧侶の袈裟など葬儀場の華麗な色彩とが、奇妙に交

錯して脳裡に焼きついたままである。悲しいというより、

なべて堪えねばならぬ事柄の一つとして受けとめられて

いたように思う。 

名古屋での生活は、七月には自然消滅し解散となった。

足立原明文、小谷隆一、千葉博司らはこの勤労動員と前

後してすでに入隊が決定していたが、六月二十三日には

忠石守雄に赤紙が舞い込んでその夜訣別し、間もなく私

も工場内で武藤一雄先生から通知を手渡されて、当夜、

野辺山へ向かって発ったし、その後、八月六日原爆投下

後の広島を徒歩通過して久留米へ急いただ藤禎夫、清水

一郎に至るまで、多少の先後はあったがほぼ全員の入隊

が決まり、各自散り散りに孤独な世界へ旅立って行った

からであった。 

田中を除いて私達が再会したのは、終戦後、九月下旬

新学期が開始されてからである。食糧難の現実は厳し

かったが、一陽来復的な明るい活気が学園に溢れていた。

戦争時代は悪夢として否定され、未来を望んで現在を充

実させる生き方が新しい時代的潮流となりつつあった。

しかし私達の戦後は、この図式とは少々異なる側面をも

示していたのではなかったろうか。 

文芸部再発足に際し私も臨時に世話役の一員となり、

学生ホールでの発会式に、松高生の自由は終戦とマッ

カーサーとに無縁であること、すくなくとも文芸に心を

寄せる者の魂には、戦中も寒むざむとした風が吹いてい

たが、それは戦後の今も変わりのないことを主張したこ

とがあったが、死と直面する圧縮された時間の坩堝を生

きて来た者の心に吹き荒ぶ風は、終戦前のそれとももは

や同じでなく、心の底にいっそう深く暗く澱むものを解

決しなければ、民主主義であれ、文化国家であれ、積極

的あるいは無媒介的に現実秩序に即した生き方はでき難

かったようにも漠然と感じていたのである。そうした昏

迷は、今でもまだ続いているのではないかとふっと思う。 

未来を望むために、先ず過去を克服して現在に生きね

ばならなかったが、克服すべく過去の持つ意味は余りに

も重かったのだ。二者択一という人生の決定的瞬間に発

揮されるエゴの重さ、あるいは愚かさにのみ美しさの現

われる人生の重さ。異常な環境の中で、自他ともに凝視

せざるを得なかった人生の種々相の重さであった。かく

して、いつの間にか己れの過去と向き合うことになって

いた者の戦後は、余生と呼ぶにむしろふさわしいもので

あったかも知れない。 

「赤土のくずるゝ夕べ 信濃路を一人行くなり」と歌

い出した二十年度寮歌「山に微笑む」は、赤紙が来てそ

れぞれ歩きはじめた孤独の道が、戦後もずっと続いてい
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たことを示している。その他、入隊前の松高生活に共同

体精神のすべてを燃焼し尽した者の戦後には、本質的に

はただ己れ自身との対話しか残されていなかっただろう

し、戦争で死んだのは、田中たけではなかったという気

かしてならない。 

戦後忘れていた「遠征」の曲を想い出さされたのは、

三十九年夏であった。信大工学部の学生に、コンパなど

で歌うその寮歌の作詞者かと確かめを受けたからだが、

その時は、何とアナクロニズムなと不思議さの方か先立っ

た。だがその後、私が出京して明法学院に勤め、その図

書室で戸田通男先輩(21文乙)に寮歌レコード・第一集を

聴かせて貰った時の感動は、忘れない。 

斉唱する時、例えは豊和工業でも毎夕事務所前に円形

を作って寮歌をドナリ気勢を挙げてから帰路に就いたの

であったか、「あゝ青春」と同様拍手しながら早いテム

ポで歌うことが多かった。しかし、この曲がまだ生き続

けていることを知って後、酔った時などひそかに口ずさ

む自称正調「遠征」の曲は、実は別であったのだ。しか

るにこの図書室で聴いたそれは、まさしくかくあらまほ

しと思う自称正調そのものではなかったか。「田中よ、

やっぱり君は」という驚きと、当時の彼が私の歌詞と一

体になり生きていてくれたという感謝との混ざり合った

強い感動が私を襲った。 

奇妙な話だが、当事者の私も「遠征」の譜を手にする

機会のすくないまま二十年余を過こして来た私達の戦後

であったのだ。その間、私の意識では田中はやはり死者

であった。寮歌レコート制作に際し、作詞者の言葉とし

て彼の短かい生が「不滅の青春として蘇る」ことを先に

書いてもいたが、それはまだ観念でしかなく、彼が真に

蘇生したというより、実はずっと生き続けていたのだと

いうことを実感したのは、たしかにこの瞬間であった。

絶唱「光を呼ばん」の作曲も彼であったが、田中はその

閃光にも似た一瞬の燃焼によって、すでに自己の死後の

霊魂をみずから鎮め、やがてすくなくとも私の心裡に永

遠に生きる存在となり得ていたのだと思う。 

そしてこうした田中との再会は、私にとっては、自己

内奥の正調と実在していた正調との出会いを意味し、戦

後の昏迷を私なりに何程かの真実と触れ合いながら生き

て来たことを証するかの如く、深い安心をもたらせてく

れたのである。それは、私の蘇生でもあった。 

あの暗い谷間に青春を生き、そして死んだ多くの松高

生達、さらに他の環境で懸命に生きていた同年輩の人達

も、皆それぞれに何らかの蘇生を体験し、だか表面はつ

れなく現在を生きているのであろう。 

(追記作詞者の言葉) 

作曲者田中惇君の死は、一言に尽せは、戦争というも

のにむかない繊細な精神の死であった。名古屋の勤労動

員先で、いつ舞い込むとも知れぬ入隊通知に脅かされな

から工場の機械の油にまみれたり、会社の労務課相手に

生活条件の改善を交渉したりしなければならなかった現

実に、彼の肉体というよりまず精神の方がついて行けな

かったのであろうか。 

けれども、彗星のような一閃の光芒だっただけに、彼

の存在はかえって確かになったともいえる。寮生活を共

にしながら同君と交際することが余り多くなかった。私

の想い出には、記念祭も近づいた頃の寮食堂で夜遅く一

人ピアノを弾いていた蒲柳の質らしい撫で肩のうしろ姿

が印象に残るくらいであるが、拙い歌詞に優れた曲をつ

けてくれたという感謝の念が、すくなくとも私の心の中

での彼のノーブルな面影を、奇妙にも月日とともにます

ます鮮明なものにしてくれるのである。その時、彼は不

滅の青春として蘇るのである。 

(松高創立60周年記念誌 

「われらの青春ここにありき」1978.9.10) 

 

戦後を顧みて 

      加島 孟（28理甲2） 

戦争の悪夢から解放されたとき、私は松高に在学して

いた。敗戦時の在学生は25回生は年限短縮でその春に卒

業させられていたので26回生と27回生である。 

そのうち26回の文科生は昭和19年の暮れから理科生は

20年の4月から名古屋方面に学徒動員され、27回生も文

科と理乙は大町に動員され、思誠寮にいたのは理甲の三

クラスだけであった。 

焼けだされて疎開してきた航空技術研究所に動員され

て松商学園でロケットの試作を手伝っていた。 

ここでは潜水艦ではるばるドイツから運んできたロ

ケットの設計図をもとに試作を行なっていた。 

わたしが担当したのは所謂Ｖｌ号ロケットで、先端が

径60㎝途中で絞って後端で径30㎝長さ３ｍ程の円筒の前

面に吸気弁がありここから取込んだ空気と燃料を混ぜて

点火し、そのガス圧で吸気弁は閉じ後へ噴射したガスに

よって推力を得るという簡単な機構なのだが、その試験

体を作るのに工具が全く足りず、鉄板を切るのにタガネ

とハンマーで叩き切って行く非能率なことで、次の実験

には数日の準備期間を要する情況で、戦争に必要な資材

や機材は完全に枯渇していたのだ。 

別の班ではＶ２号の液体燃料ロケットを作っていたよ

うだが、こちらも同じような状態で、思うような試作機

が出来たとしてもその量産の見込みはどうであったのだ

ろうか。 

この頃の戦況は、前年に陥落したサイパンを基地とす

るＢ29の無差別爆撃により東京をはじめ大都市は焦土と

化し、沖縄も占領され広島と長崎に原子爆弾を投下され

ては誰もが暗澹たる思いで、もはや戦いに勝てるなどと

考える者はいなかった。 
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こんな時玉音放送があるというので宿直室のラジオの

前に一同が集まって聞いたが雑音と難解な言葉で、良く

はわからなかったが戦争に負けたといっているらしかっ

た。 

突然のことに茫然として力の抜ける思いだったが、こ

の日の来ることは皆が予期していたためか特に取り乱し

た様子などはなく、さりとて先のことを考えることもな

く、真夏の空が素晴らしく青かったことと松本が焼けな

くて良かったと安心したことを記憶している。 

敗戦という未曾有の大事件のなかで学校は再開され、

軍関係の学校からの転入生を受け入れたが、余りに生活

様式がかけ離れているのに 初は戸惑った様子だった。

が彼等に対してかつての軍への反発から当然予想される

忌避反応などは全く無かったように思う。 

とりあえず向き合ったのが停電と食糧難による空腹と

の戦いであったが、これらは敗戦による当然の報いとし

て耐えなければならないもので今になって思えばあの焦

土からよくも立直ったものだと思われる。 

それはそれとして、別の面で戦争に対する反省がどう

だったのかという疑問が残るのである。 

戦勝国による軍事裁判の戦犯容疑者に戦争責任を押

しつけた迄はよいが、それを靖国神社に奉祀して国際批

判を受けたり、大東亜戦争が何時の間にか太平洋戦争と

よばれるようになり、あきらかな敗戦をあえて終戦と言

い換えてなにかを糊塗しようとする曖昧さが気に掛かる

のである。 

新しくなった制度の中で特筆に値するものに学制改革

と農地改革がある。六三三制による衆愚教育のために松

高がなくなったのである。その結果、今我々の身の回り

には思いもよらなかった現象が起こっている。 

こどもを塾に追い立てて点とり虫にすることが教育だ

と思う親、給食費を払えるのに払わない親、人ごみの中

で平気で腰をおろす高校生、電車の中で漫画に読み耽る

大学生、国民の税金を無駄遣いのみか盗用して平気な官

僚。誰でもよいから殺したくなってそれを実行する若者、

農地解放で小作農の地位は向上したものの、食料の自給

率が40%切っても休耕田を増やす無策など、これらを見

ると我等が意図した楽土の栄えとは言い難い忸怩たるも

のを感ずる。 

これらとは別に、我々に寛容だった松本市民に見守ら

れながら松高の校舎が重要文化財として保存され、丸山

嘉夫氏の協力により「あがたの森の青春」という形で我々

の寮歌を文化遺産の一つに加え得たことは、松高に学ん

だものとして歓びであり深く感謝するところです。 

（松高同窓会会報111号2008.9.30） 

 

 

 

付 記： 

戦時下での旧制高校生に大きな影響をおよぼしたものは、

制度として 

(1)修学年限の短縮（42.43、44年度卒6ヶ月短縮、43年度

入学者以降修学2年）と戦争遂行のため理科クラス増と

文科クラス減 

(2)徴兵猶予停止（43.9）徴兵年齢引き下げ(43.12、19歳

へ、44.10、17歳へ) 

(3)学徒動員(43.6学徒戦時動員、44.3中学以上通年動員) 

などがあげられる。これらの制度変更戦時体制によって、学

校が機能不全に追い込まれていく中で、「学習」「生活」の

全般が変化させられていった。昭和に入って順次強まった思

想弾圧、文化･芸術への制限圧力と自己規制の下で青春時代の

苦悩と共に、徴兵に関わり「明日の命」に直面することとなっ

ていった。 

 学徒動員については1938年国民総動員令の下で、短期間の

援農･開拓･土地改良･植林などの勤労奉仕から始まった。 

1941.12に太平洋戦争開始とともに勤労動員が強化されてい

く。松高の学校を離れての動員は次のようであった。 

44.5 理科3年(24回生)名古屋造兵廠鳥居松製造所へ 

文科3年(24回生)名古屋矢作工場へ 

－ 文科3年8月24日入隊 － 

44.6 文・理2年(25回生)伊那飛行場建設へ 

44.9 理科2年(25回生)鳥居松へ移動 

  －11月以降17歳以上順次入隊、文科2年(25回生)対象－ 

44.12 文科1年(26回生)名古屋豊和工業へ 

45.4 理科2年(26回生)鳥居松へ動員 

   新入生(27回生)は出身中学での動員先に残留 

－ 7月文科2年(26回生)豊和工業から入隊 － 

45.7.30 27回生入学式、式後そのまま動員 

理科甲(27回生)松商学園内陸軍航空研へ 

        文科･理乙(27回生)大町昭和電工へ 

45.8.15  敗戦  

 

……………………………………………………………… 

 
カンパのお願い 

「理学部広報情報室から」にありますように、理学部ではさ

まざまな取り組みが進められ、その成果も見える形で現われ

ています。 

 もちろん、見える形の裏には見えない努力と積み上げがあ

ります。これまでも同窓会は可能な援助をしてまいりました。

「自然誌科学館･科学の祭典」、Ｈ.Ｐ改良、「インターナショ

ナル茶屋」などです。 

今回、学部では新しく学生諸君に「大学と社会を結ぶもの」

「大学から社会へ」を学科を越えて学んでもらう講座の準備

を進めています。これは、一般的に「キャリア教育」という

範疇に入るものです。学生諸君の現状と進路をふまえて、「理

学部らしいキャリア教育」が研究されています。同窓会は、

この講座に対しても支援していく予定です。 

こうした学部・学生への支援を支えるため、皆さんにカン

パを訴えます。今回いただくカンパは新しく用意される「講

座」に用いることにしたいと考えています。 

 同封の振込用紙にてお送りいただければ幸いです。 

また、この「講座」では経験をお話しいただくということで

卒業生の参加も要請されることが考えられます。学部からの

声がかかりましたならおこたえ頂きたいと思います。 

 信州大学理学部同窓会



卒 業 研 究 
  

数 理 ・ 自 然 情 報 科 学 科 

西田ゼミ  

   堀  彰吾, 山崎 竜輔, 高柳 健 ： 可換環論 

花木ゼミ 

   小松原 祥平, 中村 朱里, 藤田 夢実, 矢島 秀晃 ： 

       QR コードの誤り訂正について 

沼田ゼミ 

   福田 佳代 ： カーマイケル数と強擬素数の個数について 

   佐々木 碧 ： ミラー-ラビンテストで合成数であっても「素数の 

        可能性がある」と判定される確率について 

和田ゼミ 

  大屋 利和 ： リー群入門 

玉木ゼミ 

  加藤 学, 西川原 一輝, 宮城 直也, 山田 晃大 

       ２次元多様体の分類 

栗林ゼミ 

  青木 稔樹, 村山 春香 ： 層の標準脆弱分解と入射的分解 

        および層係数コホモロジーとの関係 

五味ゼミ 

  新  正之 ： 接続の微分幾何とゲージ理論 

  細野 峻秀 ： 組みひもの数理 

境ゼミ 

  長谷川 晃裕, 野牧 美裕, 杉山 龍太郎, 丸山 直人 ：  

  平面曲線とグラフの位相幾何 

髙木ゼミ 

  藤原 良明, 中西 洋介, 吉田 尚之, 泉 真之介 ：  

       連続関数空間の研究 

谷内ゼミ 

   内藤 貴圭, 吉田 芽生 ： 熱方程式に関する最大値原理、 

       解の比較、解の一意性について 

   佐藤鉄平 ： Sobolev空間について 

中山ゼミ 

  酒井 陽太郎, 荒内 耀介, 福田 朋晃, 石垣 琢也 ：  

    渦の運動について(仮題) 

乙部ゼミ 

   大西 佑季, 猪岡 匠 ： Decision systemについて 

   上出 真己 ： ノンパラメトリック統計学 

謝ゼミ 

   名塚 英祐 ： 二項モデルに関する数理ファイナンス 

佐々木ゼミ 

   別所 竜太, 髙橋 直輝 ： Banach空間とHilbert空間の 

基本的性質について 

 

物 理 科 学 科 

 

素粒子・宇宙物理学講座 

 

杉谷 陽一：スツルム・リウビル型固有値問題の解法 

西川 侃成：カルツァークライン理論 

佐藤 岳季：漸近的自由性 

松尾 竜也：モンテカルロ法によるシミュレーション 

小嶋 涼太：超対称性理論 

兼倉 義幸：D-ブレーン 

瀧 穂高 ：エンタングルメント・エントロピーの計算と 

ホログラフィー原理 

藤田 陽一朗：MPPCの感度の波長依存性の測定 

井藤 隼人：γ線とGSOシンチレータの相互作用の測定 

神崎 伊織：プラスチックシンチレータを用いたβ線の測定 

伊藤 潤  ：MPPCによるチェレンコフ光の検出 

小池 俊輝：宇宙線用小型トリガーカウンターの開発 

森田 悠次：チェレンコフ光の測定実験 

伊佐見 将：Geant4を用いた電磁カロリメータの性能評価 

大岩 晃輔：南北両半球同時観測による銀河宇宙線Sector

依存型異方性の解析 

和田 美彩子：汎世界的宇宙線観測ネットワークで観測され

た銀河宇宙線強度の南北異方性 

武藤 史真：Murakami-Response関数を用いた宇宙線天頂角

分布と地下宇宙線強度の研究 

山本 一道：ニュートロンモニターによる大気中性子の観測 

谷口 恭平：太陽活動周期における宇宙線強度の遅延時間の

解析 

中村 純也：csssモデルにおけるopen fluxと太陽活動 

河口 美穂：光電離モデルを用いたクエーサーQ0450-1310

視線上にあるCIV吸収体の物理状態の解明 

和田 久  ：光電離モデルを用いたクエーサーQ1103+6416

視線上にあるCIV吸収体の物理状態の解明 

 

物性物理学講座 

 

杉山 大介：磁性流体によるテラヘルツ光の磁気光学効果 

乾 友貴  ：波長1.55μmのフェムト秒パルスレーザー励起

によるTDSの作成 

千葉 永  ：Epsilon-Near-Zeroにおけるトンネリング現象 

平良 優大：Berry位相を用いた光渦生成ﾃﾗﾍﾙﾂﾒﾀ表面 

古家 徹郎：CW-TDSシステムの開発 

楠本 雅志：RuO2ナノシートのテラヘルツ応答 

五味 蔵酒：テラヘルツ領域におけるメタマテリアルを用い

た共鳴周波数変換デバイスの評価 

田中 優也, 永原 宙：線形領域における非平衡熱力学 

藤江 泰弘：局所応答する物質の電磁気学 

保田 和馬：BCS理論とBogoliubov-de Gennes理論 

竹原 大翔：単結晶Ce2Co3Ge5の物性 

前田 彩那：Ce2T3X5 (T:Cu, Pd X:Ge, Si) の単結晶育成と

磁性 

佐藤 清文：YGe2-xの単結晶育成と物性 

牛島 英里香：Ce2CoGe3, Ce2IrGe3の結晶育成と磁性 

大倉 そら：ﾋﾟｽﾄﾝｼﾘﾝﾀﾞｰ型圧力ｾﾙを用いた高圧下磁化測定 

 

 
化 学 科 

 
分析化学 

樋上研究室 

久保 智也：紫外光照射による脂溶性中性物質のｲｵﾝ化を利用

した油水界面におけるｲｵﾝ移動ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰ測定法

の開発 

酒井 美緒：御嶽山の火山灰分析 

御子柴 正明 ：ﾚｰｻﾞｰｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝしたGC電極を用いるｸﾞﾙｺｰｽｾ

ﾝｻｰの開発 

金研究室 

北野 拓磨：水熱法による水溶性CdTe量子ﾄﾞｯﾄ(QDs)の調製及

び電気化学発光(ECL)ﾌﾟﾛｰﾌﾞとしての可能性  

西ヶ谷 龍太郎：酸化還元分子によるCdTe量子ﾄﾞｯﾄの蛍光消光

挙動とそれを利用した化学ｾﾝｼﾝｸﾞ 

森山 緑：CdTe量子ﾄﾞｯﾄ修飾電極の光触媒反応を利用した変

換ｽﾄﾘｯﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰの開発 

巽研究室  

久保 景：液状炭素電極に用いるｷｬﾋﾟﾗﾘｰの検討  

橋富 加奈：塩基性水溶液中でのﾋﾄﾞﾛｷｼﾙﾗｼﾞｶﾙの電気化学的

検出 

矢島 敏司：電解生成したﾌｪﾛｾﾝ類ｶﾁｵﾝの液液界面ｲｵﾝ移動

ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰ  

2014年度の卒業研究、修士・博士論文等について発表者名と論題名を載せます。各学科および研究科からご提供いただき

ました。若い学生の研究内容がわかると思います。なお、卒業式・学位記授与式は3月21日です。 
紙面の都合上全角仮名を半角にしてある論題もあります 



無機化学 

吉野研究室 

浅原 明日香：p-ﾎﾞﾛﾉﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝとﾘﾎﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞとの錯形成 

清野 聡秀：10B-NMRによる全血中の10B-BPAの定量 

陳 文博：BPAとﾌﾙｸﾄｰｽの混合加熱によるﾒｲﾗｰﾄﾞ反応の追跡 

大木研究室  

中島 大都：白金錯体[M(II)(H2O)6][PtCl6]の結晶構造 

海老澤 幸歩：三核混合原子価錯体[Co3O(OOCCMe3)6(py)3]の

合成  

飯島 琢：ﾍﾞﾀｲﾝを配位子としたCo錯体の合成と結晶構造解析  

石川研究室 

杉本 真弥：Liの溶出を制御したｲｵﾝ交換ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰによる7Li

の濃縮手法 

大竹 友章：Cs・除去用ｶﾗﾑ充填剤の開発 〜りんﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸三

ｱﾝﾓﾆｳﾑ(AMP)の担持研究〜 

竹内研究室 

柘植 智仁：2価金属ｶﾁｵﾝが炭酸ｶﾙｼｳﾑの結晶構造に及ぼす

影響 

福岡 桃子：結晶性が異なるﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾊﾟﾀｲﾄのｲｵﾝ交換特性の

評価 

濱野 浩子：ﾘﾝ酸ｲｵﾝによるｱﾙﾐﾅの表面修飾 

 

有機化学 

小田研究室 

有保 耕祐：4-ﾒﾄｷｼﾌｪﾆﾙ基を有するｼﾞﾋﾟﾘﾝ類の合成 

小林 直生：6,11-ﾒﾀﾉﾍﾞﾝｿﾞ[10]ｱﾇﾚﾝ-2,3;8,9-ﾋﾞｽ(ｼﾞｶﾙﾎﾞｷｼｲﾐ

ﾄﾞ)の合成 

柳沢 達也：ﾌｪﾆﾙ基の置換したｱｾﾝｼﾞｶﾙﾎﾞｷｼｲﾐﾄﾞの合成研究 

太田研究室 

佐野 森：15-ｸﾗｳﾝ-5-ｴｰﾃﾙ環をｹﾞｽﾄ認識部位とする酸化還元

応答性分子ﾋﾟﾝｾｯﾄの合成 

加藤 怜：1,8位にｹﾞｽﾄ認識部位を有するﾒﾁﾙﾁｵ置換9,10-ﾋﾞｽ

(1,3-ｼﾞﾁｵｰﾙ-2-ｲﾘﾃﾞﾝ)-9,10-ｼﾞﾋﾄﾞﾛｱﾝﾄﾗｾﾝ誘導

体の合成と性質 

佐々木 修平：ｱﾙｷﾙﾁｵ基を有するｱﾝﾄﾗｾﾝ誘導体の合成と光

物性 

庄子研究室 

永井 大地：ｱｿﾞﾍﾞﾝｾﾞﾝに連結したｱｽﾞﾚﾆﾙﾃﾄﾗｼｱﾉﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ、ｼﾞ

ｱﾉｷﾉｼﾞﾒﾀﾝ誘導体の合成  

鎌田 夏美：ｱﾘｰﾙｱﾐﾝ類に連結したﾌｪﾛｾﾆﾙﾃﾄﾗｼｱﾉﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ

の合成と性質 

 

物理化学 

尾関・浜崎研究室 

大塚 隼人：ｲｵﾝ液体の相転移電位への磁場効果 

平岩 大季：α-FeOOH 生成への磁場効果 

江津 拓也：ｵﾚｲﾙｱﾐﾝ脂質膜の磁気配向による膜抵抗変化と

錯体形成効果  

高嶋 泰正：単層ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ成長への磁場効果の温度およ

び触媒量による違い 

飯山研究室 

欒 凱歌：電場印加：in-situ X線回折ｾﾙの作成と細孔内電解質

ｲｵﾝの構造検討 

井上 奈穂：活性炭-水・ｴﾀﾉｰﾙ混合吸着系における細孔径の

影響 

黒木 崇伸：X線を用いた表面及び薄膜構造の配向評価 

 

地 質 科 学 科 

 

早川  真史：長野県筑摩郡筑北村の地質 

松澤  勇人：長野県松本市稲倉-刈谷原地域の地質   

大村  駿介：長野県松本市浅間温泉北方地域の地質 

小山  俊滉：長野県松本市中山地域の地質 

柳    真衣：岐阜県加茂郡坂祝町における美濃帯チャートの 

古流向 

藪下  隼輔：諏訪鉄山に産する化学沈殿岩について 

石田  朋志：別所層に産する大サイズ苦灰石ノジュールの成因 

石原  広貴：安曇野市大口沢採石場に産する炭酸塩ノジュール

について 

清水  智貴：上田市地域に産する方解石欠如燐酸塩ノジュール

について 

飯田  里菜：新津丘陵菅沢～刈羽地域における前期更新世の 

地質と石灰質ナンノ化石群集   

黒木健太郎：前期更新世の日本海における深海貝形虫群集と 

海洋環境 

古幡    薫：宮崎層群における貝形虫殻のMg/Caを用いた 

鮮新世の海底温度変化 

吉澤  駿佑：鍬江層における貝形虫殻のMg/Caを用いた 

鮮新世の底層水温変化 

中川    慶：Aso-4火砕流堆積物の溶結度変化 

矢部  暁大：阿蘇4火砕流堆積物の溶結温度 

井上    優：深成岩体におけるクリプトパーサイトの不均質性 

五十嵐  蓮：温泉地における炭酸塩鉱物の沈殿過程と炭酸量に

ついて  

松本  悠暉：中央ネパール西部ティナウ川地域における 

チュリア層群の堆積岩岩石学 

鈴木    優：オマーン山地北部における下部三畳系石灰岩の 

堆積岩岩石学的記載 

勝家康太郎：北海道北部天塩中川地域の学校ノ沢流域の白亜系

の層序 

岡村  知浩：美濃帯味噌川コンプレックスの現世の河川堆積物中

の砕屑性ザクロ石化学組成 

本合  弘樹：上高地断層の地質学的研究，特に断層の東端と 

南北系断層との関係 

佐藤  拓実：上高地における高瀬川断層の南方延長の研究 

下山  友実：微動アレー探査による松本盆地北部の地下地質と 

活断層解析 

日比野由佳：槍穂高カルデラにおける閃緑斑岩岩床の産状と 

古地磁気 

市田  愛策：乗鞍岳･御嶽山･鉢ヶ岳のコマクサ生育環境 

松田  和久：新潟県小国地域北部に分布する更新統の古環境 

復元 

上村真優子：岐阜県高山市荘川町，御手洗川支流松山谷周辺に

分布する手取層群の堆積環境 

邊見    涼：松本市高畑遺跡と和田太子堂遺跡の考古地磁気学

的研究 

今井  雪斗：長野県飯縄山黒滝スコリア層中の溶岩の古地磁気

方位と強度 

大畑  有緒：鉄チタン酸化物を用いた伊豆大島の古期三溶岩 

における噴火状況の検討 

関      晋：火山ガス・熱観測に基づく焼岳浅部のマグマ熱水 

相互作用 

 

生 物 科 学 科 

 
平尾 旭：発生段階の異なるメダカのカイロモンがミジンコ 

(D. pulex) に与える影響 

宮入 啓彰：好蟻性昆虫クヌギクチナガオオアブラムシの甘露排泄

回数を決定する要因 

高橋 祥尚：ミジンコ個体間での物理刺激は捕食回避形質を調節

する 

中村 友香：ワサビ (Wasabia japonica) の CO オルソログのクロー

ニングと発現解析 

田村 大也：信州ツキノワグマ個体群における集団遺伝学的研究 

櫻井亜季子：標高傾度にそったｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ（広義）の繁殖様式 

松原 梨咲：複数系統のモツゴの同所的生息が形態的・遺伝的多

様性にもたらす影響 

原 陽介：乗鞍岳と鹿島槍ヶ岳の高木限界におけるオオシラビソの

肥大生長に対する気象の影響 

 



馬 任遠：ゼニゴケ （M. polymorpha） R2R3-MYB 遺伝子

MpMYB15 の機能解析 

早川 玄気：接触・非接触条件に着目した植物成長における活性

処理水の影響 

関谷 知裕：糞を用いたカワネズミの塩基配列解析手法の確立 －

簡便かつ非侵襲的なサンプリングの実現－ 

酒井 幸恵：ゼニゴケのフェノール性化合物の分析とその蓄積に

対する環境要因の影響 

飯塚 ゆい：タイメダカ Oryzias minutillus の初期性分化過程と雄

二次性徴の個体差 

小寺 朱梨：ナミコギセルの左右反転変異と繁殖生態 

吉永 有輝：メダカ Oryzias latipes HB11A 系統における孵化前

雄性ステロイドホルモン投与の生殖巣への影響 

守越 彩乃：ゼニゴケ （Marchantia polymorpha） における

R2R3-MYB 遺伝子 MpMYB10 の機能解析 

村瀬 健太：ゼニゴケの R2R3-MYB 遺伝子 MpMYB19 の機能

解析 

大谷 剛生：カマキリ類の分子系統地理学的研究 

－ハビタット選好性と遺伝構造の比較－ 

本多 優里：標高傾度にそった多年生草本４種の個葉特性の変化

と炭素バランスの維持機構 

佐藤 塁：メダカ Oryzias latipes HO5 系統の胚および稚魚に対

する外因性性ステロイドの影響 

伊藤 雅記：ゼニゴケ （Marchantia polymorpha） の R2R3-MYB 
遺伝子 MpMYB7 の機能解析 

小河原 寛明：標高傾度に沿って種群分布するモンカゲロウ類の

遺伝的構造と分子系統地理学的研究 

佐藤 大周：亜高山帯針葉樹シラビソとオオシラビソの日肥大成長

に及ぼす気象の影響：5年間の測定 

松田 浩和：中部山岳域におけるコマクサの遺伝子解析 

田平 薫子：ゼニゴケの PAL および CHS の発現調節に関する

研究 

小澤 俊彦：日本産ナラタケ属 (Armillaria spp.) の生物学的種に

ついて 

 

物 質 循 環 学 科 
 

奥村 ゆかり：日本海の複数地点における堆積物コア試料の全有

機炭素含有率変動に基づく最終氷期最寒冷期以降

の古環境解析 

源田 剛士：西穂高岳における積雪中化学物質の時間変動 

杵淵 愛  ：鹿島沖堆積物コアMD01-2421における全有機炭素・

窒素含有率に基づく過去14.4万年間の古環境解析 

北原 晴輝：微生物群集の多様性と土壌攪乱への適応性との関係 

丸山 知裕：長野県松本市周辺におけるクロツバメシジミが生息す

る植生環境 

瀬田 亮  ：土壌に吸着したプラスミドDNAの形質転換頻度と土壌

特性との関係 

牧野 真  ：北西太平洋四国沖MD01-2422コアの全有機炭素・全

窒素測定に基づく過去15万年間の古環境変動の解析 

實川 ひとみ：奈良井川，梓川および千曲川における河床有機堆

積物の流程に沿った質的・量的変化 

矢澤 諒人：木崎湖のオオクチバスMicropterus salmoidesとコクチ

バスMicropterus dolomieuiの増減とその要因 

富永 渉平：付着藻類がトラップする浮遊土砂堆積量と流速との関

係のモデル化 

馬淵 理恵：諫早湾におけるmicrocystinの動態とマガキへの蓄積 

小林 嶺太：耕作放棄水田における草刈り，代かき，および耕起に

よる植物相，昆虫相の変化 

田之上 智美 ：長野県内主要湖沼の有機物濃度とその起源 

栗田 博朗：化学的抽出法と土壌酵素活性を用いた土壌中イオウ

の生物利用性評価 

岩田 慶 ：GPSを用いた上高地における積雪深観測 

喜田 誠 ：オホーツク海南縁部MD01-2412コアの全有機炭素・窒

素測定に基づく過去12万年間の古環境変動の解析 

西村 基志：中部山岳地域における気象要素の変動と標高依存性 

木内 美沙：Daphnia属の出現と温暖化に伴う水温上昇が動物プラ

ンクトン群集に与える影響 

小田 祥子：糸状藍藻類の肝臓毒cylindrospermopsin生産特性 

 

 

修       士 

 
数理・自然情報科学専攻 

 

青木 隆芳：Calderon-Vaillancourt の定理とその Feynman 経路 

          積分への応用について    

伊藤 清二郎：Grassmann グラフと Twisted Grassmann グラフに   

           ついて  

今井 雅也：斉次 Sobolev 空間の性質について  

内田 貴裕:環の大局次元                                

卯之原 健：Configuration spaces of graphs             

大澤 壮志：シュレディンガー作用素のスペクトルの性質および   

          近似法について  

大橋 悠二：KdV 方程式および戸田格子の超楕円関数解に 

          ついて  

佐久間 佳祐：Schur-Weyl 双対における結晶基底            

佐々 京平：Hom 複体と射影空間の単体分割                

副島 章良：連続期間内における株価指数の時系列解析  

塚田 大史：安定過程に対する田中の公式とその応用  

内藤 亨介：微分空間の圏におけるホモトピーと主バンドルに 

          ついて      

前川 将哉：トーラスの KR 理論に対する T 双対変換           

山本 佳祐：胞体三つ組におけるモース理論について  

 
物質基礎科学専攻（物理） 

 

LLOYD TEH TZER TONG：ILC実験のためのシンチレータ電磁

カロリメータに用いる積層型読み出しシステムの研究 

都築 拓也：ILC用ScECALのためのシンチレーターストリップと読

み出しの研究 

寺田 怜真：ILC実験に向けたストリップハドロンカロリーメータの研

究 

中嶋 隆明：メキシコ・新型宇宙線検出器(SciCRT)の宇宙線ミュー

オン計としての性能評価 

中村 佳昭：Tibet空気シャワー実験及びIceCube実験で観測され

た恒星時異方性の解析 

丹羽 健徳：チベットでのknee領域鉄スペクトル測定実験に向けた

TDC回路開発 

丹羽 音菜：typeII超弦理論とその低エネルギー有効理論につい

て 

後藤 大晃：余剰次元を含む重力理論における超対称性 

村井 光太郎：テラヘルツ領域における超高分解能イメージングデ

バイスの開発 

菅 紗希子：分割リング共振器の反射スペクトルにおける入射方向

依存性 

森田 博紀：ﾒﾀﾏﾃﾘｱﾙを用いた時間領域におけるﾃﾗﾍﾙﾂ波制御 

丹羽 博康：磁場下超伝導体の臨界磁場・転移温度を予言する電

流密度汎関数理論 

 

物質基礎科学専攻（化学） 

 

浅倉 啓介：吸着速度の直接測定による規則性ﾒｿﾎﾟｰﾗｽｼﾘｶの 

吸着挙動解明 

上野 祐典：ﾌﾗｰﾚﾝの光化学反応を用いた光電気化学蓄電池 

 （PEC）の開発 －PECの薄型化に関する研究－ 



内村  仁：液相分解法による単層ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞへの磁場効

果 

大塚 俊弥：ﾀﾝﾊﾟｸ質を固定化した導電性高分子修飾電極によ

る活性酸素種の電気化学的検出に関する研究 

鏡味 恭英：2つのﾃﾄﾗﾁｱﾌﾙﾊﾞﾚﾝ骨格を有するｼｸﾛﾌｧﾝ型ﾎｽﾄ

の合成とその酸化還元および錯形成挙動 

清水 章史：ﾍﾞﾀｲﾝ類を配位子とした金属錯体の合成と結晶構

造 

清家 成彬：液状炭素および銀電極を用いるﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌｨｰ 

田端 栞：ﾃﾄﾗｱｻﾞﾏｸﾛｻｲｸﾙを配位子としたｺﾊﾞﾙﾄ錯体とﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ﾄﾘｶﾙﾎﾞﾝ酸による金属－有機構造体の合成及びそ

の結晶構造と物性 

出口 莉早：ﾊﾟﾙｽ強磁場下でのﾋﾟﾚﾝおよびそのｴｷｼﾌﾟﾚｯｸｽの

蛍光寿命測定とそれによる脂質分子集合体の構造

解析 

禰覇 都子：芳香環の縮合した架橋ｱﾇﾚﾝｲﾐﾄﾞ類の合成，構造

および性質に関する研究 

原  慎一：ｹﾞｽﾄ認識部位に置換基を有する酸化還元応答性分

子ﾋﾟﾝｾｯﾄの合成と錯形成挙動 

平林 陽子：ｹﾞｽﾄ認識部位として芳香環を有するﾋﾞｽ(1,3-ﾍﾞﾝｿﾞ

ｼﾞﾁｵｰﾙ)型酸化還元応答性ホﾎｽﾄの合成と性質 

藤田 真彦：液相吸着へのin-situ小角X線散乱測定の適用とそ

の微視的検討 

吉元 政嗣：X線，中性子回折による制限空間内での2成分混合

系の構造解析 

渡辺 里穂：液液界面温度変調ﾎﾞﾙﾀﾝﾒﾄﾘｰによるﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑｲｵﾝ

の標準ｲｵﾝ移動ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰに関する研究 

 
地球生物圏科学専攻（地質） 

 

安藤  佳凛：長野県中部における糸魚川－静岡構造線と 

その共役断層が形成する地質構造 

石井  智大：古梓川埋積谷に沿った，上高地から平湯川水系

に連なる地下水系の検証 

稲葉  菜月：岩手県北部から青森県東部に分布する中部中新

統～下部鮮新統三戸層群の古環境 

金崎  裕之：南八ヶ岳南東地域における火山層序と 

その活動史 

滝川  雅大：デルタの前進・累重・側方移動による堆積盆の 

埋積過程－長野県北部新第三系の例－ 

竹花  英仁：千曲川中流域における河川高水位時堆積物の 

粒度特性 

葉田野  希：岐阜県に分布する陶土層の古土壌学的研究に 

基づく中部日本中期中新世の古風化条件の検討 

平井琳太郎：Hyaliteの蛍光 

平山  晴紀：美ヶ原高原大門沢に分布する軽石質堆積物の 

形成過程 

森口  陽平：糸魚川－静岡構造線および伊那谷西縁断層交差

領域の地質 

安江    彬：槍・穂高カルデラ北部におけるカルデラ深部構造

と形成史 

渡邉  紘記：美ヶ原高原ヤテイ倉沢に分布する軽石質堆積物

の形成過程 

 

地球生物圏科学専攻(生物) 

 

堀井 日香理：ヤエムグラの成長戦略と繁殖生態 −同種内での絡

まり合いに着目して− 

倉澤 倫太郎：標高傾度にそった亜高山帯針葉樹林の更新動態と

優占樹種の変化 

山本 剛史：オオバギ属植物に共生するシリアゲアリ類のマレー半 

島における系統地理解析 

羽生 将昭：上高地における外来植物ｴｿﾞﾉｷﾞｼｷﾞｼの近縁在来種ノ

ダイオウ（準絶滅危惧種）に対する遺伝的汚染の解明 

 

内田 知志：オトシブミ類の揺籃の食料的利用面からの考察  

−同位体解析を中心に− 

 
地球生物圏科学専攻(物循) 

 
笠原 昌子：動物プランクトンに対する仔魚の餌選択性 

亀山 智美：木崎湖における多環芳香族炭化水素類の動態に関

する研究 

滝沢 侑子：日本海堆積物を用いた全有機炭素・全窒素含有率変

動に基づく中期更新世以降における古海洋環境の解

析 

根岸 永璃子：白駒池における動物プランクトンの食性解析 

萩原 美晴：湖沼における酸化マグネシウム添加が藍藻細胞と藍

藻毒素microcystin動態に及ぼす影響 

小向 由季子：森林土壌における呼吸活性の制限因子 
 

博     士 

 
システム開発工学専攻 数理情報システム講座 

 
亀山 統胤 ： Frobenius extensions and Auslander-Gorenstein  

rings（フロベニウス拡大とアウスランダー・ゴーレンステ

イン環） 
 
物質創成科学専攻 分子基盤科学講座 

 

伊藤 博光：精密ﾏｸﾛ物性測定による疎水性ﾅﾉ細孔への水の 

吸着挙動の解明 

 
物質創成科学専攻 大気・水・生物環境科学講座 

 
Pall-Gergely Barna：Systematic revision of the Plectopylidae  

(Gastropoda: Pulmonata)（イトカケマイマイ科 

（腹足綱有肺類）の分類学的再検討） 

井坂 友一：ハバチ上科の種多様性の起源 −ホスト植物の起源・ 
種多様化との関係− 

田中 崇行：標高に沿った維管束植物の多様性と生活史 

JEON BONG SEOK：Study for removal of toxic Microcystis  

cells and nutrients by electrochemical treatment 

（電気化学的処理法による有毒藍藻細胞と栄養塩の 

除去に関する研究） 

渡邊 琴文：諏訪湖堆積物中の光合成色素を用いた環境変遷の 

推定 

墨 泰孝：重金属汚染土壌の修復に関する基礎的研究 

諸 人誌：土壌酵素を用いた土壌の養分利用性評価 

 

 

編集後記 

今回、編集作業は比較的スムーズに進み、いつもは夜も相当遅く

なるのですが、今日はまだ外は夕日に包まれています。それにここ

2・.3日は2月には珍しく暖かい日でずいぶん楽です。とはいっても、一

か月前に積もった雪は日陰に残っていますから、この後急に気温も下

がることでしょう。今回も皆さんに大学のこと・同窓生のことを伝えられ

ることをうれしく思います。（S） 
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