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ご  挨  拶 

森   淳 

 
同窓生の皆さま、お元気でいらっしゃいます

か。新型コロナウイルスの変異株の急速な感染

拡大が続いています。感染された方もおられる

のではと気がかりです。この夏のひどい暑さも

重なって、買い物難民になっている人も、と聞

きます。こんな時はお互い様です。友人・知人

と支え合って下さい。また、いろいろな支援が

ありますので、ご活用されますように。 

 

コロナは７月末から第５波を迎え、感染増加

は指数関数的とも言える状況です。デルタ株の

感染力が強いとか自粛疲れなどがその理由と言

われますが、専門家の危惧どおり、自粛要請と

オリンピック開催のダブルスタンダードが招い

たともいえます。 

感染者は、まだワクチンの届いていない 20

～50 才代で急増しています。若い世代は、軽

症・中等症で済んでいるとはいえ、中等症が増

えれば一定の比率で重症者が出るのですから、

総量が増えれば医療は危機的になるのは明らか

です。 

ワクチン接種が医療従事者と 65 才以上で進

み、高齢者の感染割合が減り、重症者・死者の

比率も少ないので楽観視する意見が流されてい

ます。しかし、高齢者の感染は減っているのか

というとそうではありません。第４波の４月下

旬と第５波の７月下旬では、20～50 才台では

35 倍に増えていますが、60 才台では 70人弱か

ら 120 人強と、増加率は低いですが、実数は

増えています。占める割合が小さくなったので

す。若い人に、重い後遺症に悩む例が報告され

ています。事実を正しく掴み判断できない人が

上にいると大変です。 

飲食店がコロナ対策をしているかをグルメサ

イトの口コミに載せることを奨励という、公開

密告で警察的役割を押し付けるという国民分断

政策を持ち出したのには驚きました。 

また、軽症・中等症で条件に入らない人は自

宅療養と言い出しました。自助・自己責任の範

囲を感染症にまで広げてきたのです。急変して

から救急車を呼んでも手遅れということもある

と言われているのにです。 

暮らしの保障もないまま、結局は自己責任に

押し込められる、分断のなかで孤立させられる

ことになるのではという不安・不信に陥ること

になります。社会の安定と人間関係が崩されて

いきます。 

軽症・中等症でも、深刻な後遺症が起きる可

能性があり、しかも相当長期に渡る場合もある

とのことです。後遺症が一定の比率で起きると

すれば、誰にとっても罹らないのが一番です。 

なにより、感染者を減らすことが医療逼迫を

防ぐ確かな道です。無症状の人を見つけ宿泊療

養施設に入ってもらい感染を抑止すること、軽

症の内に必要な手当をして長引かせないことが

大事なことです。実情に合せた検査体制が必要

ですが、可能な限り多くの人に検査してもらう

ことです。 

「能力はある」といいながら検査実数はその

能力の４分１です。この１年進んでいるように

は見えません。追跡データも昨年秋以降公表さ

れていないように思います。これほど医療・保

健衛生体制が脆弱だったとは思いもしませんで

した。1992 年の保健所法の改定で、保健所の

設置が半分になり、職員も大幅に減っていたの

です。 

感染者数が他国より少ないのに「医療崩壊」

はなぜ、と言われます。問題は医師・看護師の

数で、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構 38カ国）

の平均と比べ、医師は 20～30％、看護師は 30

～50％でしかありません。感染症専門医は極め

て少なく 1631 人（21 年１月現在）、感染管理

認定看護師も 2923 人(19 年 12 月現在)です。

感染症病床が埋まってくれば、すぐにゆとりが

なくなります。効率主義で進めてきたから緊急

事態にパンクするのです。 

 

オリンピックはバブル方式で「安心安全」と

言っていましたが、綻びが伝えられています。

何よりルールブックで始めから閉じていないこ

とがいくつも出てきています。お題目だけで説

明もせず突っ切ろうというのは、オリンピック
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委員会も政権と同じ穴の貉です。記者会見での

質問にも「後ほど文書でお答えする。」とし、

回答の中身は「はぐらかしのご飯論法」です。

このところの政府の伝統と思えます。 

招致の始めから「原発はアンダーコントロー

ル」と言い放ち、「温暖で晴れの日が多い東京

の夏はアスリートが最高のパフォーマンスを発

揮できる理想的な気候」（招致用パンフの文）

とアスリートファーストには程遠いものを平然

と世界に発信してきました。 

「嘘でも取ったもん勝ち」「得たものは離さ

ない」「アスリートの健康よりビジネス」が明

らかにされた、コロナ禍のオリンピックです。

また、世界の人口 79 億人ですが、２億人が感

染し 426 万人が亡くなるという中、ワクチンを

二回接種できた人は 11億 6400 万人(14.9％)、

100 人当り接種 10回（一人二回として 5人）

以下の国が 50カ国以上（８月５日現在）もあ

るという格差も見えてきたオリンピックです。 

 

政府がしきりに使う「人流」という言葉がし

っくり来ません。「人出が多い」という言葉が

あるのにと思うのです。水流・気流は一定方向

に流れますが、人はそうではありません。50

年以上前の事と記憶していますが、運輸省の白

書に「物流及び人流の手段の整備」とあったの

を、批判を受けて「人と物のながれ」と直した

ことがありました。 

「物流」という言葉は物資の流れでまとめて

効率よく運ぶという感じです。人は物ではない

と思うのです。政権と官僚の中に、上から目線

に感じる「ちょっとおかしい」という人はいな

いのでしょうか。 

 

地球上の各地で、熱波による乾燥地帯の拡大

大規模な森林火災、一方、集中豪雨と洪水で水

没する地域が見られます。巨大台風と寒冷も大

きな被害をもたらしています。どれも「100 年

に一度」とか「これまでに経験したことのな

い」という形容詞が付いています。地球が身震

いして怒っているような気がします。 

この地球温暖化による気候変動は、その主な

原因が CO2 によるものということは自明的と

いえます。2016 年のパリ協定では、「産業革

命以前に比べ２℃より十分低く保ち、1.5℃に

抑える努力」「温室効果ガスの排出量増加を止

め、排出量と吸収量のバランスをとる」ことを

各国に要求しています。しかし、先進各国で

は、「高い削減目標は経済成長を阻害する」

「バランスが大事」といい、排出量が増えてい

ます。 

経済成長は新しい技術を発展させ、将来気候

変動に対応できるはずなので、今急減させなく

とも将来減らすことが可能になるだろうという

のです。これは本当のことでしょうか。 

各国がパリ協定を守ったとしても、3.3℃ 上

昇するという計算が伝えられています。仮に将

来新しい技術が出来、ガスの回収が出来るとし

ても、その前に人類が暮らせない危機的環境に

ドミノ的に陥ることになりかねないと思うので

す。日本でも記録的短時間大雨情報などが頻繁

に出されています。経済成長というけれど、そ

の利益を超える被害となるのも近いように思い

ます。 

排出量の多い国々には削減の責任があります

が、一人あたりの排出量の多い国々（米韓露日

独中）は格段の取り組みが求められます。アフ

リカ諸国の一人あたりの年間排出量は 0.98t で

すが、アメリカは 15.1t、日本でも 8.5t です。

計算上、一人あたりは２t 以内にしなくてはな

らないそうです。世界の富裕層と先進国の経済

的上位の人々はその豊かな暮らしそのものを変

えないといけない事態です。 

 

世界中で、話し合いを諦めず、平和と平等を

求める多くの人々が努力を続けています。長い

粘り強い取り組みで「核兵器禁止条約」が１月

に発効しました。日本の加盟は日本人の７割が

求めていますが、首相は冷たく拒否していま

す。少なくとも、まもなく開かれる締結国会議

に出席し、被爆国としてなすべきことを明らか

にし、世界の信頼を回復することを目指してほ

しいと思います。 

同窓会は会員の皆さんとともに、平和を希求

する人々と歩む関係を大事にしていきたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの皆さんに支えられての「学生生活支援」

は、学生さんの食生活を守って来ました。また、孤

独に落ちるのを防ぐことにも役立っています。ここ

一年続けてこられたのは、皆さんのご支援・ご協力

があればこそです。 

新型コロナウイルスの変異株による感染拡大が止

まりません。 学生さんの困窮の度合いは広く厳し

くなっていると感じます。自粛で精神的にも辛い状

況が続いています。「学生生活支援」はこれからも

しばらく続けていくことになります。改めてご寄付

のお願いをいたします。 

●ご寄付の送り先 

振込先 :ゆうちょ銀行  

口座記号:００５００-２ 口座番号:７８８８５ 

加入者名:信州大学理学部同窓会 

（他金融機関からは 店番:０５９、種目:当座、 

店名:〇五九、口座番号:００７８８８５） 

●食料品などの送り先(持ち込み先) 

〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 

信州大学理学部総務グループ 
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2021 年度前期「学生生活支援」など同窓会の取り組みの報告 

 
学部の講義は、リモートもありますが対面も

増えてきました。講座「キャリアガイダンス」

も、10月以降に開講できればと準備をすすめて

もらっています。コロナの再拡大により「自然

誌科学館」は今年も開催を見送りました。すべ

てが通常に戻るには、まだ時間が掛かると思い

ます。今後も学部の方針に沿って協力していき

ます。 

 

昨年９月からはじめた「学生生活支援」につ

いて、会報37号 P14～15で２月までの報告をし

ました。それ以降も引き続き行い、８月５日に

は13回目となりました。毎回一人あたり２kg の

お米と副食１～２品という内容です。若い学生

さんの食べる量としては、もちろん十分ではあ

りませんが、大変喜んでくれています。学生さ

んへの励ましとなっていると感じています。 

これまでの13回の生活支援では、合せてお米

約4900kg 副食2600セット（他に12月の年越しに

400セットのお菓子類）となり、延べ2,800人の

学生さんにお渡しできました。 

コロナの再拡大の中、夏休みに帰省しない学

生さんも少なくないと予想されますので、９月

末までに２回行う予定です。 

 

この取り組みは、コロナで私達が学内に入り

にくいこともあり、実際には学部事務の皆さん

のお力で進められています。通常業務の合間

に、学生さんとの対応・配布だけでなく、買い

出し・小分けなどの準備作業もして頂いていま

す。学生さんには、毎回きれいなチラシを作成

し、掲示と一斉メールで伝えてもらっていま

す。主催は「理学部同窓会」ですが、学生のた

めにという一点

で、学部・教職

員・同窓会の共同

の取り組みとなっ

ています。大学と

先輩が努力してい

ることも直接伝え

られ、優しい温か

い雰囲気が作られ

ています。理学部

への帰属意識をつ

くる一助ともな

り、学問・研究に

臨む励みになって

いると思います。 

 

７月の「学生生活支援」のお知らせに併せ、

学生さんに「同窓会、理学部へのメッセージを

ください。」とお願いしました。43人の学生さ

んが送ってくれました。先輩たちへの感謝でみ

ちています。 

 

 
 

学生生活支援に関する学生からのメッセージ 

（7/21 実施） 

No メッセージ 

1 毎回、お米を頂けて、非常に助かっており

ます。ありがとうございます。 

2 サバ缶ツナ缶が欲しい。 

3 パスタがあると嬉しいです。 

4 食糧配布は非常に助かっています。種類

も豊富になってきて大変ありがたく、加

えてその場で配布スタッフをしてくれる

人たちが親切なのが嬉しいです。本当に

有難うございます。 

コロナ禍の苦労話としては、やや小規模

ながら困っているのは手指消毒が主な原

因として、昔よりも手荒れが凄まじいこ

とです。指先大崩壊です。勿論致し方ない

ですが、地味に同じ苦労をしている人々

が沢山いると思います……今は手に化粧

水を重ね塗りすると良くなると聞いて実

践しています。なお、効果はまだ分かりま

せん。 

5 いつも助かっています。 

特にお米が美味しくて毎月楽しみです。 

よろしくお願いします。 
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6 いつも食料を配布していただきありがと

うございます。大変助かっています。これ

からも続けていただけたら本当に嬉しい

です。 

7 お心遣い痛み入ります。おなかを満たし

て勉学に励みたいと思います。 

8 いつも多大なるご支援をいただき誠にあ

りがとうございます。特にお米や味噌汁

の配給が大変助かっております。おかげ

さまで、おかずを用意するだけで素敵な

定食が家で食べられるようになりまし

た。大変感謝申し上げます。 

9 長野県は非常に物価が高いため、毎回の

食料配布に助けられています。 

配布食料のリクエストです。現在、お米二

袋にレトルト食品などという形ですが、

お米の配布量を減らしてレトルト食品な

どを多くしてもらえるとなお嬉しいで

す。 

今でも十分ありがたく思っていますの

で、変更にならなくても全く大丈夫なの

ですが、一応一つの意見として書かせて

いただきます。 

いつもありがとうございます。 

10 インスタント味噌汁のおかげで食卓が彩

ってます。7/21 に関しては菓子やドリン

クもあるということで非常に助かってい

ます。 

いつもありがとうございます！ 

11 コンビニアルバイトをしている理学部の

学生です。昨年の緊急事態宣言以降シフ

トが大幅に減ってしまい、生活費に充て

ていたお金が少なくなりました。そんな

中、皆様からお米等の支援をしていただ

き、本当に助かっています。バイトについ

ては、今年からだいぶお客さんも戻った

のですが、人数が減っても業務を無理や

り回せることに経営陣が気づいたよう

で、シフトはあまり戻らずバイト内容だ

けが大変になってしまいました。研究に

ついても移動制限等によりなかなか進み

が悪いのが現状です。ですが、応援してく

ださる方がいるという事がとても励みに

なっています。できることを日々進めて

結果を出したいと思います。 

 

12 いつもありがとうございます。 

13 美味しいお米をありがとうございます、

本当に助かってます！ 

14 いつもありがとうございます！ 

15 メールが来る度にわくわくします。 

いつもありがとうございます。 

16 いつもありがとうございます。感謝して

おります。 

17 コロナ禍でお菓子などを買うのを躊躇っ

ていたのですごくうれしいです！ありが

とうございます！ 

18 このような状況での食糧配布は非常にあ

りがたく思います。ありがとうございま

す。 

19 ありがとうございました。 

 

20 ありがとうございます。 

21 食糧品配布へのご協力いつもありがとう

ございます。毎日生活する上で米を沢山

消費するので配布時に毎回お米をいただ

けるのが本当にありがたいです。 

22 食糧配布とてもありがたいです、個人的

にはオカズがとくに助かります。 

23 ほんとに助かります。 

24 ワクチンが徐々に供給されてなお、猛暑

と合わせ油断ならない毎日が続きます

が、そんななか食料品等の配布にはいつ

も助かっております。本当にありがとう

ございました。 

25 いつも配給ありがとうございます。コロ

ナ禍ですが、とても心が温まります。 

26 ありがとう！！！！ 

27 いつもありがとうございます。 

毎回お米とても助かっています。今回は

お菓子も貰えてとても嬉しいです。 

28 いつもありがとうございます。 

29 非常に助かっています。 
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30 食糧配布ありがとうございます！ 

ご飯おいしく頂いています。 

おかずも毎回違うもので、とても楽しみ

にさせていただいていす。 

31 いつもお米ご馳走様です。一人暮らしの

為、レトルトカレーやお味噌汁がとても

ありがたいです。 

32 食糧配布をしていただき、ありがとうご

ざいます。大学生活を始めてから様々な

理由が重なり、アルバイトができていな

かったのでとてもありがたかったです。 

33 いつもお米ご馳走様です。一人暮らしの

為、レトルトカレーやお味噌汁がとても

ありがたいです。 

34 いつも配給ありがとうございます。今回

も前回頂いた米がもうないというところ

で、配給をしていただいたことで、実家に

帰るまで何とか食べていけそうです。本

当にありがとうございました。 

35 ありがとうございます。 

36 食糧品配布へのご協力いつもありがとう

ございます。毎日生活する上で米を沢山

消費するので配布時に毎回お米をいただ

けるのが本当にありがたいです。 

37 食糧品の支給をしていただき、ありがと

うございます。 

コロナ禍で不安な日々ですが、支援して

いただけることで励みになります。 

38 自分の親は裕福ではなく、自分への仕送

りも十分にはありません。特に、お米は一

日で一合もないくらいしか食べていませ

ん。お米は自分の元気の源なので、お米を

配布してくださるのは非常にありがたい

です。加えて、この食糧品の配布を定期的

にやってくださるので、感謝しかありま

せん。 

 

39 お米助かります。すぐなくなってしまう

ので、支援増やしていただけると助かり

ます。 

40 食糧品配布へのご協力いつもありがとう

ございます。毎日生活する上で米を沢山

消費するので配布時に毎回お米をいただ

けるのが本当にありがたいです。 

41 いつもありがとうございます。感謝して

おります。 

42 いつもいつも食糧品ありがとうございま

す！！ 

毎回楽しみにしています！！ 

43 食料配布は本当にありがたいことで、理

学部への愛着と信頼が生まれています。

配布するにあたって実働してくださった

皆様に感謝を伝えたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナの終焉が見通せない中、まだまだ必要と

され、少なくとも来春までは続く息の長い取り組

みです。 

皆さんの力強いご支援は、取り組みを支え学生

さんを励ます土台ですが、同時に実務にあたる

方々に勇気を与えてくれます。 

皆さんのご支援・ご協力を重ねてお願い申し上

げます。 

 

● ご寄付の送り先 

振込先 ゆうちょ銀行 
口座記号：００５００－２ 
口座番号：７８８８５ 
加入者名：信州大学理学部同窓会 

（他金融機関からは 店番:０５９、種目:当座、 

店名:〇五九、口座番号:００７８８８５） 

● 食料品などの送り先（持ち込み先） 

  〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 

    信州大学理学部総務グループ 

★ 学生への励まし文をお寄せください。 

メール：rigakudou@shinshu-u.ac.jp 

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 
 

今回、振込用紙を同封しました。 

よろしくお願いします。 
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――――――――――― 理 学 部 広 報 情 報 室 か ら ――――――――――― 

 
信州大学理学部では、教員、学生、研究員等が日々活発な研究活動を行っています。今回は、今年

度に報告された理学部関係者の受賞等研究成果についてご紹介します。 

 

 
●大学院総合医理工学研究科の D3浦井暖史研

究生（朴研究室）を含む研究グループが、深部

流体に棲息するアーキアが今もメタンを生成し

続けていることを明らかにしました。 

 

南関東一帯に広く分布する南関東ガス田から

採取された試料を分析し、深部流体に棲息する

アーキアが今もメタンを生成し続けていること

を明らかにしました。また、深部流体には多様

性に富んだ微生物群集が存在していることも判

明しました。 

近年、海底下での地下生命圏の限界（2015

年 7月 24 日既報）や微生物が関与するメタン

サイクルは急速に明らかになってきました。し

かし、メタンやヨウ素を産出する関東地下深部

におけるアーキアの存在量やその活性など、基

本的な知見はほとんど不明なままでした。 

メタン生成アーキアに特有な補酵素である

F430 分子を分析するなどした結果、アーキア

は現在も地下深部でメタン生成をし続けている

こと、また地表からの炭素供給はほぼ無く、独

立した環境で地下生命圏を形成していることが

明らかになりました。これは、多様性に富んだ

アーキア群集に関するさらなる生態の解明や深

部地下帯水層におけるメタン生成プロセスの解

明につながるものと期待されます。 

アメリカ化学会が発行する専門学術誌「ACS 

Earth and Space Chemistry」に 1月 8日付け

で掲載されました。 

タイトル：Origin of Deep Methane 

Associated with a Unique Community of 

Microorganisms in an Organic- and 

Iodine-Rich Aquifer 

 

 

 

●物質循環学コース國頭 恭 教授の研究グルー

プが、土壌中の有機態リンの形態を明らかにし

ました。 

 

土壌中において植物に利用可能なリンのプー

ルである炭酸水素ナトリウム抽出画分に、基質

特異性の異なる 3種類のホスファターゼを添加

して分解実験を行い、有機態リン形態を明らか

にしました。炭酸水素ナトリウム抽出画分で

は、フィチン酸様リンが優占していること、ま

たフィチン様リンと DNA 様リンは、土壌 pHが

低いほど多く蓄積していることを示しました。 

これらの成果は、土壌中における有機態リン

の植物への利用性を評価する上で、また土壌中

のリン循環を理解する上で役立つことが期待さ

れます。本成果は、Elsevier が刊行する土壌

学術誌 Geoderma に 4 月 3日付けで掲載されま

した。 

論文タイトル：pH is the dominant factor 

controlling the levels of phytate-like 

and DNA-like phosphorus in 0.5 M NaHCO3-

extracts of soils: Evaluation with 

phosphatase-addition approach 

 

 

 

●総合理工学研究科理学専攻修士課程１年生の

増本泰河さん（牧田研究室）が、2021 年 3月

19 日(金)～23(火)にオンラインで開催された

「第 132 回日本森林学会大会」で学生ポスタ

ー優秀発表賞を受賞しました。 

 

本研究では、樹木根の水吸収機能の評価方法

の確立を成功させ、樹木ごとの水利用効率の差

異を明らかにしました。 

研究題目：針葉樹 4種における細根系の水透過

性と根特性の関係性の解明 

発表者：増本泰河、暁麻衣子（総合理工学研究

科理学専攻修士課程２年生（研究当時）、伊

藤拓生（総合理工学研究科理学専攻修士課程

１年生）、牧田直樹 

 

 

 

●大学院生等５名による共同研究が「第 10回

スポーツデータ解析コンペティション」（主

催：日本統計学会、情報・システム研究機構統

計数理研究所）のゲートボール部門において口

頭発表し、JGU 賞（特別賞）を受賞しました。 

 

ゲートボールという競技では、一つ一つのプ

レイの技術もさることながら、戦略が勝敗の鍵

を握るとされています。全国大会のデータから

各プレイが成功する確率を推定し、それを元に

したボードゲームを提案しました。ボードゲー

ムという形で単純化・抽象化することで、戦略
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のみに視点を当てた解析ができるようになりま

す。 
研究題目：実データに基づくゲートボールのボ

ードゲームの作成 
発表者：山内唯子（総合理工学研究科・数学分

野 修士課程１年生）、白玉敬大（研究

生）、和田大樹（数学科４年生）、矢澤明喜

子（総合医理工学研究科 総合理工学・数

理・社会システム科学分野 博士課程２年

生）、沼田泰英（数学科 准教授）＜所属は発

表時のもの＞ 
本研究の持つ、ゲートボールの新しい普及ア

プローチへの可能性が評価されました。情報誌

「ゲートボール Navi2020 年度号」に掲載され

ました。 

 

 

 

●総合医理工学研究科（博士課程 3年）の岡本

聖矢さん（東城研究室）が日本生態学会第 68

回大会（2021 年 3月 17-21 日、岡山）にて優

秀ポスター発表賞（群落・景観・遷移・更新分

野）を受賞しました。 

 

オンライン開催となった今年度の大会では計

392 件のポスター発表が行われ、これらのうち

31 件が最優秀賞（14 件）・優秀賞（17件）に

選考されました。 

発表題目：流程分布する近縁 3種のカゲロウ類

における個体群構造と遺伝構造 

 

 

 

●総合医理工学研究科総合理工学専攻の博士課

程 3 年生の田路翼さん(市野隆雄研究室)と市野

隆雄教授が共同して執筆した論文が Plant 

Species Biology 誌の TOP CITED 

ARTICLE(2019-2020)として受賞しました。 

 

これは 2019-2020 年に出版された論文の中

で、被引用数の多い論文に送られる賞です。 

この論文はサラシナショウマの 3エコタイプ

間の性表現の違いを野外調査で示し、自殖率の

違いもあることをマイクロサテライトマーカー

の遺伝解析によって示したものです。 

タイトル：Toji T, Itino T 

(2020)Differences in sex expression and 

mating systems in three pollination 

morphs of Cimicifuga simplex. 

 

 

 

●地球学コース山田昌樹助教の研究グループ

が、別府湾沿岸地域の津波堆積物から過去

7300 年間の津波履歴を解明しました。 

 

共同研究として、別府湾に面する大分県大分

市の大圓寺湿地においてボーリング掘削調査を

実施し、採取した深度 8.8m までの堆積物コア

試料を分析することで、別府湾沿岸地域に襲来

した過去 7300 年間の津波履歴を明らかにしま

した。別府湾では、1596 年に発生した慶長豊

後地震に伴う津波によって沿岸地域に甚大な被

害があったことが歴史記録から分かっていま

す。 

本研究により、大圓寺湿地において津波堆積

物が認められたことで、別府湾では過去にも津

波が繰り返し発生していたことが明らかになり

ました。 

本研究成果は、ELSEVIER が発行する英文誌

Quaternary Science Reviews に 5 月 1 日付で

掲載されました。 

論文タイトル：Recurrence of intraplate 

earthquakes inferred from tsunami 

deposits during the past 7300 years in 

Beppu Bay, southwest Japan 

 

 

 

●大学院総合医理工学研究科の博士課程 3年生

の田路翼さん（市野隆雄研究室）を含む研究グ

ループが、乗鞍山域と美ヶ原山域に生息するオ

ドリコソウの花のサイズが、遺伝的な近さより

も、その花に訪れるハチのサイズに相関してい

ることを明らかにしました。 

 

本研究はフィー

ルド調査と集団遺

伝解析という２つ

の手法を組み合わ

せたものです。フ

ィールド調査で

は、乗鞍山域と美

ヶ原山域に生息す

るオドリコソウの

花のサイズの地理的変異を示し、花のサイズは

その集団に訪れるハチのサイズに明確に相関し

ていることを示しました。つまり、大きなハチ

が訪れる集団では花のサイズが大きく、小さな

ハチが訪れる集団では花のサイズが小さくなっ

ていました。遺伝解析では山域間でおおまかに

遺伝的な構造（山域間での遺伝的分化）がある

ことを示しました。 

この２つの結果を合わせてみると、各集団の

花のサイズは遺伝的な構造とは関係なく、遺伝



8 

的に近い集団間（同じ山域に属する集団間）で

あっても花のサイズは大きく異なることがあ

り、遺伝的に遠い集団間（異なる山域に属する

集団間）であっても花のサイズが似たような大

きさになっていることがあると分かりました。

このことから、オドリコソウの花のサイズは、

２つの山域でそれぞれ独立に進化したことが示

唆されました。 

総合医理工学研究科総合理工学専攻の博士課

程3年生の田路翼さん（市野隆雄研究室）と生

物学コース卒業生の石本夏海さん（元市野隆雄

研究室）、研究員の江川信さん・中瀬悠太さ

ん、長崎大学の服部充さん、市野隆雄教授が共

同して執筆した論文がBMC Ecology and 

Evolutionに掲載されました。 

論文タイトル：Intraspecific convergence of 

floral size correlates with pollinator 

size on different mountains: a case 

study of a bumblebee-pollinated Lamium 

(Lamiaceae) flowers in Japan 

 

 

 

●大学院総合理工学研究科修士課程（研究当

時）木原渉さん（加藤千尋研究室）を含む研究

グループが、汎世界的ミューオン観測網のデー

タを用いてコロナ質量放出の地球到達時の構造

を解明しました。 

 

2018年8月に南極・昭和基地で観測された宇

宙線計数の減少が、太陽での爆発現象（コロナ

質量放出：CME，注1）によるものだと結論付

け、更に詳細な解析によってCMEが地球へ到達

した際の内部構造を明らかにしました。（注

１：コロナ質量放出とは太陽コロナ中のプラズ

マが大量に放出される現象。） 

本研究は、信州大学、国立極地研究所他複数

の機関による国際共同研究チームによって行わ

れ、Journal of Space Weatherand Space 

Climate とSpace Weather に掲載されました。 

 

 

 

●理学部博士研究員（研究当時）の江川信さん

（市野隆雄研究室）の論文が日本生態学会の英

文誌 Ecological Research の第21回論文賞を

受賞しました。 
＜この論文は在職中に投稿・公表されたものです。＞ 

タイトル：Egawa S, Hirose K, Itino T 

(2020) Geographic changes in pollinator 

species composition affect the corolla 

tube length of self‐heal (Prunella 

vulgaris L.): evidence from three 

elevational gradients.  

●生物学コース４年生（研究当時）菅家恵未さ

ん（東城研究室）らの研究グループが、八重山

地域の西表・石垣島の2島に固有のコナカハグ

ロトンボの遺伝構造を明らかにしました。 

 

コナカハグロトンボはアジア地域に広く分布

するミナミカワトンボ科 Euphaeidae に属し、

分布地域から中国の大陸部から台湾を経由して

西表島や石垣島へと分散したと考えられてきま

した。今回、菅家さんらは分岐年代の推定を行

い、八重山（西表・石垣）のコナカハグロトン

ボと台湾のナカハグロトンボの種分化は約 140

万年前と、沖縄トラフ形成（約 155 万年前）な

どの地史と概ね合致することを明らかにしまし

た。これは前述の進化史を遺伝子解析の結果か

ら支持するものとなります。「奄美・沖縄」地

域は、高い固有性やユニークな進化史を遂げた

生物種が数多く生息してり、2021 年 7月に世

界遺産として正式登録される見込みです。 

西表・石垣のコナカハグロトンボにおける極

めて高い遺伝的多様性が明らかにされたこと

で、この地域の生物相の重要性に関する知見を

追加するものと考えられます。 

 
論文タイトル：Unique population genetic 

structure of two closely related 

euphaeid damselflies in the Yaeyama and 

Taiwan Islands (Odonata: Euphaeidae). 

掲載誌 

Biological Journal of the Linnean 

Society 

 

 

 

●大学院総合医理工学研究科博士課程 Trisna 

K. SARI さん（当時化学コース金研究室所属）

の論文が、Analytical Sciences 誌の「Most 

Cited Paper Award of Analytical Sciences 

2020」を受賞しました。 

 

本研究では、グラフェン表面に固定された金

ナノ粒子のナノコンポジット（グラフェン/金

ナノ粒子）を超音波還元法によって合成し、環

境水試料中の微量六価 クロムCr(VI）を高感度

に測定するための電気化学センサーを開発しま

した。このセンサーは、低い検出限界、広いダ
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イナミックレンジと優れた選択性を示し、イン

ドネシアの河川水試料に含まれる極微量の

Cr(VI）の定量に応用しました。 

この賞は、いくつかのデーターベースにより

集計された被引用回数に基づき、表彰年度の前

年の引用回数が最も多い論文に贈られます。 

受賞対象論文：Electrochemical 

Determination of Chromium(VI) in River 

Water with Gold Nanoparticles- Graphene 

Nanocomposites Modified Electrodes（金ナ

ノ粒子/グラフェンナノコンポジット修飾電

極を用いた河川水中の六価クロムの電気分

析） 

 

 

 

●総合理工学研究科理学専攻修士課程１年生の

伊藤拓生さん（物質循環学コース牧田研究室）

は2021年6月5日（土）6日（日）にオンライン

で開催された「第53回根研究集会」にて若手発

表優秀賞を受賞しました。 

 

本研究では、樹木根の窒素栄養吸収機能の評

価方法の確立を成功させ、樹木ごとの窒素利用

効率の差異を明らかにしました。受賞の題目は

以下の通りです。 

発表タイトル：針葉樹の細根によるアンモニア

態および硝酸態窒素吸収速度は根特性により

規定されるのか？ 

発表者：伊藤拓生、小田あゆみ、暁麻衣子、増

本泰河、牧田直樹 

 

 

 

●物質循環学コース榊原厚一助教の研究グルー

プが、降雨時に森林から溶存態放射性セシウム

が流出するメカニズムを解明しました。 

 

原子力発電所事故の影響を受けた森林リター

を用いた放射性セシウム溶出試験と、降雨-流

出イベントの水文観測を実施し、降雨時に森林

から溶存態放射性セシウムが流出するメカニズ

ムを解明しました。放射性セシウムに関して、

森林リターから溶出すること、降雨時に河川水

中の溶存濃度が上昇することが過去の研究から

指摘されていましたが、降雨時にどのようにリ

ター起源の放射性セシウムが河川水に付加され

るかは未解明でした。 

このことについて、森林源流域における地下

水面の上昇に起因する飽和帯の拡大により、水

とリターの接触面積が拡大することが主要因で

あると明らかにしました。本成果は、環境中の

放射性物質の動態の全容解明と、その将来予測

に役立つことが期待されます。 

Elsevierが刊行する国際誌Science of the 

Total Environmentに７月８日付で掲載されま

した。 

論文タイトル：Radiocesium leaching from 

litter during rainstorms in the 

Fukushima broadleaf forest 

 

 

 
●物理学コース宮丸文章教授の研究グループ

が、テラヘルツ波の周波数領域において、時間

壁の前後における電磁波の振動状態の変化を実

験的に観測しました。 

 

2つの異なる媒体の空間的な界面を電磁波が

通過するとき、空間的な波長が変化します。こ

れは日常生活でよく見られることで、光の屈折

という現象と関係しています。これの時間的な

対応物として、その界面が時間的に現れる(時

間壁)と、時間的な波長、すなわち振動周期が

時間壁の前後で変化し、結果として電磁波の周

波数が変化する現象が考えられます。このよう

な時間的な屈折は、時間変化する物理学の最も

基本的な要素の一つですが、応用面では効率的

な周波数変換を実現することにつながります。 

しかしながら、空間的な屈折現象は容易に観

察できるものの、時間壁前後の電磁波のダイナ

ミクスの観察は、超高速かつ効率的な変調が困

難であるため非常に困難でした。この研究で

は、時間壁を生成する際に電磁波が存在してい

る物質全体ではなく、物質の一部分を時間的に

変調する手法を用いることで、その問題を解決

しました。電磁波の周期よりも十分に短い時間

間隔(フェムト秒程度)で高効率な超高速変調を

行うことにより、時間壁前後における周波数変

換とそのダイナミクスを時間軸に沿って観察す

ることができました。 

米国物理学会(American Physical Society)

が刊行する国際誌Physical Review Letters誌

に2021年7月30日付で掲載されました。 

論文タイトル：Ultrafast Frequency-Shift 

Dynamics at Temporal Boundary Induced by 

Structural-Dispersion Switching of 

Waveguides 
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――――――――――――  学 問 へ の い ざ な い  ―――――――――――― 
 

興味深い、年配の人には懐かしいおはなしをご寄稿いただきました 

 

アナログ計算機とデジタル計算機を楽しむ 

松本 成司(全学教育機構 20S 物理)  
 

今でこそ計算機は電子計算機が当たり前です

が、電子技術を使わない計算機として誰もが知

っているものと言えばはやはり算盤でしょう。

では、それ以外の計算機は？と聞かれてすぐに

答えられるのはきっと60歳以上の世代ではない

でしょうか。理学部の先輩方の中には「計算

尺」を挙げる人が多いと思います。また、事務

系や会計の仕事をされていた人なら「手回し計

算機」をまっ先に挙げるかもしれません。しか

し電卓の普及でどちらも製造中止になって久し

く、若い世代ではこれらの機器を使ったことが

ないどころか、存在すら知らない人も決して少

なくはありません。 

そういう私も信大に入学したのはパソコンが出

始めた1985年で、大学時代には実際の計算に計

算尺や手回し計算機を使ったことがありませ

ん。当時の授業や実験に必要な計算はすでに普

及していた関数電卓で十分でした。では、私が

なぜ計算尺や手回し計算機に興味を持ったかと

いうと、これらを情報の授業の教材として使え

ないか、と考えたからです。計算尺は典型的な

アナログ計算機、手回し計算機は算盤と同じく

典型的なデジタル計算機です。学生自身がこれ

らの機器を手に取って実際の計算を体験するこ

とで「アナログ」と「デジタル」の特徴をよく

理解できるのではないかと期待しました。 

 

さて、計算尺はlogXY = logX +log Y という

公式を使って、掛け算や割り算を長さの足し算

や引き算として計算する計算機です。400年ほど

前にイギリスの数学者オートレッドによって発

明されましたが、日本に入ってきたのは明治に

なってからです。当時、腕のよい目盛り職人だ

った逸見治郎は、フランスのマネーム型計算尺

をもとに試行錯誤を重ね、竹製の計算尺を発明

しました。温度湿度の変化の激しい日本の気候

でも高い精度を実現できる素材を探し求めたと

ころ、最終的に孟宗竹にたどり着いたそうで

す。これが高級計算尺として世界で80パーセン

トのシェアを誇ることになるヘンミ計算尺の始

まりです。以前ヘンミ計算尺の工場を訪問した

際に年配の社員の方から伺った話では、昔は集

成材というものもなかったので竹の集成材を作

るための接着剤も化学会社と共同で新たに開発

したそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、機械式計算機の歴史も古く、17世紀に

製作されたパスカルやライプニッツの計算機は

有名です。大正時代に大本寅治郎が開発して国

内の機械式計算機・手回し計算機の代名詞にも

なったタイガー計算器は、スウェーデンのオド

ネルが設計した計算機がもとになっています。

また、タイガー計算器と並んで国内シェアの高

かった日本計算器は後に社名を変えてビジコン

社になりましたが、この「手動式デジタル計算

機」の製造会社の社員であった嶋正利が、世界

初のマイクロプロセッサ、Intel 4004 の開発で

中心的な役割を果たしたことは大変興味深いで

す。ちなみに、私がはじめて手回し計算機を触

ったのは大学３年のときでした。先輩たちに昔

使われたであろう計算機が物理実験室にぽつん

と残されていました。ずっしりとした、見るか

らに精密機械といった印象で、算盤以外にこん

な機械があるのかと同級生と共に感心した記憶

があります。 

さて計算尺を授業で使うとなると１本や２本

の計算尺では足りません。しかし平成の時代、

円形計算尺を除けば計算尺を製造しているメー

カーはほとんどなく、新品の計算尺の購入はと

ても困難です。あのヘンミ計算尺も現在は電子

基板や精密バルブなどの他の事業を展開し、竹

製の計算尺は製造していません。そこで15 年ほ

ど前、市場に残っている計算尺を探し求めて松

本市内だけでなく長野県内の文房具屋さんを巡

りました。その当時は松本市内でも売れ残って

いる計算尺を何本か購入することができました

が、交通の便のよいところはすでに県外から

「計算尺ハンター」がやってきた後でした。現
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在では昔からある文房具屋さんそのものが少な

くなり、主な入手先はネット上のオークション

やフリーマーケットになりました。ネット上で

は、生産数の少ない特殊な計算尺や計算精度の

高い20インチの計算尺はかなり高値で取引きさ

れているものの、5インチや10インチの汎用的な

計算尺の中古品は比較的安価に入手できます。

私が入手したものは半世紀以上前に製造されも

のが多いのですが、大抵の場合、少しの手入れ

をするだけで全く問題なく使えます。構造自体

はとてもシンプルな計算機ですが、改めてヘン

ミの製造技術の高さに感心させられました。 

実は７年ほど前にDIYで計算尺を製作すること

も考えました。計算尺の印刷用データとして既

にウェブで公開されているものもありますが、

私が試した方法は、LATEXを使って目盛り位置の

計算と描画を同時に行ってPDFファイルを生成

し、それをシール用紙に印刷して厚紙に貼り付

けるという方法です。あとはペーパークラフト

なので、いろいろな種類の計算尺をとても簡

単・安価に製作できます。もちろん、精度も滑

らかさも竹製には全くかないませんが、計算尺

を気軽に体験するにはスマートフォンの計算尺

アプリよりも適していると思います。 

計算尺の使い方についてはインターネット上

にもいろいろな解説があり洋書の復活本も容易

に入手可能なので、簡単な計算はすぐにマスタ

ーできました。例えば「2×π」は中央の滑り尺

を一回移動させるだけで直ちに計算できます。

しかも驚くべきことに「1.5×π」や「3×π」

もこの操作で同時に計算ができています。単に

目盛りを読むだけで、ある数のπ倍の答えが得

られます。目盛りの読み取り誤差があるので、

有効数字は３桁ほどでしょうか。そして、平方

根、立方根、三角関数、指数関数、これらの逆

関数も一瞬で計算でき、中には双曲線関数も計

算できるものもあります。細い線の描かれた透

明の「カーソル」という部品を左右に移動する

ことで計算結果を一時的に保持できるので「3×

sin60°÷2」のような連算も可能です。現在で

もパソコンの入力位置を示すマークのことを

「カーソル」と呼びますが、これは計算尺の

「カーソル」から来た言葉です。 

ところで国内では、戦艦大和や東京タワーの

設計に計算尺が使われていたのは有名な話で

す。また、2013年に公開されたジブリ作品「風

たちぬ」で、ゼロ戦を設計するエンジニアの必

携の道具として計算尺が描かれているのをご覧

になった方もいるでしょう。それにしても、350

年も前にニュートンが計算尺で三次方程式を解

いた話や、第二次世界大戦中にフェルミが計算

尺を使って核反応を計算し原子炉を設計した話

を知ったときはとても驚きました。現在のコン

ピュータと同じく、当時の計算尺はまさに科学

技術の最先端を担う必須のツールだったのでし

ょう。ちなみに、家の中で私の集めた計算尺を

妻や娘たちがゴミ扱いしなくなったのは、ジブ

リ映画のおかげです。 

現在においても、潜水時間を計算できるダイ

バーズ・ウォッチや点滴の滴下速度を計算でき

るナース・ウォッチ、肥満度を計算するBMI 計

算尺のように、特定の計算尺機能を持つ製品は

市販されています。しかし、昔ながらの汎用計

算尺もスマートフォンの代わりに、車の燃費計

算や飲み会の割り勘の計算、金利の複利計算な

どの概算には使えるのではないでしょうか。計

算する際には頭の中で123を1.23×102と置き換え

るなど、パソコンや電卓に比べると多少は人間

の頭を使う必要がありますが、我々の日常で、

２桁、３桁の精度で十分足りる計算は少なくは

ないでしょう。 

手回し計算機の楽しみ方についても触れてお

きましょう。入手自体はそれほど難しくはない

のですが、そのまま稼働するものは少なく、自

分で修理する必要があります。ただ、修理とい

ってもほとんどの場合は分解して汚れや古いグ

リスを洗浄し、注油するだけで稼働するように

なります。初めて分解したときは、はたして元

通りに組み上げられるかとても不安になりまし

たが、なんとか元通りに組み立てられて、ハン

ドルやレバー、歯車がスムーズに動くようにな

ったときはとても感動しました。実際に自分で

組み立ててみると、一つひとつの部品の形状や

歯車、バネの配置など、とても巧みに設計され

ていることが分かります。機械好きの人やパズ

ル好きの人にとっては、組み立てるだけでもき

っと楽しい作業でしょう。特に、ハンドルを回

転するときに各レバーをロックする機構や、掛

け算の結果を置数に「移動」して連乗機能を実

現する機構には目を瞠るものがあります。ただ

し、注油する箇所ごとに潤滑油の種類を慎重に 

選ぶ必要もあります。逆に言えば、注油しなく

ても計算してくれる今日の電子計算機はやはり

偉大な発明である、とつくづく実感しました。

注油と調整が頻繁に必要なパソコンやスマート

フォンなど、想像するだけでも大変です。 
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手回し計算機は、計算尺のように掛け算や割

り算を一瞬で計算するというわけには行きませ

ん。しかし、操作さえ間違えなければ、くるく

ると何度もハンドルを回すことで９桁くらいの

加減乗除は誰がやって同じ結果が得られます。

計算尺のように目盛りと目盛りの間の値を慎重

に判断する必要はありません。これは、算盤と

同様、デジタルの特性です。また、同じデジタ

ルでも、エクセルなどと違って、ダイヤルの動

きを見ているだけでオーバーフローするかどう

かデジタル計算機の特徴を視覚的に捉えられる

のも面白いところです。カウンターが一周した

ときに鳴るベルの音は、パソコンのビープ音と

は全く異なり、風鈴の音のようにとても優雅

で、大げさかもしれませんが計算の作業自体が

風流に思えます。 

このように計算尺と手回し計算機を使ってみ

ると、アナログにはアナログの良さがあり、デ

ジタルにはデジタルの良さがある、ということ

に改めて気づかされます。しかし現在はデジタ

ル信仰的な風潮もあり、連続的な微調整が必要

だったり、目盛りと目盛りの間を読まなければ

ならないような、アナログ的な操作はとても減

ってきています。日常の生活でも、体重計や体

温計、キッチンスケール、ノギス、など多くの

機器がデジタル表示になりました。手を滑らか

に動かして文字を書くことも減り、キーボード

を押すという単純な作業だけで文字が入力でき

るようになりました。しかしそのために、アナ

ログ操作において我々が無意識に使っていた能

力が減衰したということもきっとあるはずで

す。近年、高齢者ドライバーのアクセルとブレ

ーキの踏み間違いによる事故がしばしばニュー

スになりました。もしドライバーがマニュアル

車の繊細でアナログ的なクラッチ操作を日常的

に行っていれば、そしてペダルを踏むか離すか

というデジタル的な操作ではなくアナログ的な

滑らか操作に慣れていれば、このような事故が

起きる確率は劇的に減ったのではないかと思い

ます。ただ、残念なことに2020年に販売された

マニュアル車の割合は約１％だそうです。せめ

てＭＴ車/ＡＴ車の違いが高齢者の自動車保険に

反映されたなら、ＭＴ車の存在価値が見直され

るかもしれません。 

もちろん世の中が便利になることを否定する

わけではありません。しかし、技術の進化の方

向として、人間の能力を衰退させるのではな

く、アナログの良さとデジタルの良さを最大限

発揮し、使えば使うほどもっと人間の能力を引

き出す、そして楽しくなる、そのようなデバイ

スの開発に期待したいところです。 

 

 

 

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

７月１９日 同窓会連合会役員会が開かれました 
 

役員会では、基本的な活動内容の確認と今年

の計画が論議されました。また、会長に茅原絋

さん（農学部）、副会長に石坂征洋さん（繊維

学部）、久保惠嗣さん（医学部）を選出しまし

た。（これは、学部同窓会の人事に対応した変

更です。） 

 

会の冒頭、最近の大学をめぐる状況につい

て、濱田学長が挨拶をされました。要旨をご紹

介します。 

「ご心配をお掛けしています、新型コロナウ

イルスワクチンの職域接種は、2670 回の接種が

行われました（7 月 18 日現在）。学生はそのう

ち 2030 回で、予定通り順調に進んでいます。希

望者には夏季休業中に二回目の接種を行えると

思います。 

新型コロナウイルス緊急学生経済支援では大

変お世話になりました。昨年は 3000 万円近くの

ご寄附をいただき、学生 1人に 30000 円、合計

1071 人（学部生 799，院生 272）に支援を行うこ

とができました。2021 年もアルバイトができな

いなど、学生の経済的な不安が続いているの

で、支援を続けたいと思っています。学生 1人

に 30000 円 計 500人に、年内に支援できるよう

にと考えています。引続き、同窓会員の皆様へ

の支援の呼びかけをお願いします。」とのこと

でした。 

 

大学の「新型コロナウイルス緊急学生経済支援」に

ついては、理学部同窓会 HP でも、6 月 25 日に紹介し

ましたが、大学の HP の「ご寄付について」のページに

掲載されています。寄付は「知の森基金」と同じ口座

にお願いします。 

ゆうちょ銀行 座記号番号 00540-4-101684 

 加入者名  信州大学知の森基金 

通信欄に 

・寄付目的として、コロナ学生経済支援などと明記し

てください。 

・卒業年(入学年)と学部・学科をお書きください。 

なお、この基金へのご寄附には、税制上の優遇措置

があります。 

昨秋の会報 36 号に同封しました、知の森基金のチラシ

の振込用紙をお使いいただいても結構です。 
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――――――――――――――  新 し い 先 生 か ら  ―――――――――――――― 

 

着任のご挨拶 

松本 卓也(生物)  
2021 年度 4月に理学部生物学コースに助教と

して着任した松本卓也と申します。新型コロナ

ウイルスの影響もあってなかなか大々的に自己

紹介・研究紹介をする機会がなく、ぬるりと理

学部に入ってきて B棟の一室に居ついている、

感がこれまで否めませんでしたが、このたび同

窓会報にてご挨拶をさせていただき、改めて信

州大学理学部の仲間入りをさせていただきたく

存じます。 

私は京都大学理学部・人類進化論研究室の出

身で、これまでタンザニア連合共和国のマハレ

山塊国立公園にのべ 3年近く滞在し、野生チン

パンジーを観察してきました。2019 年に遅まき

ながら提出した学位申請論文のタイトルは、

「野生チンパンジーの離乳および幼少個体の採

食行動に関する発達研究」です。「人類進化」

の名を冠する研究室ですので、われわれ人間が

どこからきて、何者であり、そしてどこへ行く

のかを、ヒト以外の霊長類種との比較によって

浮き彫りにしようと模索してきました（例えば

「チンパンジー おやつ」「チンパンジー 離

乳」といったキーワードでネット検索していた

だければ、私が主著の論文内容がヒットするか

と思います）。このたび主催させていただくこ

とになりました「信州大学理学部 進化人類学分

野」におきましても、学生さんたちとともに、

霊長類の生態と進化史を明らかにしつつ、われ

われ人間という存在について思考を深められる

研究を展開したいと考えています。 

そして、今後新たに信州・地獄谷野猿公苑の

ニホンザルの野外調査を始めたいと考えていま

す。私の本学着任が内定するのとほぼ時を同じ

くして、初期人類の化石発掘現場として名高い

オルドバイ渓谷の 170 万年前の地層分析から、

当時温泉が存在していたことが報告されました

（Sistiaga et al. 2020:PNAS）。本論文では、

初期人類が火よりも先に温泉で食物を熱処理し

ていたのではないかと推測されていますが、そ

もそも野外環境下で温泉を「利用」することが

報告されている霊長類は、ヒト以外には信州・

地獄谷のニホンザルのみです。温泉が人類進化

に与える影響…とまで言い切る自信はまだあり

ませんが、まずは、温泉を含む生態系において

霊長類がどのようなニッチを占めているか、と

いう大きなテーマを据えて、温泉に集まるニホ

ンザルやニホンカモシカなどの哺乳類、昆虫、

微生物、温泉成分などについて、近しい研究者

の方々にもご助力いただきながら、研究を進め

られればと考えています。 

なかなか面と向かってのご挨拶が憚られるご

時世ですが、多くのフィールドワーカーの例に

漏れず、私もお酒・議論・宴会が大好きであり

ます。信州大学理学部関係者のみなさまとの交

流を楽しみにしております。 

 

 

 

ご挨拶 

宮西 吉久(数学)  
本年度４月から信州大学理学部数学科の准教

授で着任しました、宮西吉久（みやにし よし

ひさ）と申します。よろしくお願い申し上げま

す。私は長野県の松本に住むのは初めてで、生

活の上でも、色々と勉強することばかりです。

新鮮な毎日を過ごさせて頂いており、周りの皆

様にも感謝しきりです。 

なお、私自身は東京都の出身で、親戚の関係

で岐阜にも所縁が御座います。暫く東京で暮ら

し、東京工業大学の大学院を出た後は埼玉にも

住んでおりました。埼玉在住の際は、中学や高

等学校の数学の教諭もしておりました。遍歴が

長いのですが、大阪大学で博士号を取得し、特

任教員として暫く関西にも住んでおりました。

今まで住んでいた土地は、夏場の暑さが厳しい

所ばかりでしたので、松本では８月でも涼しく

感じられております。ただ、冬の寒さには怯え

ております。 

私の専門分野は、大域解析学と呼ばれる数学

の一分野です。大雑把には、様々な現象を定式

化したときに現れる方程式を理解する手法だと

考えています。物理現象から生命現象に至るま

で、定式化された現象をスッキリと理解するこ

とは、中々難しいことも多いです。私は、線形

作用素と呼ばれる数学の概念（道具）と線形作

用素に付随するスペクトルと呼ばれる量を要

に、様々な現象をスッキリと理解したいと思っ

ております。数学の概念や専門用語は、なかな

か一般に広がらないものなのですが、スッキリ

と理解することは、多くの人が願っていること

だと思います。講義の中でも、論理だけでな

く、数学に慣れて欲しい、数学をスッキリと理

解して欲しいと思いながら、学生の皆さんには

授業しています。 

今後も、多くの皆様とも関わりながら、学生

の皆さんが将来に亘って幅広く活躍できるよう

にも努力していく所存です。微力ではございま

すが、皆さまのご指導ご鞭撻頂ければ幸甚で御

座います。何卒宜しくお願い致します。 
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――――――――――――  退 官 さ れ た 先 生 か ら  ―――――――――――― 

 

進化遺伝学と国際理解 

浅見 崇比呂(生物)  
 

今年の３月に定年退職いたしました。みなさ

んの温かきご指導ご支援ご鞭撻をもちまして、

信州大学に 22年間にわたり勤めさせていただけ

ましたことを心より感謝申し上げます。４月か

らは特任教授として、２種類の講義科目を担当

し、７名の研究チーム（ポスドク２名、大学院

生２名、学部生１名、研究支援員２名）ととも

に日夜研究を続けております。 

慣わしとしては、いわゆる最終講義と懇親会

をはなばなしく、というところにございます。

ですが、このたびは、かねてからの希望で職場

の皆さんにお願いし、郵送やメディアでのご挨

拶も含め、一切を割愛させていただきました。

コロナ時代にあってリモート形式でという、か

たじけないご提案もいただきました。研究や教

育に関してのトークは、いかなる形式でも何時

間でもさせていただくのが、これからも本望に

ございます。ですが、この機会にとなりますと

私個人についての話題が混ざりそうなので、同

僚や研究チームそして卒業生みなさんの、若き

働き盛りのお手を煩わすのをあえてお断りした

しだいです。 

代わりにこの紙面をお借りして少しだけ、私

自身について話させていただきます。 

研究はもちろんですが、実習を含め授業で

も、中身と技の質の高さで世界一を心がけまし

た。研究成果はいろいろなかたちで脚光を浴び

ますが、授業でいくら一流を極めても、その価

値は、学生やご両親そして卒業生のみなさんに

実感していただくのが殊の外むずかしいのであ

ることを、今かみしめています。卒業・就職す

ればよいのであって、履修で何を得たかは問わ

ない、問われない、資格なら何となくわかるけ

ど・・・こうしたお国事情を私たちは変えてゆ

けるでしょうか。卒業生のみなさん、お子さん

やお孫さんが進学するときにちょっとだけ、考

えてみてください。 

どう考えても計画外の別人に私を変えてしま

ったのが大学院留学です。１ドル 240 円の頃、

文献の著者たちの世界に飛び込む夢を、国際ロ

ータリー・財団奨学金という制度が叶えてくれ

ました。当時の要件には「国際親善の民間大使

としての留学を支援するのであって学位取得の

ためではない」とありました。緒方貞子さんが

ロータリー留学して 30年後のことです。本気で

書き殴ったエッセイ「カタツムリの進化遺伝学

は国際理解」。審査したのは実業界の方々で

す。寄付で成り立つ財団なのに、自分のことし

か考えておらず帰国する気は毛頭ありませんで

した。ごめんなさい。海を渡ったコクヨ・クリ

ヤーフォルダーの、搭乗券や手紙はまだ色あせ

ていません。 

米国の大学院制度やその意味が想像しうるも

のとどれほど異なるか、あらかじめ覚悟するの

はネット時代の今もたぶんむずかしいと思いま

す。ことばの問題が減れば減るほど見えてくる

溝の深さに青ざめました。思い出すたびに涙が

にじんだ試練のどれもが、掛け替えのない糧と

なりました。こうして、一度でいいから国籍を

選んでみたい、選ぼうとする人々の勇気に学ぼ

う、これが dream list に加わりました。進化遺

伝学と国際理解のどちらにも思いっきり、これ

からも最善を尽くす所存です。 

信州大学で学んだ一番大きなことの一つが、

いかに多くの方々が事務局で私の想像しえない

業務に勤しんでくださり、それがなくして大学

は成り立たないということです。私たち教員や

卒業生の一人一人が、体験しえない多様な業務

をはたす方々のお力に支えられて今に至るので

あることを、毎日実感しています。今後とも何

卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

  

オナジマイマイの右巻（写真左側）と左巻変異体。 

右巻と左巻は左右逆に発生するため内臓の配置も左

右逆になっている。 
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――――――――――――――  学 生 か ら の 報 告  ―――――――――――――― 

 

 

2021 年度 野外巡検Ⅱ（大巡検）の報告 

金澤 安蓮(2018S 地球学) 

 
今年度の大巡検（北海道コース）の隊長を務

めさせていただきました金澤と申します。昨年

から続く COVID-19 の流行により、我々の学年

の大巡検は度重なる延期を余儀なくされまし

た。就活や卒論等、各々にとっても大事な予定

を有する 4年次での実施ということで、今回は

北海道と石垣島の二手のコースに分かれること

となりました。私からはそのうち 7月初頭に実

施された北海道コースについて報告させていた

だきます。 

例年より短い 3泊 4日（7/3〜7/6）の日程で

「プレート衝突に関連する地層・岩石」と「活

火山と火山災害」を大きなテーマに道内を巡

り、各地で露頭の観察を行いました。 

北海道に特有の地質といえば日高山脈に露出す

る“かんらん岩”が有名です。このかんらん岩

はユーラシアプレートと北米プレートの衝突に

よって地下深部がめくれ上がって地表に露出し

たものと考えられています。変質を被っていな

い大規模なかんらん岩体は世界的にも珍しく、

北海道のものはジオパークに認定されていま

す。このような機会でなければ現地を訪れるこ

とも少ないでしょうから、大巡検を通じてこれ

を見ることができたのは非常にありがたく有意

義でした。 

かんらん岩の標本(写真左)と岩石薄片写真(右) 

 

さて、私自身は「堆積岩に記録される後背地

の隆起の履歴」をテーマに卒業研究に取り組ん

でいるため、日高山脈の隆起によって形成され

たと考えられている中新世の堆積岩には非常に

興奮しました。現在の日高山脈には付加体と、

付加体を源岩とする変成岩類、深成岩類が分布

し、「島弧地殻の断面」が見える地域としても

知られています。日高山脈の西部には粗粒なタ

ービダイトからなる堆積岩が分布しています。

日高山脈の西部には日高山脈の隆起とは対照的

な沈降域が存在し、堆積岩はその沈降域に堆積

してできたと考えられています。これらの堆積

岩には日高山脈の隆起の履歴が保存されている

ことから、堆積相や礫組成、ソールマークなど

を調べることで、日高山脈がどのように形成さ

れたのかを知ることができます。 

タービダイトの露頭(左)と含まれる変成岩礫(右) 

 

以上、各々の興味に沿って、また新たな視点

から勉強することができました。結局 1年延期

することになってしまいましたが、結果的には

良かったのかなと思っています。通常より 1年

分多く知識をもっていて、卒業研究を始めてい

ますからより鋭い着眼点を持って地質を観察す

ることができ、得るものがより多かったように

感じます。 

こうして今年度（昨年度？）の大巡検を無事

に終えることができました。理学部同窓会から

多大な支援をいただいたこと、地球学コース一

同深く感謝申し上げます。毎年のご支援は我々

学生の学習への大きな助けとなっております。

本巡検で得た経験をもとに今後も研究活動等々

に精進してまいります。今後ともご支援よろし

くお願いいたします。 

 

〈日程詳細〉 

1 日目（7/3） 

支笏火砕流堆積物，洞爺湖カルデラと有珠

山，昭和新山 

2 日目（7/4） 

サラブレッド銀座の泥火山，新冠判官岬の元

神部層，様似町役場のかんらん岩広場と東方

オリビンの幌満かんらん岩，ルーラン岩礁の

片麻岩，トーナル岩 

3 日目（7/5） 

赤岩青巌峡の神居古潭変成帯，奈江採石場の

空知層群，十勝岳 

4 日目（7/6） 

三笠市立博物館，桂沢湖原石山の三笠層，千

鳥ヶ滝と草木舞沢にて川端層タービダイト 
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システムを学ぶということ 

井川 洋(2021SS 物循) 
 

「自然保護を勉強したい！」私はそんな未熟

で漠然とした憬れを胸に2017年に信州大学に進

学しました。しかし、湖沼の生態系システムを

研究されていた Ha Jin-Yong 先生の、「生態系

の事象には長所と短所があり、完璧な保全は存

在しない。」という言葉を皮切りに、信州大学

で私の考え方は大きく成長できたと感じていま

す。 

２年に進級する春には環境研修で環境先進国

といわれるニュージーランドへ行きました。そ

こでは、「メガソーラーによる太陽光発電は

CO2を出さない点でクリーンエネルギーだが国

の貴重な生態系を破壊する恐れもある。ニュー

ジーランドには合わない。」など国の状況を踏

まえた筋の通った環境政策を直に感じました。 

課外活動としては学部1年生から霧ヶ峰自然

保護指導員という自然保護区の管理を行う学生

団体で活動し、1年間代表も務めました。観光

客や行政の方々と直接話しをする現場での経験

は、観光と保全、予算と成果、これらのバラン

スについてより深く考え、悩む機会でした。保

全活動では少ない予算で短期間の目で見える成

果を求められがちです。しかし、霧ヶ峰を含

め、そこにある生態系を短期間で完璧に理解す

ることはほぼ不可能です。霧ヶ峰では、長年、

学生同士で引継ぎをしながら自然と向き合いつ

つも手探りで保全活動を行っています。霧ヶ峰

の保全を考えるには長期の視点が必要ですが、

活動を継続するためには短期の成果は無視でき

ません。この両立には今も難しさを感じていま

す。 

SDGs など国際的な環境保全の成果でも、短

期間で数値化しやすい太陽光発電の建設数など

が優先される傾向があります。一方で生態系の

長期的な評価が不十分なまま進行し、政策の短

所が見過ごされてしまうのではという懸念もあ

ります。 

ここで必要なのは、生態系に限らず、システ

ム全体を見て評価する考え方だと思います。私

たちがウェブ上でアクセスできる膨大な情報の

中には、短期的、局所的な短所や長所のみに着

目して是非を問う事例も多くありますが、そこ

で視野を転換、また広げてみると、別の長所や

短所、また数値化されていない部分に気づくこ

とができるかもしれません。そのような未解明

な部分を解明して評価することで全体の評価が

変わることもあるのではないでしょうか。 

現在私は、鳥類と生態系について霧ヶ峰で研

究しています。自然界の仕組みは複雑で大き

く、野外調査に行くたびに疑問を抱えて帰る毎

日ですが、自然のシステムの一端を解明するこ

とで、生態系の評価の助けとなり、保全のより

よい形に繋げられればと思い、研究に励んでい

ます。 

 

 

私の数学科での4年間 

上野 龍(2017S 数学) 

 
こんな僕が数学科での思い出を語れる場を頂

き光栄です。今思えば、数学科は授業に振り回

されず自分のペースで勉強ができて本当にいい

学科でした。また、権威ある先生方に出会うこ

とができ、特に、僕を幾何学の道に案内して頂

いた五味清紀先生、様々な面で最後まで面倒を

見て頂いた堺圭一先生、位相幾何が主流の信州

大学で僕のリーマン幾何と微分幾何の勉強を見

て頂いた窪田陽介先生にはとてもお世話になり

ました。授業には出席していないくせに、信州

大学の先生方の優しさに乗じてアポなしで研究

室訪問をしていた態度、今では反省しておりま

す。数学科の学生は個性的な人が多く、様々な

人種がいたため出会いには困りませんでした。

また、僕のキャンパスライフを充実してくれた

思誠寮の皆様にも多大なる感謝の意をここに表

します。（あの寮は数学科のトラブルメーカー

も多く輩出しましたが…）卒業してから実感し

ていますが、あの４年間が僕の人生における基

盤になると思います。今後とも数学とは長くお

付き合いしていくことになりそうです。 

 

 

４年間の思い出  

関塚 賢悟(2017S 数学) 
 

私の大学４年間の思い出の中でも特に、これ

と言って思い出すものは次の２つになります。

１つ目は、奇跡的にも高校からの友人が同学年

にいた事です。高校の時は、多分お互い顔見知

り程度しかない関係でしたが、大学に入ってか

らは１年の時から３年まで自主ゼミを共にや

り、お互いの足りない部分を共に補い合った４

年間でした。彼が居なければ、私の大学４年間

はとてもつまらないものになっていたかもしれ

ません。なので、彼には心の底から感謝しかあ

りません。２つ目は、とてもブラックなバイト

を１年の夏休みから３年までの１年半少しやっ

た事です。そこには、大学よりもバイトを優先

して夜の７時から朝の７時まで働く、別の学部

の先輩や同学年の人達が沢山いました。私自身

も、その人達とバイトをするのが楽しくて、そ

の時間帯バイトを入れて沢山働きました。（も

ちろん、大学も行きました。）その人達には、
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沢山いい思い出を作ってもらいました。はじめ

ての飲み会や海外旅行等です。また、その人達

は独特の価値観や感性を皆んなそれぞれ持って

いて、とても勉強になりました。これは数学科

だけにとどまっていては経験出来なかったと思

います。彼らは大学はサボり気味でしたが、皆

とても人として尊敬できる人達ばかりでした。

最後に、今述べた人達に感謝を込めて、「あり

がとうございました。」。 

 

 

４年間の振り返り 

瀧嶋 雄介(2017S 数学) 
 

私は４年間の信州大学における学びや生活を

通して、論理的に考える力が身についた。学習

面ではアドバンスゼミなどにおいて栗林勝彦先

生を始め多くの先生方に物事を深く見ることの

大切さ、論理的に筋道を立てることの重要性を

ご教授いただいた。また数学の論理的に考える

面白さを学ぶことができたことはゼミを行った

効能だろう。卒業論文の執筆などはとても大変

だったが、自ら行ったことを体系的にまとめる

ことができ、私にとってとても有意義なものと

なった。生活面では学習塾の講師バイトを４年

間続けた。生徒にわかりやすく伝え、数学の面

白さを伝えると同時に、数学に限らない論理的

思考力をつけてもらえるように授業を工夫した

りもした。このことは学習面におけるゼミのお

かげであろう。私は信州大学においてたくさん

の仲間、先生方と出会い、かけがえのないもの

を手に入れることができた。このことを糧とし

て今後の人生に生かしていきたい。 

 

 

コロナでの吹奏楽団の活動 

和田 茉美(2020S 化学) 
 

現在も猛威を振るい続けているコロナウイル

スですが、私が大学に入学した当初も影響は大

きく、サークル活動などほとんどできない状態

でした。それでも去年の夏から少しずつですが

活動を行えるようになりました。ここでは、コ

ロナ禍での信州大学吹奏楽団の活動について紹

介したいと思います。 

当吹奏楽団は、例年平日は水曜と金曜に各キ

ャンパスごとの練習、休日は団員全員が松本に

集まり合同練習を行っていました。しかし、去

年は感染拡大防止のため合同練習は団員を2つ

のグループに分け、片方は土曜日に、もう一方

は日曜日に合同練習を行うというような処置が

とられていました。入団したばかりで知らない

ことが沢山あるのに加え、半分以上の同期や先

輩方と顔を合わせられず、寂しく感じていまし

た。感染状況が落ち着いてくると、全員で合同

練習ができるようになりました。もちろん、吹

奏楽団は一番飛沫感染が心配されるといっても

いいような活動ですので感染対策はしっかりさ

れていました。例えば、使用した椅子や机の消

毒、吹いているとき以外はマスクを着用するこ

と、50分経ったら10分換気を行うなどの感染対

策がとられていました。 

年に2回行われる演奏会も、令和2年度は新型

コロナウイルス感染拡大防止のため中止となり

ました。その代わりに、毎年11月か12月に行わ

れている秋の定期演奏会の分は、代替案として

大学の体育館で団員だけでの演奏会を行いまし

た。とはいえ、先述の通り、合同で練習できる

のが週に１回という少ない回数だったので１回

１回の練習で全体の完成度をどこまで上げられ

るかがとても重要でした。それでも無事11月の

末に演奏会を行うことができ、これが私にとっ

ては友達や先輩達との最初の演奏会でした。ま

た、秋の定期演奏会は３年生にとっては区切り

となる行事で、一緒に演奏できるのはこれで最

後という先輩方もいらっしゃり、コロナで大変

な時期でしたがこの演奏会ができて本当によか

ったと思います。 

今年度は多くの新入生を迎え入れ、5月のあ

まやどりコンサートをライブ配信で行うことが

できました。久しぶりにきちんとしたホールで

演奏でき、お客さんに聴いてもらえる機会がも

ててとても嬉しかったです。 

秋には、去年は開催できなかった秋の定期演

奏会が予定されています。９月末から本格的に

この演奏会に向けた練習が始まります。感染は

まだ収束しませんが、引き続き感染対策をとり

つつ活動に参加していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あまやどりコンサート ライブ配信 

活動の様子などを 

SNS に投稿しています！ 

 

Instagram: 信州大学吹奏楽団 

https://instagram.com/shindai_suisou?ut

m_medium=copy_link 

 

Twitter: 信州大学吹奏楽団 

https://twitter.com/shindaisuisou?s=11 
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―――――――――――――― 同 窓 生 だ よ り ―――――――――――――― 
 

西丸震哉と木崎小丸山遺跡 

杉原 保幸(5S 物理) 

 
●信州と西丸震哉 

関東大震災の年（1923 年）９月東京青山生

まれの西丸震哉氏は木曽馬籠の島崎本家の長女

の三男として、「予定日１日より５日遅れで生

まれて親孝行だ」といわれたとのこと。手元の

藤村記念館の系図でみると、祖父秀雄の死後、

本家を西丸先生のすぐ上の兄、島崎敏樹氏

（1970 年代３回も地元の信濃木崎夏期大学で講

義）が継いでいます。長男の西丸四方氏は 70

年代の初めまで信州大学医学部精神科教授を勤

め、地元大北地区の医師のなかには受講者も少

なくないと思います。また、四方先生は、アー

ト関係の方たちには草間彌生氏を中央画壇に導

いた一人としても知られています。 

西丸家については、ＮＨＫ大河ドラマ『青天

を衝け』でも描かれた「坂下門外の変」の黒幕

の一人西丸帯刀（さいまるたてわき、地元では

不敬を避ける）は曽祖父にあたり、『夜明け

前』の記述「五年間天井裏に隠れていた侍の

話」など西丸家からの資料が藤村に直接伝わっ

ていたことが読取れます。 

なお、西丸震哉記念館が出来たのは、山口村

が岐阜県に編入された年で、オープニングの西

丸先生の講演会には、地元で編入反対されてい

たご夫妻が来館されていました。 

 

●西丸震哉と木崎小丸山遺跡 

このテーマは今年の西丸震哉記念館の企画展

名でもあります。西丸先生は 1959 年最初の海

外遠征、台湾脊梁山脈での高砂族を交えた登山

指導以降、1961 年インド学術調査、1962 年ア

ラスカ飢餓登山（陸封マスから環境ホルモン物

質検出）、1968 年パプアニューギニア食人族

の味覚調査などを通じ、我々と同じホモ・サピ

エンスの文化人類学的、考古学では判明しない

原始人の暮らしぶりを探検目的としていまし

た。 

1971 年から女子栄養大学の『栄養と料理』

に『ぼくの人類食物史』を一年間連載していま

す。例えば３万年以前の後期旧石器（石刃石

器）の登場が狩猟生活の比重を高め、やがてナ

ウマンゾウなども絶滅したことや、新石器時代

（日本の縄文時代）での土器製作が芸術的な表

現にいたったことにも及びます。そして、人類

のアフリカ単一起源を妥当とし、かつての人類

の世界への拡散をおおよそ五世代（100 年）で

一キロ程度、食糧を求め生活圏が移動すること

で説明します。 

（以下、原文から若干引用させていただく。） 

■終わりを告げた無人境日本 

十万年かもう少し前ころに、原始日本人が日

本へ来ただろうという説はいちばん正しいこと

になっているのかどうか私はよく知らないけれ

ども、私としてはもうひと声かけたいところ

だ。二十万年このあたりで手を、打っておこう

じゃないか。二十万年前の氷河期は第三のリス

氷期で、もしこのとき対馬海峡に水がなくて歩

いて通れるほど海面が下がっていたのなら、私

はそれだっと叫ぶ。 

（中略） 

考古学の先生によれば、日本で初めの人間は

山地に住んでいたらしいとのこと。古いほうの

遺跡が山手に多いというのがその理由だが、私

はその考えを捨てていただきたいと思ってい

る。大陸から人間が移ってくるとき、どうして

も低いところ、海抜いくらもないところを何万

年というかなり長い時間をかけて通過してきた

ということは海岸低地に住みやすさがあったこ

とであり、食糧の調達は海に近いほうが、山と

海との幸を両方得るためにも必要であった。も

ともとそうやたらと自然界には食物が豊富では

ないのだから。 

二十万年も昔の遺跡が発見されていないとい

うことは、それがないということを意味すると

速断してはいけない。 

まだうまく遺跡を堀り当てないだけというこ

ともあるが、それよりも、そのころはまだ氷河

期であって、海面が今よりもずっと低いところ

にあったから、遺跡はすべて現在では海の底な

のだ。 

そのころの連中は海岸からあまり離れたくな

かったために、まだ山の手には移住しなかった

のだ。（以下略） 

リス氷期が終わり、12万年以降間氷期にな

ると、移住の速度は日本まで来た時と同様、か

つてナウマンゾウが歩いた路もたどり、東海地

方の中期旧石器時代遺跡の可能性のある加生沢

遺跡（愛知県新城市豊川右岸）から 200 ㎞、２

万年を費やし 10 万年前以降なら旧人類が（記

念館敷地内の）木崎小丸山遺跡に到達した可能

性を指摘する作業仮説です。 

2000 年 11 月５日、毎日新聞の旧石器遺跡捏

造事件のスクープのころ、多くの旧石器時代研

究者は北京原人クラスの原人が我が国に存在し

たことを認め、その捏造発覚以降、「羹に懲り

てなますを吹く」ごとく、４万年以前の科学的

事実を観ようとしない傾向が観られます。それ

は、人類学界（その当時の人骨が存在しないの

である程度やむを得ない）・日本旧石器学会を
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始めとした世の現状認識（国立科学博物館のラ

スコー展 2016-17 の図録では、我が国の人類史

は４万年以前は空白）といえます。 

2021 年１月、『旧石器考古学辞典』(第４

版、雄山閣)には、長野県木崎小丸山遺跡・島

根県砂原遺跡がケニアのトゥルカナ湖畔のロメ

クェイ３遺跡とともに最新の研究成果として追

加されています。ちなみに、西丸先生はケニア

のトゥルカナ湖を人類誕生の地として訪れてい

ます。 

2017 年、考古学的・地質学的に明らかな

『木崎小丸山旧石器遺跡の研究』（同学術調査

団、代表松藤和人）、2021 年、『長野県大町

市木崎小丸山遺跡の前期旧石器』（松藤和人・

上峯篤史・杉原保幸）はいずれも、『旧石器考

古学』82・85 に掲載され、考古学・地質学的

事実を検証可能です。 

最後に、８万６千年前に遡ることのできる木

崎小丸山遺跡が木崎湖畔（当時は渓谷にすぎな

かった）の西丸震哉記念館の地で、西丸震哉先

生の我が国人類史における慧眼（松藤和人先生

からもいただいた言葉）を証明できたことは、

信州大学自然科学研究会ＯＢとして、その伝統

（故岡田菊男先輩・森淳先輩）からも喜ばしい

限りです。 

 
【付記】西丸震哉記念館について 

1962 年に、木崎湖畔に設立されたクラブレイクサ

イドに自然科学、哲学の普及をめざす白馬自然科学

研究所を設置し、1965 年頃から西丸震哉先生に指導

を頂いてきました。2004 年より研究所の事業として 

西丸震哉記念館の設立を決定し、先生の貴重な収集

品とその活動の足跡に触れることのできる記念館と

して、2008 年 4 月に開館いたしました。 

 

 

 
 

コロナ禍で思い出すこと 

浅川 行雄(6S 地質) 
 

私が地質学科へ入学したのは 1971 年で、も

う 50年も前のことである。山田哲雄研究室で

花崗岩と接触変成岩について卒論を書いた。当

時は学生数が少なかったので、指導教官一人に

卒論生一人の恵まれた環境だった。卒業後も

様々な場面で先生にはお世話になった。 

ところで昨今のコロナ禍で、重症患者の症状

と私が体験した高山病の症状に共通性があるこ

とに気づいた。高山病の症状は最初に気管支が

ダメージを受けゼーゼー状態になり、呼吸が苦

しくなる。次は肺水腫、最後は脳浮腫であの世

行きとなる。発病には個人差がある。また、一

度高山病になったからといって耐性が出来るわ

けではない。 

1990 年の４月から６月にかけて、長野県山

岳協会とチベット登山協会との記念行事として

実施された『チベット羌塘高原登山探検隊』に

参加する機会があった。当時は長野県の高校教

員で、職場の同意を得て２ヶ月間の「職免」と

いうかたちで参加できた。 

いよいよ旅が始まり、最初に高山病の症状が

出たのは、チベットのラサのホテルに滞在中の

ことだった。四川省の成都からチベットのラサ

に入って３日目頃に急に食欲不振となり、初期

の高山病の症状が現れ、酸素ボンベのお世話に

なった。他のメンバーは問題なく、高所順応の

訓練に出かけていった。このときは２日ほどで

回復し、ポタラ宮にも行けた。 

私は隊の中では記録担当で、主な役割は東芝

から拝借した漁船で使う大型の衛星航法装置

（いわゆる GPS）をダットサントラックの座席

前面に設置し、これで隊の位置を随時把握する

ことだった。というのもチベット側から目的地

の蔵色崗日（6460m）の BC まで、どのようなル

ートで行くのか一切知らされていなかったの

で、GPS の緯度・経度データとランドサットの

画像と実際の周囲の地形とを照合しながら、

日々の移動ルートを日本側の地図にプロットす

ることだった。登山探検隊はラサから BC まで

片道約 1500km を車で移動し、その後登山活動

をする計画であった。 

ラサを出てから 10日ほどで標高約 5200m の

蔵色崗日の BC予定地に着いた。ここまで高山

病になることなく順調に来た。BCを設置し、

この付近の地質を観察するために周辺の『丘』

を少し歩いた。その夜から体調が崩れはじめ

た。ひどい咳が出て止まらず、呼吸が苦しい、

必然的に眠れない、小水も出なくなり循環器系

もおかしくなり始めた。高山病の一番の治療法

は下山である。しかしこの場所では『下山』は

不可能だった。隊は高山病を想定し、ガモフバ

ック（円筒形の携帯型加圧バッグで、患者が中

に入りジッパーを締めて密閉し、外から足踏み

ポンプで空気を送り込むというしろもの、閉所

恐怖症の人には向かない）を持参していた。不

名誉な第一号として私が中に入った。あとは薬

のダイアモックスを飲み、酸素吸入に頼るだけ
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だった。幸い酸素ボンベはかなり多くトラック

に積み込まれていた。登山探検隊の主目的はピ

ーク登頂なので、元気な隊員はアタックに出か

け、アタックメンバー全員登頂して無事に BC

に戻ってきた。私の方は、一時はここ辺境で最

期かとの思いが頭をよぎったが、幸い数日後に

快方に向かった。小水が出たとき、生きられる

と実感した。その後は体調に問題はなくなり、

隊のメンバーから「お前は本当に高山病にかか

ったのか」とからかわれたものだった。この時

から人生の価値観も変わったと思う。 

あの時の息苦しさを思い起こすと、新型コロ

ナにはかかりたくないと心底思っている 

 

 

 

思い出すと懐かしいこと 

森 淳(１S 数学)  
 

学生時代長野に行けば帰りは夜になりまし

た。北信の山に登る、長野の友人と飲む、など

の帰りは遅くなるのです。 

新宿行急行「上高地」という長野発のディー

ゼル機関車の引く列車が 21 時前にあり、松本

までは普通列車で急行券が要らなかったので、

大抵はこれでした。 

そのあとに、23 時過ぎの名古屋行準急「あ

ずみ」と「きそ」があるのですが、準急券が必

要でした。乗り遅れれば、準急券を奢らねばな

りません。 

当時、客車の中には背もたれは板一枚という

のも見られましたが、「上高地」も「あずみ」

も「きそ」も、さすが優等列車で綿入りモケッ

ト張りの背もたれの客車ばかりが連結されてい

ました。 

そのうち「上高地」は松本発になり、「アル

プス」の仲間になって電車になりました。 

松本までの普通列車は、ディーゼル機関車が

引く客車で独立しましたが、板の背もたれの客

車が混じりました。暫くすると、電車になり塩

尻まで伸びました。松本から塩尻への最終が一

時間遅くなったのです。 

うれしいことに、この電車は湘南電車といわ

れ、東京～熱海あたりで活躍していた戦後生ま

れで、しかも、その中でも新し目のが松本にや

ってきたのです。 

東京では長い編成だったのが、地方では４両

で十分でした。運転台の付いている車両が足り

ないので、二等車（今のグリーン車）を車内は

そのままに三等車（普通車）に格下げし、運転

台をつける改造をしました。それを前後に付け

ていました。格下げした電車は、椅子はゆった

り窓は大きいので気分がいいのです。 

長野からの 21時の普通最終電車は、４両が

３つ繋がっていて、それは壮観でした。塩尻行

と松本行と松本までの回送です。明るい蛍光灯

の窓がズラーと並び、姨捨あたりの坂を緩くカ

ーブしながら登る時はそれはうつくしい光景で

した。 

夏は特に一番前に乗ります。窓から電車全体

が見られるということもありますが、後ろに行

けば行くほど、電車の明かりに吸い寄せられて

虫がやってくるからです。 

当時の長野駅は、先頭の車両の停まる位置が

階段から遠いので、先頭車両は大抵貸し切り状

態でした。 

夜汽車という感じの２時間ほどの記憶は、北

信での思い出に繋がっています。 

50年以上も前の話です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

銀嶺祭の思い出より(学生生活支援に向けて) 

齋藤 直人（21S 生物） 
 

＜私の学生時代＞ 

私は、1980 年代末、年号が昭和～平成に代

わる時代に在学し、大学祭実行委員をサークル

活動のように熱心にやっておりました。本稿を

書くため、久しぶりに当時の「銀嶺祭」パンフ

レットや写真を引っ張り出して眺めてみまし

た。生物学科の催し物は「Saccharomyces」と

いうカクテルハウスでしたね。同年代の理学部

の皆さん、自分の学科の大学祭での催し物（お

店）、覚えていらっしゃいますか？ 

運転台増設改造の(クハ 85 型)先頭車 

蔵色崗日山域の「吠える獅子と人面氷河」の約 40 年間の変化 

興味のある方は Google マップをご覧ください。 
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1988 年の大学祭では、生物学科の同期達と

露店で「うどん屋」もやりました。 

左の友人は、

今現在木曽で

「大河内家具

工房」という

木工会社を、

真ん中の友人

は白馬で

「NIKU 雅」

というレスト

ランを経営し

ています。ま

た白馬には、

同じ生物学科

の先輩が経営

するカフェ「And Mountain」もあります。信州

にお住まいの皆さん、ぜひ一度訪れてみて下さ

い。と、話は前後しますが、学生時代の私は、

銀嶺祭はじめ、本当にのびのびと自由で楽しい

毎日を過ごしておりました。 

 

＜寄稿のご縁、それは学生生活支援＞ 

私は今九州に住んでおり、なかなか信州には

行けないのですが、2018 年夏に何十年ぶりか

でキャンパスを訪れ、生協前広場で「銀嶺祭」

の立て看板を見たときには、感無量でした。 

また翌 2019 年には、発生学研究室の高田啓

介先生が御退官され、再び信州を訪れる機会に

恵まれました。さらに翌 2020 年会報 36号で

も、高田先生の寄稿に掲載された、生物学科の

旧温室の写真に、“昔はいろんな生き物を飼育

してたなぁ”などと、改めて昔を懐かしんでお

りました。 

すると、「コロナで困窮する学生に生活支援

を」という最後の記事に目がとまりました。そ

こには“学生・院生は、日本の未来を築いてい

く大切な若者、「子どもは宝」といいますが、

彼らはわれらの宝です”と、ありました。その

文字に思わず目頭が熱くなり、僅かながら寄付

をさせて頂きました。すると森会長より、それ

は大変美しいコマクサの写真のお礼状を頂戴

し、そして今回、こうした寄稿へと至った次第

です。 

 

＜おわりに＞ 

会報 37 号には学生生活支援でお米や食料を

手にする嬉しそうな“われらの宝”の様子が掲

載されています。昔の自分たちの自由奔放な学

生時代と、今のコロナ禍の学生さんたちの姿を

重ねるたび、そこには、ただひたすら応援した

い、このご縁を大切にしたい、という想いしか

ありません。 

未来ある学生・院生の皆さんが、信州の美し

く澄んだ大自然の中で、のびのびと学ばれ、ま

た次世代の若人へと、こうしたご縁を広げてい

ってくれることを、心から願います。 

がんばれ！信大生諸君！ 

 

 

大変な時期ですが新たな挑戦を応援しました！ 

加藤 伸志(17S 生物) 

 
2021 年になっても感染状況が好転しない

中、外出もままならず過ごす中で何度も目にし

た同窓生の Facebook 投稿に元気づけられてい

ました。 

一人は同期である安原さんが移住した熊野の

地で古本屋をはじめたこと、数年前に開催した

同窓会ツアー（八島ヶ原湿原ちかくのヒュッテ

御射山）で一緒になった長屋さんが白馬でカフ

ェをはじめたことでした。 

そんな頑張っているお二人に「開業祝い」を

贈ろうと思いついたのが今年の 3 月でした。 

そこから行動開始です。考えたことは 3点 

１.信州、長野、松本、生物に関係するもの 

２.二人とも”店”があるので飾れるもの 

３.あたりまえだけど喜んでもらえるもの 

贈り物を考えている時にふと 3人目となる山

下さんを思い出しました。生態研の林先生から

「同窓生に絵描きがいるよ」とだけ聞いており

facebook でフォローしていたのです。山下さ

2018 年 平成最後の夏休みに訪れた信州の風景 

1987 年「銀嶺祭」パンフより理学部教室の案内 
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んはコメントでいただいている通り、長野の山

をテーマにして作品作りをされています。偶然

は重なるもんで山下さんはコロナ禍のためリア

ル個展ができず、ネット上で個展＆販売をはじ

めていましたのでＷｅｂ個展のページを安原さ

んと長屋さんに紹介して欲しいものを選んでも

らいました。すぐに欲しいものを選んでくれた

ので早速、山下さんと連絡をとり事情を説明し

て個展特別価格でご対応いただくことにこの時

点でなりました。 

次に思いついたのは安原さんや長屋さんに私

と同じようにお祝いをしたい人がいるんではな

いか、そして安原さん、長屋さん、山下さんの

ことを同窓生に紹介するいい機会になるんじゃ

ないかと妄想を広げました。 

善は急げとばかりに私の知っている同級生、

同窓生、東京同窓会のメンバーにも一口 3,000

円でお声がけさせていただいたところ、約 1か

月で 21 名の方から 123,000 円集まり、お二人

に贈る絵を山下さんから購入してお届けしまし

た。複数口で賛同いただいた方もあり、作品代

を 3 万円ほど超えて集まりました。予定金額を

オーバーした時には生物同窓会に寄付するとい

うにしておきましたので予定通り送金させてい

ただきました。 

開業祝いをおくるということから“お祝い”

～“信州”～“同窓生”と連想ゲームのように

つなげてお金を回して“みんなうれしい”とい

うサイクルができたと思います。ご賛同いただ

いたみなさん、ありがとうございました。今

後、このような取り組みの案内が欲しいと思わ

れる方は下記までご連絡いただけましたら幸い

です。 katos0812@me.com 

 

■最後に一言コメントをいただいていますので

紹介します。写真はお三方からお送りいただ

いたものです。 

 

17S 安原克彦さん 和歌山県田辺市本宮町 

森のふくろう文庫 

 

和歌山に移

住して 15年

目の昨年秋に

世界遺産熊野

本宮大社の裏

隣に古本屋カ

フェを開店さ

せました。こ

の店のキーワ

ードは交差

点。サイエン

スとアート旅人と在住者、過去現在未来のあら

ゆる出来事が交差する店を目指しています。昔

から本屋の無かった街に初めてできた本屋はマ

ニア受けする本屋のようですね。長引くコロナ

禍でお客が少ないので読書三昧な毎日です。イ

ンバウンドが戻ってきた時が楽しみです。 

 
 

20S 長屋義和さん 長野県北安曇郡白馬村 

アンドマウンテン 

「北アルプスの近くに住みたい」という思い

を実現すべく 19 年に白馬村に移住し、カフェ

と貸コテージを始めまた。両施設とも家具は木

曽平沢の大河内家具工房(21S 大河内淳さん)に

依頼し、カフェには山下画伯の絵画も飾らせて

いただきました。近所にはステーキ＆ハンバー

グ NIKU 雅(21S 岡田雅之さん)もあり卒業 30

年目にして信大生物科のつながりを強く感じて

います。近くにお越しの際には是非お立ち寄り

ください。 

 

 

18S 山下康一さん  長野県松本市 

幸運にも在学中に始めた絵がたつきになりま

した。山に登り国内外を旅しながら風景を描い

ています。今は海外で個展ができませんが、有

難い事に国内で様々に声を掛けて戴き活動を続

けています。皆様とどこかでお会い出来れば幸

いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アンドマウンテン 

『穂高連峰』紙に墨 森のふくろう文庫 
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第二の故郷・松本での 6年間とその後 

本合 弘樹（2011S 地質） 

 
この度、同窓会よりお声をかけていただきま

した、2011S・2015SM の本合弘樹と申します。

2017 年 3月に大学院を卒業後、いつの間にか社

会人生活も約 4年半が経過し、松本で過ごした

６年間の記憶が少しずつ薄れていく中で、今回

の執筆は沢山の思い出が蘇る良いきっかけにな

りました。私の在学中に関わりがあった皆様に

は、当時を懐かしく感じながらご一読いただけ

ると幸いです。 

私が地質科学科（現・理学科地球学コース）

に入学した 2011 年４月は、前月の東日本大震災

の発生で日本全体が暗い空気に包まれていた頃

で、長野県では３月 12日に長野県北部地震が発

生していました。そのような状況下で、入学直

後には、前年にＡＯ入試の二次試験（浅間温泉

の裏山での実地試験）を受けた仲間と再会でき

「またみんなに会えてよかった！」と嬉しかっ

たことは今でも忘れられません。こうして、松

本での学生生活が始まりました。 

学部１～３年では、地質科学科の“名物イベ

ント”を沢山経験しました。先輩が車を出して

近隣の地質スポットに新入生を案内する新歓ハ

イク（１年）、常念岳の登山（１年）、新入生

を案内する側としての新歓ハイク（２年）、お

でん屋“ちしつや”を出店した銀嶺祭（２年）

県外の地質スポットを１週間ほど巡る大巡検

（３年)、阿南町で 10 日間必死になって取り組

む進級論文（３年）など、挙げ始めるとキリが

ありません。また、普段の授業では、大学から

自転車で行ける場所で野外実習があることも多

く、大学が地質学の教材の中にあるような感覚

でした。信州大学が地質学を学ぶのにいかに適

した環境であるかを実感しました。 

ただ、野外実習では色々なハプニングがつき

ものです。大巡検では、期間の後半にバスのエ

アコンが故障！６月の奈良や和歌山は暑さが厳

しく、またバスの窓が開かないタイプだったこ

ともあり、道中はサウナ状態でした。誰も倒れ

なくて本当によかったです(汗)。進級論文で

は、蚊に刺されまくったり、マムシを踏みそう

になったり、全員のコンビニ弁当の白飯が硬か

ったり(笑)今となってはどれも良い思い出で

す。 

続く学部４年～修士２年の３年間は、“地質

探偵ハラヤマ”こと原山智先生の研究室に所属

していました。先生の研究室を選んだ理由の１

つは、事前に配布された研究室紹介に書かれて

いた、「フィールドに、室内研究に、一緒に汗

を流す学生諸君の参加を心より待っています。

厳しくてアットホームな研究室だが、後悔させ

ません。」という言葉に惹かれたからです。言

い切る先生かっこいいな、言葉の力ってすごい

な、と思った瞬間でした。 

卒論では、上高地の群発地震と活断層の関

係、修論では、槍・穂高連峰の東方傾動隆起と

活断層の関係、について研究しました。特に修

論の研究地域は足場が悪い急峻な山岳地域だっ

たので、登るだけでも大変で、成果が無い日も

多々ありましたが、素晴らしい景色、可愛い野

鳥、力強く咲く高山植物が心を癒やしてくれま

した。大自然に囲まれて、貴重な経験でした。

ただ、修論の調査では初日も最終日も、熊に遭

遇しました。“礼に始まり礼に終わる”なら

ぬ、“熊に始まり熊に終わる”です。『森のく

まさん』の実写版はとても強烈でした(苦笑)。 

大学院を卒業後は現在に至るまで、会社では

コンクリートの劣化診断に関する観察業務を担

当しています。野外で地質がメインとなるよう

な仕事ではありませんが、コンクリートに使用

される骨材は岩石ですし、観察に偏光顕微鏡を

使用している点は、松本での６年間で学んだ知

識が生かされています。また、入社１年目に参

加した日本地質学会の学術大会（愛媛大会）で

は、修論の内容を発表し、優秀ポスター賞をい

ただきました。「後悔させません」という原山

先生の言葉を信じて続けてきてよかったと感じ

ました。松本でお世話になった多くの方々にも

感謝の気持ちでいっぱいです。 

やっぱり６年間の思い出を 1,500 文字程度に

凝縮するのは難しかったです（文章力の問題も

ありますが(汗)）。書けていないことがまだま

だ沢山あります。学生・院生の皆さんも、簡単

に書き切れないほど沢山の経験を松本で積んで

ください。新型コロナの影響で制限も多く大変

だと思いますが、充実した大学生活になるよう

応援しています。 

 
2017 年の日本地質学会学術大会（愛媛大会）にて 

(左から、原山先生(3rd)、井上先輩(2nd)、本合) 
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――――――――― 大学史資料センターから資料収集への協力のお願い ――――――――― 

 
信州大学では本学の歴史を明らかにして将来

に伝承するため、散逸が危惧される資料の収

集・整理・保存を進めるとともに、企画展示を

行っています。理学部の教職員、卒業生の皆さ

まからは、約 500 点の資料をご寄贈いただいて

おります。皆様の学生時代のなにげない品々

が、信州大学の大切な歴史資料となります。資

料をご提供いただけます方は、ぜひ情報を大学

史資料センターにお寄せください。 

 

○ご寄附・情報提供いただきたい資料について 
教科書、ノート、合格通知書、学生証、賞状、卒業証

書、 卒業アルバム、スナップ写真、サークルの活動

記録、発行物・記念品、広報誌、大学祭のパンフレッ

ト、旗、徽章、「SUNS」信州大学画像ネットワークシ

ステムに関する資料、「美ヶ原鉄塔群」の画像 

など、信州大学に関するもの全般 

 

理学部同窓生からの提供の品 

 

○お問合せ・連絡先 

信州大学 大学史資料センター 

(信州大学 附属図書館中央図書館内) 

〒390-8621 松本市旭 3-1-1 

TEL:0263-37-3531 FAX:0263-37-3532 

メール archives@shinshu-u.ac.jp 

Web サイト：http://www.shinshu-

u.ac.jp/institution/library/archives 
 

 

 

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

 

本の寄贈のお礼とお願い 
 

夏の「自然誌科学館」では、「同窓会の部屋」

コーナーで「古本市」を開いてきました。皆さま

から沢山の本の寄贈を戴きまして、本当に感謝し

ています。 

しかしながら、準備を進めて来ました「自然誌

科学館－信州サイエンスフェスタ 2021」は、急激

なコロナ感染拡大のため、開催日前日に中止が決

まりました。 

お送りいただいた書籍は、来年に持ち越しさせ

ていただきます。ご了解下さい。 

学生・院生に読ませたい本で、手放してもいい

書籍がお手元にありますれば、引き続き受付して

おりますので、ぜひ、お送り下さい。お待ちして

います。 

 
 

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 宛 

誠に申し訳ありませんが、送料をご負担下さい。

理学部同窓会 web サイトご覧ください 
 

「学生生活支援」の報告などを「信州大学理

学部同窓会」HP に掲載しています。お訪ね頂け

れば幸いです。 

 

https://sci.shinshu-u.ac.jp/alumni/ 

 

 
 

 

信州大学 

理学部同窓会 

学生時代の思い出、社会に出て、今専門にしてい

ること、趣味に生きる、近況を語る、同窓生に会っ

てこんな話で盛り上がった！ふらっと信州・松本に

来て懐かしの店に行ってみた。コロナ禍の中、断捨

離したら懐かしいものが出てきた。・・・など、 

みなさまからのご寄稿をお待ちしております。 

 

メール：rigakudou@shinshu-u.ac.jp 

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 

編集後記： 

 諏訪臨湖実験所 2021 年 Web 一般公開、学生作成動画

やクイズとても楽しく拝見しました (クイズは１問不

正解)。オンラインイベントは、どこからでも参加でき

てよいですね！ でも、最近どこからでも参加できて

しまう会議が多くなり、ちょっと疲れています。


