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巻頭言 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ご挨拶

山岳科学総合研究所長

鈴木

啓助

信州大学は、長野県内の 5 つのキャンパスに 8 学部が

これらの研究部門の有機的な連携を図り、分野横断型の

分散して立地しています。すべてのキャンパスが盆地に

研究プロジェクトなどを企画するために研究戦略チーム

位置し、どの学部からも山並みを望むことができます。

を設置し、山岳に関する情報の収集発信を担い広報活動

こうした立地条件から当然の帰結のように、「山」を研

も活発に行うために情報企画チームを、研究所の運営を

究対象とする研究者がたくさん集まっていました。そこ

支えるために運営支援チームを配置して、研究所として

で、みんなで「山」を総合的に研究しようと盛り上が

活動していく基盤ができました。

り、2002 年 9 月にバーチャルな研究所として、山岳科

各研究部門が、山岳に関して世界をリードする研究成

学総合研究所が初声を上げました。山に関するシンポジ

果を積み上げていくとともに、その成果を地域に還元し

ウムを開催したり、市民を対象とする連続公開講座や放

貢献していくことが求められています。山岳科学研究は

送公開講座なども実施してきました。山岳科学叢書と銘

フィールドワークが基本ですが、その際には地域の協力

打つ単行本も発刊してきました。

も欠かせません。信州を中心とする中部山岳地域で地に

そんな中で、2005 年 4 月には、大学院博士課程の再

足のついた着実な研究を続けながら、その視点は常に地

編で総合工学系研究科に山岳地域環境科学専攻が設置さ

球規模の自然と人間との関わりに留意することに向けな

れました。この専攻は、理・工・農・繊維分野の「山」

ければなりません。山岳科学の総合的研究の世界のセン

に関連する教員によって構成されています。「山岳」を

ターとなることを指向しながら活動を続けていく所存で

冠する教育組織が、我が国で初めて設置されたことを受

す。今後とも、皆様のご支援を賜りますようお願いいた

け、研究組織としての山岳科学総合研究所も、バーチャ

します。

ルな組織ではなく何とか実体化させることができないか
を検討する機運が高まりました。実体化の前提は、専任
教員と固有の施設を持つことです。信州大学には、学部
のキャンパス以外にも数多くの教育研究施設があり、山
岳地域の教育研究に活用されています。これらの教育研
究施設や各学部との検討の結果、諏訪湖畔の山地水環境
教育研究センターの組織と施設を吸収する形で、山岳科
学総合研究所の実体化を図ることになりました。各学部
からの専任教員の移行は、今後の課題として残されまし
た。旧山地水環境教育研究センターは山地水域環境保全
学部門となり、研究所で唯一の専任教員を有する部門と
なりました。さらに、学内全 8 学部からの兼務教員に
よって、山岳環境科学部門、地域環境共生学部門、山岳
環境創生学部門、山岳文化歴史部門、高地医学・スポー
ツ科学部門の 5 つの部門が編成され、6 研究部門で新生
山岳科学総合研究所が、2006 年 7 月に発足しました。
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こんな研究を進めていきます

山岳文化歴史部門

渡邊

勉

山岳文化歴史部門は、文学、歴史学、情報学、社会

次に地域社会調査グループは、主に社会学を専門とす

学、心理学等の研究をおこなっている人文学部の教員を

る研究員によって構成されており、地域社会の現状を明

中心とした研究員によって構成されており、長野県内の

らかにしていきます。具体的には、（1）地域意識、地域

山岳に関する文化や歴史などについて、多様で横断的な

社会形成についての調査、（2）自然保護、環境保全活動

研究をおこなっていく予定です。

に関する調査研究、（3）地域ブランド形成に関する研

これから数年間は、科学研究費（基盤 A）「地域ブラ

究、等をおこなっていく予定です。

ンドの手法による地域社会の活性化」（平成 18〜20 年

最後に活性化手法研究グループは、主に情報学、社会

度）の研究メンバーを中心に、他学部、他大学の研究者

学、心理学を専門とする研究員によって構成されていま

と共同研究を進めながら、調査研究を進めていく予定で

す。長野県内の複数の自治体と協力して、心理・社会調

す。研究は、主に 3 つのグループに分かれておこなって

査にもとづく地域ブランド・リサーチの展開とそれに基

いきます。

づく地域ブランド構築手法の体系化をめざしていきま

まず文化資源発掘・評価グループは、主に文学、歴史

す。

学を専門としている研究員によって構成されており、長
野県内の歴史的な文化資源の発掘をおこなっていきま
す。具体的には、（1）寺院文書の調査、（2）近代松本の
出版文化についての調査、（3）近代長野県諸地域におけ
る文化運動についての調査、等をおこなっていく予定で
す。
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信州大学公開シンポジウム

平成 18 年 7 月長野県豪雨災害に学ぶ
主催：信州大学自然災害科学研究会＋山岳科学総合研究所

山岳環境科学部門

三宅

康幸

信州大学の山岳科学総合研究所と同自然災害科学研究

区からも大勢の参加があり、時間ぎりぎりまで質問や意

会の共催により、
表記のシンポジウムが開催されました。

見が続出し、
この問題に関する関心の高さが現れました。

7 月の豪雨による土石流災害の原因を探るために、両組

この間の調査の過程で、体験談を語ってくださった被

織が共同で現地調査を行ってきた結果を住民と共に考え

害者の方々、江戸時代にあった洪水の記録の写しを送っ

ることを目的として開いたものです。会場となった諏訪

てくださった方、地元の住民の自主避難の経緯を克明に

市文化センターには 200 名近い人たちが参加し、当初の

教えてくださった市民開放授業を受講されている地元の

予定会場を急遽大ホールに変えての開催となりました。

方、など、多くの方々から我々が学ぶことが多々ありま

小坂共栄教授（理学部）が「長野県の地質と土砂災害

した。こうしたおつきあいを大事にして、地元の大学な

の特性」と題して、災害のおおもととなる長野県の地質

らではのスタイルでの研究を続ける必要があることを実

の特性について語った後、大塚勉助教授（全学教育機

感した次第です。

構）は「平成 18 年災害発生の地質学的背景」という題
で、岡谷市西山の地質が、雨水を通さず、表層の土中に
水をため込む性質をもっていたことについて語りまし
た。北原曜教授（農学部）は「平成 18 年 7 月豪雨によ
る諏訪・上伊那の土石流災害」という話しの中で、土石
流の発生要因と今後の避難と上流や下流域のそれぞれで
の土石流対策について提案をしました。また、公文富士
夫教授（理学部）による災害時の降雨条件、島野光司助
教授（理学部）による樹木の根の特徴と倒れ易さについ
ての話題提供などもなされました。被災した岡谷市湊地
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信州大学国際シンポジウム 2006

山岳地域の自然環境―過去・現在・未来
主催：信州大学山岳科学総合研究所

三宅

康幸、島野

光司

11 月 22 日（水）と 23 日（木）の 2 日 間 に わ た り、

読を受けた 50 題の発表が行われ、教員、大学院生を中

山岳科学総合研究所主催で「信州大学国際シンポジウム

心とする学生諸君も、通常の学会とは違って、山岳地域

2006」が開催されました。

という共通の場をもつ、生物学、地質学、気候学など関

「山岳地域の自然環境―過去・現在・未来」をテーマと

連分野の最新の知見にふれることができました。
この日、

した本シンポジウムは、山岳地域の地形地質のできあ

両行事合わせて学内外 184 名の参加者が集まりました。

がった過程、氷河研究による過去の気候や大気環境復

2 日目は、会場を長野県松本文化会館国際会議場へ移

元、山岳地域の植生の成立過程、昆虫類の移動過程、山

し、信州大学理学部・原山智教授が北アルプス、ネパー

岳地域の自然環境変遷、そして、近未来の自然環境と人

ル・トリフバン大学・ウプレティ教授がヒマラヤについ

間活動との持続的な融合の道筋を探ることを目的として

ての造山プロセスに関する地質の講演をしたのに続き、

開催されました。

インド・クマウン大学のコトリア教授とスイス・ベルン

初日は、信州大学附属図書館との共催で、山岳映像作

大学のスタウファ教授が気候変動の解析について、さら

家・舟橋栄子氏による「最近のエベレスト登頂の実態」

に、信州大学理学部・島野助教授とドイツ・ドレスデン

と題した講演と、エベレスト登頂を目指した国際登山隊

博物館のクラス博士が動物・植物の分布について講演し

の映画「ドリームエベレスト」などの上映が理学部大会

ました。外国からの講演者は英語による講演を行いまし

議室において行われました。150 程用意した席では座り

たが、多くの一般市民を含む日本人参加者のため、同時

きれず、立ち見が出るほど盛況でした。その後、同会場

通訳がつきました。講演は午前 10 時から、昼食を挟ん

にて教員や大学院生による山岳科学関連の研究成果のポ

で午後 5 時近くまで及び、165 名が参加しました。地質

スター発表が行われました。あらかじめ実行委員会の査

学、気候学、生物学という、山岳科学が内包する幅広い
研究分野を互いに関連づけながら発表されたという点
で、聴衆のみならず、発表者自身たちにも興味深いもの
でした。各講演へは、研究者だけでなく、一般の市民参
加者からも次々と質問が出され、シンポジウムは大変活
況のあるものとなりました。
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世界の山岳研究所紹介 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

コロラド大学極地・山岳研究所（INSTAAR）訪問記

山岳環境創生学部門

高木

直樹

2006 年 7 月末から 8 月初旬にかけて米国コロラド州

研究所では植生や地質の調査、水質検査などを定常的

デ ン バ ー で 開 催 さ れ た 国 際 会 議 IGARSS 06（Interna-

に行い、その他に独自の研究を行っているとのことでし

tional Geoscience and Remote Sensing Symposium 06）

た。研究所内の施設を見学し、世界中から研究者、学生

で論文発表をする機会があり、その際 7 月 31 日にコロ

を受け入れている宿泊施設などを見学しました。研究所

ラド大学極地・山岳研究所を訪問してきました。研究所

はいつでも信大の研究者を受け入れる準備があるし、学

はボウルダー市内にありますが、大学本部があるメイン

生の受け入れ体制もできているということでした。研究

キャンパスから歩いて 15 分ほどかかる西キャンパスで

内容の詳細に関しては

した。写真 1 は研究所

ホームページをご覧下

の看板です。建物はメ

さい。

写真 1

インビル 1 棟と他の研

ボウルダーは気温

究機関と併用している

95°F（35℃）を越える

ビル 1 棟の 2 棟に分か

暑い日が続いていまし

れていました。

たが、研究所は 65°F

研究所長が月曜日は会議の連続で会えないとのことで

（18℃）程 度 で、寒 さ

したので、他のスタッフにお会いして話をして帰るつも

を感じるほどでした。

りでした。しかしスタッフの方が、信大の研究所が山岳

冬は積雪も多く、一部

科学の研究 機 関 な の で、Mountain Research Station に

の施設は閉鎖するとの

顔を出した方がいいと勧められ、急遽山に登ることにし

ことでしたが、山岳研

ました。Mountain Research Station はボウ ル ダ ー か ら

究を行うためのフィー

西に 30km 程度離れた Nederland に あ り ま す。レン タ

ルドとしては最適な設定だと感じました。

カーを借りて標高 1600m のボウルダーから標高 2500m

なお INSTAAR 本体の研究所は山岳と言うよりは極地

の Nederland まで登り、さらに山の方に入っていくと、

研究が中心で、今年の春にも北極の氷に関する研究が世

研究所の看板があります。研究所は山岳研究所らしいた

界のメディアで大きく取り上げられていました。その本

た ず ま い で し た。
こ こ で は Fellow and Director of the

体と比較すると、山岳部門は地道な研究をしている部門

Mountain Research Station の William Bowman（写真 2）

であるという印象を受けましたが、その分、ざっくばら

が対応してくれました。

んで付き合いやすいスタッフが多いと感じました。今後

写真 2

とも内外の研究機関と交流を行う際に、その対象として
いただければ、足を運んだ甲斐があります。

INSTAAR の HP http://instaar.colorado.edu/
山岳研究所の HP
http://instaar.colorado.edu/research/mrs.html
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新生記念式典を開催

2006 年 9 月 13 日、山岳科学総合研究所の新生のお披露目となる記念式典が、学内外関係者約 70 名の出席で信州大
学理学部大会議室において執り行われました。式典で、小宮山淳信州大学長は「自然との共生の道を探求する『山岳科
学』という新たな学問分野を確立させたい」と期待をかけ、鈴木啓助研究所長は「将来的には海外の研究者も受け入
れ、山岳研究の拠点としたい」と抱負を語りました。
来賓として山岳科学総合研究所の初代所長で長野県環境保全協会会長の茅野實氏、長野県知事代理で生活環境部自然
保護チーム主任企画員の大屋誠氏、松本市長代理で安曇支所長の高山潔氏から挨拶を戴いた後、鈴木所長が「山岳科学
総合研究所新生概要及び今後の方針」について述べ、続いて各チームと各研究部門の代表が研究内容などの説明を行い
ました。
さらに、35 歳未満の若手研究者を対象とした「信州フィールド科学賞」
、高校生や大学生を対象とした「信州フィー
ルド科学奨励賞」についての説明がされました。この賞は山岳科学の確立には斬新な発想や若い力が必要だという考え
の下、山岳地域での調査・研究を奨励するために創設されたものです。
その後は会場を旭会館 3 階に移して
レセプションが盛大に催されました。
国立極地研究所元所長で総合研究大学
院大学監事の渡邊興亜氏の乾杯に続い
て、鍋林株式会社の島宗弘社長、原村
の清水澄村長、槍ヶ岳山荘の穂刈康治
氏らの来賓から祝辞を戴きました。歓
談の中にも、参加者から飛び入りで山
岳研究に対する熱い期待と叱咤の言葉
を数多くいただき、充実した会となり
ました。
翌 14 日には有識者会議がもたれ、
学外の出席者から、「学外の研究者も
参加できる組織とする」などのアドバ
イスを数多く戴くことができ、有益な
会議となりました。

信州フィールド科学賞、信州フィールド科学奨励賞の応募締め切り

信州フィールド科学賞、信州フィールド奨励科学賞の応募が 11 月 30 日に締め切られました。
この賞は、多くの若手研究者が「山」のフィールド・ワークに参画する契機となり、フィールド・ワークをやり遂げ
た達成感を味わうことが出来るようにとの願いを込め、さらには高校生・大学生の山岳地域における調査・研究を奨励
するために創設されました。現在、選考委員会で受賞候補者の選考が行われています。
受賞候補者を選考委員会が選考した後、山岳科学総合研究所運営委員会の議を経て、山岳科学総合研究所長が受賞者
を決定します。授賞式は 2007 年 3 月に松本市で行い、受賞者の講演及び受賞者の研究分野に関連する内容のシンポジ
ウムを併せて実施します。
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表紙の写真
表紙の写真は、本年 11 月 22―23 日に行われた「信州大学国際シンポジウム 2006」のボスター・
パンフレット、プロシーディングに使用されたものです。2003 年 6 月下旬、北アルプスの蝶ヶ岳か
ら撮影したもので、槍ヶ岳から中岳にかけての残雪が、カール地形などの氷河地形を良く示していま
す。
北アルプスをはじめとする中部山岳地帯には、約 6 万年前（横尾氷期）と 2 万年前（涸沢氷期）
に山岳氷河が発達したことが知られています。

前者は槍沢などの U 字谷を作った 6km にも達する

長大な氷河であったこと、後者は大槍モレーンや天狗原氷河公園のカールなど保存状態の良い氷河地
形を残したことがわかっています。
氷期当時、北方から侵入した動植物は、氷期の終了と温暖化により、棲息地域を再び北方へ縮小し
ましたが、一部は冷涼な環境が残る山岳地域に残存したのです。ライチョウやコマクサなどの高山植
物が、遺存種といわれるゆえんは、ここにあります。
信州大学では、40 人ほどの限られた人数ではありますが、1 年生の時期に蝶ヶ岳や常念岳への登
山実習を行っています。この写真も、その実習で撮影したものですが、若い世代が信州の恵まれた山
岳自然環境に接し、山岳研究を担う後継者に大きく育って欲しいと願っています。
（山岳環境科学部門

原山智）
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編集後記
この 11 月から山岳科学総合研究所の事務員となった私（中学の遠足以来山登りをしたことがないインドア
派）がニュースレターを作ることになり、この誌面でまずお伝えしたいと思いついたのは、研究員の方たちが
身にまとっている「幸せオーラ」でした。
（先日、国際シンポジウムのレセプションに参加した時には、私は
先生方や学生の皆さんの「幸せオーラ」に包まれて、自分までとても幸せな気持ちになったのです。
）
私が松本に来たのは 1 年半ほど前ですが、道を歩きながら見えるアルプスの厳しい美しさには何度も驚か
され、目を奪われました（お陰で何度転びそうになったことか）
。こんな山々に魅せられた人が、その山の研
究を続けられる環境にいるということは、本当に幸せなことなのだろうなと思います。この研究所の事務員に
なって 1 ヶ月半、私自身もいつの日かアルプスに登り、山の魅力に直に触れたくなってきました。次号から
は研究の内容に関する記事も載せ、研究員の皆さんの「幸せオーラ」の実体に迫りたいと願っています。誌面
に関するご希望などありましたらお寄せいただけましたら幸いです。
（む）
………………………………
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