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ショウジョウバエを使って嗅覚を究める
昨年（2017年）のノーベル生理学・医学賞は、ホール博士・ロシュバシュ博士・ヤング博士３名が受賞し、受賞内
容は「概日リズムの分子機構発見」でした。概日リズムとは、動物、植物、菌類など殆どの生物がもつ生体リズムで
体内時計ともよばれます。私たちにとっても身近な生理現象ですが、この仕組みを解くために中心的な役割を果たし
たのが「ショウジョウバエ」です。体長たった２〜３ミリの小さな昆虫は、実はノーベル賞の常連で生物学分野のスー
パースターです。一見すると、ヒトとショウジョウバエは大きく異なりますが、遺伝子の数はそれほど変わらず
（ヒトの半分程度）
、
身体を作る基本原理、
様々な生理現象など共通するものが多くあります。ショウジョウバエであっ
ても外界を感じる五感をもち、記憶・学習することもでき、免疫システムももっています。また、ショウジョウバエ
は世代時間（卵から成虫になる時間）が約10日間と短く、高度な遺伝学的解析が容易であるため、現在も多くの研究
者が「ショウジョウバエからヒトまで普遍の生命原理」を見出すため日夜研究を進めています。
現在私たちは、
ショウジョウバエを用いて「匂いを感じる仕組み、匂いの生理機能」について研究を進めています。
私たちの周りは匂いに溢れており、常に何かしらの匂いに曝されていると言っても過言ではありません。そしてその
匂いは我々の身体に大きな影響を与えます。匂い刺激が食欲、性欲、免疫、更には生物の寿命までコントロールでき
ることが分かってきています。ヒトにおいてもオキシトシン（ホルモン）の匂いがヒトの共感性や愛情といった情動
に影響を及ぼすことが分かっています。では、匂い物質、すなわち外界の揮発性化学物質は、どのようにして生体に
感知され、身体全体に作用を及ぼすのでしょうか。匂い物質が鼻腔内の嗅覚神経に感知されることは容易に想像でき
ます。しかし、数万、数十万種類にものぼると言われる匂い物質を、限られた数の嗅覚神経でどのように感知し区別
しているのでしょうか（化学物質の組み合わせを考慮すると、実際の“匂い”の種類は更に多くなる）
。更に、それ
ら嗅覚神経は、どのようにして様々な生理現象をコントロールしているのでしょうか。私たちはショウジョウバエの
遺伝学的手法を駆使し、嗅覚系の神経回路の作り方と機能について研究を進め、昨年は「食物の匂い」と「フェロモ
ンの匂い」を感じる神経回路が、脳の中で混線しないためのメ
カニズムを明らかにしています。今後も匂いの感知から生理機
能の発揮まで、
「ショウジョウバエを用いて嗅覚を究める」こと
を目指していきます。嗅覚研究は生命の成り立ちを調べる基礎
生命科学分野で重要なのはもちろんのこと、医学等への応用研
究にも発展する可能性を秘めています。まだまだ謎が多い嗅覚、
次の10年でどこまで理解できるか楽しみです。


生物科学専攻・教授

千原

崇裕
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ショウジョウバエの遺伝学的手法を用いると、脳内の嗅
覚系神経回路を標識できる（赤色と緑色）。青色は神経シ
ナプス部位。

卒業生・修了生へ贈る言葉

います。企業活動における、業績・効率を第一とする
成果主義が行き過ぎた結果ではないかと分析する論評

卒業生・修了生に向けて
理学部長・理学研究科長

楯

真

もあります。しかし、一方では粉飾した業績であって
も、数値のみが良ければ通用してしまう安易で無批判
な評価体制も問題なのかもしれません。
研究においても同様な状況があります。理研での捏
造論文問題は研究者に大きな混乱と衝撃を与えました
が、一方でマスコミを利用した印象操作により過大な
評価を狙った広報のあり方も問題にされました。上記
の事件でも明らかになったように専門家による研究業
績の評価は極めて厳密なものです。しかし、マスコミ

一

理学部卒業生および理学研究科修
了生の皆さん、
おめでとうございます。
それぞれに、これまでの学生生活
を振り返って様々な思いをもたれて
いると思います。卒業・修了後に社
会に出る学生達には、良い仲間との
思い出を胸に新しい環境でも存分に活躍してもらいた
いと思います。進学する学生達には、これまでの研究
生活の延長とは思わずに、進学を機にさらに研究の高
みを目指して研鑽を積むという新たな覚悟をもって、
これからの研究生活にのぞんでください。

やインターネットを使って非専門家を相手に印象づけ
ることは容易ですので、国際的には全く無名な研究者
が、なぜか日本では有名人のように振る舞っている例
は方々で散見されます。これも、研究の完成度を求め
るよりも、研究を利用して安易に栄誉を得たいという
破廉恥な欲望から出ている行動だと思います。

社会のグローバル化は今さら言うまでもない現実と
して、企業活動だけではなく大学教育にもいろいろな

グローバル化の中で私達が問われるものに話を戻し
ます。私は、安易な名声には無頓着で仕事の完全度の

変革をもたらしてきています。英語で講義を行うこと
も今後は増えてくるでしょうし、すでに一部では始
まっているようですが、企業への就職活動も留学生と
競う機会がますます増えてくるでしょう。しかし、グ
ローバル化社会が私達に求めているものは、もちろん

みを愚直に求める職人気質と呼ばれるようなプロ意識
が、本来日本人が共有する美意識だと思います。しか
し、上記の例で示したようにグローバル化を含む様々
な社会情勢の変化の中で、この美意識が失われつつあ
るようです。皆さんには、何のために研究や仕事をや

英語の能力ではありません。グローバル化の中で問わ
れるのは、いろいろな国がもつ文化の多様性を正しく
認識することを前提とした上で、それぞれの個人がも

るのかという目的を見失いそうになったら、戦後日本
を復興させた良識の先達に思いを馳せて、彼らが共有
していた美意識がグローバル化時代を生きる現在の皆

つ「文化」のようなものかも知れません。言い換えれ
ば、それぞれの人が生まれ育つ過程で身につける「国
民性」というものではないかと思います。単純に言え
ば、それぞれの人の個性とも言い換えられますが、私
達の個性は生まれ育った環境に影響を受けざるを得な
いわけですから、個性の共通項にあたる部分には必ず
それぞれの国の文化や歴史に規定される国民性が反映
されるはずです。つまり、それぞれの人の個性は、才

さんを支える基礎の一つなのだと思い出してくださ
い。皆さんが皆さんらしい個性と美意識で堅実な仕事
をやり続けることによってのみ、グローバル化社会の
中における皆さんそれぞれの役割を獲得することがで
きるのだと思います。

能や能力が決める部分と共に、国民性に裏打ちされた
美意識を含むと考えます。
日本人の勤勉さが戦後日本の経済復興を可能にした
とは良く言われることですが、この勤勉さに加えて、
栄誉やお金を求めるよりも仕事の完成度を求めるとい
う美意識が madeinJapan ブランドの国際的な信用を
得て急速な経済発展を可能としたと考えます。個々の
人の能力・才能は異なるので各人が担う役割は自ずと
違いますが、全員が上記の美意識を共有できたために
長い工程を経る工業製品であっても高い完成度で製品
を作りだすことができたのだろうと思います。
2017年は、自動車会社や鉄鋼会社で製品管理に不正
があり madeinJapan ブランドを損なう事件が相次ぎ
起こりました。大企業の経理不正事件も含めて、日本
人が共有すべき美意識が廃れている状況が危惧されて
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卒業にあたってのお祝いの言葉
数学科長

吉

野

正

数学を通して学べること
史

数学専攻長

数学科をご卒業される皆さん、お
めでとうございます。数学科で所定
の単位を修得し卒業するまでにはい
ろいろ苦労もあったと思いますが、

作

間

誠

数学専攻を修了する皆さん、おめ
でとうございます。
皆さんは数学の習得・研究を通し
て、様々なことを体験され学ばれた

人 生 の 大 き な 節 目 を の り こ え て、
ほっとしていることでしょう。この
機会に、数学科の教育について振り返ってみたいと思
います。
編入等の例外はありますが、大半の皆さんは数学科
１年次に入学し、大学で数学の勉強を開始しました。
一般に高校までの数学と比較して、大学での数学は学
ぶことが格段に多く、考え方や議論の仕方もずいぶん
違います。そのため、高校までの数学との相違に戸惑

ことと思います。次々と登場する新
しい概念を理解することの難しさ、
分かったときの喜びを、皆さんは身をもって体験され
てきました。たった一つの概念を理解するために厖大
な時間を費やしてしまった、あるいはずっと後になっ
てからようやく理解できた、ということも経験されて
いるでしょう。しかし、このようにして身につけた知
識こそが自分を支える力になることも実感されている
のではないかと思います。数学は理解するのには苦労

う人もかなりいます。皆さんはそれにも慣れ、専門課
程の様々な分野の数学を学び、４年次で数学科の教育
のまとめともいえる卒業研究に取り組みました。卒業
研究では課題に能動的に取り組むということが目標の
一つです。そのため、以前に学んだことを知っている

しても、一旦本当にわかってしまえば疑問の余地なく
正しいと確信できること、同時に、誤りが見つかった
場合は、誰がどんなに強弁してもごまかすことができ
ないことも皆さんはご存知です。数学の前では、老若
男女皆が対等です。年齢・性別・身分・国籍を超えて、

だけでなく、適宜状況に応じ使いこなす必要がありま
す。その過程を通して、課題を適切にとらえ整理し、
それに取り組む方法と姿勢を学んでいきます。また、

互いに対等の立場で議論できるのが、数学の清清しい
ところです。
（勿論、互いに尊重しあうことが大切で
すが。
）ともすれば引っ込み思案になりがちな私は、

数学が社会とどのようにかかわるのかということを実
地体験する機会があるかもしれません。ただ、分野に
よる相違もあり、社会とのかかわりまでいかないうち
に時間切れになる場合もあるかもしれませんが、大学

数学を通して個性豊かな様々な方々と交流できること
を本当に有難く思っています。しかし他方で、他力本
願では数学の本当の喜びを得ることはできないことも
ご存知だと思います。数学の阿弥陀様は自ら修行を行

院ではその先を学べます。
卒業後の皆さんの数学との関わりは様々で、数学を
専門とする教育職、あるいは社会で数学的能力を生か
した仕事、その他研究者などがあるでしょう。この中
で数学科卒業後の進路のひとつである大学院について
述べておきます。広島大学数学科ではかなり多くの学
生が引き続き、大学院に進学します。そこでは、前期
課程で主に高等数学をより深く学び、また課題を本質
的にとらえて適切に解決するための方法や姿勢を学ん
でいきます。このようなことは社会で実際の問題に取
り組み、なんらかの形で数学を利用していく人には役

う者にのみ微笑んでくれます。自分自身で考え抜くの
だと腹を括ってじっくりと問題に取り組むことにより
初めて真に新しい世界が開けます。最初は暗中模索の
状態であっても、自らの感性を信じ同時に独善に陥る
ことなく試行錯誤を行っているうちに微かな光を見出
し、それに導かれて一歩一歩進むと、ある時点で思い
がけなく大きな展望が開ける、あるいは予想もしてい
なかった方向に研究が進展するということも起こりま
す。私は数学のほんの一部の狭い世界しか知りません
が、数学以外の学問、また学問以外の世界でも、形態
は異なっていても同じ事が言えるのではないかと想像

に立つと思います。そして大学院後期課程で研究の道
に進む人にもこれは重要です。
数学科卒業後、人生のいろいろな場面において、数
学科で学んだことあるいはそこでの経験が皆さんのお
役に立てれば、こんなにうれしいことはありません。
皆さんのご活躍をお祈りいたします。

しています。上で述べたようなチャレンジに踏み出す
時期や方法は人によって異なるでしょうが、いずれに
せよ真のチャレンジを行うためには心身の健康を保つ
のが肝要です。人間誰でも様々な困難に行く手を阻ま
れ疲労困憊し心が折れそうになることもあると思いま
す。もしそのような状態に陥りそうになったら、早い
うちに手を打ち、自分の心と体の回復を最優先してく
ださい。何はともあれ皆様が元気でいること、そして
広島大学数学専攻で体験し学ばれたことを生かしてご
活躍されることを心よりお祈り申し上げます。
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卒業生の皆様へ
物理学科長

小

頼まれごとは試されごと
嶌

康

史

物理科学専攻長

木

村

昭

夫

卒業おめでとうございます。皆様
は卒業を迎えて今どのような感想を
お持ちでしょうか。
私が関係する物理学ではこの数

皆さん、卒業、修了大変おめでと
うございます。２年間もしくは３年
間で行った研究生活は実り多きもの
だったことと思います。これから本

年、重力波の研究に大きな学問的
進展がありました。人類初観測に
続き2017年のノーベル物理学賞となりました。テー
マそのものは40年ほど以前からわかっていたもので
すが、実証したことに大きな意義がありました。計
画立案からその成功までの約30年間千人を超す数多
くの研究者の努力の賜物でした。数年前、素粒子物
理学でのヒッグス粒子の発見、その後ノーベル賞の
時も同様の感想を持ちました。私の大学院時代の授

格的に社会に出るにあたって不安と
期待が交錯していることと想像しま
す。研究室の先生方、先輩、同僚、友人とはひとまず
お別れとなりますが、そのうち全く予想しない形で再
び巡り会う可能性は大いにあると思います。研究者と
して今後人生を送られる場合には容易にそれが想像で
きますが、会社に行ったら、例えば会社説明会で来学
されることもあるでしょうし、もしかしたら産学連携
に基づいた共同研究が出身研究室と始まるかも知れま

業でも確立されたようにその説を受け入れており、
それが発見された時は教える側でも長くなる頃で「つ
いに」という感じで不思議でした。また着実に進展
できるものだとも感じました。
３年前、研究で訪れたドイツのある大学で、たまた

せん。その意味では、卒業を別れととらえずに皆さん
との再会を誓っていただければと思います。皆さんが
社会に出るにあたって一つお伝えしておきたいことが
あります。「頼まれごとは試されごと」。会社に入った
らまずは新人研修をし、半年後あるいは一年後にはと

まアイヴァー・ジェーバー博士の講演を聞く機会に恵
まれました。江崎玲於奈博士とともに1973年のノーベ
ル物理学受賞者です。正確に内容を再現（日本語訳）

ある部署で本格的に仕事を開始するでしょう。そのう
ち、いろいろと仕事にも慣れてくると思います。そう
すると「頼まれごと」が増えてきます。最初は何ヶ月

できませんが、
それは実に楽しいものでした。博士「大
学時代はよくやったよ」
「朝から晩までだ」
「何を？」
「ポーカーゲーム（トランプ）だ」会場笑い。博士「そ
の後ノルウェーの大学卒業後、留学したのだ」
「スコ

もほったらかしになっていたオフィスの掃除や書類の
大量コピーかも知れません。このような「めんどくさ
い」ことはおおむね新人に依頼がきます。それを「面
倒」と思わずに「喜んで！」と受け止めることができ

アは６段階の５か６だった」
「留学希望先はすぐに
OK さ」「受け入れ先は数値が大きいほど好成績なの
だ」「ノルウェーでは１がベストだったのに」会場大
爆笑（冗談か、その真意は定かでない）
。その後、半
導体内におけるトンネル効果の実験の話に及ぶと、
「本
当かどうか、おれが確かめてやろう」と挑戦的な意欲
がうかがわれました。皆さんはこの量子力学的内容は
ご存知でしょう。古典的障壁を透過するものです。
さて、冒頭の問い「今の感想」に対して、この機会
に私もこの数年を振り返り、上記のような事柄が思い
浮んできました。実は、このように過去を振り返って

ればきっと職場での仕事が楽しくなるでしょう。頼ま
れごとがあったら「あなたが試されている」と思って
みてください。上司は掃除やコピーを頼むことで「面
倒なことを積極的に受け入れることができる人材かど
うか」を見ているのです。同時にそれは「会社の運営
危機の局面にリーダーシップをとって乗り切ることの
できる人材かどうか」を試しているのかも知れませ
ん。また頼まれたことを言い訳せず一度でも「期待以
上にやってのけて」みてはいかがでしょうか。そのう
ちに職場の中核の仕事が舞い込んでそこで重宝される
重要人物になっているはずです。私は広島大学に赴任

みることは「20代の私」には苦手でした。数々の失敗
が甦り無意味に思えたからです。しかし、今やってみ
ると心豊かになり、将来への活力につながります。ス
マホやディスプレイから目をしばらく離して、入学時
期から卒業までを振り返ってみませんか。あなたの将
来へ何かがあると思うのです。ジェーバー博士の例の

してから19年目に入りますが、これまでの印象では広
島大学を卒業・修了された皆さんはそれが十分にでき
る人が多いように思います。卒業生、修了生のみなさ
んに是非たくましく明るい人生を送っていただきたい
と切に思います。おめでとうございました！

ように20歳そこらで何も決まらず、障壁（困難）を乗
り越え、才能が開花されますように。皆さんのご活躍
をお祈りします。
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ますますのご活躍を楽しみにしています
化学科長

中

田

卒業生・修了生のみなさんへ

聡

化学専攻長

卒業生の皆様、ご卒業おめでとう
ございます。広島大学の４年間はい
かがでしたか？平成29年４月の新入
生に向けたメッセージに、
「大学生

井

上

克

也

卒業生・修了生のみなさん、ご卒
業・修了おめでとうございます。
大学・大学院では、基礎的な学問
から専門的知識、実験や演習、研究

活４年間の集大成に『卒業研究』が
あります。これは専門の講義で学ん
だことを基盤として、科学の未解決問題の解明を目的
とします。ところが単純作業や暗記だけではその目的
は達成できません。もし皆さんが大学生活の４年間で
問題解決のための能力を身につけることができたら、
宝の山を探し、宝の山の存在に気づき、宝を見つける
ことができます。
」と書きました。
「宝の山」とはライ
フワークかもしれません。
「宝の山の存在」とはチャ

まで研鑽を積んできたことと思いま
す。また、学問以外でも社会的なこ
と、個人的なこと、様々な成長をしてきたはずです。
広島大学での生活は楽しかったでしょうか？
学問的には高校までの受け身的学習から能動的勉強
へ転換を図ることが大きな目的だったはずです。この
転換を皆さんは達成できたでしょうか？これから社会
人になれば、自分の担当の仕事は自分で進める必要が
あります。その際必要になるのは能動的な情報収集と

ンスや出会いかもしれません。
「宝」とは家族や仲間
と喜びを分かち合う瞬間かもしれません。いずれにせ
よ、これらはチャレンジや努力でその可能性が高まる
と思います。
今年度注目された本の１つに、「君たちはどう生き

検討等です。能動的に何かをする、ということは、人
生の限られた時間をどう使うか、と同じことです。
社会で生きるとき“社会や会社のギア”と思える時
もあります。ギアは、要求されたことを、回転数や運
動量などを変えて次に伝えることです。これはもはや

るか」（著者：吉野源三郎）があります。主人公のコ
ペル少年（15歳）が、彼自身の日常生活と叔父さん
のノートから、「生き方」を真剣に向き合い、懸命に

生き物でもありません。では何かしら社会や会社に役
立つことをして、ご飯を食べて生活して、人並みに生
きて生活すること、これは動物と同じです。こんなも

見つけている姿がこの本のポイントです。またこの
本は、1930年代（第二次世界大戦開戦前）に小学生
向けに出版、つまり言論の自由が奪われる時代に書
かれたことも注目点に挙げられています。この本に

のでいいのでしょうか？学問を知るものしか、楽しめ
ないこと、幸せを感じられないことはほかにあるので
はないでしょうか？それは知りたいと思ったことを、
情報集めとは異なる、能動的な勉強や実践で知ること

はたくさんのメッセージが書かれていますが、「自分
で自分を決定する力」や「自分自身の経験を重視し、
感じたことを深く考えること」等、コペル少年より
も７歳年上の皆さん（今更ながらずいぶん年上の私）
にも、これからの人生に向かって再認識することが
多い本だと思います。
「卒業研究」が直接皆さんの人生の役に立つという
可能性は実は少ないと思います。それよりも卒業研究
に関して、「あなたの独創性は何ですか？」
、
「問題点
を克服又は研究を発展するために自発的に取り組んで
きたことは何ですか？」
、
「他人に自分の研究内容を理

です。卒業・修了後は、このことを念頭に置き、豊か
な人生を歩んで行くことを期待しています。さらには
一生の間、時間あるときには常に勉強し、知る楽しみ
を謳歌していただきたいです。

解してもらうために努力したプレゼンテーションの目
玉はどこですか？」
、
「失敗を恐れずチャレンジし、失
敗から学んだことは何ですか？」といったことは、こ
れからの人生の糧となるに違いありません。皆さんが
広島大学での学生生活の中で得た糧を元に、益々ご活
躍されますことを心より楽しみにしています。
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今後の活躍に期待しています
生物科学科長

千

原

修了生の皆さんへ
崇

裕

生物科学専攻長

生物科学科卒業生の皆さん、卒業
おめでとう。皆さんは４年間（＋α）
で多くのことを学んできました。更
に部活やバイト、恋愛でも様々な経

菊

池

裕

生物科学専攻を修了される皆さ
ん、おめでとうございます。専攻教
員一同、
心よりお祝い申し上げます。
大学院卒業後は、博士課程に進学

験をしてきたのではないでしょう
か。入学当初の自分を思い出してく
ださい。たった４年間でかなり違う、大きく成長した
自分に気付くことでしょう。今、これを読んでいる時
くらいは苦難を乗り越えた自分自身を褒めてあげても
いいのではないでしょうか。本当におめでとう！
以下、卒業する皆さんへ、私から少しだけアドバイ
スしたいと思います。まず、
「精神的にタフであれ！」
ということです。皆さんはこれから学部生ではなく、

する人、社会へ旅立つ人など進路は
様々だと思います。皆さんが大学や
大学院で学んだことは、今後の進路においてどの様に
役立つのでしょうか？生物科学科・専攻で学んだ知識
に関して言いますと、実社会で直ちに役立つことはほ
とんどないと言っても過言ではないと思います。
事実、
実社会においては遺伝子組換え体の使用は厳しく制限
されていますし、工業的に基礎生命科学の基本原理が
利用されることはほとんどありません。それでは生物

社会人・大学院生として様々な競争・競合の中で生き
ていくことになります。楽しいこともありますが、む
しろ辛いことの方が多いでしょう。しかし、全ての事
象には二面性があります。辛い事であっても、その原
因を探ることにより新しい視点に気付くかもしれませ

科学専攻で学んだ多くの事にはどの様な意味があるの
でしょうか？現在私達の身の回りにある物には、非常
に多くの技術が使われています。その技術の基礎とな
る原理は、何十年も前（或いは100年以上前）に発見
されたものです。基礎となる原理が発見されたときは、

ん。また、辛い事の先には成長した自分が待っている
かもしれません。そう考えると、全ての事象を自分の
成長の糧にすることができます。いわゆるポジティブ

何に役立つのか分からなかったことが、何十年も経て
私達の身近な製品となり、初めて発見の重要性が理解
できるようになるのです。従って、皆さんは何十年も

シンキングです。これは社会の荒波を楽しく乗り越え
ていくためには必要な技で、NHK の子ども番組の歌
にも以下のような歌詞があります。
「困った時がチャ
ンスです♪頭のよくなるチャンスです♪」
（歌詞引用

先に役立つ基本原理を学んだことになります。大学や
大学院で学んだ知識は、卒業後直ぐに役立つわけでは
ありませんが、基本原理発見のプロセス・原理の証明
方法や論理展開の方法など間接的に役立つことは非常

『ともだちいっぱい－かずとあそぼ－ペカリンさんの
テーマ』（作詞 朝比奈尚行）
）
、いい歌です。ものの捉
え方によって、精神的にタフになることができるので
す。これから体験する全ての事を楽しみながら、大き
く成長して欲しいと思います。
そしてもう一つ伝えたいことは、
「自分を変えるこ
とに貪欲であれ！」です。学部生活はこれで終わりま
すが、今後も自分自身を磨き成長することに対して貪
欲であり続けてください。我々に与えられた時間には
限りがあります。その時間の中で、
如何に成長するか、
そして楽しむか、選択するのはあなたです。例えば、

に多いはずです。今後、実社会の中で大いに役立てて
欲しいと思います。
更に社会に出る人にとっては、小学校入学以来約18
年以上学校に所属し、初めて学校でない場所に身を置
く事になります。私もかつて社会に出たときの事を思
い出しながら、これから卒業する皆さんにアドバイス
をさせていただくなら、
「４月から所属する組織を、
将来もし辞めたときどうするのか」
、という事を考え
ておいた方が良いということです。まさにこれから希
望を持って、社会に飛び出そうとしている皆さんには
適切ではないアドバイスかもしれません。しかし、社

居場所を変えることには大きなエネルギーを割きます
が、それだけでも人は成長できます。ずっと広島にい
るより、日本全国、世界の国々を経験し、多くの人々
に出会って欲しいと思います。変化を恐れず、前のめ
りで成長し続ける人生。
サイエンスが生まれる場所「理
学部」を卒業する皆さんらしくていいじゃないです

会に出る前の卒業の時期であるからこそ、その事を考
える良い時期なのではないかと思います。私の大学時
代の同期で言いますと、約半数は既に最初の職を離れ、
卒業直後とは異なる仕事をしています。現在は世の中
の動きが非常に速く、しかもダイナミックに変化して
います。これから進む道が本当に良いのか、別の道に

か。人生を終えるその時に「我が人生に悔いなし」と
言えるような有意義な人生を送りましょう。皆さんの
今後の人生に幸あれ！

進む、或いは自ら新たな道を切り開くのが良いのか、
常に自問自答しながらこれからの新しい道を進んでほ
しいと思います。今後皆さんが社会で活躍されること
を、心より祈念しております。
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卒業生・修了生の皆さんへ

修了生の皆さんへ

地球惑星システム学科長・専攻長

安

東

淳

数理分子生命理学専攻長

一

西

森

拓

数理分子生命理学専攻を修了され
る皆さん、おめでとうございます。
皆さんは、本専攻で無事修了に至っ
たわけですが、入学以来、このとて

地球惑星システム学科と地球惑星
システム学専攻を卒業、修了する皆
さん、おめでとうございます。教員
一同、心からお祝い申し上げます。
皆さん、広島大学の学生として

も長い専攻名を書類に書き込む煩わ
しさ以外にもいろいろと戸惑いや苦
労があったことと思います。
高校では、生物学、化学、数学などを個別の教科と
して学び、大学進学時には、専門知識をより深めるた
め、学科を選択し、それぞれの学科で、専門特有の「知
識体系」を身につけてきました。あえて「知識体系」
としたのは、個々の知識だけでなく、知識の得るため
の手法、得られた知識の解釈の仕方も皆さんが自然に

過ごした時間はどうでしたか。今
後の人生の糧にできる何かを、自分なりに得ること
はできましたか。地球惑星システム学科 / 専攻にお
ける勉学や研究、そして課外活動などから一つでも
多くの糧を得ていることを願っています。特に、切
磋琢磨することができる友達、先輩後輩を得ている
ことを願っています。
考えるに、皆さんが地球惑星システム学科 / 専攻で
身をもって学んだ重要なことの一つは、私達人間の存
在は空間的スケールでも、時間的スケールでも、とて
もちっぽけなものであると言うことではないでしょう
か。地球のダイナミックな活動や、根本的な地球表層
環境の変化は人間では全く制御できません。また現在

学んできたからです。データ処理の仕方、論理の積み
上げ方、実験手法など、分野によって研究方法は大き
く異なり、さらに、「厳密な」証明ができたか否か、
実験で示せるか、再現性が得られるか、モデルが現実
を上手く表しているのかなど、「ちゃんと分かること」
自体の定義も分野によってまちまちです。大げさに言
えば、これらは分野ごとの「文化」の違いともいえる
ものです。

の地球の姿は、大陸の形成や消滅といった不可逆的に
進行している地球科学現象の積み重なりの結果として
現れている一時の姿でしかありません。このような地

各学科を卒業後本専攻に進学し、他学科出身の同級
生と共通のセミナーで発表し、また、発表を聞いたと
きの印象はいかがだったでしょうか。異なる分野の発
想パターンが自分のものとずいぶん違っていると感じ

球の上で生きながらえているのが人間だということ
を、しっかりと理解したのが皆さんだと思います。こ
のことを踏まえて皆さんに伝えておきたいことは、月
並みですが、地球の46億年の歴史に比べて、ほんの一

なかったでしょうか。自分には当たり前のストーリー
に思えても、隣にいる同級生は首をかしげている、あ
るいは、自分にはちんぷんかんなのに同級生は鋭い質
問をしているのを見て驚いたり焦ったりしたかもしれ
ません。そのとき、A. 用語が通じない相手とは勉強
や研究での協力は難しいかも、と思ったでしょうか、
あるいは、B. 言葉も発想も全然違うので、うまく協
力できれば面白いかも、と考えたでしょうか。むろん、
そのどちらが正解なのか単純にはいえませんが、本専
攻では、B の考えをもった修了生が少しでも多く出て
くることを願い、19年前の専攻発足時より生命科学と

瞬で過ぎ去ってしまう自分の一生を、思いっきり何事
に囚われることなく、ただひたすらに自己実現に向け
て努力し、充実したものにして欲しいと言うことで
す。これまで得た経験を十分に生かしつつも、これま
での経歴にとらわれることなく、自分を信じて自己実
現に向けて様々な新しいことにチャレンジし続けてく
ださい。
自己実現の過程では、多くの小さな目標を立て、そ
の目標を達成するための努力が必要です。しかし、いく
ら努力しても自分の思い通りにならず、目標に到達する
ことが困難なことが多いのが世の常です。思い通りにな
らない時にその結果を受け入れ、柔軟に軌道修正をしつ
つ努力を継続出来ている人が、充実した人生を歩んでい
るように思えます。また、正しい心で一所懸命に努力し
ていれば、その姿を必ずしっかりと見てくれている人が
いて、自己実現のサポートをしてくれます。
皆さんの今後の人生が、充実したものになるように

数理科学の融合を国内外に先駆けて推進してきまし
た。最近になって、皆さんの先輩が、生物学、化学、
物理学、地球科学、数学などの境界領域で研究者・技
術者として活躍するシーンも増えてきました。また、
教員になった先輩が、サイエンスハイスクールなどの
制度を通じて高校生の研究活動を促し、例えば、数理
モデルを使って化学反応系の振る舞いやスポーツ競技
の解析を進めているシーンも見られます。学問、とり
わけ理学が、現在の姿に細分化されたのには歴史の必
然性がありますが、一方で、自然や生命や社会は、人

願っています。そして今後も母校である広島大学を応
援してください。
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間によって分け隔てられた分野を意識しながら動いて
いるわけではありません。
修了生の皆さんには、各分野、各持ち場での活躍は
もちろんですが、言葉や文化、国境など、様々な意味
での「壁」を打ち破る活躍を期待しています。最後に、
専攻の修了生にもう一度、そして、理学部・理学研究
科、すべての卒業生・修了生の皆様、おめでとうござ
います！

―8―

卒業生・修了生からのメッセージ
４年間を振り返って
数学科

鈴

木

裕

也

大学生生活の４年間が終わろうとしている今、入学
時に比べて大きく成長した自分になっていると感じま
す。４年間、
アルバイトや実習などで様々な経験をし、
たくさんの人と出会い、大切なものをたくさん得るこ
とができました。特に、４年間を共に過ごした親友と
の日々は一生の思い出になると思います。
私は数学教師になる夢を叶えるため数学科に入学
し、入学時から４年間、数学と教育の２つの内容を主
軸にして勉強してきました。数学の勉強では一年生の
頃に挫折を味わい、４年間やっていけるのか不安に感
じました。高校数学からの変化についていけず、成績
も振るわないことばかりでした。周りの友達の助けも

友人との旅行にて（座っている左から２番目が筆者）

遠回りする日々
平

原

祐

輔

あり次第に内容にも慣れ、なんとか４年生になりまし

物理科学科

た。４年生からはゼミ方式で、先生の熱心なご指導の
もと楽しく勉強ができました。勉強内容にも興味があ
り、もっと勉強がしたいと思い大学院への進学を決意
しました。一方の、教育に関する内容では、教育者に
相応しい知識を身に着けるだけでなく、介護体験や教

今から四年前、「素粒子を学ぶ」という目標を掲げ
て物理科学科の門を叩いたのだが、わんこそば式に
次々と課される課題やテスト、人を駄目にする西条の
気候、長年の趣味である折り紙、新たに始めた鳥人間
に気を取られ、素粒子素粒子と口先で言うものの何一
つ素粒子について自習することもなく二年半を過ごし

育実習といった教育現場の経験もできました。教育実
習で１ヶ月の間中学校と高校の教師を経験できまし
た。教育実習は広島大学の附属高校で行われ、素晴ら

てしまった。
鳥人間では毎日夜中まで大学に残り時間感覚を狂わ
せながら機体製作に没頭したり、期末試験期間真っ只
中に琵琶湖に赴き鳥人間コンテスト参加したりするな
ど、怒涛のように押し寄せる事事物物に潰されそうに

しい先生方にご指導して頂きました。友達との共同生
活で、授業や教育観の有意義な議論ができたことも思
いだされます。自分が考えた授業を行う中で、知識の
浅さや授業進行の未熟さを痛感させられ、もう一度進

なりながらも、モノづくりと鳥人間の雰囲気に愉悦を
覚えていた。合間を縫って楽しんだのが折り紙であ
る。
高校以来、
作品創作を中心に取り組んでいるのだが、
大学ではこれに加え折り紙サークルの方で、他大学と
の合同展示会など学外へ活動の範囲を広げていった。
鳥人間を引退し、予定表が最密充填構造でなくなる
と、今度は折り紙のみならず物理でも外部と交流した
くなり、三年の夏に KEK のサマーチャレンジに参加
した。これは大学生約七十名が KEK で施設見学・講
義・実験を九日間朝から晩までやるという酔狂なプロ

路について考える分岐点になりました。教育実習で社
会を知ることができ貴重な経験となりました。
私の大学生活は勉強だけでなく、よく遊んだと思い
ます。
様々な場所へ旅行に行ったり、
友人の家に集まっ
たり、様々な行事に参加したり。特に私の所属するゼ
ミでは、バーベキュー、キャンプ、ソフトボール、フッ
トサルなどたくさんの行事が行われ、振り返ると楽し
い思い出ばっかり浮かんできます。
広島大学で出会った多くの方々に支えられ、このよ
うに充実した４年間を過ごすことができたと思いま
す。この４年で大きく変わった私ですが、悩んで決め

グラムである。興味のある分野を一、二年生の頃から
自習している知的好奇心の権化というべき参加者も多
く、口先素粒子の私は無知が露呈すると参加を後悔し
た瞬間もあったのだが、全体として非常に有意義な体

た自分の将来に、後悔がないようにこれから始まる大
学院生活を頑張ります。
最後になりましたが、４年間の学校生活を支えてく
れた両親、熱心にご指導してくださった先生方、大学
生活を共に過ごした友人に心から感謝いたします。あ
りがとうございました。そしてこれから始まる２年間

験であった。特に、自分が知らなかった分野の人と話
せたことは、現在の私に多大な影響を及ぼしている。
元々、加速器実験や宇宙論といった分野に興味を持っ
ていたが、これを機に物性も含めた物理全体に興味を
持ち始めた。すると、素粒子・宇宙・物性という枠が

よろしくお願いします。
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外れ、分野間の繋がりを意識するようになった。最近
は異分野間の概念の対応や異分野融合に興味が移り始
めている。
斯くの如き体験を挟みつつも、現在は当初の目標通

は充実していませんでした。
しかし、そんな私が気まぐれで参加することにした
START という１年生向けの短期留学プログラムがそ
の後の自分を変えたと思います。初めてのオーストラ

り素核実験系の研究室に所属している。ここでは意外
なことに過去の経験が活きる。鳥人間で苦心惨澹した
プログラミングはデータ解析の基本となり、鳥人間の
突貫的な作業は実験作業の基礎となる。そして折り紙
の創作のために展開図を考えている時と物理理論を追
う時では頭の使い方が実は似ている。
「素粒子を学ぶ」
という地点に辿り着くまで随分と遠回りしたが、これ
らの体験は全て繋がっている。そして、そこから新し
い見方や興味が生まれる。新たな目標が出来た時、再

リアで日本とは異なる文化や人に接することの楽しさ
を覚え、帰国後も英語の勉強はもちろんのこと、専門
である化学の勉強にも懸命に取り組むようになりまし
た。一緒に START プログラムに参加した友達の誘
いで、ボランティア団体に入り、様々な人と交流する
ようになりました。長期休みの度に留学や旅行で外国
を訪れることが楽しみとなりました。ついには HUSA
という広島大学交換留学プログラムでアメリカに10ヶ
月留学しました。今思えばこれらの海外留学での体験

び遠回りする日々が続くのであろう。
最後になりましたが、大学期間中には書ききれない
ほど様々な方面の方々にお世話になり、勉強させてい
ただきました。ご迷惑をお掛けすることもありました
が（特に鳥人間）本当に有難う御座いました。これか

やそれに向けての準備が現在の自分を形作っていると
言っても過言ではないです。また、少しのきっかけで
人間は変わることができるということを、自分自身を
通して知ることができました。
昨年の３月には研究室配属となりました。有機典型

らも宜しくお願いします。

元 素 研 究 グ ル ー プ に 配 属 と な り、 山 本 陽 介 先 生 と
Shang Rong 先生の指導の元で、日々研究に励んでい
ます。思うような結果が得られる実験はほんの少しで
すが、まだ誰も見たことがない化合物を作るために少
しずつ前進していくという過程を経験しています。こ
うした体験は大学を卒業し、社会人となってからも活
きるものだと感じています。
前述のように、私は大学生活で決して輝かしいス
タートを切ったわけではありませんが、自分の選択と
その後の行動次第で道を切り拓いていけるということ
を実感しています。これからの大学院生活も周りの人
への感謝を忘れず、自分なりに楽しんでいこうと思い
ます。

高エネルギー加速器研究機構（KEK）・サマーチャレンジ
演習班での集合写真（中段右から二人目が筆者）

卒業によせて
化学科

前

田

修

平

広島大学理学部化学科に入学してから早いもので、
気がつけばもう卒業となりました。私は自分のことを
語るのが得意な人間ではないのですが、執筆の依頼が
あって今回書かせていただくことになりました。
私は広島出身で、広島大学に進学した理由は「浪人
して両親に苦労をかけたし、大学は実家から近いとこ
ろにしよう」というものでした。化学科を受験した理
由も
「入試の問題が化学のみで準備しやすい」
でした。
そのようなやる気があまりない状態で入学したため、
１年生の前期はモチベーションも上がらず、大学生活
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留学先にて自分が彫ったカボチャと

教師という夢に向かって
生物科学科

中

居

可奈子

私は、将来は高校の生物の先生になるという意思を
もって、この広島大学に入学しました。私にとって大
学生活４年間は、この夢を叶えるため、そして自分を
成長させるための貴重な時間となりました。
高校生の時から高校教師という職業に憧れ、特に生
物学を専門的に学びたいと思っていた私にとって、大
学での授業はすべてがきらきらしたものに見えまし
た。英語で書かれた分厚い教科書、高校の時とは比べ
物にならないほどの専門的な内容、そして何を質問し
ても答えてくださる先生方。自分ができる全ての努力
をもって、生物学を学ぼうと決意しました。知識を得
るための座学だけでなく、生物科学科のプログラムは
学生実習が充実しています。特に内陸県出身の私は、

学科の女子での忘年会（右列の一番手前が筆者）

「考え、動く」ことで成長できる時間
地球惑星システム学科

白

石

尚

輝

４年前の４月に私は広島大学に入学し、この４年間
で多くの経験をして、今、卒業を迎えました。このメッ
セージを執筆させていただくこととなり、大学生生活

毎週ある学生実習とは別の、宮島や向島で行われる実
習を通して、瀬戸内海でしか見られない海の生物に触
れ、学べたことが貴重な経験になりました。また、４
年生になってからは研究室に配属され、最先端の研究
に触れることができました。誰もやったことがない未

４年間を振り返ってみたのですが、一つ一つの経験が
「今の自分」をつくっているということを感じていま
す。家族と離れての初めての一人暮らし、自分で考え

知の領域に踏み込み、実験を進めていく経験は、科学
的な考え方を習得するとともに、専門性を知識として
ではなく経験として身に着けることができました。こ

て動かなければならない大学生活、初めてのアルバイ
ト、自分の研究、自分の未来のために努力する時間、
初めての経験も多く、楽しいことばかりではなかった
４年間でしたが、私はこの４年間で大きく成長できた
と胸を張って言えます。

の４年間で培った生物の専門性は、高校教師として大
きな財産であり、この４年間は自分の中の「生物学が
好き」という気持ちを一層大きくしてくれたように思
います。
また広島大学に来てもうひとつ良かったと思うこと
は、教員養成プログラムが充実していることです。特
に教育実習は広島大学附属学校で行われ、ベテランの
先生方のもと、授業の組み立て方や進め方、板書の仕
方まで丁寧に指導してくださいました。また中には、
２時間ほど教員生活や教員という仕事の実際について
お話してくださった先生もおられ、私にとってすごく
良い機会になると同時に、教員になるという決意が固
まった経験にもなりました。
これらの経験と努力をもとに、私はこの夏、高校生
物で教員採用試験に合格することができました。こう
して夢を叶えられたのは、広島大学で学べたこと、そ
して時には辛く悩み続けた時期もあった私を支えてく
れた先輩や友達、そして先生方のおかげです。この場
を借りて、心からお礼を申し上げたいと思います。本
当にありがとうございました。そして４月からは、夢
であった高校教師として、大学での経験を糧に頑張り

この４年間は、自分で考えて行動しなければならな
い場面がほとんどだったため、最初は不安と戸惑いだ
らけで大学生活が慌ただしく始まったことを覚えてい
ます。そんな時支えになったのは、同じ学部・学科の
仲間たちや先輩方、先生方とのつながりでした。大学
生活を通して一社会人として自立していかなければな
らないということは常日頃から考えていたのですが、
それと同時に、人とのつながりは一生大切にしていか
なければならないということをこの４年間で改めて強
く実感しました。大学卒業後も一つ一つの出会いを重
んじ、一人一人とのつながりを大切にしていきたいと
思います。人とのつながりについての考え方が深まっ
たことも４年間での自分の成長の一つです。
そして、この４年間での私の最大の成長かつ今後の
課題は、
「自分で考え、動く」（ことができるようになっ
た）ことです。大学生生活とそれ以前の生活との最も
大きな違いは、自分で選択しなければならないこと・
選択できることが格段に増えるということです。私自
身、この４年間は多くの選択の機会や自分で考えて動
かなければならない場面が多くありました。その全て
において最善の行動を取れたと言い切る自信はありま
せんが、その考える過程を経て行動した経験は、自分

たいです。
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にとって必ず意味のあるものになっていると私は信じ
ています。私は４月から広島大学大学院に入学し、２
年後には教師としての道を歩み始めます。
「考える」
ことと特に深く関わっていく人生を進んでいくことに

で一気に留年コースへ進むことになりました。これは
やばいと２年後期から真剣に勉強に取り組んだお陰で
留年回避に成功したということで、当時の自分に感謝
です。とはいえ本当にギリギリだったため、最後の１

なるので、生涯に渡って「自分で考え、自分で動き」
成長し続けていきたいです。
この４年間での思い出を記し始めると筆が止まりそ
うにないので、最後に感謝の言葉を添えてこのメッ
セージを終えたいと思います。４年間共に助け合いな
がら一緒に卒業まで歩んできた仲間たち、様々な方面
から私を助けてくださった先輩方、学問も含めて多く
のことを教えて私を成長させてくださった先生方、そ
の他お世話になった皆様、そして、誰よりも私を応援

年間で残りの単位の取得、教育実習、卒業研究、教員
採用試験をこなす必要がありました。これはさすがに
無謀だという判断で両親を説得し博士課程前期への進
学へ踏み切りました。今となってはこの判断も名采配
だったといえるでしょう。
４年生といえば研究室配属があり、私は統計ゼミを
選択しました。これは私自身も指導教官もびっくりの
急激な方向転換による決定でした。これは３年後期に
受けたデータ科学の授業で統計の面白さを知ったのが

し尽力してくれた家族に、心の底から感謝申し上げま
す。今の自分があるのは、これまで自分に関わってく
れたたくさんの人たちのおかげです。本当にありがと
うございました。

きっかけでした。数学は学んでも意味がないと思われ
がちで、私自身も大学を出たら２度と使うことはない
と思っていましたが、統計は将来に生かすことができ
るというのが最終的な決め手となりました。他分野の
方々には大変失礼な言い方ですが…こうして統計ゼミ
に配属されましたが、同時に統計の道に進みたいと思
うようになりました。
このように予期せぬ出来事の連続でしたが、最も予
期せぬ出来事が博士課程後期への進学を決意したこと
です。未だに数学なんて全く分かりませんが、どうや
ら統計を本格的に勉強、研究をしていく中で何かが目
覚めてしまったようです。この道へと導いてくださっ
た指導教官には本当に感謝しています。
勉強のことばかりになりましたが、様々な社会勉強
をさせてもらったり、お互いを理解し合える親友や人
生のパートナーとの出会いもありました。これまでの

３年目の住まいサポーターシーズン時の集合写真
（最前列左端が筆者）

６年間はすべて私の財産です。最後になりますが、あ
と３年も学生でいることをお許しください。必死に勉
強し、立派な研究者になります。

６年間の軌跡
数学専攻

大

石

峰

暉

私が広島大学に入学してから早６年、博士課程前期
の修了が近づいてきました。入学前から考えると、良
い意味でも悪い意味でも全く想像のできない６年間で
した。
“数学が好きで、大学で極めたい”といういかにも
な理由で数学科に入学しました。数学しか取り柄がな
かったというのが実際のところですが、数学が好き
だったのは本当です。
当時は数学の教員を志しており、
大学院に進む気は全くありませんでした。さて、数学
の授業に関してですが、入学早々何をやってるのかわ
からないというよくある壁にぶつかり、勉強を放棄す
るというありがちなスタートを切りました。それでも
単位は何とかなったりもしましたが、１年前期の教養
ゼミと２年前期の専門科目すべての単位を落とすこと
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行動計量学会岡山地域部会にて（右が筆者）

この６年間で得たものたち
物理科学専攻

乾

遥

香

この広島大学理学部物理科学科の門をたたいてから、
はや６年が経ちました。この大学生活では本当に多く
の人と出会い、様々な経験をさせていただいたので、
入学したての頃の自分では想像できないほど充実した
６年間となりました。そしてそのなかで得た知識・経
験や価値観などが、まだまだひよっこで甘ちゃんだっ
た私を大きく成長させてくれたのだと思います。
研究生活のなかで私を一番成長させてくれた出来
事といえば、
大学院１年生で参加した国際学会“VUVX
2016”です。VUVX2016とは、2016年７月３〜８日に
スイス連邦工科大学チューリッヒ校で行われた、真空
紫外・X 線を用いた物理・化学研究に関する国際学会
です。私はこのとき、学部４年生から継続して研究し

国際学会でのディナークルーズにて
（左から２番目が筆者）

大学生活を振り返って
化学専攻

木

下

真之介

始めに、H30年化学専攻修了生を代表してメッセー
ジを書かせていただくことを光栄に思います。せっか
くの機会ですので、僕の大学生活の中で印象深かった

ていた「安息香酸分子の価電子励起状態からの内殻励
起に関する理論計算」
（分子内の炭素や酸素などを内
殻励起する際、軟 X 線を用います）についてポスター
発表しました。この話を初めて承ったとき、正直英会
話は得意ではありませんし、なにより専門知識をさほ

シャンパンの闇（フットサルサークル）での活動と構
造物理化学研究室で過ごした研究生活について書きた
いと思います。

ど持ち合わせていない状態で参加することが不安でた
まりませんでした。
しかし、
せっかく頂いた貴重なチャ
ンス。とりあえず今の自分なりに一生懸命取り組んで

シャンパンの闇は、僕が２年生のときに結成された
フットサルサークルです。メンバー全員が理学部の
H24年入学生で、その半分ほどがフットサル初心者で
した。練習の成果が実を結び、僕たちが４年生のとき
にシャンパンの闇は県内のフットサル大会で初めて優

みようと決意しました。
その結果、準備期間中は決して楽しいばかりの時間
ではありませんでしたが、周りの方々の温かい支援の
もと、乗り切ることができました。本番では様々な研
究者さんが私の拙い説明を真摯に聞いてくださり、激
励のお言葉もくださいました。自分の発表以外の時間
も、同伴してくださった教授や現地で出会った他の研
究者の方々のおかげで、本当に楽しく充実した時間を
過ごしました。
英会話は相変わらず下手な私でしたが、
冷静に今の自分の実力を直視できましたし、自分の能
力を上回っているであろう物事にトライしてみる度胸
が身に付きました。
この４月から私は社会人となり、チャンスをつかむ
役目を果たすのはもう自分自身しかいません。この研
究生活のなかで得た自信と度胸、そして自身にできる
ことを冷静に見極め遂行する能力をもち、自分のポテ
ンシャルを上げつつ社会貢献できる社会人を目指して
いきます。
最後に、この大学で出会った理学部のみなさんや
サークルの方々、私のことを遠方から心配し支えてく
れた家族や地元の友達、熱心に指導してくださった教

勝しました。その後の大会でも優勝２回、準優勝１回
の成績を収め、シャンパンの闇は強豪チームに成長し
たと言っても過言ではありません（笑）。フットサル
だけでなく、僕はプライベートな時間の多くをみんな
と過ごし、たくさん笑いました。おかげで僕の大学生
活は楽しかったです。ここでお礼を言いたいです。卒
業後もたまには会って近況を報告し合いましょう。
構造物理化学研究室での研究生活も充実していまし
た。研究室に配属されて日の浅かった僕は、先輩方の
補助を受けながら実験していました。しかし、思うよ
うな測定結果が得られないまま深夜まで実験する日が
続くことがありました。試行錯誤の後、測定が成功し
たときに先輩と一緒に喜んだこととその達成感を今で
も覚えています。また、学会では自分の発表が十分に
聞き手に伝わらず、発表後の質疑応答のときに誰から
もコメントを貰えないという苦い経験もしました。そ
んな僕も研究室の先生方、同期、後輩のアドバイスの
おかげで昨年12月の学会で賞をいただきました。
「やっ
と伝わった」という嬉しさでいっぱいでした。研究で
は困難に直面し、長い忍耐が必要になることが多いで
すが、それを乗り越えたときに得られる達成感は何も
のにも代え難いです。それから、自分の研究成果が他

員の方々、皆様のおかげで私はここまで踏ん張れまし
た。本当にありがとうございました。またお会いでき
る日まで。
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人に評価されたときの喜びもまた特別です。この文章
を読んでくれた方に研究生活で得られる達成感と喜び
が少しでも伝われば嬉しく思います。
最後に、僕の大学生活を経済的に支援してくれた家

去は変えられないが、自分と未来は変えられる。
」で
す。実験に失敗して落ち込んでいた時には、失敗した
過去を変えることが出来ない事を悩むのではなく、失
敗の原因の可能性を書き出し１つずつ確認していき、

族（特に両親）にも感謝を伝えたいです。広島大学の
ますますのご隆盛を心よりお祈り申し上げます。

次の実験では今後の糧にしていきました。人間関係に
悩んでいた時には、他人が変わらないのを嘆くのでは
なく、自分をどう変えていくかを考えるようになれた
と思います。
大学生活では、学部の友達、研究室のメンバー、サー
クルの同期、バイト仲間など様々な出会いがありまし
た。その１つ１つの「人とのつながり」で得られたも
のは自分自身の財産になっていると思います。
最後になりますが、温かく丁寧な指導をしていただ
いた先生方、共に学んで来た友人、そして学生生活を
様々な面から支えてくれた家族のおかげで無事に社会
人としての一歩を踏み出すことが出来ます。この場を
借りてお礼を申し上げます。皆様のおかげで充実した
学生生活を送り、様々な経験を積むことが出来まし
た。ありがとうございました。

シャンパンの闇のメンバー（前列一番右が筆者）

この６年間で得たもの
生物科学専攻

下

野

起

将

私の大学生活はあっという間の６年間でしたが、改
めて振り返って見ると非常に充実した日々を送ってき
ました。これらの思い出に不可欠なのが「人とのつな
がり」です。私は広島大学で素敵な人々と出会えるこ
とが出来ました。
学部生のときには学科長をしており、学科の友人や
先輩方との深い絆を深めることが出来ました。また、
学部全体で行われるオリエンテーションキャンプの運
営に携わり、アクティビティの企画を行いました。そ
こで他学科とつながりが出来ました。特に、私の所属
していた企画グループはとても仲が良く、授業が終わ
るといつも私の家で夜遅くまで集まって話し合いをし
ていました。自分が周りを見えてないときには叱って
もらったこともあり、いつも向上心を持ってお互いを
高めあうことが出来たと思います。そのメンバーで数
回にわたり旅行にも行き、一生忘れることのない思い
出が出来たと思います。
学部４年生から配属される研究室では、優しい先輩

サークルの卒業旅行にて（前列左端が筆者）

知り、考え、伝えること
地球惑星システム学専攻

松

村

宥

也

大学入学からの６年間、学業だけでなく、アルバイ
トやサークル活動など、新しい事に沢山チャレンジを
してきました。大学生活前半は、クラシックギターを
演奏するサークルに所属し、練習はもちろん、サーク
ルの運営や演奏会の運営にも携わりました。高校まで
は運動部に所属しており、良くも悪くも厳しい上下関
係の中で過ごしていたので、学年の壁を越えて深く交
流する環境がとても新鮮でした。年２回の定期演奏会

方や頼もしい後輩にはお世話になりました。先輩方や
後輩のおかげで困難な壁でも乗り越えることが出来た
と思います。特に先輩方には研究内容はもちろんのこ
と、就職活動などについても親身になって相談に乗っ
ていただきました。私が悩んでいるときに出会った１
つの言葉で考え方が変わりました。それは「他人と過

に向けた練習で、技術をお互いに高めつつ、異なる価
値観をぶつけ合いながら、一曲一曲を作り上げていき
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ました。練習を通して、
自分の中に明確な考えを持ち、
それを相手に伝える力が鍛えられたと感じています。
活動自体は３年生で引退しましたが、演奏会に向けた
リハーサルへの参加をはじめ、同期や先輩・後輩との

学に行くと言いますが、私にとっては“自分を創る”
ことのできた大学生活だったと思います。学部生時代
はバラエティーに富んだ友達に恵まれ、良くも悪くも
自由で充実した学生生活を送りながら大人になりまし

交流は今も続いています。サークル活動を通じて、大
学生活で最も大切な仲間を得ることが出来ました。
学部４年生からは研究室に配属され、学業中心の生
活を送りました。選んだ研究のテーマは、３年生まで
主に学んできた分野とは少し違う「地球化学」という
分野に関するものでした。当時の自分の興味に最も近
いテーマではありましたが、研究を進めていく中で、
全く素養の無い電気化学や微生物学に関する実験が必
要となり、実験手法の意味から理解していくのに、正

た。喜ばしいことに当時の友達とはいまだに交流が続
いています。その後、自分自身好きであったサイエン
スをさらに深めたい、そして自分を試してみたいとい
う結論に至り、修士課程、さらには博士課程にまで進
学しました。大学院での生活は楽あれば苦あり、山あ
り谷ありの連続でしたが、その中で私の人生の基礎が
創られたといっても過言ではありません。中でも印象
深いこととして、海外での学会発表に挑戦したことが
思い浮かびます。英語力に不安のある私でしたがノリ

直四苦八苦していました。しかし、知識が付いてくる
につれて、
「この実験結果が意味するところは？」「そ
もそも信用に値する結果なのか？」といった実験の解
釈について深く議論出来るようになり、筋の通った説
明も少しずつ出来るようになりました。何より、新し

と勢い（そして少しのアルコール）によってたくさん
の人との国際的な交流が実現し、これまでの人生には
ない実りある経験をしました。また、国内の学会や研
究会に参加する機会にも数多く恵まれ、他大学の先生
や学生との人脈を広げることもできました。一方で、

い分野の知識を得ることで、今まで目に付かなかった
科学技術に関する新聞記事など、自分の知らない情報
に対する興味が大きく広がりました。

実験の失敗や人間関係での衝突など自らの甘さを痛感
する経験も多くしました。しかし、苦しみながらも活
路を見出し、諦めずに一歩ずつ歩みを進めたことが、

新しい環境に身を置いた６年間の中で、学業や普段
の生活に関して指導・サポートして下さった方々、自
分と意見を交わしてくれた方々、何より、今までに無
い経験を積む機会を与えてくれた広島大学という場に

今の私をかたち創っていると感じます。そして、くじ
けそうなとき支えてくれた良き先生、良き友人と巡り
合えたことが私の何よりの幸せです。
博士課程の修了は長い人生から見ると１つの通過点

とても感謝しています。学生生活を通して重要だと感
じた「自分の意見を伝えること」
「幅広く興味を持つ
こと」という２つは、大学卒業後の生活でも大事にし
ていきたいと思います。

にしかすぎません。次のステージにおいてもまた、楽
しいことや苦しいことがやってくるでしょう。広島大
学で過ごした９年間は私に自信と謙虚さ、そして何よ
りも人生を楽しむ心を与えてくれました。これらのこ
とを忘れなければどんなことがあってもハッピーに過
ごすことができるでしょう。
最後に、多くのチャンスを与えてくださった先生方、
苦楽を共にした友人達、お世話になった研究室のメン
バー、優しき事務の方々、温かく見守ってくれた家族
に心より感謝を申し上げます。そして、頼もしき広島
大学の後輩たちの更なる活躍を願っています。皆さ
ま、お元気で。

最後の定期演奏会 同期との集合写真
（前列左から４番目が筆者）

自分を創った大学生活
数理分子生命理学専攻

坂

根

祐

人

広島大学に入学してから９度目の春を迎えようとし
ます。正直、ここまで長い間お世話になるとは思って
もいませんでした。よく“自分を見つける”ために大

同級生の結婚式で久しぶりの再会（右から３番目が筆者）
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退職教員からのメッセージ
感謝と期待と
物理科学専攻・教授

圓

山

裕

2001年４月に着任して、物理科学専攻物性科学講座
で17年間お世話になりました。振り返ってみて、広島
大学での歳月に感謝の気持ちでいっぱいです。放射光
を用いた研究では、同僚や後輩、院生と共に X 線吸
収分光法による高圧物性研究を展開できたこと、その
成果をベースに国際交流に参画できたことなどが挙げ
られます。特に、放射光施設の現場で教員と学生が教
え学び合う on-site training に格別の思い出がありま
す。また、高校と大学の連携から社会も含めた三者の
連携へ、更に循環へとつなげる試みにも多くの方々か
ら理解と協力を頂きました。少子高齢社会の現在、
昭和27-28年生まれの私達は、研究者としては幸せな
世代だったと改めて感じています。社会的共通資本
（宇澤弘文）としての広島大学の教育研究環境が、次の
世代に継承され更に発展することを願って止みません。

H24年、ゼミ旅行（前列中央が筆者）
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卒 業 論 文 題 目

平成29年度学生表彰について

％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％

１

学長からの表彰
学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと
認められたとして、理学部から１名、研究論文、研究
業績等が国内外の学界において特に高い評価を受けた

※卒業論文題目については、ホームページ等に記載す
ることの同意書の提出があった場合に限り掲載して
おります。

数

として、理学研究科から１名が表彰されました。おめ
でとうございます。
化学科
前田 修平
化学専攻
博士課程後期３年
世良 文香

学

高村 渉太
上川路由基
棟加登 怜
梅山 享佑

２

理学部長からの表彰
各学科から推薦された学生の中から、特に優秀な成
績をおさめたと認められたとして、次の８名が表彰さ

小倉
田村

れました。おめでとうございます。
数学科

物理科学科

化学科

生物科学科
地球惑星システム学科
３

渡部
岸本
加藤

佑真
昌大
盛也

野田
前田
小倉

翔太
修平
光裕

中溝
松岡

真未
友希

正岡
井口
石黒
射延
猪股
上田

理学研究科長からの表彰

沖

各専攻から推薦された学生の中から、特に優秀な成
績をおさめたと認められたとして、次の６名が表彰さ
れました。おめでとうございます。
数学専攻
博士課程後期１年
物理科学専攻
博士課程後期３年
化学専攻
博士課程後期３年
生物科学専攻
博士課程後期３年
地球惑星システム学専攻
博士課程後期３年
数理分子生命理学専攻
修士課程前期１年

小田

金重

大幹 Heegaard 分解の写像類群の有限性
恵司 自己駆動運動する樟脳円盤系の数理モデ
ルを用いた研究
拓矢 ボールの最適な投げ方における数理モデ
リング
すず グラフのスペクトル問題
拓登 ホイットニー位相と横断性定理について
友祐 アリの採餌における行動選択と脳内物質
の関係
先人 網膜桿体細胞内円盤膜上での脂質－光受
靖史
太一

熊谷

武流

凌也

WUSHILONG
髙口裕大朗
文香

山谷

浩史

坂井
柴田

菅

大暉

鈴木

中尾

優大

高山

結び目の Alexander 多項式
個体群の力学系モデル
１変数関数のフーリエ変換
直方体容器内におけるミドリムシ集団が
形成する局在生物対流の数密度及び流れ

構造の解析
一真 ヨーロピアン派生証券の評価について
佑磨 ｄ次元対称単純ランダムウォークの再帰
性について
稜規 カラテオドリの意味で可測とルベーグ可
測の関係性

岸田
北村

世良

科

容タンパク質秩序形成の数理モデル
有限鏡映群の分類について
メルセンヌ数に対する素数判定アルゴリ
ズム
リー代数とそのリー部分代数のリッチ曲
率の関係
複素一般線形群の部分リー群を用いた
リー群の定義

祐貴 アフィン代数多様体とイデアル
圭吾 Fourier 変換による d 次元熱方程式の初
期値問題の解析
裕也 LASSO 回帰における正則化パラメータ

最適化法の数値比較
雄揮 数理モデルと実験データを用いた分裂酵
母間期核内構造の解析
多賀 裕哉 ロジスティック回帰モデルを用いたプロ
野球のデータ解析
多田 安輝 カンドルの被覆について
田中 雅人 真正粘菌変形体の運動の数理モデル
田中 海咲 Alexander 多項式の実現問題
谷本真一郎 p進整数環と Hensel の補題
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辻田裕一朗
藤内 亮平
中嶋 康貴
中原 智弘

２期間金融市場モデル
線形微分方程式における基本行列の求め方
Hilbert の零点定理について
細胞の極性形成における高次元数理モデ
ル化及び MEX-5の役割
一貴 安定写像と３次元多様体

新井

中吉 萌美 データ解析によるアリの歩行の考察
永江幸志郎 方程式の整数解に対する p 進数による
アプローチ
西田悠太郎 随伴関手の定義とその同値命題
野間田匡顕 空き家の有効活用数理モデルを用いた地
域別最適政策の考察
橋本 康平 Wang 変換による保険料原理
長谷川 耀 ８の字結び目補空間の双曲構造の構成

伊藤

濱田
廣瀬

風希 ペル方程式
湧大 遅発性アルツハイマー病に関連する新規
ゲノム領域の網羅的探索
純 様々なニムゲームの必勝法について
茂樹 メトロポリス・ヘイスティングス法とそ

質量分析法の開発
大佐古拓海 高エネルギー原子核偏芯衝突におけるμ
粒子対の偏向を用いた強磁場探索可能性

の拡張
康修 微分方程式を用いた物理現象の考察
純平 双曲多角形の辺の貼り合わせを用いた2
次元双曲多様体の構成

いた磁性の研究
大村 幸輝 層状化合物
（CH3NH3）
2CuCl4の多重強秩序
尾崎 尭弥 同色レーザーを用いた誘導共鳴散乱に
よる Axion 探索に向けた信号光抽出手

慧司 積分作用素を用いた２階線形微分方程式
の解の存在の証明

法の検証
優作 CeSe における異常ホール効果と電気伝導
弘汰 ILC 陽電子源キャプチャーセクションに

中村

松浦
松田
光森
宮下
米田

雄大 磁場中比熱で視たキラル化合物 YbNi3Ga9
の圧力誘起磁気秩序相
荒本 直史 光子-光子衝突型加速器における光子弾
性散乱の断面積およびイベント数の計算
安藤玖瑠実 超短パルスレーザーによる石英の２色２
光子吸収過程と過渡吸収測定への利用
大地 Chiral 磁性体 Yb（Ni1-xCux）3Al9の高磁場
磁化過程
今井 健人 Si
（111）上の Bi 薄膜の温度による相変化
と電子状態
岩㟢
上田
江原

大橋

尾園
小野

〜初期値問題と境界値問題の場合について〜
渡部
岸本

佑真 非 GPS 環境下におけるドローンの自律
飛行制御
昌大 RECURSIONTHEORY（再帰理論）

駿 Ｘ線吸収分光を用いた元素選択的な圧縮
曲線による Fe-Ni インバー合金の研究
和茂 場の真空の量子もつれに関する研究
賢哉 TiO2ナノ粒子の光触媒活性を利用した

由佳 h-BN/Ni（111）への Co 原子層のインター
カレーションと軟Ｘ線磁気円二色性を用

おけるビームローディング抑制の検討
小野 友寛 トポロジカル絶縁体における BHZ 模型
鹿子木将明 高分解能光電子分光による Co 基ホイス
ラー型磁性形状記憶合金の電子状態の研究
加藤 盛也 時間分解蛍光 XAFS による交流電場下

物理科学科
翔太 グラフェンアンチドットのバリスティッ
ク伝導におけるフェルミ面形状依存性の
研究
門田 三星 ダストを生成した Ibn 型超新星 SN2006jc
の可視後期スペクトルの解析
射場健士朗 キラル磁性体 RNi3Al（R=Tb,Dy,Ho,Er,Tm）
9
の磁気的性質
岩下 憲之 Python を用いた３次元銀河分布のフー
リエ解析プログラムの作成
岡本 崇史 マグネターの観測データに関しての解析
と考察

川本

陽

北山

悠斗

内野

森信
青木
青木

祐希 線形ポールトラップ用平行平板型イオン
コレクターの検討
大輔 マルンバーグトラップにおける非中性電
子プラズマの静電波振動
将晃 非線形多極イオントラップの特性評価

草ノ瀬優香
熊野聡一郎
甲佐

美宇

での BaTiO3の誘電応答
超音波分光法による Ca3Ru2O7の磁場中
相図と磁場誘起相の研究
低い格子熱伝導度を示すｎ型熱電変換物
質 Mg3+dSb1.5Bi0.49Te0.01の放射光 X 線粉末
構造解析
立方晶 PrMgNi4の非磁性基底二重項
UCo1-xOsxAl における遍歴メタ磁性－強
磁性遷移の研究
高圧下Ｘ線吸収分光による Fe72Pt28invar
合金の磁気体積効果の研究

小島

邦洸 ビーム振動モードの密度依存性とその数
値解析的研究
佐田宗太郎 Heisenberg モデルと集団励起
末永 翔磨 放射光真空紫外円二色性による生体膜結
合タンパク質の二次構造解析
髙木 健吾 広がった天体を含む可視偏光観測の自動
解析パイプラインの構築
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竹本
竹本

田島
次田

昂介 ワイル半金属における特異な電磁場応答
紘子 放射光 X 線吸収分光法による低温成長
GaAs 系混晶薄膜半導体材料の構造歪み
の解明および物性との相関評価
慎悟 エンカプセルされた６層グラフェンの電
子構造における層数パリティ効果の検証

山本理香子 単結晶 NdT2Zn20（T: Rh, Co）における結
吉川

検出感度評価

周平 ペロブスカイト型酸化物 PbZrO3の反強

化

誘電相転移についての電子密度研究
德永 裕也 宇宙晴れ上がり後のレプトン数の時間変化
中原やよい 超音速流におけるケルビン・ヘルムホル
西田
野田

野津

羽倉

康喜 放射光粉末回折による層状複水酸化物の
陰イオン交換キネティクス
将哉 線形ポールトラップに捕捉したイオンプ
ラズマのプローブ計測
真司 立方晶 PrIr2Zn20の反強四極子秩序と超
伝導転移に対する非静水圧効果

服部
原
平出
平原
星野
本田
本田
前田
益田
松尾
松本

科

毅 位相空間サンプリングを考慮した軟 X
線発光スペクトルの理論計算
岩﨑
賢 レーザー加熱浮遊帯溶融法による遷移金
属珪化物TMSiの大型単結晶育成
小林裕太郎 直接加熱気化導入 -ICP 発光分析法を用
いた炭素系微粒子中のマンガンの定量
瀬川賢一郎 1,3-bis（4-pyridyl）benzene を用いた鉄二
価集積型錯体のスピン状態
前田 修平 三座配位子を用いた T 字型リン及びケイ
素化合物の合成の試み
秋田 隼人 リジットな環状骨格を有する新規カルボ

の散漫相転移に関する鉛イオンの非調和
熱振動
庄平 電子バンチ長評価を目指した放射光にお
ける２光子干渉計測システムの構築
隆太 シクロデキストリンとその包接化合物の
分光学的研究

学

古賀

ツ不安定性に対する境界効果
睦 閉じ込めポテンシャルを使ったクォーコ
ニウムの質量の研究
翔太 リ ラ ク サ ー 強 誘 電 体 Pb（Mg1/3Nb2/3）
O3

信江

晶場基底状態と反強磁性秩序
和樹 高エネルギー原子核衝突におけるハドロ
ン質量状態変化のμ粒子対崩壊を介した

飯田

ジホスホラン配位子の合成
祐士 レーザーアブレーション / ジェット冷却

尚義 MCMC 法を用いた FSRQ 型活動銀河核
ジェットの多波長放射スペクトルの再現
祐輔 インスタントン遷移に起因する輻射現象
の探索
達也 ゼロベータ MHD における抵抗性磁気リ

氏平

法による桂皮酸誘導体の電子振動スぺク
トル測定
佳樹 キラルビナフチル骨格を有するテトラキ
スカリックス［5］アレーン誘導体の合成
智章 極低温気相紫外分光を用いたアルカリ金

大田

属イオンージベンゾ-24-クラウン-8 包
接錯体の構造と電子状態の研究
晴久 水と Si 微粒子の反応による水素生成：

コネクションの粘性率依存性
彩華 電波ダブルレリックを持つ衝突銀河団に
おける普遍性の調査
達也 光子の伝播のパラドックス実証のための
実験的検討
和大 価数相転移物質 YbInCu4の YbL3共鳴硬
X 線光電子分光

大山

岩部

生成メカニズムの考察
諒子 アリールメチルペルオキシドの光反応に
よる活性酸素種（ROS）の発生
岡部 悠太 表面支援脱離イオン化イメージング質量
分析法による- 細胞観測の可能性
小倉 光裕 Co（II）
- ラジカル鎖キラル結晶における
硬－軟磁性スイッチング
3
13
川端 大悟 電子励起硫黄原子（
（3p）
（4p）
Pg）の輻
射寿命および消光速度定数
久保麻友子 ジベンゾクラウンエーテル - 金属イオン
錯体の分子内エキシマー形成の研究

龍海 ビーム物理研究用線形ポールトラップの
チューン較正実験
成晃 放射光真空紫外円二色性を用いた糖類によ
るタンパク質構造安定化に関する研究
直樹 超伝導体に対する密度汎関数理論

黒田
越山

松山
宮鼻
森

健悟 もつれあい光子対生成源の改善
叶太 繰り込み群による Chiral 相転移の解析
和希 すざく衛星搭載宇宙硬 X 線検出器の機
械学習によるバックグラウンド強度推定
法の開発
山崎優衣奈 ニュートリノ天体追観測における変動天
体の自動検出に関する研究

坂元

― 19 ―

健太 基質結合に伴うタンパク質側鎖構造変化
の NMR 直接観測法の開発
泰地 ８ 族 元 素 の メ タ ロ セ ン 錯 体［（C5H5）MII
II
（C5H4-C5H4）
M（C
（MII=RuII,OsII）
］
5H5）
の酸化と酸化によるフルバレン C-C 結
合の開裂反応
風太 NMR による天然変性領域の低存在率二
次構造の定量的解析法

佐々木海友 インデノン骨格を有する新規2光子光解
離性保護基の開発
佐藤
晶 集積型銅錯体で活性化された酸素による
酸化反応の開発

福原

杉山

恭視 アルキンの二重反応性を示す銅触媒の炭
素電極への固定化と電位応答
昌一 ソフト摩擦転写法による配向膜作製の研究
千佳 光照射時のみスピン状態が変化する光ス
イッチング分子の光物性
幸希 単一エアロゾル水滴のサイズ計測法に関
する研究
信雅 不揮発性分子のレーザーアブレーション／
超音速ジェットレーザー分光法の開発

藤本

直人 有機無機二次元ペロブスカイト型化合物
の構造および磁気物性
一貴 ジピリド縮環型一重項カルベンを用いた
新規イリジウム錯体の合成検討
太郎 磁気微小重力空間において作製したカーボ

宮原

竹本
田邉
近末
茶木
土屋
中西
中山
長谷
永山

那須
西谷

藤井

前川
松木
三上

ンナノチューブ磁気配向薄膜の光学特性
颯士 タンパク質天然変性領域による protein
droplet 形成機構の解明
秦伍 アトピー性皮膚炎から分離された黄色ブ
ドウ球菌由来新規エンテロトキシンの X
線解析
香子 光応答する両親媒性分子膜上を滑走する

大輝 N,N,N-トリメチルグリシンの水和構造
に関する理論化学的研究
直香 アミノ酸エステルを導入したキラルテト
ラキスポルフィリンの合成研究
陽菜 新規大環状シクロファン骨格の構築を指
向したビスアセタールとレゾルシノール
の縮環反応の検討
圭佑 レーザー捕捉法を用いた単一スス粒子の
不均一酸化反応に関する研究
大 シクロペンタジエニル配位子を有する鉄
－ホスフィンイミド錯体の合成
海勇 アセチニル銀クラスターを触媒活性種と
したアジド-アルキン環化反応の開発
愛奈 マクロ環骨格内に発生したジラジカルの

反応挙動
山﨑 裕太 亜硝酸メチル光解離生成物の新検出ス
キームの探索
山田健太郎 核内クロマチンの３次元構造解析を目指
した電子顕微鏡観測技術の開発
米田亜多夢 レーザー捕捉・ラマン分光法を用いた過
冷却小水滴の凝固に関する研究

生物科学科
松本

自己駆動体
翔平 フェニルエチルフタルイミド骨格を修飾
した新規キラルナノグラフェンの合成と
光物性

安弘 腎 臓 再 生 に お け る ゼ ブ ラ フ ィ ッ シ ュ
Dnmt3aa の機能解析

熱田

直規 放射線が誘発する DNA- タンパク質ク
ロスリンク損傷の定量
井下 結葵 線 虫 Pristionchus pacificus に お け る セ
ロトニン受容体の機能解析
一之澤万祐 大普賢岳の蘚苔類フロラ

西村

拓巳 微小な分子性結晶を対象とした熱–電気
物性測定装置の開発
萩原なつみ MALDI インソース分解質量分析法にお
けるマトリックス開発とペプチドの特性
に関する考察
花谷 快渡 TiO2微粒子による蛍光強度増強
林
治輝 液相軟 X 線分光法で探る TMAO と電子
受容体 / 溶媒との相互作用
早瀬 友葉 銀（I）
イオンを内包したプレイスラー型
ポリオキソメタレートの還元体合成と誘
電物性
日髙はる菜 ヌクレオソームにおけるヒストンテール
の修飾部位決定のための質量分析による
手法の検討

梅井

遠藤
大上
大賀
大屋

深澤

優人 ドナー原子として硫黄と窒素が共存する
新規抽出剤によるアメリシウムとユウロ
ピウムの抽出
深水凜太郎 C2H2の 紫 外 光 解 離 に よ る C2H（X2Σ+）
の生成・検出および C2H2との反応速度
定数

越智
亀村

順貴 大腸菌から出芽酵母への生物界間接合に
おいて遺伝子導入効率に関与する供与側
ゲノム因子の探索
靖崇 脱配糖体化によるアブシジン酸生成にお
ける小胞体ボディの関与についての研究
皓之 細胞移動に関わる MMPs 分子群に関す
る研究
勇人 カ ロ テ ノ イ ド 生 合 成 制 御 に 寄 与 す る
ORANGE（OR）の PDR 活性解析
七星 軟体動物アメフラシの心臓で発現する G
タンパク質共役型受容体遺伝子の探索
隆雄 大腸菌間の IncP プラスミド接合伝播に関わ
る供与側染色体因子のゲノム網羅的な探索
興輔 小胞体タンパク質 VAP の切断・分泌と
細胞外生理機能解析

狩谷双葉子 海洋微細藻類ナンノクロロプシスのプリ
ン分解経路の推定と代謝中間体アラント
インの脂質亢進作用の検証
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川﨑
神林
北村
小西
近藤
清水
下野
下村
白岩
田川

田中
冨田

雅裕 カシ林の潜在分布域の予測：広島県廿日
市市宮島のウラジロガシ林に着目して
千晶 ヘビからカエルへの遺伝子水平伝播を仲
介した寄生・吸血性動物の探索
祐貴 ニホンジカの糞が植物の成長に与える影
響に関する基礎研究

地球惑星システム学科
赤松

拓哉 シロイヌナズナにおける開花後老化の生
理学的解析
綾香 両生類変態期における Caspase の役割
陽 シロイヌナズナ Ws-2系統における自然
変異の QTL 解析
文栄 皮膚がん細胞の MET マーカーの探索
奏視 TALE-22sTag システムを用いた効率的
な転写活性化技術の開発の試み

池田

岩﨑

一平 キクタニギク leafy 様突然変異体の解析
克滉 アグロバクテリア菌株のゲノムバックグ
ラウンドの違いによる病原遺伝子発現誘
導活性の差異とその原因の探索
波累 ケミカルバイオロジーによる光合成促進
剤の探索
博信 海洋微細藻類における栄養リン欠乏によ
るトリアシルグリセロール合成促進効果
の検証

岡﨑

西

航一郎 DELLA を介したジベレリンとジャスモ
ン酸のクロストークの解析
前田
陽 皮膚がんと間葉系細胞の相互作用の研
究；ケモカインを中心とした分子生物学
的解析
眞鍋 京花 ネッタイツメガエルにおける神経依存的な
四肢再生へのダイニンタンパク質の関与

水野

加登

河口

正暉 ナイカイムチョウウズムシの再生に関す
る研究
雄太 Eph/ephrinsignalによるinnexin8
（shaking-B）
の転写制御

宮原
中溝

夕季 佐賀県厳木地域と天山地域および福岡県
篠栗地域に産する蛇紋岩の岩石学的研究
（Petrologicalstudyoftheserpentinites
exposedatKyuragiandTenzanareas,
Saga Prefecture and Sasaguri area,

FukuokaPrefecture）
枝長潤之介 一段式火薬銃を用いた普通コンドライト
の衝撃変形実験
（Shock deformation experiments of
ordinary chondrite by using a singlestagepropellantgun)

中居可奈子 ジベレリン花成経路を制御する GAF1
標的遺伝子の発現解析
中林誠太朗 GAF1-DELLA複合体によるABA受容
体遺伝子の制御

三浦

祐哉 超苦鉄質岩および苦鉄質岩の弾性変形と
クラックの生成に関する実験的研究
（Experimentalstudyonrelationbetween
elastic deformation and crack initiation
ofultra-maficandmaficrocks）
亮平 表面波による誘発微動とクーロン破壊応
力について
（TriggeredtremorsandCoulombfailure
stressbysurfacewaves）

功刀

一也 ジベレリン生合成酵素遺伝子の発現を制
御する転写抑制複合体の解析
真未 ショウジョウバエ嗅覚感度における個体
差研究

黒島

白石
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淳哉 インド Aravalli-Delhi 造山帯に露出する
シュードタキライトの微細組織観察
（ M i c r o s t r u c t u r a l  o b s e r v a t i o n  o f
pseudotachylyte exposed at AravalliDelhiorogenicbelt,India）
大輝 Jubilet Winselwan 炭素質コンドライト
隕石中の多環式芳香族炭化水素と脂肪族
炭化水素
（Polycyclicaromatichydrocarbonsand
aliphatic hydrocarbons in Jubilet
Winselwancarbonaceouschondrite）
陽 インド古原生界 Gwalior 層群中に見られ
る縞状鉄鉱層の研究
（StudyofPaleoproterozoicbandediron
formation,GwaliorGroup,India）
龍一 常時地球自由振動の振幅の時間変動につ
いて
（Time Variations in Amplitudes of
Earth'sBackgroundFreeOscillations）
健介 富山県上市・立山地域にみられる土壌性
ノジュールの特徴
（Features of pedogenic nodules in
K a m i i c h i  a n d  T a t e y a m a  r e g i o n s ,
ToyamaPrefecture）
尚輝 Yamato 000749に記録された水質変成の
痕跡の解明
（Elucidation of aqueous alteration
recordedinYamato000749）

中野

西

東元

日野

佳祐 由布・鶴見火山第四紀マグマの進化過程
のダブルスパイク法測定による Pb 同位
体組成からの再検討
（Reexaminationforthemagmagenesis
ofQuaternaryYufu-Tsurumivolcanoes,
northeastKyushu,Japan,inferredfrom
Pb isotopic composition analyzed with
doublespikemethod）
瑞穂 国際宇宙ステーション搭載シリカエアロ
ゲルで捕獲された微粒子の高速衝突ト
ラック形状解析
（Structure analysis of the hyper
velocity impact tracks of the particles
captured by silica aerogels on the
InternationalSpaceStation）
隼人 磁鉄鉱の磁気的性質と組成及び組織
（Cation substitutions, microstructures,
andmagneticpropertiesofmagnetite）
寿瑳 高温高圧下における高圧含水相phaseD
中への Al の固溶
（Solubility of Al into high pressure
hydrous phase D under high pressure
andhightemperature）

広瀬

勇樹 紀伊半島下の地震活動とｂ値
（Spatial distribution and b-values of
earthquakes beneath Kii Peninsula,
southwesternJapan）

堀江

寛之 インド、シングブーム・クラトン南部に
産する縞状鉄鉱層中の Si 含有磁鉄鉱及
びその他の鉄鉱物の化学組成
（ChemicalcompositionofSi-magnetiteand
otherironoreinthebandedironformation
fromthesouthernironoregroupinthe
Singhbhumcraton,easternIndia）

松岡

吉田

友希 レオロジー構造に基づく火星内部での水
の存在の検証
（Verification for water in the Mars’
interiorbasedonrheologicalstructure）
拓真 先雲仙および雲仙火山のマグマ進化過程
の地球化学的研究
（ G e o c h e m i c a l  s t u d y  f o r  m a g m a
evolution process of Pre-Unzen and
Unzen volcano, Shimabara Peninsula,
Kyushu,Japan）

修 士 論 文 題 目

％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％

9 月修了者
数学専攻
安田

和晃 Gauss-Weierstrass（ 積 分 の 極 限 の 存 在
について）
WIRAHADI RANDY RACHMAT Continuous-time
Mean-variancePortfolioSelection（連続
時間の平均-分散ポートフォリオ選択）

物理科学専攻
南

岳 Halo Model and Galaxy Bispectrum in
RedshiftSpace
（ハローモデルと赤方偏移空間に於ける
銀河のバイスペクトル）

化学専攻
JING YICHUAN Novel Acceptor-Donor-Acceptor
Pincer-TransitionMetalsystems
（新規アクセプター -ドナー - アクセプ
ターピンサー遷移金属錯体の合成）
TIAN XIAOMENG Investigations of hygroscopic
properties of NaCl andNaNO3 mixture
aerosols by means of a laser trapping
techniqueandRamanspectroscopy
（レーザー捕捉法とラマン分光法による
NaCl/NaNO3エアロゾルの吸湿性の研究）
GUOLYU Reductionofcarbondioxidetoformate
usingtricarboxyborohydrides
（トリカルボキシボロヒドリドによる二
酸化炭素からギ酸への還元）
WANGQUN Observations of Liquid-Liquid Phase
Separation in Single Organic/Inorganic
AerosolParticles
（単一有機 / 無機エアロゾル粒子におけ
る液-液相分離の観察）
PHAM THI THU THUY 近赤外２光子吸収性パラ
ターフェニル基を持つ光解離性保護基の
設計と合成：ケージド化合物への応用
SHENHUI Alkynyl-protected Silver Nanoclusters
Stabilized by Chloride-center, Crucifix
Motif,andSuperatomEffect
（ ク ロ リ ド 核、 十 字 架 保 護 基、 お よ び
Superatom 効果により安定化されたア
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ルキン銀ナノクラスター）

坂井

生物科学専攻

清水

AGUSTINAVITA CharacterizationofSupervirulent
AgrobacteriumStrainsandIdentification
ofGeneResponsiblefortheSupervirulence
VIRGIRINIA REGINA PUTRI Neural specific
kinase（ nsk） promotes early neural
developmentinXenopusembryos
WANGJINGXIN Gbx2 isrequiredforformationof

亮 記憶を持つ金融市場モデルにおける最適
長期投資
西川 正一 コヒーレント・リスク尺度を用いたショー
トフォール・リスクの最小化
福島
海 命題様相論理の完全性
藤田
輝 ある量子グラフ上の Sturm-Liouville 境界
値問題に対する Ambarzumyan 型定理
船吉 健太 Extending homeomorphisms of the

iridophoreprecursorsinzebrafish
（Gbx2 はゼブラフィッシュ虹色素胞前駆
体の形成に必要である）
松尾

数理分子生命理学専攻

水口

JIANG XIANGJI Effects of magnetically simulated
microgravityonthegrowthandmutation
ofEscherichiacoli

村長

吉田

3月修了者

吉元

数学専攻

渡部

加藤

丈明 双曲平面上の三角形の心と擬似的な重心
座標表示
赤瀬 文章 コンパクト古典群内の極大対称可換部分
群
植松 香介 On Solutions of Cubic Equations and
Cubic Extensions（三次方程式の解と三
次拡大）
大石 峰暉 モデル選択規準最小化に基づく罰則付き
最小二乗法の正則化パラメータ最適化

國岡
米田
権藤

済藤

一希 有界領域上の Schrödinger 方程式の局所
的制御可能性
拓 グレブナ基底を用いた論理パズルの解法
好佑 2次曲線のペアの族について
曉則 CohomogeneityoneactionsofdisconnectedLiegroupsonsymmetricspaces

渡利

平面曲線について
鷹彦 ２階微分方程式の幾何学における接触変
換とその応用
敬之 B. フリードマンのつぼにおける漸近挙
動の分類
紗世 グレブナー基底で迷路を解く

安部

太晴 ガウス過程回帰による活動銀河核ジェッ
トの時間変動の研究
安部 友啓 ペ ロ ブ ス カ イ ト 型 強 誘 電 体 BiFeO 3の
構造相転移におけるビスマスイオンの
役割
石井 憲希 軟 X 線放射光ビームラインにおける大

市橋

内田
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実験
達 Eulerian coorientations and Seifert
surfaces for divide links（Euler 余方向
とディバイド絡み目の Seifert 曲面）
雄亮 与えられた群を自己同型群に含む非特異

物理科学専攻

乾

ofnoncompacttype（非連結リー群によ
る非コンパクト型対称空間への余等質性
１作用）
恭平 信用リスク伝播の強度モデルとクレジッ
ト・デフォルト・スワップの価格付け

genus-2 surface over the 3-sphere（ 種
数２の曲面の同相写像の３次元球面への
拡張）
圭祐 トーリックイデアルのグレブナ基底の計
算量について
潤一 ある一般化線形混合モデルの尤度方程式

のラプラス近似について
宮川真太郎 グレブナー基底とマルコフ基底に関する

（磁場による疑似微小重力が大腸菌の増
殖と突然変異に及ぼす影響）

柏木

駿介 A characterization of alternating link
exteriors in terms of cubed complexes
（交代絡み目外部空間の立方複体を用い
た特徴付け）

気圧 / 低真空下での反射率実験システム
の開発
大地 平板試料 X 線吸収補正法の開発と電場
印加下結晶構造解析への応用
遥香 安息香酸分子の価電子励起状態からの内
殻吸収と価電子・内殻二重励起状態での
反応過程
和海 ガンマ線偏光観測衛星 SPHiNX 搭載シ
ンチレーション検出部の開発

岡本

聖樹 マグネター磁気圏構造の磁気エネルギー
の蓄積と性質
颯太 時間分解 X 線吸収スペクトルによる交
流電場下におけるチタン酸バリウム薄膜
の誘電応答
正剛 量子真空のエネルギー密度ゆらぎがもた

宮下

らす重力効果
仮屋薗寛悟 フェムト秒過渡吸収分光における紫外可視時間相関決定法の開発と有機ナノ結
晶固相重合初期過程の研究
河原 直貴 かなた望遠鏡によるカルシウム超過トラ
ンジェント iPTF15eqv の観測的研究
黒田 真未 ALICE 実験前方ピクセル検出器導入時
の物理性能評価

山口

小野

門原

後藤
小林

森
森田

山﨑

横山

一希 直線偏光依存 ARPES による強磁性 Ni
の電子相関の研究
智貴 TheFiniteStateMachineintheDetector
Control System for the ALICE Muon
ForwardTracker

（ALICE 実験前方ミューオン飛跡検出器
制御系における有限オートマトン開発）
佐久間大樹 非等方宇宙における重力波の研究
砂田 裕哉 KNbO3-BaTiO3複 合 粒 子 の core-shell 構
造と誘電物性
達川 瑠美 量子場のエンタングルメントを起源に持
田中

一樂
伊藤

つ放射
晃司 重力波対応天体フォローアップ観測のた
めの全天ガンマ線監視装置の検討

嵩斗 FastMagneticFieldQueryAlgorithmfor
theALICEO2Project（ALICEO2計画の
ための高速磁場問い合わせ計算方法）
渓 Ⅰ型クラスレート化合物 Eu8Ga16Ge30に
おける高圧下アモルファス相転移の
EXAFS 局所構造解析
智己 トポロジカル絶縁体における表面光起電
力効果とキャリアダイナミクス

陸生 一重項2,2-ジアルコキシ-1,3-ジラジカル
の反応性に及ぼす立体効果
陽司 ギ酸と遷移金属イオンからなる空間反転
対称性の破れた磁性体の合成と物性評価
純 協働効果を発揮する有機スズ化合物を触
媒に用いたアシル化反応

大仁田知穗 強い電子供与性を有する新規環状芳香族
カルベン配位子の合成と応用
門脇 悠稀 Identification of the reactive state in
photodissociationoftrimethylamine
（トリメチルアミンの光解離における反

皓陽 ブレーザー天体の宇宙論的進化と MeV
ガンマ線背景放射への寄与
豊田 雄一 高強度レーザーを用いた弱結合未知粒子
の探索へ向けた光子光子衝突幾何と背景
事象の研究
永田龍太郎 クラスタアルゴリズムによるイジング模
型のモンテカルロシミュレーション

木田

基

木下真之介

中西

美恵 高分解能光電子分光によるトポロジカル
絶縁体 Bi2Se3と金属薄膜の界面電子状態
の研究

廣地

諄 ブラックホール X 線連星の可視偏光観
測によるジェットの研究
知宏 Coloured Particle-in-Cell simulations of
non-Abelianplasmadynamicsinglasma
（グラズマ中の非アーベリアンプラズマ

宮岡

電導経路可視化
峻平 ド・ジッター時空における量子相関と量
子放射

化学専攻
秋坂

戸田

本田

吉川

剛夫 銅酸化物高温超伝導体の電子構造におけ
る Co 置換効果の研究
裕樹 突発天体の広視野多バンド探索に向けた
国産大面積近赤外検出器の性能評価
悠 モリブデンマグネリ相 Mo4O11の異方的

の運動学に関するカラー Particle-in-Cell
法によるシミュレーション研究）
敬太 X-ray and Multiwavelength Studies of
X-rayLuminousClustersintheSubaru/
HSC-SSPSurveyField
（Subaru/HSC-SSP サーベイ領域にある
X 線で明るい銀河団の多波長研究）

髙野

駿

齋藤

聡太

末永
鈴木
高木
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応性状態の同定）
極低温気相レーザー分光による金属イオ
ン包接錯体の構造と発色団間相互作用に
関する研究
Hydroxymethylcinnamateの trans →cis
光異性化経路に及ぼす置換基位置効果
カリックス
［5］
アレーンからなる超分子カ
プセルの合成及びゲスト分子の包接
Facile Reactions of Gold（I）Complexes
withTri（tert-butyl）azadiboriridine

（Tri（tert-butyl）azadiboriridine）を 用 い
た金錯体の合成）
太河 スペクトル解析法を用いた超高圧下にお
ける固体有機結晶の理論的研究
美穂 多重オキサアルキルエステル化合物の構
造と熱物性との相関
勇二 ピロールユニットの酸化重合による酸素
活性化錯体触媒の開発

谷本

千歳

塚本

中田
中野
西田
新田
馬場

遥 O（¹D）
+OCS反応系でのS
（¹D,³P）の検
出およびS₂
（X³Σg－,a¹Δg）生成機構の
解明
洋平 近赤外領域の２光子感応性 D-π-D 型構
造を有する光アンテナ分子の設計とケー
ジド化合物への応用

YUYANG Q u a n t u m  c h e m i c a l  s t u d y  o n  t h e

吉川

英視 フェニルイソオキサゾリル基を導入した
Pt
（Ⅱ）
錯体により形成される超分子ポリ
マーの構造制御
裕之 光解離配位子の立体動力学検出による Co
（CO）
3NO 錯体の励起状態構造の直接観測

吉木

electronicpropertiesofoligoacenesand
theirisomers
（オリゴアセンおよびその異性体の電子
構造に関する量子化学的研究）
太基 水溶液中のトレハロースの構造に関する
理論化学的研究
敦美 CHX3（X=Cl,Br）の光解離による CH
と H の生成および CH + CHX3反応の速

度論的研究
吉浪 啓介 鉄（II）集積型錯体のスピンクロスオー
バー現象に対する置換基の影響
LISIMIN Synthesisandcharacterization ofMetal

恭裕 メカノケミカル法における Si とアルカリ
溶液との反応による水素の生成機構
一輝 Cu
（II）
-CO32- 系分子性スピンラダーにお

Ⅱ
Organic Frameworks NH（CH3）
［Mn
3
Ⅲ
（H2O）2［
］M （CN）
·3H2O（M=CrorMn）
6］
（配位重合体NH（CH3）3［MnⅡ（H2O）2］
［MⅢ
（CN）
·3H2O（M=CrorMn）の 合 成
6］
と物性）
和田佳奈子 溶解度の高い新規スフェランドの合成と

ける低温磁気異常の研究
真司 原子間力顕微鏡を用いた単一微小水滴の
付着力計測
貴士 二重のフェロセンキレートをもつジホス
フィン白金錯体による触媒的オリゴシロ

超原子価テルル化合物合成への応用

キサン生成反応
宏太朗 キラルな構造を有する Mo
（V）シアノ架
橋型錯体の合成と物性
原田 雄太 シクロペンタン-1,3-ジラジカルの反応
性に及ぼす環状分子構造の効果
林

生物科学専攻

藤本

啓資 Si 量子ドットの合成、量子ドットフィルム
の作製とそれらの安定性

鉄川

本田

匠 金薄膜上に化学吸着した有機配位子-ラ
ンタノイド錯体の構造と電子状態の研究
健志 包接空間の構造変化が誘起する自己集合
カプセルの分子認識
美帆 ナフタレンが２重に架橋したリン２座配
位子とその錯体の合成及び C-H 活性化
反応への応用
岬 テトララジカルを有するパラフェニレン分

赤司

前原
松岡

松本
丸山

青木

公庸 ミドリゾウリムシの共生機構に関する研
究－再共生能と光合成の関係について－
一 Ultrastructuralmorphologyofoogenesis,
fertilization and early embryogenesis in
Marchantia polymorpha
（ゼニゴケの卵形成、受精、初期胚発生
に関する微細形態学的研究）
駿 ゼブラフィッシュ虹色素胞分化における

Gastrulationbrainhomeobox2の機能解析
裕太 ジベレリンとオーキシンによるジベレリン
生合成酵素遺伝子の発現制御機構の解析
岡本
彩 ムギ類とイネから単離された内生リゾビ
ウム属新種細菌の解析
勝部 隆義 GAF1 複合体によるジベレリン生合成
酵素遺伝子の転写制御機構の解析
許
憲亮 進化的な無尾類における SINE の探索と
SINE の挿入を指標とした系統解析の試み
小松原康史 全ゲノムバイサルファイトシークエンスによる
ゼブラフィッシュ DNAmethyltransferase3aa
伊東

子のキノイド形成及び最安定スピン多重度
慧 キラルなビスピリジンの配位により制御
される超分子テトラキスポルフィリンポ
リマーのらせん構造

丸山

莉央 単 一 分 子 で 分 極 ヒ ス テ リ シ ス を 示 す
polyoxometalate の機能制御
宮本 健悟 B 型、Z 型 DNA の2-stepDNAmodel の構
築と B-Z 転移に関する理論化学的研究
山﨑 侑平 キラルビススルホンイミド - アルカリ土
類金属錯体を用いた不斉 Diels-Alder 反
応の検討
山本 千尋 熱応答性イオン液体を用いた単一エアロ
ゾル微小液滴の液液相分離に関する研究

佐藤
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特異的ゲノム DNA メチル化領域の探索
祐輔 ヘビからカエルへの遺伝子水平伝播の研
究

ZHENGTIANXIONG Theroleofinfectionofsymbiotic fungi through the asexual reproductionbydeciduousleavesofTakakia
lepidozioides
（ナンジャモンジャゴケにおける脱落葉
による無性生殖を通じた共生菌の感染に

Ag-Au 鉱床の鉱化作用）
白石 彩華 裂罅中の流体圧の推定
谷川 雄亮 メタンハイドレート胚胎域で形成される
炭酸塩ノジュールの研究
吹本 幹太 衝撃変成で生じた高圧相の再加熱による
後退変成プロセスの解明
古橋 拓哉 西南日本の地震基盤の下限深度不均質性
と中・上部地殻のレオロジー特性
松村 宥也 温泉成マンガン酸化物の形成機構解明
森川 朝世 北海道二股温泉に発達するトラバーチン
の形成・続成過程
吉田 壮志 NWA7397に記録されたオリビンの高圧
分解組織の解明

ついて）
起将 青色光受容体クリプトクロムによる葉老
化制御機構の解析
中串実姫子 ダイナミン-2の微小管制御における機能
に関する研究
花田 俊樹 Unequalgrowthofgemmalingin
Marchantia paleaceasubsp.diptera
（フタバネゼニゴケ無性芽の葉状体への
下野

日野
前重
三田
諸石

分化過程での不等成長）
俊裕 スジキレボヤの接着部位に局在する被嚢
タンパク質の抽出と精製および解析
太一 スジキレボヤのエラにおけるバナジウム
濃縮細菌の単離と解析

数理分子生命理学専攻

和也 間充織細胞による癌細胞 EMT の制御に
関する研究
智大 Astudyonwoodyplantsgrowingonpoor
nutrientsconditioninwarm-temperature
zoneofJapanwithspecialreference to
clusterroots
（日本の暖温帯の貧栄養環境下で生育す
る木本植物に関する研究とくにクラス

ター根に着目して）
RACHMAWATI INDRIYA Thyroid hormone signalingpathwayisinvolvedinoutgrowthof
zebrafishregeneratingfinviacontrolling
insulin-like growth factor 2geneexpression.
（甲状腺ホルモンシグナル経路はインス
リン様成長因子２遺伝子の発現制御を介
してゼブラフィッシュ再生尾ビレの伸長
に関与している）

伊藤慎一郎 天然変性領域を介した転写共役因子と核
内受容体のタンパク質間相互作用解析
井上 涼平 過渡的なドメイン間相互作用が形成する
プロリン異性化酵素 Pin1の動的機能制御
機構の解明
上田 和也 TRAF6の二量体化能と機能との相関解
析
梅原 康平 HSP70基質結合ドメインにおける構造機
能制御機構の解明
垣内 大志 放射線が誘発するクラスター DNA 損傷
の性状解析と生物影響
門田 莉歩 アリの採餌行動の数理モデルとその解析
亀田
健 分子動力学計算を用いたヌクレオソーム
構造の安定性に対する各コアヒストンの
寄与の解析
萱原 克彦 表面張力差を駆動力とし水面上を滑走す
る自己駆動体の非線形現象
黒瀬 友太 ウニ初期胚における左右性決定メカニズ
ムの解析
遥 振動運動する樟脳船の周期に関する溶解・
拡散依存性
佐藤 将人 バフンウニ初期発生におけるテロメア長
及びテロメア関連因子の解析
ZHAOYAN AnalysisofFragileX-associatedTremor/
AtaxiaSyndromePathologybySimulating
郡島

地球惑星システム学専攻
飯田 健介 沈み込み過程におけるアンチゴライト蛇
紋 岩 の 変 形 挙 動 － ア ル プ ス 西 部 ErroTobbio カンラン岩体を構成する蛇紋岩か
らの考察－
岡本 真生 ユークライト隕石を用いた小惑星ベスタ表
層における衝撃温度・圧力・速度の推定
上甲
卓 MineralizationoftheKangjiawanPb-ZnAg-AudepositintheShuikoushanmining
district,Hunanprovince,China
（中国湖南省水口山鉱床区康家湾 Pb-Zn-
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Secondary Structure Formation in CGG
RepeatR-loopandmRNA
（FragileX-associatedTremor及びAtaxia
Syndrome 病態に対するCGGRepeat 配
列のR-loop及びmRNAの２次構造形成
シミュレーションによる解析）
鈴木沙弥香 網羅的解析による酵母クロマチン動態の
機能の解明

博 士 論 文 題 目

清家 大雅 サリチル酸エチル油滴の集団運動に関す
るモデリングと実験
高橋 孝治 ゲノム編集を利用した遺伝子ノックイン
におけるドナープラスミドのサイズ制限
の解消
西村 夕紀 ピロール-イミダゾール-ポリアミドを連
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9 月修了者
物理科学専攻

結したアルキル化剤が誘発する DNA 損
傷の修復機構と塩基配列特異性
野村 美生 ポリオール系分子の構造に依存したリン
脂質分子膜の応答と分光学及び熱測定に
よるメカニズムの解明
平賀 隆寛 コウモリのエコロケーションによる障害
物定位と飛行経路決定の数理モデル
藤井 翔太 ムカデ歩行の数理モデル

AWABAIKELI ROUSULI Electronic structure of
KondoinsulatorYb1-xZrxB12andKondo
latticeYb2Pt6X15（X=Al,Ga）

studiedby
photoemissionspectroscopy
（光電子分光による近藤絶縁体 Yb1-xZrxB12
および近藤格子 Yb2Pt6X15（X=Al,Ga）の
電子状態の研究）
LUCONG

藤尾 昭弘 細胞極性モデルにおけるチューリング不
安定化
松坂 智幸 酸化剤が誘発する DNA- タンパク質クロ
スリンク損傷の解析
山田 稔大 孤立波伝搬による微生物遊泳機構の流体

InvestigationofLocalFerroelectricOrder
inSrTiO3usingX-raySpectroscopies
（X 線分光法による SrTiO3の局所的強誘
電性秩序の研究）

化学専攻

力学的解析
山本 貴柾 染色体力学モデルによる核内構造形成お
よび DNA 損傷修復動態の考察
渡辺 崇人 格子ボルツマン法を用いた一方向定常流

難波江

下での砂丘ダイナミクスの解析
國井 厚志 新規人工転写活性化システムの構築とそ
の使用によるがん抑制遺伝子CDH1 の
発現誘導

靖 Studies on Migration Pathway from the
Japan Sea to the Sea of Okhotsk of
Radioactive Cesium Derived from the
FukushimaDaiichiNuclearPowerPlant
（福島第一原子力発電所に由来する放射
性セシウムの日本海からオホーツク海へ
の移行経路に関する研究）

地球惑星システム学専攻
RASHAAMER Study on Relationship between
Very Low-Frequency Earthquake and
Non-Volcanic Tremor in the Nankai
SubductionZone
（南海沈み込み帯における超低周波地震
と非火山性微動の関係に関する研究）
CHATTERJEEAMITAVA

Age-integratedtectonicmodelrevealing
thedeep-toshallow-crustalevolutionof
EasternGhatsOrogenicBelt,India
（インド東ガーツ造山帯の地殻深部から
浅部の進化過程を説明する年代統合テク
トニックモデル）

― 27 ―

３月修了者
数学専攻
中川

智之 E s t i m a t i n g  t h e  p r o b a b i l i t y  o f
misclassification using CV when the
dimensionandthesamplesizesarelarge
（高次元大標本の下でのクロスバリデー
ションを用いた誤判別確率の推定）

物理科学専攻
八野

哲 Neutral Pion Production in Proton +
Proton Collisions at √s = 8 TeV and
InsightintoHadronProductionMechanism
（重心系エネルギー 8 TeV の陽子＋陽
子衝突における中性π中間子の測定とハ
ドロン生成機構への知見）

村上

祐子 Study of the Schrödinger functional
scheme for the Möbius domain wall
fermion
（メビウスドメインウォールフェルミオ
ンを用いたシュレーディンガー汎関数法
の研究）

化学専攻
森迫

祥吾 SynthesesandApplicationsofSterically
Hinderedsp3Bases
（立体障害のある sp3塩基の合成と応用）
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