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タイリング・未解決問題抄

　タイリングとは下の図にあるように、タイルを使って平面や曲面などを隙間なく、また境界を除いて重なることな
く埋め尽くした図形のことである。日常生活においても、歩道の敷石・壁の模様・室内のインテリア等々、様々な場
で我々はタイリングを目にする。このタイリングを数学の視点から見ると、自然に様々な問題が考えられ、その中に
は素人でも理解できる未解決問題が残されている。タイリングを扱う際、何も制約条件をつけず、ランダムなタイル
を考察する立場もあるが、多くの場合はタイルあるいはタイリングに何等かの制約をつけて調べることが多い。ここ
で紹介するのは、「 1 種類」のタイルを用いてできるタイリングに関する話題である。
　下図は 1 種類の凸 5 角形を使ったタイリングの例。これは2015年 7 月に Mann らによって発見された。30年ぶり
に見つかった新種のタイルである。

　タイリング可能な凸 5 角形は現在13系列＋ 2 種見つかっているが、これで全部なのであろうか？これらで尽くされ
ると主張するプレプリントが一昨年発表されたが、証明は正しいとの声がまだ聞こえてこないのはどうしたことか。
　平面の場合、タイリング可能な凸多角形は 3 、4 、5 、6 角形に限られることが知られている。この中で、3 角形、
4 角形は常にタイリング可能、凸 6 角形の場合は1918年に Reinhardt により 3 系列しか存在しないことが既に示さ
れている。という状況なので、凸 5 角形の場合だけがまだ公式には決着がついていない。
　球面のタイリングに関しては、 3 、 4 、 5 角形の場合のみタイリング可能である。 3 角形の場合は、私の研究室の
学生であった上野裕佳子さんとの共同研究で、分類の証明を与えた（2002）。全部で10系列＋10種存在する。下図の
ようなものが現れる。裏側は見えないが、何がどうなっているか理解して頂けるであろうか。
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　 4 角形、5 角形の場合の分類は難しく、未だ解決からは程遠い状況にある。下図は現在見つかっているものの一部。
右端の正12面体以外は、私たちが見つけたタイリングである。未発見のタイルが、まだまだ多く眠っていることであ
ろう。

　球面は正の曲率をもつ曲面であるが、負の曲率をもつ曲面に双曲平面と呼ばれるものがある。Escher の画などで
次のような図を見たことがきっとあるだろう。

　左の二つは正 7 角形による双曲平面のタイリング、残りの二つはひし形によるタイリング。一番右の図は、私の研
究室の学生であった平野俊樹君が発見したもの（2014）を、同じく元学生の藤城旭君が作図してくれたもの。タイリ
ングの特徴を見やすくするために、三つのひし形から成る 8 角形を一枚のタイルとして描いている。私の知る限りに
おいて、双曲平面をタイリングする 3 角形、 4 角形、 5 角形…がどれだけ存在するのか、まだ分かっていない。
　タイリングの未解決問題としては、Einstein 問題も有名である。Einstein 問題といっても、Einstein が提出した問
題というわけではない。これは 1 種類のタイルを使って、非周期的にしかタイリングできないようなタイルは存在す
るかという問題で、 1 種類（ein）のタイル（石 =Stein）という言葉遊びから命名された。 2 種類のタイルを使って
もよいなら、有名な Penrose タイリングがその答を与えてくれる。また 1 枚のタイルの表裏に模様をつけて、模様
の matching rule （貼り合わせ則）を課せば、非周期的にしかタイリングできないタイルの例がある（Socolar-Taylor, 
2011）。しかし、タイルの形だけで貼り合わせが決まる本来のタイリングにおいては、そのような例はまだ見つかっ
ていない。
　 3 次元空間のタイリング問題は更に難しい。最も単純な 4 面体については、タイリング可能なものが 3 系列＋ 2 種
知られているが、それらですべてなのかどうか未解決。凸38面体でタイリング可能なものが知られているが、これが
最多面数であるかどうかも未解決。その一方、Einstein 問題の 3 次元版は実際に例が発見されている（ただし、タイ
ルの鏡映は使わないものとして）。 4 次元以上の話となると、はてさて一体何が起こっていることか…。
　最後に、「 1 種類」のタイルの話からは外れるが、Kepler の著書「宇宙の調和」（1619）にある図を紹介しよう（左
端の図は一部改変して引用）。

　一見して分かるように、Kepler は 5 回の回転対称性のある図形だけを用いて、平面全体に広がるタイリングを作
りたかったようだ。しかし、これも未解決問題なのである。

数学専攻　教授　阿賀岡　芳夫
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卒業生・修了生へ贈る言葉

卒業生・修了生に向けて

理学部長・理学研究科長　楯　　　真　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。
　在学中には随分と多くの経験を積
むことができたと思います。良かっ
たことも、失敗したと思ったことも

全て今後の糧として活かしていただければと思いま
す。新しい環境では、これまでに学んだことが直接活
かせることは少ないでしょうが、学業や研究を進める
中で突き当たった問題を苦労して解決してきた経験は
そのまま活かせるものだと思います。これからの生活
でも思い通りに行かないことがあるでしょうが、皆さ
んには大学時代の経験を活かして一つ一つの問題を克
服して成長していって欲しいと願っています。
　皆さんの在学中に大学のあり方は大きく変化してき
ました。現在は、国立大学ごとの役割を分けて、それ
ぞれにあったミッションを実現することが求められて
きています。広島大学は、「国際的に卓越した教育研
究を実施する大学」に分類されており、国際的なプレ
ゼンスを確立すべく大学の体制を変えようとしていま
す。その一つの取り組みの成果が、2019年 4 月からス
タートする「統合生命科学研究科」です。2019年 4 月
からは、理学研究科の生物科学専攻と数理分子生命理
学専攻の 2 つの生命科学系の専攻が、理学研究科から
離れて新しい「統合生命科学研究科」へと組み入れら
れます。
　統合生命科学研究科は、東広島キャンパスの生命科
学系の研究グループ全てにより構成されます。これに
より、理学研究科以外の教員・研究者が進める研究
テーマに自由に触れる仕組みが作られました。
　大学の機能分化を推奨する流れからも推察されるよ
うに、文部科学省は企業経営で良く行われる「選択と
集中」という手法を大学運営に持ち込む事で大学への
投資対効果を向上させようと考えているようです。し
かし、特に理学研究においては、研究テーマの多様性
や、専門の異なる研究者層の幅広さなどが必要ですの
で、「選択と集中」という運営手法には合いません。
　同じような教育を受けてきた学生が、大学院に進学
するころになるとそれぞれの個性や研究に対する指向
がはっきりとしてきて、学生ごとに自分の能力や自分
の興味を強く意識して、それぞれの個性を伸ばすよう
なスタイルの研究にのめり込んでゆくのを目にしま
す。このような学生達が現れるのも、現在の理学研究

科に彼らの隠れた能力を目覚めさせるような研究の多
様性が十分に準備されているからだと思います。「選
択と集中」により、限られたテーマでしか研究が許さ
れないのであれば、他の研究テーマあるいは他の専門
性をもつ研究者・教員に出会っていれば開花したかも
しれない学生の才能が無駄に埋もれてしまうことにな
ります。これが繰り返されると、研究者育成は先細り
となってしまい大学の存在意義が無くなります。
　一方で、学生人口に対して大学の数が多いために、
大学の運営費を縮減する必要があるという国の方針に
従って大学の教員数は減りつつあります。この状況で
は、理学研究科のみで十分な研究の多様性を維持する
ことは早晩困難になると予想されます。この問題に対
処するため、越智学長のもとで、広島大学は学生に多
様な教育研究の機会を与えることができる新たな大学
院を構築しました。
　新たな大学院の制度設計は大変な作業であり、多く
の先生方が膨大な時間を使って進めています。しかし、
このような苦労の先に、学生達が自分たちの潜在能力
を開花させてそれぞれの個性を活かした研究者・技術
者として巣立ってくれることが持続されるのであれ
ば、現在の先生方の努力も大いに報われます。
　最後ですが、広島大学も様々に変化して行きますが、
皆さんにとっては永遠の母校です。折に触れてたくま
しく変わってゆく母校の姿も見に来て下さい。皆さん
のご活躍を期待しています。
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数学科を卒業される皆さんへ

数学科長　島　田　伊知朗

　数学科を卒業されるみなさんに心
よりお祝いを申し上げます。
　私は数学のなかでもあまり他の自
然科学に応用されることのない分野
を研究しているのですが、最近、ひょ
んなことから、まったく畑違いの領

域を勉強しなくてはいけなくなりました。そこでまず
大学院生向けの本を読み始めたのですが、これがとて
も難しい。どんどん基礎的な本にさかのぼっていって、
結局、大学 1 年生向けの標準的な教科書から読むこと
になってしまいました。それでも四苦八苦しています。
　この経験でつくづく感じたのは、若い人たちが大学
生活の間に身につける知識とか思考の技術とか認識の
方法、つまり学問というものは、実は質・量ともに膨
大なもので、一つの専門分野を体系的に勉強するとい
うことは新しい人格に生まれ変わるくらい大変なこと
なのだ、ということです。数学科の先生はみんなこれ
まで数学ばかりやってきた人たちだから、学生が 4 年
で身につける数学なんてたいしたものではないとつい
思ってしまうし、数学全体からみるとごく初歩的な部
分にすぎないというのも事実ではあるのですが、それ
でも、群も多様体も知らない高校生が、線形微分方程
式を解いたりルベーグ積分を使いこなせたりするよう
になるまでには、たとえあなた自身が気づいていない
としても、不連続な飛躍が何度も必要だったはずで
す。みなさんよく生き延びましたね。
　計算機の発達のおかげで、社会は数学をする人間に
とってとてもエキサイティングなものに変わってきて
います。数学をもとにした新しいアイデアが次から次
へと現れて世界は急速に変化しつつあります。私が卒
業したときの卒業式で、ある先生が述べられた言葉を
私はいまでもおぼえています。
　「本質的なアイデアは必ず役に立つ。」数学は必ず役
に立ちます。単に経済的な利益を生み出すという意味
ではなくて（経済的な利益も生み出すのですが）、もっ
とスケールの大きな社会的な意味で、あるいはさらに
スケールの大きな人類学的な意味で、数学は役に立ち
ます。みなさんは長くて困難な数学的思考法の訓練を
しっかりと受けてきたのだから、社会のなかのどのよ
うな場所においても自信をもっていろいろなことに取
り組んで頂きたく思います。
　最後に、みなさんのますますのご健勝とご発展を祈
念し、私の贈る言葉とさせて頂きます。

縁は異なもの味なもの

数学専攻長　若　木　宏　文

　もう30年ぐらい前に読んだ本のこ
とで、記憶が定かではなく、その本
も手元にないのですが、確か、ひろ
さちやという人が著者ではなかった
かと思います。在家禅と言って、禅
の考え方に従って日常の生活を送る

ことを勧めているものです。その本に、“縁あって関
わり合いのある人々のために力を尽くす”というよう
なことが書いてありました。著者の意図とは違う、私
なりの解釈かも知れませんが、そのような生き方をす
ることで幸福な人生を過ごすことができるのではない
か、と思っています。聖書にある、“汝の隣人を愛せよ”
という言葉も、そのような解釈ができるのではないで
しょうか。何かの縁で私の指導を受けることになった
生徒や、かつて私が広大生であったときに所属してい
たサークルの後輩たちに少しでも役に立てればと思い
ながら、日々を送っています。
　理学部数学科・数学専攻を卒業・修了される皆さん
も、同じ学科、専攻で共に学んだり、サークルで喜び
や苦しみを分かち合った仲間や、先輩、後輩などとの
間に、多くの縁が生まれたのではないかと思います。
その縁をぜひ、大切にしてください。大学を卒業して
年月が経つと、だんだんと疎遠になって行きますが、
時々思い出しては、その人たちの幸せを願うだけでも、
皆さんのこれからの人生が豊かになるのではないかと
思います。ふと思いついて、今はどこに住んでいるか
もわからなかった小学生の頃の親友の氏名をネットで
検索して、本人のブログも発見しました。大学を卒業
後、何回か職場を変えたようですが、一念発起して、
政界に転身、市議会議員として市の発展に真剣に取り
組み、任期を終えた後も自主的に市政に関わったりし
ているようです。正義感あふれる彼の生き方に対して、
今の私の生き方を誇りを持って語ることができるだろ
うかと考えています。
　卒業・修了後、社会に出て新しい生活を始めるなか
で、これからも多くの出会いがあり、縁が生まれるこ
とと思います。それらの縁を大切にすると同時に、
広島大学で過ごして得た縁も忘れることなく、将来、
何かの縁で再会するかも知れない旧友に対して、誇り
を持って自分の生き様を語れるような、そのような人
生を歩んで行かれることを願っています。

― 4―



正解のない世界へ

物理学科長　木　村　昭　夫

　皆さん、ご卒業おめでとうござい
ます。4 月から企業で働き始める人、
修士課程に進学し研究を続ける人な
ど様々だと思います。これまでの学
部生活では、講義を受け期末テスト
等をがんばって合格点をとる、とい

うようなとてもハードなプログラムをこなされて皆さ
んは無事卒業されるのですから胸を張って社会で活躍
していただきたいと願っております。さて、皆さんに
とってこれまでと違うのは何でしょうか？おそらく与
えられた問題を解く機会はもはや無いと思われます。
むしろ自分で問題設定し、自身に問うというような機
会が随分と増えると思います。これまでは教わったこ
とをきちんとその通りにこなしていれば（例えば成績
評価を通じて）認められてきました。これからはその
基準があいまいになりますね。なぜならそこには「正
解」が複数存在するからです。そのような時には是非、
自身でじっくり考えた上で、自身を奮いたたせ、良い
と思った方向に思い切って進んでみてください。とて
も勇気のいることですが、そうすると物事が前に進み、
周りの人たちもあなたを頼りにすると思います。また
その時に同僚や友人などの意見も聞くのも大事なこと
と思います。同僚から「気づき」をもらい、より確信
を持って前に進むことができます。たいていの企業で
はまず新人研修があり、そこで業種に合わせた教育を
受けて会社のために働くことになるのだと思います。
修士課程に進学すると、今度は卒業論文を発展させて
研究を続ける場合、新しい研究を開始する場合もある
と思います。もちろんそこには卒業論文と同じく教員
の指導が入ります。皆さんは「教員は自分の考えてい
ることを素直に実行してほしいのだろう」とお考えで
はないでしょうか？実はそう思っている教員は意外と
少ないものです。少なくとも私はそう思っておりませ
ん。学生の皆さんから私にも「気づき」を与えてほし
いと常日頃思っております。なにせ、研究内容を一番
知っているのは皆さんですから。学生さんと研究のお
話をするとたくさん学ぶことがあります。そこに私か
らこれまでの研究背景に基づいた助言を差し上げるこ
とで、議論が充実するという構図が出来上がった時に
はとても良い論文が出来上がります。このプロセスが
通じるのは、実は広島大学の学生さんの持ち前の「素
直さ」に依存するところも大きいということを強調さ
せていただいておきます！是非、これから正解のない
世界に元気に飛び込まれ、新しいもの、新しいアイデ
ア、革新的な研究に挑戦していただきたいと思いま
す。応援しております！

修了生へ

物理科学専攻長　深　沢　泰　司

　修士課程修了おめでとうございま
す。 2 年間は、どうでしたでしょう
か？あっという間だったという人が
多かったのではないかと思います
が、そうした中で、みなさんは、きっ
と成長したことと思います。まずは、

修了を仲間と祝うとともに、ご両親を含めて、お世話
になった人や、一緒に頑張った仲間に感謝して下さ
い。理学研究科の場合は、基礎理学を中心とした研究
が行われますので、みなさんが行った研究が企業に
入った後に直接関係することは少ないと思いますが、
研究生活を通して培った論理的な考え方、問題解決す
るための試行錯誤、結論を出すために必要な手続き、
さらには研究のためのコミュニケーション力などが、
きっと生きる場面に出会うことでしょう。そういう状
況で、当研究科で学んだ経験が生きれば幸いと思いま
す。一方、博士課程後期に進学する人は、これまでの
研究をさらに発展させて、充実した研究生活を送って
ください。
　世の中、厳しい状況が依然として続いていますが、
社会生産活動の原動力または底力となるのは、理系の
みなさんだと思っています。みなさんの想像力や技術、
経験が生み出していくであろう生産物は社会を活性化
させることと期待しています。昨今は、理系を希望す
る子供が少なくなってきたと言われ、政府の予算案に
も理数系応援プロジェクトに関するものも増えてきて
おり、また、私たち大学教員も中高生に理学の面白さ
を伝えなければならない機会が増えつつあります。
理系の好きな子供が減ることは国家として危惧すべ
きことの 1 つですので、みなさんも今後、（まだ早い
ですが）自分の子供、あるいは何かの機会に接した
子供たちに理学の面白さを伝えていってください。
私たち大学教員も努力はしていますが、なかなか力
不足であったり、説明の仕方が悪かったりと歯がゆ
い経験もしています。
　最後に、みなさん体には気をつけてください。せっ
かくご両親からいただいた体ですし、体調管理も社会
人の努めです。体を壊したら、仕事はおろか、自分の
好きな事もできなくなります。体調が良ければ、楽し
い時間も増え、人生に充実感が出てくるでしょう。あ
りきたりのことばかり書いてしまいましたが、今後の
皆さんのご活躍をお祈りしております。
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化学科を卒業される皆さんへ

化学科長　灰　野　岳　晴

　化学科を卒業される皆さん、卒業
おめでとうございます。これから、
新たな進路に向けて出発していく皆
さんに、心からお祝い申し上げま
す。さて、最近私が最も感銘を受け
た講演について少し書くことにしま

す。植松電気の植松努さんの TEDx 講演会がそれで
す1。もちろん、YouTube です。植松さんはカムイロ
ケットを共同開発した方です。「思うは招く」と題し
て語られた講演に、非常に感銘を受けました。その中
で、「学問」と「教育」に関する興味深い解説があり
ました。「学問とは、社会の問題を解決するために人
類が必死に生み出した手段である」1。これは非常に明
快でその通りです。では「教育」とは、なんでしょう。

「教育とは、失敗の避け方や責任の避け方を教えるも
のではなく、死に至らないよう失敗を安全に経験させ
るための方法である」1。なるほどと思いました。しか
し、「失敗を恐れ『どーせ無理』という言葉で、人は
人を無気力にする」1。なるほど。「生まれたときから
諦め方を知っている子供はいない」1。確かにその通り
だ。「皆さんがやるべきことは、できない理由を探す
ことではなく、できる理由を考えることです」1。全く
同感です。皆さんも機会があれば一度見てみてくださ
い。とっても元気になります。
　さて、皆さんは、産業のグローバル化にこれからど
の様に対応して行きますか？これから五年後十年後に
は皆さんの隣に日本語を流暢に話す外国人が座ってい
る可能性は非常に高いと思います。つまり、産業のグ
ローバル化により経済の国境が無くなり、国内の産業
を支える人材に外国人が増えることになると思いま
す。日本の社会構造の変化に伴い、これまで経験した
ことの無い難しい問題にぶつかるでしょう。それは一
見解くことが非常に難しく思われるかもしれません。
しかし、大学の四年間で皆さんは諦め方を習ったわけ
ではありません。問題を解くための方法を一生懸命探
してください。皆さんは、自分が未熟だと思っている
かもしれませんが、日本社会を構成する立派な大人で
す。夢を見つけ、それを実現することに自身のエネル
ギーを傾けてください。卒業生の皆さんの飛躍を祈念
して贈る言葉としたいと思います。
引用 1 ：https://www.youtube.com/watch?v=gBumdOWWMhY

化学専攻を修了される皆さん

化学専攻長　石　坂　昌　司

　化学専攻を修了される皆さん、お
めでとうございます。博士課程後期
に進学される方は、引き続きご自身
の研究に邁進してください。一方、
多くの方は大学を離れ、 4 月から社
会人として新たな一歩を踏み出され

ることと思います。平成が終わり新しい時代を迎えよ
うとしているこれからの社会を生きぬくには、時に難
局に直面することもありましょう。そんな時は、化学
専攻で培った知力・体力・気力で、これを乗り越え、
豊かな人生を築き上げていって頂くことを心から願っ
ております。成績が良かった人もそうでなかった人も、
学部時代の定期試験や実験レポート、ゼミや学会等で
の研究発表などを通じて、学ぶことの基本は既に身に
ついているはずです。社会に出ると多忙な生活に追わ
れて、学び続けることは決して容易なことではありま
せんが、学ぶ力は、皆さんの可能性を切り拓くことと
思います。今、化学専攻の就職担当を仰せつかってい
る関係で、OB・OG の方々とお会いし、お話を伺う
機会が多くあります。会社では、部署や専門の垣根を
越えて、様々な人たちと関わりながら仕事を進めてい
くことが求められます。大切なのは、どこでも・だれ
にでも通用する汎用性の高いスキルを身につけている
ということです。したがって、皆さんが化学専攻で培っ
た、物事を客観的にとらえ論理的に分かりやすく説明
する能力は、社会に出てからもきっと役に立ちます。
また、在学中に得た恩師や友人との絆は、生涯にわた
る貴重な宝です。使える人脈は何でも使う逞しさは、
社会を生き抜くうえで重要だと思います。ご家族への
感謝のお気持ちと共に大切にして下さい。広島を代表
する企業の一つであるマツダの社長室には「照一隅者
是国士（一隅を照らす者是国士なり）」と書かれた色
紙があるそうです。「自分自身が置かれた場所で精一
杯努力し、明るく光り輝くことのできる人こそ、何物
にも代えがたい国の宝である」という意味の言葉で
す。この化学専攻で学んだことを糧として、それぞれ
のお立場で真摯に仕事に取り組まれ、社会の単なる構
成要員としての「人材」ではなく、社会の宝としての

「人財」として皆さんが活躍されることを願っており
ます。
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卒業に添えて

生物科学科長　坂　本　　　敦

　生物科学科を卒業される皆さん、
おめでとうございます。長きにわた
り物心両面から支えとなってこられ
たご家族の方々も、この日を迎えら
れ感慨は一入と拝察いたします。学
科教職員を代表して心よりお祝い申

し上げます。皆さんの今後の活躍如何が母校や学科の
発展に繋がり、後輩たちの励みになります。 4 月から
社会に踏み出す皆さんには、本学で培った学識や技
能・実践力を職場で存分に発揮して下さい。大学院に
進学する皆さんには、日々の学問的研鑚に余念なく、
さらなる飛躍を期して下さい。
　卒業式という響きは、一般に「旅立ち」や「総括」といっ
た言葉を連想させますが、英語では“Commencement”、
すなわち「物事の始まり」を意味する単語を以てこれ
にあてています。初等教育に遡る学びの修業に対し、
皆さんは成人を経て初めて大きな区切りをつけたわけ
ですが、その語義通り、卒業を機に学びの営為が完結
したわけでは勿論ありません。大学での授業は比較的
選択の自由があるものの、厳格な卒業要件があるため
学ぶことを労苦に感じたかも知れません。古より「懸
頭刺股」、「円木警枕」などと謂われるほど、学びと苦
しみには確かに不可分な一面があります。しかし、こ
れからは義務感から解放され、好きなことを楽しく学
ぶことができるのです。この節目を自らの裁量で学ぶ
時機とし、その喜びや楽しさを是非再発見してほしい
と思います。
　これまでは特段に意識することはなかったかも知れ
ませんが、実社会に身を置き初めて、或いは大学院で
本格的に研究に打ち込みあらためて、看過してきた自
身の課題が浮き彫りになってくることでしょう。また、
実社会ではもとより大学院でも活動の幅が拡がるにつ
れて、さまざまな局面で否が応にも皆さんの持つ知識
や能力が試される機会が増えてきます。つまり、これ
からの人生で皆さんは人間を試され、試練を受け続け
ることになります。「勇断なき人は事を為す能わず」、
のしかかる圧迫感や緊張感を撥ね除け苦難や困難に立
ち向かうには、これまでに培った知識や技能を発動す
るだけではなく、意を決して断じる力が必要です。学
びには机上や書物で修得するものだけではなく、決断
力の錬磨のように各々の哲学や倫理基準、価値観など
を礎石として日々の修練を通して醸成されるものもあ
ります。「どこかまだ足りないところがある、まだま
だ道がある筈だ、と考え続ける人の日々は輝いてい
る」、卒業ののちに如何ほど年月が経ちどのような立
場になろうとも、このような学びに対する謙虚な気構

えを持ち続けてほしいと思います。
　餞の言葉のはずが些か説諭じみてしまいました。卒
業式といえばもう20年以上も前のことになりますが、
米国のとある大学で偶然 “Commencement” に居合わ
せる機会がありました。私が見たそれは厳粛というよ
りは開放的で明るく、別離や巣立ちから来る感傷的な
気分を微塵も感じさせない、当にその語義に相応しい
ものでした。特に卒業生が、艱難辛苦の末に克ち得た
ものに対して素直に喜びを披瀝するさまに強く印象づ
けられ、未来に向けて意気揚々と自信に満ち溢れた
面々に圧倒された記憶があります。かつてない変革の
時代を迎え、それを担っていく皆さんにはそれぞれ心
に期するものがあることでしょう。皆さんの新たなる
挑戦が実りある成果を結ぶよう心から祈念します。
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お祝いとお願い

生物科学専攻長　鈴　木　克　周

　大学院の課程を修了する皆さんに
対し、先ずは心からのお祝いを申し
上げます。また、皆さんを支えて下
さった御家族と支援者の皆様に生物
科学専攻の教職員を代表してお礼申
し上げます。皆さんは、広島大学理

学研究科で専門的先端的な知識技術を習得した人材と
して社会から高い期待を背負っています。税金という
形を通して学業を支えてくれた日本国民へ、皆さんが
これから長く社会で活躍して還元してくれるようお願
いします。
　さて、 1 ヶ月余の後に平成から次の元号に替ります
から、皆さんは1989年にスタートした平成時代30年間
の最終盤に学生生活を過ごしたことになります。1989
年はベルリンの壁崩壊に象徴される世界の政治体制の
大転換の一方で、国内ではバブル崩壊と称される経済
危機が訪れる直前でした。2011年の東日本大震災では
津波による甚大な被害と原子力発電所の原子炉崩壊の
影響が広域で生じて、今でも復旧作業が続いていま
す。立地の脆弱さを指摘する地質学者や地球科学者の
意見が震災前に反映されなかったのは科学立国を標榜
する国として残念なことでした。放射能汚染が拡大す
る過程で初歩的な核物理学と充分な生物学の知識をも
つ皆さんのような人材が地域で必須と痛感させられま
した。
　2010年前後には新型インフルエンザや MERS コロ
ナウィルスが極東を含むアジアで流行しました。皆さ
んの記憶から薄れつつあると思いますが、同時期に宮
崎県で口蹄疫が発生しました。口蹄疫ウィルスは現在
でも近隣国で度々発生して500万頭を越える家畜が処
分されています。既に野生動物へ拡散して人為的に制
御できなくなっている国もありますから、悪意が無く
てもうっかり付着して持ちこむ可能性は高い状態で
す。こうした感染力の高い病原体は徹底して研究すれ
ば医療や農業の役に立つこともあり、悪用すれば生物
兵器となります。
　30年間に生じた現象は現代社会の脆弱な点を次々に
露見させましたが、強力な対策を備えられたとは言え
ない状態です。今後も新型や全く新規な病原体が出現
するでしょうし、日本では関東から沖縄までの沿岸域
で甚大な津波被災は着実と考えられていますから、皆
さんの生物学および関連の知識を臨機応変で自在に活
用できる能力が求められます。どうか健康に留意して
知識経験を職業上以外にも地域社会の維持のため長く
役立ててくれるよう期待致します。

卒業生・修了生の皆さんへ

地球惑星システム学科長・専攻長　柴　田　知　之

　地球惑星システム学科・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。教職
員一同、心からお祝い申し上げま
す。広島大学での生活で、皆さんは、
それぞれ、勉学や研究、さらには、

課外活動等に励む中で様々な知識と経験を積まれたこ
とと思います。地球惑星システム学は、数学、物理学、
化学、生物学、時には社会科学的な手法を様々に、縦
横無尽に結び付け、太陽系や地球の摂理を理解しよう
とする学問体系です。さらに、宇宙誕生から現在まで
の非常に長いものから、 1 秒にも満たないような極短
時間のものまで、多様な時間スケールを対象としてい
ます。このような体系の中で勉学や研究に取り組まれ
た皆さんは、ある目的を設定した時に、目標達成に必
要な分野を選択し、それぞれの分野で達成すべき事項
を決定し、それらを関連付けること、さらには、時間
配分を考慮しタイムスケジュールを設定する能力を知
らず知らずのうちに身に付けているのではないかと思
います。従って、就職するのか進学するのか、または、
今後の進路が分野に関連するのかしないのかに関わら
ず、皆さんには調整能力に長けた活躍をできることが
期待されると思います。どうか、広島大学で培った知
識と経験に自信をもって、これからの人生を積極的に、
かつ、有意義に歩んでください。
　大学生活でもう一つ大切なことは、人との関わりで
す。皆さんも、同級生はもちろん先輩や後輩、さらに
は我々教員といろいろな関わりを持ってこられたと思
います。この関わりを、是非、大切にしてください。
これからの長い人生で、大学時代に培った人脈が皆さ
んを助けてくれたり、協力して輝かしい成果を挙げた
りするかもしれません。時には、誰かを助ける立場に
なるかもしれません。そういったことの積み重ねで、
皆さんの人生が豊かになるかもしれません。また、そ
れが地球惑星システム学科・専攻の風土となり、代々
引き継がれることで、大きな力が生まれるかもしれま
せん。
　最後に、皆さんのこれからのご多幸とご活躍をお祈
りし、地球惑星システム学科・地球惑星システム学専
攻の発展にご協力いただけることをお願いしたいと思
います。
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益々のご活躍を期待しています

数理分子生命理学専攻長　中　田　　　聡

　数理分子生命理学専攻博士前期と
博士後期課程を修了される皆様、お
めでとうございます。教員代表とし
て専攻長よりお祝い申しあげます。
理学研究科・数理分子生命理学専攻
で得た糧を元に、益々活躍されます

ことを切望しております。
　平成はまもなく終わります。「グローバル化」とい
う言葉は、平成において私達が目の当たりにした言葉
であると思います。世界時価総額ランキングのトップ
50入りした日本の企業数は、平成元年の32社に対して
平成30年は 1 社のみとなっています。日本企業が弱体
化したのではなく、この30年間で米国と中国を中心に
世界の企業時価が10倍近くになっている現状がありま
す。科学の世界においては、世界論文数ランキングが
世間に公表され、他国の論文数が増加しているのに対
して日本の論文数は減少しています。大学の研究費や
人件費の削減によるものではと危惧される報道もあり
ます。大学を取り巻く状況によい話は聞きませんが、
ランキングを気にするばかりに研究の骨子（皆様のこ
れからの仕事への向き合い方とお考えください）を見
失うほうがよほど危険です。どのような状況において
も、独創的で面白い研究をすることに心がけ、十分納
得する論文を発信すれば、グローバル社会の中でいつ
か認められる日が来るはずです。
　平成がグローバル化に向けた転換期であれば、新し
い年号で新たな門出を出発される皆様は、職場又は国
内だけに注視することなく、海外の動向を見据えて活
躍できるチャンスを存分に活用して下さい。例えば投
稿した国際学術誌や国際会議での講演がリスペクトさ
れると、新たに国際学会招待講演や招聘研究者として
海外での活躍の機会が増えます。更に招聘された地で
パイプが増え、活動の幅が増えるでしょう。例えば、
我が国の専門書の出版数は近年激減していますが、国
際的な専門書や e-book は市場が増えています。言い
換えると、独創的な仕事を世界に発信すると、国内だ
けでなく世界も巻き込んだ新たな展開を切り開く可能
性が高まるのです。給料や出世も大事かもしれません
が、モチベーションが高まるライフワークを自分で導
くことも重要になる日が必ず来ると思います。
　くれぐれも健康第一でお過ごしいただき、生き生き
とした姿を見せに大学においで下さい。
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卒業生・修了生からのメッセージ

平々凡々だが楽しかった学生生活

数学科　池　田　裕　弥

　私の 4 年間の大学生活を振り返ると、だいたい勉強
とアルバイトだったように思う。
　私はこの広島大学に後期試験で入学したため、実
を言うと初めはあまり積極的に大学生活を謳歌しよ
うとは考えておらず、「勉強をしに大学に来た」とか
なり尖っていた。その思いがあったからこそ今の自
分がいるのは確かだが、今思えばもう少しサークル
活動や学部のオリキャン等にも参加していればよ
かったとも思う。
　しかし、もちろん数学科に入って得た良い経験もた
くさんあった。論理の飛躍をなくし筋道立てて考える
ことの重要性は言うまでもないが、その最たるものの
一つである数学を 4 年間学んできた私は少なくとも思
考力の面では成長しているはずである。分厚く難解な
数学書を端から端まで（本当にそうかと言われれば自
信はないが）読むというのはなかなかできない経験で
あったと思う。 1 年生の時によくわからなかった実数
の連続性が、過去のノートをふと見返している時に突
然理解できた瞬間はなかなかに快感だった。一つの命
題をいくつかの補題で道を整備して証明していくと
いった地道な感じも、私が高校生の時には味わえな
かった数学の結構好きなところである。他にも多くの
数学の楽しさを感じた場面があるのだが、それを上手
く文章にできない自分の文才のなさが恨めしい。
　アルバイトは 2 つ、共に現在も続けていて意外に長
続きするものだと自分でも感心している。そのうち片
方は塾の講師で、人にものを教える、伝えるという汎
用性の高そうな経験ができた。また、バイトを通じて
色々な人たちとの人間関係を形成することで社会性も
少しは上がったと思う。

　 4 年生のゼミは希望した微分幾何の分野に進むこと
ができたので、元々考えてはいたが院に進みより深く
勉強がしたいので親に相談し、来年度からは院に進む
ことにした。大学 4 年間と大学院 2 年間、私のやりた
いように自由にさせてくれている親には本当に深く感
謝している。
　良い経験はもちろんだが、大学の、今までに比べ格
段に高い自由性に甘えてしまい、特に生活面では様々
な失敗もあった。大学院ではそれらも省みてより充実
した 2 年間が過ごしたい。そのためにまずは早起きを
習慣づけたいと思う。

大学生活を振り返って

物理科学科　三　浦　優　里

　今から 4 年前、入学したばかりのころは、これまで
のような決まったクラスに自分の机がある学校生活と
は異なった、大学という環境に戸惑いや不安でいっぱ
いになり、とても緊張していたことを思い出します。
　少しずつ大学にも慣れ、仲の良い友人も出来て、大
学生活は楽しいものとなりました。大学での講義は、
目新しく、面白いもので、興味深く感じられ、天文学
や、コンピュータープログラミングなど様々な授業の
中で、とても多くのものを学ばせていただきました。
特に、原子爆弾による被害を受けた広島という地で、
被爆の惨状をより深く知ることを通じて平和を考える
講義は、広島大学で学んでいることの思いを強くさせ
ました。
　また、年次が上がるにつれて、講義の内容が難しく、
より専門的になり、一人で勉強することが大変なとき
に、友人と勉強することで理解が深まり、共に勉強す

ゼミの先輩方と（右から 4 番目が筆者）
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る仲間の存在が、非常に大切であることを私に教えて
くれました。
　 3 年次になると、専門科目で実験の授業もありまし
た。低温の実験で、試料を実際に自分で作製し、実験
の結果をグループで共に分析・考察して、共同で発表
するのは楽しいことでした。そして、教育課程を履修
することで、介護体験や教育実習といった貴重な体験
もさせていただきました。実習生として過ごした 1 か
月間は、私にとって忘れられない思い出深い 1 か月と
なりました。これまで学んだことを生かして、今後私
なりに努力していきたいと考えています。
　最後になりましたが、辛抱強く、丁寧に助言を与え、
導いてくださった小嶌教授、質問に優しく答えてくだ
さった先生方、わからないことも親切に教えてくだ
さった先輩方、様々な場面でお世話になった職員の皆
様、これまでの私を支えてくださったすべての方に深
く感謝いたします。本当に、ありがとうございました。

化学と真剣に向き合った学部生活

化学科　原　田　健太郎

　理学部化学科に入学してからあっという間に卒業を
迎えることになりました。そもそも化学科に入学した
理由はあまり明確なものではありませんでした。高校
時代の化学はほとんど暗記科目で計算は手計算、化学
の試験中は筆算で計算ミスしたらこの問題全問雪崩れ
るなぁといった記憶しかなく、化学が心から楽しいと
感じたことはありませんでした。
　しかし、大学に入ってすぐの山本陽介先生の有機化
学の授業で化学は暗記でないことを実感し、化学が
徐々に好きになっていきました。また、有機化学にお
いて、‘安定’や‘非局在化’といった言葉で片付け
られてしまう場合も物理化学の分子軌道などの概念を
用いて説明できるなど、学年が上がるにしたがって高
校時代に暗記してきた有機化学・無機化学の現象を物
理化学によって説明できることに非常に感銘を受けま
した。その後、無機化学・有機化学・生化学の授業で
習う現象も自然に物理化学で説明できないかという視
点で見ることができたため、分野のつながりが鮮明に
なり、化学は暗記ではない（もちろん筆算でもない）
と確信できるようになりました。
　昨年の 3 月には研究室配属となり、新しい有機化合
物の合成とその性質を UV スペクトルや NMR などの
データから物理化学的に解釈し、新しい機能を発現さ
せようとする灰野岳晴先生の構造有機化学研究室に決
めました。日々の研究生活では学部とは違い、実験の
割合が非常に大きくなりました。他の論文では進行し

ている反応も自分の化合物では全く進行しないなど予
期せぬことが起こるのは日常茶飯事ですが、条件を詰
めて反応が進行し、新しい化合物の合成に成功したとき
の喜びは 3 年生まででは体験できなかったものでし
た。また、合成した化合物の物性を測定し、予想しない
データが取れることもありますが、そのデータから何が
起こっているかを物理化学的に推測し、次の実験につな
げるプロセスには、学部 3 年までの物理化学に重きを置
いた勉強法が多少ながら生きていると思います。
　研究室生活はつらいことの方が多いと感じることも
ありますが、そのぶん学会などの発表の場で見に来る
人を驚かせることができるはず、と心に秘めながらこ
れからも日々精進していきたいと思います。

盛大な遠回り

生物科学科　寺　川　　　衛

　大学入試を無事突破し、念願かなって2015年 4 月に
本学への入学を果たした。が、自分でも驚くほど勉強
に対するモチベーションが低いままの状態が続いた。
それもそのはず、高校生物が好きで割と得意という理
由だけで本学の受験を決めたからである。高校生物と
大学での生物の間に壁を感じたわけではなかったが、
自らが学びたいものが漠然としたまま講義を受けてい
た。何よりの問題は、そうした状況に私自身危機感が
なかったことだろう。成績が悪くてもいいや、留年さ
えしなければいいやと恐ろしく意識レベルの低い大学
生活を送っていた。
　大学生活に順応してくると、入学当初の意気込みを
忘れ呆けてしまうということは往々にしてある。そう
した状況に陥った場合、「初心に帰る」ことである程

イギリス語学留学でのストーンヘンジにて
（左から 2 番目が筆者）
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度当初の熱意を思い出すこともできるだろう。私の場
合、帰るべき「初心」を持たずに入学してしまったた
め、本当に何をすべきかを思い出せない。大学入学時
点に立ち返ってもまだ何もわからないので、高校時代
を振り返ることにした。そういえば、生物と同じくら
い地理が好きだったな…。よくよく思い出してみると、
地理の分野は教科書も資料集も端から端まで私の興味
を刺激していた。私が生物を学んできた中で最も興味
ある分野だと思っていた生物地理学は、むしろ地理へ
の興味に引っ張られていたという事実に気付いたので
ある。この時すでに 3 年前期が終了していた。私は改
めて自分が何をしたいのかを考え、暇そうな同期の N
くんを誘い、工学部で開講される都市計画学の講義を
受講した。受講した感想は「めっちゃおもろいやんけ」
衝撃だった。他にも理由はあるが、この経験がきっか
けとなり、来年度からは他大学の大学院で都市緑化に
関わる研究をするという進路を選ぶこととなった。余
談ではあるが、私が 4 年間に履修した全講義のうち評
価「秀」を頂いたのは、卒業研究の指導教官である教
授の「植物生態学 A」と上記の「都市計画学」だけ
である。
　振り返ると、高校時代から続く盛大な遠回りをして
いるのかもしれない。けれども、葛藤しながら 4 年間
生物学に向き合ったことは間違いなく糧になると信じ
ている。そしてなにより、この大学を通じて知り合っ
た先生方、先輩・後輩、 4 年間もこんな私と付き合っ
て下さった同級生たちという生涯の財産を得ることが
できた。心の底から広島大学理学部生物科学科に入学
してよかったと思う。

して新しい一歩を踏み出す前に、今一度大学生活を振
り返ってみたいと思います。
　先ほど述べた通り、私は夢も目標もなくただ地球科
学に対する漠然とした好奇心と憧れを抱いて広島大学
に入学しました。そんな心持ちで大学生になった私は、
授業を疎かにし、新しくできた友人と遊ぶことに夢中
になりました。そうして、あっという間に 1 年が過ぎ、
返ってきた成績は散々なものでした。大学生の本分で
ある勉学を疎かにしていたのはとても勿体無いことで
あったと後悔しています。
　授業を楽しく興味を持って受けることができるよう
になったのは、 2 年生になってからでした。 2 年次か
らは専門科目の授業が加わり、高校生の頃の私が期待
していたことについて深く学べるようになったので
す。もちろん留年してしまうのではという焦りもあり
ましたが、ようやく勉学に身が入るようになりまし
た。また、この時期はサークル活動にも打ち込みまし
た。スペイン広場でビラを片手に新 1 年生を勧誘して
回ったのは良い思い出です。11月には大学祭への出店
もあり、大学生らしい充実した 1 年になりました。
　 3 年生になると進級論文が始まりました。進級論文
は決められた地域の地質調査をグループで行うという
ものです。それまでの巡検とは違い、自分で考え自分
で行動しなければいけません。初めの内は、何から手
をつければ良いか分からず、自分の知識・力不足を実
感させられました。しかし、そんな時に頼りになった
のは先生方、先輩方です。質問をすると快く時間を割
いて下さり、時には自分で思案するように導いて頂き
ました。そうして、進級論文は形になり、無事 4 年生
に進級することができました。この時に得た知識と経
験はこの先の人生できっと役に立つことと思います。
　まとめると短いものですが、勉学に励み、サークル
に打ち込み、様々な人と関わったこの 4 年間はとても
充実していました。この大学生活の中で培った知識と
経験は、確かな自信となって私の中にあります。最後

佐渡島実習にて（一番左が筆者）

大学生活を振り返って

地球惑星システム学科　陽　原　瑛　樹

　私が広島大学に入学して早いもので 4 年が経とうと
しています。思えば、夢や目標を持たないまま大学生
になった私でしたが、充実した大学生活を送ることが
できたと感じています。そして、この春から社会人と

学科で行われたソフトボール大会優勝後の集合写真
（後列右から 4 番目が筆者）

― 12―



になりますが、お世話になった先生方、先輩方、友人
達、支えてくれた皆様にとても感謝しております。こ
れからは広島大学の卒業生として社会に貢献できるよ
う努めていきます。

素敵な仲間たち

数学専攻　川　又　将　大

　私は博士課程前期から専門を物理から数学に変え
て、広島大学に入学しました。入学当初は新しい環境
に馴染めるか、講義についていけるか、数学の研究が
できるか等々、不安要素はたくさんあったのですが、
素敵な同期、先生たちに恵まれ、思い返すと楽しい思
い出がたくさん詰まった二年間となりました。
　私の一番の思い出は日ごろ行っている数学のセミ
ナーです。研究室の先生とのセミナーはもちろん、同
期たちと自主的に行ったセミナー、インターネットで
知り合った数学が好きな人たちと行ったセミナー、と
たくさんの人たちと数学に関して議論をすることがで
きました。特に、同期たちと行ったセミナーでは、自
分の専門ではない代数分野に関していろいろ学べ、と
てもよい時間であったと思います。時には本に書いて
ある内容が全く理解することができなく、発表を聞い
ている人たちに迷惑をかけたこともありましたが、一
緒に分からなかったところを考えてくれるなどして助
けてもらいながら、内容を一つ一つしっかりと理解し
ていくことができました。
　また研究に関して、私は二つの研究室に所属し別々
のことを同時並行でやりながら二年間を過ごしてきま
した。本格的な数学の研究自体初めてであり、しかも
それを二つも同時にできるのかと思いましたが、案外
なんとかなるもので、二つとも自分の結果と呼べるも
のができたことがすごく嬉しく思っています。自分の
わがままに付き合ってくれた二人の先生には感謝して
もしきれません。勝手ながらこの場を借りてお礼を言
いたいと思います。本当にありがとうございました。
　私はこのまま広島大学の博士課程後期に進学する予
定です。博士課程後期からは今までやっていた二つの
ことのうち、片方のことをメインで行い最終的には微
分方程式に関することを研究していきたいと考えてい
ます。これから先、今まで以上に忙しい日々が待って
おり、楽しいことばかりでなく、辛いことなどもたく
さん経験すると思います。昔の自分からしたら想像の
つかないところまで来てしまいましたが、博士課程前
期の二年間で学んだこと、そして出会った素敵な仲間
たちのことを思いながら、自分の最終目標に向けて頑
張っていこうと考えています。

これまで、そしてこれから

物理科学専攻　石　坂　仁　志

　時が経つのは大変早く、愛知県から広島県で一人暮
らしを始めて 6 年間が過ぎました。「高校で理科を教
える先生になるんだ！」と意気込んで、この広島大学
の入学式に出たのが昨日のことのように思えます。入
学から現在まで、私はとても濃い時間を過ごしてきま
した。そんな私の 6 年間を振り返りながら、今後につ
いて書きたいと思います。
　大学時代の私は、日々講義や課題をこなすので手一
杯だった出来の悪い学生でした。そのため私は、「こ
んな人間が生徒を導く先生になれるのか？」とよく思
いました。しかし、教育実習で生徒から「先生の授業
面白かったよ」と言ってもらえました。お世辞だった
かもしれませんが、私はその言葉が支えとなって、無
事教員免許を取得できました。教育実習を終え改めて
先生という職を意識したとき、自身の実力不足を強く
感じました。そこで、大学院に進学しもっと多くの経
験と知識を身に付けようと思い、進学を決意しまし
た。大学院では、授業補佐やアルバイトを通して幅広
い学生に教える機会があり、大学生ではできなかった
事を沢山経験させていただきました。
　私は、大学のプログラムを利用して学部 3 年生から
光物性研究室に所属して、「超伝導」について研究し
ています。研究室に入った当初、私は学生と研究者の
意識の違いに戸惑いました。今まで受け身だった姿勢
を、自身で誰もやってない課題を探して明らかにする
姿勢にしなくてはならなかったからです。そんな私で
すが、先輩や先生も含め多くの研究者に支えられたお
かげで、2017年に韓国で行われた国際会議において最
優秀発表者賞を受賞するまで成長することができまし

研究室にて同期たちと（左から 2 番目が筆者）
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た。そして、私は就職ではなく博士課程後期への進学
を決断しました。理由は、研究を進めていく中で今ま
でやったことがなかった事に挑戦し、研究の幅を広げ
たいという気持ちが生まれたからです。決して入学当
初の夢を忘れたわけではありません。今後も先生を目
指して変わらず精進するとともに、自分の可能性を広
げ、先生も含めた幅広い将来が考えられるように努力
していきます。
　最後に、私の博士課程後期への進学というわがまま
を聞き入れてくれた両親、研究活動・学生生活を支え
てくれている多くの方々にこの場を借りて感謝申し上
げます。そして、今後も宜しくお願い致します。

多くの専門講義や研究活動を通して自分の好きな化学
を学ぶことが出来ただけでなく、物事に取り組む姿勢
や周りの人たちの大切さを痛感させられた 6 年間だっ
たと思います。
　学部生の頃は、友人たちと講義の疑問点を納得がい
くまで議論したり、皆で図書館の関連書籍を探して勉
強したりもしました。ひとりであったらここまでやれ
なかったでしょうし、こうした友人たちとの時間が楽
しみとなっていたのだと思います。また、このような
取り組みの中で、理解するまで妥協しない姿勢も身に
つけられたと感じています。
　そして、学部 4 年生から配属された反応有機化学研
究室での研究生活は、大学生活の中でも最も印象深く、
多くの困難を経験しました。はじめの頃は自分が行っ
ている実験の目的もよく分かっておらず、研究報告で
質疑応答に対応できなかったことは今でも苦い思い出
です。その他にも、研究で行き詰まることが多々あり
ましたが、その度に丁寧に指導してくださる先生方や
先輩方には何度もお世話になりました。そのおかげも
あり、大学院時代に学会で研究発表を行う機会をいた
だけたときには、自信をもって臨むことができ、他大
学の先生や学生とのディスカッションを楽しむことも
できました。
　このように、たくさんの方々の助けがあったおかげ
で、広島大学での 6 年間を実りある時間として過ごす
ことができました。 4 月からは社会人 1 年生として、
新たな地での生活がはじまります。そこでも、ここ広
島大学での経験とそこで獲得した力を糧に、これまで
支えてくださったすべての方々に恥じない立派な社会
人となれるよう努力し続ける所存です。
　最後になりましたが、大学に通わせてくれた両
親、そして、大学生活で多くの事を教えてくださっ
た先生方や先輩方、すべての友人に感謝を申し上
げます。

国際学会の授賞式にて （右が筆者）

6年間の大学生活を振り返って

化学専攻　田　渕　千　裕

　始めに、平成30年度化学専攻修了生を代表してメッ
セージを執筆させていただけることを光栄に思いま
す。拙文ではございますが、広島大学での学生生活、
特にここ 3 年間を過ごしてきた反応有機化学研究室
での研究生活について書かせていただきたいと思い
ます。
　私は、小学生の頃から好きな教科と言えば理科、将
来の夢は科学者というような子供でした。そして、高
校卒業が迫り将来の進路を考えた時に、物事の原理を
学び、新たなモノを創る人になりたいという思いから
化学という分野を志し、ここ広島大学に入学しまし
た。それから今日に至るまでの大学生活を振り返ると、

研究室旅行にて（中段左から 3 番目が著者）
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6年間の軌跡

生物科学専攻　小　野　太一郎

　「大学生だからこそできる経験をしよう」と思い、
広島大学理学部生物科学科に入学してから 6 度目の春
を迎えようとしています。この 6 年間を振り返ると、
入学した日がはるか昔のように感じます。そのように
感じる程、たくさんの友と出会い、多くの経験ができ
たと思っています。
　学部生では大学祭実行委員会、マジックサークル、
大学広報誌のスタッフ、アルバイトなど多くの組織に
携わり非常に充実した日々を過ごすことができまし
た。決して楽なだけの活動ではありませんでした。祭
やマジックショーを成功させるために夜遅くまで話し
合ったり、土日も一日中練習に費やしたり、努力する
毎日でした。同じ志を持った仲間たちがいたからこそ、
私も最後までやり切ることができたのだと思います。
そして、水を掛け合った委員会だけの後夜祭、何百人
もの観客を前に立ったステージなど一生忘れることの
できない思い出ができました。
　大学 4 年生からはサークルを引退し研究室に所属
し、学業中心の生活になりました。研究では困難の連
続でした。思うように結果を得ることができず苦しい
時期もありましたが、頼もしい先生方のおかげで乗り
切ることができました。乗り越えたときに得られる達
成感は何ものにも代え難かったです。また教授が新し
く着任されたばかりでしたので、研究室を 1 から作っ
ていくという、とても珍しい経験を得ることができま
した。初めは 6 人しかいなかった研究室にどんどん活
気が溢れていく様は新鮮でした。研究室に入ってから
半年間は実験室の改造作業ばかりだったのは今では良
い思い出です。
　私はこの 6 年間の大学生活で入学当初の目標を充
分に達成することができたと満足しています。そし
て、これらの経験の傍には、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
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 学生生活を送ることが出来ました。
ありがとうございました。

寄り道と出会い

地球惑星システム学専攻　谷　　　理　帆

　広島大学での 6 年間は非常に短く、さまざまな出来
事と出会いの連続でした。一人暮らしやサークル活動、
アルバイト、研究を通して、入学当初と比較すると別
人ではないかと思うほどの成長を遂げたと実感できま
す。この成長は数多くの出来事と出会いによって得ら
れたものだと分かります。広島大学に入学して、数え
られない程の人と出会い、価値観や考え方の違いを知
り、見たことのない世界に触れたことによって、今の
私が作られています。
　私の成長につながった出来事の一つは、高知県での
研究生活です。私は、修士課程から高知に引っ越し、
研究所で研究に励みました。その研究所に在籍してい
る広島大学の学生は、私ともう一人の同期の二人しか
おりません。それまでの大学生活では、大学にはたく
さんの友人がおり楽しく勉学や研究に励むことができ
ていたため、高知での生活は寂しく思いました。しか
し、なかなか味わうことのできない研究の世界を体験
することができ、昨年12月には高知での研究成果をア
メリカの学会で発表させていただきました。高知での
研究生活を通してこれまでより自分に自信を持つこと
ができるようになり、非常に良い経験をさせていただ
けたと感じております。
　私に影響を与えた出会いとして、指導教員と、高知
県でともに研究を行った同期の二人をあげさせていた
だきます。指導教員から注意されることはいつも同じ
で、発言に理由がないということでした。私は考える
前に発言や行動をしてしまうため、指導教員を含め周
りをいつも混乱させてしまいます。指導教員の指摘を
もとに現在この性格を改善しようと努力しているとこ
ろです。また同期は、価値観も考え方も全て真逆の友
人です。ぶつかったこともたくさんありましたが、彼
女はいつも正直に私の悪いところも良いところも指摘
してくれます。注意をしてくれる人は私のことを思っ
てくれている人です。そういった人々を大切に、感謝
しながら、これからも成長していきたいです。細胞生物学研究室の集合写真（奥の左から 3 番目が筆者）
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振り返ると直線で進めば良いところを蛇行し、寄り道
しながら進んだ 6 年間でした。しかし直線で進まな
かったことによってたくさんの良い出会いがありまし
た。これから新たな夢に向かって出発しますが、どん
な出会いが待っているのか楽しみでなりません。
　最後にこの場をお借りして、貴重な経験をさせてく
ださった先生方、友人、そして何より、我儘ばかり言
う私を暖かく見守ってくれている両親に心から感謝を
申し上げます。本当に人に恵まれた日々でした。

広島での2年間

数理分子生命理学専攻　杉　山　文　香

　私は大学院からこの広島大学に来ました。
　私がこの広島での 2 年間で学んだことは、多くの人
に支えられているということです。
　私は、前の大学の入学式でも周りは知らない人ばっ
かりだったので、そこまで不安に思わず広島大学の大
学院に入学しました。しかし、実際に入学してみて私
以外はみんな知り合いである中に入るということは、
想像以上に寂しいものだと実感しました。また、文化
や考え方の違いに戸惑ったのを覚えています。そんな
私がこの 2 年間楽しく過ごせたのは、先生を始め同じ
研究グループのメンバーや周りの人々の助けがあった
からです。
　私は、現在ウニを使って実験をしています。私は、
大学院から初めて生物実験をしました。そのため、
最初は分からないことばかりでした。そのような状
況の中、実験方法やプレゼン方法を根気強く教えて
くださった先輩や、研究を進める中でうまくいかず
悩んできるときに相談に乗ってくれた先生、困った
ときや忙しいときに助けてくれた同期や後輩には感
謝しています。

アメリカの学会にて

　私たちの研究グループでは、実験に使用するウニや
海水を瀬戸内海まで採りに行く「ウニとり」や「海水
くみ」が年に複数回行われます。これらは、主に研究
グループのメンバーが時間を調節しあって参加してい
ます。これらを通して、私たちが滞りなく実験できる
のもお互いに自分の時間を割いてこれらに参加してい
るからだと実感しました。
　「ウニとり」は、11月末から 3 月の大潮の日、潮が
引いている時間帯である夜中から早朝にかけて行われ
ています。この時間帯にウニを取りに行くワクワク感
と実際にウニが採れたとき達成感を味わうことができ
ました。また、研究グループのメンバーと一人何個ウ
ニが採れるかを競い合いながら行っていたので、楽し
かったです。このような貴重な体験をさせていただい
たことには感謝しています。
　このように、広島での 2 年間を振り返ってみると私
は結構周りに迷惑をかけっぱなしだったと思うのです
が、周りの人々が助けてくれたからとても楽しく過ご
すことができたのだと思います。
　私は 4 月から社会人としての一歩を踏み出すわけで
すが、この広島で学んだことを心にとめて私も多くの
人を支えられるような社会人になりたいと思います。

ウニ飼育室の前にて（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

あっという間に日にちが経ってしまいました

化学専攻・教授　江　幡　孝　之

　平成16年の 4 月に本学理学研究科の化学専攻に教授
として着任しました。この年は、国立大学が独立法人
化された最初の年でもあり、赴任にあたり予期せぬこ
とがいろいろありました。最初は前任地からの装置の
移動と再立ち上げが大変で、一緒に来てくれた D1の
山田君と毎日奮闘していました。また西条には電気街
がないので、月に 2 度くらい土曜日か日曜日に、広島
市内の松本無線に行き、抵抗、コンデンサー、ケーブ
ルなどの電気部品を物色していました。通販がしっか
りしている今では懐かしいですね。装置が完全に立ち
上がったときは本当に嬉しかったことと、これから新
しい研究室を主宰することに身震いしたものです。そ
れから15年、あっという間に日にちが過ぎてしまいま
した。単身赴任であったこともあり、当初は、これか
ら13年間（定年が延びたので15年間）最後まで心身と
もに健康にしっかりやっていけるのか、正直かなり不
安でした。優秀な学生がとれるか、外部資金を獲得で
きるか、世界と競争できる研究成果を出せるか等等、
たくさんの課題（悩み）を抱えていました。それでも
なんとか成果をだすことができ、おかげさまですばら
しい賞を受賞させていただくことも、出来ました。こ
れも、ひとえに一緒に研究をやってくれた学生の皆さ
んや同僚のおかげだと、感謝しています。思い通り進
んだ研究や、何人もの学生がチャレンジしてもなかな
かうまく進まなかった研究、どれも全部大切にしてき
ました。セミナーや勉強会において、学生の皆さんに
はいつも厳しかったかも知れません。でも、これが自
分のスタイルだと思って曲げずに進めてきました。皆
さんにはいい思い出として残っていることと、心から
祈っています。研究室旅行、ソフトボール大会、ボー
リング大会、分子科学討論会、どれも頑張りました。
大学運営には、あまり深く関わることは出来ませんで
したが、これからの広島大学には、益々頑張っていた
だきたいと期待しています。学生はもちろん、教員・
職員の皆さんが生き生きとして活躍できる教育現場で
あるよう、心からエールを送ります。

大分に研究室旅行に行ったときの写真です。
これは、アドベンチャーでした。
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％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％卒 業 論 文 題 目平成30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
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 原田健太郎　　　
　化学専攻
　　博士課程後期 3 年 鬼塚　侑樹　　　

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
れました。おめでとうございます。

　数学科 助永　真之　　　
 吉岡　国晃　　　
　物理科学科 藍沢　友也　　　
 三浦　優里　　　
　化学科 原田健太郎　　　
 WANGCHINGCHAI　PEERAPAT　　　
　生物科学科 中村　志穂　　　
　地球惑星システム学科 佐藤　史彦　　　

3　理学研究科長からの表彰
　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 4 名が表彰さ
れました。おめでとうございます。

　物理科学専攻
　　博士課程後期 3 年 川端　美穂　　　
　化学専攻
　　博士課程後期 3 年 鬼塚　侑樹　　　
　生物科学専攻
　　博士課程後期 2 年 白井　均樹　　　
　地球惑星システム学専攻
　　博士課程後期 3 年 築地　祐太　　　

※ 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　学　科

池田　裕弥 リー群の接束と指数写像
市成　彩夏 ディリクレの算術級数定理
石徹白悠平 マルコフ連鎖の再帰性
今井　竜馬 ロトカ・ボルテラの微分方程式モデルと

その一般化の解析
今倉　悠貴 ラプラス方程式，熱方程式，波動方程式

の解の導出とその性質
大本　將皓 微分方程式に対する初期値問題の解の一

意存在と平衝点の安定多様体の構成例
奥野　皓介 Notch-Delta　細胞膜結合方式における細

胞運命多様化およびパターン形成
小田　竜平 衝撃により誘発される粉体なだれの鉛直

面 2D シミュレーション
小原有水佳 動的・可塑的ニューラルネットワークモ

デルにおける自発的構造形成
嘉本　成文 平均・分散モデルにおけるポートフォリ

オ最適化
川上　　隼 ベイズ統計の基礎理論
河村　風児 学習理論における損失関数とリスクの位

置付け
閑田　葉子 強化学習を用いた inchworm 運動の数理

的モデルと実験の研究
木下　真輝 組み紐群の語の問題に対するデオノアア

ルゴリズム
神城　壮志 DNA 探索における facilitated diffusion の

粗視化シミュレーション
後藤　博貴 平方剰余の相互法則
五明　陸弥 「分子混雑環境下で，受容体の二量体化

がシグナル伝達に与える影響」
小本　哲史 マウス ES 細胞 X 染色体不活性化を誘導

する染色体動態
小森　一輝 フーリエの反転公式
坂　　貴弘 クロオオアリの状況依存型役割分化にお

けるサイズ効果の検証
下手　達也 データ解析を用いた高校生のための数理

モデリング及び教材開発
白﨑　史哉 約数ニムの必勝法
助永　真之 Gröbner Bases and the Dimension of a 

Variety（グレブナー基底と代数多様体の
次元）

関　　大輔 フーリエ変換を用いた熱方程式の初期値
問題の解析
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平　　大和 ロボットアームとグレブナー基底
髙野　　準 P 進数体の乗法群と平方元について
髙吉　拳汰 交代絡み目に関するテイト予想
竹内　宏一 有限次元半単純リー代数の表現の完全可

約性について
竹藤　　輝 強化学習を用いた inchworm 運動の数理

的モデルと実験の研究
田中　幸一 ドメインの幾何学的性質を考慮した生態

系の空間共存性の考察及び数理モデル
谷口　一慧 条件付き期待値の諸性質
谷口　　遼 包絡線・特異点とグレブナー基底
谷口　雄大 写像類群と純ブレイド群
德永　英人 カントール集合上の二次写像族と記号力

学系の位相共役性について
西岡　大輝 楕円型方程式と熱方程式の解のフーリエ

級数による構成
野田　達也 細胞内における熱伝導のシミュレーション
秦　　英孝 多項式における対称式
福田　哲也 木について
藤井　良輔 線形回帰モデルにおける lasso と lasso 正

則化項の拡張
藤田　雄介 低レイノルズ数流れの解析用水槽の開発

と物体後流の流れ構造の解析
古谷　凌雅 Laudenbach-Poénaru の定理と Kirby 図式
宮本　晃来 債券ヨーロピアン派生証券の価格評価
三好　佑季 Banach 空間の強位相 , 弱位相 , 汎弱位相

の性質
安井　優平 ウニ初期胚発生における小小割球の特異

性の解析
矢野　貴大 ランダムウォークにおける推移確率の長

時間挙動
山岡　大祐 統計的手法を用いたテレビドラマの視聴率

解析～スターディレクターを目指して～
山口　祥平 石とりゲームの周期性について
吉岡　国晃 PISA 個票データの重回帰分析
ララフィ　佳里夢　夫婦間相互作用の力学のモデル化に

ついて

物理科学科

藍沢　友也 物質に作用する光圧の理論予測
秋丸　直人 気相有機分子における内殻励起状態選択

的解離の理論計算による解離機構の解明
浅谷俊太郎 4 f 2配位系 La1-xPrxTi2Al20（x≤0.5）におけ

る四極子秩序と非フェルミ液体的挙動
阿部日向子 レーザー角度分解光電子分光によるトポ

ロジカル絶縁体PbBi6Te10の表面ディラッ
ク電子状態の研究

石田　崇洋 等方的 Heisenberg 模型の基礎的理論　
－系の次元と相転移－

井田健二郎 光子の伝播パラドックス実証のための実
験条件の考察

梅野　寛大 カゴ状化合物 NdT2 Zn20（T: Co,Rh）の
巨大振幅原子振動効果と結晶場効果

浦山　夢功 Gor’kov の方法による Ginzburg-Landau
方程式の導出

大久保勇利 改善された梯子近似とカイラル対称性の
動的な破れ

大曲　雄大 希土類カルコゲナイド RCuS2（R = Dy, 
Ho, Er, Yb）の磁性と低温物性

大間々知輝 確率過程モデルを用いたジェット天体の
時系列データの多波長間タイムラグ推定

大矢　元海 ALICE 実験前方ミュー粒子飛跡検出器
の分散制御系試験機

小澤　秀介 軟 X 線角度分解光電子分光を用いたルテ
ニウム酸化物超伝導体の電子状態の研究

尾田拓之慎 角度分解光電子分光を用いた銅酸化物超
伝導体 La2-xSrxCuO4の自己エネルギー解析

掛林　達樹 真空紫外円二色性による生体膜と結合し
たシトクロム c の構造解析

加藤　大輔 4f 3　配位系 NdRh2Zn20の反強磁性秩序に
対する圧力効果

金森　　奨 GdTM2Hx（TM = Fe, Co, Ni, x～3）の磁
気特性に対する水素の影響

河崎　　遼 2 次元過渡吸収スペクトルのグローバル
フィッティング解析

川夏　康助 光電子分光による熱電変換物質 FeVSb
の電子状態の研究

北澤　崇文 超重電子系化合物 Yb（Co,T）2Zn20 （T = 
Fe, Ni）の量子臨界制御

北原　弘大 QED の摂動論による逆コンプトン散乱
の研究

木村　浩輝 かなた望遠鏡で取得された Ia 型超新星の
光度曲線とスペクトルに基づく研究

桐田　勇利 準平行非対称光子対衝突系における暗黒
場共鳴を介した誘導散乱の定式化

熊谷　学人 チタン酸ストロンチウム薄膜の格子歪み
による強誘電性の探究

倉内　太道 イオンプラズマに励起された集団振動の
観測

倉持慶太郎 2 段式ダイヤモンドアンビルセルを用い
た multi-Mbar 領域の XAFS 測定

河野　　嵩 Co 基ホイスラー合金のスピン及び軌道
に依存した電子状態の観測

小林　祐生 HBT 干渉法による原始重力波の量子性
の観測可能性　

近藤　丈仁 軽いベクトル中間子の質量二準位模型に
よる質量状態変化の検出可能性評価
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柴田早由里 極低質量暗黒物質探索へ向けたジョセフ
ソン接合素子による GHz 帯光子計数法
の考察

清水　　健 真空紫外円二色性法を用いた糖類の分子
特性とアポミオグロビンの構造安定性に
ついての研究

白井　拓海 イオンプラズマの断面方向位置制御によ
る非線形効果の抑制

白邦　裕千 放射光 X 線回折による混合原子価金属酸
化物の電子密度解析

杉山　祐紀 ミンコフスキー時空とリンドラー時空に
おける重力波についての考察

須崎由季弘 核磁気共鳴のための密度汎関数理論の拡張
鈴木　一毅 マグネターの磁場の長時間変動
鈴木　大地 DyNiAl の4f 電子状態と磁場中相図の決定
髙橋　　光 二次元イジングモデルにおけるテンソル

くりこみ群アルゴリズムのプログラムの
実装

田口　昌敬 希薄試料用軟 X 線吸収測定装置の整備と
評価

谷　　直之 弱い重力レンズ解析によるMass-Concentration
関係の評価

谷口　真彦 様々な修正重力理論の特徴と重力波
田村　遼平 位相空間回転によるリニアコライダーの

ための高ルミノシティビーム生成－ x-y
エミッタンス交換の特性評価－

戸津井亜生 偏光の測定の強さ可変測定の実験的研究
仲畑　賢人 YbNi3Ga9の格子定数の温度変化
中部倫太郎 10-8 eV 質量域のアクシオン的粒子探索へ

向けた試験的計測
西尾　　悠 線形応答の久保理論と電磁応答関数の導出
西中　勇貴 かなた望遠鏡における重力波対応天体検

出を見据えた可視近赤外バンドの限界等
級評価

西村　　武 位相空間回転によるリニアコライダーの
ための高ルミノシティビーム生成 － x-z
エミッタンス交換の特性評価－

服部　真央 チタン酸バリウムの分極反転に伴う構造
変化の時分割測定

久富　章平 MPPC の小型衛星応用を見据えたノイズ
低減対策の研究

廣瀬　憲吾 小型多チャンネル FPGA/ADC ボードを
用いた複数機器読み出しシステムの立ち
上げ

藤盛伸太郎 フッ素を含んだ有機単分子膜の内殻励起
スペクトルとサイト選択的脱離反応に関
する理論的考察

堀井　幸多 4 層グラフェンにおける垂直電場による
ディラックコーンの生成

堀尾　隆介 UCo1-x Osx Al の三重臨界点近傍における
MHz 帯で周波数依存する弾性率の起源

松本　拓真 硫化銅鉱物 Cu12As4S13の X 線発光分光
眞弓　達矢 HiSOR-BL14における軟 X 線反射率測定

装置の開発
三浦　優里 線形摂動によるカイラル MHD の不安定

性モード解析
宮島　　諒 光子 - 光子衝突型加速器における実光子

弾性散乱の研究
牟田　美慧 充 填 ゼ オ ラ イ ト 型 化 合 物（Ca1-xSrx）8

［AlO2］12（MoO4）2の構造相転移
村上　貴洋 高密度プラズマ塊と流れの相互作用の磁

気流体力学シミュレーション
山根　裕也 高密度ビームにおける四重極振動モード

の安定性に関する数値解析的研究
山本　華文 HiSOR 多バンチ運転下でのパルス電場式

飛行時間型質量分析器によるイオン測定
評価

山本　龍哉 シミュレーションを用いた IXPE 衛星に
よる広がった天体の X 線偏光解析手法の
研究

山本　涼一 SZ 効果を用いた大規模構造に付随する
中高温銀河間物質の探査

夜舩　紘和 Yb（Ni1-xCux）3Al9における電気抵抗率の圧
力効果

渡邊　祐也 LabVIEW を用いた HiSOR-BL6測定プロ
グラムの作成

化　学　科

秋廣　健斗  1-propanol 水溶液の軟 X 線発光分光 : 実
験と理論計算

阿部　朋也 C-H 直接ホウ素化触媒を目指したホス
フィン修飾シクロペンタジエニル鉄錯体
の合成

五十嵐亮太 金属銅電極と有機物の接触構造及び CO₂
還元への効果

石貫　達也 強弾性を有する有機無機二次元ペロブス
カイト型化合物（C6H9C2H4NH3）2FeCl4
の合成と磁気物性評価

泉　　雄大 二次元層状型配位高分子［Mn2（NNIm）3］
BF4の磁気測定における圧力効果の観測

板垣　昌利 エアロゾル液滴内部の光強度分布と粒子
径の関係

今川　大樹 ホウ素置換基を有するテトラへドランの
合成および選択的光照射によるシクロブ
タジエンへの光異性化の検討

今村　優太 DIUTHAME-SALDI-IMS 法を用いた粘
菌の忌避物質の探索



大倉　華奈 レーザー捕捉・顕微分光法を用いたリモ
ネンの二次有機エアロゾル生成に関する
研究

大山　敦史 BODIPY やジフェニルイソオキサゾー
ルを発光性官能基としてもつカリックス

［4］アレーンの合成
岡澤　一樹 サリドマイドのラセミ化の反応経路に関

する理論化学的研究
岡本　和賢 ペルオキシド構造を有するロフィン誘導

体の反応挙動
小野　大成 Si 量子ドット LED の作製とその電子構

造の考察
小野　雄大 トリス（フェニルイソオキサゾリル）ベ

ンゼンを導入した［5］ヘリセンの自己集合
小野澤由奈 デスモグレイン-1と表皮剥脱毒素との蛋

白質複合体の結晶化
加藤　　茜 長鎖のビス（ピリジル）型架橋配位子を

用いた鉄二価集積型錯体のスピン状態
河本遼太郎 DNA の偏光吸収と複屈折の測定
北村　優真 極低温気相レーザー分光による Ag+- ベ

ンゾクラウンエーテル包接錯体の構造と
電子状態の研究

木村　真貴 Hoイオンを内包したPreyssler型Polyoxometalate
の合成と誘電物性

木村　好貴 Synthesis of Boron containing N-Heterocyclic 
Carbene Complexes（ホウ素を含む新規
N-ヘテロ環状カルベン錯体の合成）

黒瀬　友也 ナフタレンが 2 重に架橋したリン2座配
位子とそのニッケル錯体の合成

髙路　紗愛 Amyloid-β42はヒスチジンの水素結合
形成によって凝集する

後藤　修平 非対称配位環境なビス（ピリジル）型架
橋配位子を用いた鉄二価集積型錯体のス
ピン状態

小林　　慧 硫黄分子 S2（X3Σg
-）の単一振動準位検

出および He による振動緩和速度定数
小桝　結衣 界面張力差を駆動力として水面滑走する

メントール円板
小山　悟生 2-methylTHF の光反応
古和　千絵 固体 NMR によるハロゲン酸化された二

核メタロセンの電子移動の研究
篠原　　亮 ペプチド結合をもつ N-メチルホルムア

ミドの光解離ダイナミクスの研究
清水　翔太 色素により集積した銅錯体による酸素酸

化反応の研究
申　　鐘植 硫黄原子の紫外2光子励起（4p 3Pg← 

3p 3Pg）および N2による消光速度定数
鈴木　啓太 π系置換基を有する反芳香族分子：新規

シクロブタジエン誘導体の合成と構造、
物性解明
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鈴木　博喜 Syntheses of Sterically Hindered sp3 
Bases and Applications for Low-Valent 
Boron Species（立体障害のある sp3 塩
基の合成と低配位のホウ素種への展開）

関本　佳世 TRAF6 の二重体構造の機能解明に向け
た試料調整法の構築

高野　真綾 電子供与性基を持つアリールメチルカチ
オン類のジラジカル性に関する研究

髙原　奈穂 周期的温度摂動に対する半導体ガスセン
サの非線形応答の流速依存性

田中　悠太 ダブルビームを用いた気相中での 2 つの
液滴の同時捕捉に関する研究

谷本　佑貴 電子励起酸素原子 O（3p 3P）の He によ
る消光過程の速度論的研究

塚越　　舜 Calciotantite 型無機キラル化合物の合成
寺澤　祐樹 核内クロマチン三次元構造解析のための

電子顕微鏡観測技術の開発
中島　智哉 新規四座 N ドナー配位子を用いたユウ

ロピウム錯体の結晶構造の解明を目的と
した錯体合成

西村　文武 アルキニル銀クラスターを触媒としたア
ジド - アルキン環化反応の開発

信岡　優希 桂皮酸メチルの発光特性に及ぼす溶媒効
果の分子論的研究

朴　　光煕 ステインズオールとカルモジュリンの相
互作用に関する理論化学的研究

櫨　　美里 CpM（CO）2NO（M=Cr, Mo, W） の 光 脱
離と配位子場強度の相関の研究

早川　冬馬 シロキサン修飾 Si 量子ドットの安定
性：合成と量子ドットフィルムの作製

原田健太郎 Synthesis and Molecular Recognition of 
Covalently-linked Resorcinarene-based 
Capsule（共有結合で連結されたレゾルシ
ンアレーンカプセルの合成と分子認識）

平田早紀子 SEIRA 分光法による有機配位子－ラン
タノイド錯体の構造と電子状態の研究

福伊　一慧 塗布法による有機無機ハイブリッド太陽
電池の作製と評価

福田　和志 カリックス［5］アレーンとフラーレンの
分子認識を利用したポリマーの構造制御

福田　千潤 Si と水のメカノケミカル反応による水
素生成：緩衝液の効果

福田　直希 軟 X 線吸収分光で探るジメチルグリシ
ン水溶液の水和構造

福田　　航 MALDI-CID におけるアルギニン側鎖を
起点とするプロトン移動に伴うフラグメ
ンテーション

二又　　望 内殻励起した安息香酸メチルの解離過
程：グラフ理論による解析
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古川　　柊 Investigation of Metal-facilitated Boron-
Boron Bond Activation and Cleavage

（金属によって促進されたホウ素 - ホウ
素間結合の活性化及び開裂の研究）

堀坂　麻里 化学振動子系に発現する双安定パターン
の電圧制御

前田　浩徳 レーザー捕捉・顕微ラマン分光法を用い
た過冷却微小水滴の凝固に関する研究

松﨑　太祐 新発現系によるパーキンソン病関連蛋白
質シンフィリン-1 の結晶化に向けた試
料調整

松藤　丈郎 周期的摂動に対する自己駆動体の形依存性
眞邉　　潤 分子性スピンラダー Cu2（CO3）（ClO4）2

（NH3）6の極低温領域における磁気異常
宮澤　友樹 マルチラジカルを有するシクロパラフェ

ニレン分子の構造と電子的性質
薮下　由恵 Synthesis of azadiboriridines as ligand 

precursors for transition metal complexes 
（遷移金属錯体のアザジボリリジン配位
子前駆体の合成）

山岸　姫香 気相中に浮遊するイオン液体の相分離に
関する研究

山口　祐汰 相転移付近におけるリン脂質分子膜に対
する陽イオンの応答

吉岡　賢一 タンパク質天然変性領域によるドロップ
レット形成の分子化学的解明

吉川　皓斗 原子間力顕微鏡を用いた微小水滴の付着
力計測に関する研究

和田　　梢 アルカリ金属イオン－カリックスアレー
ン包接錯体の極低温気相レーザー分光

鰐部　美樹 キラルリン酸塩をテンプレートとしたエ
ナンチオ選択的 Paternò-Büchi 反応の
検討

WANGCHINGCHAI PEERAPAT　量子化学計算と
散乱実験によるジメチルアミンの光解離
反応の研究

生物科学科

伊藤　　聖 嗅覚による個体寿命調節メカニズムの解明
植田　瑞貴 シロイヌナズナのストレス応答性遺伝子

の発現に対するアラントイン酸の負のプ
ライミング効果の検証

内之八重友典 尾鈴山の蘚苔類フロラ
浦上　拓也 DELLA による ABA 生合成遺伝子の転

写制御機構
岡本翔太郎 油糧微細藻類 Nannochloropsis における

新規遺伝子ノックイン法の開発

加賀　慶也 トマト（マイクロトム）における光合成
活性測定法の開発

熊野　　葉 シロイヌナズナの抽苔後葉老化における
窒素欠乏応答の役割

桑名　知碧 「タゴガエルとナガレタゴガエルの性染色
体の進化に関する研究」Sex chromosome 
evolution in the two closely related species 
of Japanese brown frogs, Rana tagoi and 
Rana sakuraii.

後藤　理史 広島県椋梨川水系のオオサンショウウオ
幼生生息地の環境－維管束植物相と落
葉・落枝の比較－

實宗　由浩 高 活 性 型 Platinum TALEN に お け る
Non-canonical RVD の機能性の検証

澤　　祥平 アクチベーションタギング法による海洋
微細藻類ナンノクロロプシスの高温耐性
獲得株の選抜

杉山　和哉 抗がん剤 Camptothecin が誘発する DNA-
トポイソメラーゼ 1 付加体の修復機構

須藤　慎也 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

髙野　友篤 脊椎動物に特有の眼構造をもたらしたシ
ス制御機構の進化

髙橋　恵理 ネッタイツメガエル幼生尾の再生におけ
る AP-1 転写因子の機能解析

竹縄　太紀 3 次元環境におけるガン細胞の特性に関
する研究 A study on the characteristics 
of tumor cells in 3D environment.

月山　皓太 フタバネゼニゴケの形態形成を司る分裂
組織間の不等成長

常塚　健裕 ゼニゴケ類の分枝の組織発生学的研究
坪井　茉結 植物内在性遺伝子高発現による成長促進

と各種ストレス耐性獲得に関する研究
寺川　　衛 中部地方の低層湿原における蘚苔類フロ

ラ－中池見湿地を事例として－
寺田　富美 ダイナミン-2 による微小管動態制御の

分子機構の解明
中村　志穂 ヒト培養細胞を用いた新規エピゲノム編

集システム開発の試み
中山　賢一 線虫 Pristionchus pacificus を用いた新

規光受容体の探索
西田有理花 ELF3 によるジベレリン生合成と花成制

御機構の解析
西元　絢香 軟体動物腹足類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の分子
クローニング

浜添　　栞 茎頂における KNOX, BLH による GA
内生量制御機構の解析

本坊雄一朗 シロイヌナズナ HLS1遺伝子を介した花
成制御機構の解析
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松村　和美 GATA 型転写因子と DELLA の相互作
用の解析

水上　裕稀 3 次元 in vitro 培養法の構築とがん関連
線維芽細胞形成過程の解析

皆木　寛司 イネおよびムギ類から単離された新種細
菌 Rhizobium endoolusensis に属する内
生株の解析

宮地　清佳 ゼニゴケ属における腹鱗片の比較形態学
的研究

森脇　隼人 Agrobacterium tumefaciens C58株の
p-coumaryl alcohol 分解遺伝子の同定及
びイネの形質転換への寄与に関する研究

吉元　雄太 ツメガエルの神経誘導における Nsk の
機能解析

地球惑星システム学科

天野　　翠 宇宙空間でのダストその場質量分析に向
けた、さまざまな有機化合物のレーザー
脱離イオン化質量スペクトル評価

 （Evaluation of mass spectra obtained 
by laser-desorption ionization of organic 
compounds for the development of on-
site mass spectrometry of cosmic dusts）

石丸　太哉 水およびマグマによるリソスフェアの強
度低下が及ぼす背弧海盆の拡大への影響

 （Back-arc spreading caused by lithospheric-
strength reduction by water and magma 
injection）

伊藤　優希 検量線法，内標準法，同位体希釈法によ
る ICP-MS での火成岩のホウ素含有量測
定法

 （Measurement method of boron content in 
igneous rocks by ICP-MS using calibration 
curve method, internal standard method 
and isotope dilution method）

稲葉雄一郎 広島県北西部に点在する先白亜系基盤岩類
の砕屑性ジルコン年代によるテレーン解析

 （Terrane analysis of Pre-Cretaceous 
basement rocks distributed in the 
nor thwes tern  a rea  o f  H i rosh ima 
Prefecture by detrital zircon chronology）

奥出　桜子 南海トラフに沿って起こる浅部超低周波
地震のリアルタイムモニタリング

 （Real-time monitoring of shallow very 
low-frequency earthquakes occurring 
along the Nankai Trough） 

賀屋　紘典 マトリックス支援レーザー脱離イオン化質
量分析を用いた、前生物的ポリマー成分同
定の試み

 （Attempt of characterization of prebiotic 
polymer components by matrix assisted 
l a ser  desorp t i on  i on i za t i on  mass 
spectrometry）

窪田　将大 砕屑性ジルコンの U-Pb 年代を用いたヒ
マラヤ山脈の基盤岩の堆積年代と層序

 （Age of sedimentation and stratigraphy 
of Himalayan basement rocks: U-Pb age 
of detrital zircon）

小阪　鈴美 中国・エディアカラ系 Doushantuo 層
Duoding セクションの特徴

 （Characteristics of Duoding section, 
Ediacaran Doushantuo Formation, 
China）

兒島　巧太 三重県度会地域秩父帯に産出するチャー
ト岩体中におけるスタイロライトの形成
メカニズム

 （Formation mechanism of stylo l i tes 
developed in the chert body of the Chichibu 
Belt in Watarai area, Mie prefecture）

鷺池　祐希 西条・黒瀬盆地に分布する西条層中の中
期更新世テフラと九州の同時代火砕流堆
積物の地球化学的比較研究

 （Geochemical comparison between 
Middle Pleistocene tephra in Saijo 
Formation of Saijo-Kurose Basin and 
coeval pyroclastic flows in Kyushu, SW 
Japan)

佐藤　史彦 インド東ガーツ帯北西地域に露出するコ
ランダムを含むグラニュライトの温度 -
圧力 - 年代履歴の推定

 （Estimation of pressure-temperature-
time path from corundum-bearing 
granulite at northwestern area of 
Eastern Ghats Belt, India）
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清水　千寛 岩戸鉱山荒平鉱床の金鉱化作用
 （Gold mineralization in the Arabira 

deposit of the Iwato mine, Kyushu, 
Japan）

田中　仁貴 クラックを含んだ庵治花崗岩の摩擦試験
における S 波偏向異方性の測定

 （Measurement of shear-wave polarization 
anisotropy in crack-bearing Aji granite 
during frictional experiments）

谷本　理沙 北海道オンネトー湯の滝におけるマンガ
ン酸化物の形成機構解明

 （Elucidation of the formation mechanism 
of manganese oxides at the Onneto 
Yunotaki hotspring, Hokkaido）

寺田　周平 アパタイトの微量元素組成を用いた山陽
帯白亜紀花崗岩類とイグニンブライトの
対比

 （Correlation of Cretaceous granitoid 
with ignimbrite of Sanyo Province using 
minor element composition of apatite）

中山千絵美 インド古原生界アラバリ超層群に見られ
るリン酸塩ストロマトライトの特徴

 （Cha r a c t e r i s t i c s  o f  p h o s ph a t e 
stromatolite in the Paleoproterozoic 
Aravalli Supergroup, India）

藤原涼太郎 九州の九重火山群第四紀火成岩類の地球
化学的及び岩石学的特徴

 （Geochem i c a l  and  pe t r o l og i c a l 
characteristics of Quaternary volcanics 
from Kuju volcanic group, Kyushu, 
Japan）

古沢　香菜 NWA10870 ユレーライト隕石の鉱物学
的研究

 （Mineralogical study on NWA10870 
ureilite meteorite）

松浦　圭祐 岡山県高梁市山宝鉱山に産する錫を含有
する磁鉄鉱の微細組織と磁気的性質

 （Microstructure and Magnetic Properities 
of Magnetite Containing Tin in Sanpou 
M ine ,  Takaha sh i  C i t y ,  Okayama 
Prefecture）

三輪　真由 ブリッジマナイトを用いたレーザー衝撃
圧縮実験による超高圧下でのケイ酸塩の
振る舞いから見た巨大惑星内部での物質
状態

 （Behavior of silicate under ultra-high 
pressure by laser shock experiment 
with Bridgmanite and implication for 
the state of materials inside Super 
Earth）

山田　恵也 サーマルクラックの入った花崗岩におけ
る弾性波減衰への間隙水圧の影響

 （Effect of pore pressure on attenuation 
of seismic waves in thermally cracked 
granite）

山本あかね 水ケイ酸塩流体の超高圧下でのふるまい
 （Behavior of aqueous-silicate fluid 

under high pressure）
陽原　瑛樹 Impact melt breccia に残るジャイアン

トインパクトの痕跡
 （Evidence for Giant Impact recorded in 

Impact melt breccia）
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9 月修了者

物理科学専攻

井村　俊介 マグネターフレアによる重力波

化 学 専 攻

XU YUPING　Chemical Synthesis of Surface-
Passivated Silicon Quantum Dots and 
Development of Quantum Dot Light-
Emitting Diodes

 （表面修飾した Si 量子ドットの化学合成
と量子ドット LED の開発）

TANG JINGMIN　Photocatalytic reaction and 
hydrogen evolution reaction by low-
dimensional MoS₂

 （低次元 MoS₂による光触媒反応と水素
生成反応）

DUONG DUYEN THI　The hydroamination of 
alkenylamine catalyzed by the chiral 
sulfonimide substituted with bulky aryl 
group

 （嵩高いアリール基を有するキラルなス
ルホンイミドを用いたアルケニルアミン
のヒドロアミン化反応）

BUI VAN THI　Synthesis of New Caged Glutamates 
Having The Near-IR Two-Photon 
Reactivity for Physiological study

 （生理学的研究に向けた近赤外二光子反
応性を有する新規グルタミン酸ケージド
化合物の合成）

LIN QIANGHUA　Design and synthesis of indole-
based caged compaunds for two-photon 
uncaging

 （ 2 光子アンケージングのためのイン
ドール系ケージド化合物の設計と合成）

３月修了者

数 学 専 攻

井上　斐絵 正二十面体から五次方程式へ～ブリオス
キ方程式のバリエーション～

上野　哲矢 階層型一般化線形モデルにおけるラプラ
ス近似を用いた近似尤度関数について

岡野　宏和 Kloosterman sum について
小笹誠二郎 デルタポテンシャルを持つ非線形シュレ

ディンガー方程式
梶浦　大起 有限群上の函数の平均を近似する部分集

合と Difference Set
LUIS PEDRO CASTELLANOS　A classification of 

left-invariant symplectic structures on 
some Lie Groups

 （ あ る リ ー 群 上 の 左 不 変 シ ン プ レ ク
ティック構造の分類） 

川口　悠太 球面的モンテシノス絡み目の幾何
川又　将大 Monge-Ampère 方程式の一般化，及び

幾何学化
是枝　由統 An 型特異点のジェットスキームの原点

上のファイバー
近藤　裕司 A class i f icat ion of  le f t - invar iant 

Lorentzian metrics on some nilpotent 
Lie groups

 （ある冪零リー群上の左不変ローレンツ
計量の分類）

武田　和也 Jacobsthal sum について
豊澤　美沙 Lob-Richmond による Malfatti 問題の解

法の代数学的分析
長鋪　美香 Maximal s-commutative subsets in 

oriented real Grassmannian manifolds
（有向実グラスマン多様体内の極大 s-可
換部分集合） 

西垣　航平 Berlekamp のアルゴリズムに関する多
項式行列のある初等的変形について

藤本　智博 定常過程に対する MA ブートストラップ
前田　智紀 Divisor Class Groups of Aff inoid 

Algebras 
 （アフィノイド代数の因子類群）
YANG LIMEIHUI　Examples of complex Cantor 

sets（複素カントール集合の例）
吉永　拓也 de Finetti の定理を用いたポリアの壺の

極限分布の解析
芳之内浩貴 Fermat cubic の解の個数

物理科学専攻

石坂　仁志 ルテチウム置換した層状リン化カルコゲ
ナイド超伝導体の光電子分光研究

市川　典万 軟 X 線磁気円二色性による Co/h-BN/
Ni(111) の界面における反強磁性結合の
研究
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今里　郁弥 電波銀河 NGC1275の変動解析から探る
可視光から X 線帯域の放射起源

伊豫部佳樹 オージェ電子分光を用いたフッ素を含む
芳香族単分子膜で起こる高速電荷移動の
考察

大城　佳祐 光触媒 Au/TiO2の電子状態と触媒活性
の相関

大坪　一輝 かなた望遠鏡を用いた爆発エネルギーの
大きな IIn 型超新星 SN 2017hcc の観測
的研究

葛城　龍馬 衝突銀河団 A754の弱い重力レンズ研究
河村　元太 充填ゼオライト型誘電体の構造相転移 

－充填イオンのサイズ効果とゆらぎ－
河村　優太 SU（2） Higgs 模型の拘束条件を考慮し

た Hamiltonian と古典解に関する研究
川本　悠司 Preliminary study of multiplicity dependence 

of light vector meson production at forward 
rapidity in pp collisions at √s = 13 TeV

熊代　宗弘 真空紫外円二色性分光によるミエリン塩
基性タンパク質の生体膜相互作用研究

小山　恭弘 ガンマ線バーストの X 線残光と全天ダ
ストマップを用いた天の川銀河の星間ガ
スの評価

下地　寛武 自発的対称性の破れにおける有限サイズ
の効果

新郷　裕太 µ-e 転換過程探索実験に対する加速器起
因遅延陽子による背景事象

髙須　早織 ALICE 実験高度化に向けた前方光子検
出器 FoCal の性能評価

田川　容輝 カイラル摂動論によるパイ中間子の電磁
質量の研究

田中　慎之 広がった TeV ガンマ線源 VER J2019+368
の X 線観測による粒子加速と伝播の研究

長木　舞子 近傍の IIP 型超新星 SN2017eaw が示し
た可視光近赤外線偏光特性の観測的研究

鳥越　健斗 シンチレータと MPPC を組み合わせた
突発天体全天軟ガンマ線観測装置の開発

鳥生　泰志 X 線磁気円二色性でみるラーベス相
GdCo2の水素・圧力誘起の磁気転移

長嶋　大樹 チベット設置口径50cmHinOTORI 望遠
鏡の観測性能評価

生天目妃日理 高分解能 ARPES を用いた強磁性 Ni の
電子系に働く多体相互作用の研究

野地　祐磨 硬 X 線光電子分光法を用いた酸化チタ
ンの表面バンドベンディングの研究

挽谷　政弥 X 線鉄輝線詳細構造による活動銀河核
トーラスの物質状態の推定

平野　広太 KEK-PF における入射効率改善のための
研究

HUANG RUOCHEN　活動銀河核ジェットの偏光観
測データを用いた新しい可視化技術によ
る磁場構造の研究

松尾　大和 F(R) 修正重力理論による Dark Matter
問題へのアプローチ

松田　旭央 マルチチャンネル電子スピン検出器の開発
松場　祐樹 京都大3.8m 新望遠鏡用高速撮像分光器

の光学設計と評価
宮下　大樹 XRD 測定と微分干渉顕微鏡観察による

純鉄α-ε相転移機構の研究
山田悠梨香 活動銀河核 Mrk 421の多波長・時系列

データから探るジェットの放射領域の変動
山本　　航 直線偏光依存 ARPES による W（110）

のバルク・表面電子状態の研究
楊　　　冲 衝突銀河団 MCXCJ0157.4-0550の衝突状

態の X 線観測による研究
横井　優人 リラクサー強誘電体 PMN-PT の直流・

交流電場印加下結晶構造解析
横田　圭祐 格子場の量子論における 1 ループ摂動計

算のためのBurgio–Caracciolo–Pelissetto
アルゴリズムの研究

渡邊　建吾 アセチルアセトン－ニッケル（II）錯体の
軟 X 線吸収および発光スペクトルに対
する溶媒効果

化 学 専 攻

青木　沙耶 有機無機二次元ペロブスカイト型化合物
（C6H5C2H4NH3）2FeCl4における強弾性状
態下での磁気物性

伊藤　洋介 三重項カルベン単離の試み
井上　昂輔 CH3および HCO 観測による N, N-ジメチ

ルホルムアミドの光解離ダイナミクスの
解明

今井　拓也 溶媒が NMR 遮蔽定数に与える影響に関
する理論化学的研究

岩井　咲樹 芳香環を有する鉄二価集積型錯体のスピ
ンクロスオーバー現象と分子間相互作用
の影響

大石　拓実 Synthesis of transition metal complexes 
containing Acceptor-Donor-Acceptor 
ligands（アクセプター－ドナー－アクセ
プター配位子を持つ遷移金属錯体の合成）

大澤　翔平 軟 X 線吸収分光でみるグリシンベタイ
ン水溶液への塩添加による水の電子構造
への影響

門脇　範人 オキシアリルの反応挙動に及ぼすマクロ
環効果
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川辺　貴之 レーザー捕捉・蛍光相関分光法を用いた
過冷却微小水滴の粘度の温度依存性に関
する研究

木村　太己 DFT 計算を用いたニクトゲンドナー配位
子の Am/Eu 選択性に関する研究と二座
ホスフィン配位子による Eu の溶媒抽出

蔵本　裕哉 トリメチルアミン-N- オキシドの溶媒分
子への影響に関する理論化学的研究

見生　聖弥 レーザーアブレーション法によるシナピ
ン酸とその水和錯体のジェット冷却レー
ザー分光

坂田　俊樹 Brush-printing 法を用いた高分子配向膜
の作製と光学特性

杉山　　大 アクリジン骨格の三座配位子を有する T
字型リン化合物及び Martin 型三座配位
子を用いた硫黄カチオン合成の試み

薄田　康平 The synthesis of transition metal 
complexes bearing Metal → gallane 
interactions（金属からガレーンへの相
互作用を有する遷移金属錯体の合成）

曽田　真以 トリス（フェニルイソオキサゾリル）ベ
ンゼンを側鎖にもつポリアクリルアミド
の合成

武内　隆司 表面アノード化で誘起した CuAAC に
よる金属銅電極修飾と CO2還元選択性

伊達　拓也 Preyssler 型 Polyoxometalate 結晶 NH4
+-

［Tb3+ ⊂ P5W30O110］の電気分極評価
田渕　千裕 キラルリン酸をテンプレートとしたキノ

リノン誘導体のエナンチオ選択的分子内
［2+2］光環化付加反応

津村　大輔 白金錯体触媒による Si-C および Si-O 結
合の活性化

寺田　詩歩 もみ殻を原料とした発光性 Si 量子ドッ
トの作製：光学特性と LED への応用

天道　尚吾 S（1D）+OCS 反応で生成する S2（X3Σg
−）

の初期振動状態分布の速度論的決定
十島　彩樺 正スピネル型クロム酸化物における元素

欠損と物性との相関関係
長森　啓悟 気相中での金属カルボニル錯体の光化学
中山　晋吾 桂皮酸誘導体の trans ➝ cis 光異性化に

及ぼす置換基効果の研究
西村　綾華 紫外 2 光子励起真空紫外発光を用いるハ

ロゲン原子（Cl, Br）の新規検出法の確立
新田　菜摘 レゾルシンアレーンの自己集合により生じ

る超分子カプセルとゲスト分子の会合によ
り生じる分岐型超分子共重合体の合成

兀尾　和希 ニトリロ三酢酸（nta）を配位子とする
バナジウム混合原子価二核錯体［V2O3

（nta）2］3- の誘電物性

久野　尚之 ビスポルフィリンクレフトとトリニトロ
フルオレノン部位をアルキル鎖で連結し
た head-to-tail 型分子の超分子重合

福木　晃平 氷核活性細菌を含む微小水滴の凝固温度
に関する研究

松下　高輔 SEIRA 分光に適した無電解金メッキ膜
の作製と構造評価

三輪　寛人 ピンサー型カルボジホスホラン白金（II）
錯体を用いた小分子活性化反応ならびに
その触媒反応への応用

棟田絵美子 3 座配位子を用いた超原子価 5 配位リン
ラジカルカチオンの合成

村上　正樹 金属ーニトロキシド一次元鎖分子磁性体
の合成と自然分晶の発現

山田　綾人 ケージドニトロキシドへの近赤外 2 光子照
射による 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine- 
1-oxyl （TEMPO）ラジカルの光生成およ
び、その肺ガン細胞における殺細胞効果

山戸　海里 イミド骨格を有する分光学的に均一なナ
ノグラフェンの合成と光物性

山村　涼介 水溶液中のジカルボン酸の選択的軟 X
線発光分光

山本　拓哉 水と金属のメカノケミカル反応による水
素生成：過剰量水素の考察

生物科学専攻

井上　豊茂 ヒメギボシムシの再生に関わるアリルス
ルファターゼ

岩田　　唯 選択的スプライシング機構から新規遺伝
子対が進化する過程の解明

内田　実沙 ツメガエルの体軸形成における bap 遺
伝子の機能解析

大橋　由紀 ジベレリンによる花成制御機構の解析
小野太一郎 がん関連 DAPK3 変異体の機能解析
片山　大也 ゼブラフィッシュにおけるメラノーマの

浸潤・拡大は、ニコチン性アセチルコリ
ン受容体を介して制御される

姜　　秉宇 ムギ類及びイネから単離された内生
Rhizobium/Agrobacterium 菌株の解析：
分類と R. radiobacter 菌株の病原性について

桐生　賢太 Comparative ecophysiological study on 
desiccation and high temperature tolerances 
in bryophytes growing on artificial surfaces

 （人工物上に生育するコケ植物の乾燥お
よび高温耐性の比較生理生態学的研究）

小夫家雄二郎 シロイヌナズナにおける CYP78A 多重
遺伝子族の機能分化に関する研究
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JIA ZEYUAN　Functional analysis of Sonic Hedgehog 
signaling in zebrafish melanoma initiation

 （ゼブラフィッシュのメラノーマ発生に
おける Sonic Hedgehog シグナルの機能
解析）

田中　将成 嗅覚受容体神経の老化依存的細胞死に関
する研究

田内　幹大 neurogenin ファミリーにおけるゲノム
倍加後の遺伝子進化パターンの解析

田谷　郁実 母 性・ 胚 性 ゼ ブ ラ フ ィ ッ シ ュ DNA 
methyltransferase 3aa 変異体を用いた網
羅的 DNA メチル化解析

中村　　誠 ネッタイツメガエル幼生尾の再生過程に
おける JunB 転写因子の機能解析

西畑　和輝 Bryophytes of Iriomote Island（西表島
の蘚苔類）

檜垣　友哉 ニホンアマガエルの遺伝的主要 2 系統と
その地域分化

藤井　俊幸 ショウジョウバエ神経系における hippo
経路の機能解析

村上　　翠 軟体動物腹足類アメフラシ（Aplysia 
kurodai） の 神 経 ペ プ チ ド , AkFXXF 
amide, の構造と生理作用

森　　亮太 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

森岡　　晶 無尾両生類の尾から肢へのホメオティッ
クトランスフォーメーションにおける遺
伝子発現

森本　大貴 ガンの浸潤に関与する MMP2 の活性化
に関する細胞生物学的研究

 Cell biological study on MMP2 activation 
involving in tumor metastasis

地球惑星システム学専攻

岡田　郁生 九州、由布岳溶岩中の角閃石の主要・微
量元素組成を用いたマグマの起源と進化
過程の解明

尾森　武尊 シアノバクテリア表面における炭酸カル
シウム形成過程の解明

髙妻　一就 月起源隕石に記録された衝撃変成履歴の
解明

迫田　夜空 変形微細組織から考察した地球上部マン
トルと内核の変形特性

末吉　和公 Experimental study on relationship 
between permeability and transport 
pore radius of rocks

 （岩石の浸透率と輸送間隙径に関する実
験的研究）

高野安見子 ナクライト Yamato 000593に含まれる
含水鉱物ジャロサイトの鉱物組織観察と
水素同位体比分析

谷　　理帆 チクシュルーブ・クレーター基盤岩の微
細組織観察と衝撃圧力推定

長岡　昂吉 微細組織観察と再現実験から考える地殻
中での鏡肌と断層強度の関係

野田　雄太 低垂直応力下における水に飽和した粘土
鉱物の摩擦特性に関する研究

原田　英和 平尾石灰岩層の形成史に関する地質学
的・岩石学的研究

平山　剛大 九州北東部両子山および姫島火山群の火
山岩と捕獲岩の地球化学的特徴

藤原　弘士 ジルコンの U-Pb 年代とアパタイトの微
量元素組成を用いた山陽帯白亜紀イグニ
ンブライトの広域対比

数理分子生命理学専攻

安藤　　匠 Volume Penalization 法を用いた Stokes
方程式の数値計算方法の特性

入江　康崇 水面滑走するクマリン円板の加水分解と
結合した運動モード分岐

上山　拓哉 DNA にクロスリンクしたトポイソメ
ラーゼ 1 の除去機構

江川　和幹 微生物遊泳の鞭毛依存性に関する流体力
学的解析

小川　美咲 Ars インスレーターの物理的特性とクロ
マチン構造の解析

金本　僚太 原子間力顕微鏡を用いたクラスター
DNA 損傷の解析

河合　美於 エピゲノム編集によるがん発症モデリン
グのための転写抑制技術の開発

久世　雅和 反応場の異方性に依存する化学振動反応
の時空間パターン

下東　　修 画像解析による染色体異常の自動判定
杉山　文香 バフンウニ初期胚における機能性非コー

ド配列の解析
高尾　和孝 分裂酵母の間期及び減数分裂期における

染色体動態の物理モデル
田村　佳織 アリの経路選択における視覚情報と化学

情報の競合に関する研究
田村　孝平 ウニおよびカエルの初期発生に及ぼす放

射線の影響
中尾　優大 クロオオアリにおける状況依存型役割分

化に関する実験とその解析
中嶋　直大 天然変性領域を介した転写共役因子と核

内受容体の相互作用機構の解明
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％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％博 士 論 文 題 目橋口　雄飛 植物の低温応答におけるアラントインの
プライミング効果と凍結耐性の増強機構
に関する研究

秦　　祐喜 ムカデ歩行に対する数理的研究
林　紗弥香 バフンウニにおける遺伝子の動態と発現

制御の解析の試み
林田　薫明 ゲノム編集を用いた哺乳類幹細胞での遺

伝子ノックイン技術の開発
彦坂　諭志 移動綾線モデルによる砂丘衝突のダイナ

ミクス
細川　誠司 DNA にトラップされたトポイソメラー

ゼ 2 の除去機構
松島　佑樹 クロマチンループ形成を伴わないヌクレ

オソーム排他 DNA 配列によるインス
レーター活性

村上　智威 強化学習を用いた外野フライの捕球方法
に関する数理的研究

諸井　桂之 微細藻類における CRISPR-Cas9 を用い
たゲノム編集技術確立への試み

5 月修了者

化 学 専 攻

GAO YANLI　Study of Magnetic Materials Combining 
Nitroxide Radicals and Coordination 
Complexes

 （ニトロキシドラジカルと遷移金属錯体
からなる磁性体に関する研究）

9 月修了者

数 学 専 攻

片山　拓弥　Embeddability of right-angled Artin groups 
on the complements of linear forests

 （線形森の補グラフに付随する直角アル
ティン群の埋め込み可能性）

物理科学専攻

WU SHILONG　Spin- and angle-resolved photoemission 
spectroscopy studies of Ln （O, F）BiS2 

（Ln = La, Ce, Pr, Nd） superconductors
 （スピンおよび角度分解光電子分光によ

る Ln（O, F）BiS2（Ln=La,Ce, Pr, Nd）
超伝導体の研究）

ZHANG ZHIGANG　Structural Phase Transition in 
LiNbO3-type Ferroelectrics Studied by 
Synchrotron Radiation X-ray Diffraction

 （放射光 X 線回折による LiNbO3型強誘
電体の構造相転移の研究）

化 学 専 攻

XUE JIANFEI　Regio- and stereoselectivity in the 
photochemical ［2+2］ cycloaddition 
reaction of carbonyl compounds with 
pyrrole derivatives

 （カルボニル化合物とピロール誘導体の
光［2+2］付加環化反応における位置及
び立体選択性に関する研究）
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生物科学専攻

髙山　和也 Mechanist ic analysis of posit ion-
dependent fin regeneration in zebrafish

 （ゼブラフィッシュにおける位置特異的
ヒレ再生機構の解析）

10 月修了者

数理分子生命理学専攻

髙橋　史員　Study on long-chain alcohol utilization 
pathways in the glycolipid-producing 
yeast Starmerella bombicola

 （糖脂質生産菌 Starmerella bombicola に
おける長鎖アルコール資化経路に関する
研究）

3 月修了者

数 学 専 攻

尾白　典文 Rational curves on a smooth Hermitian 
surface

 （非特異エルミート曲面上の有理曲線）

黒木　健司 Non summability of formal solutions of 
certain partial differential equations

 （ある偏微分方程式の形式解の非総和可
能性）

當山　　凜 Higher Nash Blowups of the A₃-
Singularity

 （A₃特異点の高次ナッシュ爆発）

物理科学専攻

川端　美穂 Multi-band Observational Study on 
Two Nearby Type Ia Supernovae

 （多バンド観測による 2 つの近傍の Ia 型
超新星に関する研究）

角 田　 一 樹　Spin-Dependent Electronic Structures 
and Ultrafast Carrier Dynamics of 
Novel Functional Materials

 （新奇機能性材料のスピン依存電子状態
と超高速キャリアダイナミクス）

関畑　大貴 Measurement of neutral mesons and 
d irect  photons in pp and Pb-Pb 
collisions at   sNN = 5.02 TeV

 （核子対あたり重心系エネルギー5.02TeV 
陽子 - 陽子及び鉛 - 鉛原子核衝突におけ
る中性中間子と直接光子測定）

田北　仁志　Accurate Angle-Resolved Photoemission 
Study of FeSe and Ba（Fe1-xCox）2As2 
Across Phase Boundaries

 （FeSe と Ba（Fe1-xCox）2As2 の相境界を横
断する高精度角度分解光電子分光研究）

中岡　竜也 Study on the Progenitors of Type II 
Supernova  based  on  Extens ive 
Observations

 （長期観測に基づいた II 型超新星の親星
に関する研究）

永嶋　和也 Energy Loss of Charm and Bottom 
Quarks in Quark-Gluon Plasma Created 
in Au+Au Collisions at   sNN = 200 GeV

 （  sNN = 200 GeV Au+Au 衝突で生成さ
れるクォーク・グルーオン・プラズマ中
におけるチャーム / ボトムクォークのエ
ネルギー損失）

化 学 専 攻

市橋　克哉　Physical Properties of ［Ni（dmit）2］- Salts 
Controlled by Utilizing Ion Channels

 （結晶中のイオンチャネルを利用した
［Ni（dmit）2］- 塩の物性制御）

鬼塚　侑樹 Dynamics  S tudy on  U l t rav io l e t 
Photodissociation of Aliphatic Amines 
based on Ammonia Photochemistry

 （アンモニア光化学に基づく脂肪族アミ
ンの光解離反応動力学研究）

山﨑祐太朗 Molecular Recognition of Supramolecular 
Assemblies Based on Calix［4］arenes

 （カリックス［4］アレーンを基盤とした
超分子集合体の特異な分子認識）
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地球惑星システム学専攻

築地　祐太　New dinosaur ichnofauna from the Lower 
Cretaceous of the eastern margin of Asia: 
Implications for ichnotaxonomy and 
paleogeographic correlation

 （アジア東縁の下部白亜系から産出した
新たな恐竜印跡動物相：印跡動物分類学
的および古地理学的関係に対する示唆）

数理分子生命理学専攻

鈴木美有紀 Functional analysis of a cis-regulatory 
element of sonic hedgehog gene in newt 
limb regeneration

 （イモリ四肢再生におけるソニックヘッ
ジホッグ遺伝子シス調節エレメントの機
能解析）
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