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KP-II 方程式の線ソリトンの横断安定性

　Korteweg-de…Vries 方程式（以下 KdV と略する）は19世紀末に運河のように浅い水面上の波の １ 次元的な運動を記述する
モデルとして導出された非線形の偏微分方程式である。弦の微小振動を記述する波動方程式の解はすべての波が同じ速さで伝
わるのに対して、（非線形を無視できるように）KdV の無限小の解を考えると周波数ごとにその波の伝播速度が異なる。この
ような性質を持つ偏微分方程式は分散型と呼ばれる。分散性と非線形性の釣り合いにより、KdV の解にはソリトンと呼ばれる
形状を変えずに安定的に伝播する波形が現れる。
　波の主な進行方向と鉛直な方向で波が緩やかに変化することを考慮に入れて、KdV を空間２次元の方程式に拡張したものが
Kadomtsev-Petviashvili 方程式（以下 KP と略する）である。KP には KP-I と KP-II があるが、表面張力が重力の影響に比べ
て弱い場合を記述するのが KP-II である。KdV の一山のソリトン解は KP の横方向に一様な平面波解になっていて、1-line…
soliton とよばれる。
　KdV と KP はどちらも非線形性が弱く長波長の波を記述する普遍的なモデルなので、様々な立場で研究が行われているが、
最近私は1-line…soliton が安定であることの数学的な証明を与えた。
　偏微分方程式論による孤立波の安定性解析の歴史を簡単に紹介する。孤立波の偏微分方程式論に立脚した研究は、変分法や
スペクトル解析と結びついて進展してきた。KdV にはその対称性に由来した無限個の保存則があり、関数空間の中での KdV
の解の振る舞いを規定している。とりわけソリトンはハミルトニアンと運動量の保存則を使って、ハミルトニアン汎函数の条
件附極小点として特徴づけられるために安定になる。この方法は1980年代にエネルギー汎函数の最小化列のコンパクト性の破
れを修復する方法（concentration…compactness）が整理されると、非線形シュレディンガー方程式など他の非線形分散型方程
式の孤立波に対しても適用できるようになった。残念なことに KP-II のハミルトニアンは凸性を持たないので、変分原理から
線ソリトンの安定性を説明することは難しい。
　1990年頃から孤立波の漸近安定性を偏微分方程式の分散性から直接説明しようという試みが始まった。非線形性により生じ
た孤立波により、それ以外の波が分散する様子が孤立波を全く含まない無限小の解と比べてどのように変化するか（あまり変
化しないか）を調べることで、孤立波以外の部分は時間が経つにつれて局所減衰することを証明する方法である。　
　通常の局在化した孤立波の漸近安定性を調べる時、孤立波の変調する様子は孤立波を表すパラメータなどに関する常微分方
程式系で記述される。私の研究で線ソリトンに加えられた摂動は線ソリトンの尾根に沿って一定の速度で伝播し、その様子が
偏微分方程式（粘性 Burgers 方程式系）で記述されることが分かった。線ソリトンの変調が常微分方程式系でなく偏微分方程
式で記述されることは、線ソリトンの周りで KP-II を線形化して得られる線形化作用素のスペクトルに安定半平面から原点に
向かって収束するレゾナンスの族（広義の意味での連続固有値）が見
つかることと関連している。
　線形化作用素の連続スペクトルがパルスの変調に関係するのは KdV
方程式の wave…train の場合でも事情は同じと考えられるが、こちらは
ほとんど何も分かっていない未解決の問題である。非線形波動の分野
には、パルスの安定性解析に限っても多くの基本的な問題が残ってい
る。偏微分方程式論の立場からすると、孤立波は低周波数帯に解のエ
ネルギーが留まり続けるという性質を持つ解である。今後も孤立波の
研究を通じて非線形分散型方程式に対する理解を深めていきたい。
　KdV 方程式が導出されるきっかけとなった Scott-Russel の観察した
運河の様子を再現したものが Heriot-Watt 大学のサイト（http://www.
ma.hw.ac.uk/solitons/press.html）にあります。浅い海面に現れる線ソ
リトン状の波形は可積分系の理論の大家である Ablowitz のホームペー
ジ（https://sites.google.com/site/ablowitz/line-solitons）にあります。
興味を持たれた方はそちらをご覧になってください。
　　　　　　　　　　　　　 理学研究科・数学専攻・教授　水町　徹

Nuevo Vallarta, Mexico の海岸で線ソリトン状の波形が交叉
する様子（Mark J. Ablowitz 氏による撮影、同氏の御好意で
写真を使わせて頂いた。）



卒業生・修了生へ贈る言葉

卒業生・修了生の皆さんへ

理学部長・理学研究科長　楯　　　真　一

　理学部・理学研究科を卒業・修了
される皆さん、心からお祝い申し上
げます。皆さんは、それぞれの専門
分野を定めてひたむきに努力をされ
てきたものと思います。入学・進学
の際には、意識せずとも卒業・修了

時までには何かを「もの」にしたいという思いを持って
いたと思います。それは思うように達成できたでしょう
か？皆さんにとっては、一つの区切りとなるこの機会に、
本当にやり遂げたいと思っていたこと、やり遂げること
ができたこと、できなかったことを振り返ってみるのも
良いことかと思います。皆さんには、まだ多くの時間と
可能性、何よりも何かをやり遂げるに必要なエネルギー
があります。しばらく、過去と未来に思いを巡らせたら、
新しい気持ちで次のステップに進んでください。
　皆さんも新聞などを通して、国立大学が今大きな岐路
に立たされていることをご存知と思います。全国にある
それぞれの国立大学の役割を見なおして、各大学の実
力・実状に合った大学の運営が求められています。広島
大学は、「卓越した成果を創出している海外大学と伍し
て、全学的に卓越した教育研究、社会実装を推進する取
組を中核とする国立大学」を目指して、大きく変化しよ
うとしています。これまで、大学における教育・研究の
グローバル化という言葉で表現されてきたものから、さ
らに具体的に国際レベルで高く評価される大学となるこ
とを宣言しています。広島大学理学部・理学研究科は、
文部科学省の「ミッションの再定義」で国際的な競争力
を持つと高い評価を得ていますが、これは皆さんの先輩
たちの活躍によって築かれた評価です。広島大学理学部・
理学研究科の評価をさらに国際的に高めてゆくには、卒
業・修了された皆さんの社会での活躍や、特にこれから
大学院に進学する皆さんの活躍にかかっています。先輩
たちの努力に応える目覚ましい活躍を期待しています。
　皆さんは、今後それぞれの進路で新しい目標に向かっ
て進まれることでしょう。広島大学も、上記の目標に沿っ
て大学全体で努力してゆきますが、その過程では様々な
外部からの評価を受けることになっています。皆さん自
身も、これからいろいろな評価にさらされることになり
ます。しかし、定められた基準に沿った評価を上げるた
めだけに努力するというのでは、おそらく大した評価を
得るには至らないでしょう。そうではなく、皆さんには
自ら新しい価値感を創造する気概で様々なことに果敢に
取り組んでほしいと思っています。納得できる価値感を
見出す過程では、短期的にはマイナスの評価ということ
もあるかもしれませんが、逆説的ですが、そのような活
動を粘り強く続けることが最終的には皆さんの評価を高

めることにつながりますし、ひいては皆さんの広島大学
の国際的な価値を高めることになります。皆さんの、今
後のご活躍を心から期待しています。

数学科を卒業される皆様へ

数学科長　川　下　美　潮

　平成27年度に理学部数学科を卒業
される皆様に数学科を代表しご挨拶
申し上げます。縁あって広大理学部
の数学科に入学され、すべての課程
を無事終えられ、今日の日をお迎え
になったことは喜ばしい限りです。

卒業、おめでとうございます。
　卒業という響きはいつ聞いても感慨深いものがあり
ます。学部生の方が卒業される姿を見ると、つくづく

「成長したなあ」と思います。ほとんどの方は入学時
には高校を卒業したがまだ成人ではなく、さらに、入
学を機会に親元を離れ、一人で下宿生活を始めた方も
多かったと思います。心細い思いを胸に過ごした時も
あったでしょう。ときに煩わしいと思った人のありが
たさが身に染みたかも知れません。また、大学に入る
と、自分で考えなければならないこと、自分で決めな
ければいけないこと、自分で行動しなければならない
ことが増えてきたことと思います。介護等体験などで
早速、社会のルールに直接触れ、そのギャップに驚い
たかも知れません。このような、学問以外の体験が大
学生の段階では重要で、それらの経験が皆さんを成長
に導きました。その経験を活かすのはこれからです。
卒業後の進路は様々ですが、正直に申し上げますと、
数学科で学んだ知識はそのままでは役には立たないで
しょう。もちろん、数学関係の大学院に進み、さらに
深く数学を学び、研究する方向に進まれる方は別です
が、普通は「使わないものは忘れる」という世の習わ
しに従い記憶から消え去っていくのは仕方のないこと
です。しかしながら、今、数学科卒業生は必要とされ
ています。これまでに獲得した「知識」が期待されて
いるのではなく、数学を通じて学んだ「知恵」が求め
られています。分からないもの、得体の知れないもの
に出会ったときに「そんなこと習っていません。」な
どとは言えません。尻込みしつつも、何とかしなくて
はなりません。分からないことを考え、なんとか手な
ずけるのは数学科でさんざんやりました。数学科を卒
業したというのはその訓練を積んだ証です。
　これからは世間の波をもろにかぶるでしょう。波の
高い日もあるかも知れないし、大波が来たらどうしよ
う、耐えられるだろうか？という気にもなるかも知れ
ません。そうです。これからも勉強は続きます。勉強
内容は変わっても、学ぶということについて終わりは
ありません。健康には注意して、自信を持って、明る
い未来に邁進して下さい。
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数学専攻を修了される皆さまへ

数学専攻長　田　丸　博　士

　数学専攻を修了される皆さま、お
めでとうございます。皆さまが、そ
れぞれの方面で活躍されることをお
祈りいたします。
　これからそれぞれの進路に進むに
あたって、数学専攻でこれまで学ん

だことが、そのまま役に立つことは少ないと思いま
す。自分のことを考えても、私は大学院で学んだこと
と最も直結するような職業に（とても幸いなことに）
就いていますが、「大学院で学んだことを活かして」
研究をしているという感じではありません。大学院で
学んだことは、現在の自分の強力な基礎になっていま
す。しかしそれ以上に、その基礎を踏まえて、その後
に学んだことがいろいろあって、今やっている、とい
うのが実感です。言い古された言い方ですが、修了し
たことは、運転免許を取得したようなものです。運転
免許をもっている大抵の人は自動車教習所に通ったと
思いますが、自動車教習所で習ったことを活かして運
転している、とは言いませんよね。車の運転に関して
は、免許を取得した後に実際に車を運転して、上達し
ていくのが普通だと思います。数学専攻で学んだこと
に関しても同様で、修士あるいは博士の学位という「免
許」を取得した後に、それぞれの方面に進んで、いろ
いろな経験をしていかなくてはならないのだと思いま
す。
　しかし一方で、大学院で経験したことは、今後の基
礎となると思います。大学院を修了されたということ
は、学部生より単に数年間長く数学をやったというだ
けではなく、「研究」という、「勉強」とは質的に異な
る経験をしたはずです。研究は、誰も答えを知らない
ことに取り組むものです。ですから、できるだけいろ
いろな道筋を考えて、どの道筋を辿れば良いのかを吟
味して、試行錯誤して、間違っていたと思ったら道を
戻って、目標に到達することを目指すことが必要で
す。さらに、到達できてもそれで終わりではなくて、
どうやって到達したかを振り返り、整理して、時には
近道を探して、他人に説明できるようにすることも大
事です。（その前に「問題を見付ける」という問題があっ
て、実はそれが最大の難関だったりしますが、話を簡
単にするために今は省略。）このような経験は、自分
にとって未知のもの（新しい仕事とか）に取り組む時
に、参考になるのではないかと思います。
　最後にもう一度、皆さまが、それぞれの方面で活躍
されることをお祈りいたします。その時に、数学専攻
での経験が活かされたとしたら、とても嬉しく思いま
す。

物理科学科を卒業する皆さんへ

物理科学科長　深　沢　泰　司

　卒業おめでとうございます。
　４年間は、いかがでしたでしょう
か？　あっという間の人が多いと思
いますが、みなさんは成人になり、
立派な大人の仲間入りを果たしたこ
とと思います。

　まずは、仲間とともに祝うとともに、ご両親はじめ、
大学生活でお世話になった方々にも感謝をしてくださ
い。民間に就職する人は、物理学そのものが生きる場
面は、なかなかないと思いますが、物理科学科で学ん
だものは物理学そのものだけではなく、論理的にもの
ごとを考えること、コミュニケーション能力、問題解
決能力などを身につけていただいたと思いますので、
それらが今後のみなさんの進路先で生きることを願っ
ています。大学院に進学する人は、学部で学んだ物理
学の勉強をさらに発展させて研究を行ってください。
　これから大学は大きく変化していこうとしています
が、社会もグローバリズムによって大きく変わると考
えられ、みなさんもその波に飲まれることになるで
しょう。しかし、自分を見失わずに自分の立場や役割、
目標をしっかりと考えて対応すると良いのではないか
と思います。
　また、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研究成果や生
産物は学術分野や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
学教員も中高生の生徒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、体調管理も研究
者や社会人の努めです。体を壊したら、研究や仕事は
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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物理科学専攻を修了する皆さんへ

物理科学専攻長　黒　岩　芳　弘

　物理科学専攻の大学院課程を修了
された皆さん、おめでとうございま
す。今の気分はいかがでしょうか？
いずれにせよ、何か目標をもって大
学院に進学されたと思います。今、
その目標が達成されていることを信

じています。
　修士や博士の学位を取得して就職する人にとって
は、学生生活が終わり、社会人として活躍・貢献でき
るスタートラインにいます。大学院に進学するときに
は、先輩方の生活ぶりを見ていたので、院生生活とは
どういうものかということが想像できていたでしょ
う。しかし、社会人の生活については間近に見る機会
がなく、そのため、ちょっと不安かもしれませんね。
一方、期待のほうが大きくて、結構ワクワクしている
のではないかとも思います。よく言われることですが、
社会人になっても日々勉強です。この意味では学生生
活と変わりません。その勉強の仕方は、大学院で学べ
たと思います。私は、学生と優れた社会人との最も大
きな違いは、お行儀の良さだと感じています。人と付
き合うときにはもちろん、また、責任をもって困難な
問題を解決しなければならない場面に出くわしたとき
にも非常に重要となるキーワードです。日ごろから心
がけて、是非、スマートでクールな社会人を目指して
ください。
　前期課程を修了して博士課程後期に進学する人に
とっては、まだ学生生活が続きます。しかし、時とし
て、我々はあなた方を単純に学生と思わないことがあ
ります。そのときは、研究者としての能力が我々に近
いと感じているのかもしれません。このような感じの
積み重ねが我々にとってはうれしいことです。最終的
に博士の学位を取得すると全く我々と同様の研究者と
みなされます。残りの学生生活の中で研究に必要な知
識はもちろん、それ以外の様々な知識を吸収し、色ん
なことを経験しながら研究者としの能力を高めてくだ
さい。
　学部の４年生として研究室に配属された日のことを
思い出してください。そのとき、研究室には大学院生
の先輩方がいて、自分と比べていろんな面で実力差が
あるなと感じたと思います。しかし、今は逆に、皆さ
んの方が後輩からそのように思われているはずです。
思われていなかったらちょっと悲しいですね。皆さん
は、努力する才能があったからこそ修了できたという
ことをしっかり自覚して、来る希望の未来に向けて、
今の覚悟を忘れずに、これからもがんばってください。

化学科を卒業される皆さんへ

化学科長　水　田　　　勉

　化学科を卒業される皆さん、おめ
でとうございます。化学科職員一同
心よりお祝い申し上げます。振り
返ってみますと、化学のプロフェッ
ショナルとなることを目指して皆さ
んは化学科に入学してきました。当

初は、高校で学んだ化学と本物の化学という学問との
ギャップに戸惑い、苦悩したことと思います。現在、
こうして卒業を迎えるということは、一見理解不能な
難しい学問であっても、“やらなくてはいけないこと
は何とか石にかじりついてでもやる”という気持ちで
やり遂げてきた証です。皆さんそれぞれに、到達した
レベルは違うかもしれませんが、やり遂げて卒業を迎
えたということは皆さんに共通した誇るべき事実で
す。また、学問以外でも、サークル活動やアルバイト、
友人との付き合いなどでも様々な苦労を乗り越えて、
ここに至っているはずです。この苦労に立ち向かい自
力で何とかしたという経験は、人生の貴重な宝です。
この経験値が、これからの人生を進んでいくにあたり、
苦難を乗り越えていく皆さんの羅針盤となり、皆さん
を助けてくれるはずです。今一度、学生生活を振り返
り、体験した苦労を思い返し、それが財産となるよう
深く胸に刻んでください。
　卒業後、皆さんは研究者や技術者あるいは教育者と
して化学に関わり続けます。化学は、様々な学問分野
の中で物質を作ることのできる唯一の分野です。現代
の幸福な生活は、物質によって支えられています。か
つては、自国の繁栄のみを考えればよかった時代があ
りましたが、現代は、温暖化などの環境、石油資源な
どのエネルギー、穀物などの食料などの諸問題が、全
世界の国と網の目のようにつながっています。日本は、
これらの諸問題に対して決して楽観できる状況にあり
ません。食料やエネルギーなどは非常に厳しい状況に
あります。皆さんが、30年後にも幸福な生活を営むた
めには、世界レベルで物質文明を化学が支えていかな
くてはいけません。そういう化学に関わることができ
ることは、非常に頼もしく、また、誇れることではな
いでしょうか。技術者として役に立つ物質を作ったり、
研究者として新たな結合をつくったり、未解明の現象
を明らかにすること、教育者として化学を志す若者を
育てることなど、皆さんが、これから歩んでいくそれ
ぞれの道で皆さんが活躍することが、化学が人類に貢
献することに繋がっています。皆さんの将来に期待し
ます。
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他人から信頼される人になってほしい

化学専攻長　山　本　陽　介

　化学専攻の修了生の皆さん。卒
業・修了おめでとうございます。多
くの人が社会に出ていくことになる
と思いますが、大学院生活で培った
知識や経験だけでなく、友人関係、
先生との関係など、人脈も生かして

頑張っていって欲しいと思います。もちろん我々教員
も卒業後も出来るだけお手伝いをしていきたいと思っ
ています。当然のことですが、これからの人生の時間
は、大学にいた時間よりもはるかに長いのですから、
これからの人生の過ごし方がとても重要です。私ごと
きが偉そうに言えることでは全くないのは承知してい
るのですが、日本や世界を支えていく若い人に期待を
こめて、贈る言葉として少し書いておきたいと思いま
す。
　これからの日本は、少子高齢化もあって、若い人に
とっては苦難の時代になるのは確かだとは思います。
しかし、日本の基盤は、教育と科学技術によって支え
られてきており、理学研究科の大学院修了生は、その
基盤の非常に重要な柱を担ってきました。教育と科学
技術の重要性がこれからさらに増すことはあっても、
その重要性が減じることなどありえない状況だと思い
ます。
　この贈る言葉のタイトルは、前回専攻長として６年
前に化学専攻卒業生に贈る言葉を書いたときと同じタ
イトルです。社会人としての目標はほとんど変化して
ないと感じているので、同じタイトルを使いました。
前回と少し異なるのは、日本の先行きがあまり明るい
とは思えないという雰囲気が社会全体に充満している
と感じることですが、ものづくりで original な技術を
持っている会社などは当然元気です。そのような会社
は、その時点での社会の常識にとらわれず、長期的な
見通しをもって、苦しい時代も original な技術開発を
目指して戦ってきた会社が多いと感じています。その
時代の流行にとらわれず、柔軟で長期的な発想で技術
研究開発を行っていくことは重要です。会社の人事の
方などから、化学専攻の修了生の会社の中での評価を
聞くと、“おとなしいのですが、専門知識は豊富で、
学力が高く、柔軟で、発想力もあるーー”というコメ
ントが多いです。それらのコメントは、これまで君た
ちが行ってきた研究が実学でない場合が多かったこと
の裏返しなのかもしれません。会社に入れば、理学研
究科では全く教えられてこなかった流体力学とか化学
工学の知識が要求されることも多く、ほとんどの修了
生は苦労しているのが現実ですが、それでも上記のよ
うな評価もいただいているのですから、発想の柔軟性

や幅広さを生かして、会社や社会に貢献していってほ
しいと願っています。
　しかし、さきほどの“おとなしいのですがーー”と
いうコメントの最初の部分にも注目すべきです。田舎
にある大学なので、他人とコミュニケーションを取る
機会も必要もないのが原因なのかもしれないのです
が、このコメントはもっとシリアスにとらえるべきだ
と思います。コミュニケーションは、当然ですが社会
ではとても重要な問題です。会社の工場などでは、た
たきあげの高卒の技術者も多く、その人たちが最も重
要な生産活動を高レベルで支えていることも珍しくあ
りません。その人たちには経験に裏打ちされた技術も
プライドもあります。会社の利益は生産部門があげて
いる場合が多いのですから、彼らからの信頼を勝ち取
ることはとても大事です。そのためには、専門知識も
重要ですが、自ら動いてコミュニケーションを積極的
にとり、自ら積極的に教えを請う、議論をするという
機会を出来るだけ持つことがきわめて重要です。研究
室というムラ社会では要求されていなかった能力では
ありますが、この点は肝に銘じて、立派な社会人とし
て活躍して下さい。“おとなしい”というのは良いコ
メントではないことが多いということを心に刻んでお
いて欲しいと思います。
　また、最近は、日本の会社でも東南アジアを中心に
海外展開にも力を入れている会社が増えていますが、
会社の人に話を聞くと、海外に出て行きたいという希
望者はそれほど多くないという状況もあるようです。
これからの時代は特に、先の見えないことにチャレン
ジする気力が最も重要なことの一つであると思ってい
るので、できるだけ積極的に手を上げて、海外に行く
機会を作り出してほしいと思います。海外は、考え方
や進め方も違うことも多いので、その後の人生や研究
にとって、非常に役立つことも多いと思います。
　上記のように、様々な面において積極性をもつこと
だけでなく、自分の志の高さをもつ、これまでの常識
や考え方にとらわれずに視野を広くとる、名誉欲など
の自己中心的な欲に支配されない高い責任感・倫理観
をもつ、他人に対する感謝を忘れない、などの点をで
きるだけ心に留めて、他人から信頼・尊敬される社会
人を目指して、強く生きていっていただきたいと心か
ら願っております。
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卒業おめでとうございます

生物科学科長　井　出　　　博

　生物科学科を卒業される皆さん、
おめでとうございます。学科教職員
一同を代表し、心からお祝い申し上
げます。
　まず、この４年間で皆さんが、学
問的にも人間的にも大きく成長して

くれたことをとてもうれしく思っています。皆さんの
入学当初の姿と、本格的な研究に初めて取り組み卒業
論文を書き上げた今の姿を比べると、その差は一目瞭
然です。しかし、皆さんの成長はここで止まるのもで
はなく、次の新しい段階に入ります。大学院に進学す
る人は、生物分野の専門性にさらに磨きをかけ、未解
明の問題に取り組むための実力を養ってください。ま
た、企業等に就職する人は、主体性やコミュニケーショ
ン能力をさらに高め、行動力のある社会人を目指して
ください。
　進学、就職に関わりなく、三十歳台半ばには、皆さ
んは研究機関や企業において中心的な役割を果たす立
場になっているはずです。したがって、次の段階とし
ては10年くらいの長いスパンでそれぞれの目標を設定
し、その目標に向かって研鑽を重ねてください。10年
後の未来を予測し目標を設定することはたやすいこと
ではありませんが、やってみる価値はあります。これ
に関連して、おもしろい記事を見かけました（http://
social-design-net.com/archives/9672）。 オ ッ ク ス
フォード大学で、702の職種についてコンピューター
化（ロポット化）による雇用影響を予測したところ、
今後20年で現在のアメリカの雇用の半分程度がコン
ピューターに代替される可能性があるとのことでし
た。代替されるリスクが低い職業の要素として、芸術、
独創力、交渉力、説得力、社会知覚、他人への支援と
思いやりがあげられており、10年後の目標を定める上
で参考になりそうな気がします。ちなみに、生物科学
者は、リスクの低い方から66番で小学校教諭（20番）
より順位は低く、私の専門分野である生化学者は99番
目でした。将来、大学の講義でも、専門知識を教える
部分についてはコンピューター化やネットワーク化が
進むと思われますので、教員もプラスアルファの部分
で付加価値をつけた教育を目指す必要性を感じまし
た。
　最後になりますが、人生の新しいステージに旅立と
うとしている皆さんのご活躍を祈念し、熱いエールを
送ります。

修了生の皆さんへ

生物科学専攻長　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
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

（或いは排除）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、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。
　また皆さんは、現在まで小中高大学大学院と流れに
沿って進んできた人が多いと思います。しかし、これ
からは決まった道は無く、どの様な道に進んでも良い
のです。同じ組織で同じ仕事を続けられれば良いです
が、転職する・新しい事業を興す・或いは再び学校（留
学等も含め）で学び直し新たな仕事に就くなど、様々
なオプションを今から考えておくべきではないかと
思っています。長い期間学校に通ったので勉強は懲り
懲りだと思っている人が多いかもしれません。しかし、
卒業してからしばらくすると、もっと学生時代に勉強
しておけば良かったと思う人が多い事も事実ですし、
私もそう思いました。これから進む道が本当に良いの
か、別の道に進む、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・修了生の皆様へ

地球惑星システム学科長・地球惑星システム学専攻長
　関　根　利　守

　地球惑星システム学科課程を卒業
する皆様及び地球惑星システム学専
攻課程を修了する皆様へこころより
お祝い申し上げます。大学で過ごし
た時間は皆様にとっていかがでした
か。何れの経験も自分を見つめ、努

力した結果味わえる充実した満足感に満ちあふれてい
ることと思います。
　さて４月からは卒業生・修了生の皆さんにとって、
新しい時間の中での生活が待っています。就職して社
会に出て行く人、進学する人などそれぞれの道を歩む
覚悟はできていますか。社会は今後益々多様化、複雑
化することでしょう。これまで学んだことや経験した
ことだけでは、直面する問題を解決することが困難な
場合にも遭遇することでしょう。そのような場合には
どう対応しますか。問題を十分に理解し、それに対す
る対処法を考え判断する必要があります。正確な、新
しい情報や知識、判断力、決断力が問われます。これ
まではいわば限られたプチ社会と言う大学内で済んで
いたかも知れませんが、これからは日本全体、世界情
勢を含めたグローバルな視点も大切になります。この
時に、地球惑星システム学科・専攻で学んだ時間軸（歴
史）、空間軸（世界での同時代性）、エネルギー軸（経
済産業、文化学術教育研究、政治社会奉仕等の活動）
という観点は何らかの指針を与えてくれるのではと期
待感を持っています。皆さんが今後就職し、進学した
りして、社会との関わりが大きくなると更なる新しい
視点を獲得し、より良い社会の建設・発展にそれぞれ
の力を発揮して下さることを切に望みます。同時に、
全てに初心者のこころを保持して欲しく思います。慣
れるとプチ社会の中だけでは快い雰囲気で良いかも知
れませんが、今後は最も根本的なことは何か、真の問
題は何か、最終的かつ優先的事項は何か、それらを見
つめ直して、問題解決に当たることが求められます。
皆様がこれからの日本・世界を建設する必要な人材で
あることを自覚しながら、健康に注意して自分の夢の
実現に向かってしっかりと進んで欲しいと強く期待し
ます。
　最後に、卒業生・修了生の皆様を今日まで育てくれ
支援下さったご父兄を含めた方へのお願いです。広島
大学理学部地球惑星システム学科・専攻での教育・研
究の活動に対して、末永くご理解・ご支援を賜ります
よう、また本学科・専攻の同窓会の六水会へのご加入
の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

数理分子生命理学専攻修了生の皆さんへ

数理分子生命理学専攻長　小　林　　　亮

　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。専攻スタッフ一同、心よりお
祝い申し上げます。
　さて、皆さんは数理分子生命理
学専攻という分野複合型の専攻に

身を置いていた訳ですが、どうでしたか？…自分自身
の専門の勉強だけでも大変なのに、理解困難な他分野
の講義に悪戦苦闘したり、なかなか噛み合わない議論
にフラストレーションを覚えたりと、苦労が多かった
のではないかと思います。実は私も大学院生時代に似
たような経験をしているのです。私は数理工学という
理学と工学が合体したような専攻の学生でした。セミ
ナーなどで離れた分野の人に話をすると、いつもまっ
たく予想しないところから質問が飛んできます。「そ
んなことやって何になるの？」とか「何でそんなこと
やってるの？」とかズバッと聞かれたりもします。こ
ういう身も蓋もない（そして最も大事な）質問に何と
か答えようとしているうちに、自分のやっていること
を多少なりとも引いた視線で見ることができるように
なっていったと思います。そして、自分が当たり前と
思っていることが、他分野ではちっとも当たり前では
ないこと、そもそも物事の理解の仕方からして違うら
しいということを肌で感じることができました。たぶ
ん皆さんも本専攻で同じような体験をされたのではな
いかと思います。今はわからないと思いますが、実は
このような体験は貴重なものなのです。私自身は、学
生時代の経験のおかげで、自然体で他分野の人との共
同研究を楽しんでくることができました。皆さんの多
くは社会に出て研究開発部門で働かれることと思いま
すが、そこでは必ず異分野間コミュニケーション能力
が問われることになるはずです。そんなとき、皆さん
の在学中の苦労は大いに役に立つことでしょう。
　また皆さんには、研究室での生活や専攻合宿などを
通して、多くの友人ができたことと思います。これも
また皆さんにとって大きな財産です。利害関係のない
純粋な友人というのは、なかなか社会に出てからは得
にくいものです。人生の何かの場面で困ったときや
迷ったとき、腹を割って相談できる友がいるというの
は、とてもありがたいことなのです。せっかくこの広
島の地で得た知己ですので、大切に育んでいってもら
えればと思います。
　最後に、社会に出られる方、進学される方と進路は
色々ですが、これから皆さんがそれぞれの場所でご活
躍されることを心から祈っています。
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卒業生・修了生からのメッセージ

４年間を通して

数学科　永　田　健　斗

　僕は１年間の浪人生活を経
て、この広島大学に入学して
きました。入学する前から、
ここで勉強して数学の教師に
なるという目標をもっていま
した。実際にこの大学で専門
教育を学びつつ、充実した教
員養成プログラムのもと教育
実習、介護等体験によりしっ
かりと力をつけ、福岡県の教

員採用試験に無事合格することができました。その経
験が皆さんの参考になるかはわかりませんが、少し書
かせていただきます。
　学業においては、１年次の広島大学ならではの平和
教育や第二外国語、その他多くの教養教育により幅広
い知識や考え方を身につけることができました。その
後、学年が上がるにつれて、より深くなっていく専門
教育により数学というものをより理解することができ
ました。また、３年次での教育実習では、附属学校の
熟練の先生方の下、授業の組み立て方や板書法、いか
に生徒にわかりやすく伝えるかという、教育のいろは
についてしっかりと学ぶことができました。当初は何
で広島大学だけ母校実習がないのかと不満に思うこと
もありましたが、経験豊富な先生方に指導していただ
いたおかげでしっかり成長できたと今では感謝してい
ます。ただ一つ心残りというか、後悔しているのは、
４年生のこの時期まで授業が多く残っていることで
す。２、３年生で部活等に熱中しすぎて少し計画性が
ありませんでした。もう少し計画的に勉強して４年生
までにはやりたいことへの時間をとっておくべきだっ
たと思います。
　広島大学の４年間でもう一つ思い出に残っているの
は部活動のことです。高校生のころまでも運動部に所
属していましたが、大学に入ってから見たことも聞い
たこともないような多くの部活があり、圧倒されまし
た。僕はその中でもトライアスロン部を選択し、引退
までの約３年間精力的に活動してきました。学業、部
活動、アルバイト等の私生活などすべてをこなすのが
難しく、時には嫌になることもありましたが、多くの
先輩から、生活面や就職後の話など数多くの参考にな
る話を聞くことができたり、最上学年になった時には
いかに後輩を指導するか、チームをまとめるかといっ
たことだったり、自分自身の競技力を高めるためには
どうすればよいか考えることだったりと勉学では学べ

ない多くのことを身につけることができたと思います。
　この広島大学で４年間過ごしたことは本当に自分自
身の財産になっていると思います。これから先、僕は
福岡県の高校数学教員として頑張っていきます。この
大学で学んだこと、身につけたことを少しでも多くの
生徒に伝えていきたいと思います。この文章を読んで
いる皆さんの、自分自身の夢や目標に向かうための力
になれることを願いつつしめたいと思います。ありが
とうございました。

研究者への道

物理科学科　橋　國　克　明

　私が研究者になるという夢を抱いたのは中学３年生
のときでした。当時は漠然とした夢だったものが高校
から大学までの７年間を経て具体的な夢に変化してい
きました。
　私は、当時 SSH に指定されていた広島国泰寺高校
普通科理数コースに進学したところから研究者への道
を歩み始めました。国泰寺高校では理数ゼミ化学班に
所属し、ビタミン C やスクロースといった糖類の研
究を行いました。その研究過程で取り組んだ自作装置
である簡易旋光度計 HK-11の開発では、研究の楽しさ
や難しさを知ることができました。また、広島大学で
行われた中・高校生科学シンポジウムにも参加し、大
学の先生方からアドバイスをいただいたり質疑応答を
行ったりすることで、様々な知識と研究発表における
コミュニケーション能力を得ることができました。大
学進学後も物理班及び化学班の TA を行い、現在も
高校生の研究活動を手伝っています。高校生から出て
くる科学に対する素朴な疑問と興味はなかなか鋭く、
それらへの解答を探すのに苦労しつつもよい勉強と
なっています。
　大学２年からは Hi- サイエンティスト養成プログラ
ムを受講し、３年より自由課題研究を開始しました。
自由課題研究では磁性物理学研究室にお世話になり、

「熱を電気に変える人工鉱物の創製」というテーマで
環境に優しい硫化銅鉱物を基にした熱電変換物質の探
索を行いました。最初はねらった試料が作製できな
かったり、作製できた試料でも熱電性能が低かったり
とたくさんの苦労がありました。しかし、対象物質を
変えたり、作製方法を工夫したりすることにより、そ
の苦労を乗り越えていくことができました。また、30
個以上の試料を作製することで忍耐力と試料作製技術
及び物性測定技術を得ることができました。４年生で
の卒業研究もこの自由課題研究でのテーマを継続して
行い、現在も高い性能を持つ熱電変換物質を求めて試

― 8―



行錯誤しつつも充実した研究生活を送っています。
　思い返すと、高校から大学まで７年間歩んできた研
究者への道では、いろいろな場所に寄り道をして多く
の知識と経験を積んできました。その過程で私が何に
ついて研究し、どのようなことを明らかにしたいのか
がはっきりとしてきたように思います。大学院進学後
もさらなる経験を積み重ねて、研究者への道を歩み続
けます。また、ここまで歩んでこられたのは、高校や
大学、研究室の先生方が道を作ってくださったおかげ
だと思います。ありがとうございました。そして、こ
れからもよろしくお願いいたします。

に触れました。誰かと知り合えば、とても気の合う人
がいたり、一方的に嫌われてしまったり。そんな中で
も特に私を大きく伸ばしてくれたのは同じ学科の友人
らの存在です。私は、自分自身でもわがままな怒りや
すい性格だなと思っています。そんな私ですが、友人
らはあんな奴知らないと言って関係を切ってしまうの
ではなく、たびたび、私のこういうところが良くない
と思うと言ってくれました。おかげで、１年生のころ
と比べれば穏やかな性格になれたかなと感じていま
す。こんな私に愛想を尽かさずにいてくれた友人らに
は心から感謝しています。
　さて、成長も感じられた４年間ですが、後悔・反省
がないとはさすがに言えません。私の反省点は目標の
定め方です。この４年間で持っていた目標は漠然とし
たものしかありませんでした。そんな漠然とした目標
だけでも自分は成長できたと思えます。では、明確な
目標をたてられていたならどうなっていたでしょう
か。社会に出ていく人、大学院に進む人、大学生活の
残る学部生のみなさん。みなさんはこの先どんなふう
に日々を過ごしますか。私はどうしたいのか、より明
確な目標をたてて過ごそうと思います。
　最後になりましたが、私が無事に大学生活を送るこ
とが出来たのは広島大学の職員・先生方、先輩後輩、
友人、その他お世話になった方々のおかげであり、こ
の場を借りて皆様にお礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。

中・高校生シンポジウムでHi-サイの中間発表を行う筆者（中央）

４年間の大学生活

化学科　青　山　拓　馬

　「とにかく楽しんで来い !!」と両親から見送られ、
期待と不安で胸をいっぱいにして広島へ来ました。気
づけばもう卒業。長いと思っていた４年間などとても
短いもので、それでいて私の中には数多くの思い出が
できました。テスト前の勉強会、レポートの提出が間
に合いそうになく徹夜をする日々、早朝までのカラオ
ケや旅行、学科でのスポーツ大会など、少しばかりの
辛い出来事と沢山の楽しい出来事。それら一つ一つを
通して私は確かに４年前と変わったと感じます。
　大学に入って学べたことはなんだろうか。大学の授
業で学ぶ専門科目はもちろんのこと、初めての１人暮
らしやアルバイトなど、日々の生活を通してそれまで
の自分が経験し得なかったことを経験しました。今日
までの日々で学んだことは単純な知識だけではありま
せん。人間性と言えばいいのか、うまく言葉にできな
いですが、そんな部分こそが私の中でもっとも変わっ
たことだと思います。学科の先生方、先輩後輩、アル
バイト先の社員さん、サークルで知り合う学外の学生
達、多くの方々と知り合い、会話をして様々な考え方

研究室旅行にて（筆者：最前列右側）

４年間の生活を振り返って

生物科学科　伊　東　裕　太

　４年間の大学生活を振り返ってみると色々なことが
あったと思います。楽しかったこと、うれしかったこ
と、嫌だったこと、つらかったこと、今となってはそ
のすべてがいい思い出になっています。そして、その
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１つ１つが自分を成長させてくれたと思います。１年
生のころは新しい環境に慣れなかったり、新しい学問
に戸惑ったりと周りにおいて行かれないようにするの
がやっとでしたが、時間が経つにつれて少しずつ余裕
が出てきてサークル活動をしたり、専門分野以外の学
問に触れてみたりと自分なりに充実した大学生活を送
ることが出来たと思います。
　大学生活は、高校までの生活よりも自分自身で決断
をすることが多くあったように思います。その度に
色々と悩んで、いろんな人に相談をしました。私は、
優柔不断な性格で物事を決めることがすごく苦手でし
た。そんな私が何かを決断する時に後押ししてくれた
言葉があります。それは、「悩むことは大事なことだ
けど、悩んでいる時間って意外と無駄な時間だよ」と
いう先輩の言葉でした。以前の私は、悩んでいる時間
が長いほどその物事に対して真剣に向き合っていると
いうことだと思っていました。しかし、決してそのよ
うなことはなく、むしろ真剣に向き合えていないから
こそ長々と悩んで行動に移すことが出来ないというこ
ともあるのだとこの言葉から学びました。この言葉は
私に様々なことに取り組むきっかけを与えてくれたよ
うに思います。また、様々なことに取り組む中で、多
くの愉快な友達、優しい先輩方、可愛い後輩達と出会
いました。一緒に過ごすことの出来た日々はとても刺
激的でその１つ１つが一生の思い出になりました。私
は、広島大学の大学院に進学しますが、これからも決
断をしなければならない機会が多くあると思います。
自分にとって後悔のないような決断をしていきたいと
思います。
　最後になりますが、４年間の大学生活が充実したも
のになったのは、ご指導くださいました先生方、苦楽
を共にした友達、様々な相談に乗っていただいた先輩
方、こんな私を慕ってくれた後輩、そして様々な面で
サポートしてくれた両親など私に関わっていただいた
すべての方々のおかげだと思っております。この場を
借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

４年間を振り返って

地球惑星システム学科　田　島　詩　織

　広島大学で過ごした４年間を振り返ってみると、
あっという間に過ぎ去っていったなぁ、という感想を
抱きます。高校生の雰囲気が抜けきれていない、教養
科目を受講しに総合科学部に通っていた１年生の頃を
思い返せば、自分のことながら初々しくて微笑ましい
気持ちになります。私も同期生も、４年という月日の
中でいつの間にか立派な大学生になりました。大学生
活を送っていく中で、みんな大学生になっていったの
だと思います。
　私は学業とサークル活動を主な軸として大学生に
なっていったと感じています。まず学業の面で一番印
象に残っていることは、３年時の進級論文作成・それ
に関する地質調査です。私と同じように進級論文は印
象に残っている、と言う人が同学科の方々の中に多く
いるかと思います。春夏それぞれ約一週間、花粉や茨、
虫と格闘しながら道なき道を行き、ハンマーを振りか
ざしながら地質調査をしました。この二週間と論文作
成への研究期間は本当にいい経験になりました。なぜ
なら実際に現地に赴くことで見えてくること・考えな
くてはならないことがたくさんありましたし、調査・
研究をグループで行うからこそ得ることができた経験
があったからです。肉体的にも精神的にも大変なイベ
ントでしたが、今ではいい思い出です。
　そしてサークル活動は、４年時はほぼ参加すること
ができませんでしたが、私にとって大学生活の中で欠
かせないものでした。サークル活動を通じて他学部の
方々や他学年の方々と接することで、自分の知らない
世界が見えてくる喜びを日々感じていました。サーク
ルの立ち上げに関わり、食事会を企画し、幹事として
物事を進めていくという貴重な経験もできました。ゆ
かた祭りや大学祭に参加したり、新歓や忘年会をした
り、サークルメンバーとお喋りを楽しむ何気ないひと
ときだったり、大学生ならではの経験ができたのもと
ても楽しかったです。
　知識だけでなく、大学生活を送っていく中で学んだ
ことが数えきれないくらいあります。この三月で広島
大学を卒業し、私は新社会人として社会に飛び込んで
いきます。大学とは違う世界に慣れていくのに苦労す
ると思いますが、広島大学で学んだことを生かしなが
ら成長し続けたいと思います。
　最後になりましたが、大学生活をより充実なものに
していただいた先生方・先輩方、友人や家族、その他
お世話になった全ての方に感謝の気持ちでいっぱいで
す。ありがとうございました。

研究室の集合写真（前列の１番右側が筆者）
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学生生活を振り返って

数学専攻　相　見　俊　介

　気づけば６年間の学生生活がもう少しで終わろうと
しています。実は私は２年前に学部を卒業するときに
もこのメッセージの寄稿を依頼されましたが、昔から
この手の文章を書くのが苦手で、書く自信がないとお
断りしました。それから２年たった今、再び依頼を頂
き、近年何事も挑戦することが大事だと感じていたの
で、今回はお受けすることにしました。いい機会です
ので私の学生生活を振り返ってみたいと思います。
　思い返せば私の学生生活は今までにない挑戦を多く
していたことに気づきます。この６年間で私にとって
一番の挑戦は３年生の時にサークルのキャプテンを務
めたことです。人を引っ張っていくような性格ではな
いので今までそのような役職には縁がありませんでし
た。しかし、ほとんど消去法でこんな私が今年で20周
年の歴史を持つサークルのキャプテンになってしまっ
たのです。当時そのサークルは問題山積み。一番の問
題はメンバーの減少で、初めての練習は二人だけで、
お互いにノックの練習をしたことは今となってはいい
思い出です。なんとか新しい１年生にたくさん入って
もらって、１年間やり通せたのは、仲間や先輩方の協
力がなければならなかったと思います。
　元々大学院に進学するつもりのなかった私ですが、
４年生の時このまま大した専門性も持たず卒業して良
いものかと思い、あと２年勉強することにしました。
大学院生としての２年間は、もっといろいろなことに
挑戦しておけば良かったと今になって思いますが、そ
れでも大変有意義な時間が過ごせたと思います。１年
生の夏には仙台で同分野の大学院生の集まりに参加
し、全国の同年代の学生と交流を通し、自分の力の無

さを痛感するとともに研究に対して大変刺激になりま
した。ある程度の結果が出た現在、研究集会での発表
の準備に追われています。英語で講演しなければなら
ず、英語が非常に苦手なので気が引けましたが、これ
もいい経験だと思い挑戦することにしました。修士論
文も書かなくてはならず大変な日々を送っています
が、これも充実した時間を過ごしているのだとポジ
ティブにとらえようとしています。
　これらを含む私の学生生活において多くの方々にお
世話になりました。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。本当にありがとうござ
いました。サークルの忘年会にて（前列右が筆者）

学内対抗戦で優勝した時の１枚（後列一番左が筆者）

広島大学での６年間

物理科学専攻　中　村　文　香

　2008年のノーベル物理学賞をきっかけに素粒子に興
味を持ちました。もちろん、受賞理由や内容は当時高
校２年生の私には全く分かりませんでしたが、「なん
か面白そう！」という理由で、当時苦手だった物理を
勉強し、物理科学科に入学しました。
入学してから今までの６年間、振り返ってみればあっ
という間でした。
　入学してすぐにあるオリエンテーションキャンプで
は、物理科学科や他学科の友人がたくさんできまし
た。その友人と京都へお寺めぐりに行ったり、計画を
立てずに島根に遊びに行ったりとたくさん遊び、楽し
ませてもらいました。他にも、テスト前には一緒に夜
遅くまで勉強したり、悩み事があれば相談に乗っても
らったりと助けてもらうことも多くありました。
　４年生からは入学当初の思い通り素粒子論研究室に
進み、本格的な研究が始まりました。最初は３年生ま
でとは異なる環境に戸惑い、研究内容を理解するのに
とても時間がかかりました。自分が何を研究している
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のか混乱してしまうことも何度かあり、研究の難しさ、
大変さを知りました。それでも、分からないことを理
解できるようになった時や上手く研究が進んだ時には
面白味と共に感動をも覚えました。研究以外にも、夏
の学校や遠足（カープ観戦）など色々なイベントがあっ
たので、楽しい研究生活を送ることができました。一
番印象に残っているのは、大学院１年生の時に参加し
た夏の学校です。日本各地で素粒子などの研究をして
いる大学院生およそ300人が集まるもので、様々な人
と交流できました。そこでは、同じ大学院１年生でも
とても分かりやすい発表をする人、研究にとても熱心
に取り組んでいる人と出会い、自分の未熟さを感じる
と共に、多くの刺激を受けたイベントでした。
　また、この３年間では、人前で話すことを多く経験
しました。ゼミやセミナーでの発表や夏の学校での研
究発表、研究とは直接関係ありませんが、物理科オリ
エンテーションキャンプの代表やオープンキャンパス
での学科紹介と、様々な形で経験しました。人前で話
すことは苦手なので、本番では声や手が震えてしまう
こともありましたが、今では少し余裕を持って話すこ
とができるようになりました。この経験は、社会人に
なってから役に立つものだと思っており、いい経験を
させてもらったと感じています。
　このように思い返せば、広島大学での６年間は本当
に充実したものでしたし、色々な経験により成長する
ことが出来たと思います。
　最後になりましたが、多くの時間を共にしてくれた
友人、研究指導してくださった先生方、そして何より
６年間の学生生活を支えてくれた両親に心から感謝い
たします。本当にありがとうございました。

博士課程後期へ進学して感じたこと

化学専攻　平　尾　岳　大

　時の流れははやいもので、私が広島大学に入学して
から９年の月日が流れました。私はこの９年間で数多
くの事を学んできましたが、これをただ列挙していく
だけでは通り一遍等の内容になってしまう可能性が高
いので、今回は在校生の方に心に留めておいて欲しい
事を１つだけ紹介しようと思います。それは、特に博
士課程後期へ進学して感じた「人脈の重要性」です。
　人脈はより良い研究者になるために必要不可欠なも
のです。人脈が広がれば共同研究の幅も広がりますし、
自身では思いつきもしなかった問題の解決策が見つか
ることもあるかと思います。私自身も自分の測定技術
を用いて他研究室の論文投稿に貢献した経験がありま
す。また、指導教員の先生の紹介で他大学を訪れ、自
身の論文を完成させたこともあります。そこで、私は
学生の皆さんにはこれからも積極的に人脈を作って
いって欲しいと思います。学会に参加した際には他研
究室の発表も積極的に拝聴し、的外れでもいいので質
問する事など、小さな事でも積み重ねれば大きな人脈
に繋がっていきます。また、皆さんが配属している研
究室のスタッフは既に多くの人脈を持っています。教
授が参加する懇親会に自分も混ざり、教授の知り合い
と話してみるだけでも貴重な経験になると思います。
アカデミックに残る事を考えている学生の方は更に一
歩進んで、実際に論文投稿に貢献したり共同研究をし
たりすることよって自分の能力を認めてもらうことも
心がけてみてください。自分の能力が認められれば、
各個人の人脈に沿って良い評価が伝わっていき、結果
としてポスドクやスタッフとしての雇用にも繋がる可
能性があります。雇用する側としては、「全く知らな
い人材」より「人づてに名前を聞いたことがある人材」
の方がより受け入れやすいと感じるからです。
　新しい知り合いが増えるという事は研究者のみなら
ず、誰にとってもプラスになります。お互いに刺激し
合い、情報を共有することで得難い経験が得られま

友人との北海道旅行（筆者は左から２番目） 他大学の学生との交流会（右から４番目が筆者）
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す。理学部の学生の皆さんは卒業するまでに研究室に
所属することになると思います。せっかくの機会です
から、その機会を利用して多くの学会に積極的に参加
し、友達や知り合いを増やしていって欲しいと思います。

勉学とアルバイト

生物科学専攻　小笠原　健　人

　６年の大学生活は、一人暮らしに始まり、サークル、
アルバイト、学問、旅行など大学生にしかできないこ
とを経験できました。その中でも力を入れた、勉学と
アルバイトについて振り返りたいと思います。
　とは言ってみたものの、大学最初の２年間は、正直
勉強には真面目に励んでいなかったように思います。
教養科目になかなか興味が湧かず、テストのみやり過
ごす感じでした。専攻には関係ないという考えで勉強
していたため、テスト後にはみんな忘れてしまい、何
も身についていないというのが実状でした。ですがこ
の考えを変えてくれたのが、私の場合、以外にもアル
バイトだったように思います。
　アルバイトは社会勉強のためにガソリンスタンドに
入り５年半続けました。最初は車には全く興味がな
かったのですが、車の知識を教えてもらうこと、洗車
や給油作業などが楽しく、良き仲間とも出会えまし
た。私は要領が良い方ではないので、たくさんの失敗
をしましたが、それだけたくさんのことを学べまし
た。より責任の伴う仕事に挑戦し、今では社員に匹敵
する技術や仕事の優先順位のつけ方も学びましたし、
様々な年代の方とお話をすることで視野も広がりまし
た。そして一生懸命打ち込んだからこそ、同時にお金
を稼ぐことの大変さを感じることができました。
　その時から徐々に、大学に来させてもらった親への
感謝の気持ちが強くなり、大学で学ぶことについて改
めて考えました。大学２年までの教養科目のことを
もったいなかったと思いつつ、その時からは全てが経
験だと思い、広く興味を持って、社会人になった時の
蓄えにしようという意識に変わりました。
　大学の４年からの研究では、自分の頭と手を使って
研究を進めていくことに難しさを感じましたが、簡単
に答えを出さず、学生に考えさせる先生方のご指導の
おかげで、自分で考える力を養えました。学生同士や
先生方とのディスカッションで、自分の考えを交わし
て新しい考えが生まれた時の充実感は忘れません。ま
た実験のみならず、プレゼンテーションや機器トラブ
ルの対応まで丁寧にご指導くださり、とても感謝して
います。このように大学生活で得た広く深くもある経
験は、今後の人生の様々な場面で必ず役立つと信じて

います。
　最後になりますが、学生生活を支えてくれた両親や
親族、温かいご指導を下さった先生方、苦楽を共にし
た友人に、心から感謝いたします。本当にありがとう
ございました。

ガソリンスタンドのアルバイトで行ったイベント
（前列中央が筆者）

恐竜研究者を夢見て

地球惑星システム学専攻　築　地　祐　太

　手取層群は主に北陸地方に分布する中生代の地層で
す。本層群は岩相の特徴から３つの亜層群に区分され
ており、下部から九頭竜・石徹白・赤岩亜層群と呼ば
れています。最下部の九頭竜亜層群はアンモナイトな
どの古代の海で生活していた生物の化石が豊富に産出
することから海で堆積してできた地層とされています
が、石徹白亜層群はほとんどが陸域の河川のはたらき
によって形成されたと考えられており、最上部の赤岩
亜層群は全て陸域で堆積して形成されたものと考えら
れています。これらの陸域の河川によって形成された
地層からはしばしば当時生息していた動植物化石が発
見されています。特に手取層群は日本で最も多くの恐
竜化石が発見されていることで有名で、特に福井県勝
山市に分布する北谷層からはこれまでに４種の恐竜が
新種として記載されています。
　私は幼い頃から恐竜に憧れており、いつか研究者に
なりたいとずっと夢見ていました。私は幸運にも福井
県にある県立恐竜博物館の研究者の方と所属研究室の
先生を通じて知り合うことができ、修士論文の研究
テーマとして恐竜の足跡化石に関する研究をさせてい
ただくことができました。研究においては福井県立恐
竜博物館特別館長であり福井県立大学付属機関の恐竜
学研究所に所属されている東洋一先生にご指導してい
ただき、恐竜足跡化石の研究方法や様々な知見をご教
授いただきました。また、研究に関しては国内最高峰
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の設備と研究員の方々が揃っている福井県立恐竜博物
館で行わせていただき、多くの研究に関するアドバイ
スや多くの刺激をいただき非常に充実した環境で研究
をさせていただくことができました。また、2013年か
ら開始された第４次恐竜発掘調査では３年連続で参加
させていただき、現場での貴重な体験をすることもで
きました。
　幼い頃から追いかけていた夢に向かって進み続けて
いけることは、何事にも勝る充実感を私に与えてくれ
ます。今後も自分の夢である恐竜研究者に向かって邁
進していくつもりです。
　これまでの大学生活において多くの方々にご支援・
ご協力を賜り、誠に感謝しています。所属研究室の教
員ならびに事務員・研究室メンバーのみなさん、大学
生活を通じて知り合うことができた先輩・友人・後輩
全ての方々に感謝申し上げます。
　最後に、これまで最大の支援をしてくれた母さんあ
りがとう。

福井県勝山市に分布する手取層層群北谷層での発掘調査時
の写真（産出した恐竜足跡化石の３Ｄスキャンを用いて観
察しているところ）

すべての出会いに感謝

数理分子生命理学専攻　塩　谷　　　秀

　私の６年間の大学生活が終わりました。振り返ると
様々な経験をし、大学に入学したての自分よりとても
成長したなと感じています（主に体重ですが）。大学
生活での一番の収穫は“出会い”だと私は考えていま
す。大学生活中に私はたくさんの人と出会いました。
様々な価値観を共有し、色々な経験をさせていただき
ました。
　大学では、理学部数学科に所属していた頃に、なぜ
数学を勉強しているのだろうかと悩んでいる時期があ

りました。自分が数学を勉強する事で、何がプラスに
なっているのだろうかと考えていたときに出会ったの
が小林亮教授でした。不思議な現象について数学を用
いて解明していくという方針に惹かれ、私は今の研究
室に進む事を決めました。元々勉強があまり得意でな
い私にとってガリガリ公式の証明をしたり、計算した
りするのは苦痛でした（小声）。そんな中で私たちの
研究室は自分が興味を持った現象について勉強する事
ができるので、むしろ進んで勉強する事ができまし
た。また研究室の仲間にも恵まれ、大好きな先輩、後
輩に囲まれ、支えられながらではありますが、とても
楽しく研究生活を送る事ができました。元々大学院進
学志望ではなかったのですが、この研究室で、このメ
ンバーともっと勉強がしたいと思い大学院進学を決定
する事ができました。
　また大学に入って始めた引っ越しのバイトでもたく
さんの出会いがありました。母体が大きかったので、
たくさんの人と関わる事ができ、様々な年齢層の方に
良くしていただきました。週に４～５回皆で集まり、
いろんな事をして（ここでは具体的には言えませんが）
楽しい時間を過ごす事ができました。皆が常に向上心
を持っていて、それに負けまいと自分を磨く事ができ
たのは、このバイトに出会えたからだと思っていま
す。この出会いが糧となり、私を成長させてくれたの
は間違いありません。ここには書ききれないほどたく
さんの出会いがありましたが、出会った全ての人から
吸収する事によって多様な価値観が得られ豊かな人生
へとなっていくのではないかと私は考えます。
　来年度から私は学校の教員として働きます。学校の
先生になるという夢が叶ったのも今まで私に出会った
全ての人たちのおかげだと思っています。本当に感謝
してもしきれないほどです。自分が今までしてもらっ
た事への恩返しとして、今後自分の生徒達に「この先
生と出会ってよかったな。」と思ってもらえるように
頑張っていきたいと思います。

研究室の集合写真（上段右）
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退職教員からのメッセージ

感謝と期待

藤　原　照　文

　広島大学理学部・理学研究科は、
私にとって学びの場であり、また研
究・教育の場でもありました。昭和
44年、大学紛争で本学も封鎖された
状況下で理学部化学科に入学しまし
た。その後封鎖解除され、無事４年

間で学部を卒業できました。引き続き理学研究科化学
専攻に進学し、博士課程の単位取得後、幸運にも理学
部の助手として採用していただきました。学生と教員
の期間をあわせるとほぼ47年間という長きにわたって
本学に在籍し、多くの方々にお世話になりました。こ
の場をかりて深く感謝いたします。
　私は本学に在籍したまま博士研究員として米国イリ
ノイ大学に昭和59年９月から２年間という、今ではあ
り得ないような長期の留学をさせていただきました。
この留学は私の研究人生における最も大きな転機とな
りました。その転機はともかくとして、留学中にアメ
リカ人学生の「自立」に対する意識の高さを実感した
ことについて退職者からのメッセージとして一言述べ
ておきます。
　私が留学したイリノイ大学の Chemical…Sciences 研
究科の Ph.D.…Programs には、研究能力を評価するた
めの preliminary…exam（その課程の３年次末までに
完了）に「research…proposal を書くこと」が含まれ
ていました。ところが、研究テーマと proposal は教
授が提示し、学生はそれに従って研究を進め、その成
果を定期的に開かれる研究報告会で提出する、論文も
すべて教授が書いて教示するという研究指導を行って
いる研究室がありました。当然のことながら、このよ
うな指導では優れた proposal を書く能力は身につき
ません。その研究室に入ったアメリカ人学生はほとん
どが短期間のうちに去っていました。魅力ある
proposal を自ら書くことが研究者として自立するため
に欠くことができない訓練の一つという意識をもって
いるからです。一方、中国、韓国など、アジアからの
留学生は、師弟関係において師に従って師の仕事の一
部を行うことを是とする文化的背景をもっているの
で、そこに留まるということを知りました。
　今、社会はグローバル化へ向けて進んでいます。国
際社会の中で、自立することを求める文化のもとで養
われた欧米人の個の力の強さに負けず対等に渡り合う
ために、英語力だけではなく、個性を伸ばし、自分の
ことは自分で決め、自らの力で道を切り拓くことがで
きる、自立した思考力をもつ人材が望まれています。

力量あるグローバル人材が本学の理学部・理学研究科
から多く輩出されることを期待します。

退職のご挨拶

関　根　利　守

　この３月をもって６年間在職し
ました広島大学理学研究科を退職
するにあたり、この紙面をお借りし
て在職中にお世話になりました
方々に、感謝のお礼を申し上げたい
と思います。自分としては６年間最

大限の努力をしたつもりですが、広島大学での教育、
研究、社会貢献のミッション実現にどれだけ寄与でき
たかは甚だ自信はありません。この６年間での学部卒
業生は20名、修士課程修了生６名、博士学位取得生１
名、博士課程指導途中生１名が主指導活動です。以前
の研究所在職中の活動は研究と社会貢献が主体でした
が、広島大学に移動後には教育が加わりました。自分
の専門分野の衝突現象の地球惑星科学的検討への基礎
教育を行うつもりで六年前におりましたが、学生とと
もに研究教育を行うことができたかを回顧しますと甚
だ反省の余地があったように思います。と同時に、一
部の学生には衝突現象の地球惑星的意義を考えるチャ
ンスを提供できたのではと考えています。衝突現象と
いっても、物理的側面があり、化学的側面もあり、ま
た地質学的な側面もあり、それらを有機的に様々な観
点から考えるための基礎的知識の重要性は伝わったの
ではと思っています。学ぶだけでなく考えるためには
さらなる時間が必要です。
　衝突現象に限らず、地球惑星科学は広い研究分野を
研究対象にして考え方や研究手法も多種多様ですが、
自然現象の理解・解明を目的とします。自然現象の中
には物理法則、化学反応、生命現象として説明できる
場合が多くありますが、地学現象として時間軸の上で
説明するためには空間軸とエネルギー軸を加味した３
次元的な思考・検討が不可欠です。特にメカニズムの
未解明な自然現象に関しては統計学的・確率的処理も
必要になります。また、教育効果だけでなく研究成果
としての社会貢献への寄与を目指した研究課題設定も
重要で、理学に強い関心がある者とっては未来永劫社
会貢献になりそうもない研究のための研究を防ぐ意味
でも大切かと思います。
　末筆ながら、６年間お世話になった理学研究科の皆
様、特に地球惑星システム学専攻の教員及び事務職員
の皆様に深謝致します。今後は皆様のご発展を陰なが
ら応援したいと思います。
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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　　　　　　　　　　　　和田　佳奈子
　化学専攻
　　博士課程後期３年　　　　　　金子　政志

２　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５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３年　　　　　　阪田　直樹
　物理科学専攻
　　博士課程前期２年　　　　　　角田　一樹
　化学専攻
　　博士課程後期３年　　　　　　金子　政志
　生物科学専攻
　　博士課程後期２年　　　　　　上田　浩晶
　数理分子生命理学専攻
　　博士課程前期１年　　　　　　鈴木　美有紀

３　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　　　　　　　　　　　　清水　　亮
　　　　　　　　　　　　　　　　亀田　　健
　物理科学科　　　　　　　　　　松本　康宏
　　　　　　　　　　　　　　　　山本　昇由
　化学科　　　　　　　　　　　　和田　佳奈子
　　　　　　　　　　　　　　　　原　　彩乃
　生物科学科　　　　　　　　　　大石　　鮎
　地球惑星システム学科　　　　　渡邊　翔太

平成27年度学生表彰について
※…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

鈴木　研也… チューリング・マシーンについて
河本　順康… ロトカ・ヴォルテラ方程式の非負の平衡

点の大域安定性と相互作用行列
鹿田　晃一… アリの採餌行動における経路短縮に関す

る考察
磯川　光樹… ボルダリングにおける効率的な最短経路

のネットワーク構築
副島　俊一… 窒素固定能力を持つシアノバクテリアの

いる北方森林の生態系と環境について（1）
福井　大輝… ラプラス変換と常微分方程式の解法
福岡　淳一… 複素変数のロジスティック方程式の極を

持つ解の挙動
森田　芳彦… オリガミクス芳賀の定理の一般化線辺折

り交点の性質と辺の内分
若野　智仁… 多期間三項モデル
渡部　敬之… リンデベルグの条件での中心極限定理に

ついて
赤瀬　文章… リー群とリー環の対応
井上　　楓… リューローの定理とその応用
植松　香介… ２次加群のなす代数的構造
大石　峰暉… モデル選択規準最小化に基づくリッジパ

ラメータの最適化
小笹　暁渡… 輸送方程式とラプラス方程式の考察
門田　莉歩… 数理モデルを用いたアリの採餌行動シス

テムの根本的理解への挑戦
亀田　　健… 弾性ネットワークモデルを用いた DNA

の塩基配列に依存する物理的性質と機能
の関係の解析

國岡　　拓… スマリヤン著「数学パズル　美女か野獣
か？」への注釈

黒石　祐介… 数学への自信はどこからくるのか？
（PISA データを用いた国際比較）

黒瀬　友太… ウニ胚における左右非相称性制御機構の
解明

米田　好佑… 有限体上のある方程式の解の個数
権藤　曉則… イソトロピー既約な等質空間上の Einstein

計量
済藤　恭平… 確率積分の構成
坂井　駿介… フレヴィッツの定理とその応用
迫田　隆二… 曲面の写像類群の有限生成性
清水　　亮… 定常時系列に対する自己回帰型ふるい

ブートストラップ

％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％卒 業 論 文 題 目
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下木原　敦… 中心極限定理
清家　大雅… 数理モデルに基づく歩行者の交通量につ

いての研究
谷口　祐真… フェルマー予想の多項式類似
長田　匡平… Mallows’Cp 規準の漸近的性質
永田　健斗… 窒素固定能力を持つシアノバクテリアの

いる北方森林の生態系と環境について
（2）

永田　康也… n=4の場合のフェルマーの最終定理につ
いての考察

西川　正一… 伊藤過程
原田　真吾… 多様体と向きとヤコビアン
平賀　隆寛… 椅子からの立ち上がり運動とその支援の

数理的研究
福島　　海… 一階述語論理における Logical…axioms

の必要性
藤井　翔太… ムカデの歩行時における脚の波の研究
藤尾　昭弘… 窒素固定能力を持つシアノバクテリアの

いる北方森林の生態系と環境について
（3）

藤田　　輝… ストゥルム・リュウビル型固有値問題の
固有値・固有関数

船吉　健太… Birman 完全列の完全性
松尾　圭祐… グレブナ基底と整数計画問題
水口　潤一… 一般化線形モデルの基礎理論
宮川真太郎… グレブナー基底と極値問題
村長　　達… 曲面の同相写像のホモトピーとイソト

ピー
山田　稔大… ミドリムシ遊泳における鞭毛運動の１－

loop モデル
山本　貴柾… 酵母間期染色体の力学モデルと動態解析
吉田　雄亮… 可換環論とアフィン多様体
渡辺　崇人… バルハン砂丘の形状と衝突に関する理論

的考察

物理科学科

山根　千佳… 超伝導の平均場理論
江坂　俊人… ハバードモデルにおける動的平均場近似
三根　健輔… ホイスラー合金 Cu2MnAl の Mn,…Cu-K

吸収端 XMCD スペクトルの圧力変化
江島　智博… アキラルな分子系への円偏光照射による

不斉アミノ酸の生成
大谷　　悠… CeRu2Al10の La,…Rh の置換効果
柿田　貴臣… 定在波型加速管のビームローディング補

正
黒部　太郎… 電磁場下の系に対する第一原理計算手法

の研究
下田　涼平… 軟 X 線吸収分光法を用いたアセチルア

セトン－マンガン（Ⅲ）錯体の電子状態へ
の溶媒効果の研究

永井　颯太… パルスレーザーアブレーションによる金
ナノ粒子の作製

安部　太晴… 光度曲線データを用いた線形判別による
変光星の自動分類

安部　友啓… ペロブスカイト型強誘電体の電子分極と
A サイト孤立電子対効果

石井　憲希… 低速電子線回折による h-BN/Fe/Ni（111）
の表面構造の研究

石川研太朗… 量子偏光測定における系統的誤差の研究
市岡　勇也… 準周期アンジュレータースペクトルの

ギャップ依存性に関する研究
乾　　遥香… 安息香酸分子の価電子励起状態からの内

殻吸収スペクトルおよび価電子・内殻励
起状態ポテンシャルの理論計算

内田　和海… 小型衛星 MIST 搭載軌道放射線モニター
CUBES の検出器開発

太田　裕也… 時間に依存した電流密度汎関数理論とそ
の交換相関エネルギー汎関数の総和則

大箸　妙子… 場の理論によるコンプトン散乱の研究
岡本　聖樹… ブラックホール時空における波の伝搬と

準固有振動
沖中　香里… 高強度レーザー場における真空複屈折性

検知にむけたγ線偏光波長計の開発
奥田　悠貴… Pb 吸着による Ir（111）表面のスピン電子

状態の変化
越智　大斗… 層状化合物（C3H7NH3）2CuCl4の結晶構造

と誘電物性
小野　颯太… 時間分解 X 線吸収分光によるチタン酸

バリウム薄膜のパルス電場応答測定
片岡　真一… CeRu2Al10の電子状態に対する Rh 置換

効果
門原　正剛… Unruh…効果，Hawking…輻射など真空か

らの粒子生成についての研究
門屋　寿樹… 軟 X 線分光法で探るβ - ジカルボニル

化合物の置換基・溶媒効果
仮屋薗寛悟… 超高速過渡吸収分光装置の構築とその評

価
川村　　現… 線形ポールトラップにおける非線形共鳴

の数値解析的研究
喜多　要介… TmTe の圧力下電気抵抗測定と半導体

金属転移
黒田　真未… PHENIX 実験 d+Au 衝突におけるω、

φ中間子の質量変化解析のモデル依存性
と系統誤差評価

小林　智貴… ALICE 実験前方検出器高度化による低
質量μ粒子対測定精度の基礎評価

後藤　一希… 真空紫外レーザーを用いた超高分解能角
度分解光電子顕微分光装置の開発



― 18―

後藤　真一… 走査トンネル顕微鏡を用いたトポロジカ
ル絶縁体…V ドープ Sb2Te3の局所電子状
態の研究

下地　寛武… アクシオン星と中性子星の衝突による高
速電波バースト

末永　拓磨… 硫化銅鉱物テトラヘドライト Cu12Sb4S13

の Ag 置換系の作製と物性研究
砂田　裕哉… 擬立方晶構造をもつぺロブスカイト型セ

ラミックスの電場誘起巨大格子歪み
竹内　崇志… 近藤半導体 CeT2Al10（T=…Fe…,…Os) の c-f

混成に対する一軸圧力効果
竹澤　巧基… キラル対称性をもつ三方晶 DyNi3Ga9の

四極子相転移と磁場中相図
達川　瑠美… アンルー効果に関する理論的研究－調和

振動子と相互作用する量子場の模型－
田中　晃司… ASTRO-H 搭載 SGD の BGO シールドを

用いたガンマ線バースト観測能力の評価
田中　慎之… 広がったTeVガンマ線源VERJ2019+368

の X 線観測による放射機構の研究
徳住　友稜… 非調和振動子の径路積分を用いた摂動と

非摂動的効果の研究
戸田　皓陽… Swift 衛星の硬 X 線サーベイデータに基

づくブレーザーの宇宙論的進化
中西　美恵… 高分解能角度分解光電子分光によるトポ

ロジカル絶縁体と金属薄膜の界面電子構
造の研究

中村　将吾… 光電子分光による近藤格子系 Yb2Pt6X15

（X=Ga,…Al）の電子状態の研究
橋國　克明… N 型の高い熱電変換性能を持つ銅硫化物

の創製
朴　　景培… 六方晶 PrRh3の結晶場効果と強磁性秩序
東島　成良… 低出力レーザーを用いた非破壊的プラズ

マ計測システムの製作
平野　拓実… データ識別に用いる機械学習の理論
平原　大暉… 磁気輸送特性による高易動度多層グラ

フェンの電子構造の解明
廣地　　諄… 高輝度赤色新星…M31…LRN…2015…の爆発

前天体の観測的研究
本田　知宏… クォーク・グルーオン・プラズマ状態方

程式を用いた相対論的流体シミュレー
ションの精度評価

松葉　政統… 線形ポールトラップのための半導体出力
型高周波電源の開発

松本　康宏… 層状化合物（C3H7NH3）2FeCl4の単結晶育
成並びにその構造と物性

宮岡　敬太… Subaru/HSC サーベイ領域にある重量級
銀河団の X 線観測による質量推定

宮下　剛夫… Co 置換銅酸化物高温超伝導体の高分解
能角度分解光電子分光

宮園　大心… レーザー光共振器の開発

三好　克哉… Pr 内包カゴ状化合物 PrRh2Zn20の反強四
極子秩序と超伝導転移に対する圧力効果

森　　裕樹… かなた望遠鏡 HONIR 用新検出器読み出
しシステムのノイズ改善に向けた研究

森田　　悠… 金属絶縁体相転移する Ti2Ｏ3の精密構造
解析

山﨑　嵩斗… ALICE 実験 PHOS 検出器による核子対
当たり重心系エネルギー5.02TeV 陽子 +
鉛衝突における中性π中間子の検出手法

山中　雄貴… マルチフェロイック物質 BiFeO3–BaTiO3

混晶系の局所構造と電子状態の研究
山本　昇由… SmFe2Al10の磁気・輸送特性
横山　　渓… クラスレート化合物 Eu8Ga16Ge30の Eu…K

吸収端 EXAFS 測定
吉川　智己… トポロジカル絶縁体 Bi2Te3における表面

光起電力効果とディラック電子ダイナミ
クス

吉川　雄吾… キラル磁性体 YbNi3Al9の遷移金属置換
効果

吉丸　　利… ぺニングトラップにおける電子プラズマ
の軸方向自動共鳴

渡壁　光太… 自発共鳴型光蓄積共振器の開発

化　学　科

青山　拓馬… 軟 X 線発光分光法による TMAO ジクロ
ロメタン溶液の溶質－溶媒相互作用の研
究

一樂　陽司… ギ酸と遷移金属から成る空間反転対称性
の破れた磁性体の合成とその物性測定

伊藤　　純… o-ピリジル基を有する有機スズ化合物の
協働効果による触媒能の検討

伊藤慎一郎… 天然変性領域を介した核内受容体と転写
共役因子の相互作用解析

伊藤　陽祐… プレゴン還元酵素の立体選択性を決定す
るタバコ細胞内タンパク質の探索

岩坪　宏和… SCLC 測定装置の立ち上げと高分子薄膜
の面外移動度測定

上田　和也… TRAF6の活性を抑制するラクトフェリ
ンの相互作用部位の同定

梅原　康平… HSP70のドメイン間ダイナミクスによる
構造機能制御機構解析

大仁田知穗… 新規環状芳香族カルベン配位子の合成と
応用

岡本　靖生… 軸不斉型環状カルボジホスホラン－二酸
化炭素付加体の合成とこれを用いた遷移
金属錯体の合成

門脇　悠稀… CH3生成物観測によるトリメチルアミン
励起状態ダイナミクスの研究
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萱原　克彦… 界面張力差を駆動力とする自己駆動系の
変形運動

木田　　基… スフェランド－金属イオン包接錯体の極
低温気相電子スペクトルの測定

木下真之介… 紫外－遠紫外…Pump-Probe 法によるカ
ルボニル基をもつ分子の Dark…state の
観測

客野　那月… 還元剤を用いた Mo,…W の還元およびジ
チオール配位子による酸化状態の同定

久保田ひかり… 根岸カップリングによるフェロセニルル
テノセンの合成と酸化

郡島　　遥… ホスフィノボラン配位子を導入した平面
型白金錯体と銀イオンとの反応

齋藤　聡太… Synthesis… of…π-withdrawing…Boron-
ligated…Transition…Metal…Complexes（π
- 受容性ホウ素を配位子とする遷移金属
錯体の合成）

坂本　美佳… 葉緑体形成に寄与するジスルフィド異性
化酵素 CYO1の結晶化に向けた大量調製
の検討

佐々木一繁… トポロジー的に区別したプロトン化水ク
ラスター７量体の安定構造と OH 伸縮振
動の分類に関する理論化学的研究

城石　正樹… インソース分解のための MALDI マト
リックスの開発とメカニズムの考察

末永　太河… 超高圧下におけるエネルギー物質TATB
の構造変化の観測

鈴木沙弥香… 細胞周期依存的な酵母クロマチン構造変
化の解析

鈴木　美穂… オキサアルカノール o, m, p- フタル酸エ
ステルの構造と熱物性との相関

蘇　　湖元… レーザー分光と量子化学計算を用いた極
低温18-Crown-6・p-Tyrosol…Complex の
構造決定

高木　勇二… 酸化重合で電極固定化した酸素活性化錯
体触媒の開発

高木　好美… カーボンナノチューブ磁気配向薄膜の光
学特性

髙野　　駿… Lower…Rim…にメトキシエチル基を導入
したカリックス［4］アレーンポリマー
の合成研究

立石　　亮… 3,3,3-トリフルオロプロペンの炭素内殻
領域におけるコインシデンス・オージェ
スペクトルと分子内転位

谷本　　遥… 硫黄原子 S（1D,… 3P）の高感度検出および
S（1D）+…OCS 系の反応と消光過程の分岐
比

千歳　洋平… 二光子吸収能を有するクマリン型新規光
解離性ケージド化合物の合成とその光反
応性

永田　敏洋… 電気加熱気化 -ICP 発光分析法によるは
んだ試料中の硫黄の定量

中田　裕之… 金属カルボニル錯体の光脱離配位子の運
動解析

長鶴　徳彦… インターカレート系無機キラル磁性体、
MM’3S6（M…=…V…or…Cr,…M’=…Nb…or…Ta）
の合成と磁性

中野　恭裕… メカノケミカル法による Si とアルカリ
溶液からの水素発生：反応メカニズムの
解析

西田　一輝… Cu（Ⅱ）－ CO3
2- 系分子スピンラダーの

磁気希釈
新田　真司… 原子間力顕微鏡の微小液滴系への応用
野村　美生… 酵素反応と結合した過酸化水素駆動型自

己駆動系のモードスイッチング
馬場　貴士… 嵩高いアルキル基をもつリン架橋 [1.1]

フェロセノファンの合成とその白金錯体
の触媒反応

林　宏太朗… 磁気異方性の小さな遷移金属イオン Mn
（Ⅱ）と Cr（Ⅲ）を骨格とするシアノ架橋
型キラル分子磁性体の詳細な磁気特異性
の研究

原　　彩乃… 振動励起 S2（a1Δg,…v…=…4,…5）の選択的検
出および SF6による振動緩和の速度論的
研究

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

平西　祐梨… 振動反応で自己組織化する化学シンクロ
藤本　啓資… 可視発光する Si ナノ粒子の液相合成と

光学特性
細田　　萌… 溶媒効果を考慮に入れた NMR の遮蔽定

数に関する理論化学研究
本田　　匠… SEIRA 分光法を用いたクラウンエーテ

ルのアルカリ金属イオン包接状態の研究
前原　健志… カリックスレゾルシンアレーンの自己集

合により生成するキラルな超分子カプセ
ルの合成研究

松岡　美帆… バタフライ型ビス（ナフタレンジイル）
ジホスフィンの４級化と配位挙動

松本　　岬… パラフェニレン骨格内に導入したテトラ
ラジカルのスピン多重度

丸山　　慧… 長鎖アルキルエステルを導入したテトラ
キスポルフィリンの合成

丸山　莉央… Dy を内包する polyoxometalate を用い
た単分子マルチフェロイクスの開発

溝口　智穂… 単一過冷却微小水滴の凝固点の硝酸ナト
リウム濃度依存性に関する研究

宮本　友樹… 溶媒抽出－逆ミセル系ルミノール化学発
光検出によるアスコルビン酸の定量法の
開発
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村田　康輔… シングレットフィッション挙動を発現す
る発色団配置の調査

山﨑　侑平… キラルビススルホンイミドの不斉ブレン
ステッド酸の合成と適用範囲の検討

山田　純暉… トビイロケアリ（Lasius japonicus）の
採餌行動と排泄行動の社会性を支配する
物質

山本　千尋… 熱応答性イオン液体を用いた多相系水滴
のレーザー捕捉

吉川　太基… 水溶液中のマンノースにおける構造と安
定性に関する理論化学的研究

吉木　敦美… CH（X2Π）ラジカルの生成・検出および
O2との反応速度定数の決定

吉浪　啓介… 1,4- ビス（4- ピリジル）ベンゼン型架
橋配位子を用いた鉄（II）集積型錯体の構
造とスピン状態の研究

和田佳奈子… 溶解度の高い新規スフェランドを用いた
超原子価テルル化合物合成の試み

生物科学科

木原　実緒… カエル卵形成過程における遺伝子発現に
関する研究

會田　祐太… 植物ヘモグロビン遺伝子高発現シロイヌ
ナズナの低温・強光ストレス下での光合
成活性解析

青木　　駿… ゼブラフィッシュ外胚葉分化における核
膜タンパク質 Syne2a の機能解析

赤尾　　元… ツメガエルの初期発生における神経特異
的キナーゼ（neural…specific…kinase）の
解析

石原　綾乃… ヒメギボシムシの前後軸に沿った Hox
遺伝子の発現解析

伊東　裕太… オーキシンとジベレリンによる茎部の伸
長制御機構の解析

惠良友三郎… 広島県宮島の雑草フロラに関する基礎研
究

大石　　鮎… MMEJ 依存的遺伝子ノックインの効率
化を目指した試み

大山　朋子… DNA- タンパク質クロスリンク損傷修
復に対する Wss1プロテアーゼホモログ
の関与

小笹　恵実… ゼニゴケ属葉状体における内生菌の存在
様式の形態学的研究

垣内　大志… 広宿主域型プラスミドの VirB/D4…T4SS
による高等植物への輸送様式の解析と新
たな遺伝子導入法への模索

勝部　隆義… GAF1…と…SCL3…によるジベレリン生合
成酵素遺伝子の転写抑制機構の解析

許　　憲亮… 市房山における蘚苔類フロラ
黒澤　明莉… DNA- タンパク質クロスリンク損傷修復

における MRE11ヌクレアーゼ活性の役
割

小松原康史… ゼブラフィッシュ尾びれ再生過程におけ
る Retinoblastoma1の機能解析

佐藤　将人… 無尾両生類の変態における甲状腺ホルモ
ン依存的フィードバック転写制御機構に
関する研究

佐藤　祐輔… 異なる動物綱間における遺伝子水平伝播
下野　起将… 青色光による葉老化制御機構の解析
高橋　孝治… ゲノム編集を利用したタンデムノックイ

ン技術の開発
髙橋　竜平… GAF1… 転写複合体による花成制御機構

の解析
月見　友哉… コヒーシン関連タンパク質のゲノムワイ

ド分析～バイオインフォマティクスの手
法を用いて～

寺井はるひ… 細胞伸展におけるヒト MRLC アイソ
フォームの機能解析

中串実姫子… HeLa 細胞におけるダイナミンによる微
小管ダイナミクス制御の解析

中前　和恭… ゲノム編集技術を用いたヒト培養細胞に
おける一塩基改変法の開発

永尾　千晶… 暗黒誘導性老化における ACC 合成酵素
多重遺伝子族の機能解析

西村　夕紀… 塩基配列特異的アルキル化剤を用いた
DNA 修復機構の解析

花田　俊樹… 白岩山の蘚苔類フロラ
日野　俊裕… スジキレボヤの被嚢タンパク質の抽出と

精製
兵藤　凪紗… Rhizobium 属細菌の持つ TA…system の

特定と機能解析
福満　啓博… vir 遺伝子誘導物質 p-Coumaryl…alcohol

の Agrobacterium による分解に関する
研究

藤井　麻弥… DELLA-GAF1… 複合体によるジベレリ
ンとジャスモン酸のクロストークの解析

前重　太一… 植物体に内生するアグロバクテリアの多
様性に関する研究

松坂　智幸… 制限酵素 R.…CcoI の DNA グリコシラー
ゼ及び AP リアーゼ活性の解析

三田　和也… メラノーマと繊維芽細胞との相互作用に
関する分子生物学的研究

諸石　智大… 暖温帯の木本植物のクラスター根に関す
る基礎研究

山迫　彩華… ゼニゴケの無性芽成長過程の形態学的研
究

渡部　幸多… アメフラシのペニス牽引筋の収縮調節に
おけるアメフラシ GGNG ペプチドの役
割
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地球惑星システム学科

佐野　智子… 延岡衝上断層下盤に発達する鉱物脈
朝日江里久… インド南西部高度変成岩のジルコン

U-Pb 同位体分析
飯田　健介… Erro-Tobbio カンラン岩体中の蛇紋岩の

微細組織観察
伊藤　愛香… 隕石衝突起源の…Vredefort…Crater（南ア

フリカ）を構成する花崗岩中の黒雲母の
衝撃変成に関する研究

大西　剛司… 希土類元素存在度から考えるユークライ
ト隕石の分化過程

岡田　誠也… 衝突状態の数値解析による温度・圧力と
クレーター形成の検討

岡田　　陸… 隕石海洋衝突時のギ酸アンモニウムとホ
ルムアミドからの有機分子の生成

岡本　真生… モンモリロナイトの摩擦係数に対する水
溶液中の塩濃度の効果

何　　宝希… 火星隕石 Tissint,…Zagami,…NWA…6162の
STXM による局所有機物分析

木村　　洋… スロー地震の地震波帯域における周波数
特性

倉　　和臣… ベトナム北部ドンパオ鉱床における希土
類元素の定量分析

澤山　和貴… 三軸圧縮試験による庵治花崗岩のひずみ
挙動及び変形特性に対する封圧と間隙水
圧の効果

重岡　優希… シリカ包摂化合物の圧縮挙動に及ぼす包
摂ガスの影響

白石　彩華… 炭質物の石墨化：面間隔とラマンスペク
トルの対比

上甲　　卓… 中国湖南省水口山鉱床区康家湾 Pb-Zn-
Ag-Au 鉱床の鉱化作用

田島　詩織… ジルコンの U-Pb 年代に基づく中国地方
の後期白亜紀火成活動史

谷川　雄亮… メタンハイドレートに関連して形成され
る炭酸塩ノジュールの研究

崔　　宰源… Experimentally…Deduced…Frictional…
Coefficient… and…Slickenside…of…Gabbro…

（斑レイ岩の摩擦係数と鏡肌に関する実
験研究）

長谷部泰史… 岡山県高梁市山宝鉱山に産する磁鉄鉱の
磁気的性質と鉱物学的特徴～保磁力の成
因について～

吹本　幹太… 高圧相から探る H-type 普通コンドライ
トの衝撃変成履歴

古橋　拓哉… 広島県西部地域における地震基盤の地質
学的特性

松村　宥也… 島根県三瓶温泉にみられるマンガン酸化

物の形成機構
村本　智也… 日向灘における浅部超低周波地震の検出
森川　朝世… 北海道二股温泉に発達するトラバーチン

の研究
安田　万里… リン酸カルシウムの衝撃変成に関する研

究
吉田　壮志… 火星起源隕石 NWA…7397の岩石学的・

鉱物学的記載
渡邊　翔太… 渇水リスク地域における水の再利用と栄

養塩濃度空間分布

％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％修 士 論 文 題 目

9月修了者

数 学 専 攻

尾白　典文… 尖点的保型形式のトレース作用素による
像が持つ代数的性質とその応用について

化 学 専 攻

肖　　　芳… レーザー捕捉法を用いた単一エアロゾル
水滴の凝縮成長過程に関する研究

数理分子生命理学専攻

韓　　邑平	 Possible… involvement… of… endoplasmic…
reticulum… dynamics… in… the… stress-
induced… rapid…production… of… abscisic…
acid（ストレスに応答したアブシジン酸
の迅速生成における小胞体ダイナミクス
の関与の検証）

3月修了者

数 学 専 攻

相見　俊介… Parabolic…generating…pairs…of…hyperbolic…
2-bridge…knot…groups（双曲２橋結び目
群の放物的生成対）

石原　吉崇… Flat…connected…finite…quandles（平坦な
連結有限カンドル）

上田　達司… 素数を用いたグラフに関する研究
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大迫　成美… k 番目に大きい素因子を固定したカーマ
イケル数の有限性について

片山　拓弥… RAAGs… in…knot…groups（結び目群に含
まれる直角アルティン群）

木村健太郎… AI 型対称空間内の全測地的部分多様体
の分類

黒木　健司… ある偏微分方程式の発散形式解の Borel
総和可能性への反例

竹村　公伸… 裾の重い分布による巨大リスクの分析
田中　貴大… クレーム額が超指数分布に従う保険の危

険理論について
田本　亮太… 桁数の大きいカーマイケル数
茶之原直人… Estimation… of… covariance…matrix… via…

shrinkage…Cholesky…factor（修正コレス
キー分解を用いた分散共分散行列の縮小
推定について）

當山　　凜… ある…fat…point…の族の極限となる閉部分
スキームについて

仲村　勇祐… A…Vasicek-type…short…rate…model…with…
memory…effect（ 記 憶 の 効 果 を 持 つ…
Vasicek…タイプの短期金利モデル）

野村　文香… 完全非線形一様楕円型偏微分方程式の
Lp–粘性解の Hölder 連続性

福田　寧彦… 距離グラフ上の線形系
村上　　凌… ポリアの壺における大偏差評価
山縣　直也… シャノン－マクミラン – ブライマンの定

理について

物理科学専攻

大橋　佑馬… 可視偏光分光解析によるマイクロクエー
サー SS…433の光学的特性の研究

上田　庸資… 高 エ ネ ル ギ ー 原 子 核 衝 突 に お け る…
仮想光子偏極の異なる観測座標系を用い
た検出手法の評価

上野崚一郎… 格子場の方法を用いた SU（3）ゲージ理
論におけるΛパラメータ比に関する研究

梅本　嵩之… フェムト秒レーザー過渡吸収分光システ
ムの構築と有機ナノ結晶の固相重合ダイ
ナミクス研究への応用

枝廣　育実… ASTRO-H 衛星搭載…軟ガンマ線検出器
コンプトンカメラを用いた偏光ビーム試
験

大兼　英朗… 電弱真空の安定性に基づくシーソー模型
のパラメータに対する制限

大本　　優… チタン酸バリウムの電場誘起構造歪みの
時分割計測

川田　惟允… Knot-APPLE アンジュレータの磁気回
路設計と性能評価

川端　美穂… 特異な Ia 型超新星 SN…2014dt の長期可
視近赤外線観測に基づいた研究

神田　優花… 活動銀河核と X 線連星の偏光観測によ
るブラックホールジェットの観測的研究

清田　哲史… 重力チェレンコフ放射による修正された
重力波の分散関係に対する制限

小島　耀平… 高分解能角度分解光電子分光による Ce
単結晶薄膜の電子構造の研究

佐野　瑛彦… チタン酸バリウムのパルス電場下におけ
る時間分解 X 線吸収分光測定

白川　裕章… 宇宙ガンマ線観測用新型 Si-Pad 検出器
の基礎特性測定および性能評価

角田　一樹… トポロジカル絶縁体および強磁性形状記
憶合金のスピン偏極電子状態と非平衡
キャリアダイナミクス

高田　紘司… 前主系列星 AA…Tau の可視近赤外偏光
観測による星周構造の研究

田北　仁志… 鉄系超伝導物質 Ba（Fe1-xCox）2As2にお
ける特異な電子構造と軌道成分の解明

寺岡　夢希… ワイベル不安定性の理論と銀河団外縁部
ガスへの応用

天場　千覚… 一軸応力下の SrTiO3における電子状態
の等方的変化

中岡　竜也… 極初期からの多バンド観測に基づいた
IIP 型超新星 SN…2014cx の研究

中川　智希… 回転する軸対称定常なブラックホールの
磁気圏の研究

中村　文香… SU（3）ゲージ理論のランニングカップリ
ングの研究

平川　拓実… Exploring… inflationary… scenarios…with…
large…scale…suppression…（大スケールの
揺らぎの抑制を含んだインフレーション
シナリオの探究）

藤井香奈子… X 線吸収分光法による Pd-TM 合金の水
素吸蔵特性の研究

桝上　晃広… 宇宙背景輻射のゆらぎと素粒子模型
松浦　佳代… 光子 - 光子散乱検証に向けた重心系エネ

ルギー MeV 領域の卓上衝突光学系の研究
牟田口　舞… 巨大質量のブラックホールによる星の潮

汐崩壊現象

化 学 専 攻

青木　　惇… レーザーアブレーション／超音速ジェッ
トレーザー分光による不揮発性分子の電
子スペクトルの観測

足立　浩明… フェニルイソオキサゾリル基を導入した
ベンゾトリチオフェン誘導体の積層構造
形成における協同的自己集合
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市橋　克哉… Li2（[18]crown-6）3[Ni（dmit）2]2（H2O）4にお
ける結晶状態でのイオン交換の実現と、
それを利用した物性制御

今西　正義… ソフト摩擦転写法による導電性高分子配
向膜の作製法の開発と構造解析

植村友一朗… Huisgen 反応を用いたグラフェンの官能
基化と物性

内橋　賢吾… アリルアミン誘導体の光 [2+2] 付加環化
反応の開発

大前　温子… 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凍結に関する研究

岡田　和朗… ３座配位子を用いた３価リン化合物の合
成と展開

沖中健太郎… 極性側鎖を有するアミノ酸の水溶液中に
おける構造と安定性に関する理論化学的
研究

鬼塚　侑樹… 異なる電子状態の NH2フラグメントを
生成する CH3NH2の C-N 結合解離ダイナ
ミクス

加藤　光枝… CH3ONO 光解離反応の内部エネルギー
分配決定による対生成物状態間相関の研
究

金田　琢磨… フッ素内殻共鳴励起分子の脱励起過程の
研究：cis- ヘキサフルオロシクロブタン
と1,1,1- トリフルオロエタン

川端　友朗… キラルなニトロキシドラジカルを用いた
Cu（hfac）2錯体の合成、構造および磁気
異常性

神髙　孝幸… 電気加熱気化 -ICP 発光分析法による炭
素系微粉末中の銅の迅速定量法の開発

小山　珠美… 無機キラル磁性体の単一キラル結晶ドメ
インをもつ単結晶の育成とキラルらせん
磁気構造の検証

菅原　貴弘… 二価金属イオン及びハロゲン化物イオン
の水和構造と水和エネルギーに関する理
論化学的研究

杉山　昂史… リン上に電子求引性アリール基を導入し
た新規カルボジホスホラン配位子とその
遷移金属錯体の合成

竹下　将人… 超原子価５配位窒素ラジカルカチオン化
合物の合成及び多量体の構造・性質

竹本真悠子… フロー法による逆ミセルを用いた金ナノ
粒子 - ポリアミドのナノ複合体の調製と
その構造特性

多田　早織… LFP-NMR 測定によるアゾ化合物の脱窒
素反応の立体選択性に関する研究と一重
項ジラジカルの観測

玉木　愛梨… 相乗効果および協働効果を利用した活性
化の検討

田村　孝明… 光学活性なリン酸をキラルテンプレート

としたエナンチオ選択的な光励起 C-H
官能基化反応の開発

灘本　昂平… ゲスト分子の包接により誘起されるテト
ラキスポルフィリン超分子ポリマーの構
造転移

西田　尚大… 軟 X 線分光法と理論計算による液体状
態での分子間相互作用の研究

藤原　康司… バタフライ型ジホスフィンのイミノホス
ホラン誘導体－合成と配位子としての機
能－

前野　佑基… リン上にアミノ基をもつ1,1'- フェロセニ
レンジホスフィド架橋鉄２核錯体の合成
とプロトン還元活性

三島　世奈… オキサアルカノール芳香族カルボン酸エ
ステルの構造と熱物性との相関

森田　那月… 自然分晶によるキラル分子磁性体合成へ
のメタ置換フェニルニトロニルニトロキ
シドラジカルを使ったアプローチ

山㟢祐太朗… カリックス [4] アレーンの自己集合を利
用した三重らせん型ホスト分子の合成と
協同的ゲスト包接

山本　純基… 安定な三重項カルベンの合成検討
吉富　翔平… 局在化一重項ジラジカルの反応挙動に及

ぼす窒素原子効果
脇本　　遼… HSQ の合成と熱処理法で作製した発光

性 Si ナノ粒子

生物科学専攻

池田　晋悟… 染色体高次構造を介した組織特異的遺伝
子発現制御機構の解析

有藤　拓也… 軟体動物腹足類の新奇神経ペプチド
（FXXFamide）の前駆体クローニング
とその発現解析

大野　彰洋… 広島県のタンポポ属植物の遺伝的背景に
関する基礎研究

小笠原健人… メラノーマと間充識との相互作用に関す
る分子的解析

岡田　麻耶… 体軸形成の制御に関する…neural specific 
kinase (nsk) の機能解析

岡村　僚太… MYB…型転写因子…EPR1…の転写抑制機構
の解析

方岡　由衣… ハウスキーピング遺伝子と染色体 DNA
全塩基配列を用いた植物病原性細菌
R h i z o b i u m  r a d i o b a c t e r … ( s y n .…
Agrobacterium tumefaciens) の 種 内 グ
ループの解析

北村　友哉… ネッタイツメガエル myt1遺伝子の初期
発生における機能解析



― 24―

坂本　雄司… Bryophyte…flora…of…Mt.…Hiuchigatake…（燧
ケ岳の蘚苔類フロラ）

塩見　太志… ゼブラフィッシュ初期胚の外胚葉細胞が
持つ中内胚葉誘導シグナルに対する応答
能は、原腸陥入期におけるヒストン
H3K27のトリメチル化の増加により消
失する

柴田　桃子… 高病原性を示すアグロバクテリウム菌株
CNI5の研究

庄田佐知子… Agrobacterium に お け る p-Coumaryl…
alcohol の vir 遺伝子誘導作用と分解代
謝に関する研究

園田　絢子… カエルにおけるグロビンタンパク質
Androglobin の遺伝子発現に関する研究

三島　由佳… 二種の O-GlcNAc 修飾酵素による GA
信号伝達に関与するＧＡＦ1複合体の制
御機構の解析

柚木　和也… アグロバクテリウムから細菌への DNA
とたんぱく質の輸送の試みと解析

地球惑星システム学専攻

伊勢田大輔… 炭素質コンドライト隕石中の白金族元素
の局所分析

江野　友樹… トラバーチン形成における微生物代謝の
影響評価

岡本　汐理… A…simple… fault… thermometer…based…on…
carbonaceous…matter… reflectance… and…
its…application… for… frictional…heating…by…
faulting（炭質物断層温度計とその断層
発熱への応用）

　　… チリ北部アタカマ断層系ボルフィン断層
末端の流体移動

岸田　実紀… ナノからミリスケールにおける地震断層
面の形状特性

佐藤　　琢… 鏡肌を有する断層の力学特性と微細組織
に関する研究

世羅　浩平… 希土類元素存在度と Sr 同位体比からみ
た太陽系初期に分化した隕石群ユークラ
イトおよびダイオジェナイトの宇宙化学
的特徴

築地　祐太… Iguanodontia…footprints…from…the…Lower…
Cretaceous…Tetori…Group…（下部白亜系
手取層群から産出したイグアノドン類足
跡化石）

出口　健太… A…comparison…of…ore…minerals…from…the…
Letnye,… Molodezhnoe… and… Djusina…
volcanogenic…massive… sulfide…deposits…
in…the…South…Urals,…Russia…（ロシア南部

ウ ラ ル 地 域 に 胚 胎 す る…Letnye,…
Molodezhnoe,…Djusina… 火山性塊状硫化
物鉱床に産する鉱石鉱物の比較）

中村　有希… 微生物鉱物化における細胞外高分子の役
割

野村　知哉… サンゴコアを用いた北西太平洋における
アクチニド核種の時間・空間分布の解明

兵東　玄威… 伊豆 - ボニン–マリアナ弧を構成する岩
石のすべり特性：高温高圧摩擦実験と低
～高速摩擦実験からの考察

和田菜奈絵… イタリア北部に露出する…Finero カンラ
ン岩体の塑性変形履歴の解明

数理分子生命理学専攻

勇　　修平… 弾性ネットワークモデルによるＤＮＡの
配列・力学・機能　相関の網羅的解析

大熊　雄太… 真正粘菌変形体の一次元的運動に関する
実験的研究

大野　　航… 被爆による血漿内糖タンパク質の変化と
そのメカニズムの考察

大林　俊介… 微分型非線形シュレーディンガー方程式
の進行波解の構造

川本　健太… 色彩マーカーと IC チップを用いたクロ
オオアリにおけるコロニー分業制につい
ての考察

國光　勇志… 進化分子工学的に別機能を獲得させたエ
ストロゲン受容体の結晶化に向けた調製
法の検討

国村　佳代… TALEN を用いたバフンウニ Piwi ホモ
ログ（HpSeawi）の機能解析

坂本　拓弥… All-in-one…CRISPR-Cas9ベクターシス
テムを用いた FokI-dCas9による効率的
なゲノム編集法の確立

塩谷　　秀… エコーロケーションによる障害物認識の
数理モデル

下町　太騎… 低速四脚歩行の歩容に関する研究
正田　香澄… 臭素酸イオンの細胞毒性誘発機構
杉本　龍哉… プラスミドを用いた放射線誘発クラス

ターＤＮＡ損傷の解析
鈴木　翔吾… 局所的なパルス光刺激に応答する化学波

のダイナミクス
曽我部芳美… 界面活性剤濃度に依存した自己駆動液滴

の運動モード分岐
孫　　承翼… 境界で非線形相互作用する拡散方程式－

平衡解の存在と安定性解析－
高木　康成… 低濃度ＣＴＡＢが銀ナノ粒子に及ぼす影

響－凝集と粒径分布変化－
髙本　　怜… マウス網膜細胞光シグナル伝達過程の生
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体分子混み合いを考慮した数理モデル
田中　　傑… 大腸菌ジヒドロ葉酸還元酵素とその変異

体の真空紫外円二色性スペクトル－フェ
ニルアラニンとチロシンの側鎖および２
つ の ト リ プ ト フ ァ ン 側 鎖 の Exciton…
Coupling の寄与－

辻田　瑞穂… 数値計算を用いたダストエアロゾルの挙
動と拡散パターンについての考察

筒井　　亮… 乾燥土壌への浸潤過程おけるフィンガー
流発生機構の理論的解明

出口　綾乃… リン脂質膜に対するポリオールの特異的
相互作用の物理化学的解明

平尾　耕大… マイクロアレイデータ解析に基づく植物
の遺伝子発現揺らぎと機能の関係

山下　龍拓… 基質依存的な PPAR γと転写共役因子
の相互作用解析

吉井　美優… 自己駆動する樟脳船のモードスイッチン
グ

米原　達朗… pET 発現系で得たヒト由来 DNA 酸化
損傷修復酵素 NTH1の結晶化

LIU…YIFAN… Mathematical…modeling… for… interactive…
dynamics…of… camphor…disks…on…water…

（水上で相互作用する樟脳円盤のダイナ
ミクスの数理モデル）

鈴木美有紀… In vivo…tracking…of……histone…H3…lysine…9…
acetylation…in…Xenopus laevis…during…tail…
regeneration（アフリカツメガエル尾再
生におけるアセチル化ヒストン H3K9の
可視化）

6月修了者

数 学 専 攻

中森さおり… Bernstein… type… theorems… for… some…
types…of…parabolic…k-Hessian…equations

（ある種の放物型…k-Hessian…方程式に対
する…Bernstein…型定理）

9月修了者

物理科学専攻

朱　　思源… Electronic… structure… and… carrier…
dynamics… of… ferromagnetic… shape…
memory … a l l oy s … and … t opo l og i c a l…
insulators（強磁性形状記憶合金とトポ
ロジカル絶縁体の電子構造とキャリアダ
イナミックス）

地球惑星システム学専攻

張　　友君… Shock…Compression…of…Earth…Materials…
and…Implications…for…the…Composition…of…
the…Earth's…Deep…Interior（地球物質の
衝撃圧縮と地球深部の組成の推定に関す
る研究）

数理分子生命理学専攻

王　　　静… NMR… studies… on… the… structure… and…
function… relationships… of… proteins…by…
using…artificial…structural…perturbations

　　　　　　（構造摂動を利用した NMR によるタン
パク質の構造機能相関研究）

12月修了者

生物科学専攻

細羽　康介… Functional…analysis…of…mammalian…ZIP…
kinase…on…phosphorylation…of…myosin…II…
r e gu l a t o r y … l i g h t … c h a i n … d u r i n g…
cytokinesis（細胞質分裂時のミオシン II
調節軽鎖のリン酸化に関する ZIP キナー
ゼの機能解析）

％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％％博 士 論 文 題 目

4月修了者

化 学 専 攻

韓　　　晶… Structura l … and… Magnet i c … Phase…
Transitions… in…the…Layered…Perovskite-
Like…Compounds… (CH3NH3)2[FeIICl4]…and…
(C2H5NH3)2[FeIICl4]（ペロブスカイト型テ
トラクロロ鉄（II) メチルアンモニウム
とテトラクロロ鉄（II) エチルアンモニ
ウムの構造、磁気物性と相転移の研究）
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3月修了者

数 学 専 攻

RASHA…MOHAMED…FARGHLY…EID
　　　　　　Elliptic… Quantum… Algebra… Uq, p(ĝ ) ,…

Dynamical… Quantum… Z-algebra… and…
Higher…Level…Representation（楕円量子
代数 Uq, p(ĝ)，ダイナミカル量子 Z 代数，
および高レベル表現）

今別府孝規… O n … S a w o l l e k … p o l y n o m i a l s … o f…
checkerboard… colorable… virtual… links

（チェッカーボード彩色可能な仮想結び
目のサボレック多項式について）

阪田　直樹… Veering… structures… of… the… canonical…
decompositions… of… hyperbolic… fibered…
two-bridge… link…complements（ 双 曲 的
ファイバー二橋絡み目補空間の標準的分
割の変針構造）

風呂川幹央… Commensurabil ity… between… once-
punctured… torus… groups… and… once-
punctured…Klein…bottle…groups（一点穴
あきトーラス群と一点穴あきクラインボ
トル群の通約可能性）

HOANG　THANH　HOAI
　　　　　　Degeneration…of…Fermat…hypersurfaces…

in…positive…characteristic（正標数の体
上定義されたフェルマー多様体の退化）

物理科学専攻

格和　　純… Stochastic…Gyroresonant…Acceleration…
for…Hard…Electron…Spectra…of…Blazars:…
Ef fect… of … Damping… of … Cascading…
Turbulence（統計的ジャイロ共鳴加速
機構によるブレーザー領域の硬い電子ス
ペクトルの解釈における乱れ場減衰の影
響）

川上　修平… Presence…of…the…Electric…Dipole…Moment…
in…Quantum…Paraelectric…SrTiO3…Probed…
us ing… Resonant … X -ray… Emiss ion…
Spectroscopy（共鳴 X 線発光分光測定
で捉えた量子常誘電体 SrTiO3に誘起さ
れる電気双極子モーメント）

照喜名　歩… Testing…modified…gravity…models…with…
multi -wavelength… observations… of…
galaxy…clusters（銀河団の多波長観測を
用いた修正重力理論の検証）

長谷部　孝… S e a r c h … f o r … s u b - e V … s c a l a r … a n d…
pseudoscalar… fields… via… four-wave…
mixing…with…tabletop… lasers（テーブル
トップレーザーを用いた四光波混合によ
る sub-eV スカラー・擬スカラー場の探
索）

化 学 専 攻

土手　　遥… Studies… for… controlling… spin… state…by…
mixing…metal…and…by…mixing…anion… for…
the…assembled…Fe…complexes…bridged…
by…bipyridine…type…ligands（ビピリジン
型架橋配位子で架橋した集積型鉄錯体の
金属混合とアニオン混合によるスピン状
態制御の研究）

宮﨑　康典… Spectroscopic…and…Theoretical…Study…on…
P h o t o c h e m i s t r y … o f … C i n n a m a t e…
Derivatives（けい皮酸誘導体の光化学
に関する分光学的及び理論的研究）

金子　政志… Benchmark…study…of…density…functional…
t h e o r y … b y … u s i n g … M ö s s b a u e r…
spectroscopic… parameters… and… its…
application… to…d-,… f-block… coordination…
chemistry（メスバウアー分光パラメー
タを用いた密度汎関数法のベンチマーク
研究と d,…f ブロック錯体化学への応用）

安原　大樹… Study… on… Oxidation… of… Group… VIII…
Metal…Complexes…Bridged…by…Fulvalene…
Ligand（フルバレン配位子で架橋した
第８族金属錯体の酸化に関する研究）

平尾　岳大… Construction… of… Sequence-Controlled…
Supramolecular…Polymers…Formed…by…
Unique…Molecular…Recognition（特異な
分子認識により配列制御された超分子ポ
リマーの合成）

今田　康公… S tudy … o f … t h e … I s ome r i z a t i o n … o f…
Pentacoordinate…Antimony…Compounds…
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by…Turnstile…Rotation…and…Synthesis…of…
Hypervalent…Group-16…Compounds…and…
Their…Applications（５配位アンチモン
化合物の Turnstile…Rotation による異性
化機構の研究及び超原子価16族元素化合
物の合成と応用）

生物科学専攻

中井　裕也… Reexamination… of… the… immunological…
rejection… model… on… tail… regression…
during…anuran…metamorphosis（無尾両
生類の変態での尾部退縮に関する拒絶反
応説の再検討）

数理分子生命理学専攻

中出　翔太… Microhomology-mediated…end-joining-
dependent…integration…of…donor…DNA…in…
cells…using…TALENs…and…CRISPR/Cas9

（ 細 胞 に お け る TALEN や CRISPR/
Cas9を用いたドナー DNA のマイクロホ
モロジー媒介末端結合依存的な挿入）
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