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植物とアグロバクテリアの間の壁
アグロバクテリアと総称される細菌（Rhizobium 属の病原性菌株）は自分の遺伝子を植物に注入するという不二の
能力を持っている。根頭癌腫病の病原体と付記すれば、バラを栽培する人には馴染みの（嫌な）生物の話題と気付く。
一般の人には遺伝子組換え（GM）植物を作る細菌と説明するほうがわかりやすい。この細菌が植物に遺伝子を注入
するのに使うミクロの注射器は10種類のタンパク質でできている。
この注射器の部品タンパク質の遺伝子を含む感染輸送現象に必須な vir 遺伝子が多数積載されているプラスミドの
全構造を私達は世界で初めて決定して pTi-SAKURA と名付け2000年に発表した。その後、様々なアグロバクテリア
菌株の特徴を把握する研究を行なってきた。アグロバクテリアの感染例は多くの双子葉植物と裸子植物で報告されて
いる。一方、イネを含む単子葉植物は基本的に感染されない。但し、vir 遺伝子発現を促す既知の化合物を人為的に
投与してアグロバクテリアを興奮させればイネもアグロバクテリアによって形質転換されるので、イネでも遺伝子を
受け取る仕組みを供えているが、肝心のアグロバクテリアを興奮させる誘導物質を作っていないと考えられる。この
説明は以下に記すように若干修正される予定だ。日本産菌株の一部は人為的に誘導物質を添加しなくてもイネ細胞と
混ぜると vir 遺伝子発現が促されてイネに遺伝子を輸送できることに
私達は気付いた。また、この菌株の特徴を裏付けるように、イネ細胞
の分泌物は vir 遺伝子発現を誘導する活性を示した。イネ細胞が分泌
する誘導活性物質を単離して構造決定してみると、藻類など下等な植
物も合成している化合物の１つだった。２重線を引いた部分に注目し
てもらいたい。藻類でも作る物質であれば種子植物が出現した古生代
半ばから遥か以前にも、アグロバクテリアは植物に遺伝子を注射して
いた可能性が出てきたからだ。実は、アグロバクテリアは植物以外の
系統の真核生物にもイネへと同様に遺伝子を輸送できる。一例として
酵母菌は驚くほど高い頻度でアグロバクテリアから遺伝子を受け取る
ことができる―このことはアグロバクテリアが更に昔からもっと多く
の生物に遺伝子を輸送していた名残かもしれない―と講演会で暴走し
て説明すると、「植物や酵母菌の厚くて丈夫な細胞壁をどうやって貫
通して注射しているんですか」と聞かれて現実の課題に気付く。生物
の系統上最も離れた間柄にある２つの細胞の間で着実に進行している
のに未だ判っていない興味深いプロセスについての指摘だ。イネが作
る活性物質に立ち戻ると、アグロバクテリアによって分解される現象
にも気付いた。これらの研究がすすむと、未だ形質転換できない生物
の問題の解決にも繋がると期待している。
（生物科学専攻教授 鈴木克周）

―1―

図１．イ ネ細胞とアグロバクテリウム間の相
互作用 微量な活性物質の検出と精製、
構造解析、更に分解過程について、研
究室の学生等が取り組み明らかにして
くれた結果をまとめてある。活性物質
と分解産物の化学構造決定ならびに化
学合成を行なう上で化学専攻の先生方
と N-BARD 機器分析部に大変にお世
話になりました。
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修了を迎えられた皆様へ
上

昭

彦

広島大学数学科を卒業される皆さ
ん、おめでとうございます。心より
お祝い申し上げます。
私も35年くらい前は皆さんと同じ
くらいの歳でした。今から考えると、
その頃の自分は色々な点で知識も乏
しく未熟でした。しかも、当時はそうであることすらよ
く分かっていなかったように思います。本当の生きた知
識や知恵というものは、実際に自分で失敗を重ね、苦労
を経験していくことによって初めて得られるものである
ということを、その後の人生を通じて、実感しました。
そういうわけで、私の場合は、卒業した後も、必要
に迫られてたくさんのことを勉強しなければなりませ
んでした。むしろ、それからが本番であったと言って
よいと思います。そもそも、何か新しいことをやろう
とするときには、学生時代に学んだ未消化の知識・技
術だけでは全く歯がたたないものです。そういう基本
は反復練習で磨きつつ、最先端の技術も取り入れなが
ら、一歩一歩試行錯誤を繰り返して進んでいく、そう
いう感じです。
結局、卒業したあとも、いつまでたっても勉強は続
いていますが、実際には、学生時代よりもその後のほ
うが、一生懸命にまた楽しんで勉強をやってきたよう
に思います。一つには、必要にかられてやっているの
で、勉強したことがすぐに結果に結びつくということ
で、非常にやる気が起こるということもあると思いま
す。例えば語学にしても、英語は大変よく使いとにか
く必要であるので、いろいろ勉強して、学生時代より
は大分上達したと思います。それでも、全く十分では
ありませんが。
大学で学んだ知識で役に立たなかったものもたくさ
んあります。自分の専門に近いものですら、たまたま
私には必要なく、これまで使う機会がなかったものも
色々あります。第２外国語としてかなり時間をかけて
勉強した（ような気がする）ドイツ語も、私の場合は
全く使わないのでほとんど忘れてしまいました。
結局、大学で学んだことで一番役にたったのは、勉
強の仕方の基本と、自分の知らないことでも勉強すれ
ばなんとかなるだろうという（根拠の無い）自信であっ
たように思います。例えば勉強の基本については、分
かるということはどういうことか、そのためにはどう
いうことをしなければならないか、という感覚が多分
身についていて、
それはとても役に立ったと思います。
卒業される皆さんの場合も、卒業した後に本当の勉
強が始まるのではないでしょうか。皆さんがこれから
仕事や生活においてすばらしい経験をされますことを
心からお祈り申し上げて、
私の贈る言葉といたします。

理学部・理学研究科を卒業・修了
される皆さん、おめでとうございま
す。心からお祝い申し上げます。
理学部では、基礎科学の素養を
しっかりと身につけ、真理探究への
鋭い感性を持ち、幅広く深い教養に
根ざした総合的判断力を持った人材の育成を目指して
来ました。また、理学研究科では、基礎科学における
独創的で多様な教育研究活動を発展させ、基礎科学を
はじめとする諸分野で先導的役割を担う人間性豊かな
人材を育成することを目標としてきました。
2014年度にすべての国立大学について、その強み・
特色や社会的役割を明確にするためのミッションの再
定義が実施されました。広島大学の理学分野は、育成
する人材像として「理学の教育研究を先導する大学の
一つとして、大学院では基礎科学における独創的で多
様な教育研究活動を発展させ、基礎科学をはじめとす
る諸分野で主導的役割を担う人間性豊かな人材を育成
すること」
、また、研究推進については、
「数学、物理
学、化学、生物学、地球惑星システム学及びこれらの
融合分野における基礎科学の多様な先端的・創造的研
究を重視するなかで、世界トップクラスの研究を推進
すること」および「放射光を用いた物性物理学につい
ては、卓越した先導的研究の成果を生かし、国内外の
研究者との共同研究を一層推進すること」など、高い
レベルの社会的役割を有していることが、これまでの
実績に基づいて認定されました。
卒業・修了される皆さんを含め、学生・教職員が長
年にわたって地道な努力を継続した結果が高く評価さ
れたものと受け止めています。私たちのところで修得
した基礎力を充分に活かし、研鑚を重ね、是非、将来
の可能性を広げていっていただきたいと思います。
社会の様々な環境において学部・大学院で培った専
門性を真に活かすには、おのずと人間的な関わり、或
いは、人の心を察する感性が必要です。これについて
は、大学での限られた期間というよりは、むしろ各自
が長期にわたって自分自身の中で陶冶していくべきも
のでしょう。
これだけはというものを一つ身につける、人がやら
ない事を率先しておこなう、同じ時間とエネルギーを
使うなら人ができない事をやってみるなど、様々な事
に積極的に取り組んで下さい。どんな時にも、常に可
能性を広げていくことを視野に入れ、夢を持って歩い
ていって頂きたいと思います。
皆さんのご健闘を心からお祈り致します。
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数学専攻長

川

下

物理科学科を卒業する皆さんへ
美

潮

物理科学科長

平成26年度に数学専攻を修了され
る皆様に専攻を代表しご挨拶申し上
げます。
縁あって当専攻に進学され、
修了を迎えられたことは喜ばしい限

深

澤

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

りです。修了、おめでとうございま
す。
さて、修了を迎えた今、どのようなご感想をお持ち
でしょうか。少しほっとしたでしょうか。または、
「修
了なんて当たり前過ぎて」という頼もしい方もいらっ
しゃるかも知れません。教員の側から見れば院生が修
了するというのはとても感慨深いものがあります。修
了までの道のりを少し振り返ってみましょう。
学部学生のときは授業を受け、知識を吸収していく

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

のが主な作業でしたが、院生生活はそれだけではまだ
何も始まっていません。研究活動を行い、修士論文を
作成しなくてはなりません。最初の問題は「何を研究
するか」ということです。今まで学んだことをどう活
かすかがここで初めて問われます。通常、数学では教

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

科書を読み、ある程度の知識が身についた段階で、先
行研究の論文を読みながら自分のテーマを探すことに
なります。
この段階が、
これまでの勉強とは全くといっ

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

ていいくらい違う作業で、おそらく研究活動に向かう
ための一番難しい段階と思います。この段階になると
急に元気になる方もいますが、逆にここで苦戦する場
合もあります。いずれにせよこの段階を切り抜けない

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

と次には進めません。テーマが見つかったら、次にそ
れを解かないといけません。たまたまちょうどよい問
題なら半年か１年で何とかなるかも知れませんが、も
し難問や解なしの問題だったりしたら、そう簡単には
いきません。ここが第二の大きな壁で、解けない限り
つらい日々が続きます（実は、私は二度と修士の学生
にだけは戻りたくありません）
。博士課程後期の方は、
上の関門を幾度か突破して、結果を出し、数学の国際
専門誌に自分の研究成果を掲載するという貴重な経験
をされ、学位を取得されました。教員にとっても本当
に喜ばしいことで、教員を務めてよかったと思えるひ

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

とときです。
これからはそれぞれの進路に沿った新たな生活が始
まります。そこではこれまでに学んだ知識が全く役に
立たないことがあるかも知れません。しかし、皆さん
はこのような関門を突破し、今日を迎えています。そ
の経験は必ず活かされます。自信を持って進んで下さ

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

い。本専攻を修了された皆様は「広島大学大学院理学
研究科数学専攻」という看板を背負っています。皆様
の輝かしい未来と幸せをお祈り致しております。

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

杉

立

徹

本学大学院理学研究科を去られる
皆さん、とりわけ物理科学専攻を修
了する皆さんに専攻スタッフ一同に
代わってお祝いを述べるとともに、
心から感謝の意を表します。
そして、
皆さんが本専攻に進学されたときに
胸に抱いていた目標を達成したこと、あるいはしっか
り近づけたことと期待します。
私たちは皆さんを本専攻に迎えて概ね２年間、後期
課程を修了される方々にはそれ以上の期間、皆さんと
日々を共有しながら基礎科学の研究発展に研鑽を重ね
てきました。その道中には新たな進展を見つけてとも
に喜んだときもあり、また、あるときには方向性も判
らず途方に暮れたこともあったと思います。
思い通り、
計画した通りにならないのが基礎科学研究の日々であ
り、とても自然な姿です。私たちは皆さんにひとりの
研究者として接しながら、皆さんがいたからこそ日々
真剣に取り組むこともできました。そして、皆さんの
学位論文というかたちでひとつの研究成果を仕上げる
ことができたことを大変嬉しく感謝する次第です。
これまで積み上げてきた科学研究に引き続き邁進す
る人や、あるいはライフスタイルの全く違う環境に挑
戦する方もいると思います。皆さんのこれから進む道
がどのような方向であれ、皆さんは本学の大学院生と
してしっかりした研究活動を体得した、立派に修了し
たという自信を常に持ち続けながら、自分自身の、そし
て社会の未来ために精進を重ねて下さい。そんな中で
いつでも調子よく思った通り物事がすすむとは限りま
せん。失敗もするでしょうし、挫折感を味わうことも
あろうかと思います。思いも寄らない困難が立ちはだ
かるとき、科学研究の中で皆さんが体験した日々を思
い出し、勇気を持って自分を信じて立ち向かって下さ
い。必ず新しい道筋を見つけることができるでしょう。
是非、高く大きな夢をつかむ努力をして下さい。落
ち込んだり元気が出なくなったりしたときには、私た
ちにメールの一本も書いてみて下さい。決して解決策
を与えられるとは思いませんが、専攻スタッフ一同、
皆さんの頑張りをいつまでもバックアップしていきた
いと願っています。ますますの活躍を期待します。

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。 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。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、死に至らない失敗を安全に経験させる
ための方法である。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。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。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。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。
皆さんは、これから進学や就職で新たな進路へ進ん
で行くと思います。新たな環境で、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。すると、いつの間にか成長しています。
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。世界の変化は想像以上に早く、あらゆる情報は
個人の能力をはるかに超え、氾濫しています。一時の
価値観に流されず、自分の信念に自信を持って歩き出
してください。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。

灰

野

岳

化学専攻長

藤

原

照

文

化学専攻を修了される皆さん、お
めでとうございます。心よりお祝い
申し上げます。今、社会は大きく変
わろうとしています。その一つがグ
ローバル化です。今後、皆さんはグ
ローバル社会において力強く活躍で
きる自信を自ら育てることになると思いますので、皆
さんに贈る言葉として一言述べておきます。

化学科を卒業される皆さんへ
化学科長

修了生の皆さんへ

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
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昨年は広島の豪雨による土砂災害、御嶽山の噴火や
記録的な豪雪による被害など、自然の猛威による災害
が多かったように思われます。しかし、日本列島は古
来自然災害の多い土地です。世界の活火山の10％を有

わらないと思います。矛盾を生じるかもしれませんが、
世間と折り合うことも必要になります。グローバル社
会では、異なった価値観を受け入れ、また世界に示すべ
く自らの価値をしっかり認識し、それを自ら主張する

しており、大地震が多く、また気象も他国に比べて変
動が激しく、気温や降雨がめまぐるしく変化します。

ことが大切になります。そういうことに挑戦する様々
な機会がある一方、厳しい批判に悔しい思いをするこ

何の前触れも理由もなく甚大な被害をもたらしてきま
した。このように住むには過酷な土地柄が、日本人が
持つ独特の性格を育んだという説があります。自然が
機嫌を損ねない内に、限られた短い期間内に素早く仕
事を完了させるための術として、てきぱきした動作
（
「せっかち」とも言えるが）と勤勉さが培われたとい
うことです。さらに、日本列島の厳しい環境の中で生
きていくための色々な工夫を行ってきました。このこ
とが、細工を好む性格を芽生えさせ、日本人の高い技
術力を養ってきたと思われます。また、日本では巨大
な自然の力に集団で対抗するために、人間同士の絆を

とがあるでしょう。それが自立と成長への大きな糧に
なっていくと思います。皆さんの個性と自信を育むた
めの努力を期待します。グローバル社会において若い
皆さんの活躍が望まれているという意識をもち、これ
までに培ってきた科学的なセンスに基づく判断力を大
いに活かしてがんばってください。ご健闘を祈ります。

生物科学科を卒業される皆さんへ
生物科学科長

矢尾板

芳

郎

強くする、
「和」という概念が大切にされてきました。
これによって日本人同士の信頼関係が築かれてきまし
た。一方、「自己」の確立とか「個性」の発揮が強く
求められることはなく、個人の業績や成果は重要視さ

生物科学科を卒業される皆さん、
おめでとうございます。保護者の方
には生物科学科職員一同、心から、

れてきませんでした。また、気まぐれで巨大な自然界
に普遍的な法則や基本原理が働いているという感覚は
日本では生まれなかったようです。人間の頭の中で考

お祝い申し上げます。
皆さんは、この４年間で生物科学を学んできまし
た。
生物科学は生物のあらゆる現象を探求する学問で、

えた理念的な原理原則など、自然に対しては無力で、
持つに値しないと思えたのでしょう。
研究、仕事などにおいて企画を立案するとき、目的
を設定し、動機づけを行い、価値を考えることになり
ます。その思考のための原理原則が必要となります。

多くの領域に細分化されており、特に生命は何なの
か、どのようにして生命が営まれているのかを、重要
な課題としております。その学問の実用性として病気
の予防や治療、そして食料問題への対策等がありま
す。生物は40億年間の膨大な試行錯誤の繰り返しで、

理念的な原理やルールを重んじる西欧社会では、企画
を自分自身で提案できる力を身につける訓練を若いう
ちから行っています。若者は優れた企画書を作成する
ために原理原則に関して広く情報を吸収しようという
モチベーションを自ら作っています。また、その企画
案を討論してもらう機会も様々あり、若者が自立する
ことを求める文化があります。一方、理念的な原理原
則を重視してこなかった日本では、前例を持ち出して
短いスパンでの問題解決のみを行い、長期的に考える
べきテーマについて論理的な議論やシミュレーション

子孫が残るかどうかという尺度でのみで評価する壮大
な実験の中で育まれてきました。その結果、ヒトでは
２万種類程の蛋白のナノマシンが時空間的に複雑に出
没し、協調して多彩な機能を果たし、不思議な生命現
象を生み出しています。残念ながら現在のところ、生
命現象は数学や物理のように美しい数式で表現されて
いるわけでありません。皮膚模様の形成や形態形成を
説明する Turing pattern が良く知られていますが、
皆さんは多くを暗記するということに時間と労力を注
いできたと思います。その知識を築いた上で、皆さん

を行ってきませんでした。日本の多くの若者は、世間
が決めることで済ませる、自分自身で決める必要はな
い、自らの考えを主張し我を張るとむしろ嫌われる、
というような育ち方をしてきました。
ところが今、日本でも特に若者に対して、
「欧米人の

は生命現象を論理的に体系的に理解する能力を身につ
けることができたと考えています。
皆さんは、胸躍る期待や希望と一抹の不安を持って
将来に向かおうとしていると思います。例年から言う

個の力の強さに負けず対等に渡り合って、これからの
グローバル社会を生き抜くためには、日本人も個を
もっと主張できるようにならなければならない。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
り拓くべきである。
」という論調が高まってきていま
す。しかし、日本の社会の本質的な部分は簡単には変
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と、３分の２が大学院へ進み、残りが公務員、会社員、
教職員として社会で活躍することになります。大学院
では研究活動に勤しむことになり、課題を解決する力
を鍛えると共に、論文をまとめる能力を開発すること
になります。その時に完成する論文は皆さんの貴重な
財産になります。馬の甲状腺からの抽出液がオタマ
ジャクシの変態を促進したという論文は103年前に出

皆さんがこれから漕ぎ出ようとしている「社会」は
厳しいだけではなく、やりがいがある場所でもありま
す。皆さんの新たなる旅立ちをお祝いするとともに、
大学院生活で得たものを糧に社会で活躍されることを
願っています。

版されたものですが、最近でも引用されます。百年後
に皆さんの子孫が皆さんの論文を見る可能性もありま
す。公務員や会社員や教職員として活躍される方は社
会への貢献という使命があります。生物科学科で学ん
だことを中心に、これから更に新たに学んだことを肉
付けしていき、様々な学問や社会の変化に対応してい
く柔軟性を備えてもらいたいと思います。
最後に、皆さんのますますの御健勝と御活躍を心か
らお祈りいたします。

卒業・修了される皆さんへ
地球惑星システム学科長・地球惑星システム学専攻長

須

生物科学専攻修了生の皆さんへ
生物科学専攻長

草

場

信

生物科学専攻の修了生の皆さん、
おめでとうございます。専攻教職員
を代表し、心からお祝いを申し上げ
ます。
博士課程修了にあたり、皆さんは
大学院生活がどのようなものだった
と感じているでしょうか。修士論文を書き上げること
は大きな経験だったと思いますし、ましてや学位を取
得するには大変な努力が必要だったことでしょう。そ
れぞれひとつの壁を乗り越えたという実感があること
と想像します。また、研究室は小社会と言える面もあ

田

直

樹

地球惑星システム学科・専攻をご
卒業・修了される皆さん、おめでと
うございます。そして、この言葉を
誰よりも皆さんの保護者の方々にお
伝えしたいと思います。また、皆さ
んがここへ至る道のりには、ほかに
も多くの方々の支えがあったはずです。保護者の方々
に対してだけではなく、どうかその方々にも忘れずに
卒業・修了の報告をして、お礼の気持ちを伝えてくだ
さい。
さて、大学教員の多くは大学院での研究三昧の挙句
に大学に残ることになった、いわば学生の成れの果て
ともいうべき存在です。私もその一人であり、これか

ります。研究以外でもそれなりの経験を積み、人間的
な成長を感じている方も多いのではないでしょうか。
就職する方、博士課程後期に進学する方、進路は様々
かもしれませんが、いずれ皆さんは社会に出ていくこと
になります。
「社会に出たらそんなことでは通用しない」
という脅し文句（？）を聞かされた経験がある方もいる
と思いますが、大学という教育機関の中にいる時との
違いを感じることが多々あるというのは事実でしょう。
そんな社会の中で生きて行く上で皆さんに心がけて
欲しいのは、自分を客観的に見る目を持つことです。そ
れは仕事だけでなく人間力に関してもです。自分はど
のようなことが得意なのか、自分には何が足りないのか
を客観的に評価し、長所を生かし短所を少しでも克服し
ようとする姿勢は、着実な成長をもたらします。若いう
ちは自分を過小評価、あるいは過大評価しがちです。そ
れでは自分の力を十分に発揮できなかったり、空回りし
て進まないということに陥りがちでしょう。思い込み
を捨て、ひとつひとつ課題を克服し、実績に裏打ちされ

ら社会で活躍するであろう皆さんに偉そうなことを言
う資格は全くありません。しかし、せっかくのチャン
スですので、授業では話せなかったことを書いてみま
しょう。
皆さんはいわゆる「ゆとり世代」であり、今後それ
が否定的に取沙汰されることもあるかと思います。平
均的な学力で見ると残念ながら上下の世代の谷間にな
るでしょうし、特に語学力では下の世代に追い上げら
れることは確実です。社会に出てからもしっかりと勉
強してください。物事の進歩が速くなったせいで、勉
強したことが直接役に立つ時間がどんどん短くなって
います。皆さんのこれからの長い現役生活では、私た
ちの世代よりもずっと多くのことを学び、そして役立
てていかなければならないでしょう。実に大変なこと
だと思います。
せっかくの門出に無粋なことを書いてしまいました
が、それでは皆さんの世代の良いところは何でしょう
か。私が見るに、それは素直な心を持ち、物質的なこ
とよりも精神的なことに価値を見出し、他人への心遣
いが細やかなところです。あまり自分たちでは意識し

た自信をもとに、一歩一歩進んで行ってもらいたいと思
います。それは皆さんが学んできた科学の精神に通じ
るものであり、研究生活の中で培ってきたものです。ひ
とつひとつの実績の積み重ねは、信用・信頼を生むはず

ないと思いますが、私が属する世代（
「新人類」と呼
ばれていました）に比べると確実にそう言えます。
インターネットの発達により、情報に関しては従来に
比べて格段に地域差がなくなりました。その一方で、物
に関しては相変わらず特定の国や地域に偏在していま

です。そして、その中で築かれた人と人の関係は次のス
テップへの助けになるでしょう。
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卒業生・修了生からのメッセージ

す。そのことが、世界の多くの場所で問題を引き起こす
原因の一つになっています。世界を変えるような変革
は、物と情報が集積される場所で起こります。幸いにし
て現代の日本はその条件をほぼ満たしていますが、言葉

私の４年間
数学科

の問題でまだまだ発信力が足りません。語学力を身に
着けたうえで、世界の様々な問題の解決に皆さんの世代
の美質が生かされることを願ってやみません。

山

本

竹

将

暉

広島大学に入学してから、それまで経験したことの
ない様々な体験ができ思い出ができました。それまで
一人暮らしをしたことは無く、講義やサークル活動な
どは高校までのやり方とは違うので、初めは戸惑うこ

数理分子生命理学専攻の修了生の皆さんへ
数理分子生命理学専攻長

大

とが多かったです。ですが、新しい体験であふれてい
たからこそ、多くの人と関わり、たくさんの思い出が
できました。特に、思い出深いサークル活動について
書きたいと思います。
私はもともとジャグリングに興味があったのです
が、広島大学でもそれができると聞いて、大道芸サー
クル「遊技団」に入りました。入った当初は先輩から
様々な技を教えていただき、できるようになることを

卓

数理分子生命理学専攻を修了する
皆さん、おめでとうございます。専
攻教員一同、心からお祝い申し上げ
ます。
皆さんは、異分野の研究グループ
で構成された本専攻に所属すること

目的としていました。なので、一年生のとき、ゆかた

になり、戸惑うことも多かったことと思います。これ
までの自分の専門とは全く異なる分野の講義は、専門
用語の壁でなかなか理解できなかったこともあったの
ではないでしょうか。特に、生物科学科から進学され
た方にとっては、数学の勉強は大学入試以来だったか

祭りでパフォーマンスをしなければならないと先輩か
ら告げられた時は正直、嫌でした。人前で話すことが
不得手で技の魅せ方も全く知らなかったので不安でし
たが、当日はお客さんが温かったのも相まって、多少
失敗はあったものの、お客さんを楽しませることがで

もしれません。“異分野の授業やセミナーあるいは専
攻の合宿は皆さんの役に立ちましたか？”この質問に

きました。初めて拍手をもらえた瞬間は忘れることは
ないでしょう。
サークルでは大学のイベント以外でも、週末には地

対しては、すぐに答えが出ることはないかもしれませ
ん。私自身、10年以上前に本専攻に教員として戻って
来た時に、果たして異分野融合が必要かどうか（自分
の場合は研究ですが）を考えた時期がありました。発
生生物学を専門としてきた自分の研究に数学や物理学
をどう融合させるべきか、ちょうど同じ時期に赴任し
た物理研究者（現在理研の柴田さん）とよく飲みなが
ら議論をしたことを憶えています。その後、彼とは苦

域の老人会や子供会等に依頼を受けてパフォーマンス
をします。
二年になってからそれに参加したのですが、
学生相手に大学のイベントでするのとは違いサークル
の代表として地域の方々と接するので、
（パフォーマ
ンスの質を含め）粗相ができないというのは慣れない
うちはプレッシャーがかかりました。しかし、回数を
重ねることで、人前で話したりすることに自信が持て
るようになりました。
苦手だからと言って避けずに、当たって砕けてみれ
ば案外何とかなるもので、意外と楽しめることもある

労しながらも良い融合研究ができたので、私が今同じ
質問をされれば答えは “Yes” です。現在私が進めてい
るゲノム編集という研究も、柴田さんとの融合研究に
必要な技術開発としてスタートしており、私にとって
は融合が新しい展開を生み出してくれたわけです。皆
さんは、これから様々な道に進まれ、本専攻の教育が
すぐに役立つことはないかもしれませんが、分野を越
えた融合の経験はどこへ行っても必ず皆さんの力にな
るものと私は信じています（10年後に皆さんの答えが
Yes となるといいのですが）
。
最後に、皆さんの修了はご自身の努力はもちろんで
すが、ご家族の支えがあってこその実現したもので
す。感謝の気持ちを忘れず新しい道を進んで下さい。
そして、大学を離れても、時には数理分子生命理学専
攻、所属していた研究室のことを思い出し、機会があ
れば是非広島大学を訪問し叱咤激励してください。

大学祭でパフォーマンスを行う筆者
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と分かったのがある意味一番大きな成果だったかもし
れません。このことを忘れずに、今後も何事にも恐れ
ず挑戦していきたいと思います。
四年になってサークル活動が落ち着き、研究室配属
が行われました。ゼミはそれまでの講義で習うものよ
り難しく、大学院入試の勉強と両立させるのは大変で
した。しかし大学院には無事合格できたので、現在は
卒業論文を完成させることに集中しています。当たっ
て砕けろとは言っても、大学院ではしっかり目的を
もって砕け散らないように邁進したいと思います。
自分だけではこの充実した４年間を過ごせなかった
でしょう。お世話になったすべての方々に感謝してい

自分を最高に発揮できた環境に感謝
瀧

野

始めるのに遅すぎることはない

さを身をもって体験しました。そして私は、
「高みを
目指して挑戦し続けることができる」という強みを得
ることができました。
その他にも数々のイベントで広い交友関係を持つこ
とができましたが、４年間を通して私がなにより楽し

生物科学科

かったのは、物理科学科の同期のいつものメンバーと
過ごした日々です。空きコマにはカラオケに行き、テ
スト前にはみんな徹夜でテスト勉強、夏はキャンプや
海に行き、冬はスノボーに行ったし、ドライブや旅行…
本当にいろんなことをしました。私が毎日笑っていた
のも彼らのおかげです。
今、卒業を目前にして、私は周りの全ての環境に心
から感謝しています。特に、様々なプログラムを用意
してくださった文部科学省や広島大学、いつも私を支

ます。ありがとうございました。

物理科学科

会を頂きました。これらの経験を通して、自ら課題を
発見し解決するために自発的に行動をすることの大切

えてくれていた友人と家族には感謝しきれません。こ
れからも毎日を一生懸命に生き、人一倍人生を楽しみ
たいと思います。そして、周りに幸せを与えられる人
間になり、皆様に恩返しをしていきたいです。

百合香

「これ以上ないくらい充実した学生生活を送った！」
と今、私は自信を持って言えます。それは、大学４年
間のうちにしかできない自分がやりたいと思っていた

政

綱

宜

規

卒業生・修了生からのメッセージという場を与えて
頂きながらこういうことを言ってしまうのは気が引け
るのですが、入学してしばらくの間、私は真面目な学
生ではなかったと自負しています。私にとって広島大
学に入学することが人生の目標になっていたせいで、
入学してからというもの、授業もほどほどにダラダラ
と遊んでいる状態でした。思えば、周りの優秀な人間
を見て卑屈になったり、熱中できる事を探そうとしな
かったことが原因だろうなと薄々気付いてはいたもの
の、「今更やったところで」という思いから日々を無
駄に過ごしていました。
そんな中、転機となったのが生物に関わるイベント
でした。やる気が無いとは言ったものの、自分で選ん

友達と食事（１番左が筆者）

たな出会い、高校とは全く違う勉強、いろんなことが
一気に押し寄せてきたような感じでした。２年目から
一人暮らしを始めました。よく一人暮らしを経験した
方がよいと聞いていましたが、本当にそうだと思いま
した。親に感謝するようになりました。つらいときに
母親に電話して声をきくと涙が出てきたこともありま
す。料理や掃除などの知恵に感動したこともありま
す。奨学金の書類などを書くときや授業料関連の話を
父親としたときには、父親の日々の生活に支えられて
いることを痛感しました。親ってすごいなと、心から

で入学した学科という負い目から、生物オリンピック
のスタッフや学会のアルバイト、学生実験のスケッチ
は半ば意地で続けていました。そして、三年生後期に
差し掛かり自分の専攻が面白いと感じるようになりま
した。研究室配属では、厳しいけれど自分で色々取り

ことを全てやりきり、入学時に自分の中で描いていて
いた理想の大学生活を送ることができたからです。
2011年の春、私は幼い頃からずっと行きたかった広

思うようになりました。３年になると学生実験が始ま
り、レポートなどに追われました。大変だったけれど
学生実験のおかげで話すようになった人もいて、同級

組めるラボを選び配属を迎えました。
ここに書いて恥ずかしくないような大学生活を送れ
るようになったのは、四年生に入って研究生活がス

島大学に入学しました。大学に入って最初に感じたの
は、何にも縛られない「自由」でした。多種多様な先
輩方を見る中で、一度しかない貴重な４年間の学生生
活を悔いなく過ごすために、私はまず目標を立てまし
た。それは、「チャンスを逃さず今しかできないこと

生ともっと仲良くなれた気がします。４年生になって
研究室配属があり、３年までとは違う環境になりまし
た。研究室生活は大変なこともあるけれど、いろんな
ことが新鮮でした。先生や先輩、
友達と過ごしていて、
「わぁすごいなぁ、自分もそうなりたいなぁ。
」という

タートしてからでした。研究室では、これまでとは違
い、先生方のテーマに沿って研究を進めていきます。
つまり、仕事を分担して研究をすることになるので当
然自分の頭と手を動かす必要がありますし、責任が発

に積極的に取り組み、自分の強みをつくる」というこ
とでした。中でも私は人との関わりに対する興味が深
く、多様な人々と交流することを目的として多くのこ
とに取り組みました。４年間を通して、数々のアルバ
イトを経験し、全国研究合宿への参加や障害学生ボラ
ンティア、中国新聞キャンパスリポーター、英語プレ
ゼンテーションコンテスト、短期留学、資格取得など…
分野を問わず様々なことに挑戦することができまし
た。
特に印象に残っているのは、１年生から３年生にか

気持ちになることが多々あって、その気持ちはやる気
につながりました。
大学生活にはやりたいこともやらなければいけない
こともたくさんあって、何にどれくらい時間を割くか
を考えることは大事だと思いました。私はオンとオフ
に費やす時間のバランスをきちんととれなかったの
で、たくさん失敗してたくさん後悔しましたが、自分
を見つめ直す機会になりました。失敗や後悔を生かし
て、これから頑張っていきたいなと思っています。
充実した４年間でした。広島大学を離れる人もいま

いつものメンバーで山口旅行にて（中央が筆者）

４年間を振り返って
化学科

沖

野

有

希

けて行った自主研究です。入学してすぐ、私は海水槽
濾過装置の自主研究を始め、１年次冬と２年次冬にそ
の研究の成果をサイエンスインカレという全国科学研
究発表大会で発表しました。入賞することができず悔

あっという間だったな、というのが正直な感想で
す。大学生活では初めて体験することばかりで、いろ
んなことを学べた気がします。私は、成績が優秀なわ
けではなく、サークルや部活、バイトを一生懸命した

すが４年間同じ時間を共有できたこと、とてもうれし
く思います。大学に残る人とは切磋琢磨し合えたらい
いなと思います。
親はもちろん、先生方や友達、お世話になった方々

しい思いをしましたが、一方で、これまで主に自分一
人の閉ざされた知識と発想の中で研究を行ってきたこ
とを見つめなおす機会になりました。その後、化学や
流体工学の専門家にも助言をいただきながら、さらに
１年間研究を続けました。そして、３年次冬には授業
の一環として、フランスのパリ第六大学で発表する機

わけでもありません。それでも楽しかったことやつら
かったこと、たくさんありました。私にとっては、大
学でいろんな人と出会って関われたことはとても貴重
な思い出です。また、いろんな失敗や後悔もいい経験
になりました。

にとても感謝しています。ありがとうございました。

生します。しかしこの真面目に取り組まなければなら
ないというプレッシャーが良い方向に働き、規則正し
い生活や自主的に行動する習慣、生々しい話だと単位
取得に繋がりました。さらに、やりたい研究に没頭で
きる環境が揃っており、自分の出した研究成果を学会
で発表させて頂くことも出来、大変濃く充実した一年
間を送ることができました。
長々と書いてしまいましたが、私から言いたいこと

初めの１年間は実家から通い、久しぶりの再会や新
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実験レポートを提出し疲労困憊の筆者（左から２番目 )
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は、大学生活では失敗やコンプレックスを気にせずや
りたいことに取り組んでほしいということです。広島
大学は様々なイベントや設備が揃っており、自分のや
りたいことや特異なことに没頭できる環境が見つかる

にかく必死でした。
現地では会話はすべて英語でしたが、
英語力の乏しさゆえほとんどコミュニケーションをと
ることができなかったことが残念でした。次の８月に訪
れる際は現地の方々に少しでも成長した姿が見せられ

いると失敗のことも忘れて、気持ちを切り替えること
が出来たように思います。
そのように話すことに苦労しましたが、だんだんと
話すことにも慣れて、友達の発表を聞いて質問もする

初めての一人暮らし、アルバイト、講義、研究室配
属とあり、広島での生活はとても充実したものとなり
ました。入学当初は周りに知り合いがいない上に引っ
込み思案な性格から、なかなか友人は出来ませんでし

はずです。無ければ作ってしまいましょう。それほど
までに、ここは何でも出来るし、また少々の失敗は巻
き返せるところだと思っています。これを読まれた方
が少しでも気楽に、何かに取り組むきっかけにしてい
ただければ幸いです。
最後になりましたが、私が曲がりなりにも充実した
大学生活を送ることが出来たのは他ならぬ広島大学の
職員・先生方、友人、研究設備のおかげであることは
間違いありません。この場を借りてお礼申し上げま

るように、それまでに語学力を磨いておきたいです。帰
国後は採取してきた試料の分析に明け暮れました。期限
が迫る忙しい時期には徹夜で一人実験をすることも何
度かありました。そんな時に寂しがり屋な自分のために
徹夜に付き合ってくれた友人、後輩には大変感謝してい
ます。
最後に、この４年間ご指導いただいた諸先生方、苦楽
を共にした友人、大学進学のみならず大学院にも進学を
させてくれた両親、その他お世話になった全ての方々に

ようになっていました。大学院では、研究室で毎週行
われるゼミに加えて、先輩のセミナーと自主的なセミ
ナーを掛け持ちして、人前で話すことがいつの間にか
日常になっていました。
今思い返せば、大学受験のときに数学科を志望した
のは、数学について誰かと議論をして理解を深めた
かったというのが理由だったような気がします。もと
もと人と話すのが苦手だった私にとって数学で解答を
書いているときが一番の自己表現で、大学で数学を通

たが、オリキャンや講義を受けているうちにいつの間
にか多くの友人ができました。友人とは学業はもちろ
んですが、プライベートでも多くの事をしました。野
球好きの友人とは大阪、福岡などへ野球観戦に行った
り、岡山まで買い物に行ったりしたことはとてもいい
思い出です。
学部４年からの研究室配属から、本格的に自分の研
究が始まりました。そこでは学部３年までとは異なり
一方的に教わるだけでなく、実験の際には手を動かし

す。ありがとうございました。

感謝の気持ちを伝えたいと思います。本当にありがとう
ございました。

して自分をアピールしたいというのが高校のときの自
分の思いでした。
大学６年間の内で、大学のセミナーだけでなく、大
学院生のセミナー合宿などを通して色々な方と話をす
る経験が出来ました。更に、数学科の講義の TA や

ながら自ら考える事が必要であり、研究に取り組むこ
との大変さを知りました。また、実験施設に自らで課
題申請を行うことや、現地のスタッフの方とのディス
カッションを通して、実験装置の選定、安全対策のた
めの回路の組み立てなどの様々な経験をさせて頂きま

アクセシビリティーサポーターを受け持つという経験
も出来ました。先生や同級生、先輩や後輩と議論する
ことができ、勉強に対して理解を深めたこともそうで

した。また実験や日々の研究室内のセミナーにおいて
専門的な知識を得られたのはもちろんですが、自分の
意見や考え方を文章やプレゼンテーションで伝えるこ

すが、議論した経験それ自体が大学で得られた自分の
財産だったと思います。
最後に、沢山のアドバイスをして下さった先輩方、
拙い説明に付き合ってくれた後輩たち、一緒に学んだ

との大切さ、難しさを学べたことはいい経験となりま
した。この事は卒業後、社会に出た際にも役に立つ技
術だと感じています。
また、研究室生活では研究だけでなく、研究室旅行

同級生、そして何度も励ましの言葉をかけて頂いた先
生方、この場を借りて感謝申し上げます。

や専攻内のソフトボール大会への参加など、とても楽
しい出来事がたくさんありました。研究生活は楽しい
ことばかりでなく、徹夜での実験などの辛くきついこ
とも多くありましたが、それを上回る楽しいことや充

思い出が沢山の４年間
地球惑星システム学科

横

田

修

宏

広島大学での４年間を今振り返ってみると、あっとい
う間で少し寂しい気もしますが、沢山の楽しい思い出が
次々思い浮かび、とても幸せな気持ちです。入学したて
の不安だった時期も、やさしい先輩方がリードしてくれ
たオリエンテーションキャンプの活動のおかげでほと
んど楽しかった記憶しか残っていません。私の学科は一
学年が26人と少人数で、お互いの距離が近くまとまりが
あってとても居心地がよかったです。入学当初から卒業
するまで、ずっとリーダーシップをとってきてくれた同
級生の学科長にはとても感謝しています。
高校までと大きく異なり大学では時間にかなり余裕

ロシアでの鉱床調査時に現地の方々と
（左側手前から２番目が筆者）

実した日々があったと思います。
最後に広島大学での学生生活を振り返って、人に恵
まれ、機会に恵まれ、自分自身を大きく成長させるこ
とのできた充実した６年間だったと思います。この場
を借りて、大学時代に関わることの出来た全ての方々
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。

学業経験を通して

ができるので、時間の使い方が重要だと思いました。春
夏の長期休暇を利用して旅行をよくしました。仲の良い
友人と広島から鈍行のみで北海道まで行ったことが一
番印象に残っています。２年生から始めたアルバイトで
はお金を稼ぐことの大変さを知り、現在はバイトリー
ダーを任され、今まで以上に責任感を持って仕事に取り
組むと同時に、自分に欠けている統率力を磨く良い経験
となっています。
３年生では進級論文作成のため、春夏の計10日間、山
口県で地質調査を行いました。こういったフィールド

数学専攻

堀

邦

芳

私の大学６年間での一番の思い出は、研究室配属以
来毎週行っているセミナーです。大学３年生まで１人
で学習することに慣れていた私にとって、自らが黒板
の前で話すということが久しぶりの経験でした。
初めてセミナーで話した日のことは今でも覚えてい
ます。話すときに何度も噛んでしまったり、板書する
ときにチョークを折ってしまったりと、緊張で体が固
まっていてうまく体が動きませんでした。自分でもそ
のような感じだったので、聞いている方は分かりにく

ワークがしたくて広島大学に入りましたが、想像以上に
過酷でした。苦手な虫と格闘しながら道なき山道を歩い
た記憶は今も鮮明に残っています。
４年生となり研究室に配属されてからは、研究するこ

かったはずですが、先生も同級生もそれについては何
も言わずに聞いてくれたので、なんとか話し切ること
ができました。
毎週セミナーが終わると、先生の部屋でお茶を飲み
ながらお話をするというのが研究室の習慣でした。セ
ミナーでうまく話せなかったり、質問されて答えられ

との大変さ、自ら進んで学ぼうとすることの大切さを知
りました。８月にロシア・南部ウラル地域にて約２週間
鉱床調査を行うという大変貴重な経験をさせていただ
きました。初めての海外で、初めての鉱床調査で、わか
らないことだらけの中、先生と先輩についていくのにと

なかったりした後でも、そのお茶会で先生と話をして
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大学院入学記念に父とその主治医と撮った写真
（右端が筆者）

広島大学の６年間
物理科学専攻

山

本

一

文

広島大学に入学し、学部４年、修士２年の６年間は
あっという間に過ぎていったように感じます。ただ何
となく時間が過ぎていったように思っていましたが、
この機会に改めて振り返ってみたいと思います。
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ソフトボール大会（後列左から２人目が筆者）

奇跡的な出逢い
化学専攻

神

代

隼

なければ私の人生に「海外」という二文字は存在しな
かったと思います。本当に感謝の言葉に尽きます。
出逢いというものは全て奇跡ですが、出逢えた事実

輔

を奇跡だと信じながら生きることでより輝いた人生を
歩むことができると思います。これからはこれまでに
出逢った奇跡に感謝しつつ新たな出逢いに期待して前
に進んでいこうと思います。六年間、本当にお世話に

数日前、たまたま祝日で予定もなかったため家の大
掃除をしました。いつもは見て見ないふりをしていた
棚の奥。掻き出してみると大学一年生の学生便覧や履
修の手引き、さらにはセンター試験の受験票など懐か

なりました。

しい物が次々と出てきました。記憶の扉を開けたかの
ように頭の中に湧き上がってくる当時の風景。時の過
ぎ去る速さを改めて実感し、楽しかった思い出に浸る
良い休日となりました。
思い返せば、今日に至るまでの人生の要所は全て奇
跡的な出逢いによるものでした。まずは高校時代。私
は前期で地元の大学に落ち、後期で広大に合格しまし
た。当時は地元の大学以外興味がなかったため、実は
高校三年間、模試の志望校欄に一度も広大を書いたこ

臨海実験所での学生生活を振り返って
生物科学専攻

とはありませんでした。
後期の受験校に悩んでいた時、
たまたま職員室にいた先生が「広大は良いぞ～広いし
綺麗だし」と言ってくださったその言葉だけで決めま
した。これが一つ目の奇跡です。今だから言えること
ですが、前期で落ちたおかげ（？）でこのような素晴
らしい大学に入学でき、むしろ自分はラッキーだった
と思います。入学後、入試の成績を開示するとびっく
り！なんと最下位合格でした。いわゆる滑り込みとい
うやつです。しかも私の年は例年よりも多めに合格し
ており、そんな中での最下位。自慢できることではあ
りませんがこれが二つ目の奇跡です。入学後すぐに
フットサルサークルに加入しました。実は今でも欠か

有

本

飛

鳥

学部４年生の時に卒業研究のために尾道に移り住ん
で早６年が経ちます。この機会に、風光明媚な臨海実
験所での日々を振り返ってみたいと思います。
私は、生物科学科に入学したものの、人力飛行機の
製作に明け暮れる日々を送っていました。そんな毎日
に別れを告げ、まったく新しい環境で私の卒業研究は
始まりました。研究室に配属された初年は、慣れない
ながらも周りの方々の助力のおかげで、なんとか卒業
研究を形にすることができました。
しかし、大学院に進学してからは、研究室の人数が
減ったこともあり、学生が一人だけ、ということもあ
りました。メインキャンパスであれば、研究室外にも、
助言を仰ぐことができる方が大勢いることでしょう。
臨海実験所では、指導教員の先生が長期出張ともなれ
ば、文字通りに一人きりで実験を進めることになりま
す。今思えば、これは自分の知識と技能を最大限に用
いて研究に取り組むという非常に貴重な体験であった
といえます。
研究自体にも大きな困難がいくつもありました。私
は、卒業研究から一貫してギボシムシという非モデル
生物を相手に研究を行ってきました。この海産動物が

さず練習や飲みに参加しています
（迷惑？）
。このサー
クルとの出逢いが三つ目の奇跡です。サークルに入っ
た当初、先輩たちはとても優しく自分よりも果てしな
く大人に見えました。時は経ち、今では私が最年長。
こんなつたない私を頼ってくれる後輩は私の何にも代
えられない宝物です。最後の奇跡は研究室のメンバー
との出逢いです。先生、先輩の力をお借りしながら得
た理論や知識、そして実験スキルは私の財産となって
これからも生き続けるはずです。先生の勧めでカナダ
へ留学させていただいたのですが、先生との出逢いが

分泌する粘液は、実験操作に支障をきたす厄介なもの
です。そのため、遺伝子の発現を検出する手法を改良

することに大学院課程の５年間を費やすことになりま
した。そのおかげで、研究を進める上で、技術や手法
を確立するために膨大な労力が必要なことや、思いが
けないことから状況が進展することを実感することが
できました。
また、ギボシムシを採集するために、ハワイや沖縄
に出かける機会にも恵まれました。このようないわゆ
るリゾート地での採集と聞くと非常に楽しい活動のよ
うにも思えますが、実際は太陽が照りつける中、生物
を傷つけないように細心の注意を払いながら延々と砂
を掘るという、根気のいるものです。しかしながら、
自然下の状態を知ることは生物学研究の基本であり、
今後もこのような貴重な経験を生かし、さらに研究に

2014年夏キャンプ（右から３番目前列が筆者）

かった考え方が身に付きました。特に指導教官の「自
分の本能はどこに向いているか」という言葉は非常に
印象的でした。その言葉をきっかけに研究活動の中で
調査・実験・解析・発表などの内、どのプロセスが最

関わって努力していきたいと思います。
最後になりましたが、学生生活でお世話になった多
くの方々に感謝いたします。私の無茶な企画につき
合ってくれた友人たちの数々の助力は、決して忘れま
せん。また、自由に研究を進めさせてくださっただけ

もワクワクするのかを考えるようになり、自分の好き
なこと・やりたいことが『知識の蓄積』でなく、知識

でなく、熱心に指導してくださった指導教員の先生に
は、感謝の念に堪えません。長い間、本当にありがと
うございました。

を繋ぐ
『論理の組み立て』
であると分かってきました。
例えばセミナーの場で、１つの研究に対して様々な視
点から議論し考察する楽しさを感じることができ、私
はもっと学びたいと思うようになりました。こういっ
た知的好奇心は、入学当初のときの受動的な「知る」

自分の本能がどこに向いているか
地球惑星システム学専攻

千

原

亮

楽しさとは異なり、能動的な「考える」楽しさが根底
にあります。大学院でリベンジした就職活動でも、こ

二

の点を評価してくれた企業に内定が決まりました。こ
のように「自分の本能がどこに向いているか」という
問いがあったからこそ、科学の本当の面白さを感じる
ことができ、自分の進路を決める１つの大きな基準が
できたと思います。
末筆ながら、学部・大学院での生活を多方面で支え
てくださった教員・事務員・同期のみなさま、たいへ
んお世話になりました。
ここに感謝の意を改めて称し、

私は中学生のころから地球の歴史に興味を持ち、地
球惑星システム学科に入学を決めました。入学してか
らは特に専門科目の授業が大変興味深く、今まで知ら
なかった世界に非常にワクワクしたことを覚えていま
す。
「知る」楽しさに気付いてから、学部２年生のと
きには民間企業でのインターンシップに、３年生で福
井県立恐竜博物館での博物館実習に参加し、
「知る」
ことができる環境に進んで飛び込みました。しかしな
がら、私は、
「知る」環境に身を置いていることに満
足し、その中で積極的に「学ぶ」ことに尽力しません
でした。
４年生になり研究生活がスタートしましたが、
上記の受動的な意識のままだったため、研究はなかな
か進みませんでした。結局、
「教わる」ことをただ楽

締めの言葉とさせていただきます。
（陰で諸先生方の物真似をし、研究室の仲間と笑い合っ
ていたことを心よりお詫び申し上げます。）

しんでいた私は、自分のやりたいこと・得意なことが
一体何なのかはっきりせず、同時期に始まった就職活
動でも手応えがないまま惨敗し、大学院への進学を決
めました。
私が大学院に進学して本当によかったと思うこと

ハワイでのサンプル採集にて（右が筆者）

サークルのメンバー（後列左から５番目が筆者）
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６年間を振り返って
数理分子生命理学専攻

濱

川

剛

士

広島大学での６年間を振り返ると、学部４年生から
お世話になった遺伝子化学研究室での３年間は、私に
多くの成長の機会を与えてくました。例えば、日々の
先生方との議論です。実験の進行状況の報告や次の実

は、研究の推進以外に、上記の意識を変えることがで
きたということです。月並みですが、大学院への進学
をきっかけに同期とさらに親しい関係になって切磋琢
磨することができ、また、教員の方々がより専門的な
ご指導を行ってくださって、学部４年生の段階にはな

験の計画をお話しする中で、私の未熟さゆえ議論のポ
イントからずれた発言をしてしまったり、研究の状況
や自分の考えを正確に伝えることができないことが
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退職教員からのメッセージ

度々ありました。その度に先生方には、時には厳しく
指導して頂きました。しかし同じような失敗を繰り返
してしまうため、私としては自身のコミュニケーショ
ン能力の低さを痛感する日々でした。それでも先生方

「私には無理です」

理学部 ・ 理学研究科への期待と感謝

が繰り返し指導して下さったことには非常に感謝して
います。部屋をノックする前に
「今日は上手くやるぞ」
と気合を入れて、部屋から出ると上手くやれたかやれ
なかったかに一喜一憂し、どこが良くてどこが悪かっ
たかを反省したのは良い思いでです。私が成長を実感
したのは就職活動の時です。人事の方々や他の就活生
から理路整然と話す、分かりやすい等の評価を多く受
けました。私としてはまだ苦手意識はありますが、そ
のような評価を得られたのは日々の研究室の生活の中
で私が成長できたからだと思います。
また研究室では本当に良い仲間に出会えたと思いま
す。研究室での生活は、朝方まで実験したり、またな
かなか実験がうまくいかなかったりと肉体的にも精神
的にも苦しい時期はありました。しかし不思議と今こ
うして振り返ってみると実験の空き時間に談笑した
り、研究室のみんなで食事に行ったりと思い出すのは
楽しい思い出ばかりです。先輩方はとてもかわいがっ

谷

口

雅

谷
樹

平成25年度に国立大学のすべての
分野について、それぞれの分野の強
み・特色・社会的役割（ミッション）
を明確にするための「ミッションの
再定義」が実施されました。
本学の理学分野は、「理学の教育
研究を先導する大学の一つとして、大学院では基礎科
学における独創的で多様な教育研究活動を発展させ、
基礎科学をはじめとする諸分野で主導的役割を担う人
間性豊かな人材を育成する」という高いレベルのミッ
ションが、従来の実績をもとに確定しました。
今後、理学部・理学研究科はミッションの再定義の
結果をふまえ、教育・人材育成システムの国際化（教
育の国際化）および世界トップクラスの研究推進（研
究力の強化）等の機能をより一層強化していくことに
なります。
教育の国際化では、特に、大学院博士課程後期の強化
が、10大学の理学系研究科も含め、喫緊の課題となって

てくださいましたし、同級生は面白い人ばかりでし
た。また、
後輩は慕ってくれました。ある日、
セミナー
で先生が冗談交じりに
「labo member is family」
とおっ
しゃったことがあります。先生の言葉を借りれば本当

います。また、本研究科の場合、中長期的には、定員を
現在の２倍以上に拡大しこの規模の課程博士を持続的
に輩出できる水準まで人材育成機能を引き上げること

に良い「family」に恵まれたと感じます。研究室の仲
間と過ごした時間は私にとって、とても幸せで贅沢な
時間でした。
最後になりますが、遺伝子化学研究室で数理分子生
命理学専攻を修了できることを誇りに思います。また、
この場をかりて広島大学での６年間で関わることがで
きた全ての方々に心より感謝致します。

が重要課題として顕在化してくるものと思います。
研究力の強化では、それぞれの専攻等で得意な分野
を徹底的に伸ばす事を基本に据えて理学研究科全体の
研究力の最大化をはかることが重要です。今後、研究
大学の性格を強めれば強めるほど、基盤研究費に対す
る競争的資金の割合が増加していきますので、外部資
金の獲得目標の設定など研究者の意識改革をすすめ新
たな財政基盤を構築していくことが求められます。そ
の際、自立的で多様な研究が維持されることを大切に
して頂きたいと思います。
自然科学の多様な基礎研究を知的創造活動として推
進する理学分野は、大学の底力の源泉となり研究の質・
量の両面から本学の研究機能強化に貢献する存在だと
思います。また、理学研究科の存在が、本学の研究と教
育に奥行きと広がりを与え、学問の香りが漂う質の高い
教育活動に寄与することを期待しています。将来に向
かって、本学が永続性を有し国際的に評価が高い個性輝
く大学としてあり続けるための基盤構築に理学部・理
学研究科が大きく寄与することを願っています。
在職中は、学生をはじめ多くの有能な教員・職員の
方々に恵まれ支えられて仕事に取り組むことが出来ま

2014年度忘年会にて（下段左から２番目）

平成26年度学生表彰について
口

研

至

１

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。

「今頃の若者は…」
、私の学生時代
に言われていた言葉を、私は今の学
生に言っています。いつの時代も同
じことを言っているのだなあと苦笑
いしています。逆に学生から今も昔
も出てくる言葉があります。「もう
これが私の限界です、私には無理です」
。しかし、こち
らの方は、昔と今とでは大きな違いを感じます。私が
広島大学に入学した当時と、47年後の退職する今、学
生達の発する、
「私の限界」が大きく変わってきたこ
とを感じます。
今の学生は研究をしている中で、
ちょっ
と何かがあると「私には無理です」と言います。その
たびに、私はうるさく学生達に、
「昔の学生はできま

化学科
化学専攻
博士課程後期３年

平野

喬平

菅原

峻

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。

したよ。日本人の遺伝子が悪くなったと思いますか。
そんなことは無いでしょう。あなたのこれまでの20年
間が作ったものでしょう。あなたはできるはずです。
」
と言って、実験に取り組む姿勢を説いてきました。本
当にうるさかったことでしょう。

化学専攻
博士課程後期３年
生物科学専攻

菅原

峻

博士課程後期２年
地球惑星システム学専攻
博士課程後期３年
数理分子生命理学専攻

廣瀬健太朗

博士課程前期２年
数理分子生命理学専攻
博士課程後期１年

庄司江梨花

それまで学生達が普通にこなしていた実験に対し
て、20年程前から言葉に出して「無理です」と言う学
生が出始めました。できない原因を何回かの話し合い
の中で探し、
「できるはずです」と説き続け、３ヶ月を
過ぎる頃には、これまでと同じように普通に実験をこ
なせるようになっていました。ところが、４、５年前
から、計画した実験を３、４日続けたら、２、３日何

張

中出

友君

翔太

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。

もしない、
学校に出てこない。
注意したらまた始める。
何回も繰り返し、うるさく、学生流に言えば、うざい
指導を続け、１年後に、遅くまでかかるがようやく実
験をこなせるようになりました。この頃に、
最後の
「無
理です」が出ました。しかし、
ここを通過すると、
１ヶ
月もたたないうちに、急激に変わり、その後は夕方に
実験を終えることができるようになりました。
ほんの数日しか持続できなかった学生が、継続する
ことの大切さを身につけると、驚く程変わります。私
の時代はこれが普通だったのですが。「あの時これが
限界と食ってかかったのに、その３倍量の実験を難な

数学科

竹内
甲斐

理人
杏奈

物理科学科

岡田
李
平野
下山
池谷
横田

千穂
智蓮
喬平
大輔
淳
修宏

化学科
生物科学科
地球惑星システム学科

くこなしているのはどういうこと」と聞くと、学生は
「にこっ」と笑うだけです。ここまできたら学生は社
会に出ても前向きに色々なことに取り組み、安心して
見ていられます。
１日一仕事！そしてもう一つ、仕事は作るもの！

した。皆様のご厚情に心から感謝申し上げます。本当
に有り難うございました。
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学長からの表彰
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卒 業 論 文 題 目

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

※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

眞方
梶
家木

佑輔
聖弥
悠斗

加藤

丈明

神原 健介
佐々木 徹
重久成太郎
高森 隆人
乃万
亮
橋本

一貴

卓

大川
大竹
大森

直輝
将暉
誠

血管網の形成と物質輸送
条件付きバリュー・アット・リスクの性質
３種巡回的競争モデルにおける解の漸近

金子
北尾
木下

崇正
和哉
里帆

小林
近藤

寛史
克哉

佐藤
杉山
曽田
竹内

倫治
俊
涼介
理人

谷角

怜

渕上

美規

森
森山
山川
山名

信輔
拓郎
有佑
築

山本美智瑠
山脇 将司

ルービックキューブ群と絵柄付きルー
ビックキューブ群

上野

悠輔

福原

Wilson の定理の一般化
オイラーのφ関数の乗法性の様々な証明
大数の強法則とその応用
ディバイドから得られる樹状絡み目
重回帰分析における多重共線性と
RIDGE 回帰について

ｔ分布と正規分布
バラ曲線の研究
直交リー代数に付随する群による一般線
型群の両側剰余類の計算
因数分解アルゴリズムについて

柿木

日向

対数正規分布と中心極限定理
多変数多項式の既約分解
トビイロケアリの採餌行動における視覚
情報とフェロモン情報の競合
ポアンカレ円盤と双曲三角形の心

大介
悠貴
勇哉

華
凌也
翔太
杏奈

日浦

科

山下
山田
稲葉

小田
小田
落合
甲斐

長友
畑

ナズナの染色体上における遺伝子発現相
関の解析
克樹 様々な確率分布とその乱数発生法
健樹 らせん葉序植物と Fibonacci 数列
涼太 Lissajous 曲線から得られる結び目とトー
ラス結び目
達也 ３次元 Lie 代数の田崎・梅原不変量と左
不変 Einstein 計量
忠宣 ストゥルムの分離定理とストゥルムの比
較定理

吉田
精
依藤慎一朗

連結なディバイドがつくるファイバー絡
み目について
WAFOM による QMC 積分の誤差評価
正七角形を折る
一様最強力検定の理論
基準振動解析を用いた T7 RNA ポリメ
ラーゼの転写動態の考察
素数判定アルゴリズムとその有効性
積分論における極限操作と Lebesgue の
優収束定理
圏、関手、自然変換について
連分数と Newton 法による有理数近似

物理科学科
新庄

近藤半導体 CeRu2Al10への Pr 置換効果
の研究
髙井
翼 近藤半導体 CeRu2Al10の反強磁性秩序の
元素置換効果の研究
内田 和宏 フラン類の内殻励起後の解離過程の比較

挙動の考察
ハーン・バナッハの定理とその応用
標本共分散行列の漸近的性質
ノンパラメトリック回帰と罰則付き推定
フーリエ級数・フーリエ変換と熱方程式
の解の導出
サッカーの幾何学的考察：ゴールキー
パーとディフェンダーのベストポジショ

長崎

俊樹

濱端

寛司

松岡

ン
Hilbert の零点定理とその類似
Hull-White モデル
アポロニウスの問題
らせん葉序植物と Fibonacci 数列
水平２方向加振による混合粉体の分離パ
ターン形成の解析
生存時間解析
擬凸領域の定義の同値性について
RSA 暗号への初等的攻撃とその有効性
蟻の採餌モデルにおけるゆらぎの利用と
モード変化の解析
マイクロアレイデータに基づくシロイヌ

祥吾

光電子分光による硫化鉱物テトラへドラ
イト Cu12Sb4S13の電子状態の研究
リーフアンジュレーターの磁気回路設計
と性能評価
低 速 電 子 線 回 折 に よ る Graphene/Fe/
Ni（111）の表面構造の研究
球対称流体の数値計算
非一様密度場におけるケルビン・ヘルムホ
ルツ不安定性の二次元シミュレーション
ガス電子増幅器（GEM）を用いた飛跡検
出器（TPC）の開発

石原
上浦

誠也
昌彦

小澤

美紀

中野
幅田

雅之 偏光状態の量子推定
翔 半導体Ｘ線検出器開発に向けた ASIC によ
る多チャンネル読み出しシステムの構築
知良 巨大ブラックホール SgrA に接近するガ
ス雲 G2

赤木
李
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慶男

智蓮 Ferroelectricity in Atomically Thin
MoS2 Studied From First Principles（第
一原理計算による単層 MoS2の強誘電性）

植野

戎岡
大橋

亮哉
礼恵

インフレーション模型における初期揺ら
ぎと再加熱の制限
ILC 陽電子源におけるビーム・ローディ
ングの研究
ディラック電子のバリスティック伝導
気球搭載宇宙硬Ｘ線偏光検出器 PoGOLite

大深

啓佑

の硬Ｘ線と中性子の弁別回路の開発
Pr 内包カゴ状化合物 PrIr2Zn20の反強四

岡
岡田

亮太
千穂

浦野

岡田

良紀
正洋

泰洋

金井

佑介

川居

亮太

田口

一暁

評価
重力波対応天体探索用チベット望遠鏡
HinOTORI の性能評価
半導体 Si 上の金属的スピン電子状態の

水流

大地

研究
電気伝導異方性をもつ Mo4O11マグネリ

寺前

拓人

瀧本絵里香

極子転移と超伝導転移に対する圧力効果
RMnGe
（R=La, Ce, Pr）の磁性
将来ガンマ線観測に向けたコンプトンカ
メラ用シリコンドリフトセンサーの基礎

相の電子密度解析
Ｘ線天文衛星「すざく」を用いた楕円銀
河高温ガスで起こる鉄輝線共鳴散乱の影
響の評価

渡嘉敷雄士

円形加速器における非線形共鳴ビーム不
安定性の理論的解析
德増 卓也 軟Ｘ線発光収量計測装置の製作と測定
内藤 卓郎 Fe 高圧相におけるＸ線円二色性
中平 夕貴 酸素四面体ネットワークをもつ新規強誘
電体 BaAl2O4の構造ゆらぎと相転移
信廣 晃秀 高エネルギー原子核衝突における仮想光
子偏光測定および流体模型計算を用いた

特性評価
反強磁性近藤半導体 CeOs2Al10の La 置
換効果
銀河内の大質量ブラックホールの合体過
程

光てこを用いた光共振器の周波数応答の
測定
川内 達也 巨大誘電性を示す CaCu3Ti4O12の電子状態
久保 光野 補助電極による線形ポールトラップ断面
方向閉じ込め場の非線形成分の制御
久保 拓也 新しい超伝導物質 ZrP1.25Se0.75の高分解能
光電子分光
熊本 啓司 Pd-M 合金（M=Os, Ir, Pt, Au）における

拓磨

背景効果評価
YFeO3-ScFeO3固 溶 体 に み い だ さ れ た

服部

幸弥

ガーネット型構造
２サイト動的平均場理論について

細田

隼輝

メチルエステル修飾 SAM の内殻励起イ
オン脱離反応における統計論的動力学解
析

5d 遷移金属の水素との結合に関する研究
黒田 文彬 SmB6の電子構造とフォノンモードの第
一原理計算
河野 佑紀 南部 -Gor’kov 形式について～超伝導に

松江

穂

三浦

裕貴

対する場の量子論の応用～
小坂 康文 テトラヘドライト Cu12Sb4S13の単結晶育
成と相転移の研究
坂本 弘樹 Coleman-Weinberg 機構とくりこみ群
佐藤 哲人 テトラへドライト Cu12Sb4S13における弾
性ソフト化と Mn 置換効果
志岐 健成 ガンマ線衛星フェルミを用いた活動銀河
核の光度変動探査による銀河間磁場強度
の推定
新庄 祐介 Econophysics and Statistical Analysis

美馬

初哉

森合

海瑠

山川

皓生

山根

悠

山平
山本

聖
大空

横田

温貴

頼
渡部

燎平
大地

簡易スプレー式静電交互吸着法を利用し
た積層薄膜の作製と評価
レーザー冷却プラズマの非破壊測定用プ
ローブレーザーシステムの構築
新型準周期アンジュレータの開発研究
陽極酸化法による TiO2ナノチューブの
作製と光触媒効果の検証
高エネルギー原子核衝突における仮想光
子偏光の偏極観測系を用いた解析
非 磁 性 基 底 二 重 項 を も つ Pr 希 薄 系
Y1-xPrxIr2Zn20 (x ≦0.3) の磁性と伝導
燐光性分子の自己組織化膜
スパースモデリングを用いた変光星の周
期解析
マルチアルカリフォトカソードの寿命特
性の研究
黒リンの電子構造の実験的研究
三角格子反強磁性体 YbCuGe の磁気フ
ラストレーションに対する一軸圧効果

張
末森
鈴木

禎桓
拓馬
麻友

髙木

堅太

高橋

隼也

瀧野百合香

橋壁

of the Minority Game（経済物理学とマ
イノリティーゲームの統計解析）
de Haas-van Alphen 振動の理論的考察
強磁場中での真空偏極の計算
二次元キラルフェリ磁性体［Cr
（CN）6］
［Mn
（R）
-pnH
（H2O）
（
］H2O）
の弾性と熱物性
磁場中でスピン軌道相互作用がある系の
エネルギー準位と電気伝導度
GUT 理論における有効結合定数の統一
に関する研究
紫外レーザーを用いた飛跡検出器の性能

化
青木
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学
大将

科
セグメント安定同位体標識法を用いた
FACT 分子内相互作用の NMR 解析

池田なつみ
石堂

祐規

市来

隼哉

入江

泰生

Si/PEDOT：PSS 型ハイブリッド太陽電池
の作製と PEDOT：PSS 膜の GIXD 測定
MALDI 質量分析を用いたアミロイドβ
のフラグメント解析
3,3’ 位に嵩高い置換基を有する強酸性キ
ラルブレンステッド酸の合成とその反応

小森

生理学実験に優れた二光子吸収能を持つ
光解離性保護基の開発
寛貴 電子励起硫黄原子 S
（1D）の２光子励起

後藤

直光

レーザー誘起蛍光法による検出
佐々木 優 トリメチルアミン-N-オキシド水溶液の
軟Ｘ線吸収・発光分光
島村 毅彦 リン上に NEt2基を有する1,8－ナフチレ
ンジホスフィド架橋鉄２核錯体の合成と
プロトン還元能
清水 英太 カーボンナノチューブ磁気配向薄膜の旋

遠藤

性に関する研究
CH3ONO 光 解 離 反 応 に お け る エ ネ ル
ギー分配の高精度決定
将 ドーナツ型レーザービームを用いた単一
炭素性エアロゾル微粒子のレーザー捕捉
颯 パーキンソン病関連タンパク質シンフィ

下山

大里

リン－１の結晶化に向けた大量調製法の
検討
2+
隼平 ［Co
（bpy）
3］ を用いた溶媒抽出－逆ミ

新宮

大西

啓太

セル系化学発光検出による過塩素酸イオ
ンの定量法
平面環状骨格によるストレッチ効果を利

渉

用したジラジカルの長寿命化
ホスホランを用いた連続二重結合制御の

浦岡

大畠
岡崎

佑哉

沖野

有希

小澤

優樹

金井

釜本

川嵜
川野

亮祐
友嗣

久木田友美
工藤
藏増
兒玉

新屋

検討
イオン軌道コントロールを目的としたパ
ルス電場増幅回路の作成
メカノケミカル法による水の分解と水素
発生：水量が与える影響

大貴

鈴木
関
高塚

亮

宮本

幸乃

矢野

佐恵

山内

佑

山口

航洋

大尾

電気信号のみで分子構造を選択できる界
面構築－銅触媒の酸化還元によるアルキ
ンの二重反応性－
マルチドメインタンパク質 Pin1のドメ
イン間機能連携機構の NMR 解析
加熱気化導入－ ICP 発光分析法を用い
たカーボンナノチューブ中に含まれるヨ
ウ素の直接定量
Martin の三座配位子を有する超原子価
硫黄アニオンの合成と応用

中山

拓真

山本

博也

芽衣 Lower Rim を四つのベンジルオキシプ
ロピル基で修飾したキャビタンド分子の
合成研究

横市

綾

名桑

祐輝

西

良

原田

ともみ
望来

平井
平野

zene A の短繊毛効果－短繊毛効果に関
わる標的タンパク質の探索－
ヘキソピラノースの立体異性体の構造と
安定性に関する理論化学的研究
新規求核有機触媒の開発と応用

藤田

健太

芳香環を有する有機－無機ペロブスカイ
ト型化合物の構造と磁気特性における粒
子サイズ効果の観測
セレン及びテルル配位子による新規架橋
構造を有する二核ルテニウム－フルバレ
ン錯体の合成
Sg の酸化還元挙動の解明に向けたＷ単
核化学種の還元と抽出
オキサアルカノール芳香族カルボン酸エ
ステルの熱物性
カリックス
［4］
アレーン－金属イオン包接

錯体の極低温気相紫外スペクトルの測定
喬平 ビス（フェニルイソオキサゾリル）フェ
ニルアセチレン配位子を導入した Pt（Ⅱ）
錯体からなる超分子メタロゲルの合成
祥基 Cyclobutan-1,3-diylidene Dicarbenes 誘
導体の最安定スピン多重度と分子構造に
及 ぼ す 置 換 基 効 果：Bicyclo［1.1.0］
but1（3）-ene 構造の形成
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小野

勇兵

川村

優斗

木下

大地

久保山政弥

無機リン酸化合物におけるキラル磁性体
の探索
末端の立体障害を小さくしたＣ字型４座
ホスフィン配位子とその錯体の合成
金薄膜上での包接現象の観測のためのク
ラウンエーテル－チオールの合成
３-ピリジルイミノニトロキシド- 銅
（Ⅱ）
イオン錯体における分子間磁気交換相互

河坂

実咲

小島

英一

合田

美月

坂井

綾子

作用のスイッチング
山口

トリメチルアミンの多段階光解離経路の
探索
聡 基質依存的な PPARγと転写共役因子の
相互作用解析

4,8位にアリール基を有する一重項カル
ベンの合成検討
ケミカルプレッシャーの力学的再現を目

指した電気伝導度測定用張力印加セルの
開発
水元 瀬菜 化学反応を伴う樟脳酸船の履歴現象
宮地 信和 振動励起 OH
（X2Πi）の N2による緩和速
度定数の決定
宮本 健悟 核酸塩基およびその誘導体間の水素結合
相互作用に関する理論化学的研究

修飾に伴うヌクレオソームコアの構造変
化の解析
花歩 長鎖アルキルにより周辺修飾されたグラ
フェン量子ドット表面の分子認識
陽太 脂質膜に対するポリオールの応答

玉久保敦也

キラルビナフチルを導入したカリックス
［5］
アレーン誘導体の合成研究
亮佑 高い平面性を有する16πアントラセン縮
環ポルフィリンの合成検討
祐樹 バフンウニ胚における Polyalkoxyben-

小林裕太郎

町田

知恵

央成

小出来聡子

直人

挙動の解析

トビイロケアリの採餌行動の変化をもた
らす脳内の低分子化合物
清二 極低温における OH＋H2→ H2O＋H 反応
の反応速度、及びその同位体効果に関す
る理論研究
侑

光性の研究
光照射時のみスピン状態が変化する光ス
イッチング分子の開発
大輔 ホスホン酸エステルにより架橋したビス
キャビタンドの合成とゲスト包接に関す
る研究
一駿 ジチオカルバメートを用いたｆブロック
元素の溶媒抽出と DFT 計算による分離

下川

前田

吉原

久未

高圧ストップドフロー装置の性能の検証
～酵素反応における水和とキャビティの
役割の解明を目指して～
水面形状と化学波に依存して加速方向が
決まる自励振動ゲルの水面滑走

清水

分子内 Lewis Pair としての機能発現を
目指したシクロメタラホスファザンの合
成の試み
TiO2による蛍光強度増強

多田麻友子

鈴木美有紀

生物科学科
榎本

大輔

瀬畑

敬文

逸見敬太郎
赤司

一

池谷

淳

枝長龍之介
岡田 直侑

岡部
小野

将己
真寛

将樹

細胞系譜に依存しない遺伝子発現におけ
るヒストンメチル基転移酵素の研究
Ｘ線が誘発する DNA－タンパク質クロ
スリンク損傷の定量
ニホンジカによる種子散布に関する基礎
研究
ゼニゴケ造卵器からの排出物とその精子
誘引能について
DNA の物理的性質に基づいた Ars イン
スレーターの作用メカニズムの解析
葉緑体変異体 cyo3の光合成機能解析
転写因子 IDD ファミリーによる GA 20酸化酵素遺伝子 AtGA20ox1 の転写制御
機構の解析
TALEN を用いたウニ胚での遺伝子発現
ライブイメージングの試み
軟体動物腹足類におけるＤ型アミノ酸含
有神経ペプチドの探索：フリシン様ペプ

田中

翔真

中尾

充

野村

佳織

林

康平

原

由洋

藤井

研人

堀川

大輔

政綱

宜規

松下

将也

三宅

純

チド前駆体をコードする cDNA のクロー
ニング
O-GlcNAc 転移酵素 SPY による転写因
子 IDD ファミリーの制御機構の解析
アグロバクテリウムによる DNA 輸送に
関与する植物細胞表層の認識の解析
ストレス耐性を誘導するアラントインに
より活性化されるシロイヌナズナ遺伝子
の網羅的解析
抗がん剤が誘発する DNA－タンパク質
クロスリンク損傷の定量
花成における転写因子 GAF1の標的遺伝
子の同定
葉老化におけるシロイヌナズナ
HOOKLESS1の機能解析
ファンコニ貧血原因遺伝子ノックアウト
マウス細胞のアルデヒド感受性
形質転換に有用な特性を持つアグロバク
テリウムの探索と解析
悪性黒色腫と繊維芽細胞間の相互作用に
及ぼす酸化ストレスの効果
ゲノム編集及びトランスジェニック技術
を用いたアフリカツメガエル再生現象の
可視化
葉 老 化 過 程 に お け る ETHYLENE
INSENSITIVE3の発現解析
シロイヌナズナにおけるアラントインの
成長促進作用とその原因遺伝子の探索
日 本 産 広 義 ゼ ニ ゴ ケ（Marchantia
polymorpha L.）の分類学的再検討
ゼニゴケの中心体と極形成体の微細形態
学的研究
ヒメギボシムシにおけるリアルタイム
PCR の条件検討
哺乳動物細胞における TALE タンパク
質を用いた転写制御技術の開発
Agrobacterium による vir 遺伝子誘導物
質 p-coumaryl alcohol の分解と利用に関
する研究
Protein disulfide isomerase 遺伝子 CYO1
の高発現によって惹起されるシロイヌナ
ズナの Stay green 化の解析
高等動物培養細胞におけるミオシンⅡ調
節軽鎖１スプライシングバリアントの機
能解析
細胞質分裂時における Zipper-interacting
protein kinase の活性制御機構の解析
広宿主域型 pBBR プラスミドを用いた
高等植物細胞への新たな遺伝子導入系の
試み
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村上

真祈

吉田

由架

ナンジャモンジャゴケの粘液毛と共生菌
の形態学的研究
細胞質分裂での二重リン酸化ミオシンⅡ
調節軽鎖の局在に関する研究

宮首
宮成

宮本

地球惑星システム学科
神山

正寛

曽我部誠人
高島

奏

上杉宗一郎
永露
大西

健太
咲

加耒奈文美
窪田竜一郎
小崎
齋藤

幸穂

Si 含有量を変化させたハイドロガーネッ
トの水熱合成と、そのか焼によって得ら
れるマイエナイトの研究
三軸圧縮試験による稲田花崗岩の歪み解
析

普通コンドライトの衝撃変成履歴の解明
中性子捕獲反応による Sm 同位体変動か
らわかる月隕石の宇宙線照射履歴
容器内変形透水試験機による高圧下での
庵治花崗岩の弾性波速度測定
ユークライト隕石の主要構成鉱物におけ
る希土類元素測定
モンモリロナイトの摩擦ヒーリング効果

清水

保宏

手塚

寛

中尾

鴻兵

橋口

友実

長谷川亮典
原田
春花

達也
美緒

藤原あずさ

生代から原生代間の大陸進化過程の推定
千尋 エアロゾル中の硫酸塩化学種の解明 : 地
球冷却効果の精密評価を目指して
雄行 Ｘ線小角散乱による鉄の高圧相転移その
場観察
修宏 ロ シ ア・ 南 部 ウ ラ ル 地 域 に 胚 胎 す る
Yubileinoe 火山性塊状硫化物鉱床に関す
る研究

修 士 論 文 題 目

数学専攻
林
赤部

粘土鉱物の膨潤性が浸透率へ与える影響
安芸津地域後期白亜紀イグニンブライト
のジルコン年代層序学
初期地球形成時のコア物質とエンスタタ
イトの反応再現実験

齋藤 優人
佐久間圭佑

転位クリープの効果を考慮したプレート
沈み込み及び水輸送のシミュレーション
晃 インド南部における下部地殻変成岩中に
産するジルコン、モナザイト年代学：始

物理科学専攻
光安

孝史

田中

寿志

有髙

諒一

胡田

奈那

金丸

達郎

上玉利克磨

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

ブラジルの新原生界に見られるリン酸塩
ストロマトライトの形成過程

A numerical examination of the Cusand mineralization（砂岩型銅鉱床の鉱
化作用の数値解析）

寛太

横田

深部スロー地震の広帯域地震波形スペク
トルの比較
鉄マンガン団塊への微量元素の濃集機
構：ヒ素及びアンチモン
隕石海洋衝突による窒素源 HCN からの
アミノ酸生成

拓也

財間

横井

宏輝

猪口

宏紀 イデアルの準素分解について
健人 An example of primitive recursive
predicates not defined by bounded
formulas
真 高次元 GMANOVA モデルにおける係数
行列の LSE と MLE の漸近比較

大脊戸良正

笠田
秦
菅

自由空間での定数係数線形波動方程式の
初期値問題における解の有限伝播性と
Huygens の原理
和宏 待ち行列における到着直前平均と退去時
刻平均

嶺 フィボナッチ数の GCD 定理とその一般化
ある一階半線形偏微分方程式のボレル総
和法について
澄川 祐介 ガロア理論の視点から見た Shanks の等
式とその一般化
中川 智之 Selection of the linear and the quadratic
discriminant functions when the difference between two covariance matrices
is small（分散共分散行列が近い場合で
の線形判別関数と２次判別関数の選択）
藤田 尚志 ２次式の因数と連分数の反転
堀
邦芳 藤田型非線形項を持つ熱方程式の球対称
古典解の爆発時刻における極限の存在と
その極限関数を用いた爆発状況の特徴付

における湿度の影響
微小電極を用いた BIF 類似堆積物の形
成過程解明
小惑星“2008 TC3”の不均質構造の解明
と金属アルミニウムの発見
ETAS モデルによる東北地方太平洋沖
地震後の地震活動変化の検出
ジルコンの U-Pb 年代に基づく岡山県久
米地域の地体構造発達史
フォージャサイトの水圧力媒体中におけ
る圧力誘起構造変化

宮地

余越

微細組織観察に基づく “cleavable olivine”
の成因の解明

川畑
川村

賢至

晃希
翔人

岸本

直也

佐田
関畑

祐介
大貴

哲哉

け～零点の個数の解析～
巧真 あ る ３ 組 の ス ペ ク ト ル が 与 え ら れ た
Sturm-Liouville 作用素のスペクトル逆
問題の解の一意性
貴宏 合流型大久保方程式の第一積分とその応
用

― 20 ―

河口

谷﨑

中里
永嶋

永島

中西

麗未

洋介
和也

世菜

亮太

引地奈津子

可変偏光アンジュレーターをすべての偏
光モードで完全に準周期化する可能性の
探究
爆発的星生成銀河 NGC6240の電離ガス

帆足

擬立方晶構造をもつ強誘電体 BaTiO3-Bi
（Mg0.5Ti0.5）O3-BiFeO3の電場誘起格子歪
みの微視的機構
俊也 活動銀河核トーラスのＸ線スペクトルシ
ミュレータの開発及び物質状態の推定
宏一 層状複水酸化物の陰イオン交換特性と結

宮武

建次

村上

祐子

古井

より導かれる銀河風の特徴
軟Ｘ線吸収スペクトルで探るケト－エ
ノール互変異性とその溶媒効果
特異な新星 V838Mon の極大期における
星周構造の研究
銀河分布の多重極パワースペクトルを用
いた重力の検証の研究
軸対称定常なブラックホール磁気圏にお
ける二成分プラズマ流と電流と電荷の分
布
多波長観測による電波で明るい狭輝線セ
イファート１型銀河の可視光放射に関す
る研究
偏向電磁石放射の干渉実験による光の位

山下

賢治

山根

雄介

構成に関する研究
五員複素環化合物の内殻励起による解離
過程の研究
TiO2ナノチューブの異方的電子状態の

一文

研究
軟Ｘ線発光を用いた励起三重項分子の内

山本

相検出の試み
スレーターモードが支配的なペロブスカ
イト型強誘電体の結合状態と構造相転移
乱れを制御した Bi2212系高温超伝導体
のギャップ構造の研究
Fe の圧力誘起α-ε相転移機構の研究

晶構造
マトリックス支援レーザー脱離イオン化
質量分析法（MALDI-MS）を利用した
２成分表面吸着分子系の混成評価
メビウスドメインウォールフェルミオン
を用いたシュレーディンガー汎関数法の

湯浅

友裕

殻吸収測定
ALICE 実験鉛鉛原子核衝突における中
性中間子測定に向けた光子選別事象解析

藁科

拓也

手法
強磁性 Ni
（110）表面上の Au の一次元鎖
および薄膜の電子状態の研究

化学専攻

Study of neutral pions in Pb-Pb
collisions at √s NN=2.76TeV with the
PHOS detector at ALICE（ALICE 実験
核子対当たり2.76TeV 鉛鉛衝突における

阿部加奈子

PHOS 検出器を用いた中性パイ中間子の
研究）
高エネルギー原子核衝突における電子・
陽電子対の偏向を用いた強磁場生成の探
索
核子対あたり200GeV の p+p,d+Au 衝突
におけるω，φ中間子の質量分布の考察
Pre-Shower Detector and Particle
Identification at sPHENIX（sPHENIX
実験におけるプリシャワー検出器および

石川

今泉

早織

粒子識別）
励起三重項分子の軟Ｘ線吸収スペクトル
および内殻励起状態ポテンシャルの理論
的計算
量子補正を加えたφ4理論におけるイン

今村

太亮

片山

慶一

石川

駿

朋己

犬伏菜々美

門築ちひろ

フレーション・パラメータ
棗田
翼 トポロジカル絶縁体 PbBi4Te4S3の電子状
態の研究
林
孝典 ASTRO-H 衛星搭載軟ガンマ線検出器用
Fine Collimator フライト品の性能評価
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金原

幸誠

木瀬

翔太

フェロセンが２重に架橋したリン配位子
をもつ白金錯体の合成と C-Si 結合活性化
オージェ電子－解離イオン同時計測法に
よる内殻励起 cis-ヘキサフルオロシクロ
ブタンの特異的解離の研究
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
メカノケミカル法による水の分解反応と
水素発生のメカニズム
炭素電極上でのピロール酸化重合による
銅錯体活性サイトの構築と酸素還元特性
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のキラルメモリー
レーザー捕捉・顕微ラマン分光法を用い
た気相中における光誘起微小水滴発生機
構に関する研究
振 動 励 起 OH（X2Π，v≤4）の He お よ び
Ar による緩和速度定数の決定
シクロプロパン誘導体の異常発光現象に
及ぼす置換基効果
Mo
（V）-Cu
（Ⅱ）を骨格とするキラルなシ

木村

沙希

神代

隼輔

桑名

祐里

澤井

麻子

生物科学専攻

アノ架橋金属錯体の合成と物性評価
ホウ素原子によるケイ素－水素結合の分
子内活性化
マクロ環骨格内に存在するマルチラジカ
ルの反応挙動に関する研究
溶解度の高い新規スフェランドの開発と

安達
砂後

高配位アニオン性化合物合成の試み

妹尾

世良

文香

⻆田

優太

中本

中山

敦

駿

野口

佑太

晩田

成美

W
（V）を含むシアノ架橋型金属錯体の構
造と物性
分子カプセルによる分子認識を利用した
超分子グラフト共重合体の合成と高次ら
せん構造の誘起
含ケイ素ラダー型ポリマーの合成を指向
した官能性ケイ素置換モノリチオおよび
ジリチオアレーン類の合成と反応

髙山

偏光赤外スペクトル測定によるオキサア
ルカノール結晶の構造推定～結晶構造と
融点降下能の相関～
新規なビナフチル誘導体の合成と不斉
C-H 官能基化反応への応用

棚橋
寺脇
松原

弱い Lewis 酸と Lewis 塩基による協働効
果を利用したカルボニル基活性化の検討
3
Σg-，a1△g）の単一振動準位検出お
藤原 圭吾 S（X
2
よび He による緩和過程の速度論的研究
正木 千鈴 ホスフィノボランを反応性配位子として

水野

武見

森坂

雄介

森迫

祥吾

柳井谷拓馬
山本

力山

渡部

冠仁

和晃

雄大

宮本
宮本

導入した平面四配位型白金錯体の合成、
構造、および反応性
シクロペンタン -1,3- ジラジカルの三重
項から一重項への項間交差に関する研究
キラルなアルキル鎖をもつフェニルイソ
オキサゾリル基を導入したカルバゾール
誘導体の協同的自己集合挙動
ジスピロ型新規ピペリジン塩基の合成と
応用
和周波発生法を用いた波長可変 DUV 光
源の開発と CH3NO2光解離研究への適用
Methoxy Methyl Cinnamate の電子励起
状態緩和ダイナミクスに及ぼす置換基お
よび水素結合効果の研究
水 溶 液 中 に お け る PEO-PPO マ ル チ ブ
ロックコポリマーとウシ血清アルブミン
の会合体形成
トリメチルアミン-N-オキシドの水和の

渡辺

半澤

勇作

ゼブラフィッシュの尾ビレ再生制御機構
に関する研究
寿至 ナツメボヤにおける腸内細菌の探索およ

樋口

卓哉

藤本

潤

宮原

彩

武藤

大樹

和也

び新規バナジウム結合タンパク質の同定
綾香 SCL3による GA 生合成酵素遺伝子の転
写抑制機構の解析
宏介 ミドリゾウリムシにおける宿主細胞内で
の共生藻数の制御に関する研究

髙田
日川

篤志
岳

知佳 ジ ベ レ リ ン 信 号 伝 達 に お け る GAF1DELLA 複合体による転写制御の解析

上田

知明

細胞系譜に依存しない遺伝子発現制御機
構の研究
愛 次世代バイオリソース・ネッタイツメガ
エル７系統における近交度および遺伝的
関係

上谷実可子

江嵜

駿人

大西
大山

冬馬
達之

豊田

和代 Sm局所同位体分析による月表層土壌の
宇宙線照射履歴

岡崎

恵美

石山

沙耶

奥田

芽以

金子

特異性に関する理論化学的研究
坂本

平尾石灰岩層中の流体包有物を多量に含
有する角礫岩の成因
岳郎 Slab dynamics and water transport in
the lower mantle（下部マントルに沈み
込むスラブの運動と全マントル領域への
水の輸送）
健太 四国中央部三波川変成帯猿田川連続露頭
における冬の瀬ナップ（ざくろ石帯）－
沢ヶ内ナップ（緑泥石帯）境界の温度構
造変化
直樹 月表層土壌に含まれる微小粒子の U-Pb

浸透率変化
Factors controlling depositional fabrics
of tufa deposits（トゥファ堆積物におけ
る堆積組織の規制要因）
狭山隕石のコンドリュールに含まれるア
ルカリ元素の再分配
マンガン酸化物の希土類元素地球化学：
金属資源としてのマンガン団塊の利用可
能性と希土類元素濃集機構
エアロゾルによって海洋へ供給される溶
解性鉄の評価：起源ごとの比較
衝撃メルトから Ringwoodite の晶出実験

数理分子生命理学専攻

良祐

地球惑星システム学専攻

川口
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千原
濱﨑

Transmission X-ray Microscope（cSTXM）
and Its Application to Geochemical
Samples（小型走査型透過Ｘ線顕微鏡の
開発と地球化学的試料への応用）
亮二 温泉成マンガン酸化物の形成機構解明
翔平 間隙水圧下における庵治花崗岩の破壊と

繊毛虫ミドリゾウリムシが保持するスト
レス耐性に関する研究
義明 カタユウレイボヤ Vanabin の発現およ
び機能解析

cytoglobin（酸素結合性グロビンタンパ
ク質サイトグロビンの機能解明に関する
研究）

坂根

大暉

由加

井上万莉野 アグロバクテリア VirB/D4システムに
よる高等植物細胞への広宿主域型プラス
ミドの移行
井上 良平 シロイヌナズナにおける暗黒誘導性老化
の分子遺伝学的解析
國弘 佳代 ミオシンⅡ調節軽鎖アイソフォームの機
能解析
重田美津紀 Molecular study on the function of a
novel oxygen-binding globin protein,

1,4-dioxatrispiro［4.0.56.1.513.05］octadecan12-one の光反応
一樹 ビナフチル骨格を導入した軸不斉型環状
カルボジホスホラン配位子を有する11族
金属錯体の合成と構造

局所同位体分析
Development of Compact Scanning

菅

渡橋

大典

加藤

直輝

川口

智美

草場

成美

祐人

清水あゆみ
庄司江梨花
白上

典彦

髙木

雄介

田邊

章洋

德増

大輔

Establishment of genome editing
techniques using TALENs in Xenopus
laevis（ ア フ リ カ ツ メ ガ エ ル に お け る
TALEN を用いたゲノム編集技術の確立）
臭素酸イオンが誘発する DNA 損傷の検
討
ミドリムシ生物対流の局在メカニズム：
数理構造の解析及び走光性特性の計測
シロイヌナズナ CYO2高発現による光合
成活性上昇機構の解析
分子進化解明を目指した改変エストロゲ
ン受容体の結晶化向け調製法の検討
DEM を用いた粒子－粒子層間衝突過程
の統計的性質の解析

西川

Establishment of a system for
enrichment of cells with TALEN-induced
mutations and chromosomal deletions
（TALEN による変異導入細胞および染色
体領域欠失細胞の濃縮システムの開発）
綾美 TALE、TALEN および CRISPR/Cas9に

西田

よるＢ型肝炎ウイルスの増殖抑制システ
ムの開発
ホタルルシフェラーゼと吸入麻酔薬の相

直哉

互作用様式の検討
DSB 修復関連因子によるゲノム編集の
効率化
制限酵素 R. PabI の DNA 脱塩基部位に
対するリアーゼ活性

飛蝗群生相の数理モデルと群平衡
半無限空間における Stokes 方程式の解お

箱守

優毅

よび Stokes 流の生成作用素の固有値問題
非平衡下で界面運動する自己駆動体の様
相分岐
バフンウニ胚における Polyalkoxybenzene A の短繊毛効果－薬剤効果とその

濱川

剛士

樋口

健吾

真正粘菌変形体の適応的運動の数理モデ
ル

藤井

秀行

星川

美穂

アリの採餌行動における視覚情報と化学
情報の優先度の切り替えに関する実験的
考察
HSP70タンパク質のアロステリック構造
変化の NMR 解析

局在の解析－
化学的－物理的相互作用に基づく二個の
化学振動ゲルの同調現象
導電性高分子薄膜の磁気配向
２次元空間内を落下する楔形物体の流体
力学的解析
糖鎖修飾変化を指標とした放射線被ばく
に対するトリアージ法の確立をめざして
RNA 干渉介在タンパク質 Dicer と Argonaute タンパク質相互作用様式の解明

松口大志朗

DNA 損傷の転写影響 -in vitro 転写反応
を用いた解析
デスモグレイン１－表皮剥脱毒素複合体
の構造解析に向けた調製法の検討

村松
山中

拓哉
治

山本

佳典

米重

圭祐

空間情報の記憶を考慮したコウモリの飛
行軌跡の数理モデル
スナガニの歩容の数理モデル
アリの採餌行動における労働階層変化に
関する自動計測システムの構築と解析
真核生物減数分裂前期における染色体対
合形成の力学モデル
多変量解析によるプロ野球選手の状態推定

９月修了者

エノン類還元酵素への一変異導入による
酵素機能の改変－還元酵素を炭素 - 炭素
結合形成酵素へ－
Ｘ線により生じるクラスター DNA 損傷
の解析

物理科学専攻
鄭
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明天

High-resolution angle-resolved
photoemission study of oxygen adsorbed

Fe/MgO
（100）
（酸素吸着した Fe/MgO
（100）の高分解能角度分解光電子分光）

Cyclic Aromatic Remote Carbenes（特
異な電子構造を有する不安定分子の化
学：反芳香族性16πポルフィリン及び環
状芳香族リモートカルベン）

数理分子生命理学専攻
中川

真依

生物科学専攻

強磁場・重力制御環境が銀ナノ粒子作製
に及ぼす影響

平林

博 士 論 文 題 目

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

数学専攻
宮﨑

隼人

有本

The conservation law for nonlinear
Schrödinger equations with nonvanishing boundary conditions at spatial

諒 Analyses of zebrafish Ddx46 function
in the tissue and organ formation.（ 組
織・器官形成におけるゼブラフィッシュ
Ddx46の機能解析）
飛鳥 Evolutionary developmental study on
the regeneration of the hemichordate,
Ptychodera flava（半索動物ヒメギボシ
ムシの再生に関する進化発生学的研究）

dynamics of common anuran species in
Japan（日本産普通種両生類を用いた集
団構造および生物地理学的研究）

Global existence and decay estimates
for the nonlinear wave equations with

掛橋

竜祐

space-time dependent dissipative term
（時空間に依存する消散項を持つ消散型波
動方程式の大域的な解の存在と減衰評価）
田端

亮

和田幸史朗

Two-point homogeneous quandles with
cardinality of prime power（ 素 数 冪 位
数の二点等質カンドル）

福井

Consistency of log-likelihood-based
information criteria for selecting
variables in high-dimensional canonical

敬祐

玉井考太郎

廣瀬健太朗

Studies on novel molecular mechanisms
in zebrafish fin regeneration（ ゼ ブ ラ
フィッシュ尾びれ再生における新規分子
メカニズムの研究）

地球惑星システム学専攻

correlation analysis under nonnormality
（非正規性の下での高次元正準相関分析
における変数選択のための対数尤度関数
に基づく情報量規準の一致性）

数理分子生命理学専攻
徐

宁

晃宏

数学専攻
久保

亮

Time-resolved IR Spectroscopy of
Radicals in Chemical Reactions（化学反
応中のラジカル種の時間分解赤外分光）

赤瀬

大

数学専攻
晋平

Model Selection Criteria in Generalized
Linear Models and their Extensions（一

和樹

Das Priyabrata Facies model, Geochronology and
Sequence analysis of the Singhora
Group of rocks: implications to age and
basinal forcings in early history of the
Chhattisgarh basin, central India
（Singhora 層群の堆積相モデル、地質年
代およびシーケンス解析、特に、中央イ
ンド Chhattisgarh 堆積盆形成初期にお
ける年代論と堆積盆強制力について）

Existence and Construction of Balanced
Incomplete Block Designs with Pairwise
Additivity（組加法性をもつ釣合い型不
完備ブロック計画の存在性と構成法）

化学専攻

菊池早希子 Biogeochemical cycles of iron, carbon,
and trace elements in biogenic iron
oxyhydroxides（微生物生成水酸化鉄を
介して生じる鉄・炭素・微量元素の生物
地球化学的循環）

張

澤井みち代

石

笑

フェニックスリーダー育成プログラム修了者

Synthesis and Physical Properties of Molecular Spin Ladders Based on Oxyanion
Bridging Copper（Ⅱ）Complexes（オキ
シアニオン架橋銅（Ⅱ）錯体からなる分

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

化学専攻

子性スピンラダーの合成と物性）

難波江

化学専攻
菅原

峻

The Chemistry of Unstable Molecules
with Unusual Electronic Structures:
Anti-aromatic 16π Porphyrins and

Frictional properties of materials along
subduction plate boundaries and
implications for the 2011 Tohoku-oki
earthquake（沈み込み帯プレート境界
物質の摩擦特性：東北地方太平洋沖地震
発生機構の解明に向けて）
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遠

Theoretical study of hydrogen-bonded
clusters based on the hydrogen-bonding
network（水素結合ネットワークに基づ
く水素結合クラスターの理論化学的研究）

地球惑星システム学専攻

般化線形モデル及びその拡張におけるモ
デル選択規準）
松原

Geometry of homogeneous polar
foliations of complex hyperbolic spaces
（複素双曲空間の等質 polar foliation の幾何）

化学専攻

９月修了者

伊森

Structure biological study on the
peptidyl-prolyl cis-trans isomerization
mechanism（プロリンペプチド結合異
性化機構の構造生物学的研究）

12 月修了者

Higgs sector of Dirac neutrino mass
model of Davidson and Logan（ダヴィ
ドソンとローガンのディラックニュート
リノ質量模型のヒッグスセクター）

化学専攻

phylogenetic position（絶滅危惧種無尾
類 Babina 属（アカガエル科）に関する分
子マーカーの開発と系統学的位置の解明）

The values of the generalized matrix
functions of 3×3 matrices（３×３行列
の一般化行列関数の値）

Development of molecular markers for
the endangered Babina species（Anura:
Ranidae） and classification of its

10 月修了者

The mineralization of the Woxi AuSb-W deposit, western Hunan, China
（中
国湖南省西部の沃渓 Au-Sb-W 鉱床にお
ける鉱化作用）

物理科学専攻

翔平 Population structure and geographical

件をもつ非線型シュレディンガー方程式
の保存則について）
朋成

翼

４月修了者

前田
小巻

infinity（空間遠方で消滅しない境界条

渡辺

梁

Synthesis and Catalytic Applications of
the Seven-membered Rings Based
Transition Metal Complexes, and Further
Developments（七員環構造に基づいた
遷移金属錯体の合成、
触媒反応への応用、
及びその展開）
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靖

大学院理学研究科の木「シラカシ」

威厳、
勇気、
忍耐を象徴する常緑高木です。
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