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小さな地震を観測することの重要性
1995年１月に発生したマグニチュード7.3の兵庫県南部地震をきっかけとして立法・施行された地震防災対策特別
措置法に基づき、文部科学省（当時は総理府）内に地震調査研究推進本部が設置されました。この地震調査研究推進
本部は「地震防災対策の強化、特に地震による被害を軽減に資する地震調査研究の推進」を目標とする、行政施策に
直結すべき地震に関する調査研究を一元的に推進する政府の機関です。この本部では総合的な地震の調査観測計画の
策定・実施がその果たすべき重要な役割として掲げられ、施策の１つとして強震計および高感度地震計を約20km の
間隔で配備する新たな地震観測網（基盤的地震観測網）の整備が全国的に行われることになりました。この基盤地震
観測網の整備計画では、気象庁、国立大学や他の政府系研究機関等による既存の微小地震観測のための地震観測点を
基盤的地震観測網に準じる観測点として位置付け、その設置場所を避けつつ日本全国を15-20km 程度の間隔で高感
度の地震計が配備されるように整備が進められました。
上記のように計画された基盤的地震観測網は、実際には文部科学省系（当時は科学技術庁）の研究機関である防災
科学技術研究所により整備されました。基盤的地震観測網のうち高感度地震計の観測施設（Hi-net）は、人間には感
じられないほど非常に小さな地震（マグニチュード１程度以上）による揺れまで観測することを目的としています。
そのため、ノイズの発生源からなるべく離れた場所で深さ100m 以上の観測井戸（ボアホール）を掘削して、その底
部に地震観測の計器が設置されています。
みなさんは、小さな地震を観測することは大きな地震と比べてそこまで重要でないと思われるかもしれません。で
すが、小さな地震は発生する頻度が大きな地震と比べて非常に高いため、日本の各地域での地震の活動度や地震の発
生様式を知るのに大変有効です。これまで私は北海道や西南日本下の地下構造の CT スキャン（地震波トモグラ
フィー）を行って調べる研究に取り組んできましたが、基盤（および準基盤）地震観測網のデータを活用して行って
きました（図１）
。このような研究においても、小さな地震の観測データが重要となってきます。私の行う地震波ト
モグラフィーの研究では、各観測点で収録した地震観測データのうち、初期微動（P 波）や主要動（S 波）が明瞭に
観測されたものを用いますが、
使用できる地震や観測点の個数が多いほどより正確な解析が行うことができます。
よっ
て、観測点の増加や小さな地震まで正確に観測ができることは、
より正確な解析ができることと直結します。
現在、北海道沖から房総沖までの海底には、防災科学技術研
究所による海底地震津波観測網（S-net）の整備が進んでいま
す。私もこの海域の新たな観測網と陸上の観測網によるデータ
を組み合わせて、新たな研究を行うことを計画しています。
参考 HP：http://www.hinet.bosai.go.jp/
http://www.bosai.go.jp/inline/
http://www.jishin.go.jp/about/
参考文献：Kita et al．
，J. Geophys． Res．
，117，B12301，
doi:10.1029/2012JB009356，2012.
地球惑星システム学専攻
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北海道下での地震波速度構造トモグラフィー解析の結果

卒業生・修了生へ贈る言葉

極当たり前の選択だったと思います。
いつの頃からか、論文数が多ければ優秀な研究者で、

卒業生・修了生の皆さんへ
理学部長・理学研究科長

楯

真

時流に乗っていて「分かりやすい」研究が良い研究と
いう風潮が席巻するようになり、研究者の独創性や個
性を専門家集団の中で厳しく評価することも少なく
なってきているように思います。研究者社会における、
ある種の「ポピュリズム」という人もいます。専門が
違えば門外漢は評価に自信がもてないので、分かりや
すい評価基準を頼りに判断することになる事情も理解
できますが、時間をかけて研究者の資質を見極めよう
とする研究者コミュニティ全体の余裕の欠如もこの状

一

理学部卒業生および理学研究科修
了生の皆さん、おめでとうございま
す。
この数年間、大学をとりまく状況
が、大きく変化してきています。皆
さんも新聞報道などを通して、国立
大学のあり方が変わろうとしていることを感じている
かもしれません。18歳人口が減少する一方で高齢者人
口が増加し、若い世代に経済的な負担が強いられる中
で、
所得の格差も拡がるなど社会の構造全体の歪みが、
国立大学の運営に対する見直しの要求につながってい

況を煽っているように思います。このような状況は、
真に独創的な若い才能をつぶしているのではないかと
危惧します。
国立大学運営体制の変化は、研究者でもある教員の
精神的・時間的余裕を奪い、上記のような浅薄な状況
を増長することになり、独創的才能をもった学生や若

ます。梶田先生、大隅先生をはじめとして、日本人研
究者のノーベル賞受賞がここ数年続いていますが、い

手研究者を育成するという大学が担うべき機能を大き
く損ねてしまうリスクを孕んでいることを私たちは肝

ずれの研究も30年ほど前に行われた研究に対する栄誉
であり、今の大学が置かれている状況とは明らかに
違った環境で行われた研究成果であることを考える
と、30年後にノーベル賞につながるような独創的な研
究が現在の国立大学で行われているかと悲観する研究

に銘じて、この状況に対処して行かなくてはならない
と思っています。
卒業生・修了生の皆さんも、それぞれに難しい状況
に遭遇することになると思いますが、理学部・理学研
究科で学んできた真理を掴むというマインドを堅持し

者も多くいます。
30年前、私自身が大学院生であった時代を思い返す
と、教員にも時間的に余裕があり、学会の「若手の会」

て、時勢に流されることなく何を本質として大切にす
べきかを明確に判断して、それぞれに与えられた個性
を生かして欲しいと思っています。皆さんのご活躍を

と称する合宿研究会では、世界的にも著名な研究者が
時間を忘れて議論や研究理念を語ってくれ、そのよう
な交流を通して心の底から研究を楽しむという雰囲気
がありました。若い日の印象は強烈で、そのような会
で先生方がおっしゃられていた「独創性がなければ研
究者としては根無し草だ」
「銅鉄主義（銅でやった研
究を鉄でやること。すなわち二番煎じの研究）や本邦
初演の研究（海外の後追い研究）は、成果は出易いが

期待しています。

禁じ手だ」などという「箴言」は、当時も今も私自身
の研究の方向を考える時に思い出されるものです。現
在のように、大学院生にも論文数を問うような世相と
は違って、独創的な視点をもった研究かどうかをベテ
ラン研究者がじっくりと評価し、良ければ督励してく
れるという雰囲気がありました。これは別な見方をす
れば、研究者の資質を見透かされるということでもあ
るので、論文を出しまくったところで能力のない者は
研究者として評価されないという厳しさと裏腹でし
た。研究者として生き残るためには、とにかく独創性
を磨かなくては他に活路がないというような緊張感が
ありました。30年ほど前には助教授として東大で研究
室運営を開始されていた大隅先生が、オートファジー
という誰も注目していないテーマを選んで独自の研究
を展開されたというのも、当時の雰囲気からすれば至
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ご卒業おめでとうございます
数学科長

田

丸

無限と無限和
博

士

数学専攻長

吉

野

正

史

数学科をご卒業される皆さん、お
めでとうございます。卒業にあたっ
て、入学前に思い描いていたことが
実現できた人、
そうでもなかった人、

卒業生・修了生の皆さんは、数学
をかなり深く学ばれました。苦労し
て学んだ数学ですが社会生活一般や
通常の業務をする時はさほど必要と

入学前は思ってもいなかったことを
やった人、
様々だと思います。さて、
このようなことを書くと、入学前の希望を実現できた
人の方が上位であるかのような印象を与えるかも知れ
ません。しかし、そうでもない、という話をしたいと
思います。
卒業研究というものがあります。そこで、ゼミに配
属される前からこういう研究がやりたいと思ってい
て、実際にそれが実現できたという学生は、
（少なく

しないように思えるかもしれませ
ん。でもそんなことはなく、その深
い理解は特技として皆さんの役に立つと思います。た
とえば、
「無限」を社会で取り扱うことは少ないでしょ
う。数学科で学んだことにより、皆さんは「無限」の
捉え方と論理的な取り扱い方を身につけています。無
限大と非常に大きい数はもちろん別物ですが、非常に
大きい数あるいは多くのデータを扱うときに、無限の
考え方と取り扱い方が役立ちます。それは数学を学ん

とも数学では）極めて少ないのではないでしょうか。
多くの人は、配属前は思ってもみなかった、または全
く聞いたこともなった、ということに卒業研究で取り
組んだのではないでしょうか。このことは、学部３年
生の時の事前準備が足りなかったことを意味しません

だ強みです。たとえば、項を無限に多く加える級数を
考えてみます。数学を学んだことのない人は、無限に
多く加えるということの先に、考えが進めなくなって
しまうかもしれません。しかし、数学を学んだおかげ
でそのようなことに煩わされないと思います。皆さん

（数学の研究は、学部生の時点では、普通は問題を理
解することすら簡単ではありません。フェルマーの大
定理みたいな例外はありますが）
。寧ろ逆に、思って

は級数の収束の概念を学ばれました。それは、無限個
の項の和と非常に多くの項の有限和をある意味で同じ
ような方法で扱えるようにする概念です。このことか

もみなかった内容の卒業研究に取り組むことができた
ということは、卒業研究を通して質的に成長したとい
うことだと思います。これは、
既にできていることを、
より速くより精度を上げる、という上達を目指した訓

ら、非常に多くの項を扱う時、通常の四則演算の規則
などが使えるようになります。これは無限を取り扱う
方法の一つの応用です。さて、勉強を進めると、有限
の和とはかなり異なる無限と無限和の不思議さを知る

練とは質的に異なるものです（例えば、大学受験の数
学で問題演習をいっぱいやるのは、上達を目指した訓
練。で、大学に入ると新しいことを勉強しなくてはな
らなくて、未知の概念がいっぱい出てくるので、戸惑
う人が続出する）
。
ということで、入学前に思い描いていたことが実現
できたという方は、それ自身は悪いことではありませ
んが、それ以外に何もやっていない場合には、注意が
必要です。実現できたことに関しては上達したかも知
れませんが、本質的な成長をしていない可能性があり
ます。自戒を込めて、気を付けましょう。

ことになります。たとえば、収束する交代級数の例を
考えます。これは、加える各項の正負が順に入れ替わ
りながらその和が収束するもので、1/n に順に -1を
かけて n について足していく級数などが例です。こ
の無限級数は、適当に各項を足す順序を変えて足すと、
そのような足し方をした級数は、元の級数を並べ替え
たものであるにもかかわらず、どんな値にもいくらで
も近づけることができます。このような現象を社会で
たとえるなら、拮抗する正反対の考えの勢力が競い合
うときは、物事の順序が大切で、それを無視しつづけ
るとどんな結論でも起こりうるというようなことで

皆さんは、これから就職あるいは進学をされて、多
くの方は40年くらい仕事をすることになると思いま
す。その際に、
どこかのタイミングで、
全く知らなかっ
たことや、やるとは思っていなかった役割を、やるべ
き時が来ます。適切な環境に居れば、来るものです。
是非、そのような機会を活かして下さい。その際に、

しょうか。このように物事を深く理解しとり扱うヒン
トを数学は与えてくれるでしょう。数学の思考法は直
観を深堀りして物事を扱える方法を皆さんに提供しま
す。これは皆さんの特技ですので、これを上手に生か
してクールな理論派の人材として今後のキャリアに生
かしてはどうでしょうか。皆さんのご活躍を期待して

未知のことに取り組んだ大学生活での経験や、新しい
概念を学んだ数学科での苦労が、何かの役に立てば、
非常に嬉しく思います。皆さんのご活躍をお祈りいた
します。

います。
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学士としての誇りと役割
物理科学科長

栗木

資本関係や、契約によって行われるものではない。あ
るのは信頼という紐帯のみである。逆に言えば、信頼
にたる人間以外に、暖簾を与えるわけにはいかない。
我々は学生諸君を信頼し、暖簾を与え、社会に送り出
すのである。また我々は、学生や卒業生諸君を含め、
社会から信頼され続ける存在であり続けなければなら
ない。そうしなければ、広島大学の暖簾などなんの価
値もなくなってしまう。

雅夫

物理科学科を卒業される諸君、卒
業おめでとう。諸君には広島大学か
ら学士の称号が授与される。大学進
学率は1960年あたりまでは10％程度
で推移し、2000年頃には50％を超え
ている。かつて学士はエリートの象
徴であったが、数の上からみてもわかるように現在は
それほどでもない。それでも私は卒業生諸君には、社
会のエリートであってほしいと思う。エリートである
ということは、偉ぶるということではない。エリート
とは、能力が高く、自らの指導的な役割を自覚した者
たちのことである。諸君は４年間にわたり、現代物理
学を理解し、卒業研究で新たな課題に取り組み、実験

本学を含む大学院への進学、公務員や民間企業への
就職など、進路はさまざまであろう。それぞれの新し
い場での活躍を期待している。諸君のこれからに幸が
あらんことを。

ご活躍を期待します
物理科学専攻長

や計算などに自ら取り組み、その結果を論理的に考察
し、結果を他人が理解できるように、文章としてまと
めあげた。この一連の取り組みは容易ならざることで
あり、まずそれを成し遂げたことに、誇りを持つべき
だ。

小

嶌

康

史

卒業・修了おめでとうございま
す。在学期間を振り返ってみての今
の感想はいかがでしょうか。

社会にはいろいろな課題が溢れている。人類にとっ
て、希望に溢れる未来を築くためには、それらの課題
に、社会として取り組み、ひとつひとつ克服する必要

私の修士修了時の頃を思い出す
と、ワープロや PC は無く、英語の
論文や手紙を作成するのに秘書さん

がある。現代社会の基本は個人主義である。個人が主
体的に考え、討議し、そして社会を運営していくので
ある。それは民主主義と呼ばれている。民主主義が機
能するためには、個人がしっかりした意見をもつこと

が高価なタイプライターを使われていました。それで
大学院生の論文は「手書き」でその複写を提出するの
が常でした。修士論文を書き始めるとずいぶん時間が
かかったことを覚えています。ある地点での論文作成
の速度とその後の到達目標の量から判断し、提出期限

が重要である。さもないと、たんなる全体主義、衆愚
主義へと容易に堕落しかねない。しかし、先入観にと
らわれないしっかりした意見をもつことは、言うほど
簡単ではない。そのためには、自ら調査し、あるいは
情報を照査し、それを分析し、論理的に考察すること
が求められる。そのような能力は一朝一夕では得られ
るはずもないが、そのいずれもがここで学んだこと、
すでに身についているはずの能力である。諸君は社会
の中で、しっかりした意見を持ち、課題を認識し、考
え、その解決のために努力をする、指導的役割を担う
ことができる能力を持っている。また、そうすべき存
在である。それが社会のエリートとしての学士の役割
である。
かつて、漢の高祖劉邦は、部下の韓信に向かい、
「お
前が成功すれば、それはお前の手柄だ。お前が失敗し
たら、それは俺の責任だ」と述べたと言われている。
この境地に達するのは容易ではない。この逆ならば、
まわりにいくらもいるが。エリートたれ、
というのは、
諸君に贈る言葉でもあり、我々の自戒の言葉でもあ
る。大学にとって学生は顧客では断じてない。学生を
送り出すことは、
いわば暖簾わけである。暖簾わけは、
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が迫ってくると「間に合わない」の赤ランプが頭の中
に点灯され、最後の数日は徹夜や数時間睡眠の連続で
なんとか期日までに仕上げることができました。これ
ほど寝ずに仕事をしたのは人生で後にも先にもありま
せん。課題の量ではそれを越すことがあったのに、詰
めて仕事をしなかったのは、何かの学習成果があった
のでしょう。
さて、その修論はブラックホールが形成時に発生す
る重力波の特徴を理論的に調べるものでした。複雑な
数式を手で計算し、最後には数値積分する必要があり
ました。大学の計算機センターの「当時の大型コン
ピュータ」で計算しました。その演算処理速度や記憶
容量などは今のゲーム機やスマホに使われているもの
の１兆から１億分の１以下の性能です。また制限も多
く、他学部の教員や院生と争うように使用しました。
今と比較すると劣悪な環境でその中で成果をあげるた
めに、物理内容、計算手法、プログラムや利用上の戦
略などあれこれと工夫をしました。今の資源を利用す
るなら、それらはほとんど無用なものとなっていま
す。知識は陳腐化するが、当時の努力は一生ものになっ

けると思いますが、みなさんは装置を操作してデータ
を取得する作業者あるいは計算機を操作して数値を出
力させる操作係となることを期待されているわけでは
ありません。オペレータとして流れ作業的に実験・解
析を行うのではなく、データに隠された原子・分子か

ているような気がします。
昨年、ブラックホールと重力波に大きな学問的進展
がありました。連星ブラックホールの合体時の重力波
が初めて検出されました。重大ニュースの記者会見の
前触れに、夜中（日本時間では2016年２月12日の早朝
（卒研の発表会の朝）
）に YouTube で見て大変興奮し
ました。これほど観測の精度を上げたのは、約30年間
千人を超す数多くの研究者の努力の賜物です。修論当
時、大型施設は机上での論争段階であり、理論予想に
比べ精度に大きな隔たりがあり、実験のことはわから
ないものにも大変さは理解できました。先に述べた状
況から納得と思いますが、理論も限られた内容でし
た。指導していただいた教員には未来が見えていたの

らのメッセージを、化学科で習得したサイエンスの言
葉で正しく翻訳する努力を続けてください。時間やエ
ネルギーを効率よく使うことは大事なことですが、新
しい発想やアイデアが必ずしも高い効率の環境から生
まれるわけとは限りません。ある職人の名言に「岐路
に立ってどちらに進むか迷ったときは手間がかかる方
を選択した方が多くのことが身に付く」という言葉が
あります。新規性や独創性は天性のものではなく、手
間と時間をかけて自分を磨いた結果として生まれるも
のですので、他者による評価に振り回されることなく
自分自身のポリシーに従って精進することが大切で
す。ときには体に負担をかける必要がある場面もある
と思いますが、心身共に健康であることは活動の基本

でしょうが、学会や教室での発表は冷ややかなもので
した。それが、今観測されるようになったのです。
これが修論提出後の約35年の歴史です。皆さんの
30-40年後に皆さんの何がその後に活きたかを聞きた
いものです。ご活躍をお祈りします。

条件ですから、体調に留意して毎日元気にすごしてく
ださい。理学部化学科卒業生の今後の活躍を祈念します。

理学部化学科卒業生のみなさんへ
化学科長

山

﨑

勝

積極性とチャレンジ精神を常に持って

義

化学科卒業生のみなさん、ご卒業
おめでとうございます。大学の化学

化学専攻長

の課程をすべて終えた今、化学に対
する印象は入学時とは異なっている
でしょうか。高校生の多くが化学は
暗記科目であると考えているという
話を耳にします。暗記科目であると思わせてしまう一

江

幡

孝

之

化学専攻を修了される皆さん、専
攻長として心よりお祝い申し上げま
す。４年間の学部を終え、さらに２
年間あるいは５年間の研究生活を十
分満喫したでしょうか。あるいは、
終わってみると短い期間だったで
しょうか。振り返ってみて自分の研究生活は、どうだっ
たでしょうか。運よく最初から研究がスムースに進み
十分満足できる研究成果を得た人や、いろいろ苦労を
してようやく最後に成果を出せた人もいると思いま
す。成功失敗体験には様々な因子（運不運、見落とし
等）が含まれています。でも、どれも皆さんのこれか
らの肥やしになることは、間違いありません。

因が入試問題自体にあることは否定できませんが、暗
記という行為は、背景にある理由や根拠への関心を失
わせる危険性があります。化学科での研究や学習を通
じて、根拠や論理展開を軽んじるとサイエンスが成り
立たないことを身に染みて理解できたと思いますの
で、今後、いかなる場面でも結果よりも経過を重視す
る意識をもって活動してください。また、基礎化学を
学んだみなさんは、サイエンスの原動力は競争ではな
く、理解や解明に向けた個人の衝動であるということ
を認識したと思います。2016年ノーベル生理学・医学
賞を受賞された大隅良典さんが「私は競争があまり好
きではなく、
人がよってたかってやっていることより、
人がやっていないことをやる方が楽しい」と述べてお
られます。他者との比較や相対評価を意識して行動す
るのではなく、自分自身を自分自身の基準で評価しつ
つ自分が目指す方向にレベルアップしていくことが新
しい発想や独創性を生み出す原動力になると思いま
す。卒業生の多くは、今後、大学院や企業で研究を続
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そこで私から、博士前期課程から後期課程に進学す
る人や、社会（企業）に船出する皆さんへ「チャレン
ジせよ」を、贈る言葉としたいと思います。チャレン
ジ＝苦労です。
「苦労は買ってもせよ」です。これか
ら皆さんには、成功・失敗体験の機会がどんどん増え
てくること思います。でも、数少ないセレンディピ
ティーは、チャレンジする人にしか訪れてくれませ
ん。同じ研究や仕事を長く続けていくと先が見えてき
ます。そのような状況では、研究の新鮮さが無くなり
感性や頭脳も鈍って、新しい現象が出たとしても見落

卒業生の皆さんへ

としがちになるでしょう。自然興味が無くなり、新し
い発見も生まれて来ません。一方、新しいことにチャ
レンジしていると全てが新鮮なので、自然感性や頭脳
が研ぎすまされ、新しい発見や新分野の開拓に繋がり

生物科学科長

草

場

信

生物科学科の卒業生の皆さん、お
めでとうございます。学科教職員を
代表し、心からお祝いを申し上げま
す。皆さんは、今、ひとつの区切り

ます。もちろん、チャレンジする前に十分な計画を練
り将来の展望をじっくり考えることも、大事です。博
士前期から後期課程に進む人にとっては、いまが自分
の研究テーマをあらためて考えてみるいい時期かもし
れません。別に研究を変える必要はありません。現在
のテーマをもっと良くするにはどのようにしたらいい
か考えればいいと思います。指導教員の言われるまま
研究を進めるより、自分の考えも取り込んで一歩上の
段階に進むようにチャレンジしてください。一方、社

を終え、人生の新たなステージに進
もうとしています。これまでの４年
間を振り返って、自分が成長したという実感を持つこ
とが出来たでしょうか。生物学を専門として行こうと
いう方も、そうでない方も、生物科学科で学んだ知識
あるいは考え方を今後に活かして行って欲しいと思い
ます。
皆さんはメンデルがエンドウを用いて「遺伝の法則」
を発見したことは良く知っていると思います。しかし、

会にでる人は、就職１年目は社会人初心者なので、先
輩や上司の意見を聞かなくてはならないでしょう。し
かしながら、担当している事業に何か新機軸を出して
チャレンジする気概をもって仕事をしてください。そ
のほうが、楽しくまたやりがいも持って仕事ができる

彼の功績はその先進性ゆえに当時の科学者には全く理
解されませんでした。また、彼はその後、ヒエラシウ
ムというキク科の植物を用いてもう１編、遺伝学の論
文を書いていますが、不運なことにヒエラシウムはア
ポミクシス（無配偶生殖）を行う植物であったため、

でしょう。一方、チャレンジを実現させるには、自分
の考えを持って相手と意見を交わし、お互いに理解し
合うことが必要です。これが職場で問われるコミュニ
ケーション力です。大学を含め企業は生き残りをかけ
て global になることが要求されています。海外の人々
と仕事や取引を円滑に行うためには、皆さんには言語
も含めたコミュニケーション力が必要とされます。
「人

エンドウでの実験を再現することは出来ませんでし
た。そんなことから彼は失意のまま生涯を閉じたのだ
と思われがちですが、メンデルの人生にはもうひとつ

と人」の関係改善を積極的に進め、相手の文化を尊重
しつつ自分そして日本人としての意見をしっかり伝え
ることのできる人間にぜひ成長してください。世界に
おける日本の立場は、確実に変わろうとしています。

のストーリーがありました。目が悪くなったため交配
実験をすることができなくなった彼は、気象学の研究
を行い、遺伝学の論文より多い９編の論文を書いてい
ます。彼は科学者であり続けたのです。また、神父で

それをよい方向に持っていくのが若い皆さんの力で
す。広島大学を卒業する皆さんが、その役割の一部を
担えるよう期待しています。

あった彼は最終的には修道院長まで務めました。この
役職は地域の振興にも重要な役目を果たす多忙な職で
もあり、実際、メンデルは銀行の頭取なども務めてい
ます。研究に多くの時間を割くことは難しくなりまし
たが、社会においても大いに活躍をしたのです。
人生は選択の連続だと言います。どのようなタイミ
ングでどのような選択をするかが人生において重要で
あるというのは事実でしょう。しかし、選択した後に
そこで何をするのか、どう実現していくかが人生の価
値を生むのではないでしょうか。思い通りの選択が出
来ることは必ずしも多くないのかも知れません。メン
デルも人生において様々な選択をした、あるいは選択
をせざるを得なかったのだと思われますが、そのよう
な状況の中で何をするべきかを考えたに違いありませ
ん。
皆さんは卒業後の進路を決める中で人生のひとつの
節目となる選択をしました。次はそこでどう自分を咲
かすことができるのかを考え、行動する時です。私は、
面白いことはどこにでも落ちている、あるいはどこで
も探すことが出来ると思います。皆さんの今後の活躍
を期待しています。
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生物科学専攻を修了する皆さんへ
生物科学専攻長

山

口

“ちくわ”を卒業・修了される皆さんへ

富美夫

地球惑星システム学科長・
地球惑星システム学専攻長

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
職員一同、こころよりお祝い申し上
げます。

片

山

郁

夫

地球惑星システム学科および地球
惑星システム学専攻（略して“ちく
わ”）を卒業・修了されるみなさん、
おめでとうございます。ちくわ教職
員一同、
心よりお祝い申し上げます。

大学院での研究生活はいかがでし
たか？ 思いっきり生物学と向き合
えたでしょうか？ 研究室での実験、フィールドでの
調査、セミナーでの議論など今後の社会生活ではなか
なか味わえないような濃い時間を過ごせたことと思い
ます。４月から社会に出る人、とくに生物学とは直接
関わりのない企業に就職する人にとっては、期待とと
もに不安を感じることもあるでしょう。また、今まで
学んだ基礎生物学が何の役に立つのか見当もつかない

みなさんの大学生活はどうでした
でしょうか？いろいろな問題やアクシデントに見舞わ
れ、思うようにいかなかったという方もいるかもしれ
ませんし、思ったより順調で将来の道が開けたなんて
豪語する方もいるかもしれません。ここで改めて地球
惑星システム学とは何かを説明する必要はないと思い
ますが、みなさんが学んだことは地球や惑星を対象と
していたため、正解はあってないようなものだという
ことだけはよく理解されたことでしょう。地球がどう
やってできて、生命がなぜ誕生したかなど、まだよく
分かっていないことだらけなのです。しかし、地球が
ここにあって、そこに生命が宿っていることは事実で
すから、もちろんそのプロセスには必然性があったは

ことでしょう。しかし、皆さんは生物学の基礎知識を
得たばかりでなく、実験や野外調査の計画を立て、そ
れを実行し、仲間たちと議論し、結果をまとめ上げま
した。そのプロセス自体が、皆さんの今後の生活に少
なからず寄与することと確信しています。実社会では
学生生活とは違った様々な困難が待ち受けていること
と思います。そんな時、学生時代の経験を思い出して
ください。実験がうまくいかなかったとき、自ら原因

ずです。それを一つ一つ紐解いていくことに取り組ん
だこと、結果がでなかったとしても、自分の好奇心に
突き進んだこと、すぐには役に立たなくとも，これか

を考え、先生や仲間たちと話し合ったことと思いま
す。仲間とのコミュニケーションを大切にし、失敗を
成長の元にして、頑張ってください。
４月から博士課程後期に進学する皆さん、あるいは

らの人生の糧になることと思います。
思い返せば、進級論文でやぶと闘い前に進むことさ
え難しく、しかし露頭（岩石が露出しているところ）
があれば進まざるを得なく、ハンマーを片手に必死で

研究機関に就職する皆さんにとっては、またしばらく
研究生活が続きます。最近は短期間で成果を上げるよ
うな研究スタイルが求められる傾向がありますが、成
果をあせらず、地に足のついた研究をしていただきた
いと思います。2016年にオートファジーの仕組みの解
明でノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅良典先
生は、基礎科学の重要性を何度も強調し、
「人がやら
ないことをやる」
がモットーでした。
オートファージー
の研究は大隅先生が28年前から継続しているもので
す。研究費の問題があるので、研究テーマを決めるの
も難しくなってきましたが、オリジナルな研究を目指

前に進んだ経験。海外から研究者が来たから、急に英
語で発表しろといわれ、しどろもどろで大恥をかいた
経験。指導教員の先生から無理難題を押しつけられ、
夢にまで先生の顔が浮かんで、はっと目覚めた経験。
誰もができる経験ではありません。いろいろな経験を
したこと、今は思い出したくないことがあっても、い
つか笑ってその頃のことを懐かしむ時が来ることで
しょう。

してください。
最後に、皆さんにお願いがあります。社会に出ると
ついつい生物科学専攻や研究室との連絡が途絶えがち
になります。私たちは、皆さんが広島大学を離れても
情報を交換し合い、絆を保ちたいと願っています。生
物科学科・専攻には生物科学同窓会がありますので、
是非入会手続きをお願いします。皆さんの今後の活躍
を心からお祈り申し上げます。

ここ最近、世の中ではものごとが忙しく進んでいま
すが、地球の46億年あるいは宇宙の138億年の歴史の
中では、ほんの一瞬の出来事です。みなさんはこれか
ら社会に出て、周りに流されたり惑わされたりするこ
とが多々あるかもしれませんが、その時には“ちくわ”
で学んだことを思い出して一歩立ち止まってみてくだ
さい。そして、数日ではなく数年から数万年の長期的
な視点や、対象となる地域だけでなく地球や惑星のス
ケールでものごとを捉え、これからのグローバル社会
のなかでみなさんが活躍することを楽しみにしていま
す。
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修了生の皆さんへ
数理分子生命理学専攻長

坂

本

場やアカデミアは外部からの厳しい批判と予算削減に
直面し、今なお変革の只中にあります。法人化に伴う

敦

試錬は研究環境やアカデミアの在り方のみならず、研
究者としての個々の生き方にまで大きく影響し、残念
ながらそのしわ寄せは若手研究者の待遇などにも及ん
でいます。また、改革と連動してアカデミアに導入さ
れた苛烈な競争原理が、度重なる研究不正等の歪みを
生む誘因になっているとも考えられます。アカデミア
を巡る環境はこのように厳しい状況にあり、それが即
座に好転することはほとんど望むべくもありません。

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。
また、修了生を支えてこられたご家
族・関係者の方々に心からお慶びを
申し上げます。諸君の多くはこの門
出の日をある種の達成感や充実感を
持って迎えられていることと思います。なかには、内
心忸怩たる思いを抱いている向きもあるかもしれませ
んが、その思いに至った経緯を貴重な体験として前向
きに捉え直すことで、それはやがて形を変えて身につ
き必ずや自身の将来に活かすことができるはずです。
若い皆さんにとって、修了という節目は次なるステッ
プの出発点と見据えてこそ意義があります。社会人と

しかし、皆さんはこれから研究者としておそらく最も
創造力が漲り、独自の発想を源泉に研究を展開するこ
とができる充実した時期を迎えることになります。今
後、常に向き合うことになる学究的批評に耐えつつも
それに答え、継続して学問に真摯に対峙して行かれん
ことを願い、“人を相手に学者になるのは易いが学問
を相手に学者になるのは大変な事です”
、本学の一先
達の研究姿勢に重ね合わせて表現されたと謂われるこ
の孤高の言葉を贈りたいと思います。
最後に当り前であるが故に忘れられがちなこととし
て、皆さんが今日の日を迎えることができたのは、ご
家族や関係者の方々の支えと理解があってこそである
ことを肝に深く銘じてください。それぞれの新たなる

しての旅立ちを目前に控えた者は未知なる世界に決意
を新たにし、引き続き学舎に留まる者はさらなる学問
的研鑽に余念なく、それぞれ自ら定めた途に邁進され
ることを願います。
修士課程を修了される皆さんの多くはこれから民間
企業などで研究や開発に携わることになり、最前線か
らの要請に適う即戦力として期待されていることと思
います。そこではおそらく大学院のように個人が独自

挑戦が実りある成果を結ぶよう祈念します。

の学究テーマにじっくり時間をかけて相対するという
ことはなく、お互いが異なる価値観や判断基準をもっ
たチームの一員として、目の前の具体的な課題にス
ピード感を持って取り組むことが要求されるでしょ
う。したがって、皆さんはこれまで培ってきた専門性
を生涯にわたる武器として抜かりなく錬磨すると同時
に、置かれた環境に応じて新たに必要となってきた知
識や技能をその都度習得していかなくてはなりませ
ん。学際的な異分野融合を推進する本専攻では、大学
院生同士で異分野交流を促進するためのカリキュラム
を積極的に実施してきました。学部教育で“一つの専
門”を修得された皆さんは、大学院で自身の専門性を
高めつつ、講義やセミナーを通じて理解困難な“もう
一つの専門”や融合研究の最先端を学び、合宿におけ
る数理 - 生命ジョイントプログラムなどの実践的活動
にも果敢に取り組んできました。悪戦苦闘したであろ
うこれらの修学経験は血肉となり、今後ますます多様
化・高度化・複雑化する社会に対応するための地力と
して皆さんの活動を支え、さらにその幅を拡げるため
に役立つものと確信しています。
当専攻に限らず、学位を修得された皆さんのなかに
は職業研究者となり、アカデミアにおいて探究の途を
切り拓いていくことを志した修了生もいます。学生の
間は肌で感じる機会は少なかったかも知れませんが、
法人化が実施されたこの10年余の間に、大学の研究現
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卒業生・修了生からのメッセージ
大学での４年間
数学科

長

鋪

美

香

ただ、目の前にあることに全力で取り組む。私の大
学での４年間はその繰り返しでした。大きな不安や緊
張と少しばかりの期待を胸に、親元を離れての一人暮
らしや大学に通い始めた日々のことを懐かしく感じま
す。その中で、これまで当たり前だったことが当たり
前ではなくなったとき、初めてその有難さに気づいた
ことは、今でもよく覚えています。
学部では、
専門科目である数学についてはもちろん、
他にも様々なことについて学ぶことができたと思いま
す。特に意識が変わったのは自ら学ぶということで
す。大学の授業を受けて最初に感じたことは、その難
しさと自分から学ぶ意思がないと何も学べないという

最後の定期演奏会（中段右から１番目が筆者）

将来につながる大学生活を
末

松

知

夏

ことでした。１年生のときはそれをわかっていてもな

物理科学科

かなか行動に移せず、もどかしい日々が続いていまし
た。このままではいけないという思いから先生方や友
人、先輩方に授業でわからないことを質問したり数学
の話をすることで悩みが解消したり、発見があったり
とだんだん学ぶことが楽しくなっていきました。時に

大学で達成したいことを明確に。これが在学生、新
入生へのメッセージです。
私は、小学生の時から自分の最小構成要素は何かに
ついて疑問に思っていました。高校に入って、それは
素粒子であることを知り、大学で物理を学ぶことを決
めました。
私が大学に入った理由はただそれだけです。

は進路相談に乗ってくださる方もいました。本当にい
い環境で学ぶことができたと思います。
サークル活動でも貴重な経験をさせていただきまし

私が大学で得たことは、主に次の３つです。物理の
大学レベルの専門知識、語学力、そして生きていく力
です。私は物理学を学ぶために大学に入ったので、勉
強は人一倍しました。朝、８時半に図書館に荷物を置
いた後、授業に行き、授業から図書館に戻って22時ま

た。私はギタークラブというサークルでクラシックギ
ターを弾いていました。１年生の時は自分のことに一
生懸命で周りのことなど全く気にしていませんでし
た。しかし、学年が上がるにつれて自分の演奏だけで

で毎日勉強しました。また、座学だけでなく Hi- サイ
エンティストプログラムを受講し、実際に自分の学ん
だことを英語でポスター発表したり、他大学の研究室
にリサーチインターンシップに行きました。また、旅
行が好きだったので留学にも興味をもって参加しまし
た。留学先で全く異なる文化の人々と接することで語
学力以上にコミュニケーション力の必要性を感じ、帰
国後は大学内の国際交流イベントに参加したり、留学
生と専門の授業を受けて議論したりしました。そして、
大学に入るまでは料理、洗濯など一度もしたことがあ

なく後輩の指導や演奏会の運営にあたっての自分の仕
事をこなすなど、視野を広くして行動することが大変
でした。サークル全体での問題があったときに、より
良い方向へもっていったりモチベーションを上げたり
することは思ったより大変で、知識や経験不足を痛感
しました。この経験や失敗から学んだことを今度に活
かしていきたいと思います。
この４年間で、自分とは全く異なった考えや感性を
持つ人たちに出会いました。その度に私がまったく知
らない世界があることやこれまで気づかなかったこと
に気づかされてきました。本当にいい刺激になったと
感じています。私は春から大学院に進学します。より
充実したものになるよう励んでいきたいと思います。
そして、私が大学生活を送るうえで様々な方々に支え
ていただきました。
色んな場面を共有できたからこそ、
ここまで来ることができたのだと思います。本当にあ
りがとうございました。
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りませんでしたが、大学生になって一人暮らしまし
た。今では、朝の一時間で洗濯、掃除、その日の三食
分の料理をします。また、困ったことがあると、それ
が真夜中であっても親身に助けてくれる友達もできま
した。これらの大学生活で得たことは一生の宝だと思
います。大学の教職員の方々、同級生の友達や先輩後
輩、そして家族のおかげで素晴らしい大学生活を送る
ことができ非常に感謝しています。
しかし、非常に後悔していることがあります。目標

を作らなかったことです。私は、学びたいという意思
のみで大学に来ました。そして意欲関心から多くのこ
とを学びました。将来どんなことをしたいか、どのよ
うに自分が活躍できるかについてはあまり考えません

うにすることです。サークル長という役職を担ったこ
とで私は今まで経験してこなかった「自分が知らない
人達と接する」という機会を得て、一つ成長できたと
思います。

でした。折角大学生活で多くのことを得てもこれから
に繋げられなければ、卒業後は単なる思い出になって
しまいます。
今から多くのことを得る学生の皆さんには、将来ど
のようなことをしたいかを見据えたうえで大学で達成
したいことを明確にしてほしいと思います。私は、ま
だ大学院で２年間学ぶので、そこでは受動的に経験を
得ていくのではなく、積極的に学んでいこうと思いま
す。そして、大学生活で得たことを生かして社会に貢

自分がこの４年間で一番頑張ったことは４年生に
入ってからの研究生活です。今までは、先生から学び、
実験では決められたことをするだけでした。しかし、
研究室ではこれまでとは違い、自ら進んで学び、そし
て自分で考えて行動をしなければいけません。この一
年間は本当に大変でしたがその状況が私を大きく成長
させてくれました。
もちろん、いいことばかりではありませんでした。
サークルや研究生活の中で多くの失敗をして、多くの

献できるよう努力します。

後悔を残しました。失敗をしたときは「何故、こうし
なかったのか」と思うことがありましたが、それも今
となってはいい経験だったのかなと思います。みなさ
んに伝えたいこととしましては、他の時期もそうです
が大学生の間でなければ経験できないことが多くあり
ます。なんでもかんでもというわけにはいきませんが
多くのことを経験してみてください。それは必ず自分
たちの成長の糧になります。
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先生方、先輩後輩、友人、
そして家族、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。

先端融合夏季集中講義にてロシアの大学の学生と先端機
能物質研究センターの見学（筆者は左から２番目）

４年間の大学生活を振り返って
化学科

竹

内

将

太

大学生４年間を振り返って思ったことは、４年間は
長いようであっという間だったなということです。反
応有機化学研究室での研究生活や大道芸サークル等、
大学生活では初めて体験することばかりで、いろいろ
なことを学べた気がします。この大学生活での体験を
通じて私は成長できたと思います。
私は４年間自宅から通っていました。片道１時間30
分もある道のりを大学がある日は通っていました。最
初は大変でしんどい思いをしていましたが次第になれ
ていきました。
４年間自宅から通ったといいましたが、
それができたのは家族の支えがあったからこそだと
思っています。家族には本当に感謝しかありません。
大学２年生のとき、私は大道芸サークルのサークル
長を務めました。サークル長の役割は主に依頼主と依
頼内容について話し合い、行事を円滑に進められるよ
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研究室旅行にて（筆者 : 最後列の右から２番目）

わたしの大学４年間
生物科学科

河

合

美

於

４年間の大学生活を振り返ると確かにあっという間
ではあったのですが、そのひとつひとつは周りのみん
なのおかげでとても密度の濃い時間を過ごさせても
らったように思います。
浪人生活を１年経た後、わたしはこの広島大学理学
部生物科学科へとやってきました。入学当初は初めて
の一人暮らし、見知らぬ土地、周りのみんなより１年
分お姉さんでもみんなと仲良くできるのか…など、さ
まざまな期待と不安で入り混じっていました。しかし
入学してすぐ行われる新入生歓迎会、学部・学科のオ
リエンテーションキャンプに、BBQ、ソフトボール
大会、バレーボール大会…、とそんなことに思い悩む
暇もないくらい日々慌ただしく過ごしているうちに、
いつの間にか一人暮らしにも西条という土地にも慣
れ、そして何より気づいたらたくさんの友達ができて
いました。
わたしはこの４年間を通して、色々な行事の運営に
携わらせてもらったり、アルバイト先では部署のチー

学科内ソフトボール大会優勝時の写真
（最前列右端が筆者）

広島大学での４年間
地球惑星システム学科

水

渓

由

希

私が地球や宇宙に興味を持ったのは小学生の頃でし
た。祖父のくれた図鑑や雑誌を見て、太古の地球に生
息していたとても奇妙な生物、地球や宇宙がどうやっ
て誕生したのか、ブラックホールの中心はどうなって
いるのか、などに強く関心や疑問を持ちました。残念
ながら、私は物理が非常に苦手だったので、ブラック

フを任せてもらったりと、とても貴重な経験をさせて
いただきました。その中で今自分にできていることは
何か、逆にできていないことは何か、人をまとめるた
めに・後輩にきちんと受け継がしてあげるためにすべ
きことは何かなど、たくさんのこと考える機会を与え
ていただき、そして学ばせてもらいました。もちろん
まだまだ至っていないところはたくさんありますが、
人との関わりを通して、この４年間で格段に“ひとと
して”成長させてもらえたなと感じています。
そしてこの場をお借りして、わたしにはどうしても
感謝を伝えたい人たちがいます。それはこのように一
人暮らしをさせてくれ大学に通わせてくれた両親や、
日々温かく見守り支えながらも指導してくださった先
生方や先輩方、なにかと話しかけにきてくれた可愛い
後輩たちへはもちろんです。ですがわたしが特にこの
４年間において一番感謝を伝えたいのは、やっぱりい
つもそばにいてくれて、困ったときにはすぐに手を差
し伸べ助けてくれた同じ学年学科の仲間たちです。み
んなのおかげでこの４年間、楽しくておもしろくて、
とにかく濃くてしかたない時間と思い出でいっぱいに
過ごせました。今まで色んなところで助けてくれて、
協力してくれて、楽しい時間をたくさんくれて本当に
ありがとう。最後にこれだけ言わせてください。わた
しはこの学年で、生物科学科で、このメンバーで本当
に良かった！
改めまして４年間わたしを支えてくださったすべて
の方々に感謝申し上げさせていただきます。本当にあ
りがとうございました。
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ホール方面は諦め、一年間浪人した後広島大学の地球
惑星システム学科に入学しました。
この４年間、私は勉強だけでなく、友達と旅行に行っ
たり、サークルに参加したり、バイトをしたりと、大
学生らしい学生生活を過ごしたと今になって思いま
す。その中でも、１年時の短期留学と３年時の地質調
査・進級論文の作成の２つが強く印象に残っていま
す。まず短期留学では、１年生の春休みに START
プログラムという広島大学に費用の一部を補助してい
ただけるプログラムに参加して、ニュージーランドに
17日間ホームステイし、協定大学のオークランド大学
に通いました。このプログラムでは、英語能力はもち
ろん、積極性が自分の課題であると痛感しました。今
でも積極性は自分に足りていないと感じるのでこれか
らも心掛けていきたいと思っています。また、このプ
ログラムで出会い、同じ経験をした仲間とは今でも交
流があります。
２つ目の３年時の地質調査と進級論文の作成は、地
球惑星システム学科に入学したら必ず通る道です。こ
れは、ある地域の地質調査を６～７人の班で春と夏に
一週間ずつ行い、その結果を論文にまとめるというも
ので、地質調査では山を何回も上り下りしながら藪を
かき分け、露頭を探してハンマーで叩き、さらに調査
が終わった後は論文作成のために地質図の作成・考察
を班で夜を徹して書き上げました。私は、最初はあま
り地質調査には興味がなく、授業でも苦手な分野だっ

たため、辛いと思うときもありましたが、野外で観察
したものから成り立ちなどを考察していくこと、仲間
と協力して結論を導き出すことが徐々に面白くなり、
同時にそれらの難しさや大切さに気付けた貴重な経験

究室配属が大きなきっかけで現在は博士課程後期への
進学を考えています。数学科では４年生から研究室に
配属され、より専門分野を学んでいくことになりま
す。はじめは専門内容を理解することはなかなか出来

になったと思います。この先、この経験が様々な場面
で役に立つことを願っています。
この大学４年間はやり残したことも多々あります
が、周りの方々に支えられ、充実した生活を送ること
ができたと思います。これから私は他大学の大学院に
進学しますが、広島大学で学んだことをしっかりと心
にとめて頑張っていきます。
最後になりますが、ご指導くださいました先生方、
先輩方、苦楽を共にした友人、離れていても支えてく

ずにいる中で戸惑いもありました。しかし、これまで
の講義型の授業とは違い、自分で勉強したことを少人
数の前で発表するというゼミ方式が主となります。ゼ
ミでは先生方の熱心な指導をこれまでより一層受けら
れるので、自分の理解をさらに深めることができま
す。私はこのゼミを行うなかで、勉強に対する面白味
と同時にもっと勉強してみたいと感じるようになりま
した。４年生までは勉強することが主でしたが、大学
院に進学してからは研究が主となりました。研究結果

れた家族、大学で出会ったすべての方々に心より感謝
を申し上げます。ありがとうございました。

がでると様々な研究集会で発表を行い貴重な経験をす
ることができました。２年の夏には千葉で若手研究者
のセミナーに３泊４日参加し、自分の知識の浅さを実
感するとともに研究に対して大きく刺激を受けました。
また、私が所属する研究室では勉強以外でも、カー
プ観戦しながらのバーベキュー、キャンプ、ソフトボー
ル、フットサルなど研究室に関わる人皆が参加する行
事が行われます。私はスポーツが好きなので毎回楽し
みにしており、特に去年のキャンプは丁度カープの
セ・リーグ優勝が決まる日に行われ、研究室のメン
バー全員でテレビ観戦したことはとても思い出深い出
来事です。このような研究室の恵まれた環境や先生方
の熱心な指導を受けられることからも私はもっと研究
を続けたいと思い博士課程後期への進学を考えています。
最後になりましたが、６年間の学生生活を支えてく
れた両親や親族、熱心に温かく指導して下さった先生
方、多くの時間を共有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。そしてこれから
もよろしくお願いします。

ニュージーランドのブラックサンドビーチにて
（右から２番目が筆者）

これまでの学生生活
数学専攻

小

田

凌

也

アルバイトやサークルなど様々な経験をしながら６
年間の学生生活はもう少しで終わろうとしており、特
にこの２年間はあっという間に過ぎたように思いま
す。これまで出会った人々、親友と呼べる人々との思
い出は数えきれないほどの宝物になりました。その学
生生活の中でも私の進路に大きく関わることとなる勉
学について振り返りたいと思います。
私は数学をもっと学んでみたい、教師になりたいと

フェニックスソフトボール大会

いう思いから数学科に入学しましたが、４年生での研
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長くも一瞬だった大学生活
物理科学専攻

信

廣

この６年間で学んだこと
晃

秀

化学専攻

下

山

大

輔

私は身の回りで起きる物理現象の仕組みや成り立ち
などに興味があり、中でも宇宙や粒子といった未発見
が多い様な研究をしてみたいなぁ、と考えてこの広島
大学へやってきました。小学生の卒業式などで、入学

時が経つのは非常に早くあっという間に６年間が過
ぎました。振り返ると様々なことがありましたが、最
も重要なこととして“人とつながることの大切さ”を
学びました。

式が昨日のことに思い出せますと大人が言われている
のを聞いて、そんなことはないと思っていましたが、
博士課程前期も含めて６年間という期間は本当にあっ
という間でした。自分の意志とは裏腹に大人になって
いってるのだと思いました。
さて、短い６年間を振り返ってみますとサークル、
研究、バイトと、心身ともに充実した学生生活を送れ
たのではないかと思います。ここでは特に、色々あっ
たサークルと、多くのことを学んでいる研究について

私は北海道出身で広島とは縁もゆかりもなく、まさ
かこの地に住むことになるとは想像もしていませんで
した。入学当初は慣れない環境の中、必死に難しい大
学の勉強についていこうとしていました。誰かに助け
を求めることもできず、勉強に行き詰ると、そのまま
放置してしまうことがよくありました。ですが、学年
が進んで行く中で広島の土地にも徐々に慣れることが
でき、共に遊び、共に学ぶ友人に出会うことができま
した。それからというもの、わからないことは友人た

書こうと思います。
先ずサークルについては、高校から続けているバ
レーボールを大学でも続ける事にし、学部３年生の時
にはキャプテンをやらせて頂きました。個性の強い同
級生や我儘な後輩、自由人な先輩たちをまとめること

ちと意見交換することで、中途半端にしないような勉
強の仕方ができるようになっていきました。
研究室配属後は知識だけではなく実験のテクニック
やプレゼンテーション能力が必要になりました。研究
室内でも人と意見交換することを心がけ、困ったこと

は何かと大変でしたが、試合に勝って喜んだり、厳し
い練習に面倒くさくなったりと、全てが自分の大学生
活を色鮮やかなものにしてくれる良き思い出となりま

があると先生や先輩に相談することで、スムーズに研
究室生活に慣れることができました。また、学会に参
加した際も他研究室の発表も積極的に拝聴し、意見交

した。また、「強き精神は強き肉体に宿る」という面
白い言葉がどこかにありますが、研究や勉学に励むた
めに強き体を作るための良き鍛錬ともなりました。
次に研究について、専門知識はもちろんですが精神

換をすることで研究の発展につながり、また自分の研
究の立ち位置を把握することができました。実際に自
分の研究室の先生方を見ていても多くの人脈を世界各
国に持っており、共同研究など研究に直接つながるこ

的にとても成長した期間だったと思います。自分が発
表する際など、優しくも出る杭すべて打ち込むような
厳しい助言を先生方から毎回頂き、落ち込むもことも
ありましたが、肉体へ強き精神を宿すための良き刺激
となりました。大抵のことには動じなくなってきた気
がします。
最後になりましたが、
大学へ通わせてくれた両親と、
面倒くさい性格をしている自分に付き合ってくれた友
人、先輩、後輩、お世話になった方々へ感謝を。あり
がとうございました。

とを間近で感じています。これは研究者になるために
は非常に重要なことだと考えています。
周りのみんなが卒業し就職していく中、私は将来日
本を支えていく研究者になりたいと考えたので、広島
大学大学院の博士課程後期へ進学することを決断しま
した。あと３年間この地で研究に励むうえで、学会な
どで出会った他大学の人だけではなくこの広島大学で
出会った友人や先生方との人脈も大切にしていきたい
と思います。

サークルの集合写真（左から１番目が著者）

学会にて（右から１番目が筆者）
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一番熱中したこと
生物科学専攻

坂

井

綾

子

「坂井さんは何博士になるのかなあ」とは、小学校
の担任の先生から私への言葉だ。タイムカプセルの中
には、そんな言葉が書かれた先生からの手紙と昔の私
からの手紙が入っていた。タイムカプセルの前に集
まった先生や友人曰く、私はひとつのことにすごく夢
中になる性格だったらしい。夢中で自分の好きなもの
について調べ上げていた私を見て冒頭の言葉を送って
くださったようだ。
この性格はなかなか変わらないようで、大学の同級
生にも研究室の先生にもひとつのことに熱中するねと
同じことを言われたほどである。そんな私が大学生活
の中で最も夢中になったことといえば、間違いなく研
究だ。だが正直に言うと研究室配属当初、そこまで研

栽培した大根でパーティーをするわが一門（左が筆者）

インド及びスペインでの活動を経て
地球惑星システム学専攻

究への熱意があったわけではない。加えて人と話すの
が苦手だった私は、先生に質問しに行くのが怖かっ
た。しかし意を決して質問すると、わからないことだ
らけの私に対していつも丁寧に教えてくださる先生の
姿があり、話を伺ううちに、面白い、もっと知りたい

宮

成

晃

大学生活６年間を振り返り、勉学、サークル活動、
アルバイト、ボランティア活動と様々な体験をしまし
た。今回は博士課程前期修了生として、研究を通じて
行った海外地質調査と国際ワークショップ参加につい
て話したいと思います。
私の研究内容はインド南西部 Coorg 地域のテクト

という気持ちが高まっていった。そして気付けば積極
的に先生と会話していて、夢中で実験に取り組んでい
て、自分の研究が大好きになっていた。こんな経験が

ニクス進化です。簡単に言えば、インド南西部の地質
構造がどのような地質学的イベント（火山活動・断層
運動など）を受けて、現在の姿へ形成されたかを解明
しようとしています。従って、過去のイベントを知る
ためには、現在の地質構造を把握し、どのような地質

あったからこそ、ここで働きたいと思える企業を見つ
けることができた。その企業で次はどんな研究に出会
うのだろう。そんなことを考える時、
「何博士になる
のかなあ」という言葉が頭に浮かぶのである。
さて、今の私を小学生の私が見たらどう思うだろう
か。小学生の私からの手紙によると、現在私は素敵な
恋人がいる売れっ子漫画家になっている予定だった。
もし失望するならば、今の私は生物学を学ぶことや研
究室生活がいかに楽しいか、素敵な恋人はさておき、
その楽しさを自信たっぷりに語るだろう。本稿を執筆
するにあたりこれまでを思い返してみたが、思わず笑
みがこぼれるほど楽しい思い出ばかりだ。研究の面白
さはもちろん、それを発表したこと、研究室の畑で野
菜を育てたこと、
その野菜で料理を作って食べたこと、
仲間との語らいも、遊んだことも、宴会も、学会の旅
先ではしゃいだことも…。楽しかった。本当に。
そしてこの楽しい学生生活は、先生方や先輩、友人、
お世話になった多くの方々の存在がなければ、決して
成り立たなかった。この場を借りて感謝の意を表した
い。この感謝の気持ちと輝く思い出を胸に、今度は誰
かの楽しい思い出の一端に加われるよう精進する所存
である。
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学的イベントが起きたか調べるため現地地質調査を行
いました。日本を出て、異国で行う調査は、文化も違
えば気候も違い、生活に戸惑うことが多かったです。
しかし、次第に慣れていき、インドの共同研究者の方
とも英語を交えて調査及び議論を進めることもできま
した。調査中はココナッツを飲んだり、カレーを食べ
たりし、またインド象も見ることができました。この
ように海外での調査を通じ、異国の文化に触れ、貴重
な経験をさせて頂きました。
また、昨年９月にスペインで行われた国際ワーク
ショップに参加させて頂きました。このワークショッ
プでは、私が主に研究で用いている測定装置のユー
ザーが集まり、研究成果の発表及び新たな測定方法の
紹介・提案、そしてユーザー同士の懇親を深めること
を目的としています。ポスター発表でしたが、初めて
の国際的な舞台で、非常に緊張し、きちんと発表でき
るか不安でした。しかし、不安ばかり抱いて奥手になっ
ていても仕方ないと思い、積極的に参加するようにし
ました。その結果、多くの意見や質問をいただき今後
の参考にすることができました。また、英語での交流
や議論も最初のうちは不慣れで抵抗がありましたが、

ワークショップが進み、色々な国の方と食事などで触
れ合うにつれ、ほとんど抵抗を感じずに交流できるよ
うになりました。
このように海外での活動を通じ、研究者としても一

決してすべてが順風満帆という訳ではなかったと思い
ます。特に初めのうちはタフでした。やったことのな
い実験ばかりで、失敗のオンパレードでした。こんな
ときは、外に気晴らしに行けばいいのですが、当時は

人の人間としても成長できたと思います。私は今年度
で修了し、卒業してしまいますが、まだ今後も大学に
残る方は、積極的にグローバルな活動をして欲しいと
思います。最後になりますが、このような海外での活
動を補助し、研究を支えて頂いた広島大学の関係者及
び指導教員の方々に大変感謝致します。

友達が誰もいなかったのも堪えました。しかし、あの
苦しかった時期を乗り越え、今では初めて聞く他人の
研究でも大分理解できるようになった感があります。
そして、何より沢山の素晴らしい友人ができました。
この５年間、常に100% を勉学に捧げ全力で走って
来たとは口が裂けても言えませんが、ゆっくりでも投
げ出さず着実に歩みを進めてきた自分を一先ず褒めて
あげたいです。とはいえまだまだ修行の身。今後は広
島大学で培ったものを最大限活かしながら研究生活を
楽しんでいきたいと思います。苦楽を共にしてきた先
生達、研究室メンバー、友人、楽しい雑談に付き合っ
てくれた事務のおばちゃま方、温かく見守ってくれた
家族などなどの皆様には大変お世話になりました。お
かげさまで、博士まで取ることができました。ありが
とう、皆様お元気で。

スペイン国際ワークショップでの集合写真
（最前列真ん中 半袖水色の服が筆者）

５年間の歩みを振り返ってみて
数理分子生命理学専攻

高

木

紘

研究室メンバーとの一枚（中央が筆者）

私が広島大学に来たのは大学院の修士過程からで
す。気付けば広島に越して来てからすでに５年も経っ
ていて、学部生時代の４年間よりも長い時間を過ごし
ている訳です。入居の時期を同じくして隣の部屋に住
み始めた学部１年生が、昨年末に卒業して出ていった
のを目撃したときには、時間の流れる速さにちょっぴ
り寂しさを憶えたものです。そして更に１年が過ぎ、
今度は自分が広島を去ろうとしています。博士過程と
いうトレーニング期間を抜け出して一端の社会人とし
てのこれからに胸を膨らませる一方、今年度末には昨
年度とはまた別段の哀愁に駆られそうです。
学部生時代、私は圃場でフィールドワークを行って
いるようなガチガチの農学部生でした。しかし、研究
を突き詰めていくうちに、農学的なアプローチでは植
物の生理現象の細かいことまでは理解できないことを
悟り、広島大学の今の研究室で分子生物学的な植物研
究を学ぶ決意をしました。志高く他大学に移ったわけ
ですが、広島に移り住んでからの生活というものは、
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退職教員からのメッセージ

るヒトの由来に興味を持ってきました。結果的に、ヒ
トの直接の起源を飛び越えて、ヒトの出現に貢献した
体つき（ボディプラン）の起源を模索してきました。
これまで、寄り道やブランクがありましたが、お陰様

混沌を越えて
附属臨海実験所（生物科学専攻）
・教授

安 井

金

で定年間際に学生との共同で、この疑問に答える強力
な解答を得ることができました。
9・11以降、私たちの社会は目に見えて混沌として
きたように思います。それ以前、最後の世界大戦を経
験して、人間も少しは謙虚だった時代があったような
気がします。世界のどんな片隅に行っても、ゆったり
と落ち着いた価値ある体験をすることができました。
混沌とした社会では、ユニバーシティこそ、社会のあ
るべき姿を模索して、それを示していくのが本務だっ

也

私は、2004年に広島大学
に赴任するまで、６つの大
学を経てきました。赴任す
る前は、本学では長く続く
だろうかと思っていたので
すが、これまでの最長、14
年を経験させていただき、
定年を迎えることになりま
した。在職中にお世話にな
りました方々には、心から
感謝いたします。赴任先は 雪の丹沢山（神奈川）にて

たと思うのですが、混沌の中で、大学もあっという間
に矮小化されて、混沌に荷担する側に身を置いている
というのが、残念ながら私の印象です。しかし、一方
で、研究を進めるための技術革新は着実に進んでいま
す。私が専攻する生物学は、我々が学んだ昔の常識が

瀬戸内海の島（現在尾道市）にある、当時80年近い歴
史を持つ臨海実験所でした。大変静かできれいな場所
だったので一目惚れでしたが、残念ながら片思いだっ
たようで、後半は東広島の本学を拠点にさせていただ
きました。勤務先が遠隔地であったこともあり、お陰
様で委員や役員の雑務に悩まされることもなく、職務
の多くを研究生活に使うことができて、大変幸せでした。

ことごとく覆されて、新しい局面を迎えています。そ
う言う意味では、大変やりがいのある時代でもありま
す。東大の鈴木宜弘さんが嘆いた「今だけ・金だけ・
自分だけ」の束縛から解放されて、心から湧きあがる
興味だけに身を任せ、自らが大きなテーマに向かって
邁進する気持ちを育ててほしいと願っています。大学
をかたちづくるのは、上からの押しつけではなく、学
生を含む現場の一人ひとりのほとばしる個性（オリジ
ナリティー）であってほしいものです。

私は、原子力発電開発、園芸、学童保育の指導員を
経て、自然人類学というかなり変わった分野から生物
学を始めたこともあり、地球上で最も奇妙な生物であ
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卒 業 論 文 題 目

平成28年度学生表彰について

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

１

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

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

数

として、理学研究科から１名が表彰されました。おめ
でとうございます。

宮武
生物科学科
化学専攻
博士課程後期３年

國井

厚志

住田

聖太

坂元
﨑村

２

理学部長からの表彰
各学科から推薦された学生の中から、特に優秀な成

堰楽
幹

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。

江川

数学科

久家
野村

正樹
亮吾

物理科学科
化学科

末松
横田
田渕

知夏
圭祐
千裕

生物科学科
地球惑星システム学科

新田
國井
水溪

菜摘
厚志
由希

岡野

平良
藤本
森川

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３名が表彰さ
れました。おめでとうございます。

伊藤
井上
上野
尾形

住田

聖太

吉田

和史

山本

貴史

科

護立 高木関数の微分不可能性とハウスドルフ
次元について
隆太 平面結晶群の分類
周平 微分方程式を用いた個人の消費活動と経
済に関するモデル化
鐘平 初期値問題の解の存在と存在区間
綾子 ２つの非退化２次超曲面の交わりが非特
異完全交差多様体となる為の条件
和幹 濃いミドリムシ溶液による生物対流と濃
度測定
宏和 有理数体上の円分多項式

小笹誠二郎 ２次元ルベーグ測度
諧
優太 説明変数行列がランク落ちしたときの最

３

化学専攻
博士課程後期３年
生物科学専攻
博士課程後期３年
地球惑星システム学専攻
博士課程後期３年

学

沖田
梶浦
川口
川崎

小二乗推定
岳士 物理法則と微分方程式を用いて物体の運
動を考察する
健太 Berlekamp の因数分解法
皓太 樟脳円盤の自己駆動運動に関する数理モ
デルを用いた研究
洋平 植物の資源獲得競争について、一つの例
について学ぶ
斐絵 ガロア理論から見た４次以下の代数方程
式の解法
哲矢 線形回帰モデルとその拡張
優斗 セイバーメトリクス指標を活用した回帰
分析によるプロ野球順位予測
～広島東洋カープは優勝できるのか？～
誠悟 Schrödinger 作用素の自己共役性
大起 有限群の部分集合による近似～調和解析
的視点から～
悠太 球面のタイル張り群と正多面体の対応
美佳 ラドンニコディムの定理と条件付き期待
値について

久家

正樹 Dehn 手 術 に よ る ３ 次 元 多 様 体 の 構 成
－ Lickorish-Wallace の定理－
工藤聡一郎 ロジスティック回帰分析による明治神宮
野球大会（高校の部）の優勝校予想
小林
是枝
近藤
下東
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弘京 有限 Fourier 解析と算術級数定理の二種
類の証明
由統 スキームのファイバー積の存在について
裕司 可解リー代数に対するリー群の存在定理
修 画像解析による染色体異常の自動判定

造田
高尾

稜也
和孝

髙嶋
田村
豊澤

浩也
佳織
美沙

中尾

優大

長鋪

美香

永山
西垣
野村
秦

義基
航平
亮吾
祐喜

東

昇吾

福田

崇史

藤井

志士

藤江
藤本

隼
智博

古田めぐみ
堀
前田

貴登
智紀

フーリエ変換と熱方程式の初期値問題
核膜変形と核内流体を考慮した酵母染色
体のモデル
３次元球面の Heegaard 分解の一意性
アリの経路選択における視覚情報の役割
ギリシャの三大作図問題についての考察

姫田

百武

とその摂動論
巧磨 ボ ー ス = ア イ ン シ ュ タ イ ン 凝 縮 体 の
Gross-Pitaevskii 方程式と渦糸
市明
真 ブラックホールのまわりの質量降着率に
おける、相対論と非相対論的結果の比較
草野 真樹 自己組織化単分子膜へのカーボンナノ
チューブの吸着
西岡 祥吾 ブラックホールのエントロピーについて
－ホーキング温度の質量依存性とエント
湯村

クロオオアリにおける状況依存型役割分
化に関する実験とその解析
球面と射影空間におけるカンドル内の極
大可換な部分集合
種々の確率微分方程式についての考察
有限体上の多項式
変額年金保険の価格評価
経路探索の最適化とポケモン GO への応

ロピー－
隆一 軟Ｘ線吸収スペクトル測定手法の改良お
よび評価
四ツ谷壮一郎 金属－絶縁体転移を示すストロンチウム
イリジウム酸化物の金属相の電子密度研
究

用
４×４×４のルービックキューブ群～ア
ルゴリズムと基本定理～
ストゥルムの比較定理から見る微分方程
式の解の振動

原

A CONSISTENCY PROOF OF PA（自
然数論の無矛盾性証明）
リスク中立確率の存在について
ファイナンスにおけるアフィン・モデル

渡邊
安達

智威

吉永 拓也
芳之内浩貴

弘幹

析及び最適政策
判断アルゴリズム及び捕球アルゴリズム
を用いた外野フライの捕球方法
ランダムウォークの再帰性について
楕円曲線における群構造の定義とねじれ
部分

蒼生

泉
板持

楓香
健

市川

典万

今里

郁弥

光の空間コヒーレンスと干渉性について
CeMnGe の反強磁性秩序に対する圧力
効果
軟 X 線磁気円二色性による Co/h-BN/
Ni（111）の層間磁気結合の研究

太田

雅人 大強度荷電粒子ビームの半整数共鳴に関
する実験的研究
大瀧 拓弥 キラル化合物 YbNi3Ga9の圧力誘起量子
臨界点近傍における低温比熱の増強
大西 佑哉 Tm1-xYbxTe の圧力下電気抵抗と半導
体金属転移

酒 石 酸 化 合 物 LiNH4C4H4O6・H2O と
LiKC4H4O6・H2O の強弾性相転移におけ
る巨大弾性率ソフト化

稲田

石坂

めの Ar 圧力媒体封入装置の開発
仁志 A15型 超 伝 導 体 Nb3Al お よ び Nb3Sn の
低エネルギー電子状態の解明

試作したシリコンドリフト検出器の基礎
特性評価と動作検証
伊豫部佳樹 Core-hole clock 法を用いた芳香族単分
子膜の高速電荷移動の解析
上野 雅弘 軟 X 線吸収分光を用いたエステル交換
反応中間体の観測
浦島 和衛 Pr 希薄系 La0.95Pr0.05Ti2Al20の単サイト四
極子近藤効果
大城 佳祐 蛍光 X 線吸収分光法による二酸化チタ
ンの電子状態と光触媒活性

物理科学科
小倉

建吾 アセチルアセトン - ニッケル錯体の電子
状態に対する溶媒効果
誠 反 強 四 極 子 秩 序 を 示 す4 f 2配 位 系
PrIr2Zn20の静水圧力下電気抵抗測定のた

虚二次体と楕円関数体・超楕円関数体の
類似とそのイデアル論
植物の資源獲得競争の Tilman のモデル
On Tate Algebras（テイト代数について）

益田 成生 常微分方程式の基礎理論と数学モデル
松島 佑樹 核内染色体における新規のインスレー
ターの探索と数理モデル
松田 杏奈 ホルモゴニア分化と走化性の観点から学
ぶノストック亜目のシアノバクテリアと
フェザーモスの相利共生系について
椋 美代子 確率数理モデルを用いた空き家問題の解
村上

晃 レーザーアブレーション法による金ナノ
粒子の合成とそのジチオール接合による
ワイヤー化の試み
拓 場の理論における Feynman の経路積分

ファイバーレーザー発振器開発のための
VEE を用いた制御システムの構築

岡
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卓志 エンカプセル化した二層グラフェン異方
アンチドットの作製とその磁気抵抗測定
によるフェルミ面形状測定の試み

岡本

達彦

岡本

潤

重力崩壊型超新星の極大等級に関するス
パースモデリングを用いた変数選択
キラル磁性体 Yb
（Ni1-xCux）
3Al9におけ

長嶋
中島

るキャリヤーの変化
河村 元太 放 射 光 粉 末 回 折 に よ る 層 状 強 誘 電 体
Bi2SiO5の構造物性
河村 優太 静的なワインバーグ・サラム理論におけ
る鞍点解の性質
川本 悠司 陽子 + 陽子衝突における J/ψ中間子前
方生成の ALICE 検出器を用いた測定法
木村

仁

熊代

宗弘

河野

慶明

小林

太士

小山

恭弘

鄭

允敦 Experimental evaluation of Ozawa’s
measurement errors and values by
projection measurement into arbitrary

新郷

裕太

末松

知夏

髙須

早織

名越

久泰

鍋谷

翼

野地

信原

挽谷

bases（任意の測定基底への射影測定に
よる Ozawa の測定誤差と値の評価）
ALICE 前方ミュー粒子飛跡検出器の導
入に向けた安全連動装置の考察

平塚

ペロブスカイト型酸化物のプロトタイプ
構造における熱ゆらぎと構造相転移
高エネルギー原子核衝突前方物理を拓く
Si-W サンプリングカロリメーターに関

松尾

鳥生

舞子

電荷密度波転移を起こすマグネリ相
η -Mo4O11の電子状態の研究
政弥 X 線分光観測とシミュレーションを用い
た鉄輝線共鳴散乱による銀河団乱流速度
の制限
雅健 磁気ミラートラップ中における低エネル
ギー電子 - 陽電子混合過程の PIC シミュ

レーション
平野 広太 KEK-PF リングにおけるビーム損失改
善のための入射シミュレーション
福田 一永 モンテカルロシミュレーションによる
LaCoO3の磁化過程の解析

る一露出型偏光観測モードの性能評価
津田
研 擬カゴメ近藤格子 CeRhSn の Pd 置換に
よる量子臨界現象の研究
都倉 健司 レーザー光を用いた偏光依存角度分解光
電子顕微分光による高温超伝導体
Bi2Sr2CaCu2O8+δの研究
鳥越 健斗 将来 X 線偏光観測に向けたシンチレー
タ +MPPC での低エネルギー応答の評
価

長木

装置の開発
祐磨 硬 X 線光電子分光を用いた酸化チタン
ナノ粒子における表面バンドベンディン
グの観測
宏起 ULTRA-DIFFUSE GALAXY について
のレビュー

檜垣 聡太

本田

佳紀

適化
近藤半導体 CeFe2Al10の Rh 置換効果と
圧力効果

直線偏光依存高分解能角度分解光電子分
光による Ni（100）の電子状態の研究
西山 湧太 曲がった時空でのボース -アインシュタ
イン凝縮系について
野口 敬史 二重スリットによる単一光子干渉の測定

する考察
強束縛近似法を用いた層状物質のエネル
ギーバンド計算
可視近赤外線同時カメラ HONIR におけ

竹本

超伝導における Ginzburg-Landau 方程
式の微視的導出
ラマン散乱測定による多層グラフェンの
層数とスタッキングに依存した電子構造
の研究
電子ビーム駆動方式 ILC 陽電子源の最

生天目妃日理

レーション研究
粒子加速器のラティス対称性の破れに起
因するダイポール共鳴不安定性の研究
ガンマ線バーストの X 線残光を用いた
天の川銀河の星間ガスの評価
素粒子実験データ解析における機械学習
の応用

麻侑

嶺

中須賀智彰

軌道角運動量を運ぶ円偏光アンジュレー
タ高次光の偏光分布に関する研究
放射光真空紫外円二色性による生体膜と
相互作用したミエリン塩基性タンパク質
の構造解析
modified Burgers 方程式に対するシミュ

坂田

大樹 HinOTORI 望遠鏡の性能評価と重力波
の可視赤外線追観測システムの試験

正木

松田
松場

泰志 Ｘ線吸収分光法による Co の圧力下水素
化過程の局所構造の研究
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脩峰 CeS の圧力下電気抵抗と近藤効果の異常
な増強
一成 NEA-GaAs フォトカソードの高耐久化
研究
大和 修正重力理論によるダークマター候補の
評価
旭央 W
（111）の電子構造の解明と超高効率電
子スピン検出器の開発
祐樹 か な た 望 遠 鏡 － 露 出 型 偏 光 撮 像 器
HOWPol の CCD 冷却用新デュワーの開

水野

発
拓陽 超音波分光法によるカゴメ格子反強磁性
体 Dy3Ru4Al12の六方晶結晶場効果と磁

宮下

場中相図の研究
大樹 高圧下における純鉄マルテンサイト相の
実像観察

山田悠梨香

山田

怜志

山本

航

横井

優人

横田
渡辺

圭祐
聖夏

活動銀河核ジェットの多波長データを用
いたマルコフ連鎖モンテカルロ法による
物理量推定
4 f 2配位系 PrIr2Zn20の非フェルミ液体的

門脇

挙動
高分解能角度分解光電子分光による酸素
吸 着 し た Fe
（100）
/MgO
（100）の 電 子 状

木村

川辺

楠

態の研究
リラクサー強誘電体 PMN-PT の電場誘
起相転移に関する放射光単結晶構造解析
Rosenbluth 形状因子分離法の研究
ウェーブレット解析の応用

久世
蔵本
桒原

化

学

吉山

諒

鍛治

武

中寺

佑太

科

坂田

青木

伊藤

（CH3CH2NH3）
Br）の元素置
2FeX（X=Cl,
4
換効果
洋介 熱的に安定な三重項カルベンの固体状態

薄田

曽田

での単離検討
ジメチルホルムアミドの深紫外光解離生
成物の振動励起ダイナミクスの研究
今井 拓也 溶 媒 効 果 を あ ら わ に 取 り 入 れ た 溶 液
NMR 遮蔽定数に関する理論化学的研究
入江 康崇 自己駆動するクマリン － pH と光に対
する応答－
岩井 咲樹 アントラセンを導入したビス
（ピリジル）
型架橋配位子を用いた鉄二価集積型錯体
の構造と物性
井上

岩下

昂輔

拓也

変性領域で過渡的に形成されるαへリッ
クスを介した機能制御機構の NMR 解析
聖弥 レーザーアブレーション法を用いた不揮
発性分子のジェット冷却レーザー分光
俊樹 ペロブスカイト薄膜の PL スペクトルに

康平 Isolation of the gallium containing
transition metal complexes bearing
M → E（E = Lewis acid）interactions
（ガリウムを用いた金属から Lewis 酸へ
の相互作用を有する遷移金属錯体の単
離）
真以 ビス（フェニルイソオキサゾリル）フェ
ニルアセチレンで修飾した Pt（Ⅱ）錯体
を側鎖にもつポリマーの合成研究

竹内
武内
伊達
田渕

津村

大石

クエン酸トリオキサアルキルの構造と熱
物性の相関
拓実 Synthesis of novel transition metal
complexes containing Acceptor-DonorAcceptor ligands（Acceptor-Donor-

道

大澤

Acceptor 配位子を持つ新規遷移金属錯
体の合成）
TMG 水溶液およびその強酸性水溶液の
軟 X 線発光スペクトル測定で探る水和
構造

翔平

太己 二座ホスフィン配位子を用いたランタノ
イドの溶媒抽出
拓馬 蛍光相関分光法におけるコンフォーカル
ボリュームの考察
雅和 化学振動子が創り出す時空間シンクロの
マイクロ制御
裕哉 トリメチルアミン -N- オキシドの溶媒
和に関する理論化学的研究
直子 クロマチン構造変換因子 FACT の天然

おける基板や添加剤の影響
杉野 佑太 CHCl3の紫外光解離により生成する CH
ラジカルと H 原子の収率
杉山
大 新規 T 字型リン化合物の合成検討

に向けた精製法の検討
分子進化的手法により新機能を獲得した
エストロゲン受容体再構築蛋白質の結晶

化に向けた精製方法の検討
由泰 赤外反射吸収分光法による表面測定
郁也 加熱気化導入 -ICP 発光分析法による炭
素素材中の鉄の直接定量
沙耶 有 機 無 機 ペ ロ ブ ス カ イ ト 型 化 合 物

松岡
山中

見生

低線量被曝すると、生体では何が起きる
のか？
DNA 修復酵素ヒト由来 NTH1の結晶化

範人 シクロブタン -1,3-ジオン誘導体の低温
マトリクス条件下での光反応
貴之 ダブルビーム型単一エアロゾル粒子捕捉
システムの開発

将太 協同現象を用いた逆フォトクロミック分
子の開発
隆司 ポリピロール主鎖上への含窒素配位子の
集積による酸素還元電極の特性
拓也 大気中で安定なプレイスラー型ポリオキ
ソメタレート結晶の作製と物性
千裕 キラルリン酸をテンプレートとしたエナ
ンチオ選択的分子内［2+2］環化付加反
応の検討

大輔 trimethylsilanol の重合触媒となる二座
ホスフィン白金錯体の開発
寺田 詩歩 ２種類の極性溶媒を用いた HSQ polymer
の合成と焼成法による Si 量子ドットの

十島
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尚吾

作製
1
S（a
Δg）から CF4への振動エネルギー移
2
動に関する速度論的研究

彩樺 キラルらせん磁性体 CrNb3S6における磁
気秩序の Cr 欠損依存性

中嶋

直大

中間

真紀

長森

啓悟

中山

晋吾

西村
新田

綾華
菜摘

兀尾
久野

和希
尚之

日吉真穂子

福木

晃平

福田

結衣

松下

高輔

三輪

寛人

棟田絵美子
村上

正樹

生物科学科

転写共役因子と核内受容体とのタンパク
質間相互作用における天然変性領域の役
割の NMR 解析
極低温気相分光によるアルカリ金属イオ
ンとベンゾ－12－クラウン－４のホス
トーゲスト錯体の電子スペクトルの観測

市川
井上

カルボニル光脱離過程の遷移金属種依存
性の研究
桂皮酸をベースにした日焼け防止剤の光
化学初期過程の研究
バイオスモセンの酸化状態に関する研究
八本のポリスチレン鎖をもつ超分子カプ
セルと二本のポリアクリル酸メチル鎖を
もつビフェニルゲスト分子の会合により

Ptychodera flava.）
紗穂 暗黒誘導性エチレン合成に関わる ACC
合成酵素の探索
美砂 日本産 Marchantia paleacea 種群の分類
学的再検討
拓哉 酸化剤が誘発する DNA-タンパク質ク

岩田
岩田
上山

ロスリンク損傷
実沙 ツメガエルの体軸形成における bap 遺伝
子の機能解析
涼太 根 に お け る GA フ ィ ー ド バ ッ ク と
DELLA による成長制御の解析
由紀 GAF1複合体による花成の制御
美咲 バフンウニ胚における導入遺伝子発現動

内田

生じる超分子スター型ポリマーの合成
バナジウム混合原子価二核錯体の誘電物
性評価
ビスポルフィリンクレフトとトリニトロ
フルオレノン部位を柔軟な長鎖アルキル

大友
大橋
小川

で 連 結 し た head-to-tail 型 超 分 子 ポ リ
マーの合成
Upper Rim にフェニルビピリジンを導
入したカリックス
［5］アレーンの合成研

奥田 健斗

態の解析の試み
ベゴモウイルス遺伝子を組み込んだ
pBBR 系プラスミドによる高等植物細胞

究
単一過冷却水滴の凍結における溶質添加
効果に関する研究
オキサアルカン酸及びオキサアルカノー

の形質転換様式の解析とその応用への模
索
小野太一郎 ZIP Kinase と Rho Kinase による収縮環
収縮の制御機構の解析

ルの熱物性の鎖長依存性
無電解メッキ法により形成した金薄膜上
のクラウンエーテルの状態の研究
ピンサー型カルボジホスホランを配位子
にもつ平面型白金
（II）
錯体による C-H な
らびに Si-H 結合切断反応
三座配位子を用いた超原子価5配位リン

片山 大也 がん幹細胞発生起源の解析
金本 僚太 原 子 間 力 顕 微 鏡 を 用 い た ク ラ ス タ ー
DNA 損傷の性状解析
河合 美於 エピゲノム編集によるがん抑制遺伝子
CDH1の転写抑制の試み
桐生 賢太 荒川岳の蘚苔類―特に氷河地形に着目し
て
國井 厚志 エ ピ ゲ ノ ム 編 集 に よ る 癌 抑 制 遺 伝 子

ラジカルカチオンの合成検討
エチルフェニル基の置換したニトロキシ
ド錯体の構造と磁性および自然分晶の発

MLH1 の発現回復の試み
雄二郎 シロイヌナズナにおける CYP78A
多重遺伝子族の機能解析
善哉 シカの採食圧の異なる場所の雑草フロラ
の比較
李奈 Xenopus tropicalis 胚発生におけるアン
ドログロビンの遺伝子発現に関する研究
雄哉 海洋微細藻類による有用脂質生産に向け
た基礎研究

小夫家

現
磁気微小重力空間における DNA 薄膜の
作製とその光学特性の評価
山下 郁弥 二フッ化キセノン分子の定終状態オー
ジェ収量スペクトル
山田 綾人 2光子光解離性保護基を用いるラジカル
プローブの発生
山戸 海里 分光化学的性質を指標とした脂溶性グラ
フェン量子ドットの分離と機能化
山本 拓哉 水と金属のメカノケミカル反応による水
本常

大輔 虹色素胞分化制御遺伝子の探索
豊茂 ヒメギボシムシの再生に関わるアリルス
ルファターゼの探索
（Search for arylsulfatase involved in
regeneration of the hemichordate,

佐藤

友章

佐藤
炭山
田中
田村

素生成
中村
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将成 ゼブラフィッシュの内胚葉細胞分化には
NADPH オキシダーゼが必要である
孝平 ネッタイツメガエルの初期発生に及ぼす
放射線の影響
駿志 TALE 型ホメオドメインタンパク質によ
るジベレリン生合成遺伝子の転写制御機
構の解析

中村

誠

西畑
橋口

和輝
雄飛

林

紗弥香

檜垣
藤井

友哉
俊幸

細川

誠司

三島

詩歩

宮本

有希

村上

翠

森
森岡

発生・再生における AP-1 family の機
能解析
赤石岳における蘚苔類フロラ
シロイヌナズナにおけるストレス応答物
質アラントインの低温・光ストレスに対
する保護効果の検証

加藤

バフンウニ初期型ヒストン遺伝子の発現
制御機構の解析
ニホンアマガエルの遺伝的地域差
ショウジョウバエ神経系における StripHippo 経路の生理機能解析
微小重力環境下における大腸菌の増殖と
突然変異
メラノーマのがん細胞特性に関する研究

高妻

坂本

解析
DELLA-GAF1 複合体を介したジベレリ
ンとジャスモン酸のクロストークの解析
晶 ヤマアカガエルの尾から肢へのホメオ

大貴

渡部

綾子

（Deformation History of the Pinatubo
Peridotite Xenoliths）
和公 庵治花崗岩の三軸圧縮試験における浸透
率のリアルタイム測定（Real-time measurements of permeability of Aji granite
during triaxial compression tests）

ティックトランスフォーメーションにお
ける遺伝子発現解析
３次元培養系を用いたガン細胞の転移メ
カニズムの解明

末吉

青色光による葉老化制御因子の探索

高野安見子 変形微細組織から推察される火星隕石ナ
クライトの形成環境に関する考察（The
consideration regarding formation
environment of the nakhlite (martian)
meteorites inferred from deformation
microstructures）
竹村真莉奈 アーカンソー州マグネット・コーヴ産ク
ラスⅡロードストーンの微細組織と組成
について（Microstructure and chemical
composition of Class Ⅱ lodestone from
Magnet Cove Arkansas, USA）
田中 祥司 四 国 西 部 の 三 次 元 地 震 波 減 衰 構 造

地球惑星システム学科
平田

thermal expansion coefficient on the
subducting lithosphere）
一就 月起源隕石 NWA 479 に記録された衝
撃 変 成 履 歴（Shock metamorphism recorded in lunar meteorite NWA 479）
響祐 四国和泉層群の砂岩組成と石英の CL 光
から見た白亜紀山陽帯の削剥レベル
（Erosion level of cretaceous Sanyo Belt
infered from sandstone composition and

cathodoluminescence of quartz in the
Izumi Group, Shikoku）
左合なつみ 化学種分析から明らかにする Nakhla と
Yamato-000593に記録された水質変成の
違 い（The difference of aqueous alteration of Nakhla and Yamato-000593
based on chemical species analysis）
迫田 夜空 ピナツボカンラン岩ゼノリスの変形履歴

宮島弥山原始林の保全に関する植物社会
学的基礎研究
軟 体 動 物 腹 足 類 ア メ フ ラ シ（Aplysia
kurodai） の 神 経 ペ プ チ ド で あ る
FXXFamide 前駆体クローニングと発現

亮太

森本

慎也 リソスフェアの沈み込みに対する非線形
レオロジーと圧力依存する熱膨張率の複
合効果（Combined effects of non-linear
rheology and a pressure-dependent

崚

中国湖南省柏坊鉱山に於ける初生鉱化作
用及び二次富化作用（Primary and Supergene Mineralizations in the Bofang
Mine, Hunan, China）
大山 紗穂 火 星 起 源 隕 石 NWA 8657の 岩 石 学 的 ･
鉱物学的記載（Petrology and mineralogy
of Martian meteorite NWA 8657）
岡田 郁生 第四紀由布 ･ 鶴見火山群のマグマ供給系
の 研 究（Investigation for Quaternary
magma plumbing system of Yufu and
Tsurumi volcanoes）
尾森 武尊 シアノバクテリア石灰化における細胞外

谷

高 分 子 の 役 割（Role of extracellular
polymeric substance on cyanobacterial
calcification）

谷本
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（Three-dimensional seismic attenuation
structure beneath western Shikoku,
south western Japan）
理帆 普 通 コ ン ド ラ イ ト の 衝 撃 溶 融 脈 中 の
Fe-S グロビュールの形成過程（Formation process of Fe-S globules in melt
veins in shocked ordinary chondrites）
進 バックプロジェクション法による誘発微
動震源の決定（Hypocenter determination of triggered tremors using
back-projection method）

長岡

昂吉

野田

雄太

橋本

知世

馬場慧一郎

原田

日笠

英和

柾利

鏡 肌 の 微 細 組 織 観 察（Microstructural
Observation of the Slickensides）
水和した粘土鉱物の摩擦特性の解析と津
波 地 震 へ の 応 用（Frictional properties

山本

of hydrated clay minerals and its
application to tsunami earthquakes）
四国高縄半島の領家花崗岩類の全岩化学
組 成 と ジ ル コ ン の 特 徴（Whole rock
chemical composition and characteristics of zircon of Ryoke granite in the
Takanawa Peninsula, Shikoku, Japan）
原生代の造山運動によるインド南部コル
グ地域に露出する下部地殻を構成してい
た岩石の上昇速度（Proterozoic orogenic

修 士 論 文 題 目

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

9 月修了者
物理専攻
由宇

exhumation rate of deep crust, Coorg
Area, South India from the composition
zoning and cooling rate of garnet）
平尾石灰岩層の変成・変形履歴に関する
地 質 学 的 研 究（Geological study on the
history of metamorphism and deformation
of the Hirao Limestone）
オーストラリアおよびインドに産する縞
状鉄鉱層中の磁鉄鉱およびその他鉄鉱物

多田野

山片

高分解能角度分解光電子分光による高温
超伝導体 Bi2Sr2CaCu2O8+δ における置換
効果の研究
渉 軟 X 線磁気円二色性分光と低速電子線
回析によるハニカム型単原子膜と Fe 超
薄膜の界面磁性と界面構造の研究

formation from Australia and India:
especially focusing on the Si content）
剛大 姫島火山群の流紋岩質マグマの温度と圧力
（Pressure and temperature condition of
the rhyolite magmas from Hime-shima

化学専攻
GUO FANGQIN In situ observations of the
efflorescence and deliquescence
processes of single aerosol particles
levitated in air by means of a laser
trapping technique
WANG YUFENG One-pot room temperature
synthesis of colored TiO2: high
photocatalytic activity under visible
light

volcanic group）
藤原 弘士 アパタイトの微量元素組成による山陽帯
白亜紀イグニンブライトの対比
（Correlation of Cretaceous tuff beds of
Sanyo Belts based on trace element
composition of apatite）
水溪 由希 第四紀桜島火山のマグマ混合プロセス
（Magma Mixing Processes of the
Quaternary Sakurajima Volcano,
Southern Kyushu Island, Japan）
森山

朗大 CP violation and leptogenesis in three
generation seesaw model
３世代シーソー模型における CP 対称性
の破れとレプトジェネシス

WUMITI MANSUER
High-Resolution AngleResolved Photoemission Study of
Substitution Effect in High-Tc
Superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+δ

の化学組成－特に Si 含有量に着目して－
（Chemical composition of magnetite
and other iron minerals in banded iron

平山

優稀 全球凍結後に形成されたスロンボライト
状炭酸塩岩の成因
（Origin of Thrombolite-like Carbonate
Rock Formed after Snowball Earth）

地球惑星システム学専攻

一哉

バイオミネラリゼーションによる断層の
強度増加を検証するための実験的研究
（Effect of biomineralization on frictional
strength of a simulated fault）
裕介 インドの東ガーツ帯における超高温変成

LIU YUNXI Measurement of elastic wave velocities
of serpentinite during triaxial
deformation experiment
（三軸圧縮変形時の蛇紋岩の弾性波速度

岩中の地殻流体の進化（Evolution and
influence of the crustal fluid in the
ultrahigh-temperature metamorphic
rocks in Eastern Ghats Belt, India）

測定）
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数理分子生命理学専攻

依藤慎一朗 連分数の反転
松本 和幸 巡回群による２変数不変式と半不変式
脇
拓大 複合ポアソン過程の漸近的性質

LIU DAMING T a r g e t e d m u t a g e n e s i s i n s e a
urchin embryos using CRISPR-Cas9
system

物理科学専攻

3 月修了者

石原

数学専攻
上野

卓

植野

有理数係数多項式のガロア群の決定アル
ゴリズム
２重確率的信用リスクモデル

将暉
華 L p 境界関数に対する２階楕円型偏微分
方程式のディリクレ問題の解についての
考察
小田 凌也 正準相関モデルにおける高次元漸近枠組

岡田

みの下での標本分布論
情報量規準最小化法 vs Lasso ～判別

久保

分析における変数選択に着目して～
ある退化準線形放物型方程式における初
期境界値問題の解の爆発
平面結晶群に関する考察
多項式により定まる有限環上の力学系

坂本

礼恵 宇宙硬 X 線偏光検出器 PoGO+ の感度向
上のための中性子バックグラウンド除去
千穂 エディントン限界に近い低質量 X 線連
星 Sco X-１の状態遷移と硬 X 線放射の
観測
佑介 重力多体計算によるブラックホール連星
の形成と進化の解明
拓也 新奇層状超伝導物質 ZrP2-xSex の電子構
造の研究
弘樹 Gauged Nambu-Jona-Lasinio 模型を用い

志岐

健成

髙木

堅太

高橋

隼也

田口

一暁

大竹
小田

落合

翔太

甲斐

杏奈

河内
神原

賢司
健介

北尾

和哉

木下

里帆

大橋

誠也 非一様宇宙におけるインフレーションの
始まり
良紀 アルファ・アトラクターインフレーショ
ンと再加熱期の制限

金井

平均・分散アプローチによる変額年金保
険の評価

Marble Problem における２つの解法の
初等的証明とその比較
佐藤 倫治 一般化推定方程式による解析におけるモ
デル選択規準
の例
白川 健太 可約な G-Hilb
（C3）
杉山
俊 中間的擬凸性の精密化とその応用
畠山えりか 交 代 絡 み 目 の 二 重 分 岐 被 覆 に 関 す る
Greene の予想へのアプローチ
日浦 涼太 強可逆結び目の不変ザイフェルト曲面
日向 達也 Lie 環の不変量と Einstein Lie 環
渕上 美規 トーラス束と準トーラス束の Sol 構造と
対合
古木
好 頂点推移的なグラフと等質な平坦カンド
森
森山

山田

大地

寺前

拓人

内藤

卓郎

長﨑

俊樹

中平

ル
信輔 数値積分のための QMC 点集合の設計，
探索およびその有効性
拓郎 Generalization of Orizuru; Onagazuru,
King Ghidorah, and beyond.（折り鶴の
一般化；尾長鶴，キングギドラ，そして
貴史

水流

さらに…）
A family of bi-orderable non-fibered
2-bridge knot groups
（結び目群が両側不変順序を許容する非
ファイバー型二橋結び目の系列）

中村
信廣

幅田
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た初期宇宙の加速膨張の研究
多波長観測で探るガンマ線を放射する電
波銀河のジェット放射機構の研究
ニュートリノフレーバー模型における真
空構造の解析
有効理論を用いた vector like クォーク
模型における三世代ユニタリティの解析
半導体 Si 上の金属的一次元電子スピン
状態の研究
ランタノイド系ペロブスカイト型酸化物
の構造相転移 - 酸素八面体の回転モー
ドと化学結合 X 線天文衛星を用いた楕円銀河内の鉄輝
線共鳴散乱の評価による乱流速度の制限
Fe ε相における特異な X 線円二色性

金属半導体転移を示す硫化銅鉱物
Cu12Sb4S13の電子状態の研究
夕貴 ビスマス含有擬立方晶ペロブスカイト型
酸化物固溶体に見いだされた新奇な圧電
格子歪み発現機構
勇作 準静水圧加圧下 XRD 測定と結晶方位解
析による Fe のα - ε相転移機構の研究
晃秀 C h a r a c t e r i z a t i o n o f p i x e l s e n s o r
prototypes for the Muon Forward
Tracker at ALICE（ALICE 実 験 前 方
ミュー粒子飛跡検出器のためのピクセル
検出素子試作機特性評価）
翔 X 線天文衛星ひとみ搭載 SGD の偏光観
測に向けたデータ処理の最適化

美馬

初哉

森合

海瑠

準周期性の違いによるアンジュレータ放
射スペクトルの研究
陽極酸化法による TiO2ナノチューブの

下川
下山

結晶性と光触媒活性
皓生 Development of the Detector Control
System for the Muon Forward Tracker
at ALICE（ALICE 実験前方ミュー粒子

山川

賴

燎平

新宮

飛跡検出器の制御系開発）
黒リン単結晶の電子状態と非平衡キャリ
アダイナミクスの研究

鈴木
高塚

化学専攻
池田なつみ

Si/PEDOT:PSS ハイブリッド太陽電池
の光電特性と構造の相関性
キラルスルホンイミドを用いた不斉分子
内ヒドロアミノ化反応

市来

隼哉

上田

大樹

メカノケミカル法により作製した Si 微
粒子の構造と特性

浦岡

将

大西

啓太

大畠

渉

環状型レーザービームを用いたブラック
カーボンのレーザー捕捉
マクロ環骨格内に発生したジラジカルの
反応挙動
５配位ホスホランを用いた新規 HWE 試

有希

薬の開発と応用
水と Si のメカノケミカル反応による水

沖野
釜本

侑

久木田友美
工藤

央成

藏増

亮佑

後藤

寛貴

小林裕太郎

小森
佐々木

直光

島村

優
毅彦

多田

知恵 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 四本のアルキル鎖により連結されたビス
レゾルシンアレーンの改良合成法と協同
的ゲスト認識
一駿 硫黄ドナー配位子によるランタノイドの
溶媒抽出とマイナーアクチノイド / ラン
タノイド分離に向けた DFT 計算
花歩 含窒素芳香族化合物で周囲を修飾した新
規ナノグラフェンの合成と光物性
芽衣 Lower Rim に八本のポリスチレン鎖を
導入した超分子カプセルのゲスト包接
航 新規トリアリールアミンポリマーの合成
と性質
強弾性と傾角反強磁性を有する有機 - 無
機ペロブスカイト型化合物の作製と協奏
効果の発現
良 ジカルコゲニド配位子を用いた二核ルテ

中山 祐輝

名桑
平井

平野

藤田

素発生 : 反応機構の考察
電位制御された銅触媒によるアルキンの
二重反応性と界面分子構築への応用
CF3及び C2F5基を有する三座配位子を用
いた硫黄及びリン化合物の合成と応用
カリックス
［5］アレーン -C60, ビスポル
フィリン -TNF, Hamilton's ホスト - ゲ
スト錯体の特異的な分子認識によるポリ
マーの構造制御
アントラセン縮環型新規16πポルフィリ
ンの合成及びその反芳香族性
電子励起硫黄原子 S
（1D）の衝突素過程に
おける反応と消光過程の分岐比
共鳴効果の増強による触媒能の向上を試
みたアミノピリジン誘導体の開発とアシ
ル化への利用
生理学実験に優れた二光子吸収能を持つ

前田

町田
宮本
矢野

山口

横市

ニウム - フルバレン錯体の合成と構造
健太 極低温イオントラップ中のアルカリ金属
イ オ ン と calix[4]arene、4-tert-butylcalix[4]arene 包接錯体のレーザー分光
喬平 フェニルイソオキサゾリル基によって誘
起される Pt(II) 錯体およびジチエノゲル
モール誘導体の自己集合とキラル光物性
祥基 Cyclobutan-1,3-diylidene 誘 導 体 の 最 安
定スピン多重度に及ぼす置換基効果及び
高歪み構造の形成
直人 配位空間付近にアリール基を有する新規
ジピリド縮環型一重項カルベンの合成及
びその金錯体への応用検討
亮
分子性スピンラダーにおける化学的・物
理的キャリアドーピング
幸乃 Langbeinite 型化合物における磁気特性
佐恵 2つのホスフィンアームをもつリン架橋
［1.1］フェロセノファン4座配位子の多
様な配位挙動
航洋 圧力及び温度による磁気交換相互作用の
変化を示す m-ピリジル置換-銅
（II）イオ
ン錯体の研究
綾 金属近傍に Lewis 塩基性フラグメント
を配置した鉄メタラサイクルの合成と構

造、及び反応性
吉原 久未 TiO2による電場増強効果と蛍光強度増強
WANG XIAOHAN Synthesis, Structure and
Magnetic Properties of Complexes
Based on m-Butoxyphenyl-Substituted

新規光解離性保護基の開発
トリメチルアミン-N-オキシド溶液の軟
X 線発光スペクトルとその溶媒依存性
リン上に NEt2基を有する1,8-ナフチレン

Nitronyl Nitroxide and Transition
Metal Ions.（m- ブトキシ基を含むフェ
ニルニトロニルニトロキシドラジカルを
用いた遷移金属錯体の合成構造及び磁気
性質）

ジホスフィド架橋２核鉄錯体によるプロ
トン還元と水素活性化
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生物科学専攻
有賀

悠貴

キク属における葉形態形成の遺伝学的解
析
アグロバクテリア細胞表層に存在する T
繊毛の形態と性質の解析

川村

優斗

西城

智仁

坂井

綾子

佐藤

匠

清水

将樹

瀧野

ラノーマ細胞が分泌する遊走活性化因子
に関する分子的解析）
佑希 シロイヌナズナにおける暗黒誘導性老化
の QTL 解析
佳織 Centrin in Marchantia polymorpha:

野村

齋藤
財間

during triaxial experiments on Aji
granite under water-saturated conditions
（間隙水圧下での三軸圧縮試験による庵治
花こう岩の弾性波速度変化）
佐久間圭佑 太陽系初期に隕石母天体で生じた水質変
成に伴うアルカリ元素の再分配挙動解析
手塚
寛 Effect of humidity and interlayer cation
on frictional strength of montmorillonite
（モンモリロナイトの摩擦強度における

ツメガエル初期胚における siamois クラ
スター遺伝子の機能解析
病原性リゾビウム属菌株の形質転換能力
特性の把握と解析
Bryophytes in South Japanese Alps（南
アルプスの蘚苔類）
Molecular study on the factor(s)
promoting cell migration produced by
human melanoma cells in vitro（ヒトメ

湿度と層間陽イオンの影響）
中尾 鴻兵 鉄
（II）微小電極測定法の確立と温泉成鉄
沈殿物への適用
畠山 航平 Serpentinization along outer-rise fault
inferred from measurements of
permeability and elastic wave velocity
of serpentinites（蛇紋岩の浸透率と弾性
波速度の測定に基づくアウターライズ断

characterization, localization and
implications in the evolution of MTOCs
in land plants（ゼニゴケのセントリン：

逸見敬太郎

村上

真祈

層沿いの蛇紋岩化の検証）
原田 達也 ジルコン年代学を用いた岡山県北部地域
先白亜系のテレーン解析
藤原あずさ 雷神海山から産出する cleavable olivine
の形成過程

その特徴，細胞内分布，陸上植物の微小
管形成中心の進化における意味）
フクラガエル属の人工繁殖の試みとミト
コンドリアゲノムの解析（Attempt of

宮成

artificial breeding and analysis of
mitochondrial genomes in Breviceps
frogs）
The symbiotic interaction between
Takakia lepidozioides and mycorrhizal
fungi（ナンジャモンジャゴケと菌根菌
間の共生的相互作用について）

横田

地球惑星システム学専攻
浦谷

勇貴

達郎

晃 Petrological and geochronological study
of high-grade metamorphic rock in
Coorg Block-Mercara Shear Zone,
South India（ 南 イ ン ド Coorg BlockMercara 剪断帯に産出する高度変成岩
の岩石学的及び地質年代学的研究）
修宏 A study on some volcanogenic massive
sulfide deposits in the South Urals,
Russia（ロシア・南部ウラル地域に胚胎
する火山性塊状硫化物鉱床に関する研究）

数理分子生命理学専攻

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 ～包有され
る錫鉱物微粒子について～
大西
咲 リン酸塩ストロマトライトから推測され
る全球凍結後の海洋循環
加耒奈文美 O n t h e p r o c e s s o f d e c o l l e m e n t

久保

拓也 中国湖南省柏坊鉱山柚子塘鉱床の初生鉱
化作用
寛太 Evolution of elastic wave velocities

青木

池谷

formation based on the permeability
profile of ocean floor sediments（ 海 洋
底堆積物の浸透率プロファイルに基づく
デコルマ形成プロセスに関する考察）
粘土鉱物の脱水反応による不安定すべり

遠藤

大川
岡部

の実験的検証
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大将 天然変性領域における多重リン酸化を介
したクロマチン構造変換因子 FACT の
ヌクレオソーム結合における「超高感度
応答性」機構の解明
淳 DNA の物理的特性に着目した Ars イン
スレーターの作用メカニズムの解析
颯 パーキンソン病関連蛋白質シンフィリン
－１構造フラグメントの結晶化に向けた
精製法の確立
直輝 四脚走行の数理モデル
将己 バフンウニにおける TALEN を用いた
ノックインの試み

小川

拓馬

川嵜

亮祐

木下

大地

久保山政弥
合田

美月

兒玉

祐樹

近藤

克哉

白井

友理

新屋

大貴

関

陽太

瀨畑

敬文

高宮
田中

谷角
林
原
堀川

松下
山名
山本
中前

一徳
翔真

博 士 論 文 題 目

ミドリムシ個体の遊泳特性～自由遊泳時
の流れ場・運動の統計則・そして非一様
環境への適合過程～
天然変性領域を介した動的なドメイン協
働による基質認識機構の解明
シロイヌナズナのストレス応答を誘導す

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

4 月修了者
数学専攻

るアラントインの標的遺伝子 - デキサメ
タゾン誘導系を用いた解析 DNA-タンパク質クロスリンク損傷の新
規な定量法
ファンコニ貧血原因遺伝子を欠損したマ
ウス細胞のアルデヒド感受性
Polyalkoxybenzene A によるウニ胚繊毛
除去機構における標的タンパク質の同定

沖吉

数理分子生命理学専攻
工藤

健一 Contribution of oxidative DNA damages to bactericidal effects caused by
pulsed discharge with water-cavitation
（水中パルス放電の殺菌効果における
DNA 酸化損傷の寄与）

水平加振された粉体のパターン形成と粒
子間実効的相互作用の数値計算解析
メタボローム解析によるマクロファージ
制御物質の探索
アセチル化によるヌクレオソームコア粒
子の構造安定性の変化
両親媒性物質に対するリン脂質分子膜の
特異的応答の物理化学的評価
抗がん剤および酸化剤が誘発する DNA-

9 月修了者

タンパク質クロスリンクの解析
重力下での多細胞生物の形態維持機構の
数理モデル
アラントインによるシロイヌナズナの高

MOROV ARSENIY ROMANOVICH Origin of the
chordate dorsal structure（脊索動物に

生物科学専攻

Romaidi

温応答遺伝子の活性化と熱ショック耐性
の解析
怜 DNA 柔軟性・遺伝子発現相関とその生
物種依存性
康平 DNA 損傷に由来するトポイソメラーゼ
反応中間体トラッピング
由洋 エ ピ ゲ ノ ム 編 集 に よ る 癌 抑 制 遺 伝 子
大輔

真実 Generating functions of Box and Ball
System（箱玉系の母関数）

特異的な背側構造の起源）
Bioaccumulation of Vanadium by
Vanadium-Resistant Bacteria Isolated
from the Intestine of Ascidia
sydneiensis samea（スジキレボヤの腸か
ら単離したバナジウム耐性細菌によるバ
ナジウム濃縮）

地球惑星システム学専攻

CDH1の発現回復の試み
Protein disulfide isomerase 遺 伝 子
CYO1の組換え植物における光合成能と

新名

Stay green 表現型の解析
将也 3D-FISH 法によるバフンウニ初期型ヒ
ストン遺伝子座の核内配置の解析
築 T7 RNA ポリメラーゼの損傷 DNA 上に
おける転写動態の理論的考察
博也 駆動力源の導入と除去で生じるマランゴ
ニ流の発生と反転
和恭 Development of automated design tool
for gene knock-in and its experimental
demonstration in human cells（ 遺 伝 子

俊夫 Crystallization of Stratlingite in High
Alumina Cement Hydrates with Silica
Fume at Different Curing Tempera-

徳永

tures and Terms（異なる養生温度と養
生期間に於けるシリカフュームを添加し
たハイアルミナセメント水和物中のスト
ラトリンジャイトの結晶化について）
紘平 Distribution mechanism of various ions
during coprecipitation with barite and
its application to geochemistry and
environmental chemistry（ バ ラ イ ト 共
沈に伴う元素分配機構の解明とその地球
化学・環境学的な応用）

ノックインの自動設計ツールの開発とヒ
ト細胞での実験的実証）
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3 月修了者
数学専攻
稲津

佑

武富雄一郎

中川

勝國

An unbiased Cp type criterion for
ANOVA model with a tree order restriction（Tree order restriction が課せ
られた ANOVA モデルにおける不偏な
Cp タイプの規準量）
On a Riemannian submanifold whose
slice representation has no nonzero
fixed points（スライス表現に 0 でない
固定点を持たないリーマン部分多様体に
ついて）
Multifractal rigidity for piecewise linear
Markov maps（区分的線形写像による
力学系のマルチフラクタルの剛性）

物理科学専攻
梅枝 宏之

大久保

翼

Time Reversal Violation through B
Meson Mixing（B 中間子混合を通じた
時間反転対称性の破れの研究）
Neutral pion measurement in p-Pb
collisions at √ sNN = 5.02 TeV（ 核 子
対あたり重心系衝突エネルギー5.02TeV
の陽子＋鉛原子核衝突における中性パイ
中間子の測定）

化学専攻
住田

聖太

Reaction Dynamics Study of Polyatomic
Molecular Dissociation Initiated by
Photoexcitation of Chromophores（発色
団の光励起に起因した多原子分子解離反
応の動力学的研究）

― 28 ―

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。

理学研究科・理学部通信
発

231号

行：広島大学大学院理学研究科支援室

（総務・企画担当）

〒739-8526

東広島市鏡山1-3-1

TEL 082-424-7305
E-mail: ri-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp
編

集：広島大学大学院理学研究科広報委員会

