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1 1 研 究 室 の 特 色 を 紹 介 ！
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生物学～尽きぬ発見
　生物学の分野では、毎年、世界中でたくさんの重大な
発見がなされています。しかし、発見しつくす、ということ
は決してありません。なぜなら、生物学で発見するのは
『事象』ではなく『概念』だからです。これまで世界中の誰も
が知り得なかったことを知りたいという欲望を持ち続ける
限り、発見が尽きることはないのです。

生物学科の目ざすもの
　本学科では、分子・細胞レベルおよび個体から地球レベル
に至る幅広い分野にわたって、微生物・植物・動物と多様
な生物群を対象として研究をおこなっています。このなか
で、生命現象に共通する性質をあきらかにし、生物多様性
の本質を探究することを目標としています。

生物学科の特徴とその研究対象
　本学科の特徴は、幅広い研究対象を扱うこと、また、
学科自体が学際的であり、自由な雰囲気を持つことです。
研究テーマは、次の視点から見ても広がりがあります。
1　どんな生物種を対象とするか？
2　全生物に共通に見られるか、限定的か？
3　分子のように小さなものか、あるいは生態系のように
　     大きなものか？
4　自然の摂理をあきらかにすることなのか、
　  あるいは人類に直接役に立つことなのか?

研究から得られる力とは
　1～3年生で広く生物学について学んだ後、４年生や大学
院生になると、各自が研究テーマを選び、日々研究に取り
組んでいくことになります。研究対象が広い当学科は、学生
に研究テーマを決めるうえでの自由度を与え、学生は自ら
の研究を進めていく中で、発想の柔軟性を身につけます。
研究を進め、発見を成し遂げるためには、さまざまな困難
に遭遇し、解決方法を見出していくことが要求されます。
その過程の中で得た、「困難を解決する力」は各人の財産
となって、将来のあらゆる場面で役に立つことでしょう。

学際的で自由な雰囲気の中、生物多様性の本質を探究する。
分子から地球レベルまで
高校生の皆さんへ カリキュラムの特徴

EndoFV
立体構造
モデル

ルリキンバエの神経細胞

タンガニイカ湖の
水中風景

麹菌の一種・アスペルギルス

分裂酵母

ゼブラフィッシュアフリカツメガエルの
始原生殖細胞の可視化
アフリカツメガエルの
始原生殖細胞の可視化

カメルーンの川で
カワゴケソウを採取

植物園のヌマスギ　植物園のヌマスギ　

タンガニイカ湖での
潜水観察の様子

ハエトリグモの主眼

宇宙で育てたシロイヌナズナ
(写真提供:  JAXA )

宇宙で育てたシロイヌナズナ
(写真提供:  JAXA )

▼大阪市立大学理学部生物学科の研究対象・風景

Department of Biology, Faculty of Science, Osaka City University

　近年著しい発展を遂げている生命科学や生物多様性にも力点
を置き、生物学の広範な理論・知識・技術を正しく理解できる
ように編成されています。

多様な生命現象をカバーする幅広い講義科目を提供
実際の生命現象を体験できる実験科目を重視
植物・動物を対象とした野外実習（一部合宿形式）を提供
他の自然科学分野の知識の習得を推奨
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夏休みの1週間を使い、附属植
物園を利用して、自然に親しみ
ながら植物分類と植物生態学
の実習をおこないます。

専攻したい生物学の分野を選び、指導教員と相談
しながら、ひとりひとりが取り組みたいテーマに
ついて卒業研究をおこないます。生物学における
研究の進め方を実際に体験し、卒業後の進路に
おける発展の基礎とすることを目的としています。

専門教育科目

開講期：前期集中

開講期：前期集中

多様な生物を育む海でさま
ざまな生物を観察するととも
に、発生学、生理学などの
実習を行います。

生物学の潮流

動物生理学

生物学概論

生体分子機能学

生物化学Ⅰ

生物化学Ⅱ

生物理学

植物生理学

動物発生学

行動生態学

動物生態学

生物統計学

野 外 実 習

タンパク質機能学

酵素化学

代謝生化学

微生物化学

分子細胞生物学

植物細胞生理学

分子発生生物学

神経生物学

数理生態学

植物生態学

植物進化適応学Ⅰ

植物進化適応学Ⅱ

専門生物学実験 A

専門生物学実験 B

臨 海 実 習

専門生物学演習

特 別 研 究

２ 

年

１ 

年

３ 

年

４ 

年

開講期：通年



生物学の三領域

　生物学の研究対象は主に三つの領域にわけることができます。分子などミクロの領域、細胞など中間的

な領域、そして個体や群集、その群集全体を包み込む生態環境といったマクロの領域です。

　大阪市立大学の生物学科には研究室が11あり、三領域を網羅する形で高度で多彩な研究がおこなわれて

います。そのため、生物学の世界へさまざまなアプローチが可能です。

ミクロの領域

　生物がつくる分子を研究対象とし、

生命現象の分子レベルでの解明を目指

しています。知覚に関係する分子を

探ったり、酵素の探索や薬の開発など、

バイオテクノロジーを駆使した研究を

展開しています。

中間の領域

　その研究対象は少し大きくなり、

おもに細胞や組織、器官を対象として

います。動物や植物の体づくりや環境

応答、微生物の運動や有性生殖のしく

みを解き明かすことをめざしています。

マクロの領域

　昆虫や魚類、植物などを対象に、個体

や群集の機能、生態系について研究

しています。昆虫が季節や環境に適応

できるしくみを探ったり、植物園や

世界各地をフィールドとした野外観察

によって、動物の社会関係や植物の

環境適応戦略や多様性を調べています。 

　p.3～p.8では、生物学科にあるさま
ざまな研究室でどのような研究がおこなわ

れているのか紹介します。

市大生物、
ココが推し ！

●少人数教育
　１学年 30 数名の学生数に

対し、専任教員数は22名です。

教員一人あたりの学生数が少

なく、丁寧な指導が受けられ

ます。学術論文の書き方や実験

方法など、専門技術が身につく

だけでなく、論理的思考や分析

力など社会で活躍する上で必要

な力も養われます。

●充実した設備、施設
　2014年に理系学舎が新し

くなり、設備がさらに充実しま

した。他に類を見ない広大な

附属植物園も大きな魅力です。

●総合大学の強み
　全８学部の教員が講義を担当

しているため、幅広い教養や

語学力が身につきます。

生物学科～生物学の世界を探究する11の道～

植物園のヌマスギ　

夕暮れの熱帯雨林

タンポポの調査タンポポの調査 ホヤやカイメンの
体内に産卵する
オビアナハゼ

専門実験の様子

I N D E X
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植物園紹介

先輩からのメッセージ

卒業後の進路

01-

02-

03～08-

高校生の皆さんへ

カリキュラムの特徴

研究室紹介

08-

06-

04-

03-

05-

07-

生体高分子機能学Ⅰ

酵素学、アミラーゼ、キノコ

生体高分子機能学Ⅱ

光、見えない光、タンパク質、視覚

動物機能生物学

アフリカツメガエル、生殖細胞、遺伝子

植物機能生物学

宇宙実験、抗重力、細胞壁、微小管

植物機能生態学

生物多様性、熱帯林、保全

情報生物学

光周性、体内時計、昆虫

植物進化適応学

植物園、植物の多様性、生存戦略

細胞機能学

マイコプラズマ、分裂酵母、配偶子

動物機能生態学

野外調査、ダイビング、進化

代謝調節機能学

高度好熱菌、DNA修復機構、翻訳後修飾

生体低分子機能学

微生物、抗菌、ヘルパー分子、納豆
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 市大生物
研究室分布図

p.6

p.7

p.5
p.5

p.3

p.4

p.3

p.4

p.7



03

スパイスで抗菌活性？ 細菌もアポトーシスする？
～可能性の宝庫、微生物の世界～

ミクロの世界の主役、微生物

　ミクロの世界の主役である微生物
は、ヒトのゲノムが解読された今日に

おいても相変わらず私たちにとって

未知の存在であり、あるものは私た

ちの生命を脅かす存在でもあります。

　一方で、実は微生物は私たちの

生活に計り知れない恩恵を与えて

くれる存在でもあることを知って

いましたか？物質の循環の中で分

解者として働く微生物の存在なく

しては、そもそも地球上に生命の

存在はありえません。そして微生物

には、まだまだ解明されていない

たくさんの力が隠されています。

ヘルパー分子で抗菌力アップ！

　細菌による感染症に加えて、カビ

や酵母による真菌症の頻発が問題

となってきています。今日、感染症

に対して使われる抗生物質ですが、

現在使われている抗生物質の中に

も、いまだに知られていない機能が

潜んでいることがあきらかになって

きました。私たちの研究室では、そ

の潜在力を引き出し、増幅する言わ

ばヘルパー分子とも言うべき分子

の役割に注目しています。最近の研

究でアニスオイルの薬効成分であ

るアネトールに抗生物質の薬効を

著しく増幅させる効果を見いだしま

した。微生物の世界には、こういっ

た私たちの世界が抱えるさまざま

な課題を解決するためのヒント

がたくさん転がっているのです。

細胞の自然死を制御するシステム
の解明と応用をめざして
　アポトーシスは細胞の自然死

（自己細胞死）のことで、分化や損

傷を受けた細胞を取り除くため

に真核生物にとって必須なシス

テムですが、最近の研究により、

バクテリアのような原核生物にも

toxin-antitoxin (TA) システムと

呼ばれる自己細胞死があり、細胞の

生と死を制御していることもあき

らかになってきました。私たちの

研究室ではバクテリアで細胞死を

引き起こす TA システムについて

大腸菌を用いて研究しています。

この研究はTAシステムを標的とした

医薬品の開発への可能性も秘めて

います。たとえば、ヒトの細胞から

HIVウイルスを排除するシステムが

開発されています。TA システムを

研究するなかで、新しいバイオテク

ノロジー技術や医療へ応用できる

研究をおこなっていきます。

KEY WORD 微生物、ヘルパー分子、アポトーシス、納豆

　私たちの研究室では、微生物

やガン細胞に特徴的な生命現象

を分子レベルで理解するととも

に、これらの脅威を克服するツー

ルとなる薬、すなわち「生理活性

物質」の開発・作用機構の解明

をめざしています。また納豆の

ネバネバであるポリグルタミン

酸が作られるしくみを解明する

ことを通じて、新しい食品用素材

を応用開発する研究もおこなっ

ています。生物と化学の境界

領域で、ミクロの世界を覗き

ながら研究をしてみませんか？

生体低分子機能学

こんな
研究室

生体低分子機能学

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/mchem/mchem.html

▲スパイスとして有名なアニスにはアネ
トールというヘルパー作用をもつ抗菌
成分が含まれます

准教授
山口良弘　　

准教授
藤田憲一　　

高度好熱菌から生物の基本法則をさぐる
～生物に共通の生命現象を解き明かす～

研究室紹介

伊豆温泉で発見！
熱さに強い驚異の生物

　1960年代に伊豆の温泉で、生物

の重要な構成成分であるタンパク

質の研究に大きく貢献することに

なる生物が発見されました。バク

テリアの一種であるサーマス・サー

モフィラス菌です。この菌は、75度

付近の高温を好む高度好熱菌の一

種です。高い温度にも耐える安定

性の高いタンパク質で構成されて

いて、その構造や働きを調べやす

いことや、遺伝子(タンパク質)の数

が少ないことなど、研究するのに

便利な特徴を持っています。また、

好熱菌は進化系統樹の根元近くに

属するため、全生物の共通の祖先

となった細胞に近い特徴をもつと

も考えられています。この高度好

熱菌の細胞で見られる生命現象を

分子や原子のレべルで解明できれ

ば、すべての生物に必須の生きて

いるしくみの理解につながると

期待されています。

癌化を防ぐ修復酵素とは？

　生命の最も基本的な営みは、

「DNA→mRNA→タンパク質」と

いう遺伝情報の伝達です。この過

程は、様々なレベルで厳密に調節

されています。我々は、DNA修復

やRNA分解、タンパク質の修飾

(翻訳後修飾)など、ヌクレオチド

が関わる調節機構を高度好熱菌

のタンパク質を使用して研究して

います。たとえば、DNAの変異は

細胞の癌化を引き起こす大きな

要因であり、その修復に関与する

酵素群がDNAの損傷に気づいて

修復する機構を解明すれば、将来

的には、医学への貢献にもつながる

でしょう。また、遺伝情報を超えた

新たな機能をタンパク質に付加す

る翻訳後修飾には、まだ数多くの

未知なる代謝調節機構が存在する

と考えられています。
　

KEY WORD 高度好熱菌、DNA修復機構、翻訳後修飾

　2003年にヒトゲノムの解読

が完了し、ポストゲノム時代が

到来、研究の中心はDNAから

たんぱく質へと広がりました。

また、質量分析法とバイオイン

フォマティクスの進歩により、

タンパク質の種類や修飾を迅速

に同定することができるように

なりました。私たちは構造解析

や代謝物質の解析など、多様な

解析方法を組み合わせて個々の

タンパク質の構造と機能を解明

することによって、代謝システム

全体がどのように調節されて

いるかを研究しています。

代謝調節機能学

こんな
研究室

代謝調節機能学

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/gphys/

▲高度好熱菌由来のタンパク質は結晶
しやすく、構造解析に適しています

教授
増井良治

分子生物学
とは何ですか？

       生命の基本単位である細胞を

構成する分子から、生命現象につい

て理解をめざす学問です。タンパク

質などが研究対象であり、大腸菌な

どがモデル生物として使用されます。



04

酵素学のパイオニア！
～酵素を作る菌を探し出せ！～

生物にとって必要不可欠な
物質・酵素

　酵素化学は、バイオサイエンスやバ
イオテクノロジー分野の主軸をなす

研究分野の一つです。酵素とは生物

が作る触媒です。生命現象は、多様

な酵素が介在するさまざまな化学反

応によって進行します。たとえば、傷

口の血液がしばらくすると固まって

止血する現象は、血液中の一連のタ

ンパク質分解酵素が触媒する化学反

応によるものです。

　酵素は、血液のような細胞の外や

細胞内あるいは細胞膜など生体内の

さまざまな場所に存在しています。

動物のすい臓ではアミラーゼやトリ

プシンという酵素が盛んに作られ、

植物の種子にもアミラーゼ類が豊富

に存在しています。また、キノコや微

生物は酵素を生産する能力が大変高

く、キノコやさまざまな微生物から

生まれた酵素が産業に利用されてい

ます。しかし、いまだに性質のあきら

かにされていない酵素がたくさんあ

り、新しい酵素の探索とその性質に

ついての研究がおこなわれています。

人間の生活を豊かにする酵素

　このような研究を通じて、生命

現象のしくみをあきらかにし、これを

もとに、病気の予防や治療に役立て

ることができます。酵素は胃腸薬や

血栓溶解剤などの医薬品としても

利用されています。酵素の阻害剤は

抗インフルエンザ薬や血糖降下薬に

もなっています。また、血液中の酵素

を調べることによって、病気の診断

がおこなわれているのです。

　加えて、生物が作る酵素は安全な

ため、酵素を利用して、ブドウ糖など

の甘味料、アミノ酸あるいは調味料

などさまざまな食品が生産されたり、

化粧品にも酵素で作られた素材が利

用されています。さらに、遺伝子操作

など生命科学の研究には酵素は必

要不可欠です。このように、さまざま

な領域で酵素は利用されています。

新しい酵素の研究とその応用開発は、

私たちの生活をより豊かなものに

するために大変貢献しているのです。

KEY WORD 酵素学、アミラーゼ、キノコ

　創立当初（1949年）より酵素

学の草分けとして、酵素の起源

を微生物に求め、有用酵素を世

に送り出してきました。近年で

は、微生物のみならず、動物や

植物の生産する酵素を分離精

製し、その性質を生化学的、分

子生物学的手法を用いて調べ、

酵素タンパク質の構造と触媒機

能を解明することに取り組んで

きました。こういった新規酵素の

応用開発に関する研究をおこな

うとともに、生体内での酵素の

働きがいかなるものか、それら

酵素の構造と機能の関係をあき

らかにすることをめざしています。

生体高分子機能学Ⅰ

こんな
研究室

生体高分子機能学Ⅰ

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/echem/

高分子とは
何ですか？

       非常に多くの原子が結合してで

きた巨大な分子のことで、タンパク

質やデンプンもそのひとつです。原

子の数がだいたい千個以上のもの

が高分子とみなされています。

光をキャッチするタンパク質
～分子を手がかりに生命現象の謎をひも解く～

動物は目以外でも光を感じ
ている！

　多くの動物は、光を「見ること」に

利用していますが、実は光は「見るこ

と」以外にも利用されていることは

ご存知でしょうか。例えば、光刺激

が体のリズムを調節するなど、視覚

以外にも利用されているのです。ま

た、ヒトを含むさまざまな動物の脳

や内臓などにも、ものを見るために

光をキャッチしているタンパク質

（視物質）の仲間が存在しています。

ほ乳類が目以外の場所でも光を感

じている可能性があることは、長い

間注目されてきたので、脳や内臓な

どにあるこの視物質の仲間のタン

パク質が本当に光をキャッチするこ

とをあきらかにしたことは大発見で

した。このタンパク質は体内のどこ

にでも存在するタイプのビタミンA

誘導体と結合するので、繰り返し体

内でリサイクル利用される優れもの

です。この物質を光スイッチのよう

に使い、光で行動や生体反応をコン

トロールするなどの応用も期待され

ています。

ちょっとピンぼけ？
身近なクモに世界初の発見

　家や公園で、ジャンプする小さな
クモを見かけたことはありますか？

ハエトリグモという名前のこのクモ

は、名前の通り、虫をジャンプして捕

まえる名人です。このありふれた生

き物で、私たちは世界初の発見をし

ました。他の生き物には見られない、

まったく新しい「奥行き知覚」を使っ

ていることをあきらかにしたのです。

　「奥行き知覚」とは、対象までの距

離を判断する知覚で、重要な視覚の

機能の1 つです。たとえば、私たちは

片目をつぶると、ちょっと距離の感覚

がわかりにくくなりますね。左右の

目の見え方の違いが、人間にとって

「奥行き」を知覚するための方法の一

つだからです。動物はさまざまな手

がかりから奥行きを知覚しています。

　ところが、ハエトリグモは、まった

く新しい方法で奥行きを知覚してい

ました。このクモの目の、光を受け

取る分子の特徴を調べたところ、

「ピンぼけ像」を利用していることが

わかったのです。実は理論的には、

「ぼけの量」で奥行きは知覚できる

とされてきたのですが、実際に、こ

の知覚方法を使っている生き物の

発見は世界で初めてでした。研究が

さらに進めば、ロボットの目など、コ

ンピュータビジョンの分野の発展に

も役立つかも知れません。

KEY WORD 光、見えない光、タンパク質、視覚

　多くの動物は、光受容タンパ

ク質である視物質ロドプシンや

その類似タンパク質によって光

を多彩に利用しています。私た

ちは、さまざまな動物の脳や内

臓などに存在している視物質の

仲間のタンパク質（Opn3）を解

析し、これが実際に光をキャッ

チして光の情報を神経の情報に

変換することを、世界で初めて

明らかにしました。多様なロドプ

シン類の性状・特徴とその分子

特性をもたらすメカニズムを明

らかにし、動物が持つさまざま

な光受容能を理解することをめ

ざしています。

生体高分子機能学Ⅱ

こんな
研究室

生体高分子機能学Ⅱ

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/mphys/

▲低温室の中で、色々な精製法を用いて酵素
の精製をおこないます

光をキャッチするタンパク質をしらべるため
に作製した遺伝子導入ショウジョウバエ（左
図、上の赤目個体）と遺伝子導入ゼブラフィッ
シュ（右図、緑蛍光を発している個体）

教授
寺北明久　　

教授
小柳光正　　

准教授
伊藤和央
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研究室紹介

カエルや魚の卵から壮大な形作りの世界をのぞく
～卵から切り込む生命の神秘～

カエルの卵から遺伝子の働きが
わかる？

　カエルの卵を観察したことはあり
ますか？カエルの卵は比較的大きく

て透明なため、卵が孵化するまでに

卵の中で何が起こっているのかが

よくわかります。精子と卵が合体

（受精）し、その結果として卵割と

いう細胞分裂を繰り返して動物の

体ができ上がっていきます。この

過程を「発生」といいます。

　カエルの卵を観察して、卵の中

で発生が進んでいくのを見るのは

とても感動的で神秘的です。発生中

に受精卵が2つに割れ、4つになり、

細胞分裂を重ねて数を増やしてい

きます。さらに発生が進むとある

細胞は筋肉細胞になったり別の

細胞は神経の細胞になったりし、

一つの細胞から、動物の中に多種

の異なった細胞ができるのです。

この現象を「分化」と呼びます。

　では細胞の分化はなぜ引き起こ

されるのでしょう？そこには遺伝子

が深く関わっています。人やマウス

などの高等な生物にはおよそ２万の

遺伝子があり、この遺伝子がスイッ

チのようにオンになったりオフに

なったりするのです。そして、細胞の

分化は2万もある遺伝子の中で、

オンになった遺伝子の組み合わせ

で引き起こされると考えられます。

この遺伝子のスイッチを実験でわざ

とオフにして、卵の中の胚の変化を

観察することで、遺伝子がどう働い

ているのかまでわかってくるのです。

卵から切り込む、進化の道すじ

　さて、生物はそのグループごとに

それぞれ独自の体つきを備えてい

ます。たとえばわれわれ脊椎動物の

グループであれば、ヒレや手足と

いった二組の肢があるといった特

徴があります。このような決まった

体つきの特徴や器官の位置関係の

ことを、「体制」といいます。受精卵

では、たった1個の細胞から動物の

体制がつくりあげられていくのです

が、この受精卵の一部を切り取る実

験をすると、発生した胚が頭を失っ

たり、奇形が生じます。そして、奇形

は、異常な発生の結果であると同時

に、ふだん隠されている発生の別の

道すじをあぶり出すものでもあるの

です。こういった実験は進化の理解

にもささやかな光を投げかけてい

るのです。

KEY WORD アフリカツメガエル、生殖細胞、遺伝子

　実験のためにアフリカツメガ

エルとゼブラフィッシュを飼育

していますが、その水槽は癒し

の空間です。彼らの卵が見せて

くれる発生の過程は、何度見て

もとてもスリリングです。この

分野の研究は、受精卵に始まり

胚発生過程に起こる形態形成

や細胞分化を、細胞および分子

のレベルであきらかにすること

を目的としています。発生現象

を説明する仮説を立て、証明の

ために実験を組み立て、実験を

して結果を評価し証明するー

これは難しいパズルを解いて

いくような面白さです。

動物機能生物学

こんな
研究室

動物機能生物学

宇宙植物学研究の拠点
～宇宙実験で探る植物の体づくり～

植物進化の知恵の宝庫
～細胞壁～

　動物のように自由に動くことの
できない植物は、環境によって形や

大きさを柔軟に変化させることで

生き延びています。たとえば、暗い

ところで育てた植物は茎を細長く

伸ばした形になり、明るいところで

育てたものは、茎をあまり伸ばすこと

なく、葉を大きく広げます。また、光

だけでなく、重力、温度、水分などの

環境も植物の形に影響を与えます。

　つまり、日頃見慣れた植物の形は、

周囲の環境によって決まったもの

なのです。そして、植物の形と大き

さを直接的に決めているのは植物

細胞の最も外側に位置する細胞壁

です。細胞壁は環境の変化によって

その構造を柔軟に変化させるとい

う性質を持っており、そこには、動

物にはない植物ならではの進化の

知恵が詰まっています。

どういうしくみで
植物は重力に耐えるのか？

　植物の形や大きさの調節のしくみ

を、特に重力に注目して、あきらかに

するため、私たちは過重力(1 Gより
大きな重力)環境や国際宇宙ステー

ションの日本実験棟「きぼう」の微小

重力環境を利用して研究しています。

植物が陸上で生きていくためには、

重力に耐える体を作ることが非常に

重要です。植物には重力に耐えるた

めのさまざまなしくみがあると考え

られるのです。「重力に耐える体を作

る」という反応は知られてはいました

が、呼び名もなく、その性質やしく

みは調べられていませんでした。そ

こで、私たちは、これを「抗重力反応」

と名づけて解析をおこなっています。

　地上実験の結果、植物は、茎の細

胞壁自体を強くするとともに、茎を

太く短くすることによって重力に対

抗していることがあきらかになりま

した。細胞壁の強度は、細胞壁多糖

の代謝調節が関わってコントロール

されていること、また、茎の形の変

化には、表層微小管や微小管結合タ

ンパク質の変化が関係していること

が示されました。植物が重力に耐え

る体を作るしくみの全容をあきらか

にするため、私たちは、8つの宇宙

実験をおこなっています。

　植物が重力に耐える体を作るしく

みがわかれば、それを利用して植物

の形をコントロールすることができ、

地球上での植物の効率的な生産が

可能になると期待されています。

KEY WORD 宇宙実験、抗重力、細胞壁、微小管

　植物は、生育に適した環境を

求めて移動することができま

せん。そのため、植物は、周囲の

環境変化に適切に応答しなが

ら一生を送っています。

　私たちは、環境による植物の

形態や成長の制御機構を研究

しています。植物が環境から刺

激を受けて、応答する過程では、

植物のさまざまな機能が調節

されています。私たちは、宇宙

実験による重力反応の解析など

により、その全体像を解明する

ことをめざしています。

植物機能生物学

こんな
研究室

植物機能生物学

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/dbiol/

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pphys/

▲つぶらな目がチャームポイントのアフリ
カツメガエル、餌はリッチにレバーです

▲国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実
験棟（写真提供：JAXA/NASA）

准教授
小宮　透　　

講師
水野寿朗　　

教授
曽我康一

准教授
若林和幸 　　
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　私たちは、細菌の運動や酵母

の有性生殖などを研究してい

ます。微生物の特殊な現象と

思われるかもしれませんが、根底

には全生命に共通する法則が

あります。細胞、遺伝子、タン

パク質分子などの構造や動態

という様々な視点をもとに、最

先端技術を用いて、生命現象の

本質に迫ります。

細胞機能学

こんな
研究室

マイコプラズマ、なぜ走る？／酵母、進化のためのリレー
～おもしろい微生物から生命の根幹にせまる～

身近な細菌に隠されていた
常識を打ち破る発見

　マイコプラズマというと肺炎を
起こす細菌として知っている人も

多いでしょう。この身近な細菌が、 

最近、生物学の常識をくつがえす

発見をもたらしてくれました。マイ

コプラズマは、長さ約１μm （１

cm の１万分の１）の単細胞生物で、

体の端に突起を作って、その突起で

ヒトや動物の組織にはりつきます。 

そして、はりついたまま滑るように

動く「滑走運動」をおこないます。

運動は速くてスムーズですが、運動

する他の細菌で見られる「べん毛」

などはなく、この運動のメカニズム

は見当もつかないものでした。そこ

で、マイコプラズマを殺して抜け殻

のようした死骸にアデノシン三リン

酸（ATP）という物質をかけたとこ

ろ、生きているときと同じように動

き回りました。このことから、一般

的にイオン駆動力で動くと考えら

れている細菌にも ATP のエネル

ギーで動くものがあることがあき

らかになりました。 マイコプラズマ

の滑走の装置は生体分子でできた

「小さな機械」ですが、 このしくみ

を解明していけば、マイコプラズマ

の治療薬や、超小型モーターの開

発など、応用も期待できます。

もっともシンプルな細胞から
生命継承の仕組みをさぐる

　もう一つ、また違う別の身近な

微生物に酵母があります。分裂酵母

は二分裂により増殖しますが、場合

によっては有性生殖をおこなうこと

から、配偶子（植物の胞子や動物の

精子や卵子など）を形成するしくみ

を解き明かすための優れた研究

材料になります。生物種が生き残る

ためには世代を越えて遺伝情報（ゲ

ノム）をリレーのように受け渡して

いくことが必要で、これは配偶子を

経由して次世代に伝えられます。酵

母というもっともシンプルな真核細

胞をもつモデル生物で、壮大な「生

命の継承」のしくみに迫れるのです。

KEY WORD マイコプラズマ、分裂酵母、配偶子、細胞骨格細胞機能学

フィールドを行け！ーアフリカの湖からアラスカの海まで
～日本で唯一の「動物社会学」研究室～

魚類の多様な繁殖戦略の解明

　動物は単独で生きていくことは
できません。生きていくうえで同種

や他種と様々な社会関係を持ちます。

たとえば、魚類の配偶・交尾・子育て

といった繁殖行動はとても多様で、

社会関係の研究として大変興味深

いものです。東アフリカには、タン

ガニイカ湖という世界で2番目に

古い湖がありますが、ここに生息し

ているある魚は、一巣の子を3個体

以上が世話をします。しかも、魚の

世界で、血縁関係にない個体のそれ

ぞれが同じ巣で子を残し、その子の

世話を協力して行うことは世界初の

発見でした。また、タンガニイカ湖に

は、子育て中のメスが尾びれで砂底

を掘って子に餌を与えたり、自分の

体の粘液を子に餌として与えたり、

子育てについて次々と驚く発見が

なされています。そして、北太平洋の

寒い海には、わざわざホヤやカイメン

に産卵するように進化した魚類が

見つかっており、これまでの研究で

好みのホヤやカイメンがあることや、

産卵管が産み付ける場所に最適な形

や長さに適応していることが分かっ

てきました。現在、私たちの研究室

では、アフリカの湖から珊瑚礁、ア

ラスカの海までをフィールドとし、

魚類の興味深い繁殖戦略の解明を

めざし研究を続けています。

魚も顔で相手を識別する

　ヒトや類人猿、いくつかの鳥類で

は「顔」でお互いを識別している

ことが知られていました。しかし、

こういった識別能力は“高等”脊椎

動物に限られ、魚類においてこの

ような能力があるとは誰も考えて

いませんでした。カワスズメ科魚類

数種を用いた水槽実験によって、

魚が顔の模様の違いで相手を識別

することを発見しました。今回の

発見はこれまでの常識を大きく覆す

成果といえます。また、魚の洞察力

も面白い研究テーマです。たとえば、

魚Aが自分より強い魚BがCに負

けるのを見たとします。すると、A

はCが自分より強いと認識できる

のです。このような洞察力は類人猿

やラットでは知られていましたが、

魚にも種類によってはこういった

洞察力があることは驚きでした。

現在はこのような「認知」研究を

発展させ、鏡像自己認知や共感性

（向社会的行動）をテーマに魚類の

高次認知能力の研究を進めています。

KEY WORD 野外調査、ダイビング、進化

　私たちの研究室は魚や鳥など

動物の行動の野外観察をもと

に、動物の社会関係から社会

組織の解明を試みる、日本で

唯一の「動物社会学」の研究室

です。日本における主に魚類の

行動生態学、社会生態学研究、

さらに認知科学研究における

中心的役割を果たしています。

フィールドはアフリカ、珊瑚礁、

北の海などであり、そこで得ら

れたさまざまな仮説について

研究室で水槽実験をしていま

す。研究対象もテーマも多様で

あり、尽きることはありません。

動物機能生態学

こんな
研究室

動物機能生態学

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~miyata/index_J.htm

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/asoci/

モデル生物って
何ですか？

       研究によく使われる生物です。観察
がしやすく、飼育・管理が簡単など実験
室で扱いやすいものがむいています。

▲子育 てを手 伝う魚 Chalinochromis 
brichardi: 社会性が高く、顔の模様で
お互いを識別していると考えられる

助教
藤原郁子　　

教授
幸田正典　

准教授
安房田智司　

教授
宮田真人　　

教授
中村太郎　　

▲マイコプラズマ(上 )と分裂酵母( 下 )
のCG 画像
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研究室紹介

「ノアの方舟」の危機

　さまざまな生物が暮らす熱帯林

は、多様な生き物を乗せた「ノアの

方舟」にたとえられることがありま

す。今、この「方舟」が危機に瀕して

いるかもしれません。

　私たちは、国際チームと協力しな

がら、ボルネオ島の熱帯林、ランビ

ルの森で、20年以上にわたり森林

の変化を調べてきました。すると、

森から動物が急速に減ってしまい、

それが森の樹木にも変化をもたら

していることがわかったのです。

　種子やその芽生えを食べる動物

が減ると、樹木の若木が増える一方

で、その多様性は下がっていました。

また、動物が種子を運ぶような種類

の樹木では、種子を運ぶ役割の動物

が減ったため、種子が広がらず、若木

が集まって生えるようになりました。

　実は、同じ種が集まると病気や虫

害のリスクが上がるため、将来、こう

した種の個体数は減ってしまう危険

性があります。動物の減少が熱帯林

の多様性に影響を与えていること

を具体的に示した研究はこれが初

めてですが、同様の状況は世界中の

熱帯林ですでに起きているか、今後

起きる可能性があります。生態系は、

さまざまな生物同士が複雑に絡み

あうことで保たれているのです。

両性植物 vs. 雌雄異株植物

　さて、植物は人間にとって身近な

存在ですが、その性はまだまだ謎に

満ちています。多くの植物は雌雄

同株ですが、中には動物のように

雌株と雄株に分かれているものも

あります。動かない植物が雌雄に

分かれることによる不利がどのよ

うに克服されているのか、これは

ダーウィンも注目した難問です。

調査の結果、1つの性に集中できる

ため、たとえば、若い時から繁殖

できる利点があることがあきらかに

なりました。環境問題が急務の課題

である今日、生物多様性の研究の

重要性も年々増しています。

KEY WORD 生物多様性、熱帯林、保全

　私たちは、野生植物の生活史

と多様性維持機構の解明をめ

ざして研究しています。熱帯低

地のフタバガキ林（マレーシア）、

熱帯山地のシイ・カシ林（タイ）、

暖温帯のシイ・カシ林（奈良県）

の3ヶ所で、20年以上、森林の

大規模な長期モニタリングを

継続しています。これらを利用

して、生物多様性の解明と、群

集内での棲み分けなどの研究

をおこなっています。また、分子

遺伝学的手法をもちいた個体

群内での遺伝的多様性の研究

などを、他分野の研究者と共同

して進めています。

 

植物機能生態学

こんな
研究室

植物機能生態学

休眠するカメムシ・ハエ、時間がわかる昆虫
～季節を知らせる光周性、朝と夜を告げる体内時計の不思議～

動物は季節を予測できるの？

　多くの生物は季節の変化を予測
して、成長するかどうか、繁殖するか

どうかを決めています。ではどう

やって季節の変化を予測するので

しょうか？実は、多くの生物は「日

の長さ」を使って季節の到来を予測

しています。

　日長（明るい時間の長さ）は規則

正しく変化します。年によって違う

こともありません。日長は、季節の

到来を知るには大変都合のよい

情報なのです。生物が日長に反応

する性質を光周性といい、多くの

昆虫は、光周性によって季節を読み

取り休眠に入ります。休眠とは、

発育や生殖を停止してやり過ごす

特別な生理状態のことです。たとえ

ば、ホソヘリカメムシのメス成虫は

日長が14 時間より長くなると卵巣

を発達させて産卵します。一方、日長

が14 時間よりも短くなると休眠に

入り、卵巣の発達を停止し、産卵も

行いません。私たちの研究により、

昆虫は体内時計を使って日長を

測定していることが、遺伝子、神経

細胞の側面からわかってきました。

体内時計と昆虫

　昆虫は地球上で最も繁栄している

動物の一つで、驚くほど多様な暮ら

し方をしています。調べれば調べる

ほど、おもしろいことがたくさん

みつかります。その１つとして、私

たちのミツバチの研究を紹介しま

しょう。ミツバチの巣の中にはたく

さんの働きバチがいて、女王の子

ども（幼虫）の世話をする係、巣の

外にエサを集めに行く係がいます。

世話係のハチは巣の外には出ず、

真っ暗な巣の中で昼夜を問わずに

子の世話（エサやり）をします。その

一方で、エサをとりに行く係は夜は

しっかり休んで、昼に活発にエサ

を集めます。この活動の周期性の

違いはどのように生み出されて

いるのでしょうか？世話係のハチ

の体内時計は壊れてしまっている

のでしょうか？私たちの研究により、

体内時計はしっかり動いていること

が明らかになりました。周期性の

違いは、体内時計をとりまく部分に

よってコントロールされていると考

えられます。私たちは、昆虫の行動を

詳細に観察し、どのように休む・働く

が制御されているのかを遺伝子、

神経レベルで明らかにしています。

KEY WORD 光周性、体内時計、昆虫

　無脊椎動物を主な対象と

して研究をしています。これ

まで扱ってきたのは、ダニ、ナメ

クジ、カメムシ、コオロギ、ハエ、

ハチなどなど。これらの動物

たちが「野外でどんな生活を

しているのか」を念頭に置き

ながら、その生活のために「ど

んなしくみをどのように使って

いるのか」を考える生態生理

学の伝統を引き継ぐ研究室で

す。このスピリットを受け継

いだ多くの卒業生を輩出して

います。

情報生物学

こんな
研究室

情報生物学

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pecol/pecol.html

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/aphys/

▲マレーシア・ランビル国立公園にあった
最大級のフタバガキは後に枯死

DNA 解析とは
何ですか？

        ここでは対象からDNA（遺伝
子の一部）を抽出し、不純物を取り除
いたのち、マイクロサテライトという
方法で解析しています。各個体の遺
伝子型を決定することができます。

▲ホソヘリカメムシは日の長さを測定
して秋の到来を知り、休眠に入ります

教授
伊東　明　　

准教授
名波　哲　　

教授
後藤慎介　　

准教授
渕側太郎　　

熱帯林の保全から樹木の性表現まで
～生物多様性の現場に挑む～
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植物が見せる、さまざまな生存戦略
～植物園の研究室でそのしくみ解明にせまる～

化石の意味を生物学から探る

　地球上には様々な形の植物がい

ます。このような植物の多様性は、

いつ、どのようにして生み出された

のでしょうか？それを知る直接の方

法は、植物の化石を調べることです。

一方、過去に起きた進化の生物学

的な意味を理解するためには、今生

きている生物の目線で化石を見直

すことも重要です。

　私たちは、このような立場で、どの

ように種子ができたのかを研究して

います。約４億年前の化石の記録か

ら、種子の皮は枝が扁平になること

で進化したことがわかっています。

そこで、枝を扁平にする遺伝子を今

生きている植物で壊してみたとこ

ろ、確かに皮が枝に戻ることがわか

りました。この先祖返りした植物を

調べることで、４億年前の植物の形

作りの仕組みを理解できるかもし

れません。

　今生きている植物の中には、由来

がわからない植物がたくさんいます。

化石を交えてその由来を解き明かす

のも、私たちの仕事です。

突然変異という生存戦略

　枝変わり突然変異は植物個体内

の一部の枝だけに突然変異が起こ

る現象で、動物には見られません。

品種改良によく利用されており、モモ

やミカンなどのくだものには枝変わ

りで生じた品種がたくさんあります。

　ライフサイクルが長い樹木にとっ

て、一個体内に変異を作り出すしく

みを持つことは、 環境の変化に適応

するためにも重要な生存戦略と考

えられ、大変興味深い現象で、その

解明をめざしています。

形を変えて適応する植物

　カワゴケソウは、河川の急流域と

いう過酷な環境に生育しています。

水中の岩に根が貼り付き、根の上に

葉や花が出る奇妙な形をした、コケ

そっくりな被子植物です。この植物

は、オトギリソウという普通の形をし

た植物と近縁であることがわかりま

した。植物体のパーツを置き換える

ことで扁平な形を獲得し、渓流とい

う厳しい環境に進出できたのです。

植物は多彩な方法でその生存戦略

を私たちに伝えてくれています。

KEY WORD 植物園、植物の多様性、生存戦略

　私たちの研究室は広大な植

物園の中にあります。地球上の

植物が、多様な環境に対しどの

ような戦略で適応し、進化して

きたのか、これら生物学の普遍

的な問いに対する答えを見つけ

出すべく、私たちは分類学、生態

学、生理学、遺伝学、分子生物学

などの手法を駆使して、研究を

展開しています。

植物進化適応学

教授
山田敏弘　　

こんな
研究室

植物進化適応学

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/ptaxo/

▲枝変わり突然変異で生じたさまざまな
花色のハナモモ

准教授
植松千代美　

准教授
厚井　聡

理学部附属植物園

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/

国内外のさまざまな植物を収集・保存
～市民にも開かれた総合植物園～

広さ約25.5 ha
（甲子園球場約6個分）

日本産樹木見本園

北アメリカ区

シイ型照葉樹林

タブ型照葉樹林

モミ・ツガ型針葉樹林

温帯南部型落葉樹林

海岸型照葉樹林

カシ型照葉樹林

ヒノキ・サワラ型針葉樹林

ユーラシア区

ヤシ園
ツバキ山

東アジア区

サクラ山
花木園

オーストラリア区

カタクリの群生

温帯北部型落葉樹林

　　植物園利用研究
　動物・植物・菌類などの生物だけでなく、都市緑化や地球学といった

様々な分野の研究者が、植物園を利用した研究を行なっています。

また、それらの成果を市民の皆さんに発信する活動も行なっています。

　　絶滅危惧植物の保全
　人間活動による自然環境の破壊が主な原因となって、多くの野生植物が

かつてない速度で絶滅しています。種が絶滅すると、貴重な遺伝子資源

が失われるだけでなく、生態系が崩れ、私たちも生きていけなくなります。

本植物園は、日本で絶滅が危惧される植物の収集・保全をおこなって

います。また、2018年からは認定希少種保全植物園に指定されました。

1950年に発足した研究・教育のための植物園です。
一般に公開され、国内外の様々な植物が鑑賞できます。

　　日本の代表的な11の森を復元展示
　本植物園では、日本各地の森を自然に近い形で造成しています。

北海道の冷温帯域で見られる落葉樹林や本州・四国・九州の暖温帯

域で見られる照葉樹林など11の樹林型を造っているので、各地の

樹林散策を体験できます。四季折々の森を観察でき、特に冬は落葉

樹林と常緑樹林の違いがはっきりします。

　　研　究
　本植物園では国内外のさまざまな植物を生きた状態で収集・

保存しています。これらのコレクションを含む様々な植物について

系統進化学的・環境応答学的な研究をしています。

　これらの研究は植物の保全や私たちの生活向上に役立っています。

収集植物　約 2,100 種 　約 9,000 個体

メタセコイア

　　公開講座について
　本植物園を利用した研究成果や季節の見どころの植物をテーマと

した市民向けの講座を開催しています。また医学、工学、文学など、

多岐に渡る切り口から植物園の魅力と可能性を追究する講演会

や研究会も開催しています。ぜひご参加ください。   園長　山田敏弘

大クスノキ

暖帯型落葉樹林

外国産針葉樹木園

日本産樹木見本園
の落葉樹林

日本産樹木見本園
の常緑樹林
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Naoki KuboNaoki Kubo

　大阪市立大学生物学科では非
常に多くの分野（ミクロからマク
ロ）での研究が行われています。
私たち学生はそんな幅広い分野で
最先端を走る先生方の話を身近
に聞くことができ、授業は研究の
内容を含め生物学に関する非常に
興味深いものばかりです。先生方
は接しやすく、我々学生の質問に
対しても丁寧に回答してくれ、コ
ミュニケーションカード（質問用
紙）に書いたすべての質問に答え
る先生もいるぐらいです。また、生
物学科は一学年の人数は少ないた
め、アットホームで打ち解けやすい
雰囲気を醸し出しています。

　私は研究室配属後、鳥類と植物の関係性についての生態学を研究していました。鳥類
に携わる研究を行うことは、かねてからの夢で、大阪市立大学だからこそ実現できたと
心から思います。それはひとえに、やりたいことを全力で応援してくださる先生方や先輩、
同期がいて、かつ存分に研究に没頭できる環境があったからです。6 年間ここで学べた
ことは私にとって一生の財産です。現在は、食品メーカーで商品開発を行っており、市大
で学んだ「物事を多面的に捉え、論理的に考えること」を常に大切にしています。これを
読まれている皆様にも追い求めたい夢があると思います。実現のためにも、大阪市立大
学でのびのびと学び、色んな事を吸収して人生に彩りをつけて頂きたいです。

小さい頃から生きものが大好きで、高校で
は「生物」という教科が好きだからという
理由で市大理学部生物学科に入学しまし
た。学部生時代は、自分よりはるかに生物
に詳しく、且つ生物を愛している同期や先
輩たちがいて、それまで味わうことのな
かった刺激的で楽しい大学生活を送って
いました。私は現在、兵庫県の私立高校で
理科の教員をしています。授業をするなか
で生徒が食いつくのは、案外大学生活で得
た「生物豆知識」だったりします。市大で生
物学を学ぶなかで得た知識や価値観は、
今の私にとって大きな強みになっています。

　私は魚類の行動や社会について研究するため
に前期博士課程から大阪市立大学に進学し、魚類
の鏡像自己認知様式の解明をテーマとして 2 年
間研究しました。テーマが学部時代のものとは大
きく異なっていたため、入学当時は右も左も分か
らず少し不安でしたが、どんな意見にも耳を傾け、
かつ熱心に指導してくださった先生や先輩方のお
陰で、次 と々様々な知見を得ることができました。
中でも、「おもしろい」かどうかを軸にして意見を
出すことの重要さや、成功や失敗に関わらず新し
いことへ積極的に挑戦できた経験は、今でも大変
役立っています。大阪市大での2年間は、私にとっ
てあっという間でしたが、非常に密度が濃く、また
同時に著しく成長できたと思っています。是非皆
さんも充実した楽しい学生生活を送ってください。

 私は学部から後期博士課程までの9年
間、大阪市立大学で生物学を学び、
様々な光学顕微鏡技術と動画解析技
術を駆使して、細菌の運動について研
究を行いました。現在は、茨城県つく
ば市にある国立研究開発法人産業技
術総合研究所で、博士研究員として勤
務し、細菌の遺伝子操作に従事してい
ます。市大の生物学科は、とにかく分
野が幅広く、生物オタク高校生だった
私に、生物学の複雑さと、それを解き
明かす楽しさを教えてくれる場でした。
生物学には、“知れば知るほどわからな
くなる” という不思議な魅力があります。
その魅力を共有できる仲間を得られた
ことも、私が研究の道に進んだ一つの
要因でもあります。これからは理学博
士として、その魅力を味わうだけでなく、
伝えていきたいと思っています。

久保直樹
(2019年度前期博士課程修了)

03student file

01student file

02student file

04student file

05student file

Yuma ShimizuYuma Shimizu

清水佑馬
（2019 年学部入学）

Maho Okamoto

岡本真帆
(2018年前期博士課程修了)

Maya IshikawaMaya Ishikawa

石川眞椰
（2018 年度学部卒業）

水谷雅希
Masaki MizutaniMasaki Mizutani

（2019 年度後期博士課程修了）

～大学生物学の
魅力～

唯一無二の
2年間を

過ごせました！

やりたいを
具現化できる
場所！

生物学への
探求心が
深まります!

先輩からのメッセージ

市大生物の
ここが良か

った！

「生物」を
自分の強みに

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/message.html
サイト上には、先輩たちの声をさらに掲載中！
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　生物学科への入学者は学部（4年間）、大学院・前期博士課程（修士課程；2年間）、大学院・後期博士課程（3年間）

を経て学んでいきます。それぞれの区切りで他へ行くことも可能です。進路は大きく2つにわけることができます。

1つは企業、官庁、教育機関などに入って、社会の要請に直接応えていくことです。業種では、食品・飲料、製薬・

医療、化学メーカー、化粧品・生活用品、情報処理、教育・出版などが主な行き先となっています。一般的に、

より長く学んだ場合には専門性の高い職業に就くことになります。もう一つは博士号を取得したのちに博士研究員と

いう任期のある職に就き、世界中の研究機関で修行を積んで大学の先生などの ‘独立した研究者’になることです。

卒業後の進路

就職
進学本学
進学他大学

学部進路

就職先

大塚製薬株式会社、ハーゲンダッツジャパン株式会社、株式
会社クマヒラ、株式会社サンライズ、株式会社チュチュアン
ナ、株式会社オフィスボストン、大阪家庭裁判所、奈良市役所

（2019 年度）

スナダ建設株式会社、株式会社エクセディ、小野薬品工業株
式会社、株式会社明治、ユーフーズ株式会社、モラブ阪神工
業株式会社、株式会社VSN、NTTコミュニケーションズ株式
会社、株式会社三菱UFJ銀行、西日本旅客鉄道株式会社、株
式会社毎日放送、(一財)日本食品分析センター、仁川学院中
学校・高等学校、クラーク記念国際高等学校、JA大阪市

（2018 年度）

おもな進学先

本学大学院 (15)、東京大学大学院理学研究科 (1)、順天堂大学
大学院医学研究科 (1)

（2018 年度）

本学大学院 (30)、東京大学大学院理学研究科 (1)、大阪大学大
学院 (1)

（2019 年度）

おもな進学先

本学大学院 (3)
（2018 年度）

本学大学院 (4)
（2019 年度）

就職
進学本学

前期博士課程 ( 生物学分野 ) 進路

就職先

モリ工業株式会社、株式会社カネカ、大東化成工業株式会
社、五洋紙工株式会社、興和株式会社、日本製粉株式会社、昭
和産業株式会社、日本ハムファクトリー株式会社、株式会社
Mizkan

（2018 年度）

小林製薬株式会社、日本新薬株式会社、山本化成株式会社、
オッペン化粧品株式会社、ピアス株式会社、株式会社アルボー
ス、株式会社保健科学研究所、日本ヒューレット・パッカード、
GAMAKATSU PTE LTD、三協インタナショナル株式会社、株式
会社ロック・フィールド、株式会社蓬莱、ウイングアーク１ｓｔ株
式会社、WDB株式会社 エウレカ社

（2019 年度）

後期博士課程 ( 生物学分野 ) 進路

就職先（博士研究員を含む）

大阪市立大学特任助教 (2)、摂南大学理工学部特任助教
（2018 年度）

国立研究開発法人産業技術総合研究所、株式会社ソフトウェ
ア・サービス

（2019 年度）

（　）内は人数

（　）内は人数

（　）内は人数

2019・2018年度合計 2019・2018年度合計23名

45名

4名

23名

7名



〒558-8585

大阪市住吉区杉本3-3-138
TEL.06-6605-2501
FAX.06-6605-3649

JR阪和線「杉本町(大阪市立大学前)」駅下車 東口すぐ
大阪メトロ御堂筋線「あびこ」駅下車4号出口より南西へ徒歩約15分

〒576-0004

大阪府交野市私市2000　
TEL.072-891-2059

JR 学研都市線（東西線）「河内磐船」駅下車徒歩約20分
京阪本線「枚方市」駅のりかえ、京阪交野線「私市」駅下車
徒歩約5分

アクセス情報

大阪/梅田

天王寺

あびこ杉本町
（大阪市立大学前）

日根野
関西国際空港

新大阪

千里中央大阪（伊丹）空港

JR新幹線

大阪モノレール

至京都

京橋

枚方市

京阪本線

JR学研都市線（東西線）

至なかもず

至万博記念公園

至新神戸

至神戸
河内磐船

私市

鶴橋

JR大阪環状線JR大阪環状線

JR神戸線

Kansai International Airport

Sugimoto-cho

Hineno

Abiko

Tennoji

Osaka Loop LineOsaka Loop Line

Shin-Osaka

Osaka/Umeda

Kyobashi

淀屋橋
Yodoyabashi

Tsuruhashi

Senri-Chuo
Itami Airport

Hirakata-shi

Keihan Line

JR Shinkansen

Osaka Monorail

Gakken-Toshi Line

Kawachi-Iwafune

To Kyoto

To Nakamozu

To Bampaku-kinen-koen

To Shin-Kobe

Kobe Line

To Kobe

Kisaichi

Kyoto Line
JR京都線

Botanical Gardens
附属植物園

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/

大阪市立大学 杉本キャンパス

附属植物園

※携帯電話の機種により、正しく表示されない場合があります。 2020/7

Sugimoto Campus
杉本キャンパス
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