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天に向かってまっすぐ伸びるメタセコイア．
約100万年前に気候変動により絶滅したと
考えられていた．本理学部故三木茂博士が，
植物遺体（化石）から常緑樹ではなく落葉樹
であると見抜き，メタセコイアと命名．その
後，
生きているメタセコイアが中国四川省で
発見されてアメリカに渡り，1950年にアメ
リカより，本学が事務局となっていたメタセ
コイア保存会に苗木百本が贈られた．その
内1本が理学部附属植物園に植えられた．
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入学から卒業そして大学院へ
Faculty of Science and Graduate School of Science

入

入試

学

特別選抜
一般選抜

Entrance & Education Course

推薦（数学科を除く） 私費外国人留学生
前期日程
大学入試センター試験
第２次試験
後期日程

前期日程の募集では，
「理科選択」
も志望学科の一つとして選択できます．
「理科選択」
とは１年次終了時に物理学，化学，生物学，地球学科の４学科の中から希望する学科を
自由に選択することができる制度です．

自然を解明し世界に向けて発信しよう！
理学はエキサイティングです。

1年生
数 学 科

理科選択

理科選択で入学した学生は１年次終了時に学科を選択します．

理

●理学とは

2年生

物理学科

学

化 学 科

部

3 年生

生物学科

私たちを取り巻く自然は，不思議なこと・興味深いことに

入試
特別選抜

編入学 （化学科のみ）

地球学科

4 年生

飛び級

成績優秀者は３年次に大学院を受験することができます．

卒業・学士（理学）

入

入試

学

大学院 前期博士課程

数 物 系 専 攻

特別選抜
一般選抜

推薦

外国人留学生（10月入学制度あり） 社会人（物質分子系のみ）

1年生

物質分子系専攻
生物地球系専攻

年限短縮

2年生

成績優秀者は前期博士課程の在学期間
（標準２年）
を
１年短縮することができます．

入学・進学

入試

特別選抜
一般選抜

外国人留学生

社会人

10月入学制度あり

やがて自然はその本質を垣間見させてくれます．自然科学は

ローバルです．私たちはそ

このようにして発展してきました．自然の奥底に潜むからく

の研究成果の多くを国際学

り，すなわち理（ことわり）を探り出し，普遍化・体系化する

術雑誌に発表しています．

学問が理学です．この理学の基盤の上に，現代の科学技術が

そして，教員はもとより，

成り立っています．理学無くして，科学技術の発展は無く，

毎年100名程度の学生が，

今の文明社会は存在しません．

実験，調査，国際会議の発

自然は，我々に対し容易にその扉を開けてくれません．自

大学院 後期博士課程

年限短縮

成績優秀者は後期博士課程の在学期間
（標準３年）
を
１・２年短縮することができます．

修了・博士（理学）
詳しくは学生サポートセンター理学部・理学研究科教務担当までお問い合わせください． TEL06-6605-2504

大阪市立大学大学院
理学研究科長・理学部長

坪 田

誠

表のために海外出張を行い

然の扉を開けるには透徹した深い思考が必要です．理学部の

ます．理学の研究に関わることが，そのまま国際的な活動を

勉強・研究はそのような方向を目指します．それは，例えば，

行い，グローバルな視野を持つことにつながります．

大学受験の勉強や，問題を解くスキルを身につけるという勉

その一方で，公立大学の理学部として地域社会にも貢献し

強とは本質的に異なります．問題集に載っている問題は，そ

ています．本学部独自の「数学や理科の好きな高校生のための

れがどんな難問であれ，作問者がいて，その人は答えを知っ

市大授業」やスーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業へ

ています．しかし，理学が取り組むのは，まさに自然の謎で，

の協力などを通じて，地域の高等教育を支援しています．様々

誰も答えを知らない問題（教員も答えを知らないし，ネットに

な公開講座を行い，生涯教育事業を行っています．地域の科

も正解は出ていない問題）に向き合うのです．

学技術の応用を支援し，これらの活動を通じて様々な形で地

大学院生の皆さんにその感動を体験し，自然科学の発展に貢
献していただきたいと考えています．

●大阪市立大学理学部・理学研究科とは

博士論文

1

学は，本来国境が無く，グ

した．本学の理学部・理学研究科では，できるだけ多くの学生・

2年生
3 年生

ちょうどベールを剥がすように丁寧な考察と実験を重ねると，

経て，科学者は英知を積み重ね，自然科学を発展させてきま

数 物 系 専 攻

生物地球系専攻

が，自然の理を探求する理

らなる理学研究の大きな動機となります．このような過程を

1年生
物質分子系専攻

バル化が要求されています

その背後により普遍的な真理が隠れていることに気付きます．

それは私たちに深い感動をもたらします．そして，それがさ

修了・修士（理学）

現在，様々な分野でグロー

あふれています．それらの現象を理解・説明しようとすると，

自分の力で，少しでも自然の奥底をのぞくことができたら，

修士論文

●大阪から世界へ発信

域社会の発展に貢献しています．

●大阪市立大学理学部・理学研究科のこれから
今，私たちの世界をめぐる状況は，不安定化・流動化して
おり，容易に将来を見通すことは困難になりつつあります．
急速な変化が求められるこの時代に，スピード感を持って適
切な対応を行うことは必要で，私たちの理学部も時流に遅れ
ること無く，むしろ時流を先導する意気込みで様々なことに
取り組んでいきます．その一方で，自然科学が千年の単位で

私たちの理学部は，数学，物理学，化学，生物学，地球学

我々人類の発展を支えてきたという事実を忘れてはなりませ

の5学科から構成されています．大学院理学研究科は，これら

ん．この混迷を深める時代だからこそ，刹那的な風潮や表面

の5学科が有機的に融合した，数物系，物質分子系，生物地球

的な改革に流されることなく，物事の真理を見通すという理

系の3専攻から成ります．私たちの理学研究科は，全国的にも

学部の矜持を保ち，その使命を貫きたいと考えます．現在，

早くから博士課程を設置した大学院の一つであり，理学のほ

大阪市立大学と大阪府立大学の統合に向けて，検討が始めら

ぼ全分野をカバーした，我が国でも有数の教育・研究拠点です．

れようとしています．それがどのような形になるにしろ，理

そして，2008年の南部陽一郎名誉教授のノーベル物理学賞受

学部は，総合大学の理系の教育・研究の基盤となる存在であ

賞に象徴されるように，世界をリードする，多数の秀れた研

り続けるべきだと考えます．

究が行われています．
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Faculty of Science

数学科

Department of Mathematics

新しい数学を創造する喜びと
現代数学の最先端がここにある．

Department of Physics

物理学科

森羅万象を正しく理解する視点，
それは物理学にはじまる．

数学は他の自然科学と深く関わりながら発展し，社会科学にも

本学科を目指す君たちが学ぶ物理学とは，どのような学問なのでしょうか．それはニュー

多く貢献を果たしてきました．そしていままた，
“ Computer

トンの力学法則のように自然に潜む基本法則を追求し，それを別の現象にも適応できるか

age”といわれる現代社会において，数学の持つ役割はますます

を検討し，その法則では説明できない現象を発見する…．つまり物理学とは，古い法則を

大きなものとなっています．今日まで，数学の発展に寄与してきた

包み込む形で新しい法則が発見され，それが様々な現象に試され，そしてまた新しい法則

多くの数学者は，数学の真理性，整合性に美意識を抱いており，

が…．これを繰り返すことで段階を1段ずつ高め，進歩してきた学問なのです．物理学は，私

その美意識が，新しい数学を創造する原動力となってきました．

たちの自然に対する認識を深く豊かに掘り下げていくものであると同時に，産業発展の原

学生一人当りの教員数が多いことが，大阪市立大学理学部数

動力にもなっています．そして，その産物である精密で高度な実験手段が，物理の発展に大

学教室の特徴です．本学の数学教室に入学されると，多くの教員

きな力を与えています．その結果，私たちの周囲には見ることのできない「自然」をも作りだ

と親しく接することができ，学問的な雰囲気を感じながら自然に

し，自然の認識を一層深めてきました．こうした物理学発展の流れの中で，本学の研究室に

現代数学の最先端に触れることができます．

おいても多方面にわたる研究が，逞しく進められています．
君たちも本学科に入学し，学ぶうちに興味ある研究テーマが次々と生まれてくることで

「セミナー風景」先生に気軽に質問

Faculty of Science

しょう．

冷却原子生成装置.ガラスセルに6方向からレー
ザー光を照射することで，セル内のカリウム原子
を減速し，結果として原子気体の温度を絶対温度
で0.0001K程度にまで冷却することができる.

ニュートリノ振動（ある種類のニュートリノが別の種
類に変化する現象）を探る実験に用いる大型検出器．
高エネルギー粒子加速器で生成したニュートリノに
よる反応を観測し，ニュートリノの種類の判別とエネ
ルギーの測定を行う．

■ボロミアン環

3つの輪が絡みあっているのにどの2つの輪も絡みあっていない不
思議な環（リング）．イタリア・ルネッサンス期のボロメオ家の紋章
に使われたことにちなんで，この名前でよばれている．日本でも「三
つ輪違い紋」という家紋や，奈良県桜井市の大神（おおみわ）神社（三
輪神社ともよばれている）の紋章にこの図形が見られる．

「雑誌室にて」最新の情報をここでキャッチ

数学科の各研究グループ
代

幾

数

何

四則演算は数がもつ重要な基本性質のひとつ.本グ

ループは，数の集合だけでなく演算をもつ様々な集合
の代数構造（群・環・体など）について探究します．

高校までのユークリッド幾何学以外に，トポロジーと

よばれる“やわらかい”幾何学や微分幾何学，最近の結
び目を対象とした“位置の幾何学”など，多彩な研究を

解

卒業研究発表会

析

行っています．

解析学は変化する量一般を扱う数学といえます．

厳密に定義された極限の概念を基礎にして，微分・積分

などの道具を用いて，微分方程式，複素関数，確率及び
統計などを研究しています．

物理学科の各研究分野
素

粒

子

論

宇

宙

物

理

原 子 核 理 論
数

理

物

理

宇 宙 線 物 理

相対性理論を用いた宇宙の研究，宇宙プラズマなどの理論的研究
弦理論，場の量子論

宇宙線の発生源・加速機構，粒子線天文学

高エネルギー物理

粒子加速器による素粒子反応・生成の研究

重力波実験物理

重力波の観測，天体および宇宙物理

宇宙・素粒子実験
超 低 温 物 理
光 物 性 物 理

生体・構造物性

高精度の空間分解能を持つ超解像度顕微鏡.ビーム形
状を加工した波長の異なる二つのレーザー光を用意
し，それを同軸で試料に照射し画像を得る．通常の光
学顕微鏡よりも10倍以上の空間分解能を実現．

素粒子実験物理，宇宙線観測

絶対零度近くで見られる超伝導や超流動等の現象

レーザーを用いた半導体中の電子の振る舞いの研究

光合成や生体関連物質の物性

素 励 起 物 理

多粒子系，凝縮系の基本的性質の理論的研究

電子相関物理

固体電子系の量子物性，多体効果の理論的研究

レーザー量子物理学

3

ミクロの世界の基本法則と宇宙論の理論的研究

原子核反応理論，不安定核の構造，クォーク模型

冷却原子気体の示す超流動等の巨視的量子現象
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Faculty of Science

化学科

Department of Chemistry

分子の世界の原理を探求し，新しい分子と
物質をつくる学問，それが化学です．
化学は今ルネッサンス期にあり，変革と躍進の時代を迎えてい

先端の研究へ参加することで，多様化した社会のニーズに対応で

ます．分子の性質の深い理解を通して，
自然界にはない新しい機

きる人材の育成を目指しています．資格認定された3年生は大学

能を持つ分子を設計し，創造することが可能になってきました．

院前期博士課程へ「飛び級」進学が可能です．
また，本学科では，

有機磁性体の創出，分子（認識）
センサーの開発，高度な生体応

海外からも研究者が多数来訪し，国際的な環境の中で，開放的で

答機能を持つ生理活性物質の合成はその一例です．生命をつか

自由活発な学問的ディスカッションが行われています．

さどる複雑な現象の解明も急速に進んでいます．

化学の基礎を身につけ，応用力，実践力を培った卒業生は広く

本化学科では，少人数制によるきめ細かく質の高い教育が実

社会から歓迎され，各企業の研究・製造部門，大学や国公立の研

践され，先端機器が完備された研究・教育施設において，基礎教

究機関で活躍しています．学部学生の多くが，
より高度な学問の

育の段階からそれらを利用した実験カリキュラムが組まれている

修得を目指し大学院に進学しています．

生物学科

Department of Biology

Faculty of Science

進展をつづける現代生物学には，
大発見のチャンスがいっぱいです．
生物学は，
急速な発展を遂げつつある学問です．
当学科の
目標は，教員と学生が一丸となって，生物学の‘発見’
をなし
遂げることです．
その発見への努力で培われる
“問題を解決
する力”
は，
生物学にとどまらず，
あらゆる命題を解決すること
のできる力として，
それぞれの財産となります．本学科では，
生体分子を対象とした生化学・生物物理学などから，
細胞や
器官を対象とした分子生物学・細胞学・発生学・生理学，
さら
に，
個体や個体群を対象とした生態学・進化学までの幅広い
分野で，最先端の研究をおこなっています．学部学生の多く
は大学院へ進学し，
さらに高度な知識と技術を身につけます．

など，恵まれた教育環境が新入生を待っています．4年次には最

就職先としては，官庁，教育機関，そしてさまざまな業種の
民間企業（食品・飲料，製薬・医療，化学産業，化粧品・生活

専門生物学実験の様子

用品，情報処理，教育・出版など）が挙げられます．

熱心な授業風景

化学実験の１コマ

分裂酵母胞子の表層の断面構造．急速凍結レプリカ法
による電子顕微鏡観察を行うことで可視化に成功し
ました．

化学科の各研究室
量子機能物質学

スピン科学，分子磁性，分子性導体，振動分光学

分 子 物 理 化 学 電子や分子の量子機能の制御と分子デバイスの開発
構 造 生 物 化 学 X線結晶解析によるタンパク質の構造と機能
光 物 理 化 学
分 子 変 換 学

レーザーと分子の相互作用ならびに電子状態の理論的研究
高度生体応答分子の合成と合成方法論の開発

有 機 反 応 化 学 生物活性等の機能を示す有用分子の精密合成手法の開発
合 成 有 機 化 学 天然物及び機能物質の合成と合成方法論の研究
物 性 有 機 化 学 特異な物性をもつ有機化合物の開発
精 密 有 機 化 学 触媒的不斉合成反応の開発
生体分子設計学
機

能

化

機能性錯体およびクラスターの合成および生体分子との融合・高度機能化

学 超分子系の合成と機能化

複 合 分 子 化 学 ハイブリッド錯体システムの創成

渓流中に生育するカワゴケソウ科の1種．極限環境に
適応した被子植物で，葉緑体をもつ葉状の根から退化
した葉や花芽が生じます．

果樹の害虫として知られるチャバネアオカメムシ．明
るい時間と暗い時間の長さを読み解くことで冬の到
来を予測し，休眠と呼ばれる特別な生理状態となって
冬を越します．

生物学科の各研究室
代 謝 調 節 機 能 学 立体構造に基づいたタンパク質機能の調節機構の研究
生体低分子機能学

生体高分子機能学Ⅰ
生体高分子機能学Ⅱ

生理活性物質の検索・合成およびその作用機構の解析

酵素の構造と機能，作用メカニズム，特異性を利用した応用研究

タンパク質の構造・機能多様性と生理機能との連関の研究
動 物 機 能 生 物 学 胚および個体における細胞分化
植 物 機 能 生 物 学 高等植物の成長調節および環境応答機構の分子・生理学的研究
細 胞 機 能 学

細胞の運動，分化の分子レベルでの機構解明
植 物 機 能 生 態 学 森林の種多様性・構造・機能およびその動態
動 物 機 能 生 態 学 脊椎動物の行動・生態・社会を主に野外で研究
情 報 生 物 学

昆虫が環境に適応するしくみの研究
植 物 進 化 適 応 学 植物の環境適応のしくみと過去から現在までの植物多様性についての研究

先 端 分 析 化 学 光，顕微鏡，ナノ構造を駆使した未来志向の分析化学

5
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Faculty of Science

地球学科

Department of Geosciences

理学部附属植物園

失われ行く種の多様性を守る．
植物園の大切な使命の一つに植物の収集・育成があります．本園は

グローバルな視点から，地球の未来を予測する．

日本産樹木の収集に力をいれ，
日本に自生する約600種の樹木のうち
およそ450種を育成しています．
また日本の代表的な11の樹林型を園
内に再現する独創的な試みを行っています．
さらに外国産樹木，
タケ・
ササ類，大阪周辺の水生植物，熱帯・亜熱帯の植物など多様で貴重な
コレクションを有しています．
これらは広く国内外の研究者に研究材料

総合的・横断的に学べる，
特色あるカリキュラム

として提供されています．

みどりのトンネル「日本産樹木見本園」 芝生広場

地球学科では，地球の過去・現在を学際的に認識し，未来を
的確に予測するための深い基礎知識と優れた応用能力をもっ
た人材を養成します．将来，
自然と人間の接点にたって環境保
護や自然災害防止など地球に関係する分野で活躍するために
基礎として，地球を構成する物質やその歴史的変遷を解明す
るための知識や方法を，学内での講義・実習・実験と学外での

メタセコイアの並木

調査実習を有機的に結びつけた総合的・横断的なカリキュラ
ムで，徹底的に教育するところに特徴があります．

広く社会に開かれた学びの空間

卒業生に対する社会的期待は高く，各種企業，官公庁，教員
など多方面の分野で活躍しています．
また，卒業生の多くは，
さらに高度の専門知識を身につけるための大学院へ進学して
います．

卒論研究での地下電気伝導度構造のモデル計算の様子

本園は一般公開されており，公開講座や植物観察会，
資料展示などを通じて学術的に貴重なコレクション
や世界的な研究の成果を市民に還元し，生涯学習や
社会教育の場として重要な役割を果たしています．

シンニシキ：サクラには珍しい緑色の プヤ：ヒスイ色の花を見ることができ
花をつける品種．
るのは数年に一度だけ．

植物の進化と適応の不思議を探究

本園の教員は大学院理学研究科生物地球系専攻に属し，植物の多様性や環境に
対する適応などについて専門的な研究を行い，学生を指導しています．
●植物の辿ってきた歴史
●花の色と形の分子生物学
●植物の多様性と適応進化

植物園HP
http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/
biol/botan/index.html

植物園HP QRコード

大阪市立大学数学研究所（通称：OCAMI）
OCAMIは，21世紀COE「結び目を焦点とする広角度の数学拠点の形成｣の採択を契
機の1つとして，平成15年9月に開設されました．平成20年3月に支援期間の5年間は過
ぎましたが，OCAMIの研究・教育活動は，若手研究者を勇気付ける国際的な研究教育拠
点として継続しています．21世紀COEの活動内容，プログラム委員会による設定された
過去40万年間の自然環境を記録する琵琶湖湖底堆積物 (左) と含ま
れる過去の森林火災を示す微細な炭 (右)．堆積物には年代指標とな
る複数枚の火山灰層が挟まれる (左写真の指さし部分)．

モンゴルゴビ・アルタイ県の先カンブリア時
代/古生代境界 (写真)．システム大変革期の生
物相と地球表層環境の変遷を研究．

直接観察できない下部地殻の変形過程を現在
地表に露出している過去の岩石を用いて観察
(写真：ノルウェー北部Hasvik斑れい岩に発達
する剪断帯)．

目的は十分達成されたとの総括評価結果，その後の活動内容は，数学研究所のホーム
ページ http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/math/OCAMI/index.html より参照でき
ます．特色である結び目研究は，30年余りにわたって大阪近郊の大学による連合結び目
セミナー（KOOKセミナー）
を主催し，1990年の世界初の結び目国際会議(大阪)をはじ

人類紀自然学

人類出現以降の人為を含む自然環境変化を復元

地球情報学

地球の時空間情報科学的研究

都市地盤構造学
地球物質進化学
地球物質学
岩石学

地球史学

(日本) 京都大学数理解析研究所
(中国) 大連理工大学数学研究所，南開大学陳省身数学研
究所，華東師範大学数学系，蘇州大学数理科学学院
(台湾) 国立台湾大学台大数学科学中心，国立台湾大学国
家理論科学中心
(韓国) 慶北国立大学BK21数学計算研究所，釜山国立大
学 BK21ダイナミック数学センター，韓国科学技術院
BK21 数学における人的資源開発計画センター，慶北国
立大学 実及複素多様体研究所

め，いくつもの国際セミナー・スクールを開催してきました．21世紀COE採択後は，結び

地球学科の各研究室
環境地球学

協定締結機関

目を焦点とし，
さらにそれのみに留まらない数学の広範な分野(トポロジー，微分幾何，複
素解析，表現論，数論，非線形偏微分方程式，可積分系)と数理物理学分野(紐理論，ブ
ラックホール)の国際研究交流拠点として，数多くの研究成果を上げてきました．結び目
研究は，DNAの合成生物学，分子機械，次世代向け量子演算等の科学技術の多彩な領

地震発生域周辺の構造や状態・自然災害研究

域とも関連し，数学研究を中心としつつも，
より広範な科学研究の分野として，世界的に
活発に研究されていくでしょう．OCAMIは，右の11の東アジアの数学研究所と研究交流
協定を締結しています．

組成・構造・組織から見た鉱物の生成・変化過程

とりわけ毎年日韓で交互に開催する，本学，慶北国立大学，釜山国立大学，それぞれ15

地球物質の構造や変化とそれらの規則性を岩体・

名，10名，10名，その他の国内大学5名の数学の大学院学生達が，英語で研究発表を行

岩石レベルで研究

う国際研究集会は，大学院学生にとり大変刺激的な研究活動となっています．
また平成

地層や化石に残された記録から地球史をひもとく
別府湾・岩屑なだれ堆積物の調査

26年度から日本学術振興会 頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プロ
グラムの（連続）採択事業「対称性，
トポロジーとモジュライの数理，数学研究所の国際研
究ネットワーク展開」
も推進して国際的な研究・教育を一層強化・拡大しています．
なお，2018年度より本数学研究所は，大阪市立大学附属研究所となり，教員組織であ
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る理学研究院がリードしてより広汎な研究・教育が展開される体制になりました．
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大学院

理学研究科

数物系専攻

Mathematics & Physics

数学，物理学，および両者の境界領域での研究を
深化・発展させ，自然界の真理を探究する．

Graduate School (Doctor / Master Course)

数理解析学（実解析学・複素解析学 確率論 応用数学 代数解析学
偏微分方程式論 微分幾何学）

数物系には，
「数理構造論」，
「数理解析学」，
「基礎物理学」，
「宇宙・高エネルギー物理学」，
「物性物理学」の5

尾角

正人

高橋

太

大仁田義裕

つの大講座があり，約50名の教員が質の高い教育を行っています．大学院生は教員が行っている最先端の研究
にも参加することができ，将来の研究者を育てる土壌が整っています．その中には海外で行われている研究も

阿部

あり，院生には海外で研究する機会も与えられています．

加藤
西尾

健
信

昌治

濵野佐知子

可積分系と表現論

微分幾何学，調和写像論

変分法，非線形偏微分方程式論
偏微分方程式論

大域解析学（多様体の幾何解析）

ポテンシャル論

複素解析，多変数関数論

伊達山正人

エルゴード理論に関する力学系の研究

小池

複素幾何学，多変数函数論

竹内

敦司
貴之

確率解析

基礎物理学（素粒子論 原子核理論 宇宙物理 数理物理）
石原

秀樹

中尾

憲一

有馬

正樹

クォーク模型とハドロン間相互作用

翔文

弦理論とゲージ理論の数理

糸山
浜端
丸

森山

浩

広充
信人

相対論的宇宙物理学

場の量子論及び弦理論

宇宙物理学及び重力理論

プラズマ中の非線形磁気流体波と乱流
超対称性，高次元理論に基づく標準模型を超える物理

宇宙・高エネルギー物理学（宇宙線物理学 高エネルギー物理学

宇宙・素粒子実験物理学 重力波実験物理学）

神田

展行

荻尾

彰一

清矢
約700平方kmという北半球最大の有効検出面積を持つ「テレスコープアレイ実験」の大気蛍光望
遠鏡．宇宙線が大気中で作る空気シャワー（宇宙線の持つ大きなエネルギーによって多数の素粒
子・原子核のからなる粒子群が発生する現象）による大気の発光（大気蛍光）を検出する．

世界の数カ所にしかない本専攻独自の２段断熱消磁装置．絶対温度0.01mK
以下の温度をつくり，超流動の研究に使われる．

山本
中野
常定
岩崎

専攻・研究テーマ
数理構造論（代数系 表現論 多様体論 位相幾何学）
金信
兼田
鎌田
枡田
古澤
修士論文発表会

佐野
吉田
秋吉
宮地

泰造
正治
聖一
幹也
昌秋
昂迪

結び目理論

代数群及びその表現論

結び目と 3・4 次元トポロジー
変換群の幾何学

保型表現と保型 L 函数

L 関数の特殊値と岩澤理論

雅通

エルゴード理論，力学系に基づく作用素環論

兵衛

Hecke 環の表現論と圏化

宏尚

双曲幾何と 3 次元多様体論

伊藤

重力波検出実験，重力波宇宙物理学

高エネルギー物理学，ニュートリノ・ミューオンの物理

高エネルギー宇宙線物理学，高エネルギー天文学

和弘

ニュートリノ物理，ミューオン物理，陽子・反陽子衝突

芳基

超高エネルギー宇宙線物理学

英一
昌子
洋介

素粒子実験物理，宇宙線観測
素粒子実験物理学

重力波宇宙物理学・天文学

物性物理学（超低温物理学 光物性物理学 生体・構造物性物理学
素励起物理学 レーザー量子物理学

石川

修六

小栗

章

坪田
井上

誠

物性理論：量子流体

物性理論：電子系の多体効果，量子輸送

満

時間と空間の極限で陽になる物理現象の探索

鐘本

勝一

西川

裕規

小原

超低温物理学：量子液体の相転移現象と量子渦

レーザー量子物理学：レーザー冷却，ボース・アインシュタイン凝縮

英雄

杉﨑

電子相関物理学）

慎

矢野

竹内

9

良浩

顕

宏光

超低温物理学：量子液体の相互作用と位相欠陥
有機半導体の光・スピン・デバイス物性

超低温物理学：量子液体中の音波の伝播
物性理論：強相関電子系，量子輸送
物性理論：量子流体力学
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大学院

理学研究科

Molecular Materials Science

物質分子系専攻

物質分子系は21世紀を担う先端科学.
物質現象の体系的理解と新物質・分子の創成の学問です.
近年，先端の学問領域はそれまでの境界がなくなるボーダー
レス化の時代を迎え，新たな領域が勃興しつつあります．物質の
科学である化学についても，内容の高度化と境界領域の著しい
発展には目をみはるものがあります．
このような変化に対応でき
るよう，物質分子系専攻は，2つの教育・研究分野から成り立って
おり，物質の示す多様な現象の系統的な理解，生体物質の分子
レベルでの解明，自然を超える機能を持つ新物質・新分子の設
計・合成を目指しています．
本専攻では，自由で開放的かつ国際的な雰囲気の中で31名

Graduate School (Doctor / Master Course)

専攻・研究テーマ
創成分子科学（レーザー化学 量子機能物質学 錯体化学 分析化学

物性有機化学 理論化学 分子物理化学 生体分子設計学）

佐藤

和信

西村

貴洋

手木

の教員が最先端の研究の指導をマンツーマンで行っています．
4年生の多くが大学院前期博士課程に，前期博士課程修了者の

森内

1/5が後期博士課程に進学し，
さらに高度なレベルの研究に没

中島

頭しています．優れた研究業績を上げた大学院生は，修了年限

芳男
敏之
洋

八ッ橋知幸

を1－2年短縮して学位を取得できます．高度な専門性と幅広い
視野を持ち，次世代に対応できる能力と研究実績を持つ修了生
造部門，国公立の研究機関で活躍しています．

触媒的不斉合反応の開発

ハイブリッド錯体システムの創成

タンパク質に含まれる金属イオンの機能解明と機能改変・応用
高強度超短パルスレーザーと分子との相互作用

泰之

小嵜

正敏

高機能精密巨大分子の創出

吉野

治一

低次元・強相関電子系の相転移と輸送現象

塩見
空気に不安定なサンプルを合成中

分子磁性と有機スピン系の光励起状態及び分子素子の研究

坪井
天尾

を多数輩出しており，彼らは全国の大学，企業の研究部門や製

電子磁気共鳴，分子スピン量子コンピュータの開発

松下
西岡
広津
迫田
豊田
藤原

光とナノ構造を駆使したミクロ空間の分析化学

豊※ 人工光合成系構築のための機能性分子の設計と創製

大輔
叔夫
孝訓
昌和
憲治
和男

結晶性有機固体の磁性・磁気共鳴
理論化学

機能性錯体及び無機材料の設計

多核金属錯体の精密構造制御と機能発現

光の量子性を取り入れた顕微分光法の開発と複雑系への応用
分子の磁性・励起状態に関する理論化学・計算化学

正澄

量子ナノフォトニクスに立脚した革新的分子機能計測法の開拓とその応用

東海林竜也

マイクロ空間の非平衡開放系における物質の熱輸送・分光分析システムの開発

板崎

真澄

遷移金属錯体による分子変換反応の開発

機能分子科学（生体機能有機化学 分子認識化学 分子変換学 有機反応化学
巨大分子生命科学 生物無機化学 合成有機化学）

測定データから化合物の構造を決定する

哲也

神谷

信夫※ タンパク質超分子の機能制御機構，結晶相における酵素反応化学

森本
品田
篠田
坂口

半導体ナノ構造を用いた新奇光ピンセットの模式図．太陽電池
の反射防止材として用いられるナノニードル構造を付与したシ
リコン基板を用いると高分子ナノ粒子を捕捉し，二次元的に配
列することができる

宮原
三宅

善樹

哲郎
哲史
和彦
郁子
弘之

臼杵克之助

合成有機化学・天然物有機化学
高度生体応答物質の合成研究
分子認識素子の開発と機能

反応活性種の設計・制御と分子変換法の開発

タンパク質の立体構造と機能

動的超分子錯体の創成と機能化

生物有機化学：生物活性物質の構造決定・合成・機能解析

藤井

律子※ 光合成機能性分子の構造と光化学

西川

慶祐

舘

保野
光合成反応を担うタンパク質複合体の立体構造を表す図．
太陽光を受けて水を分解し，地球大気の1/5を占める分子状酸素を発生させる

触媒を用いた有機合成反応の開発

佐藤

祥光

酵素活性中心の精密モデル化と機能解明

陽子

生体機能制御分子の合成とケミカルバイオロジー研究

高活性天然有機化合物の合成と新規合成手法の開発

※は兼任（所属：複合先端研究機構）

擬一次元有機超伝導体の結晶構造
プラズモン光ピンセットによる色素ナノ会合体の優先的光捕捉
の模式図．会合体中の分子配向の差異により，特定の色素ナノ会
合体を優先的に捕捉できる
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大学院

理学研究科

Biology & Geosciences

生物地球系専攻

地球・生命はどのように誕生し，現在に至り 未来へと移り行くのか？
生命の本質，生物・地球の 進化について探求する．

研究テーマ
生物分子機能学（代謝調節機能学 生体低分子機能学 生体高分子機能学）
田中

俊雄

カビの生育を制御する生理活性物質

増井

良治

DNA 修復と翻訳後修飾の分子機構

寺北

生物地球系専攻では生物学と地球学の発展の中で地球環境
を中心として両分野を横断する新しい学問の体系化を目指して
います．生物学は生命の本質を理解する学問です．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から生命現象
の解明を目指します．一方，地球学は過去から現在に至る地球の
実態を学際的に認識し，その未来を予測するための知識と技術
を構築するために，変遷を重ねてきた複雑なシステムとしての地

生物分子機能学，生体機能生物学，自然誌機能生物学，環境

伊藤

地球学，地球物質進化学の5講座から成る生物地球系専攻で

藤田

は，生物学あるいは地球学を専門とする研究者を育成するとと

小柳

もに，人類および生物の進化と分布を現在の地球環境とその変

山口

遷史から解析し，その成果を地球および生物環境問題に応用で
きる人材の育成を行います．

Graduate School (Doctor / Master Course)

明久
和央
憲一
光正

良弘※

シグナル伝達タンパク質の構造と機能の多様性
酵素の構造・機能相関と調節およびその応用
薬剤耐性機構を標的とする生理活性物質
光受容タンパク質の構造と機能の多様性

細菌におけるアポトーシス様細胞死の生理的役割

生体機能生物学（動物機能生物学 植物機能生物学 細胞機能学）

球の歴史を追及しています．

保尊

隆享

中村

太郎

宮田
小宮

真人
透

若林

和幸

水野

寿朗

曽我

康一

植物の成長調節および環境応答機構

モリクテス綱細菌における三種の運動メカニズムとその起源
分裂酵母有性生殖の分子メカニズム
動物発生の分子生物学

植物細胞壁の構造と機能

環境要因による植物の成長と形態形成
中胚葉誘導における細胞間相互作用

自然誌機能生物学（動物機能生態学 植物機能生態学 情報生物学
植物進化適応学）

幸田

正典

脊椎動物の行動生態学と認知行動学

後藤

慎介

動物の季節適応の生理学

伊東
山田

明

敏弘

植松千代美
名波

哲

渕側

太郎

安房田智司
厚井

ⒸHaraguchi
なわばりを主張しあうアフリカ・タンガニイカ湖産シクリッド，
トロフェウス・モーリー

聡

植物の更新過程と多種共存機構
植物の進化発生学と古植物学
花の色と形の分子生物学

植物の性表現と個体群維持機構

魚類の繁殖戦略についての行動生態学的研究
動物社会のリズム生態学

植物の多様性と適応進化

沖縄・名護・嘉陽層の褶曲（国指定天然記念物）

環境地球学（人類紀自然学 都市地盤構造学 地球情報学）
升本

眞二

山口

覚

井上

淳

三田村宗樹
原口
根本

強
達也

地質情報の定式化と表現方法

都市地質学：大阪平野の地盤特性

地震発生域の構造状態の地球物理学研究

地質工学：地質災害とヒューマンインパクト
第四紀学：人と自然の相互作用の歴史
地質情報の共有と利活用

地球物質進化学（地球物質学 岩石学 地球史学）
益田

晴恵

地殻表層部の水循環に伴う物質移動

篠田

圭司

鉱物の高温高圧下での分光学的研究

江﨑
奥平
柵山

洋一
敬元
徹也

足立奈津子
ⒸHaraguchi
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エジプト・ギザ，クフ王の巨大ピラミッドは石灰岩で築造されている

ⒸHaraguchi
ピラミッド石材中の貨幣石

ボルネオ熱帯雨林でのフタバガキ科樹木の調査風景．
板根があるため，はしごにのぼり幹の太さを計測している．

地球環境変遷史：化石刺胞動物の系統
島弧地殻進化：変形と変成作用の相互作用

マグマの生成・分化とマントルの熱・物質循環過程
礁生態系の変遷様式と地球表層環境の変動

※は兼任（所属：複合先端研究機構）
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NEWS
谷崎俊之教授が，
日本数学会2018年JMSJ論文賞を受賞
Journal of the Mathematical Society of Japanは，
日本数

学会(http://www.mathsoc.jp) が発行している数学研究誌で

す ．谷 崎 俊 之 教 授 が 論 文 T . T a n i s a k i ,

Modules over

quantized coordinate algebras and PBW-bases でJMSJ論
文賞を受賞しました．JMSJ論文賞は，授賞年前年のJournal of

換)座標環のSoibelmanの最小因子(既約表現)の実現に関するも
のであり，A.Kuniba, M.Okado and Y. Yamadaによる先行研
究に対しても新たな見方をもたらす内容となっています．2018年3

月21日東京大学での谷崎教授の受賞特別講演は信憑性の高い予
想に富んでいて，非可換代数幾何へのアプローチをも見据えた人

the Mathematical Society of Japanに掲載された論文のうち， を惹きつけるようなものでした．
特に優れたものの著者に贈られます．
この論文は，量子群の(非可

坪井教授が，
第31回光化学協会賞を受賞
工位武治特任教授が，
The Zavoisky Award 2017 を受賞
物質分子系専攻の坪井泰之教授教授（左写真内の右側）が「分子

系ナノ物質の光マニピュレーションと光化学への展開」
で 2017 年

の第31回光化学協会賞を受賞しました．また，工位武治特任教授

（右写真内の右側）が「有機高スピン分子および開殻系分子の開発
とEPRに基づく量子スピン技術の確立」で The Zavoisky Award

2017 を受賞しました．いずれも各学会の研究分野で顕著な業績を
あげた研究者および特に優れた研究業績に対して贈呈される，学会
の最高賞です．

坪井教授

河内明夫名誉所長が，
Kyungpook Mathematical
Journal Accreditation Projectの賞を受賞

工位特任教授

小柳光正准教授が，
日本学術振興会賞を受賞
生物地球系専攻の小柳光正准教授が，眼に代表される動物の光受容器官において光を
キャッチする分子（光受容タンパク質）
に注目して行った
「動物界における光受容の分子基
盤の進化・多様性の研究」
による独創的な成果を評価され，第14回（平成29年度）
日本学

Kyungpook Mathematical Journal (http://kmj.knu.ac.kr/)

は，韓 国では最も早くから発 行されている数 学 研 究 雑 誌です．

日本学術振興会賞は，我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展さ

Kyungpook Mathematical Journalでは同誌に投稿された論文

せるために創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者を早い段階から顕彰し，そ

Journal Accreditation Project の賞を授けることになっていま

人文学，社会科学及び自然科学の全分野にわたり，国内外の学術誌等に公表された論文，

の中から顕著な4編を選考し，その著者に Kyungpook Mathematical

の研究意欲を高め，研究の発展を支援する目的で平成16年度に設置されたものであり，

す．2018年2月に大阪市立大学数学研究所名誉所長河内明夫特任

著書，その他の研究業績により学術上特に優れた成果を有する45歳未満の若手研究者を

Cross-index of a graph でこの賞を受賞しました．同氏は，2015

る我が国のトップレベルの学術研究者により

教授が共著論文 A. Kawauchi, A. Shimizu and Y. Yaguchi,

顕彰するものです．選考は，各分野を代表す

年 1 2 月に単 著 論 文 C h a r a c t e r i s t i c g e n e r a o f c l o s e d

構成される審査会で厳正な審査が行われ，平

らせとなりました．受賞理由には，
オイラー標数，交点数および種数

れました．授賞式は，平成30年2月7日に秋篠

相不変量を開発した業績が含まれています．

京都台東区）
にて執り行われました．

orientable 3-manifolds でもこの賞を受賞し，2度目の嬉しい知
のようなグラフの位相不変量とは独立で，計算可能な，グラフの位
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術振興会賞を受賞しました．

成29年度は423名の候補者から25名が選ば
宮同妃両殿下の御臨席のもと日本学士院（東
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NEWS
分野の垣根を超えた分子マシンの議論
今日の科学の進歩は目覚ましく，それぞれの分野に日々膨大な情

年間アクセスランキング Top100 に選出
東海林竜也講師，坪井泰之教授らのグループは，ブラックシリコン

報が追加されていきます．そのため若い人たちが研究を始める前に

と呼ばれるシリコン単結晶上にナノメートルサイズの針を無数に配置

は大学で沢山のことを勉強しなくてはなりませんし，昨今の流れとし

したナノ構造体を利用し，従来法をしのぐ高い捕捉力を発揮する光ピ

展が速いことは，それぞれの分野のテリトリーが周辺に広がりやすく，

を従来法の光ピンセットの十分の一以下の弱い光ビームで，安定に捕

て研究分野はより細分化されていく傾向にあります．一方，研究の進

ンセット技術を開発しました．開発した手法を用いることで，ナノ粒子

結果として本来異なった分野にあったテーマが競合したり融合したり

捉することに成功しました．
さらに、
このナノ構造体上で高分子ナノ粒

することにもつながります．2016年にノーベル化学賞に輝いた
“分子

子を捕まえると、ナノ粒子が平面的または直線的に並べられ，結晶化

マシン”もそういった分野のひとつです．役に立つ物質を作っていた

などを人為的に操作できる可能性があります．本研究成果により，ナ

化学の研究者たちが，分子が実際に動いて機能する物質に注目し，新

ノ空間で生体分子を自在に操り並べる次世代の技術が期待されま

生物学の伝統的なテーマのひとつだったのです．当理学研究科生物

Publishing Group 発行) に公表した論文が，2017 年の物理分野

たな分野を立ち上げました．そしてその動いて機能する分子こそが，

す．また、この成果を総合科学誌 Scientiﬁc Reports (Nature

学科の宮田真人教授らは，第一線で活躍する研究者十数名ずつを化

の年間アクセスランキング Top100 に選出されました．Sci. Rep.

学と生物の分野から誘い，
「CSJカレントレビュー，分子マシンの科学，

誌では物理分野の論文が，年間 3000 報以上公表されている中から

分子の動きとその機能を見る」
（日本化学会編集，化学同人）の誌面に

の選出で，世界中から高い注目を集めています．

おいてそれぞれの分野における分子マシンの紹介と議論を行いまし

た．その結果，化学分野の分子マシンは機能性は低いが構造にも定
義にも高い自由度を持ち，生物分野の分子マシンは生命40億年の進

化の中で確立された規則を踏襲しており，極めて高い機能性を持つ

Belle II測定器で電子・陽電子の初衝突を観測
－SuperKEKB / Belle II 実験が始動しました－

ことが浮き彫りになりました．

気体のボース・アインシュタイン凝縮体
（“BEC”）
の実験に成功
ボース・アインシュタイン凝縮体("BEC")は気体を絶対零度近くま

超流動を中心とした低温物性や，量子もつれを利用した量子シ

器による電子・陽電子の初衝突 (ファースト・コリジョン) が4月25日

夜に確認され，
さらに，翌26日未明，Belle II 実験グループのイベン

トディスプレイに，衝突で出来た多数の粒子が飛び散るハドロン事

で冷やして初めて得られる，極めて特殊な状態です．
このほど，大阪

ミュレーションなど，BECを用いた研究は多岐にわたります．中で

グループはルビジウムの原子気体を用いて，BECの生成に成功しま

ろが大きな特徴です．
２つのBECの間の相互作用を制御すること

混合気体の振る舞いを明らかにすることを計画しています．実験に

が可能になります．得られた結果を大規模数値計算の結果や，液体

す．SuperKEKB加速器によって，大量のB中間子を生成し，Belle II

統一的な理解に到達することが期待されています．

よって，仮想的に高いエネルギー領域の効果を観測し，宇宙創成期

市大・大学院理学研究科・数物系専攻の井上教授・加藤特任助教の

した．同グループはさらに別の原子種のBECも生成し，
２種のBECの
成功すれば，超流動体の乱流形成から極低温における化学反応の解
明まで幅広い分野にインパクトを与えることが期待されています．

ミクロの世界を支配する量子力学では，粒子の状態を記述する

も，大阪市大の実験は複数の原子種のBECを同時に生成するとこ

象などが観測されました．

で，超流動体の相分離のリアルタイム観測など，独創性の高い実験

ギー加速器研究機構(KEK)で行われている電子・陽電子衝突実験で

ヘリウムなどの他の実験系での結果と比較することで，低温物理の

SuperKEKB/Belle II実験は，茨城県つくば市にある高エネル

かし通常の温度では原子は熱運動によってランダムに動くため，

効果を観測することが可能になります．そのため，Bファクトリー実験

現在は，第2段階で，今年3月19日から運転を開始しました．それ

から約1月余り，
ビームの絞り込みなどの調整を繰り返し，
とうとう初

衝突を観測しました．第2段階の運転は，7月中旬まで続きます．その

後，Belle II測定器に崩壊点測定器を導入し，2019年初めに，いよい

よ第3段階の運転を開始し，宇宙創成期の謎に挑みます．

の鍵は，
データの統計量です．膨大量データを生成するために，高強

度な加速器が必要です．
また，大量のデータを漏れなく捕らえるた

ありません．

めに，高性能な測定器が必要です．

この「常識」を数式で打ち破ったのがアインシュタインでした．

KEKでは，SuperKEKB/Belle II実験の前身として，KEKB・Belle

1925年，彼は気体を極端に冷やすと，
ほとんど全ての粒子が一つの

波動関数を共有する，特殊な状態を形成することを見出しました．
こ

実験が行われてきました．KEKB加速器は世界最高強度を記録し，小

は困難を極めましたが，
レーザー冷却などの技術の進展もあり，予

のさらに40倍の性能を実現することを目指し，2010年から6年間

林・益川先生のノーベル賞受賞に貢献しました．今回，KEKB加速器

の状態をボース・アインシュタイン凝縮体と呼びます．実験での実現

新物質を用いて世界中で精力的に研究が続けられています．

Belle II測定器で実験を行います．

ここで，データ量が膨大になるほど，より高いエネルギー領域の

個々の波動関数の振る舞いを我々が直接目にすることはほとんど

究者にはノーベル物理学賞(2001年)が授与されており，以来この

設置し，
ビームを絞って衝突させます．その後，第3段階で，完全な

に働いていた，我々の知らない新しい物理法則を解明することを目
指しています．

言から70年後の1995年にアメリカで実現されました．実現した研

第2段階で，崩壊点検出器を除いたBelle II測定器をビームラインに

測定器で捕らえます．膨大量のB中間子データを生成することに

ために波動関数を使います．波動関数は重ね合わせの原理を体現

するもので，量子計算などの応用の根幹をなす大事なものです．
し
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大阪市立大学，宇宙・素粒子実験物理学研究室が参加している国

際共同実験，SuperKEKB/Belle II実験において，SuperKEKB加速

図：ルビジウム原子のボース・アインシュタイン凝縮体．一つの波動関数を約
200,000個の原子が共有している．

の建設を行い，SuperKEKB加速器へとアップグレードしました．
ま

た，Belle測定器もBelle II測定器へとアップグレードしました．

SuperKEKB加速器の運転は，3段階で行います．第1段階では，

Belle II 測定器で捕らえられたハドロン事象（上），および，6/26にKEKで行われた
Belle II First Collision記念式典（下）．本学から，鈴木裕道学長補佐も出席しました．

ビームを衝突させることなく，加速器調整運転を行います．続いて，

18

NEWS

TOPICS

耶馬溪の災害現場を支援：ドローンレーザー計測
2018年4月11日大分県中津市耶馬溪町で斜面崩壊が発生し，尊い人

ザーによる現地地形計測を実施し，大分県関係者に情報提供しました．斜

面中部が抜け出し，斜面下部の表層部を巻き込んで崩壊，直下の民家を
崩壊土塊が覆った災害です．崩壊の引き金は地震動や降雨があります
が，今回は直接の外的要因がなく，今後の調査が必要です．今回のデータ

は救出現場の２次災害防止対策，崩壊メカニズム検証の基礎情報となり

ました．

崩壊断面と崩壊プロセスの予察結果

崩壊位置の地形断面

地形計測結果

深海底掘削とプレート収束域の水銀循環
近年，水銀汚染は世界的な環境問題として対策が強化されていま

障害物の周りの流れ ールレイの研究からー

田晴恵教授を代表者として，2017年度科学研究費補助金・挑戦的

Department of Mathematics

阿部 健

私は大気や水などの流体の運動を記

命が失われました．救出活動が続く中，開発企業と協働で，
ドローンレー

災害現地写真

数学科

あると思います.

が証明できました. 非定常問題では空間

述するナヴィエ・ストークス方程式につい

ルレイの構成した解は有界領域上の解

無限遠方の挙動や時間無限大の評価な

て研究をしています. 流体の運動は科学

の極限であり, 構成した解の空間無限遠

ど不明な点がまだまだ多く残っていて,

の様々な分野で現れますが, 私は偏微分

方の挙動はその後の研究に残されまし

今後はさらにこの研究を進めていくつも

方程式論の立場から解の存在や一意性,

た. 1960年代になるとフィンにより空間

りです.

安定性といった問題を研究しています.

無限遠方の情報を取り入れたPR解という

数学専攻では今年度６月にナヴィエ・ス

ナヴィエ・ストークス方程式の数学解析

概念が導入されました. フィンはPR解が

トークス方程式の２次元外部問題の専門家

の歴史は古く, 特に1930年代にルレイが

レイノルズ数が小さい場合に一意に存在

である菱田俊明先生（名古屋大学多元数

発表した3編の論文が今日まで大きな影

することを証明し, さらに適当な擾乱に関

理科学研究科）をお招きし, 集中講義を

響を与えてきたと言われています. ルレ

してPR解は安定するという物理的に妥当

行っていただきました. また７月末にはサン

イが証明したことの一つに, ２次元外部領

な予想を残しました. その後, 空間次元が

クトペテルブルクのオイラー数学研究所で

域における定常解の存在があります. 例

3次元の場合にはルレイの解がPR解であ

開催される
「PDEs and hydrodynamics」

えば橋脚を通り過ぎる川の流れを思い浮

ることや, レイノルズ数が小さい場合に

という研究集会に行ってきます. この研

かべるとわかりやすいですが, 流れのス

PR解が安定であることが証明されまし

究集会は偏微分方程式の大家であるソロ

ピードが遅い場合には橋脚の周りの流れ

た. しかし２次元の場合にはこれらの問題

ニコフの85歳の記念研究集会で, 招待

は安定していて, スピードが速くなると流

は未解決問題のまま残されています.

講演者にはフィンも含まれていて今から

れの様子は複雑になります. ルレイが証

私は発展方程式の立場からこの問題に

明したことはスピードの速さ
（レイノルズ

ついて研究を行なっています. 非定常問

数の大きさ）
に関わらず定常解が存在す

題の場合には空間無限遠方で定数に漸

るというものです. 実際にはレイノルズ数

近するような解の存在は知られていませ

が大きい場合, 定常解は不安定であるは

んでしたが, 最近ストークス流について

ずですが, それにもかかわらず解の存在

の研究が進み, 任意の大きなレイノルズ

が証明できてしまうのは驚くべきことで

数を持つ時間大域一意解が存在すること

参加を楽しみにしています.（2018年6
月16日提出）

（萌芽）
として採択されました．
す．水銀汚染の大部分は人為的な原因によって起こります．
しかし， 研究
大阪府内では10 m程度の浅い地下水に原因不明の水銀汚染が発

Discovery Program）
では，2018～2019年に世界最深となる海

な高濃度です．実は，
この水銀は近畿地方の下に沈み込むフィリピ

行う予定です．掘削計画の主目的は近い将来発生すると考えられて

mg/l）
を超えており，火山地帯を除けば，天然で検出されることは希

ン海プレートからの脱水に伴うものである可能性が高いのです．

日本列島は太平洋・フィリピン海プレートがユーラシア・北アメリ

カプレートの下に沈み込んでいる世界的にも複雑で活動的な構造

運動が起こっている場所に位置しています．大阪湾周辺に高密度で
分布する活断層は300万年にわたって大阪湾を作ってきました．プ

レート運動は内陸型地震とも深い関係があります．
この活断層は水
銀ガスの通り道として機能していると考えられます．
この研究は，益

岸和田市大阪層群の活断層露頭
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国 際 統 合 深 海 掘 削 計 画（ I O D P : I n t e g r a t e d O c e a n

見されることがあります．水銀濃度はしばしば環境基準値（0.0005

底面下5200 mのプレート境界地震帯を貫く掘削を南海トラフで
いる南海・東南海地震の発生原因の究明です．プレートからの脱水

は地震発生と関係していると考えられています．本学も含めて全国
の地球科学系の大学や研究機関がこの研究を支えています．

大阪平野の地下水と
「ちきゅう」で掘削された南海トラフの堆積物

試料中の水銀同位体から両者が同じ起源を持つかどうか，検証を進

めています．検証されれば，水銀汚染源の特定やプレート運動，活断

層の活動評価などの新しい指標として応用できる可能性があります．

深海掘削船「ちきゅう」(JAMSTEC提供)

「ちきゅう」でのコア記載作業

20

TOPICS
物理学科

超流動ヘリウムの二流体モデルの完全結合ダイナミクス

Department of Physics

坪田 誠
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化学科

グリーンな反応で望みの分子をつくる

Department of Chemistry

西村 貴洋

この研究の意義は以下である．二流体

理想的な有機化学反応は，原料に含ま

最 近 の 研 究 例を紹 介します（ 図１参

に開発した，
２つのアルケン部位でイリジ

多くの実験や数値計算からわかっていた

モデルを連立させてその結合ダイナミク

れる原子ができるだけ多く生成物に取り

照）．
イリジウム (Ir) という金属を含む触

ウムに配位結合するキラルジエンを使う

低温物理を代表する現象である．20世紀

が，常流体の様相は不明で，そのため，ほ

スを解く試みは，Landau達の提案以来，

込まれる反応です．もちろん，そのような

媒を使った反応です．芳香族化合物とア

と，非常に高い選択性で付加生成物を与

前半に発見された超流動は，量子凝縮（多

とんど全ての数値計算は，常流体速度場

非常に簡単な状況を除いて，行われたこ

反応だけで分子を合成するのは難しいで

ルケンの一種であるビニルエーテルを反

えます．図３に示したのは，酸素に結合した

体量子効果）
によって起こることが知られ

は固定し，そのもとで量子渦のダイナミク

とが無い．本研究は，超流動成分が量子乱

すが，原子をつないで望みの分子を作る

応させると付加生成物が得られます．
こ

炭素から離れた位置に二重結合があるに

ている．実験で観測された超流動現象を

スを追っていた．
しかし，近年，励起ヘリウ

流を作るという複雑な状況で，初めて結

技術開発は有機化学の永遠の課題です．

の反応は，
イリジウム触媒無しではいくら

もかかわらず，酸素が結合した炭素に芳

理解するために，1941年，Landauおよ

ム分子を用いた可視化実験が行われ，正

合ダイナミクスを解いた．技術的には，量

有機化学反応の中には，化合物を混ぜて

加熱しても進みません．
イリジウムは，特

香環が導入される反応です．その仕組み

びTiszaは，二流体モデルを提案した．二

方形断面をもつ熱対向流中では，常流体

子渦糸モデルはラグランジュ的，ナヴィ

加熱するだけでは何も起こりませんが，

定の位置のC‒H結合を切断し，そのCとH

は，
アルケンが元々あった位置から移動し

流体モデルとは，系が，量子凝縮に起因す

が，流速をあげると，普通のポアズイユ型

エ・ストークス方程式はオイラー的なの

触媒の力を借りると進む反応がありま

をビニルエーテルに渡します．つまり，結

てビニルエーテルの形になり，そうなって

る非粘性の超流体と，熱的励起から成り

の層流の速度分布から，平坦化した分布

で，両者を結合させることは容易ではな

す．
この触媒はグリーンケミストリーとい

合を切ってつなぐ働きをします．面白いこ

初めて芳香族化合物が付加する反応に関

粘性を持った常流体とが混合したもので

(発見者たちはtail-ﬂattened流と呼んで

いが．ある阻止化のアイデアを導入する

われる環境に優しい合成化学に大きく貢

とに，新たにできる炭素－炭素結合は酸

与します．
ここでイリジウムは，
アルケンの

超流動とは，臨界温度以下で流体の粘

が量子渦からなる量子乱流を作ることは，

性が消失する現象であり，超伝導と並び，

あるというモデルである．二流体モデル

いる)を経て，乱流へ遷移することが観測

ことで，それが初めて可能となった．
この

献します．私たちは，遷移金属触媒を使っ

素が結合した炭素で形成されるため，分

移動とC‒H結合切断／付加の両方の触媒

は，超流動や超伝導の様々な現象の理解

このような遷移は通常の流体力
された1)．

研究は，超流動の物性物理を大きく進展

た原子に無駄のない反応開発に取り組

岐型の生成物が得られます．イリジウム

として働きます．
このように，様々な結合

に貢献した．1950年代以降，超流体は，巨

学では観測されたことが無く，量子乱流と

させるものである．

み，特に，生命に深く関わっている光学活

金属に結合し不斉環境を付与する光学活

を切ってつなぐを自在に制御できる触媒

視的波動関数の存在により量子渦を生む

常流体の相互作用が本質的役割を担って

本研究は，大阪市大理学研究科の大学

性化合物の効率的な合成を目指して研

性配位子を使うと光学活性な化合物の合

と反応の開発を進めています．

こと，管内流ではその量子渦が３次元的に

いると考えられる．我々は，超流動成分を

院学生・湯井悟志氏，慶応義塾大学法学

究しています．

成ができます（図２参照）．私たちが独自

複雑に絡み合った超流動成分の乱流-量

量子渦糸モデルで，常流動成分をナヴィ

部の小林宏充教授との共同研究である．

子乱流-を生じることが明らかとなった．

エ・ストークス方程式で扱い，両者を相互

乱流を主題とした東宝映画「ラプラスの

超流動ヘリウムの流体力学で，最も研

摩擦で結合した大規模数値計算を行っ

魔女」
とのタイアップが実現し，本研究が

究されてきた状況が熱対向流である．
こ

た．それにより，下図に示すように，量子乱

広く広報されることとなった．

れは超流動ヘリウムの管内に熱を流入さ

流の発展に伴い，常流体の速度分布が大

せることで，常流体と超流体が逆向きに

きく変形し，観測されたような平坦化を行

駆動される流れである．
このとき，超流体

うことを初めて示した2)．

1) A. Marakov et al., Phys. Rev. B 91,
094503 (2015).
2) S. Yui, M. Tsubota and H. Kobayashi,
Phys. Rev. Lett. 129, 155301 (2018).
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TOPICS
生物学科

昼も夜も働く育児バチが持つ体内時計の仕組み解明を目指して
渕側

Department of Biology

太郎

多くの生物の活動は
“概日リズム”
と呼

23

ミツバチももちろん体内時計を持ち，

地球学科

海洋プレート沈み込み開始の謎に迫る
柵山

Department of Geosciences

徹也

昼に働き夜に休むといった採餌バチと同

日本で活発に起こる火山や地震の活

上の問に答えるために，国際深海科学

から沈み込んでいる場所にあります
（図１

ばれる24時間周期の変動を示します．例

行動に概日リズムを示します．
しかし，一

様の回り方で時を刻んでいることをあき

動，地殻変動などは，日本列島の下に太

掘削計画（IODP）第352次航海が，小笠

b）．そうです，海洋プレートが海洋プレー

えば，
ヒトの寝起きや食事，体温や排尿，

個体の中でその仕事がめまぐるしく変

らかにしました．つまり，育児バチの24時

平洋プレートやフィリピン海プレートが沈

原父島の北東域で2014年に実施されま

トの下に沈み込んでいる場所が，伊豆小

ホルモン分泌などがそのわかりやすい例

わってゆく働きバチの個体を追跡した実

間休みない行動は，体内時計の進行・停

み込むことで起きています．軽い岩石か

した．深海掘削船ジョイデスレゾリュー

笠原諸島なのです．
これまでの研究から，

です．
これらの24時間周期は，体内時計

験から，就く仕事によって行動の概日リズ

止ではなく，体内時計から行動へ信号を

らなる大陸プレートの下に，重い岩石から

ション
（JR）号（図2）
を用いて世界中の深

プレートの沈み込みが開始した直後に，

という生体内（主に脳）の仕組みで時が計

ムが劇的に変化する現象が知られていま

送る過程で制御されていることが予想さ

なる海洋プレートが沈み込んでいるため

海底の岩石や堆積物を採取し，過去の地

プレート同士の収束域にあたる沈み込み

られています．

した．
どういうことかと言うと，卵や幼虫の

れます．
この仕組みが明らかになれば，体

です（図１a）．
このようなプレート同士の

球の様々な変動を明らかにすることが目

帯で起こる火山活動が起こる直前に，火

ミツバチは，巣の中で子を産む唯一の

世話といった育児に関わる仕事に就く個

内時計を正常に回したまま，昼夜の別な

相互運動は，太陽系惑星の中で地球だけ

的の国際プロジェクトの一環です．
この航

山活動の成因としては対極にあたる，プ

個体である女王と，子を産まない個体で

体は，巣の中で昼も夜も同じ活動量で24

く活動しつづける方法のヒントが得られ

に見られる現象です．
しかし，地球ができ

海では，海底から総延長1.22kmの岩石

レートが生産され海洋底が拡大している

ある多数の働きバチらで暮らしています．

時間働くのに対し，花粉や蜜を集める採

るかもしれません．それが幸せかどうかは

たばかりの頃にはまだ大陸はなく，海洋

（直径約6cmの円筒状）の採取に成功し

中心にあたる中央海嶺と同様の火山活動

働きバチは羽化してから約一か月の寿命

餌の仕事に就く個体は，夜は休み昼に働

別の話ですが．

プレートしかありませんでした．
ここにプ

ました（図3）．10カ国26名からなる研究

が起きていたこと，その変化が地質学的

を終えるまでに，巣の掃除や卵や幼虫の

くのです．育児に携わる育児バチと採餌

私は，2017年4月に着任し，その年の

レート運動の一つの謎があります．それ

者集団（図4）の一員として私も乗船して，

にはほとんど一瞬（数十万年以内）
に起き

世話といった巣の中で行うものから，花粉

に携わる採餌バチでは体内時計の回り方

11月からミツバチを理学部構内で飼育し

は，密度が同じような海洋プレート同士し

船上で様々な分析を行い，下船後も採取

たこと，などが分かってきました．今後の

集めや花の蜜集めといった巣の外で行う

が違うのでしょうか？ 私はミツバチの巣か

始めました．
これから，大阪の杉本町とい

かない状況で，
どのようにしてプレートの

した岩石
（図5）
の分析を続けています．

研究の進展で，海洋プレートの沈み込み

ものへと，齢を追うごとに仕事を変化させ

ら数時間おきに育児バチをつかまえてき

う地で，
ミツバチの飼育も楽しみながら，

沈み込みが開始したのか，
という謎です．

てゆきます。このようにして，様々な個体

て，体内時計の指す時刻がわかるとされ

ミツバチを用いた最先端の行動学，生理

この問題は最先端のシミュレーションや，

伊豆小笠原諸島はフィリピン海プレート

の形成初期のプレート運動開始の経緯に

がその時々によっていろんな仕事に就き

る時計遺伝子の脳内の発現を調べ，24時

学研究を行っていきます。

アナログ実験でも未だ解明されていない

という海洋プレートの上にあり，その下に

ついても解明する手がかりが得られるか

ます．

間一定して働く育児バチでも体内時計は

地球科学の大きな問題の一つです．

太平洋プレートという海洋プレートが東

もしれません．

図1：理学部構内で飼育中のミツバチ

図2：巣口付近の働きバチ

図3：正面から見た働きバチの頭部

図4：正面から見た働きバチの脳（★印は主要な体内時計の存
在部位．★印の部位かつ表面からある程度深い所にある．）

さて話は戻って，
なぜ小笠原沖なのか．

が始まった経緯の詳細が分かれば，地球
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理学研究科・理学部の地域への関わり
大阪市立大学では，
日頃の研究 ・ 教育活動の中で培われた最先端の知見をはじめ，大学のもつ人的 ・ 物的資源を地域社会に提供
し，社会の発展に寄与することを目標の一つとしています．
ここでは，理学研究科 ・ 理学部の取り組みのうち，主なものを紹介します．

（1）組織／学生
大学院

学部

高校生と
市大化学セミナー（高校生のための市立大学先端科学研修）

高校生に化学の面白さを知ってもらうために，毎年夏休み期間
に開催しています．高校で習う化学の内容を，少しだけ高い位置か
ら眺めてみようというのがこのセミナーの趣旨です．2017年は3
つの受講コースに対して，のべ225名の参加者がありました．参
加者の皆さんからのアンケートによると，
「分子の構造をひもで説
明してくださったので，難しい内容でも理解できました．最後のク
イズも楽しかったです．」
（高校2年生），
「原子と分子についての歴
史がよくわかりました．
目に見えないものを証明することはとても
難しいんですね．」
（保護者）など，非常に好評であったことがうか
がえます．
また各コースの講演後，学術情報総合センターおよび
理学部学舎の見学会も開催しました．

オープンキャンパス

毎年8月上旬に2日間にわたってオープンキャンパスが実施され
ます．市大のことをより深く知りたい高校生が参加し，
にぎやかな2
日間となります．
まず，理学部全体の紹介，入試説明などから始ま
ります．次に，各学科・理科選択コースのそれぞれについて個別の
説明会が行われます．
ここでは教育や研究内容を詳しく知ることが
できます．
さらに，卒業生からのメッセージを聞くことができ，在校
生からは学生生活の実態について生の声を聴くことができます．
午後の体験入学では，12 種類ものテーマの講義・実習が企画
され，参加した高校生から好評を得ています．2017 年は，理学部
説明会には2日間で約2300 名の参加があり，午後の体験入学に
は，のべ約550 名の参加者が，講義・実習を受講しました．

ひらめき☆ときめきサイエンス

科学研究費による研究成果を還元する企画で，
「植物園の森で
環境教育プログラム体験」
として，高校生が植物の観察など，植物
園のフィールドを活用した体験学習を行いました．

数学や理科の好きな高校生のための市大授業

毎年春に，大阪市立大学理学部の数学・物理・化学・生物・地球

市大授業の様子

の各学科教員がそれぞれの研究に関連した最先端の話題を高校
生向け授業として提供しています．2017 年はのべ600 名を超え
る参加者がありました．講義内容はもとより，大学で学ぶ内容や大
学の施設を知ることができ，
また雰囲気を味わってもらえる点も
好評です．

市大理科セミナー

市大理科セミナーでは大阪府立の住吉・泉北・千里の各高校を
対象に，物理・化学・生物・地球の4 学科がそれぞれ実習を開講し
ています．2017 年は約160 名の高校生が参加しました．
SSHとは文部科学省が科学技術や理科・数学教育を重点的に
行う高校の指定制度です．理学部ではSSH 校の課題研究などの
取組に積極的な協力を行っています．2017 年度は，大阪府立の
高校や大阪市立の高校に対して，個別研究の指導や助言，出張授
業を行いました．SSH 生徒研究発表会には理学部教員が講評者
として参加しています．

女性

合計 *

男性

女性

合計 *

1 年生

123
｛0｝

45
｛1｝

168
｛1｝

82
{1}

23
{0}（1）

105
{1}（1）

2 年生

148
｛1｝

48
｛0｝

196
｛1｝

64
{0}

23
{1}

87
{1}

11
{1}（1）
〔1〕
【3】

3 年生

124
｛1｝

45
｛0｝

169
｛1｝

ー

ー

ー

17
7
24
〔1〕 {2}（3）
{1}（1）
〔1〕
【5】 {1}（2）
〔2〕
【5】

4 年生

123
｛1｝

47
｛0｝

170
｛1｝

ー

ー

ー

合計

518
｛3｝

185
｛1｝

703
｛4｝

146
{1}

46
{1}（1）

192
{2}（1）

＊｛

｝内は休学者数

(

) 内は外国人特別選抜による入学者

地域の皆様と

教員免許状更新講習

植物園企画

最新の知識技能を身につけることで，教員が自信と誇り
を持って教壇に立ち，社会の尊敬と信頼を得ることを目的
として教員免許状更新講習を開設しています．理学部は選
択科目として，研究の最前線から様々な話題を提供してい
ます．

理学部附属植物園は，自然や環境について学ぶ機会を提供し
ています．春の桜の観察会をはじめとして，季節ごとに観察会を
開催しました．小学生向け森のサマースクール，市民講座など，植
物園のフィールドを活用した様々な事業を行っています．

高等学校・大阪市立大学連携数学協議会

七夕の前後の週末などに，全国各地で同時に天文や宇宙の講
演会を実施するというイベントで，毎年，市立科学館で開催され
ます．今年は，老若男女問わず幅広い年齢層の方々にお集まりい
ただきました．

全国同時七夕講演会

文化交流センター講座・近鉄文化サロン共催講座

最先端の研究から話題を選び，自然科学の面白さや楽しさを
わかりやすく伝える講座を幅広く開催しています．

] 内は社会人特別選抜による入学者 【

男性

女性

合計 *

11
3
14
（1）
〔1〕
【1】 （1）
【1】 （2）
〔1〕
【2】
2
（1）

ー

13
{1}（2）
〔1〕
【3】

ー

ー

39
12
51
{2}（3）
〔3〕
【9】{1}（4）
〔1〕
【1】{3}（7）
〔4〕
【10】

】内は特別研究員

※すべて内数

（3）組織／教員

男性

女性

合計

研究生

2

1

3

履修科目生

3

2

5

講師

男性（人数）

女性（人数）

平均年齢

本学出身者（%）

教授

47

1

56

15

准教授

40

5

49

29

13

0

42

23

助教

1

1

35

50

特任教員

24

2

49

－

博士研究員

29（2）[0]

14（6）[0]

－

－

2018 年 3 月 31 日現在数
（ ）内は外国人数，[ ] 内は日本人学術振興会特別研究員（PD）数

（4）教育／入学
大学院

学部

前期

後期

男性

女性

合計 *

男性

女性

合計 *

男性

女性

合計 *

入学定員

ー

ー

148
[3]｛17｝

ー

ー

92

ー

ー

41

志願者数

384
[8]｛23｝

192
[4]｛19｝

576
[12]｛42｝

109
｛3｝

20
129
9
（1）
｛4｝ （1）
｛7｝ （1）
【1】

2
（1）

11
（2）
【1】

入学者数

109
[3]｛11｝

38
[1]｛6｝

147
[4]｛17｝

78
｛3｝

8
19
97
（1）
｛3｝ （1）
｛6｝ （1）
【1】

2
（1）

10
（2）
【1】

＊(

) 内は外国人特別選抜

[

] 内は学部 3 年次編入学選抜数 ｛

｝内は推薦特別選抜による人数 【

】は社会人特別選抜

※すべて外数

（5）教育／在学・卒業
学部

大学院
前期

後期
12 ／ 4

授業料免除申請者数／採用者数

62 ／ 37

31 ／ 20

日本学生支援機構申請者数／採用者数

72 ／ 66

33 ／ 33

後期課程奨学奨励金申請者／採用者数

6／6
27 ／ 27

その他の奨学金採用者数

7

3

1

TA，RA 採用者数

0

74

15

167

90

11

55

22

0

卒業者数（学位授与数）
教員免許取得者数

25

[

（2）組織／研究生・科目履修生

出張授業，研究室見学など

近隣の高校への出張授業，
また，高校生の研究室見学，模擬授
業等も数多く行っています．

後期

男性

スーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業への協力

小・中・高の先生方と

高等学校・中学校数学科教員と大阪市立大学数学科教
員・数学研究所所員が交流し，中学校・高校と大学の数学教
育の現状・改善および数学研究の動向に関して，情報交換
と調査・研究を継続的に行う場を設け，毎年シンポジウムを
開催しています．

前期

26

DATA
（6）教育／卒業・進路
最終学年学生＋早期修了者の進路

学部

（最終学年学生＋早期修了者）数 *
（内）就職者数
（内）進学者数
（内）その他

170
46
110
11

その他
特記事項
（学生の
受賞など）

大学院

前期
97
76
11
5

（9）研究／外部資金
後期
23
5
6
4

大阪市立大学 第 4 回女性研究者特別賞・奨励賞「岡村賞」大学院生奨励賞（2 件）
；大阪市立大学数学研究会 論文賞 (3 件 )；大阪市立大学数学研究所・釜山国立大学・慶北国立大
学大学院学生ワークショップ 第 11 回大学院学生ワークショップ Young Mathematician 賞（2 件）
，Best Presentation 賞（4 件）
；ULT Poster Award；第 34 回井上研究奨励
賞；大阪市立大学 研究業績優秀賞（理学研究科長賞）
（2 件）
；電子スピンサイエンス学会 優秀発表賞；第 65 回質量分析総合討論会 討論会ベストプレゼンテーション賞；The 9th
OCARINA International Symposium ポスター賞（10 件）
，学長賞，人工光合成センター所長賞；平成 29 年度大阪市立大学理学部化学科卒業研究発表会 ベストプレゼンテー
ション賞（2 件）
；第 5 回 AWEST2017 国際 EPR(ESR) 学会 ポスター賞；日本化学会 優秀ポスター発表賞；第 7 回 CSJ 化学フェスタ 2017 優秀ポスター発表賞；The 24th
International SPACC Symposium ポスター講演賞（2 件）
；バイオインターフェース先端マテリアルの創生シンポ ポスター講演賞；第 7 回 CSJ 化学フェスタ 2017 優秀ポスター
発表賞（2 件）
；The 28th International Conference on Photochemistry(ICP2017) POSTER 賞（1 件）
，BEST POSTER 賞（1 件）
；第 63 回高分子研究発表会 エクセレントポス
ター賞；第 67 回ネットワークポリマー講演討論会 ベストポスター賞；第 36 回光がかかわる触媒化学シンポジウム 優秀ポスター賞；7th International IUPAC Conference On
Green Chemistry, RSC Green Chemistry Poster Prize；第 37 回有機化学若手セミナー「明日の有機合成を担う人ために」優秀研究発表賞；第 64 回有機金属化学討論会 ポス
ター賞；第 61 回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会 (TEAC2017) ベストプレゼンテーション賞；大阪市立大学学業成績優秀賞；第 91 回日本細菌学会総会 優秀発
表賞（2 件）
；大阪市立大学 女性研究者奨励賞・博士研究員奨励賞 ( 岡村賞 ) ；第 55 回日本生物物理学会 学生発表賞（2 件）
；IGER International Symposium on "Harmonized
supramolecular motility machinery and its diversity" ポスター賞；日本マイコプラズマ学会第 44 回学術集会 優秀発表賞；大阪市立大学研究業績優秀賞（若野賞）
；第 27 回日
本熱帯生態学会年次大会 優秀発表賞
（2 件）
；大阪市立大学理学部生物学科 卒論発表賞
（3 件）
；日本細菌学会関西支部総会 若手研究者奨励賞；第 65 回日本生態学会 最優秀ポスター
賞，優秀ポスター賞；2017 年度日本魚類学会年会 学生最優秀ポスター発表賞；行動 2017 優秀発表奨励賞；日本地質学会 2017 年日本地質学会第 124 回学術大会 優秀ポスター
賞；第 32 回日本植生史学会大会 優秀発表賞

*（最終学年学生＋早期修了者）数の定義は，学部・大学院前期は最終学年学生数

採択数（新規 + 継続）

研究費総額（千円）
（直接経費）

科学研究費（代表）

95

250,223

科学研究費（分担 *）

43

75,634

その他の公的研究費

26

126,111

民間財団等研究助成金

12

19,400

民間企業等受託研究費

20

39,143

日本学術振興会特別研究員奨励費 **

14

12,400

その他

7

日 本 語

原著論文
総説

物質分子系

4

3

3

4

生物地球系
4

0

20

18

* 他研究機関から分担金をうけたもの
** 特別研究員奨励費（外国人）を含む

（10）社会貢献／一般向け
産学連繋事業

ULVAC（希釈冷凍機の開発）；JTEKT（熱音響冷却システムの研究）；JST マッチングプランナープログラム； ㈱バイオコクーンとの共
同研究；バイオ産業研究会 2017（大阪市立工業研究所との連携）

生涯教育事業

全国同時七夕講演会（大阪市立科学館）
；日本物理学会大阪支部公開シンポジウム「量子力学 90 年」
；大阪市立大学文化交流センター公開
講座；西宮市生涯学習大学公開講座；シニア自然大学校講座；宇和奈辺墳墓外表面調査；大阪市立自然史博物館標本同定会；大阪歴史博
物会講演会；現地見学会（堺地学教育研究会，宮城県多賀城高等学校）
；阿倍野区まち歩き；神戸の減災シンポジウム・パネリスト；大阪
市立大空小学校いのちを守る授業
「地震のしくみ」
；植物園観察会
（サクラ、熱帯植物、水生植物、ウメ）
；大阪市立大学連携講座
「さくらの
花を科学する」
「うめの花を科学する」
；国際学術シンポジウム
「人と植物の共生－都市の未来を考える」
；森のサマースクール；植物園市民
講座「大阪平野の地層からみる森の変遷と人の暮らし」
「大阪市大・植物園のツバキコレクション」
；かたの環境講座；大阪府高齢者大学講
義「都市と森の共生をめざす」
「素粒子の世界」
；森の教室；夜間特別開園「夜咲き熱帯スイレンの観察」
；中学生職場体験学習；里山を考え
る研究会・交流会

高大連携事業

大阪市立大学オープンキャンパス；数学や理科の好きな高校生のための市大授業；市大理科セミナー；第 9 回マスフェスタ；高等学校・
大阪市立大学連携数学協議会；夢ナビライブ；第 10 回宇宙（天文）を学べる大学合同進学説明会；高等学校化学グランドコンテスト；高
等学校化学グランドコンテストにかかる研究指導
（奈良県立西和清陵高等学校，愛知県立豊橋東高等学校，静岡県立清水東高等学校，飯山
高等学校，駒場東邦高校，高槻高等学校）；高等学校化学グランドコンテスト出場校に対するラボツアー（沖縄県立球陽高校）
；大阪市立
大学化学セミナー；第 12 回女子中高生のための関西科学塾；ひらめき☆ときめきサイエンス「森の植物園で学ぶ生物多様性」；SSH 指定
校に対する講義，研究指導，講評など
（大阪府立天王寺高等学校，大阪府立大手前高等学校，大阪府立高津高等学校，大阪府立三国丘高等
学校，大阪府立住吉高等学校，大阪府立泉北高等学校，大阪府立千里高等学校，兵庫県立神戸高等学校）
；出前授業（大阪市立高等学校，
大阪市立東高等学校，大阪府立寝屋川高等学校，奈良県立郡山高等学校，兵庫県立西宮高等学校，雲雀丘学園，開智高等学校，星稜高等
学校，米子高等専門学校，大分舞鶴高等学校）
；研究室見学（大阪教育大学付属高等学校平野校舎，大阪府立三国丘高等学校，大阪府立高
津高等学校，大阪府立四条畷高等学校，大阪府立八尾北高等学校，大阪市立高等学校，大阪市立咲くやこの花中学校，奈良県立奈良北高
等学校，滋賀県立虎姫高等学校，和歌山信愛高等学校）

7

外 国 語

研究発表（内招待講演）

198(60)

195(37)

224(27)

原著論文

125

68

77

研究発表（内招待講演）

143(94)

148(34)

66(11)

0/0

5/1

3/0

著書（共著を含む）
総説

特許（申請数／公開数）

受賞

数物系

9
4

2

5

0

1

大仁田義裕 2017 ICCM Best Paper Award (Distinguished Paper Award)；高橋太 大阪市立大学教育後援会 優秀教育賞：阿部健 大阪市立大学 第 1 回南部陽一郎記念若手奨励賞；
佐野昂迪 日本数学会 建部賢弘奨励賞；糸山浩 大阪市立大学教育後援会顕彰（優秀テキスト賞）
；杉﨑満，八ッ橋知幸 日本学術振興会平成 29 年度「科研費」審査委員表彰；工位武治
国際ザボイスキー賞委員会 ザボイスキー賞 (2017)；坪井泰之 光化学協会 第 31 回光化学協会賞；天尾豊 Royal Society of Chemistry, Fellow of Royal Society of Chemistry
(FRSC) 授与；東海林竜也 電気学会 平成 28 年電子・情報・システム部門技術委員会奨励賞；佐藤哲也 トムソンロイター Highly Cited Researchers 2017，Wiley-VCH The top
5% of reviewers for Angewandte Chemie，長瀬科学技術振興財団 長瀬研究振興賞および大阪市立大学 大阪市立大学教員活動表彰
（研究分野）
；小柳光正 第 14 回 ( 平成 29 年度 )
日本学術振興会賞；寺北明久 日本比較生理生化学会 第 29 回 (2017 年度 ) 学会賞；曽我康一 大阪市立大学教育後援会
（優秀テキスト賞）
；奥平敬元 Outstanding Reviewer (Journal
of Structural Geology) および Outstanding Reviewer (Lithos)；江﨑洋一 日本地質学会 2017 年日本地質学会第 124 回学術大会優秀ポスター賞

# 複合先端研（理学研究科兼担）

（８）研究／代表的な業績
On special Bessel periods and the Gross-Prasad conjecture for SO(2n+1) × SO(2)
（特殊ベッセル周期と SO(2n+1) × SO(2) に関するグロス - プラサド予想について）
Mathematische Annalen, 368, 561-596 (2017)
Chart descriptions of regular braided surfaces
（正則ブレイド曲面のチャート表示）
Topology and its Applications 230, 218-232 (2017)
Isotopic shift of atom-dimer Efimov resonances in K-Rb mixtures: Critical effect of multichannel Feshbach physics
（K-Rb 混合気体の原子・分子散乱におけるエフィモフ共鳴の同位体シフト：多チャンネルフェッシュバッハ共鳴の重要性）
Physical Review Letters, 118, 163401 (2017)
Rainbow tensor model with enhanced symmetry and extreme melonic dominance
( 対称性が上がり、メロンダイアグラムが支配的である 7 色塗りテンソル模型 )
Physics Letters, B 771, 180 (2017)
Optical tweezing and binding at high irradiation powers on black-Si
（半導体ナノ構造を用いた新奇な光捕捉法の開発：ノンプラズモニック NASSCA 光ピンセット）
Scientific Reports, 7, 12298 (2017)
Total syntheses of lepadiformine marine alkaloids with enantiodivergency, utilizing Hg(OTf)2-catalyzed cycloisomerization reaction and their cytotoxic activities
（水銀トリフラート触媒の環化異性化反応を用いたエナンチオ発散性をもつ海洋アルカロイド、レパジホルミン類の全合成とそれらの細胞毒性）
Chemistry – A European Journal, 23, 9535–9545 (2017)

（11）社会貢献／学会関連
数物系

物質分子系

国内シンポジウム・学会などの開催数

16

8

6

国際シンポジウムの開催数

21

6

3

生物地球系

数物系

物質分子系

外国人研究者の受け入れ人数（1 ヶ月以上）

7

0

5

外国人研究者の受け入れ人数（1 ヶ月以内）

100

20

34

3

1

8

大学院在籍留学者数

（13）学内プロジェクト（戦略的研究）
理学研究科の採択件数（全体の件数）
重点研究

2 （4）

基盤研究

7（16）

Dioecious plants are more precocious than cosexual plants: A comparative study of relative sizes at the onset of sexual reproduction in woody species
（雌雄異株樹木は両性樹木より早熟か－繁殖開始サイズを用いた比較研究－）
Ecology and Evolution, 7, 5660-5668 (2017)

若手研究

5（12）

Long-term fire activity under the East Asian monsoon responding to spring insolation, vegetation type, global climate, and human impact inferred from charcoal
records in Lake Biwa sediments in central Japan
（琵琶湖湖底堆積物の微粒炭記録から復元された春季日射量，植生，気候変動，人間活動に応答する東アジアモンスーン域の長期的な森林火災活動）
Quaternary Science Reviews, 179, 59-68 (2018)

27

生物地球系

（12）国際交流

The Lon protease-like domain in the bacterial RecA paralog RadA is required for DNA binding and repair
（DNA 相同組換えに関わる RadA のタンパク質分解酵素様ドメインは DNA 結合活性をもつ）
Journal of Biological Chemistry, 292, 9801–9814. (2017)

Stromatolites near the Permian-Triassic boundary in Chongyang, Hubei Province, South China: A geobiological window into palaeo-oceanic fluctuations following the end-Permian extinction
（南中国湖北省崇阳地域のペルム / トリアス紀境界付近に特異なストロマトライト−ペルム紀末の生物絶滅事変後の古海洋環境の変動を知る地球生物学的手がかり−）
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 475, 55-69 (2017)

6,140

日本学術振興会
（荻尾彰一，神田展行，坪井泰之，寺北明久，宮田真人）
；科学技術振興機構
（天尾豊）
；ヒュー
マン・フロンティア・サイエンス・プログラム
（寺北明久）
；ナショナルバイオリソースプロジェクト
（中村太郎）

年間 1 千万円を超えるもの

（7）研究／研究発表・受賞
著書（共著を含む）

平成 29 年度 大学院理学研究科

学内プロジェクト

（戦略的研究戦略的研究：ふるさと寄附金を財源とした「グローカル人材育成事業（研究支援）」）
理学研究科の採択件数（全体の件数）
若手研究

1 (7)
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本学部の卒業生は，
より高度な学問と研究を目指し，過半数が大学院に進学しています．一方，就職状況は，
これまでの製造業，
官公庁，教員などに加え，最近では，報道・出版・広告などの情報産業や通信産業からの求人もあり，広範な産業分野へ就職するよ
うになってきています．
また，本学では，同窓会組織の強い支援もあります．大学院（前期博士課程）修了者は高度な研究目的を達
成し，各産業分野の技術職・研究職に就職し活躍しています．

■理学部卒業生の進路状況
（2015 － 2017 年度）
8%

2％

36%

化

4％

5％

（83 名）

（109 名）

2％

（91 名）

33%

数学科

物理学科

・パナソニック
・ニチゾウテック
・野村證券
・本州四国連絡高速
道路
・リコー電子デバイス
・沖縄電力
・堺ディスプレイプロ
ダクト
・青木松風庵
・オーエスピー

29

化学科

・マルヤス
・キステム
・アスコット
・パナソニックデバイス
システムテクノ
・Aiming
・キーエンス
・キヤノン
・松塾
・大阪教育研究所
・東郷証券
・麺屋優光
・がむしゃら

・エス・ティー・ワー
ルド
・東芝
・高圧ガス工業
・USEN
・パナソニック
・オービック
・りそな銀行
・インテリジェンス
・レオクラン
・芦森工業
・三菱東京UFJ銀行
・ソニー
・クリロン化成
・十全化学

63%

・富士通
・京都銀行
・富士ソフト
・和伸工業
・JALスカイ
・ダイキン工業
・スタディネットワーク
・関包スチール
・河村電器産業

・永大産業
・花王
・日本食品分析センター
・クラギ
・みずほフィナンシャ
ルグループ
・三井住友銀行
・ウィル
・阪急阪神百貨店
・アパホテル
・片山化学工業研究所
・科研製薬
・岩谷産業
・生活の木
・全国農業協同組合
連合会（JA全農）
・日進化学
・近鉄百貨店
・住友林業

生物学科

・タマホーム
・化学物質評価研究
機構

中学校・高等学校教諭専修免許状
（数学）

中学校・高等学校教諭１種免許状
（理科）

（物理学分野）

中学校・高等学校教諭専修免許状
（理科）

物質分子系専攻
生物地球系専攻

5％

■理学研究科前期博士課程修了者の進路状況（2015 － 2017 年度）
4％

2％

11％

13％

9％ 14％

（487 名）

83％

87％

77％

数物系専攻

物質分子系専攻

生物地球系専攻

（90 名）

（58 名）

・キンセイマテック
・大阪教育研究所
・セディナ
・伊藤忠プラスチッ
クス
・アスパーク
・ラック
・IDOM
・SGホールディングス

科

数物系専攻

（数学分野）

数物系専攻

12％

■理学部卒業生の進路先一覧（2015 － 2017 年度）

・リグア
・京セラコミュニケー
ションシステム
・ジェイ・ビー・クラフト
・かんぽ生命保険
・三井住友銀行
・日本郵便
・花王カスタマー
マーケティング
・アートコーポレー
ション
・リョービシステム
サービス
・日本電産
・オービック

中学校・高等学校教諭１種免許状
（数学）

数学科と地球学科の卒業生は『測量士補』の資格登録をすることができます．

35%
69%

学

（146 名）

27%

科

生物学科

63%
4％

学

地球学科
77%

73%

56%

数

理学研究科前期博士課程

物理学科

18%

25%

理学部

（101 名）

82％

全専攻

（297 名）

（106 名）

■理学研究科前期博士課程修了者の進路先一覧（2015 － 2017 年度）
地球学科

・レジェンド・アプリケーションズ
・テイクアンドギヴ・ニーズ
・小野薬品工業
・オービック
・国際航業
・なか卯
・帝人フロンティア
・京都リビング新聞社
・日建技術コンサルタント
・永大産業
・きちり
・パナソニック
・Mipox
・ダイヤコンサルタント
・ニトリ
・日立ハイテクノロジーズ
・京都新聞社
・富士通アドバンストエンジニアリング
・リゾートトラスト
・イトーヨーカ堂
・ダイワボウ情報システム
・デンソーITソリューションズ
・アーク・ジオ・サポート
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
・シティ・コム
・積水ハウス
・パスコ
・ブリッジ・エンジニアリング

・大阪入国管理局
・大阪税関
・近畿地方整備局
・経済産業省 近畿経済産業局
・奈良県庁
・大阪市役所
・堺市役所
・大津市役所
・河南町役場
・大阪府教育委員会
・奈良県教育委員会
・兵庫県教育委員会
・和歌山県教育委員会
・愛知県教育委員会
・神奈川県教育委員会
・堺市教育委員会
・城南学園中学校・高等学校
・明徳学園京都成章高等学校
・樟蔭高等学校
・追手門学院中・高等学校
・浪速高等学校
・伊勢学園高等学校
・和歌山信愛中学校・高等学校
・開智中学校・高等学校
・東海大学付属大阪仰星高等学校中等部・
高等学校
・大阪教育大学附属平野中学校
・大阪高等学校
・東大谷高等学校
・西宮市立西宮高等学校
・奈良学園中学校・高等学校
・大阪産業大学附属中学校・高等学校
・大阪教育大学附属高等学校池田校舎
・四天王寺羽曳丘高等学校
・清風南海中学校・高等学校

数物系専攻

・ダイキン工業
・NTTビジネスソリュー
ションズ
・エー・アンド・デイ
・さなる九州
・浜松ホトニクス
・トヨタ自動車
・アウトソーシング
・オージス総研
・三井住友信託銀行
・住友ゴム工業
・三社電機製作所
・たる出版
・中央エンジニアリング
・日工
・ミュートス
・有人宇宙システム
・日鉄住金テックスエンジ
・島津製作所
・三菱電機
・MHIエアロスペースシ
ステムズ
・サイレックス・テクノロ
ジー
・東洋ゴム工業
・ガスリー
・ダイハツ工業
・ローム
・パナソニック
・三菱UFJ信託銀行
・りそなホールディングス
・紀陽銀行
・ブリヂストン
・NTTデータ・アイ
・フューチャーアーキテ
クト
・三井住友カード
・テクノプロ
・TISソリューションリンク
・京セラドキュメント
ソリューションズ
・富士通エフ・アイ・ピー

・南大阪電子計算センター
・アドバンスクリエイト
・三菱UFJ銀行
・ビッツ
・パナソニックインフォメー
ションシステムズ（株）
・日産自動車
・三井住友海上あいおい
生命保険
・デンソーテン
・コベルコシステム
・バンキング・システムズ
・システム計画研究所
・大阪市立大学(技職）
・朝日生命保険
・リコー電子デバイス
・古河電気工業
・日本電産リード
・T＆D情報システム

物質分子系専攻

・住友精化
・JSR
・日本触媒
・パックプラス
・東レ
・ナガセケムテックス
・藤本化学製品
・住化分析センター
・三洋化成工業
・サカタインクス
・住江織物
・シャープ
・中野製薬
・化学物質評価研究機構
・第一稀元素化学工業
・大日本印刷
・ピカソ美化学研究所
・ハリマ化成グループ
・石原産業
・東洋ケミテック
・ナード研究所
・JNC
・四国化成工業
・小林製薬
・豊田合成
・クオルテック
・呉竹
・本州化学工業
・東洋インキSCホール
ディングス
・住友ゴム工業
・岩谷瓦斯
・カネカ
・山陽特殊製鋼
・三ツ星ベルト
・NSC
・エヌ・イーケムキャット
・パナソニック
・三和澱粉工業
・フドー
・小糸製作所
・ダイゾー

・日東電工
・東ソー
・和信化学工業
・成和化成
・第一工業製薬
・日東化成
・塩野香料
・宇部興産
・日本エア・リキード
・大阪健康安全基盤研
究所
・ユニ・チャーム
・堺化学工業
・堀場エステック
・トクヤマ
・アウトソーシングテクノ
ロジー
・住友精化
・ニッタ
・造幣局
・東洋アルミニウム
・花王

生物地球系専攻

・応用地質
・日本農薬
・日建技術コンサルタント
・日本ハム食品
・アース環境サービス
・ソントンホールディングス
・パシフィックコンサルタ
ンツ
・サラダコスモ
・三和化学研究所
・マイクロニクス
・三菱自動車工業
・大日本明治製糖
・日本農産工業
・オリンパス
・環境設計
・リボン食品
・昭和産業
・伊藤ハム
・藤本食品
・T＆D情報システム
・OATアグリオ
・花王プロフェッショナル・
サービス
・シー・シェルコーポレー
ション
・小野薬品工業
・花王
・マンダム
・国際航業
・オーケー器材
・中央開発
・林一二
・エヌエス環境
・参天製薬
・日本食品分析センター
・パスコ
・SCSK
・富士通エフ・アイ・ピー
・凸版印刷
・ユニー
・モロゾフ

・呉竹
・ユニ・チャーム
・サラヤ
・医学生物学研究所
・コベルコシステム
・プレック研究所
・中島大祥堂
・OGCTS
・建設技研インターナ
ショナル
・生物地球系
・フジパングループ本社
・ソントン食品工業
・関電システムソリュー
ションズ
・和光純薬工業
・阪急阪神カード
・大紀アルミニウム工業所
・月島食品工業
・ダイキン工業
・オージス総研
・大阪ガス
・洸陽電機
・メゾンレクシア
・東ソー分析センター
・ワールドインテック
・建設技術研究所
・高市製薬
・伊賀屋食品工業
・山崎製パン
・タカラバイオ
・小林製薬
・NTTファシリティーズ
・バッファロー
・マルホ

・文部科学省
・農林水産省 神戸植物防疫所
・富田林市役所
・太子町役場
・兵庫県教育委員会
・奈良県教育委員会
・和歌山県教育委員会
・滋賀県教育委員会
・大阪市教育委員会
・大阪桐蔭中学校・高等学校
・愛徳学園中学校・高等学校
・雲雀ヶ丘学園中学校・高等学校
・大阪商業大学高等学校
・奈良女子大学附属中等教育学校
・桃山学院中学校・高等学校
・清風南海中学校・高等学校
・関西大倉中学校・高等学校
・西大和学園中学校・高等学校
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