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自然界を律する法則の解明を研究の基本とし、
自然法則の体系的な学習と新しい発見の喜びを教
育の原点に置いている理学研究科・理学部は、自
然科学における最先端研究への寄与を通して、高
度な専門知識を有し、国際的な視野をもち、かつ
開拓能力を有する人材の育成を行っています。
科学・技術の原理の解明に力点を置く理学は、
本来、息の長い根気のいる学問ではありますが、
ホットな話題も絶えず作り出しています。本学
の理学研究科・理学部では、自然科学の全分野
理学研究科長 畑 徹
をカバーし、歴史的にも数多くの先駆的な研究
が行われ、現在も世界的に高い評価を受けている研究を進めています。本冊
子では、2006 年度の理学研究科を特徴づけるトピックスとして、本学主催
のアインシュタイン LOVE 展、国際宇宙ステーションにおける生命科学実験、
複合先端研究機構などホットな話題を紹介しています。また、教育、研究、
社会貢献などに関するデータも掲載していますので、理学研究科の教育・研
究活動への理解と高校生の進路選択の一助として本冊子をご活用下さい。
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大阪市立大学数学研究所の事業
数学研究所は、21世紀COEプログラム「結び目を焦点とする広角度の数学拠点の形成｣の採択を契機に、若手
研究者を勇気付ける国際教育研究拠点として、平成15年9月に開設されました。活動の詳細は同プログラムのホ
ームページを参照して下さい。2年前数学専攻の後期博士課程学生のために数学研究会論文賞を創設し、今年所
員のために数学研究会特別賞を創設しました。またハイレベルの国際的視野をもつ若手研究者の育成を目指して、
京都大学数理解析研究所および、韓国の釜山大学、慶北大学、韓国科学技術院、中国の大連理工大学の各数学研
究所と研究協力協定を締結し、教育研究交流活動を開始しました。国外研究者の研究所への訪問は昨年度までに
280名以上にのぼり、今年7月時点で今年度の訪問予定者は約110名いますので、プログラム事業期間である4.5年
間では、400名前後の研究者が訪問したことになるでしょう。今年
7月時点までに研究所に登録された所員(種々のポジションがあり
ます)は37名いますが、所員終了後の就職先(含内定)は、大学教員6
名(内嘱託講師1名、教務補佐員1名)、 国外大学研究員4名(中国2名、
台湾1名、韓国1名)、公的研究所研究員3名（内非常勤1名）、高等
専門学校教員2名、学術振興会研究員(他大学受入)1名、予備校講
師1名、他大学研究員1名であり、結婚のための活動停止1名以外の
残り18名は所員として研究を継続中です。今年初めて実施した数
学研究所の外部評価では、当研究所施設等で改良すべき余地もあ
りますが、伝統のある分野を出発点として、特徴あるテーマの開拓、
若手研究者の育成、国際研究交流拠点の指向等の点から、高い評
価を受けています。

複合先端研究機構の創設

国際宇宙ステーションにおける生命科学実験
日本、アメリカ、ヨーロッパ、ロシア、及びカナダの協力で建設されている国際宇宙ステーションで、いよい
よ科学実験ができるようになりました。このたび、我が国からの初めての生命科学実験として、生物地球系専攻
（生物学科）の保尊隆享教授が提案した「植物の抗重力反応における微小管-原形質膜-細胞壁連絡の役割」が実
施されることになりました（http://www.nasa.gov/mission̲pages/station/science/experiments/CWRW.html）。
この実験は、2004年に行われた第5回ライフサイエンス宇宙実験国際公募において採択
されたテーマであり、同時に採択されたもう１つのテーマとともに、ヨーロッパ実験モ
ジュール内に設置された宇宙実験装置EMCS/PCCを用いて行われます。打ち上げは、日
本の実験モジュール「きぼう」の第１回組み立てフライトでもある1J/Aにより、時期は
2008年2月と予定されています。この実験の目的は、植物が重力に対抗して丈夫な体を
築くしくみを明らかにすることです。そのために、微小管や原形質膜の構造に異常があ
る突然変異体を宇宙の微小重力環境下で生育させて、成長や遺伝子発現の変化を観察し
ます。植物は数億年前に海から陸に上がり、重力
に対抗するしくみを発達させることによって陸上
で進化、繁栄してきました。私たちが現在こうし
て存在するのも、陸上植物の進化の賜です。今回
の実験によって、その道筋の一端が解明できるも
のと期待されます。この実験に引き続いて、同じ
研究室の若林和幸准教授が提案した宇宙実験も「き
ぼう」内で行われる予定です。理学研究科は、宇
宙環境を利用して生命の秘密を解き明かす上で中
心的な役割を果たして行きます。
PCC 検証モデルを用いた予備実験（写真提供：JAXA 鎌田源司氏）

環境再生 都市圏におけるエネルギー・水・生態系の健全な循環・活用に関する戦略的研究
現在人類が地球規模で遭遇しており、早急な解決が切望される問題として、エネルギー不足、水資源の不足（=
食糧生産の不足）、地球温暖化の問題が挙げられます。これらは全て近代都市が生み出した問題であるとともに、
都市そのものにその甚大な影響が及ぼされており、正に現代における都市問題を象徴していると言えます。大都
市、大阪に生きる我々にとっても、これらの問題は単純に無視することのできない切実な問題であるばかりでな
く、上述の問題に正当に対処するための方策・指針を、世界にさきがけて提案・提言して行くことは極めて本質
的かつ重要な課題であると考えられます。
大阪市立大学杉本キャンパスには、理学部・工学部・生活科学部の理系3学部が存在し、これらは正に大阪市
における理科系分野における知の宝庫を形成しています。従来は、それぞれの学部に所属する教員（研究者）が、
各人の持つポテンシャルをフルに活用し、いわばボトムアップ的に、前述の課題に対処するための独自の創意工
夫に基づく世界一線級の研究が展開されてきました。しかしながら、対象となる研究課題が地球規模におよぶこ
とに鑑み、従来から培われてきた、基礎及び応用研究分野における個別の英知を戦略的に融合し、地球規模での
急務な課題に対応するために、新研究機構を設立することが必須であるとの見解に至りました。
特に、 都市圏におけるエネルギー・水・生態系の健全な循環・活用 に関して、理系3学部における有為な
研究者より構成される「複合先端研究機構」（理系共同研究新機構）を設立し、以下に掲げる3つの研究課題に
対して、トップダウン的に戦略研究を展開することが必然かつ必須であると
の判断に至りました。
戦略課題A：次世代エネルギーの開拓と産業応用
戦略課題B：都市圏の環境保全と地盤防災のための地下水資源の健全な活
用法の構築
戦略課題C：都市圏における環境・生態系の時空間変動
上記課題はミクロな空間からマクロスコピックな予測を含む包括的なもの
です。それぞれの分野に置ける研究は、独立したものでは無く、その成果を
有効に活用するためには、相互のコミュニーションが非常に重要であり、そ
れなくしては都市圏における環境問題や地球規模での諸問題に正当に対処す
ることは不可能です。したがって、それぞれの研究を深化させると同時に、
研究機構内における活発な研究討論や公開の研究集会を通じて、より高い視
点に立って、従来研究では不可能であった分野横断的な融合を図っています。
さらに、研究成果の一部を大阪市民等の一般の人々にも理解できるような書
籍として出版し、大阪発世界に向けての啓発活動を実践していく予定です。
また、本研究機構の成果の活用を促進するために行政との積極的な連携を模
索して行きます。

2

「アインシュタインLOVE大阪展」を主催して
去る8月2日より11日間にわたり、大阪梅田の大丸ミュージアムにおいて「アインシュタインLOVE大阪展」が開催
されました。この企画展示会は、イスラエル・ヘブライ大よりお借りしたアインシュタインの直筆論文原稿、ノーベル
賞メダルなど貴重な品々、写真や肉声の録音などを通して、日本人にもっとも愛されている科学者−アインシュタイン
の実像に迫るとともに、アインシュタインの遺した物理学の業績を広く市民に紹介することが目的です。金児学長を大
阪展実行委員長として大阪市大はこの企画展の主催の一角を担いました。私たち物理教室のメンバーは理学研究科の一
員としてこの企画展の学術的な部分を担当しました。
大丸ミュージアムは、通常、絵画などの美術展が行われる場所であり、この会場で今回のような科学に関する展示
会は初めての試みでした。そこで、どのようにアインシュタインの科学業績を説明したら良いかが、私たちの大問題で
した。苦心の結果、キーワードだけをポスターにして、その傍らに、現在進行形で物理学を学びながら研究している大
学院生に立ってもらい、見学者の質問に答える、という形をとりました。また、大阪市大ミニ講義「おもしろトーク科
学を知ろう」と題して、物理教室の教員が、日替わりで最新の物理学の話をしました。夏休み中ということもあり、小
学生から年配の方まで男女を問わず多くの来聴者がありました。トークの後にはたくさんの質問をいただき、基礎科学
の分野にも大阪市民の大きな関心が寄せられていることを感じました。会期中、総計11,082名ものご来場がありました。
展示会初日には、記念シンポジウム、パネルディスカッションが行わ
れ、400名を超える参加者がありました。畑理学研究科長と神田教授も
パネリストに加わり、アインシュタインの人となり、科学研究の歴史的
なうねり、そして未来へ、という時間を忘れる熱のこもった議論がなさ
れました。司会進行としては、時間超過が大変気になるところでした。
今回の展示会およびシンポジウムは、アインシュタインLOVE日本
実行委員会の企画力に加えて、展示に関して大阪市立大学理学研究科
と大阪市立科学館が連携したこと、また、シンポジウムの企画に関し
ては、職をもちながら学んでいる本学創造都市研究科の院生の皆さん
が大学と社会の窓口となって活躍していただいたことによって、大き
な成功を収めることができました。このように、学内外の力をあわせ
ることによって、大阪市大が広く社会に力を発揮できることの一例に
なったと思います。
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物質科学科

目で見る複素解析幾何

糖を導入した新しいタイプの金属錯体
秋吉 宏尚、小森 洋平

西岡 孝訓、木下 勇

我々は幾何と解析の境界分野を研究しています。19世紀に F. クラインは、幾何とは空間とそこに作用する変換群の

金属錯体は、有機合成反応の触媒や医薬品として利用されています。このような金属錯体に糖を組み入れることは、

組であると宣言しました。空間として複素上半平面を考えましょう。そこに解析的に作用する群と等長的に作用する群

医薬品として副作用を軽減や病巣部分に効率的に薬を運ぶドラッグデリバリー等の効果が期待されます。例えば、リウ

が一致するという幸運により、複素解析と双曲幾何は互いに強く結びつきます。両者のつながりは下図からも読み取れ

マチ薬であるオーラノフィンは、アセチル基で保護したチオグルコースをもつ金属錯体です。また、医薬品以外にも、

ます。赤い入り組んだ図形は極限集合と呼ばれ、ある1次分数変換群が複素平面にうまく作用できていない部分です。

糖を導入した金属錯体では、水溶性や分子認識能の向上も期待されます。

典型的なフラクタル集合になっています。

そこで私たちは、近年その金属錯体が触媒として注目さ

一方黒い線からなる多角形は複素平面のタイル張りをなしています。これは

れているN−複素環カルベン（NHC）配位子に糖を導入す

3次元双曲幾何から定まるフォード基本領域の影なのです。この規則正しいタ

ることを発案し、アセチル基で保護したグルコースを導入

イル張りと複雑なフラクタル図形の、美しい調和を感じることができるでしょ

したNHC配位子をもつ銀およびイリジウム錯体を合成する

うか。極限集合の外部には白い円板が無数に見えますが、小森はこの円板たち

ことに成功しました。また、このイリジウム錯体が重水中

の組み合わせ構造を研究しています。

で有機化合物の重水素化反応の触媒として働くことも明ら

一方、秋吉（数学研究所特任准教授）は、極限集合を描いた奈良女子大の和

かにしました。この結果は速報としてアメリカ化学会の論

田昌昭教授のグループとともに、フォード基本領域の組み合わせ構造を決定し

文誌 Organometallics (2007, 26, 1126-1128)に掲載される

ました。このような複素解析と双曲幾何の境界分野は、世界中で現在活発に研

とともにアメリカ化学会の会報である

究されています。2007年夏に本学で開催された第15回複素解析国際研究集会

Chemical

&

でも、中心的な話題の1つでした。また数学の視覚化の重要性も最近注目され

Engineering News（2007年2月26日号46ページ）にも紹

ており、2008年には本学国際学術シンポジウム「リーマン面、調和写像と可

介されました。現在、糖を導入した多座配位型のNHC配位

視化」が開催される予定です。

フラクタル図形とタイル張り

子を合成し、様々な金属イオンを用いて新しい機能を持つ
金属錯体の開発を進めています。

糖を導入した NHC イリジウム錯体の構造

物理学科

光合成初期反応を実時間・実空間で観測・制御する！
橋本 秀樹、杉

満、丸山 稔、藤井 律子

光合成反応は地球上に降り注ぐ太陽光を有効利用する、自然が創造した最高の光エネルギー変換機構です。この初期
過程を担うのは、光合成膜中に存在する5〜10ナノメートルの色素蛋白超分子複合体という天然のナノデバイスです。

化学科

生体巨大分子化学

−水から酸素をつくる光合成酵素：光化学系II粒子−
神谷 信夫

その機能発現には近年世界中で注目されているナノテクノロジーの基盤要素技術のほぼ全てが含まれており、その摂理
を理解することこそが、新しい科学技術の展開へと繋がると期待されています。我々の研究室では、これまでに、色素
の構造を人為的に改変した人工の色素蛋白超分子複合体の創成と単結晶Ｘ線構造解析による原子スケールでの構造決定
を達成してきました。更に、10フェムト秒を切る世界最速クラス、かつ物性研究に耐えうるレベルの安定性を有する
超高速時間分解レーザー分光計測の確立と適用により、色素蛋白超分子複合体内における光合成反応の極初期過程の実
時間計測を達成してきました。その結果、生命が38億年の進化の過程において獲得した、バイオナノデバイスのみな
らず、それを二次元的に配列させることにより、光合成膜そのものを自在に操作し、光機能の実時間観測を行いながら、
より有用な形に制御していく準備が整いつつあります。現在は、従来の精密有機合成に加えて分子生物学的手法をも融
合して、様々に構造を改変した人工の色素蛋白超分子複合体を創成し、これらを人工脂質二重層膜及び基板上に自在に
配列させた人工光合成膜（基板）の創成を行っています。また、膜内にお
ける色素蛋白超分子複合体の配列様式を電子顕微鏡及び高分解能原子間力
顕微鏡によるその場観察で確認し、同時に超高速時間分解コヒーレント分

す。水を還元して酸素を発生させる酵素：光化学系II粒子もその構成要素のひとつですが、単純な化学式の裏では、光
エネルギーを化学エネルギーに変換するシステムが働いています。また無機物の二酸化炭素と水から、有機物の糖類が
できあがるまでには、多段階の化学反応が関与します。そ
れぞれの化学反応には、温和な地球環境下で機能する触媒、
すなわち個別の酵素が対応しています。酵素は、分子量が
数万から数十万、ときには百万を超える巨大な分子であり、
その巨大さにより多様な生命反応に対応できますが、一方で、
個別の触媒活性を実現するには特定の立体構造が必要です。

光および超高速時間分解顕微分光を用いた励起エネルギー移動の実時間計

巨大な酵素の立体構造を原子レベルの分解能で決定するには、

測や広い周波数領域でのフォノン物性の測定を行い、統括的な光合成励起

最先端の大型放射光施設：SPring-8を利用したX線結晶構

移動メカニズムの解明及びデバイスとしての利用指針の形成を目指して勢

造解析法が最も有力です。最近では、光合成反応の第一段

力的に研究を行っています。そのことにより、21世紀をリードするバイオ

階を担う光化学系II粒子（分子量35万）の立体構造も決定

ナノサイエンス・テクノロジーの基盤概念・技術形成を促進しています。

できるようになりました。より高分解能の立体構造を明ら

本研究は、その成果が認められ、今年10月より5.5年間の計画で、科学技術

かにし、その機能の全容を解明して人工光合成に新たな道

振興機構の戦略的創造研究（CREST）の新規課題として採択され、今後益々

を拓くことを目標として研究を進めています。

の発展が期待されています。

4

光合成反応の化学式は6CO2 + 6H2O → (CH2O)6 + 6O2 と書けます。反応前の二酸化炭素と水、反応後の糖類と酸素
はいずれもごく簡単な化合物ですが、この反応には、太陽光とともに、植物の葉緑体に含まれる多様な酵素群が必要で

光化学系 II 粒子の立体構造。分子の幅 150 Å。
周辺を取り巻く小サブユニットを省略。
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あらたな植物の栄養「プラントサプリ」
平澤 栄次、樽井 裕
植物の生理生化学分野の中で、19世紀の中ごろにリービッヒらにより確立された植物栄養学においては、無機養分
志賀 向子

のみの水耕で生育が可能であることが示され、それに空気中の二酸化炭素と十分な光エネルギーで植物は発芽から結実
までの一生を完結することができるとされてきました。一方、室内や日当たりの悪いベランダに置かれた植物は、落葉
や萎凋をおこし、特に亜熱帯性のハイビスカスは室内では2ヶ月で枯死してしまいます。しかし最近わが研究室で特許
申請した有機栄養補助液(プラントサプリ)を与えると、8ヶ月後も60％以上の葉が残り、そのあと野外に置くと開花し
ました。その後本学の新産業創生研究「貧光下でのプラントサプリメント」の一端として、南極の昭和基地内での長期
植栽保持実験も開始しました。室内に植物を置くことができれ
ば、そこで暮らす人々の精神的ストレスの軽減や空気の清浄作
用、乾燥しやすい時期の加湿など生活環境を改善できると考え
ています。
そして日当たりの悪い場所での芝生の保持や、貧光以外のス
トレス下にある植物などへの点滴、野菜工場の照明軽減、収穫
直前や収穫後の作物の品質向上など様々な用途が考えられます。

数学や理科が好きな高校生や予備校生の皆さんに、さらに興味を深めてもらうことを目的とし、毎年春と秋に「市大
授業」を開催しています。この授業では数学、物理、物質科学、化学、生物、地球から一授業90分の授業を提供し、
現役教員が高校生にわかりやすく数学や理科のおもしろさをお話しています。参加者に大学の授業や施設がどんなもの
なのかを知ってもらいたいとも考え、授業は本学杉本キャンパスで行っています。2004年春にスタートした市大授業
も2006年で6回を終え、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県、滋賀県から高校生と予備校生が中心として参加
してくれました。表に見られるように、参加者人数は春秋合わせて平均550名程度に達します。大学進学を目指す高校
生、予備校生のみならず、高校教員や、少数ですが就職を目指す生徒さんも、
春
秋
大学での授業がどのようなものか体験してみたいと参加してくれています。
398
209
2004年
私たちは自分が興味を持って取り組んでいる研究、学問をわかりやすく若
い世代に解説し、少しでも多くの人に数学や理科に関心を持ってもらえれ
294
148
2005年
ばと願っています。高校生、予備校生の声を聞きながら今後も理学部の高
444
173
2006年
大連携事業の一環として続けていきます。
表：市大授業参加人数（人）

また都会のビル内を森のように緑で満たせば、室内を冷やす効
果も期待できます。いままでの無機栄養中心であった植物栄養
学にあらたな有機栄養学の新分野を加えた教科書「植物の栄養

・実験で自分が考えていた結果とは異なった結果であっても、それが

30講」（朝倉書店）を2007年10月に刊行しました。

新たな発見となるのがすごいと思いました。自分の興味を持ったこ
とを研究できる大学生活を送ってみたいです。
・「だれもやったことのない研究を自分が初めてしてその研究を自己
満足ではなく世界に発信して共有する」と言うのはかっこいいこと

地球学科

だし、すごいことだと思った。何事もあきらめない心が大事だと改
めて思いました。

地質学と環境科学の融合をめざす「人類紀自然学」
吉川 周作
約46億年前に誕生した地球、それを構成する地圏・水圏・大気圏・生物
圏は絶えず変動を繰り返し、現在の姿になりました。地球史の中で、我々
人類が地上に現れたのは、ごく最近の約250万年前です。これ以降、現在
までの最新（将来へ続く）の地質時代を新生代第四紀と呼びます。第四紀
は、別名、大氷河時代と言われるように、氷期と間氷期が激しく繰り返し
た気候大激変の時代で、間氷期の現在でも、南極やグリーンランドに厚く
巨大な氷床が発達しています。人類はこの厳しい自然環境を生き抜く工夫
をし、環境に影響を与えながら繁栄してきました。とくに、人類が農耕を
開始した1万年前以降は、生物圏だけでなく陸圏・水圏に人類の影響が顕
在化し、産業革命以降は、大気圏を含む地球表層環境すべてに、重大な影
響を与えるようになりました。現在の地球環境問題は、加速的に強大にな
った人間活動が自然の自立的環境変化に擾乱を与えたことが原因です。人
類が影響を与えつつある地球環境の現在を理解し、将来を予測するには、
環境を総合的・時空間的に研究する地質学的視点が極めて重要となってい
ます。私たちの「人類紀自然学研究室」では、人類の時代に焦点をあて、
人類が自然の自立的環境変化から受けた影響や、人類がその自然環境に働
きかけることによって環境を改変してきた歴史、さらに人類が改変した環

春の市大授業：
2006年4月30日（日）、大阪市立大学学術情報センター

秋の市大授業：
2006年11月12日（日）、大阪市立大学学術情報センター

◇前半：午後1時00分〜午後2時30分
●「存在定理」のモト〜中間値の定理から不動点定理へ〜
数学科助教授 高橋 太（定員100名、講義）
●神経機能を探る化合物
物質科学科教授 大船泰史（定員100名、講義）
●コンピュータで地質図を描いてみよう。
地球学科教授 塩野清治（定員30名、実習）

◇前半：午後1時00分〜午後2時30分
●素粒子をみると宇宙の誕生がわかる！
？
物理学科教授 奥沢 徹（定員100名、講義）
●分子がつくるナノの世界
化学科教授 佐藤和信（定員100名、講義）
●季節適応のなぞを探る〜ハエの脳手術を見てみよう〜
生物学科助教授 志賀向子（定員100名、講義）

◇後半：午後3時00分〜午後4時30分
●星の声、宇宙のさざなみ〜重力波をさがす〜
物理学科教授 神田展行
（定員100名、講義）
●有機化学反応のメカニズム
化学科教授 伊東 忍
（定員100名、講義）
●生物時計〜あなたのからだの中にある〜
生物学科教授 平澤栄次
（定員100名、講義）

◇後半：午後3時00分〜午後4時30分
●曲線と曲面の数学〜石鹸膜と極小曲面〜
数学科教授 大仁田義裕
（定員100名、講義）
●電子はミクロな磁石
〜化学結合から有機物の磁石まで〜
物質科学科教授 手木芳男
（定員100名、講義）
●地球を構成する鉱物
地球学科講師 篠田圭司（定員20名、実習）

境が人類にどのような影響を与えるのかを明らかにして、そこから法則性
を導き出し、現状を評価し、近未来の将来予測に結び付けようと研究を進めています。研究室の最新の成果が、「人類
紀自然学−地層に記録された人間と環境の歴史−」（2007年、共立出版）として出版されました。

6

申し込み等の詳細は、理学部ホーム・ページをご覧下さい：http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/koudai/koudai.html
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DATA
1 組織／学生

高大連携の一つの試み ―『数学入門セミナー』―

学

金信 泰造
平成18年度前期より新たに数学科１回生向けの専門教育科目として『数学入門セミナー』を設けました。この科目は、
数学科新入生が高校まで習ってきた数学とは一味ちがう現代数学の一端に触れることにより、これから４年間大学で専
門的な数学を修得していくためのモチベーションを高めるというのがそのねらいです。しかしながら『数学入門セミナ
ー』を設けた理由はほかにもあります。実は、本学数学科1回生20数名（および他学科学生数名）以外に、大阪府立天
王寺高等学校（岡毅校長）から3年生の生徒10数名と担当の土田秀雄先生が受講していました。

平成18年、19年度は河内、金信が担当しました。講義内容は結び目理論の入門で、結び目を区別する道具であるジ
ョーンズ多項式に焦点を当てました。ジョーンズはこの多項式の発見により1990年にフィールズ賞を受賞しています。
大学新入生や高校生が受講するのですから数学の専門的な知識は仮定していません。講義では直感的な説明をしました。
おどろくべきことに、成果がすぐに現れました。『数学入門セミナー』を受講していた天王寺高校の生徒の研究グル
ープの一つが、平成18年8月9日、10日、パシフィコ横浜（横浜市）で開かれた「スーパーサイエンスハイスクール生
徒研究発表会」において、文部科学大臣奨励賞に輝きました。この発表会では、全国のSSH指定校が一同に会し（プ
レゼンテーション参加20校、ポスターセッション参加72校）、研究成果を発表します。１日目に数学、生物・生命、
化学、物理学・工学という4つの分野でそれぞれ最優秀賞を決定し、２日目に、それら４つの最優秀賞から、文部科学
大臣奨励賞を決めます。つまり、天王寺高校はこの発表会でナンバーワンの賞を獲得したのです。
文部科学大臣奨励賞を受賞したのは、糸数達宏、田中勇介、田中謙伍の３人のグループの『結び目理論を通して見る
―メビウスの帯』というタイトルの研究です。右ひねりのメビウスの帯と左ひねりのメビウスの帯の違いを、『数学入
門セミナー』で習った「絡み数」を使って説明するという内容です。単に、メビウスの帯というとどちら向きにひねる
かということは、ほとんど意識しないのですが、向きによって違うこと、つまり、空間の中で移り合うことができない
ことを認識し、さらに数学的な証明を与えたということは賞賛に値することです。
最後に、今回の成功の端緒になったのが、『高等学校・大阪市立大学連携数学協議会（連数教）』であることを付け
加えます。平成17年に、大阪府下の高等学校の数学教育を担当されている有志の方々と本学数学科が共同で立ち上げ
ました。天王寺高校の土田先生も『連数教』の高校側幹事の一人です。毎年、春秋の２回の総会を通して、種々の立場
の教員が交流して、 数学教育の現状と改善方法および数学研究の動向に関して、情報交換と調査・研究を継続的にお
こなう場を提供しています。とくに、平成17年秋のワークショップでは、小中高の数学教育に「結び目」を取り入れ
る試みを大阪教育大学および付属の小中高校でおこなったという発表がありました。

女性
30
35

165
(1)
180

105
[3] {1}
114
(1) [2] {1}
499
(2) [5] {2}

40
[2]
39
{1}
144
(0) [2] {1}

145
[5] {1}
153
(1)[2] {2}
643
(2) [7] {3}

2 年生
3 年生
4 年生
合
＊

計

合計

男性
135
(1)
145

1 年生

天王寺高校は平成16年に文部科学省から「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」として指定され、理数系の様々
な課題に生徒が取り組むことになりました。そして、平成18年度からは、数学の課題研究を導入することになり、数
学科河内明夫教授との打ち合わせの結果、数学の課題研究を希望する生徒が『数学入門セミナー』を受講することで課
題研究の基礎となる数学理論を修得しながら、課題に関するアドバイスも受けるという形で研究をおこなうことになり
ました。

大

部
＊

男性
75
(1) {1}
89
(3)

前
期
女性
25
(2)
27
(2) {1}

100
(3) {1}
116
(5) {1}

—

—

—

—

—

—

164
(4) [0] {1}

52
(4) [0] {1}

学

院
後

合計

男性
29
(2) [1]
23
(2) [2] {1}
39
(2) [3] <1>

＊

期

女性
合 計＊
6
35
(1)[3]
(3) [4]
10
33
(1) <1>
(3) [2] {1}
52
13
(3) [3] {3} (5)[6]{3}<1>
—

—

—

216
29
91
120
(8) [0] {2} (6)[6]{1}<1> (5)[6]{3}<1> (11)[12]{4}<1>

( ) 内は外国人特別選抜による入学者、[ ] 内は社会人特別選抜による入学者、{ } 内は休学者数、<

> 内は日本学術振興会特別研究員（DC）など

3 組織／教員

2 組織／教員
男

性

女

性

合

計

研究生

10

5

15

科目履修生

10

3

13

教 授
助教授
講 師
助 手
博士研究員等
＊

男 性
51
46
27
5
39 (5) [4]

女

平均年齢
53.5
46.5
39.9
39.8
—

性
0
2
1
0
7 (2)

本学出身者（％）
25.5
37.5
7.1
20.0
—

( ) 内は外国人数、[ ] 内は日本人学術振興会特別研究員（PD）

4 教育／入学
学
男性
入学定員

今回は、SSHの文部科学大臣奨励賞受賞という幸運な結果につながりました。数学科では、今後もこのような地道
な活動を積み重ねて高大連携を推進します。

志願者数
入学者数
＊

大

部

女性

合計

＊

140
[15] {17}
116
383
499
(1) [31] {49} (0) [20] {8} (1) [51] {57}
28
119
147
(1) [11] {15} (0) [7] {2} (1) [18] {17}
—

男性

前
期
女性

—

—

115
(1) {11}
63
(1) {10}

41
(2) {2}
21
(2) {0}

—

学

合計

＊

82
156
(3) {13}
84
(3) {10}

( ) 内は外国人特別選抜、[ ] 内は学部 3 年次編入学選抜、{ } 内は推薦特別選抜による人数、【

院
男性

後
期
女性

—

—

26
(2)【1】
26
(2)【1】

2
(1)【3】
2
(1)【3】

合 計＊
41
28
(3)【4】
28
(3)【4】

】は社会人特別選抜

5 教育／在学・卒業
学

『数学入門セミナー』の講義風景

8

入学料・授業料免除申請者数／採用者数
日本学生支援機構申請／採用者数
その他の奨学金採用者数
日本学術振興会特別研究員（DC）
TA、RA 採用者
卒業者・学位授与数
教員免許（その他国家資格）取得者数

部

81 / 52
32 / 27
19
—
0
140
27

大
前 期
42 / 26
44 / 44
7
—
29
97
18

学

院
後 期
28 / 19
23 / 23
4
1
30
21
—
9
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6 教育／卒業・進路

（最終学年学生
+早期修了者 ）
の進路
（最終学年学生
+早期修了者 ）
数

7 研究／研究発表*・受賞
学

大

部

前

学

期

数 物 系

院
後

期

134

113

45

（内）就職者数

38

69

18

（内）進学者数

75

25

7

（内）その他

21

19

20

︵
そ学
の生
他の
特受
記賞
事な
項ど
︶

第5回アジア太平洋EPR/ESRシンポジウム2006優秀
ポスター賞、International Workshop of Molecular
Functions in Kansai, Impressive Presentation
Award ２件、第18回基礎有機化学討論会ポスター賞、
井上研究奨励賞、日本宇宙学会優秀賞、日本鳥類学会
奨励賞,日本植生史学会奨励賞, Poster Prize of the
HOLIVAR Final Open Science Meeting、日本第四
紀学会論文賞、日本情報地質学会奨励賞

†

（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。
††
大学院後期修了後の進学者には、留学、研究生が含まれています。

著 書
日 （共著を含む）
原著論文
本
総 説
語 研究発表
（招待講演）
著 書
外 （共著を含む）
原著論文
国
総 説
語 研究発表
（招待講演）
特
許
（申請数／公開数）

9 研究／外部資金
物質分子系

6

6

7

4
5

1
6

30
10

285 (22)

198 (19)

230 (19)

0

0

11

207
1

96
3

84
4

114 (19)

126 (15)

97 (7)

0/0

3/1

0/0

科学研究費（代表）
科学研究費（分担＊）
（予算配分があるもの）
その他の公的研究費
（分担の場合は予算配分があるもの）
民間財団等研究助成金
（分担の場合は予算配分があるもの）
民間企業等受託研究費
（分担の場合は予算配分があるもの）
日本学術振興会特別研究員奨励費
そ の 他

＊

0

0

産学連繋事業＊

0

0

Can inhomogeneities accelerate the cosmic volume expansion?
（非一様性が宇宙空間の膨張を加速することができるであろうか？）

Osaka J. Math. 43, no. 3, 711-746 (2006)

Phys. Rev. Lett. 97, 242003 (2006)

First Evidence for a Uniquely Spin Polarized Quartet Photo-Excited State of p-Conjugated
Organic Spin System Generated Through Ion Pair State.
（イオン対状態を経由したπ共役有機スピン系の特異なスピン分極を示す四重項光励起
状態の初検出）
Reversible Sulfurization-Desulfurization of Tungsten Bis(dithiolene) Complexes Angew.
（ビス（ジチオレン）タングステン錯体の可逆的な硫黄化ー脱硫黄化反応）
Diamagnetic-Paramagnetic Conversion of Tris(2-pyridylthio)methylcopper(III) through a
Structural Change from Trigonal Bipyramidal to Octahedral.
（三方両錘から八面体への構造変化によるトリス（２−ピリジルチオ）メチル銅（III)錯
体の反磁性−常磁性変換）
The importance of demographic niches to tree diversity.
（人口統計学ニッチの樹木多様性への意義）
The Xdsg protein in presumptive primordial germ cells (pPGCs) is essential to their differentiation into PGCs in Xenopus.
（アフリカツメガエルの予定始原生殖細胞のXdsgタンパク質は始原生殖細胞への分化に
不可欠である）
人類紀自然学 −地層に記録された人間と環境の歴史−．

12,165
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2,202

14

2,130

12
―

1,210
―

個人レベルの対応は除く

11 社会貢献／学会関連
国内シンポジウム・学会などの開催数
国際シンポジウムの開催数

数 物 系
9
8

物質分子系
5
2

生物地球系
5
2

12 国際交流
外国人研究者の受け入れ

Angew. Chem. Int. Ed., 45, 3520-3522
(2006)
Angew. Chem. Rec., 5, 160–172 (2005)

25

オープン・キャンパス、理学部が行う高校生のための『市大授業』、SPP（サイエンス・パートナーシップ・プロ
グラム）、高等学校・大阪市立大学連携数学協議会発足、高校化学グランドコンテスト、
大阪市立大学化学セミナー、夢化学２１、高校出張授業（多数）、高校からの見学の受け入れ・訪問時の授業
インターネット講座、市大文化交流センター市民講座、科学の祭典 サイエンスフェスタ出展、かたの
環境講座、花と緑の講座
（財）
産業技術総合研究所・大阪市立大学・
（社）
全国地質調査業協同組合連合会・
（NPO法人）地質情報整備・
活用機構「Web-GISによる地質・地盤情報の流通および高度利用に関する研究」

Angew. Chem. Int. Ed., 45, 4666-4670
(2006)

1ヶ月以上
1ヶ月以下

大学院在籍留学生数
国外への研究者の派遣・出張＊
＊

数 物 系
4
140
0
53 (9) [8]

物質分子系
4
6
4
53 (14) [5]

生物地球系
3
6
11
19 (21) [4]

全体のうち、( ) 内は学生数、[ ] 内は研究員等の数

13 学内プロジェクト採択課題（名称、代表者）
Sciecne, 313, 98-101 (2006)
重点研究
Developmental Biology, 297, 482-492
(2006)
新産業創生研究
共立出版 1-324 (2007)

Marked accumulation patterns characteristic of Lower Devonian stromatoporoid bindstone: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaepalaeoecological interactions between skeletal organisms and microbes.
oecology 231, 331-346 (2006)
（下部デボン系層孔虫バインドストンに特徴的な累積様式‐骨格生物と微生物間の古生
態的な相互作用‐）

10

＊

Progress of Theoretical Physics 117, 229
(2007)

Temperature-Pressure Phase Diagram in TTF-TCNQ: Strong Suppression of Charge-Densi- J. Phys. Soc. Jpn.76, 033701 (2007)
ty―Wave State under Extremely High Pressure
（TTF-TCNQの温度圧力相図： 超高圧下での電荷密度波の抑制）

1,755

10 社会貢献／一般向け

8 研究／代表的な業績

Observation of BS − BS Oscillations
（ BS−反 BS 間振動の発見）

4

予算分配があるもの

生涯教育事業＊

Lecture Notes in Mathematics, vol .1909,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007

研究費総額（万円）
33,973

文部科学省・日本学術振興会 科学研究費補助金（代表：川上三郎、坪田誠, 橋本秀樹、杉
満、藤井律子、大船泰史、神谷信夫、築部浩、宮田真人）、科学技術振興機構(JST）・戦略的
国際科学技術協力推進事業（代表：橋本秀樹）、JST・さきがけ研究（代表：宮田真人）、宇宙
環境利用に関する公募地上研究（代表：保尊隆亨）、JST・CREST(分担:工位武治）、文部科
学省ナショナルバイオリソースプロジェクト（代表：下田親）

年間 1 千万円を超えるもの

高大連繋事業＊

Punctured torus groups and 2-bridge knot groups I
（穴あきトーラス群と2橋ノット群、その１）

採択件数（新規+継続）
97

生物地球系

坪田誠（大阪科学賞）、大阪市立大学学友会賞、安塚周磨、村
田惠三(J.Phys.Soc.Jpn.誌，注目論文)、鈴木修一（井上研究
奨励賞）、板崎真澄（有機合成化学協会研究企画賞）、篠田
受
哲史（第11回日本希土類学会賞 足立賞）、篠田哲史（第１
回ホスト・ゲスト化学シンポジウム HGCS Japan Award of
賞 Excellence 2006）、杉本秀樹（第21回日本化学会 若い
世代の特別講演会賞）、小柳みつまさ（日本比較生理生化学
会吉田奨励賞）、宮田真人（日本細菌学会小林六造記念賞）

On the cohomology of torus manifolds. （トーラス多様体のコホモロジーについて）

Newsletter

都市問題研究

結び目を焦点とする広角度の数学拠点の形成
巨視的量子現象とコヒーレンスに関する研究教育拠点の構築
分子精密制御の高次物質化学
都市生態系の生物学の構築
発光性希土類錯体を活用するタンパク認識チップの開発
無冷媒型希釈冷凍機の完全自動運転システムの開発
市民と共にさぐる大阪のセミの謎
都市地盤環境に関わる基礎研究
―大阪平野表層部の地層形成過程と地盤環境特性の解明―

河内明夫
畑
徹
岡田恵次
幸田正典
築部
浩
畑
徹
沼田英治
三田村宗樹

これらのデータは、2006 年 4 月から2007 年 3 月までの 1 年間の内容を集計したものです。
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