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研究科長より 
　理学研究科・理学部では「自然の何故を問う」
をモットーに、知るではなく「問う」を重要視し
た教育・研究を行ってきました。すなわち、自然
と対峙し、知的好奇心と探究心をくすぐられなが
ら、未知や未開拓の学問的領域に挑戦的に取り組
んでいます。また、社会と乖離することなく、自
然環境やエネルギー問題の解決や最先端科学の展
開に寄与できる人材を育成しています。本冊子で
は、2007年度の理学研究科を特徴づける各学科
の研究のトピックスとともに、教育や社会貢献に
関するデータも掲載しています。研究面でのニュ
ースとして、世界のリーダー的研究分野としての数学研究所および複合先端機
構の活動が述べられています。また、これまで理学部・理学研究科が中学校、
高等学校の数学および理科の優秀な教員を多数輩出してきたことを踏まえ、本
学部の高大連携事業である市大授業や高校化学グランドコンテストも紹介して
います。来年度より理学部の学科を再編し、教育・研究のさらなる発展に邁進
しますので、学内外のみなさまのご支援をよろしくお願いいたします。 

速報 
　南部陽一郎 名誉教授が 
　2008年度 ノーベル物理学賞を受賞 
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近鉄文化サロン「大阪市立大学共催講座」の立ち上げ
 

大阪市立大学では、地域貢献推進活動の一環として、（株）近鉄百貨店との文化事業を2007年度にスタート
させました。多彩なジャンルで全700講座からなる「近鉄文化サロン」は38年の歴史を持ち、現在の会員数は阿
倍野店だけで7500人に達します。この文化サロンに「大阪市立大学共催講座」を新設し、より専門性を深めた
講座を立ち上げました。今後、近鉄文化サロンとの相互協力のもと、総合大学としての特徴を生かした暮らしの
様々なテーマについての共催講座を開催して行く予定です。本講座のユニークな点としては、大学と百貨店の提
携ということに加えて、他の教養講座ではあまり見られない理系の講座を本格的に立ち上げるところにあります。
そのための設備として、2008年度にオープンした新しい近鉄文化サロンの教室には理科実験台が設置されてい
ます。この事業に関する本学と近鉄百貨店の基本協定が平成2008年2月14日に締結されました。本格的なスタ
ートは2008年度となりますが、2007年度にはプレ講座として理学部から３つの講座を提供しました。また、
2008年度にはおそらく他に例の無い、理科実験シリーズの開催を予定しています。 
2007年度近鉄文化サロン「大阪市立大学共催講座」 
○大学探訪「大阪市立大学理学部附属植物園」4/28 
　大阪市立大学理学部附属植物園園長　岡田　博 
○暮らしの安全・安心講座「最新の地震の科学と防災の知識」10/22、11/26、12/24 
　大阪市立大学名誉教授　中川　康一 
○大阪市立大学理学部附属植物園探訪「植物の観察法」～秋の木の実と冬芽～ 11/10 
　大阪市立大学理学部附属植物園園長　岡田　博 

NEWS

複合先端研究機構の活動
 

都市化現象は世界的に進行しています。都市が拡大するに伴い、人類に
困難な問題をもたらしました。中でも、エネルギー・水資源（食糧資源も
ここに含まれる）・都市温暖化現象は、相互に関係し合った問題であり、
人類の生存環境にも関わる重要な課題です。“都市圏におけるエネルギー・
水・生態系の健全な循環・活用”をテーマとして、理学研究科・工学研究科・
生活科学研究科の3研究科で基礎と応用の研究を行っている教員が集まり、
2007年度に複合先端機構が設立されました。機構の発足にあたり、2008
年3月10日に、国内外の第一級の研究者を招いて、設立記念シンポジウム
を行いました。海外からの招待講演者により、太陽光を利用する次世代エ
ネルギー開発の重要性・中国の環境汚染研究の最前線・シンガポールの都
市生態系拡大への取組みなど、人類の持続的発展に寄与する研究が紹介さ
れました。また、国内からは都市環境に関わる研究の重要性が様々な角度
から指摘されました。 
機構に所属する教員による研究が本格的に始まりました。戦略課題Aの｢次
世代エネルギーの開発と産業応用｣はJST戦略的基礎研究（CREST）に採択
され、学内のみならず国内外の研究者と精力的に研究を進めています。また、
戦略課題Bの「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」は、日本生命財団の学際的総合研究に採択され、大阪市・
大阪府の環境行政担当者と連携しながら、大阪平野での地下水資源の有効
利用に関する研究を行っています。戦略課題Cの「都市圏における環境・生態系の時空間的変動」に関しては、
現在の都市環境の動態把握だけでなく、都市温暖化現象を軽減するための施策も考慮して研究を進めています。
今後はキャンパスをフィールドにした温暖化対策に関する実験や大学院の授業などを通して、学内での活動も活
発化させる予定です。 
アジアの中の大都市である大阪は，都市問題を研究する格好のフィールドです。研究成果は，行政との連携の
もとで試行的に施策に移され，都市環境の改善や保全に役立つでしょう。また，そのような研究や施策の成果は，
世界の大都市での環境問題解決へ大きく寄与することが期待されます。 

数学研究所および数学COEの総括
 

数学研究所（通称、OCAMI）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月にプログラム支援期間の5年間が過ぎま
したが、OCAMIの研究・教育活動は、若手研究者を勇気づける国際教育研究拠点として、継続していきます。
21世紀COE 活動およびその後の活動は数学研究所のホームページで参照できます。結び目の数学については、
30年余りにわたって大阪近郊の大学による連合結び目理論セミナー（KOOKセミナー）を主催し、1990年の世
界初の結び目理論国際会議（大阪）をはじめとするいくつもの国際セミナーやスクールを開催してきました。
21世紀COE採択後は、さらにこれらの活動を発展・拡大することによって、結び目理論の総合的研究センター
を構築し、OCAMIを基盤とした数々の国際会議の主催及び活動期間中400名を超える国外からの多岐にわたる
分野の研究者の訪問等、堅実な拠点形成活動の積み重ねによって、結び目理論を中心として、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）と数理物理学分野（紐理論）
の国際的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。21世紀COE期間中にOCAMIが採用した40
名の博士研究所員（いろいろなポジションがあります）の平成20年4月6日集計段階での就職実績は、大学教員
11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、韓国2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、企業就職2名、教育委員会1名、予備校講師1名、（他は研究所員継続）
となっています。21世紀COE期間中に実施したOCAMIの外部評価では、施設等で改良すべき余地もあるが、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
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。また、OCAMIは、次の8つの東ア
ジアの数学研究所と研究交流協定を締結しており、さまざまな研
究交流が実施されていきます。 
（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 
（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 

学科再編
 

来る平成21年度より、理学部の学科は再編されます。物質科学科は廃止され、これまでの６学科から５学科
になります。入試制度ではこれら５学科に加えて「理科選択コース」が新設されます。一方で、研究組織である
“理学研究科”の構成はほぼ従来のままを保ちます。このあたらしい理学部／理学研究科の出発について、私た
ちの考えを説明します。 
まず、物質科学科は単純に廃止されるのではなく、発展的解消を遂げるものです。学部学科の再編にいたった
理由はさまざまな事情もありますが、物質科学科は学部教育について優れた成果をあげてきました。その実績を
活かしつつ、これからの教育や研究に合わせたスタイルに移行します。物理系と化学系を組み合わせたこの領域
は、社会的要請もあって研究として継続しなければなりません。大学院の物質分子系専攻を保ち、各研究グルー
プも従来の流れを尊重します。一方、学部教育において理学部は共通教育の多くの部分を担っており、基礎科学
の入り口としてシンプルかつ伝統的な構成をとります。 
次に、新設の「理科選択コース」は、最終的に専攻する学科を大学入学後に学生自身が決定する学科です。物
理、化学、生物、地学といった高等学校理科の教科は、必ずしも大学の専攻や実際の研究における分野と一致し
ません。したがって受験生が完全に志望学科を絞れないことは以前からありましたし、近年の複合的な分野への
関心の高まりや理科教育の変化もあって、「大
学の教育を１年間経験した後に自分自身で専攻
を決める」というコースを提供することにしま
した。 
理学部・理学研究科は、自然科学、すなわち
自然や数理の基礎的なことがらに取り組むこと
を目的とします。普遍性を追求する立場からは
安易な組織変更は望ましくありませんが、今回
の再編は合理的なものであり、学部教育と研究
組織に新しい貢献をもたらすと期待しています。 
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TOPICS
  トポロジーと組合せ論 

枡田 幹也 

座標平面上、x,y座標がともに整数である点を格子点といい、頂点が格子点である多

角形を格子多角形といいます。右図が格子多角形の例で、格子点を黒丸で表しています。

格子多角形をPとし、Pの内部にある格子点の数をI(P)、Pの辺上にある格子点の数を

B(P)と表すと、Pの面積＝I(P)+1/2B(P)-1 という式が成立します。右図で確認して下さ

い。 

この式は、1899年にG.Pickが発表したもので、Pickの公式（またはPickの定理）と

よばれています。PickはEinstein と交流があったそうです。Pickの公式は小学生でも

理解できる簡単な式ですが、Pickが気がつくまで誰も気がつきませんでした。発表後

しばらく忘れ去られていたようですが、1950年頃から、深い数学結果の氷山の一角で

あることが認識され、数学者の注目を浴びるようになりました。今では巷でも有名なことがインターネットで検索する

と窺えます。Pickの公式自身興味をそそるものですが、もっと面白いことは、高校までの知識で足りる初等的な証明、

複素関数論を使う大学２年レベルの証明、トポロジーを使う大学３、４年レベルの証明、代数幾何を使う大学院レベル

の証明など、色々な分野・レベルに関わる証明があることです。初等的な証明にも幾つかあります。文系学生対象の講

義でPick の公式を紹介した際、独自の初等的証明を見つけた学生がいました。自分なりの証明を見つけた方、また、

Pickの公式の一般化に気づかれた方はご一報下さい。私は、トポロジーと組合せ論のこのような関係を研究し、「トー

リックトポロジー」という新しい数学分野の開拓を進めています。 

 “渦”は踊る 
畑　 　徹 

妖精のように舞い、時にもつれる。超流体の渦は、古典流体（粘性のあるふつうの流体）が作る渦とは違った、不思

議なふる舞いを見せる。超流体の中で動く物体に渦をぶつけると、ぶつかった渦が引き延ばされ（図１）、もつれ、乱

流へと遷移していく様（図２）が、実験と数値シミュレーションの両面から発見された（* 動画を下記のURL で公開し

ている）。 

超流体の渦は、超流動という量子現象のおかげで１種類の渦しかなく、渦芯が糸のようにつながる渦糸になる（図中

の白い糸が渦糸）。この渦糸は途中でとぎれることがなく、リングになると、イルカがつくる泡の輪やスモークリング

のように、超流体の中を安定に進む。古典流体の渦が途中で泡となって消えてしまうのとは対照的だ。このように安定

に存在するがゆえに、乱流の渦をあぶり出すことが可能となる。乱流と渦の関係はすでに16世紀にレオナルド・ダ・

ヴィンチによって指摘されたが、21世紀の今日までその全容は解明されていない。今まさに乱流と渦の関係が明らか

になりつつある。 

この発見は、2008年２月に発売された物理学専門誌Physical Review Letters 100 号に掲載されている（Phys. Rev. 

Lett. 100100, 045301） 

*) http://matter.sci.osaka-cu.ac.jp/̃bsr/tsubotag/vibwiresim-j.html

図１．渦糸リングが振動する物体にぶつかると、 
　　  引き延ばされる。 

図２．引き延ばされた渦糸は、もつれ、乱流へ 
　　   と遷移する。 

 
繊毛虫の自己防御物質 

飯尾 英夫 

原生動物は、原生生物のうち運動と捕食等の機能をもつもので、ゾウリムシなどの繊毛虫、トリパノソーマなどの鞭

毛虫、マラリア原虫などの胞子虫、アメーバなどの肉質虫類に分類される単細胞性生物です。トリパノソーマやマラリ

ア原虫は人にとって重篤な症状をひきおこす病原性をもつ一方、多くの繊毛虫は一般に人畜に無害であることが多く、

繊毛虫がもつ毒性成分をはじめとする生物活性物質を見出すことは、選択毒性を持つ医薬品開発等につながる可能性を

秘めています。 

繊毛虫にはエクストルソームと呼ばれる細胞外への放出性の細胞小器官をもつものがあり、捕食と自己防御機能に関

わっています。ディレプタスなど毒胞類に属す肉食性繊毛虫はトキシシスト（毒胞）と呼ばれるエクストルソームを有

します。他方、異毛類繊毛虫ソライロラッパムシやブレファリズマの毒性色素ステントリンやブレファリズミンは捕食

性繊毛虫に対する化学的自己防御物質として機能しています。これらの色素は細胞内の表層顆粒中タンパク質との複合

体で存在し、刺激により細胞外に放出されます。ブレファリズミンは特に光毒性が強

く、ブレファリズマの負の走光性は自らがもつブレファリズミンの毒性を回避するた

めと考えています。異毛類繊毛虫スピロストマム (Spirostomum teres) も無色のエ

クストルソームをもち、ディレプタスに対する化学的自己防御機能を有します。その

毒性成分スピロストミンの化学構造は2,5-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphtalene-

1,4-dioneとpyran-2’,5’-dioneが8,6’ 位でスピロ結合した特異な新規構造をもつこと

を明らかにしました。また、スピロストミンは2種のジアステレオマー AとBからなり、

そのラセミ体の立体選択的合成を行うことで立体化学を決定しました。繊毛虫の毒性

成分や生物活性物質が明らかにになったのはまだごく一部であり、さらなる活性成分

の探索を行っています。 

 光り輝くレアアースをあやつる 
築部 　浩、篠田 哲史 

携帯電話からカラーディスプレイに至るまで、現代生活はレアアース（希土類）によって支えられています。しかし

大学の化学の教科書を開いてみても、レアアースに関する記述は驚く程に少なく、サイエンスの未開拓領域です。私た

ちは、レアアースと有機分子（配位子）とを組み合わせた希土類錯体に関する研究を通じて、レアアースの発光現象を

利用したセンシング系を作り上げました。 

レアアースの代表選手であるユウロピウムの錯体に紫外光をあてると、ユウロピウムに特有な赤色の発光を示します。

用いる配位子を工夫すると、特定の陰イオンがある時にだけ発光するようになりました。英国化学会Dalton誌の表紙（2007

年 7月14日号）を飾った私たちの最新作の一つを図に示しました。左の錯体は、塩化物イオン（Cl-）と硝酸イオン（NO3-）

のどちらにも応答して赤色に発光しましたが、配位子に２つのメチル基を付けると塩化物イオン（Cl-）が存在する時

にだけ赤色発光を与えるようになりました。高価な測定装置を使わなくて

も、目で見て陰イオンを検出したり、その濃度を測定したりできるように

なりました。 

レアアースの仲間には、緑色の発光を与えるものや、目には見えない近

赤外発光を示すものなどもあります。配位子を自在に合成できる化学者は

「光り輝く未来」を手中に収めた感を持っています。私たちの希土類錯体

を活用する分子認識とセンシングに関する研究は、2007年度モレキュラー

キラリティーアワードの受賞対象となりましたが、文部科学省科学研究費

補助金「特定領域研究（希土類形態制御）」や「基盤研究(A)」などの支援

を受けてさらに進展中です。 
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生物学科 

地球学科 

6 7

2004年 

2005年 

2006年 

2007年 

春 

398 

294 

444 

416

秋 

209 

148 

173 

157

市大授業参加人数（人） 

 志賀 向子 
高校生や、予備校生を対象に高大連携事業の一環として「市大授業」

を開催しています。「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いたい」、「ちょっと理系は苦手だなあと思っ

ている高校生に少しでも自然科学の不思議に触れてもらいたい」、そん

な思いで毎年春と秋に開催しています。この授業では数学、物理学、物

質科学、化学、生物学、地球学の内容から90分間、現役教員が熱く数学

や理科のおもしろさを語ります。2008年からはインターネットによる受

付開始や文学部との合同開催にこぎつけました。大学進学を目指す高校生、

予備校生、高校教員や、少数ですが就職を目指す生徒さんが、参加して

くれています。また、授業を担当する教員も若い高校生と触れ合い、気

分新たに自らの研究・学問への活力を得ているのではないでしょうか。

多くの若い世代に数学や理科のおもしろさを伝えられればと願っています。 

・数学にはそこそこ自信があったけれど今日の授業の内容をほとんど理解出来なくてショックでした。だから数学をも
っともっと勉強しようと思った。 
・講義を聞く中で高校生の授業で学ぶ基礎知識の重要性がわかった。 
・高校では絶対に教えてくれないようなことを教えてもらい、ますます理科が好きになった。 
・この授業を体験して、生物学への興味がさらに増したと思う。大学での授業や研究の方法も少しだけだけど体験でき
てよかった。市大で生物学を学べるようがんばりたい。 
・地球外生命が興味深かったです。メタン菌とかもすごいと思ったし、やっぱし生物はおもしろいです。次は地球学科
の講義も受けてみたいと思いました。 
・教科書の中でしか説明されなかった流水の実験を目の前で見ることができてよかったです。上から見たり横から見た
り、と違うところから観察することで、リップルの見え方が変わるんだ、ということを実感しました。楽しい授業を
ありがとうございました。 

・市大授業のような地道な活動が高校生の心をつなぎ止めると思いました。  
・実際に授業を真剣に聞き講義後も質問にくる参加者に、とても刺激を受けました。 

秋の市大授業： 
2007年11月18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  

●ニュートンさん３次方程式を解いてください 

　数学科准教授　小森洋平（定員100名、講義） 

●低温の世界は不思議だ 

　物理学科准教授　石川修六（定員100名、講義） 

●物質の多様性～分子からみた生命現象～ 

　物質科学科教授　飯尾英夫（定員100名、講義） 

 

◇後半：午後3時00分～午後4時30分 

●生命現象を担う天然有機化合物の世界 

　化学科教授　森本善樹（定員100名、講義） 

●ミクロの世界の構成者たち： 

　バクテリア～地球外生命 

　生物学科教授　田中俊雄（定員100名、講義） 

●大氷河時代（第四紀）の自然環境と生物の変遷 

　地球学科教授　吉川周作（定員100名、講義） 

春の市大授業： 
2007年4月30日（月・祝）、全学共通教育棟、基礎教育実験棟 
◇前半：午後1時00分～午後2時30分 

●微分から偏微分へ ～極値問題を中心に～ 

　数学科講師　吉田 雅通（定員100名、講義） 

●極限世界の物質 

　物質科学科教授　村田惠三（定員100名、講義） 

●発生のダイナミクスと遺伝子の働き：発生生物学への招待 

　生物学科准教授　小宮 透（定員100名、講義） 

 
◇後半：午後3時00分～午後4時30分  

●“光合成”をこの手に！ 

　物理学科教授　橋本秀樹（定員100名、講義） 

●分子のダイナミクス ～化学平衡を征す　
　るものはナノ世界を征する～ 

　化学科准教授　三宅弘之（定員100名、講義） 

●地層形成のメカニズム ～水流がつくる砂
　　のさざなみ～ 

　地球学科教授　前島　渉（定員20名、実習） 

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

2007年秋の市大授業：高校生の感想 2007年秋の市大授業：高校生の感想 

2007年秋の市大授業：担当教員の感想 2007年秋の市大授業：担当教員の感想 

  まったく新規の生体運動メカニズムを発見！ 
宮田 真人 

 

マイコプラズマはヒト肺炎などで知られる病原性バクテリアで、固形物表面にはりついたまま滑るように動く、 “滑

走運動”を行います。私たちの過去数年の研究により、滑走運動に直接関与するタンパク質４つが同定されました。そ

の結果、この運動がこれまで人類が調べてきたどんな細胞運動とも根本的に異なるメカニズムで起こっていることが明

らかになりました。４つのタンパク質のうち、あしとしての役割を果たすGli349は八分音符のような印象的な分子形状

を持っています。そのため、その電子顕微鏡写真が1959年のノーベル医学生理学賞受賞者、アーサー・コーンバーグ

の遺稿となった絵本、Germ Stories（ミクロの世界の仲間たち―微生物のふ

しぎなおはなし）、Univ Science Books（羊土社）、（2007年11月7日出版）

の中の１ページとして紹介されました。一方、滑走の装置を細胞内部からさ

さえる構造については長年の謎でしたが、マイコプラズマ細胞の膜を界面活

性剤で溶かし、DNAを分解酵素で取りのぞくことにより、可視化に成功しま

した。その構造も右の写真のようにどんな生物でも見つかったことのない興

味深いもので、「米国科学アカデミー紀要」（2007年12月4日出版）に論文

が掲載されました。マイコプラズマの滑走運動はマイコプラズマ感染に深く

関連するため、これらの成果は新たな生体運動の分子メカニズム研究分野の

確立につながるだけでなく、マイコプラズマ性疾患の治療薬の開発などにも

貢献できるものと考えられます。 

 持続可能な地盤活用へ向けて 
　　　　　　　　　　　－大阪平野表層部の地層形成過程と地盤環境特性の解明－ 

三田村 宗樹
 

現在、都市域では地下水・土壌汚染拡大、地下水位上昇による液状化の危惧・地下掘削の難工事化など地盤環境問題
が山積しています。しかし、自然・人為の複合した都市表層地盤の環境特性に関わる諸資料はまだまだ豊富ではありま
せん。大阪平野の表層を構成する地層を対象とし、都市地盤としての土壌汚染問題・浅層部の地下水環境問題に関わる
諸特性について基礎的資料を提示することを目的とし、本学の都市問題研究
予算の一つとして平成18～20年の3ヵ年計画での研究を進めています。 
本研究ではボーリング掘削や文化財発掘現場での試料採取、地下水観測、
各種データベースの活用からその実態把握をめざしています。上町台地を挟
んだ東西両低地でのボーリングによる連続試料採取の結果、平野表層を構成
する地層の形成環境が異なり、河内低地は比較的速い堆積速度で地層形成が
生じ、地層の形成環境の違いに応じて強度も相対的に小さいことが判ってき
ました。また、大阪市内の自然由来と見られる有害元素の溶出状況をまとめ
ると、ヒ素は泥層上端部で、鉛はその上位の砂層部分で、フッ素・ホウ素は
泥層中部で溶出量が大きくなる傾向があり、これらも地層形成環境の差異と
現在おかれる化学環境の差異に伴う規則性が見出されます。遺跡での人為影
響の強い地層のサンプリング・分析の結果、銅の精錬などと関連すると見ら
れるニッケル・クロムの含有が自然地層より多く認められ、歴史的に人為作
用のともなう平野表層部には自然地層に含まれない金属元素も含有すること
が明らかになってきました。 
これらの成果は大阪の持続可能な地盤活用へ向けた基礎資料となり、さら
にデルタ地帯に発達するアジア諸都市の共通した課題として大阪から発信で
きるものとなる見込みです。 ボーリングサンプルの観察・分取作業 
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3 組織／教員 

教　授

准教授

講　師

助　教

博士研究員等 

男　性

50

46

23

  3

41 (6) [6]

平均年齢

54.0

46.5

40.0

33.0

—

本学出身者（％）

23.5

31.3

  4.2

33.3

—

女　性

  1

  2

  1

  0

9 (2) [2]

(  )内は外国人数、[   ]内は日本人学術振興会特別研究員（PD） 

2 組織／研究生・科目履修生 

 
研究生 

科目履修生 

男　性

11

6

女　性

3

7

合　計

14

13

1 組織／学生 

1年生

2年生

3年生

4年生

合　計 

男 性
122
{1}

160
{3}

125

127

534
(0)[0]{4}【0】 

学　　部

女 性
40

31

39

41
 

151
(0)[0]{0}【0】 

合 計
162
{1}

191
{3}

164

168

685
(0)[0]{4}【0】 

男 性
56

73
(1) {1} 

—

—

129
(1)[0]{1}【0】 

前　　期
女 性

25

25
(1)

—

—

50
(1)[0]{0}【0】 

合 計
81

98
(2) {1}

—

—

179
(2)[0]{1}【0】 

後　　期
女 性

3
(1)

6
(1) [3]

18
(2)[3]{3}【3】

—

27
(4)[6]{3}【3】 

合 計
30

(6) [2]【4】

33
(2)[1]{1}【2】

52
(6)[5]{4}【6】

—

118
(15)[11]{5}【12】 

男 性
27

(5) [2]【4】

27
(2)[1]{1}【2】

37
(4)[2]{1}【3】

—

91
(11)[5]{2}【9】 

(  )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 

大　学　院 

4 教育／入学 

入学定員

志願者数

入学者数 

男 性
　

—
　

496
(0) [37] {45}

132
(0) [11] {15}

学　　部

女 性
　

—
　

202
(0) [13] {16}

45
(0) [5] {3}

合 計
140

[15] {17}

698
(0) [50] {61}

177
(0) [16] {18}

男 性

—

108
{5}

56
{4}

前　　期
女 性

—

39
{4}

25
{4}

合 計
82

147
{9}

81
{8}

後　　期
女 性

—

3
(1)

3
(1)

合 計
41

31
(6)【3】

30
(6)【2】 

男 性

—

28
(5)【3】

27
(5)【2】 

(  )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、【　】は社会人特別選抜 

大　学　院 

5 教育／在学・卒業 

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 

学　部

94 / 67

38 / 32

5

—

0

140

23

前　期
37 / 24

49 / 49

1

—

29

88

19

後　期
29 / 17

9 / 9

0

12

30

22

—

大　学　院 

9

高校化学グランドコンテストドキュメンタリー 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―「高校生・化学宣言」の出版― 

中沢 浩 
高校生の理科離れが全国的に進んでおり、こ
れは本理学部にとっても憂慮すべき問題との認
識に立ち、本学化学系教員が中心となり大学教
員にできることを話しあった結果出てきた企画
が「高校化学グランドコンテスト」でした。こ
れは、高校生－高校教員－大学教員の連携によ
り、「知識を学ぶ」から「未知に挑む」若者を
養成する新しい化学の普及啓発活動と言えます。
今年で第５回を迎え、現在では東北から九州ま
で広く応募があります。発表作品はどれも素晴
らしく、高校生の化学の潜在能力がかなり高い
ことを実感し、また機会さえあれば化学に全力
投球する高校生が実はかなり多くいることが分
かってきました。本コンテストを続けていくこ
との大切さを感じています。 
ところで、どの作品もそうですが、発表する
までにはいろいろなドラマがあるはずです。選考会ではサラリと流してしまうデータを得るまでの裏側には、苦悩や喜
びがあるはずですが、選考会での発表ではその部分はカットされ、垣間見ることはなかなかできません。私はそのこと
を常々残念に思っていました。しかし昨年、その部分にスポットを当てた本を出版してみてはどうかとのお誘いをいた
だきました。そこで第４回コンテストの受賞校に本の趣旨を説明して執筆を依頼したところ、いずれからも快諾の返事
をいただきました。こうして出来上がったのが「高校生・化学宣言」です。高校生が自ら行った研究活動について、そ
の成果内容ではなく、そこに至るまでの苦労と感動をドキュメンタリータッチで自ら綴った大変ユニークな本と言えま
す。どの原稿も上手に書けていて、初稿を目にして思わず目頭が熱くなるものも多々ありました。化学研究を上手く仕
上げ、素晴らしいプレゼンテーションをする高校生は、同時に文才も兼ね備えていることを感じました。村井眞二審査
委員長（日本化学会元会長）ならびに金児暁嗣本学学長に推薦文をお願いしたところ快くお引き受けいただき、本書の
魅力を一層引き立てていただきました。 
本のタイトルには随分気を使いました。「ストップ理科離れ～これからの化学を創るたのもしい高校生たち～」、「化
学って、本当におもしろくないの？」、「化学している高校生、見てみないか？」などいくつかの案が残り、最終的に
は高校側、大学教員、大学生にアンケートを取り、最もシンプルで魅力的であるということで「高校生・化学宣言」に
決定しました。本の表紙は、ブルーを基調とした水彩画タッチのものの評判が良く、こちらはスンナリと決まりました。
本文には写真やイラストを多数挿入し、また「おもしろ化学の疑問」というコーナーを設けるなど、読み易くする工夫
を行いました。 
大阪市立大学発の「高校化学グランドコンテスト」が読売新聞大阪本社との共同主催という形で軌道に乗り、そして
今またそのドキュメンタリーが単行本という形で出版されることになるとは、４年前に第１回を四苦八苦して開催準備
をしていたときには夢にも思いませんでした。化学系教員の弛まぬ努力と、大阪市立大学ならびに読売新聞社の惜しみ
ない協力、そして採算を度外視した遊タイム出版社の英断に支えられて、本書が出版できることになりましたことに、
深く感謝申し上げます。本書を通して多くの高校生をはじめとする若者が、化学の面白さ、奥深さ、そして自然の仕組
みを垣間見たときの感動を感じていただければ幸いです。今年度から大阪府立大学も主催校に加わり、２大学１新聞社
主催という前例のない事業となります。また今年度から文部科学大臣賞、ならびに大阪府知事賞が新設されることも決
まっています。益々進化する「高校化学グランドコンテスト」のご支援を今後ともよろしくお願い申し上げます。 
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科学研究費（代表）
科学研究費（分担＊）
その他の公的研究費
民間財団等研究助成金
民間企業等受託研究費
日本学術振興会特別研究員奨励費 
そ の 他

 
年間 1千万円を超えるもの 

文部科学・日本学術振興会（代表：坪田誠、藤井律子、大船泰史、神谷信夫、寺北明久、宮田
真人、飯野盛利）、科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業  CREST（代表：橋本秀樹、
分担：佐藤和信）、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：中村太郎） 

採択件数（新規+継続）
91

7

21

15

18

16

1

     研究費総額（万円） 
28,366

   4,155

   7,154

   3,340

   1,865

   1,530

        20

＊本学理学研究科以外の代表者から予算配分があるもの 

9 研究／外部資金 

高大連繋事業

 
生涯教育事業
 
産学連繋事業 

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、高校への出張（授業・学科説
明）、高校からの見学の受け入れ・訪問授業　　　　　　　　　　　 
インターネット講座、科学の祭典サイエンスフェスタ出展、市大文化交流センター市民講座、かたの環境講座、
花と緑の講座、堺市「教えてWeb」、大阪府教育センター、川西市生涯学習センター、専門家講座（大阪市立
大学文化交流センター） 
大阪市立大学ニューテクガイド2008 

10 社会貢献／一般向け 

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
3

5

物質分子系
3

3

生物地球系
5

0

11 社会貢献／学会関連 

　

外国人研究者の受け入れ
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
 5

153

 0

72 (12) [10]

物質分子系
 3
20

 3

35 (13) [4]

生物地球系
 1
 5

13

30 (11) [1]

(   )内は学生数、[   ]内は研究員等の数 

12 国際交流 

重点研究
 

新産業創生研究

 
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

ミネラルの吸収を高める茶葉化学成分に関する研究

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” 
都市生態系の生物学の展開
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 惠 次

舘 　 祥 光

 
橋 本 秀 樹 
幸 田 正 典 

 
三田村宗樹 

13 学内プロジェクト採択課題（名称、代表者） 

これらのデータは、2007年 4月から2008年 3月までの 1年間の内容を集計したものです。

8 研究／代表的な業績 

10 11

数 物 系

5

0
8

153 (24)

1

177
1

128 (28)

1 / 0

物質分子系

3

0
6

230 (14)

1

99
2

165 (25)

5 / 3

生物地球系

11

16
10

224 (13)

1

87
6

37 (7)

1 / 0

谷崎俊之（日本数学会代数学賞）、市野篤史（日本数学会建
部賢弘特別賞）、大田武志（COE 研究所員）（大阪市立大賞)、
木下勇（基礎錯体工学研究会賞）、八ッ橋知幸（光化学協会
奨励賞, Asia Pacific Laser Symposium: The APLS 
Young Scientist Prize）、板崎真澄（日本化学会優秀講演
賞（学術））、築部浩（モレキュラー・キラリティー・アワード2007）、
宮田真人（大阪市立大学学友会賞）、井上淳（日本第四紀学
会奨励賞） 

7 研究／研究発表・受賞

日
　
本
　
語 

外
　
国
　
語 

受
　
　
賞 

著　書 
（共著を含む） 
原著論文 
総　説 
研究発表 
（内招待講演） 
著　書 
（共著を含む） 
原著論文 
総　説 
研究発表 
（内招待講演） 

特　　許 
（申請数／公開数）

6 教育／卒業・進路 

学　部

129
＊

42

79

8

Poster award of 14th Symposium on Pure and 
Applied Coordination Chemistry、第1回アジアケ
イ素シンポジウムポスタープレゼンテーション賞、モ
レキュラーキラリティー2007ポスター最優秀賞、日
本化学会学生講演賞、日本比較生理生化学会第29回大
会発表論文会長賞、動物学会論文賞 

前　期

  95
＊

67

16

15

後　期

40

15

    4＊＊

18

＊（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。 

大　学　院 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 （　　　   ） 

（内）就職者数

（内）進学者数

（内）その他 

（
学
生
の
受
賞
な
ど
） 

そ
の
他
特
記
事
項 

A knot model in psychology.（心理学における結び目模型）
Proceedings of the International Workshop on Knot Theory for Scientific Objects held in Osaka (Japan), March 8-10, 2006, OCAMI 
Studies Volume 1, edited by Akio Kawauchi, Osaka Municipal Universities Press, pp 129-141 (2007).

Formal degrees and adjoint γ-factors.（形式的次数と双対ガンマ因子）Journal of the American Mathematical Society 21, 283-304 
(2008).

Deformation of Dijkgraaf-Vafa Relation via Spontaneously Broken N=2 Supersymmetry.（N=2超対称性の自発的破れを起源とするダ
イクグラーフ・ヴァファ関係式の変形）Physics Letters B 650, 298-303 (2007).

Observation of a Resonance- like Structure in the π±ψ’Mass Distribution in Exclusive B→Kπ±ψ’Decays.（B→Kπ±ψ’崩壊にお
けるπ±とψ’からなる有効質量の共鳴的構造の発見）Physcial Review Letters 100, 142001 (2008).

Versatile Method to Estimate Dimensionality of Q1D Fermi Surface by Third Angular Effect.（擬一次元伝導体の新規な磁気抵抗効果で
ある「第三角度効果」の起源と応用についての解説)
Section 14 in “The Physics of Organic Superconductors and Conductors”, ed. A.G. Lebed, Springer, pp. 433-455 (2008).

Sugar Incorporated N-Heterocyclic Carbene Complexes（糖修飾Ｎ－複素環カルベン錯体）Organometallics 26, 1126-1128 (2007). 

Time-Programmed Peptide Helix Inversion of a Synthetic Metal Complex Triggered by an Achiral NO3
- Anion.（合成金属錯体における

アキラルな硝酸イオンをトリガーとしたペプチドヘリックスの反転タイムプログラミング）
Journal of the American Chemical Society 130, 792-793 (2008).

Thermochromism in an Organic Crystal Based on the Co-existence of σ- and　π- Dimers.（σ結合性二量体とπ結合性二量体の共存
によってもたらされる有機ラジカル結晶のサーモクロミズム）Nature Materials 7, 48-51 (2008).

Phase resetting and phase singularity of an insect circannual oscillator.（昆虫概年時計の位相再設定と特異点)
Journal of Comparative Physiology A 193, 1169-1176 (2007).

Cytoskeletal “Jellyfish” structure of Mycoplasma mobile.（マイコプラズマ・モービレの細胞骨格、“くらげ”構造）
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 104, 19518-19523 (2007).

Interrelations between framework-building and encrusting skeletal organisms and microbes: more-refined growth history of Lower 
Devonian bindstones.（枠組み構築性・被覆性の骨格生物と微生物間の相互作用‐下部デボン系バインドストンのより緻密な形成
履歴‐） Sedimentology 54, 89-105 (2007). 

Growth of large (1mm) MgSiO3 perovskite single crystal: A thermal gradient method at ultrahigh pressure.（超高圧における熱傾斜法
による、１ミリ大の大きなMgSiO3 ペロフスカイト単結晶の育成） American Mineralogist 92, 1744-1749 (2008).
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