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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
行ってきています。
すなわち、自然科学と対峙し、知的好奇心と探究心にくすぐられながら、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。
しかしながら、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きています。本ニュースレターでは、2008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、研究、社会貢献などに関するデータも掲載
しています。
うれしいニュースとして、本学名誉教授南部陽一郎先生が2008年度のノーベル物理学賞を受賞
されましたことが挙げられます。南部先生は1949年9月から5年間、理学部の前身である理工学部教授として
在職され、理論物理学研究室を主宰されました。
また、理学部付属植物園の絶滅危惧種に対する世界的な役割
についても述べられています。
さらに、今日まで理学研究科・理学部が多くの優秀な中高等学校の数学および
理科の教員を輩出してきたことをふまえ、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
ストについても紹介しています。2009年度より理学部の学科は再編され、教育・研究のさらなる発展に邁進し
ていきますので、
学内外の皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。
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平成２１年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞 受賞
大阪市立大学大学院理学 研究科物質分子系専攻の中沢浩教授に、平成21年度科学技
術分野の文部科学大臣表彰『科学技術賞』が授与されました。本賞は、科学技術に関す
る研究開発、理 解 増進等において顕著な成果を収めた方に贈られるもので、開発 部門、
研究部門、科学技術振興部門、技術部門、理 解 増進部門の５部門に分かれており、中沢
浩教授は理解増進部門において「高校化学グランドコンテストを通した化学の普及啓発」
という業績で受賞され、賞状と盾が授与されました（写真参照）。この文部科学大臣表彰
『科学技術賞』は、理学部のみならず、本学において初めての受賞となります。
大阪市立大学は、読売新聞大阪本社、大阪府立大学とともに、毎秋に「高校化学グラン
ドコンテスト」を開催して、数多くの高校生に「自ら化学 研究を体験する」機会を提供して
きました。中沢浩教授は、同コンテストの創設より中心的な役割を果たし、特に、「大学−
高校−新聞社−社会」の連繋体制を構築し、高校 生が行う化学 研究の企画、実施、発表
の各段階での大学教員による支援を主導してきました。さらに、日本化学会会長経験者を
審 査委員長とするコンテスト（発 表 会）の開催や学 術
雑誌への掲載、加えて単行本「高校 生・化学宣言」の
発 刊などを通じて、高校生が見出した研究結果を教育関係者のみならず広く社会に公表
してきました。これらの成果が、次世代の科学技術を担う人材育成と科学技術の理解増
進に新たなモデルを確立したものと評価され、本賞の受賞となりました。
本コンテストがスタートした20 04年には、大阪市立大学と読売新聞大阪本社との共同
主催でしたが、昨年の20 08年から大阪府立大学も主催者に加わり、現在では２大学１新
聞社が主催する全国的にも極めてユニークな教育支 援事業となっています。また、当初
は後援も文部科学省と大阪市教育委員会のみでしたが、現在ではこれらに加えて１５の
府県教育委員会が後援する全国的コンテストとなっています。この受賞を機に、「高校化
学グランドコンテスト」が益々の発展を遂げるとともに、若い優秀な科学者が多く育って
いくことを祈念しています。

絶滅危惧種の保全への植物園の役割
来年、名古屋でちょっと分かりにくい国際会議が開かれようとしています。その会議の目的の1つは各国の絶滅危惧植物
種の60％を植物園などで保全するという目標を2010年までに達成したかどうかを検証することです。
20 07年に日本植物園協会で調べたところ、日本各地の植物園で849種の絶滅危惧植物種がすでに保護育成されているこ
とがわかりました。これは絶滅危惧植物種数169 0種の50％以上に相当します。昨年から環境省の要請を受けてさらに2年
間で20 0種以上を保護しようと、各地の植物園が民間の野生植物の研究家などと協働して自生地から種子を集めて、植物園
で育成するという努力が続けられており、ほぼ目標は達成されそうです。日本はぎりぎりではありますが国際的な約束を守
ることができそうです。
理学部附属植物園は日本の、そして世界の植物多様性を保全するための活動も行っていますが、20 08年現在で近畿地方
に自生しているものを中心に9 0種以上の絶滅危惧植物種を保存し、現在も少しずつ増え続けています。ちなみに日本 植物
園協会には約110園が加盟していますから、2 0 0 8年現在で単純平均すると１園当たり10種くらい、かなり重複して保存して
いるのでおそらく1園あたり30種くらいを保存しているようです。
日本の絶滅危惧植物種の数：1690種
〔ⅠA、ⅠB、II類を加えた数．2007年〕

849種
50.2％
2007年現在、849種が日本中の
植物園で保護されている



第16回（平成20年度）大阪市立大学国際学術シンポジウム
「リーマン面、調和写像と可視化」の開催
本学理学 研究科主催、第16回（平成2 0年度）大阪市立大学国際学 術シンポジウム「リーマ
ン面、調和写像と可視化」が、平成 2 0 年1 2月15日（月）−2 0日（土）本 学 学 術 情報 総合セン
ターにて開催されました。この事業は、大阪市立大学数学 研究所（略称OCAMI）が推進しま
した。本シンポジウムでは、数学分野における基本的な対象として、最も、実り多い曲面の数学
である「リーマン面」、広範に諸分野で応用されるエネルギーを極値化する写像の理論「調和
写像」、および、そのような数学に基づいた「可視化」を取り上げ、新たな研究成果や未解決
問題の検討、また数学の普及をねらいとしています。初日は、シンポジウム主テーマへの大学院
学生向けのウォーミングアップ・レクチャー、第2日目の学長による開会スピーチのあと、基調講
演が開始され、最終日の夕刻には市民公開講座「数学とコンピュータ」を実施し、シンポジウム
テーマの数学の一端を市民の方々にご紹介しました。講演者4 0名、参加者は181名（シンポジ
ウム123名、市民公開講座58名）、国外参加者は26名、9カ国があり、盛会に終えることができ
ました。その詳細は、
http://math01.sci.osaka-cu.ac.jp/˜ohnita/2008/kokusai/OCUsymp08.html
をご参照ください。またシンポジウムのプロシーディングスはOCAMI Studies Volume 3 として20 09年度に出版予定です。
シンポジウムでは、「リーマン面」、「調和写像」、「可視化」に加え、微分
幾 何学、幾 何解 析、複素 解 析、トポロジー、表現論、可積分系、モジュライ空
間論、コンピュータ数学、など数学・数理科学の諸分野から最 新のハイレベ
ルの数学が提供され価値ある交流が行われました。例えば、Craig A.Tracy
教授によるTracy-Widom理論と呼ばれるリーマン面の数学理論は、生命 科
学における日本人の長寿の解明に本質的な役割をしました。本シンポジウム
の数学が科学技術諸分野との応用や協働にさらに発展することが期待されま
す。数学 研究所は一つの数学拠点としてそのような発展を大いに促進し活躍
する人材を育成していく役割を担っています。

地球学の手法を用いた
「東アジア越境大気汚染のロングタームモニタリング」
産業革命以降の化石燃料燃焼量急増は、大気環境を激変させ、大気汚染や地球温暖化など多くの環境問題を発生させ
ています。最近では、東アジア地域の産業活動活発化による越境汚染が、日本列島の大気環境に大きな影響（酸性雨や対
流圏オゾンなど）を与えています。この東アジア越境大気汚染に関しては、19 9 0年代以降、大気エアロゾルの定点モニタリ
ング、航空機・船観測（例えばEANET）などの大気環境科学分野の研究が活発に行われていますが、これらは短期のモニ
タリングが中心で、日本列島にいつ頃から、どれだけの量が、どの範囲に、どのように運ばれてきたのか、その長期的な時空
間変動の実態は未解明です。「人為的大気汚染のほとんどない産業革命以前の過去をバックグラウンドとして、過去数百年
間の長期歴史的視点から越境大気汚染変動史解明・将来予測を目指す研究」が、生物地球系専攻地球学分野の人類紀自
然学 研究室や大阪市立環境科学 研究所・近畿大学・信州大学の研究者を中心に進められています。この研究の最大の特
色は、大気降下物を長期・連続的に保存・記録する湖沼堆積物（中国や東シナ海・日本海の離島、日本の都市域など）を研
究対象とし、越境大気汚染のトレーサーとし
て、石炭・石油などの化石燃料燃焼によって
大気中に排出される微小球状 粒子（球状 灰
粒子；I AS 、球状 炭化 粒子；S CP）を用いる
ことです。この研究は、東アジア地域の湖沼
堆 積 物に含まれ る微 小 球 状 粒子によって、
「越 境 大 気 汚 染 のロングタームモニタリン
グ」が 可 能 であることを示 すもので、地 球
学・大気環境科学が融合した新しい地球学
研究の開拓につながると期待されます。
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南部陽一郎先生

ノー ベル 物 理 学賞 受 賞

本学及びシカゴ大学名誉教授でいらっしゃいます南部陽
一郎先生が、「素粒子物理学における対称性の自発的破れ
の機構の発見」に対して2 0 0 8 年ノーベル物理学賞を受賞
されました。先生は戦後間もない創設直後の大阪市立大学
に東京大学から着任され 、プリンストン高等研究所での研
究生活を経てシカゴ大学に移られるまで数年間教授を務め
られました。新設の理工学部は北区南扇町にある旧北野小
学校の校舎を使用していましたが、都市にある大学の利便
性を生かし、南部先生をリーダーとしそうそうたるメンバー
を擁す素粒子論研究室が構築されました。その後分野は、
場の量子論・紐理論、素粒子現 象論、宇宙論、原子核理論
に分化し、当時の活発な研究活動は、現在の基礎物理学講
座各研究室に引き継がれています。
南部先生はこれまでにも数々の賞を受賞されています。代表的なものとして、文化勲章、イスラエルのウォルフ賞、
アメリカ合衆国科学メダル、フランクリン協会のベンジャミンフランクリンメダル、サクライメダル、及びダニーハイネ
マン賞、トリエステ国際理論物理学センターのディラックメダル、ドイツ物理学会のマックスプランクメダル、ロシアの
ボゴリゥボフ賞があります。数ある業績の中、「対称性の自発的破れ」に加え「クォークに対するカラー（色）の自由
度」、「ハドロンの双対性に基づく紐理論」が特に有名で、カラーの自由度に関しては2 0 0 4 年のノーベル物理学賞
でも早すぎた業績として触れられています。
対称性とは総称的な言葉で、三角形や四辺形や円板が対象ならばその回転
や並進等を意味します。目に見えない対 象を扱う素 粒子物理学では、素 粒子
の持っている電荷等の属性を取り替える役目を果たします。素粒子物理学の方
法論である「場の量子論」の構成自身が対称性を保っていても、「真空」と呼
ばれる基底状 態が対称性を保たないことがありうるという事を、南部先生は
最初に示しました。これが「対称性の自発的破れ」という考え方です。真空は
その言葉の響きに反し空っぽではなかったのです。対称性の自発的破れのた
とえ話としてよく引き合いに出されるものとして、円卓に着席し人々が会食する
場面があります(図）。10人の出席者のために10 個の椅子が用意され、各椅子
の前には同一の大皿一個、隣り合う皿の間にはナプキンが置かれているとしま
す。着席者の両側にナプキンがあるという意味においてこの構成は左右対称
です。しかしながら会食を始めるためには、誰かが右か左かどちらかのナプキ
ンを最初に取り上げ、他の人たちはその人の決断に従い同じ側のナプキンをとらなければなりません。この時点で対
称性は破れます。これが対称性の自発的破れです。
南部先生の今回の受賞の対象になった考え方は、シカゴ大学着任後生まれたもので、ハドロンと今日では呼ばれ
るクォーク複合 粒子の族に対するカイラル対称性の研究に基づいています。ハドロンの中でも湯川秀樹によって予
言されたパイ中間子は、陽子や中性子に較べて随分小さな質量を持っており、南部先生はこの謎に取り組まれまし
た。カイラル対称性が自発的に破れた真空は、破れた対称性を回復させようとする力学的機構を持つ事を、南部先
生は見抜かれました。その機構の証として生ずる励起モードが南部・ゴールドストーン（NG)粒子と呼ばれる質量を
持たない素粒子です。NG粒子はパイ中間子を理想化させたものとみなされます。
今日では、
「自発的に破れた対称性」という考え方は理論の持つ様々な対称性に適用可能です。素粒子の標準模
型においては、WとかZとかの名前がついているスピン１のボーズ粒子は、ゲージ対称性と呼ばれる対称性の自発的
破れに伴うメカニズムにより質量を獲得します。これらは198 0年代半ばに実験的に検証され、その業績にはノーベ
ル物理学賞が与えられています。現在のエネルギーフロンティアを形作る米国フェルミ加速器研究所テバトロンによ
る衝突実験では、標準模型とこの質量獲得メカニズムからの帰結として予言される素粒子のうち、唯一見つかって
いないヒッグス粒子とよばれるスカラー粒子を探索しています。テバトロンをエネルギースケールにおいて凌駕する
欧州原子核機構(CERN）の大型ハドロン衝突器( LHC)も、本 格的な稼動を始めようとしています。現在の理論のフ
ロンティアを与えている大統一理論、紐(弦)理論においては、超対称性と呼ばれるボーズ粒子とフェルミ粒子を交換
する対称性の存在が、いくつかの理論的見地から望ましいと考えられています。質量の等しいボーズ粒子とフェルミ
粒子は自然界に見つかっていないので、この対称性は破れていなければなりません。超対称性の自発的破れは今日
の素粒子物理学の謎のひとつとしてあげられているダークマター、ダークエネルギーの問題と密接に関係していると
考えられています。これらの今日的課題は、大阪市立大学理学部物理学科で活発に研究されているテーマです。
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TOPICS
数学科
変分法と非線形偏微分方程式

高橋 太・渡辺 達也

私たちの研究室では、数理物理学や幾何学などにあらわれる様々な非線形偏微分方程式について、解析
学的側面から研究をしています。球面など『曲がった空間』の曲がり具合を記述する曲率方程式や、非線形媒
質中のレーザービームの自己収束をモデルとする非線形シュレーディンガー方程式などが私たちの興味の対
象です。これらの非線形偏微分方程式は、単に解の重ねあわせが成り立たない、というだけでなく、その非線
形性が方程式の記述する現象における特異性の発現を引き起こす、という意味でより強い非線形性を持って
います。たとえば、ある非線形シュレーディンガー方程式の解は、方程式に含まれるパラメーターが変化する
際にスパイク状に凝集・爆発現象を起こすことが知られていますが、この凝集現象は高出力レーザーの『焦
げ付き』を表しており、線形方程式では決して記述できないものです。私たちの住んでいる自然界を見渡して
みても、非線形性が現象の最も重要な役割を担っている例は、生命現象をはじめとして、ほかにも枚挙に暇
がありません。
このような非線形偏微分方程式の解析的研究が活発になったのは比較的最近で、20 世紀後半のことです。
近年は非線形関数解析学や変分法の発展にともなって解析の手法も深まり、特に
変分法の分野では、P. L . Lions（1994 年度フィールズ賞受賞者）によって新しいパ
ラダイムが提供されています。
高橋は考える方程式に自然に付随するスケーリング不変性を手がかりに、爆発解
の詳しい性質を調べています。変数変換や部分積分といった手作り感いっぱいの
道具で研究を行います。一方、渡辺（数学研究所特任准教授）は、
『臨界点理論』と
呼ばれる道具を駆使して種々の非線形シュレーディンガー方程式の解の多重性につ
図：点凝集解
いて研究しています。

物理学科
Higgs 粒子探索
日米科学技術協力事業の一環として行われている米国フェ
ルミ国立加速器研究所の陽子・反陽子衝突型加速器テバトロ
ンと汎用型素粒子検出器CDFを用いた実験（本学高エネル
ギー物理学研究室が参加中）が世界最高重心系衝突エネル
ギー1.96TeVで遂行されています。積分ルミノシティ（蓄積
データ量を表す）も2009年3月現在で約6200pb -1となり、この
内、磁気テープに保存され、データ解析に使用可能な分が約
5200pb-1まで蓄積されました（図1）。
CDF実験では約2700pb-1のデータを使用した解析を行い、
様々な反応モードを用いて標準模型ヒッグス粒子を探していま
す。これらの解析結果と、テバトロン加速器によるもう１つの国
際協力実験グループDZeroの解析結果を合わせた現時点の
総合的な結果が図2に示されています。標準模型ヒッグス粒子
は質量160〜170GeV/c2において95%の信頼度で排除され、ス
イスのジュネーブにある欧州共同利用原子核研究所(CERN)
におけるLEP実験終了以降約5年ぶりにヒッグス粒子存否の
解明に向けて実質的前進が始まったことになります。この大き
な成果はフェルミ研究所において報道発表されております。

奥沢 徹

図 1：CDF における積分ルミノシティ。

図 2：実験で得られた、標準模型ヒッグス粒子生成
断面積に対する比の上限値（黒線）。上限値が 1 を
下回れば、対応する質量の標準模型ヒッグス粒子は
存在しないと結論される。
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生物学科

物質科学科
ナノ・メゾ物質系における近藤効果

小栗 章

磁性イオンを不純物として含む金属において、電気抵抗が低温で奇妙な温度依存性を示すことが古くから
知られていました。この現象は、その本質が磁性イオンのスピンと金属中の伝導電子の相互作用が引き起こ
す高次の量子効果にあることを指摘した日本の物理学者、近藤淳の名を冠し近藤効果と呼ばれています。
主として遷移金属や希土類金属を対象に研究され、相互作用する多電子系の量子状態という物性物理学の
根幹的問題のひとつとして、その後 40 年の間に多くの知見が得られました。最近では、半導体や金属の
微細加工技術を駆使して作成された量子ドットやナノ・スケールの物質において、新たな発展を見せています。
このような系では、近藤状態を介した非平衡トンネル電流の観測が原理的に可能になりました。我々はこれ
までに、電気伝導度がオームの法則からどのようにずれるか、微視的 Fermi 流体論という多体量子力学に
基づく理論を拡張し、非平衡近藤効果を特徴づける準粒子の寿命と電圧の間に成立する一般的な関係式を
導きました。この理論は、最近、米国の実験グループにより比較され実験精度の範囲内で合うことが報告
されています。また、超伝導と近藤効果が共存するナノ・メゾ系では興味深い現象がたくさんあり、我々
は数値くりこみ群というコンピュータを用いた計算法による研究も進めています。

大面積調査区を用いた熱帯林の長期野外研究

山倉 拓夫・伊東 明・名波 哲

地球上で現在確認されている生物種は、約170万種といわれています。生命現象に共通する性質を明らか
にする一方で、生物多様性の創出と維持のメカニズムの探求もまた、生物学の重要課題です。当植物機能生
態学研究室では、生物多様性のホットスポットの一つである東南アジアの熱帯林において、国際共同研究を
続けています。スタッフはもちろん、大学院生、学部生、外国人留学生が調査に参加し、精力的に研究を続け
ています。マレーシアとタイの熱帯林に設置された大面積調
査区において、樹木の詳細なマップを作成した結果、複雑な
立地環境に対応して各樹種が住み分けることにより、多様な
樹種が集団を維持し、共存していることが明らかになりまし
た。さらに、この住み分けは、同属の近縁種間でも確認され
ています。この研究成果は、
「熱帯林研究ノート」
（2009年、
東海大学出版会）として出版されました。最近は、野外観察
とDNA解析を併用することにより、肉眼観察では分からな
い植物集団の遺伝的多様性の評価や、花粉散布による交配
範囲の推定にも取り組んでいます。調査研究の進展により、
地球環境問題の一つとして憂慮されている熱帯林の減少と
劣化に対し、具体的な指針を提示できると期待されます。
図：マレーシアボルネオ島の熱帯林

図 1：近藤共鳴状態の温度変化

図 2：準粒子の散乱過程（Anderson 模型）

地球学科

化学科
スピンサイエンスによる物質機能開発

岡田 惠次

中性のπ電子系有機化合物の酸化、還元により生成するラジカルイオン種は通常、不安定なものが多いで
すが、安定なものも存在します。これらの化学種は不対電子に由来するスピンをもち、物質機能開発の魅力あ
る構成要素となり得ます。
通常の有機化合物は反磁性ですが、ラジカルやラジカルイオン種は常磁性を示すものが多くみられます。常
磁性はスピン間に磁気的相互作用のない状態で、自発磁化をもたず、磁
石の性質は示しません。しかし、これらをうまく組み合わせ、固体中の配
列を制御し、スピン間に磁気的相互作用をもたせることにより、磁石の
性質を付与することができます。私達の研究グループではラジカルとラジ
カルカチオンのスピンが強く相互作用する2スピン系高スピン分子を開発
し、対アニオンとして第3のスピンであるFeBr4 -を導入することにより、
フェリ磁性体(TC=7K)を安定な結晶として単離し、構造と磁性の関係を
明らかにしています。純粋な有機化合物から成るフェリ磁性体の開発も
可能と期待されます。
また、近年、光合成初期過程を模倣した長寿命かつ高効率な人工光
電荷分離系の開発が活発に行われています。上記のスピン制御に関する
知見を活用することにより、95%程度の効率でマイクロ秒オーダーの寿命
をもつ電荷分離状態を発生させることが可能となりました。この技術を
高効率太陽電池の作成に繋げようとしています。

図：フェリ磁性体の分子配列模式図と構造式



史上最大の生物多様化事変の背景を探る

江﨑 洋一

生物多様性の保全の問題が、現在、人類が抱えている最大の関心事の一つになっています。実は、過
去の地層に残されている記録をひも解けば、少なくとも過去数億年の間に、生物（主として海生生物）の多
様性がどのような増減を繰り返してきたのかを知ることができます。われわれの国際研究チーム（北京大学
との共同研究）では、地球 46 億年の歴史の中で、最大規模の生物多様化が生じた事変（『オルドビス紀
生物大放散』）の実態を調べています。より実証的な研究を行うために、他地域よりも早期に放散事変が生
じた、中国（揚子地塊）に分布する地層を対象に、岩石や化石の種類を調査しています。岩石や化石をマ
クロからミクロのスケールで解析し、それらの中に凝縮されている情報を、時間的・空間的に解釈しています。
ごく最近、オルドビス紀に生じた生物大放散は、生物が約 5
億年前、当時まだ未開の地であった陸上に初めて侵出した
結果引き起こされたという仮説（『カンブリア紀̶オルドビス
紀ストロンチウム終息事変』）を提唱し、その検証作業も行っ
ています。なぜ、「生物の大放散」が生じたのかを理解で
きれば、その対極の「生物の大絶滅」（過去少なくとも 5 回
発生）が生じた原因の理解につながることも期待できます。
Masuda, F. and Ezaki, Y. (2009). A great revolution of
the Earth-surface environment: Linking the bio-invasion
onto the land and the Ordovician radiation of marine
organisms. Paleontological Research, vol. 13, p. 3-8.
図：中国湖北省宜昌地域に分布する地層にはオルドビス紀
生物大放散に関する情報が記録されている。
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数学や理科の好きな
高校生のための

DATA

市 大 授 業
中尾 憲一

しだい

1 組織／学生
学部

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持ってもらいたい」、
「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楽しさに触れてもらいた
い」という思いで、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６つの内容から90分間、大阪市大の現役教員が数学や理科のおもし

春

秋

ろさを語ります（20 09年度からは、数学、物理学、化学、生物学、地球学の５つになりま

2004 年

398

209

す）。 2004年春に理学部がスタートさせた市大授業も2008年からは文学部との合同開催と

2005 年

294

148

2006 年

444

173

2007 年

416

157

2008 年

316

76

なり、10回を終えました。大学進学を目指す高校生、予備校生の方々だけでなく、少数です
が就職を目指す生徒さんも、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。また、高校の先生や父兄の方々も授業をうけて下さることもあります。授業を担
当する教員も、皆さんの素朴な疑問にふれることで、気分新たに自らの研究への活力を得て
います。少しでも多くの若い世代に数学や理科の面白さを伝えられればと願っています。

1 年生

男性

女性

合計

122

47

169

140
{3}
142
3 年生
（１）[２]{１}
140
4 年生
[3]{１}
544
合計
（１）[5]{5}
２年生

表：市大授業の参加人数

男性
63
（5）
59
{2}

41
181
{1}
{4}
36
178
ー
[1]{１} （１）[3]{2}
180
40
ー
[4]{2}
[1]{１}
708
164
122
[2]{3} （１）[7]{8}（5）[0]{2}

・ 数学は奥が深いと思いました。
こんなことができるのかと思うほど難しい感じがしました。
すごくたのしみになりました。
・ 宇宙のことについて、
もっと知りたくなった
（宇宙だけじゃなくて、
理科全般かな）
。
・ 波の動画を何種類も見れたり、音楽のド〜シまでの定義のされ方も分かって、そこらへんのところが頭の中に入って来て面白かった。前
に、量子力学の本を読んで難しくて挫折したがもう一回読んでみたいと思う。
・ X線構造解析というものがあることを初めて知りました。
高校化学では学ぶことの出来ないような貴重なお話がきけてとてもよかったです。
・ 最も興味を持ったのは光屈折だ。
植物が運動するなんてすごいと感心した。
・ 普段何気なく使用している「水」について視点を変えて見てみるとたくさんの問題が浮かび上がってく
ることを知り、驚きがあった。

男性

女性

合計

26
{3}
ー
ー

後期
合計
男性
女性
合計
16
18
2
86
（5） （1）[4]【2】 （1） （2）[4]【2】
27
30
3
85
（4）[3]｛1｝
【8】 （1） （5）[3]｛1｝
【8】
{5}
41
53
12
ー
（5）[1]｛2｝
【2】（1）[5]{1} （6）[6]｛3｝
【2】
ー

ー

ー

ー

84
101
17
49
171
【12】
（3）[5]{1} （13）[13]｛4｝【12】
[0]{3} （5）[0]{5}（10）[8]｛3｝

研究生

9

3

12

科目履修生

6

6

12

男性 ( 人数 ) 女性 ( 人数 )
48
1
教授
44
2
准教授
20
1
講師
1
0
助教
9
2
特任教員
博士研究員等 19
（3）[3] 5（0）[1]
（

平均年令
54.5
46.3
41.0
ー
ー
ー

本学出身者 (%)
24.5
23.9
9.5
ー
ー
ー

）内は外国人、[ ] 内は日本人学術振興会特別研究員（PD）数

4 教育／入学

・高校生の皆さんの素直な反応と、
授業が終わった後の質問はとても新鮮でした。

学部

08

23

大学院

3 組織／教員

2 組織／研究生・科目履修生

2008年秋の市大授業：担当教員の感想

2008 年 4 月 29 日（火・祝）, 全学共通教育棟，基礎教育実験棟

前期
女性

（ ）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、
【 】内は日本学術振興会特別研究員（DC）数

2008年秋の市大授業：高校生の感想

春の市大授業

Newsletter

秋の市大授業

男性

合計
男性
123
ー
ー
ー
入学定員
[16]{17}
149
615
466
105
志願者数
（2）[47]{30}（1）[18]{25} （3）[65]{55} （5）
{8}
114
38
152
63
入学者数
（0）
[9]{7}（0）[6]{10} （0）[15]{17} （5）
{7}

2008 年 11 月 30 日（日）, 全学共通教育棟

前半：午後1時00分〜午後2時30分

前半：午後1時00分〜午後2時30分

●身近な確率のお話 〜モンテカルロ法について〜
数学科講師 竹内 敦司
（定員100名、講義）
●光と化学
化学科教授 中島 信昭
（定員100名、講義）
●虫と共に生きる
生物学科教授 沼田 英治
（定員100名、講義）

●シミュレーションでみる波と粒子の物理学
物質科学科教授 小栗 章
（定員100名、講義）
●植物の一生と光環境
生物学科准教授 飯野 盛利
（定員100名、講義）
●人間と自然の相互作用−例としての水資源の危機
地球学科教授 益田 晴恵
（定員100名、講義）

後半：午後3時00分〜午後4時30分

後半：午後3時00分〜午後4時30分

●場の量子論のすすめ
物理学科教授 糸山 浩司
（定員100名、講義）
●水と物質 そして人間
物質科学科教授 木下 勇
（定員100名、講義）
●平野をつくる地層と地盤災害
地球学科准教授 三田村 宗樹
（定員30名、講義と実習）

●無限と極限
数学科教授 住岡 武
（定員100名、講義）
●ビッグバン宇宙への招待
物理学科教授 中尾 憲一
（定員100名、講義）
●分子の三次元構造を見る
化学科准教授 宮原 郁子
（定員100名、講義）

（

女性

）内は外国人特別選抜、[ ] 内は学部３年次編入学選抜、
｛

大学院

前期
女性

合計

男性

後期
女性

合計

ー

82

ー

ー

41

32
（0）{4}
23
（0）{4}

｝内は推薦特別選抜、
【

137
16
2
18
（5）{12} （1）
【4】 （1）
【0】 （2）
【4】
86
16
2
18
（5）{11} （1）
【4】 （1）
【0】 （2）
【4】
】は社会人特別選抜による人数

5 教育／在学・卒業
学部
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

８２／５８
３７／３２
４
−
0
１５６
50

前期
３８／２６
６１／４８
3
−
33
74
15

大学院

後期
１５／９
１０／１０
0
12
25
22
−

* 専門教育科目分
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7 研究／研究発表・受賞

6 教育／卒業・進路
大学院
前期
後期
85*

53

52
13
20

14
7**
32

受賞

（
* 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

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

外国語

︵学生の受賞など︶
その他特記事項

大阪市立大学数学研究会論文賞、先端錯体工学研究会・国
際シンポジウム講演賞、日本化学会第 89 春季年会「学生
講 演 賞」、The IUMRS-International Conference in
Asia 2008 優秀発表賞、人と未来をむすぶ世界の化学
＠関西 ポスター賞、日本鳥学会研究奨励賞、日本鳥学会
ポスター賞若手の部優秀賞、International Symposium
of Hydrology 最優秀セッション講演賞、日本地質学会優
秀ポスター賞、日本古生物学会優秀ポスター賞、日本生態
学会大会古生態分野優秀ポスター賞、GIS-IDEAS2008
最優秀学生賞、日本情報地質学会奨励賞、大阪市立大学学
友会優秀学生賞

物質分子系 生物地球系
数物系
著書
2
5
17
（共著を含む）
原著論文
0
17
16
総説
1
3
11
研究発表
239（90） 207（27） 241（23）
（内招待講演）
著書
28
3
0
（共著を含む）
原著論文
192
78
76
総説
4
2
3
国際会議の研究発表
224（129） 123（13） 56（1）
（内招待講演）
特許
0/1
4/0
3/1
（申請数／公開数）

9 研究／外部資金

日本語

最終学年学生＋早期修了者
学部
の進路
（最終学年学生＋早期修了者）
180*
数
（内）就職者数
38
（内）進学者数
107
35
（内）その他

年間 1 千万円を超えるもの

高大連繋事業 *

生涯教育事業 *

大阪市立大学市民特別セミナー 2008( 南部陽一郎名誉教授ノーベル物理学賞受賞記念 )、大阪市立大学文化交流セ
ンター公開講座、近鉄文化サロンとの共催講座、かたの環境講座、花と緑の講座、住吉区民教養セミナー、NPO 法人自
然大学、小学校理科指導力向上研修、教職員夏期研修講座、大阪市立自然史博物館「ジオラボ」、川西市生涯教育セン
ター

産学連繋事業 *

バイオ産業研究会 2008（大阪市立工業研究所との連携）、イノベーション・ジャパン 2008 大学見本市、JST イ
ノベーションブリッジ、健康・予防医療シーズ発表会、新規吟醸酵母「京の華」の開発（京都市産業技術研究所との連携）

Formal degrees and adjoint gamma-factors ( 形式次数と随伴ガンマ因子 )
Journal of the American Mathematical Society 21, 283‒304 (2008).

11 社会貢献／学会関連

Trilinear forms and the central values of triple product L-functions ( 三重線型形式と三重積エル函数の中心値 )
Duke Mathematical Journal 145, 281‒307 (2008).

数物系

物質分子系

生物地球系

国内シンポジウム・学会などの開催数

7

1

8

国際シンポジウムの開催数

10

3

0

12 国際交流

Chemical analogues relevant to molybdenum and tungsten enzyme reaction centres toward structural dynamics and
reaction diversity ( モリブデン・タングステン酵素反応中心に関連する合成類似体の多様な構造と反応性 )
Chemical Society Reviews 37, 2609‒2619 (2008).

Jellyﬁsh vision starts with cAMP signaling mediated by opsin-Gs cascade
( クラゲの視覚はオプシン Gs 系による cAMP シグナル伝達により始まる )
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105, 15576‒15580 (2008).
Niche diﬀerentiation depends on body size in a cichlid ﬁsh: a model system of a community structured according to size
regularities ( 魚類での体サイズに依存したニッチ分割：サイズ規則性に基づいた動物群集構造のモデルシステム )
Journal of Animal Ecology 77, 859‒868 (2008).
Geological Structure of an Arsenic‐Contaminated Aquifer at Sonargaon, Bangladesh
（バングラディシュ・ショナルガオ県のヒ素汚染帯水層の地質構造）
The Journal of Geology 116, 288‒302 (2008).
Inhomogeneous deformation of metamorphic tectonites of contrasting lithologies: strain analysis of metapelite and
metachert from the Ryoke metamorphic belt, SW Japan
（岩質の異なる変成テクトナイトの異方変形：西南日本領家帯のメタペライトとメタチャートの歪解析）
Journal of Structural Geology 30, 39‒49 (2008).



数物系

物質分子系

生物地球系

１ヶ月以上

3

2

2

１ヶ月以下

69

5

5

大学院在籍留学生数

1

2

16

国外への研究者の派遣・出張

85 (25) [10]

27 (5) [11]

40 (14) [3]

外国人研究者の
受け入れ

Total Synthesis of (-)-Amathaspiramide F ((-)- アマサスピラミドＦの全合成 )
Organic Letters 10, 5449‒5452 (2008).

Total Synthesis and Determination of the Absolute Conﬁguration of (+)-Omaezakianol
（(+)- オマエザキアノールの全合成と絶対配置の決定）
Angewandte Chemie International Edition 48, 2538‒2541 (2009).

文部科学省・日本学術振興会（代表：枡田幹也、石川修六、大船泰史、神谷信夫、築部浩、
森本善樹、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）

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』、高校化学グランドコンテスト、市大理科セミナー、
市大理数講座、大阪市立大学化学セミナー、バイオって何やろ―2008、SPP
（サイエンス・パートナーシップ・プロ
グラム）、SSH（スーパー・サイエンス・ハイスクール）、大阪市立の高校の生徒への
「先端科学研修」
（研究室見学と体
験授業）、高校への出張（授業・学科の説明）、高校からの見学の受け入れ・訪問授業

* 個人レベルの対応は除く

Pressure transmitting medium Daphne 7474 solidifying at 3.7 GPa at room temperature
( 室温で 3.7GPa で固化する圧力媒体 Daphne7474)
Review of Scientiﬁc Instruments 79, 085101 (2008).

研究費総額 ( 万円 )
26,500
1,243
9,069
3,206
2,035
1,410
7

10 社会貢献／一般向け

8 研究／代表的な業績

Quantum Turbulence ( 量子乱流 )
Journal of the Physical Society of Japan 77, 111006 (1‒12) (2008).

採択数（新規＋継続）
82
18
17
15
14
18
1

* 本学理学研究科事務で経理を行っているもの

酒井高司、田山育男（大阪市立大学数学研究会特別賞）、住岡武（大阪市立
大学学友会優秀教育賞）、橋本秀樹（日本化学会基礎錯体工学研究会賞）、
品田哲郎（有機合成化学協会・関西支部賞）、八ッ橋知幸（日本化学会春
季年会・若い世代の特別講演賞）、中島信昭（光化学討論会特別講演賞）、
中沢浩（文部科学大臣表彰科学技術賞）、板崎真澄（日本化学会・第 88
春季年会優秀講演賞 ( 学術 )）、篠田哲史（The IUMRS-International
Conference in Asia 2008 優秀発表賞）、幸田正典（日本動物学会論
文賞）、伊東明・名波哲（関西自然保護機構四手井綱英記念賞）

First Flavor-Tagged Determination of Bounds on Mixing-Induced CP Violation in B0s → J/Ψφ Decays
（B0s 粒子の J/Ψ，Ǘ粒子崩壊におけるフレーバー補足を用いた混合由来の CP の破れに関する最初の境界決定）
Physical Review Letters 100, 161802 (2008).

Newsletter

（

）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）
重点研究

結び目を焦点とする広角度の数学拠点の形成
都市環境の再生に向けた戦略的新展開
『アインシュタインの物理』でリンクする研究・教育拠点

河 内
橋 本
神 田

明 夫
秀 樹
展 行

新産業創生研究

光励起高スピンπラジカルを基礎とする分子素子への展開

手 木

芳 男

都市問題研究

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―

幸 田

正 典

三田村 宗樹

■これらのデータは、2008 年 4 月から 2009 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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