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大阪市立大学・大学院理学研究科・理学部の2010年版ニュースレターをお届けします。こ
のニュースレターは2004年度の創刊より今年で7年目となりますが、前年度1年間に理学研
究科・理学部で行われた教育・研究活動の内容をコンパクトに見やすくまとめ、最新の成果を
広く地域・社会の皆様にお知らせするための広報誌です。理学研究科では「自然の何故を問う
―地の底から宇宙の彼方まで― 」をモットーに、一人ひとりがもつ「何故」という素朴な疑問を大切にし、教職員と学
生・大学院生が一体となって最先端の自然科学の基礎研究やそれに基づいた最先端科学・技術の開発研究に日々邁進
しています。奥深い自然の摂理に触れて感動し、自然を正しく理解し活用できる人材、そして国境のない自然科学の
研究を通じて国際感覚を磨き、真に社会に貢献できる人材の育成にも努めています。そのような教育・研究活動の一
端がこのニュースレターの記事からも読み取って頂けるものと思います。この1年間の特筆すべき教育・研究成果や
専門分野・学科毎のトピックスを掲載していますので、巻末の基礎的データと併せてご覧いただき、理学研究科・理学
部の教育・研究に関心とご理解・ご支援を寄せてくださいますようお願いいたします。

NEWS

Newsletter

60 周年を迎えた植物園 ― 大きな二つの役割と今年の活動 ―
私たちを含む地球上の生命は、太陽エ

ネルギーを使って有機物質を作り出す植
物によって支えられています。しかし、
人類の活動による地球環境の激変は、多
くの植物種を絶滅の危機へと追いやり、
植物の繁栄を危ういものにしつつありま
す。植物の多様性と繁栄を確保すること
は、21 世紀における最も重要な課題とい
え、植物の多様性保全とその研究の拠点
となる植物園の役割は益々増大していま
す。一方、植物園は市民に開かれた市民
のための施設でもあります。とくに本植
物園は、大学の植物園として、植物のも
つ働きとその大切さを市民に発信してい
く役割を担っています。毎年、多くの市
民がここに足を運ばれるので、本学が市
民に向けて情報を発信する格好の場所で
もあります。このようなことから、本植
物園では、植物の多様性保全に向けての
役割をより一層強化するため、絶滅危惧
植物の収集育成に力を入れています。ま

た、市民向け講座「生命科学講座」と朝

日カルチャーセンターとの連携講座「植
物と自然の不思議」を開講し、植物園展
示室に「理学研究科コーナー」を新設す
るなどして、市民に向けての情報発信の
強化に取り組んでいます。生命科学講座
は、高校生など、これからの日本を担う
若い世代の方にぜひ参加していただきた
く、大阪市・大阪府教育委員会なども通
して広報しています。理学研究科コーナー
では理学研究科所属の教員が市民向けの
ポスターを展示し、市民からの質問にも
教員が直接対応できるようにしています。

す。水資源問題は人類が抱える緊急の問
題です。水質汚濁は、実質的に利用でき
る資源量を減少させるため、枯渇と同様
に問題となります。1990 年代以降、アジ
ア諸国を中心として世界各地にヒ素汚染
地下水が出現し、貧しい発展途上国で数
百万人に及ぶ健康被害が報告されていま
す。ヒ素汚染の原因物質は地下水を帯水
する堆積物中にある鉱物などの天然由来
物質であり、地下水を汲み上げることな
どの人為的要因により地下水環境が変化
することでヒ素が堆積物から溶け出して
地下水中に移動すると考えられています。
しかし、多くの研究が 20 年以上もなさ
れてきたにも関わらず、汚染が拡大する
メカニズムはよくわかっていません。汚
染地域の中には代替水源がない場合も多
く、対策が急がれています。ヒ素汚染の
原因と拡大機構を正確に理解することで
効果的な汚染対策を取ることができます。
また、将来にわたってヒ素汚染地下水が
出現する可能性の見積もり、予防策を考

今 年、 当 園 で 50 年 以 上
の歳月を経て咲いたアオ

ノリュウゼツラン（メキ
シコ原産）。背景は生きた
化石とも呼ばれるメタセ
コイアの並木。

「重力によるイネ芽生え細胞壁のフェルラ酸形成の制御機構（Ferulate）
」

Seedlings（代表者：理学研究科生物地球
系 若林和幸准教授）
」が、ISS「きぼう」
実験棟において行われました。実験に用
いたイネ種子は、アメリカ・フロリダ州
のケネディー宇宙センターで播種され、5
月 14 日に打ち上げられたスペースシャト
ル
（STS-132）によって ISS に運ばれた後、
5 月下旬に「きぼう」実験棟内の培養装
置を用いて生育実験が行われました。
細胞壁は植物細胞の周囲を取り囲んで
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いる構造体であり、機械的強度を与える
ことで植物体を支える役割を担っていま
す。海で誕生した生物が数億年前に陸に
進出する過程で、動物は骨や筋肉を発達

この研究は、細胞壁代謝の理解のための
基礎的知見となるだけでなく、効率的な
品種改良や宇宙での食糧生産などの応用
的研究につながることが期待されます。

させたのに対して、植物は細胞壁を発達
大阪市大理学研究科の教員が行った
させることで 1G の重力に対抗してその
宇 宙 植 物 実 験 は、1998 年「RICE」 実
体を支えるシステムをつくり出しました。 験、2008 年「Resist Wall」実験、2009
今回の宇宙実験は、自らの体を支える必
年「Space Seed」 実 験、 そ し て 今 回 の
要のない微小重力下において、細胞壁成 「Ferulate」 実 験 の 4 件 あ り、 こ れ ま で
分、特に、イネ科植物に特徴的なフェノー
に実施された日本の宇宙植物実験の半数
ル性成分の代謝がどのように変化するの
を占めています。さらに、2012 年にも
かを調べることにより、抗重力における 「Resist Tubule」宇宙実験が予定されて
それら成分の役割と構築制御メカニズム
おり、宇宙植物学研究の拠点として本学
を明らかにすることを目的としています。 理学研究科の役割が注目されています。
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世界では 7 億人以上の人が深刻な水不

足に苦しんでいます。乾燥地帯では水源
確保のために戦争が起こることもありま

国際宇宙ステーション「きぼう」実験棟利用研究

2010 年 5 月、 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ
ン（ISS）利用研究国際公募での採択実
験「Regulation by Gravity of Ferulate
Formation in Cell Walls of Rice

アジアのヒ素汚染地下水−その発生機構と対策
えることもできます。

堆積物中のヒ素の化学態なども分析しま

究室では、異なった気候のもとで起るヒ

のように動くか、あるいは動かないか、

生物地球系専攻地球学分野の複数の研

素汚染地下水の出現機構を明らかにする
ために、バングラデシュ・ダッカ大学や
パキスタン・地質調査所などと共同研究
を行ってきました。ヒ素は堆積物と地下
水との反応で汚染を起こすため、地下水
だけでなく、コア掘削により堆積物も採
取します。持ち帰った試料は、水質や堆
積物の鉱物組成とその化学組成を分析し、
さらに極微量分析ができる最新の装置を
用いて、鉱物中のヒ素の分布や地下水と

コア掘削作業（パキスタン・パンジャブ州）

す。これらの結果は、ヒ素が自然界でど

また、それはどのような環境変化に応答
するのかなどを知るのに役立ちます。さ
らに、現在は、自分たちの調査地域にと
どまらず、アジア地域で調査を行ってい
る米国・英国などの先進国や被害国の研
究者などと協力して、ヒ素汚染地下水の
形成に関わる生物活動の評価や、汚染対
策につながる国際的な研究計画を進めつ
つあります。

伝統的な手掘りの井戸掘削（バングラデシュ・ショナルガオ県）

第 3 回日本 - ロシア分子磁性・スピンデバイスワークショップの開催
平 成 21 年 11 月 15 日 ( 日 ) ～ 18 日
( 水 ) の期間、第 3 回日本 - ロシア分子磁
性・スピンデバイスワークショップを本
学理学研究科教員が中心となり、兵庫県
淡路夢舞台国際会議場にて開催しました。
本ワークショップは、日本とロシアの分
子磁性や開殻系分子の研究に関わる研究
者を中心に、今日の学際領域のひとつと
して定着した「Molecular Magnetism（分
子磁性）
」をさらに発展させた、新しい課
題を主題とする国際研究集会です。ノボ
シビルスク（ロシア、平成 19 年）
、エカ
テリンブルグ（ロシア、平成 20 年）で
開催されたワークショップに続く第 3 回
目ですが、日本で開催された最初のワー
クショップになります。ワークショップ
では、ロシア（14 名）に加えてアメリカ、

ドイツ、フランス、インド、オーストラ
リアなどから合計 23 名の研究者と国内の
研究者 66 名を交え、講演 52 件、ポスター
発表 33 件の研究発表を通じて活発な討
論が行われました。古くから天然に存在
するマグネタイト（Fe3O4、磁鉄鉱）が人々

を魅了し、磁気カードや磁気ヘッドなど
身の回りでさまざまな磁性体が活躍して
いるように、遷移金属元素や希土類元素
を構成要素とする磁性体は基礎科学や応
用科学の対象として幅広く研究されてき
ました。分子磁性は、このような元素自
身が元来持ち合わせている原子の性質を
活かす従来の磁性とは異なり、分子を構
成することにより人工的に作られる磁性
を研究対象としています。金属クラスター
などのような少数の金属元素と配位子で

構成される多核金属錯体の磁性をはじめ
として、単一分子磁石や本来磁石とは無
縁と考えられてきた有機分子の磁性など、
磁性の起源である電子スピンが分子の構
造に起因して示す新しい物性・分子量子
機能の解明が行われています。大阪市立
大学は、国際的にも分子磁性研究の中核
拠点として中心的な役割を担い、高いア
クティビティーを維持しています。本ワー
クショップでは、分子のなかの電子スピ
ンが介在する複雑な磁性の理論、磁性物
質の開発、磁性機能の制御、分子スピン
の新規な応用など、化学や物理学にわた
る幅広い領域の研究者によって最新の研
究成果が示され、議論が交わされました。
日本 - ロシア分子磁性・スピンデバイ
スワークショップが閉幕した翌日（11 月
19 日）には、本学学術情報総合センター
に舞台を移し、理学研究科主催の第 14
回物質分子系専攻国際シンポジウム「化
学とトポロジー」を開催しました。本学
重点研究「結び目を焦点とする広角度の
数学拠点の形成」支援のもと、ロシア (6
名 )、アメリカ (2 名 )、ドイツ (1 名 ) か
らの研究者を招くことができ、国際色豊
かな先端分子科学の国際研究集会となり
ました。これらの連続した国際研究集会
は、本学大学院学生の国際性を育むよい
機会であったと思われます。
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日本学術振興会「国際交流事業」部門のプログラムに３件採択
組織的な若手研究者等海外派遣プログラムに
「数学研究所がリードする数学・数理科学の国際的若手研究者の育成」が採択
日 本 学 術 振 興 会 は、 大 学 院 生、 ポ ス

ドクを含む若手研究者らに海外研究の機
会を組織的に提供する事業を助成するこ
とにより、国際的な視野に富む有能な研
究者養成を目指しています。今回、それ
を実施する組織的な若手研究者等海外派
遣プログラムに、理学研究科の数学研究
所（Osaka City University Advanced
Mathematical Institute 略称 : OCAMI、
http://math01.sci.osaka-cu.ac.jp/
OCAMI/index.html）を基軸とする事業
「数学研究所がリードする数学・数理科学
の国際的若手研究者の育成」が採択され
ました。数学研究所は、5 年間の 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」が 2003 年に採
択されたのを契機に設立され、世界をリー
ドする結び目研究に代表されるハイレベ

ルの数学・数理物理の国際的研究教育拠
点形成は、21 世紀 COE プログラム終了
後の事後評価（総括評価）において最も
高い評価を受け、現在恒久的な形態への
移行を進めています。今回採択された 3
年間の本事業では、2010 年 3 月に、ま
ず 3 名をアメリカ、台湾、韓国に派遣し、
2010 年度は 22 名を 10 カ国に派遣する
予定です。今後も、数学研究所員を主体
として、数学および数理科学（物理、物
質科学、化学、生物科学、地球科学など
関連理学分野）の有望な若手研究者たち
の中長期派遣を積極的に推進し、本学の
数学・数理科学分野の国際的ネットワー
クの一層の発展を目指します。
（本事業 Web Page http://math01.
sci.osaka-cu.ac.jp/~ohnita/
WakateHakenOCAMI.html）

二国間交流事業－共同研究・セミナー－のプログラムに
「組合せ論への応用を伴ったトーリックトポロジー」（数学分野）と
「ゲージ理論と弦理論の双対性に立脚する可積分性の統合」（物理分野）が採択

ピックの公式
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日本学術振興会とロシア基礎科学財
団 (Russian Foundation for Basic
Research：略称 RFBR) は、自然科学（人
文・社会科学における自然科学との融合
領域を含む）分野において、日本の研究
者とロシアの研究者が協力して行う共同
研究の実施に要する経費を支援していま
す。これまでの個々の研究者交流を発展
させ、日本側、ロシア側それぞれ 10 名
程度のチームを作り、研究交流を通して
持続的ネットワーク形成を目指すもので
す。支援は 2 年間で、最先端の研究の推
進のみならず、未来を担う若手研究者の
育成も重要な目的です。
数学及び理論物理の分野では、日本と
ロシアの科学交流はとりわけ盛んです。
2010 年度、本学理学研究科教員が代表者
である上記プログラム：
「組合せ論への応
用を伴ったトーリックトポロジー」
（数学
分野）と「ゲージ理論と弦理論の双対性
に立脚する可積分性の統合」
（物理分野）
が採択されました。採択件数 12（申請件
数 51）の内の 2 件が上記のプログラムで
あったことは、本学理学研究科が行って
いる基礎研究のレベルの高さを表してい
ます。共同研究・研究交流の具体的内容
は以下の通りです。
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「組合せ論への応用を伴ったトーリック
トポロジー」のプログラムは、日本側チー
ム 13 名（内、大学院生 3 名、ポスドク 2
名）、ロシア側チーム 9 名（内、大学院生
5 名）からなります。これまでに、復旦
大学（上海）
、ステクロフ研究所（モスク
ワ）で開催された国際会議に参加・講演し、
研究発表を通して研究交流を行いました。
今後、国内研究集会、集中講義、ハバロ
フスクでの国際会議の開催を予定してい
ます。
「ゲージ理論と弦理論の双対性に立脚
する可積分性の統合」のプログラムでは、
今年度既にメンバーの何人かがスウェー
デンの国際会議及びトリエステの国際研
究会に参加・講演し、ロシア側メンバー
との打ち合わせ、研究交流を行いました。
日本側メンバー内では、大学の枠を超え
た活発な共同研究が既に行われており、
拡大メンバーからなる持ち回りワーキン
グセミナーを隔月で実施し、さらなる進
展を図っています。9 月にはモスクワで
行われるロシア側主催の国際研究会に出
かけ、本格的な共同研究を行いました。
本プログラムの終了時には、区切りとな
る国際会議を大阪市立大学で開催するこ
とを計画しています。

TOPICS
数学科

擬等角写像と単葉な調和写像
複素平面の領域上の等角写像は、
各点で方向微分の絶対値が方向によ
らず一定であるという性質で特徴づ
けられます。その一般化である K
擬 等 角 写 像 (K ≧ 1) は、Beltrami
方程式とよばれる偏微分方程式の解
であり、ほとんどすべての点で方向
微分の絶対値の最大値と最小値の比
が一様に K 以下になるという性質
を持ちます。
単位円周の向きを保つ自己同相
写像 f で単位円板への擬等角拡張を
許すものを擬対称関数とよびます。
正規化された擬対称関数の全体は、
Douady-Earle 拡 張 等 の 擬 等 角 拡
張を通して、普遍タイヒミュラー空
間とよばれる、複素解析において大
変重要な空間と同一視することが出
来ます。擬対称関数 f の単位円板へ
の調和拡張であるポアソン積分 P (f )
は、f のコーシー積分 C (f ) とよばれ

佐官謙一

る正則関数と反正則関数の和に表さ
れます。P (f ) は単葉な調和写像であ
り、C (f ) は等角写像であることが
知られていますが、右図の例のよう
な f に対して P (f ) は擬等角写像で
はありません。10 数年前に、私は
共同研究者 Partyka と P (f ) が擬等
角であるための条件を論じ始めまし
た。Pavlovic、Kalaj、Mateljevic
等もそのような研究を行い、現在で
は、P (f ) が擬等角であるための必要
十分条件は、P (f ) が双リプシッツ
写像であることという結果が知られ
て い ま す。 そ の 後、P (f )(0)= 0 を
みたし P (f ) が K 擬等角な f に対し、
P (f ) の双リプシッツ定数の上からの
評価および C (f ) の微分の絶対値の
下からの評価において、K が 1 に
近づくときに漸近的にシャープとな
る不等式を論じてきました。
擬対称関数 f に対し、P (f ) の自然

な変分から生じる正則運動、C (f )
のシュワルツ微分等の特性を調べ、
f に付随する種々の等角不変量、普
遍タイヒミュラー空間の研究との関
連性を考察していきたいと思ってい
ます。

物理学科

高次元ブラックホール
アインシュタインの相対性理論で
は、我々の住む宇宙を時間 1 次元
と空間 3 次元をあわせた 4 次元時
空として扱います。ところが、最新
の素粒子論においては、相互作用の
統一理論の有力候補である超弦理論
などから、時空の次元が 4 より大
きいこと、つまり、私たちは高次元
時空に住んでいることが示唆されて
います。余分な空間次元の存在を検
証するには、ブラックホールのよう
な強い重力場に関する物理現象が鍵
となると考えられています。素粒子・
宇宙・数理物理のグループでは、高
次元時空におけるブラックホールの
理論的研究を推し進め、次のような
成果を挙げています。
余分な次元が日常的に認識されな
いのは、小さく丸まっているからだ
という仮説があります。このような

石原秀樹、安井幸則、中尾憲一

性質をもつ 5 次元ブラックホール
をアインシュタイン方程式の解とし
て構成しました。4 次元のブラック
ホールのホライズンが球面なのに対
して、ここで発見したブラックホー
ル解のホライズンには、レンズ空間
と呼ばれる、球面と異なるトポロ
ジーをもつものがありました。また、
2 個のブラックホールが合体する過
程でホライズンのトポロジーが変化
することも明らかにしました。
４次元の回転するブラックホール
時空には、共形キリング・矢野テン
ソルと呼ばれる特別なテンソル場で
記述される“隠れた対称性”が存在
することが知られています。このよ
うな対称性は高次元のブックホール
時空にも存在するのでしょうか？
我々は、隠れた対称性の存在を仮定
すると、すべての次元でブラック

ホール時空の形が一意的に決まって
しまうことを証明しました。共形キ
リング・矢野テンソルは高次元時空
を理解する鍵になるかもしれませ
ん。
高次元時空のブラックホールの質
量は素粒子と同程度であることが可
能で、スイスのジュネーブにある欧
州共同利用原子核研究所における高
エネルギー加速器（Large Hadron
Collider）における陽子の衝突実験
や、超高エネルギー宇宙線が大気に
衝突する際に高次元ブラックホール
が生成される可能性が指摘されてい
ます。その生成確率を計算するため
に、高次元ブラックホールが形成さ
れる条件について“高次元フープ予
想”を提案しました。

（背景はブラックホールの大域構造を表す共形図）
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化学科

地球学科

分子スピン量子コンピュータへの挑戦
現在のコンピュータは、集積回路
の高密度化が進むことにより、日進
月歩で発展しています。この高密度
化により、集積回路を構成するトラ
ンジスタの大きさは 10 ナノメート
-8
ル（10 m）に迫るところまでき
ました。このナノメートルサイズの
世界では、量子論の原理で初めて理
解することのできる不思議な世界が
出現し、すべての情報を 0 または 1
で表現するこれまでのコンピュータ
の動作原理が使えなくなると予想さ
れます。そのような中で、量子コン
ピュータは、同時に 0 でも 1 でも
あるような物理状態の量子力学的な
振る舞いを利用し、これまでのコン
ピュータと動作原理を全く異にする
次世代の情報処理システムとして期
待されています。
電子や核のスピンは、2 つの離散
的な状態を情報に符号化できる理想

的な量子情報（量子ビット）の担い
手であり、量子コンピュータを実現
するビットリソースとして提案され
ているものの中でも、有力なリソー
スの一つです。多数のスピン（量子
情報）を自在に操ることができるよ
うになれば、量子状態に特有な重ね
合わせ・絡み合い状態を用いた新し
い情報処理システムを実現すること
ができます。最先端のパルス分光技
術は、短い時間で分子内のスピン
を 操 作 し、 ス ペ ク ト ル 情
報を変換することを可能
に し ま す。 ス ペ ク ト ル 情
報 を 変 換で き、 分 子 の ス
ピン量子状態を人工制御
できるスピン位相技術は、
情報の新技術といえます。
こ れ ま でに、 こ の 新 し い
スピン位相制御技術を利
用 し て、 電 子 ス ピ ン と 核

佐藤和信
スピンからなる量子絡み合い状態の
制御・操作を行い、電子スピンや
核スピンのスピノール性（4 π周期
性）を実証しました（電子スピンで
は世界初）。私たちは、分子設計の
自由度をもつ多電子スピン系の開発
と量子位相操作を実現する多周波多
重共鳴技術により、物質系スピン量
子ビットを利用する化学量子シミュ
レータや分子スピン量子コンピュー
タの実現を目指しています。

初めて実験的に証明された電子スピンの
スピノール性（4 π周期性）

生物学科

アフリカのタンガニイカ湖魚類の高度な社会と群集構造
霊長類や鳥類の行動や社会は古く
から研究されてきました。近年ス
キューバ潜水での水中観察が可能と
なるにともない、行動や社会の研究
にとって魚類が最適な研究対象の１
つとなってきました。動物機能生態
学研究室では、子育てをするタンガ
ニイカ湖カワスズメ科魚類を、脊椎
動物の社会進化を考える上での優れ
たモデル生物ととらえ、野外調査及
び水槽実験を行っています。その中
にはスイスのベルン大学などと共同
研究しているテーマもあります、最
近では、
ほ乳類や鳥類で知られる「共
同繁殖」
が魚類でも存在することを、
我々がはじめて発見しました。さら
に昨年は、
この共同繁殖の成立には、
雌による父性の操作が不可欠である
ことを水槽実験により実証しました
（図 1）
。これは脊椎動物で始めての
実証研究であり、海外からも大きく
06

注目されています。また、これら魚
類の個体認知・記憶・空間認識・類
推力、そして社会性が従来の予測よ
りもはるかに高いことを明らかにす
るなど、我々の研究は動物行動学の
発展や動物の社会進化の理解に大き
く貢献しています。
群集生態学にとっても、タンガニ

Graduate School of Science / Faculty of Science, Osaka City University
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イカ湖の魚類群集は優れた研究対象
であり、画期的な成果がいくつもあ
がっています（図 2）。特に競争関
係にある近縁種の共存機構や種多様
性の維持機構の解明が期待されてい
ます。同時にこれらの成果は自然保
護を考える上で貴重な資料を提供し
ます。

地質情報の発信に向けた３次元地質モデリング
地質情報は我々の生活の基盤を支
える時空間情報の重要な要素の１つ
です。環境や防災などの問題解決、
あるいは地下利用などには、地質情
報は不可欠であり、その必要性は高
まっています。このような社会の要
求に答えるためには、高精度で信頼
性の高い地質情報を、各種の問題解
決に有効に利用できる情報として発
信することが大切です。このために
地質学に基礎をおいた地質情報の処
理・活用に関する理論の構築、およ
びそれらの理論に基づいた地質情報
のモデル化や結果を可視化するため
のソフトウェアやシステム開発の研
究を行っています。近年は地質学的
な各種情報（ボーリングデータ、野
外調査データなど）をデータベース
化し、地質構造を論理的なモデルと
して表現し、GIS（地理情報システ
ム）を用いて３次元空間の地質分布

升本眞二

図 １： 大 阪 市 西 北 部
のボーリングデータと
地質境界面の表示例

図２：任意の位置で
作成した２つの地質
断面図の表示例

を表す３次元地質モデルを構築する
研究や一般的なホームページで見る
ことができる Web-GIS を用いて、
これらの地質情報を発信する研究な
どを中心に行っています。具体化の
例として、大阪市西北部の表層部の
３次元地質モデルを大阪市のボーリ
ングデータから構築し、地面の下の
地層分布の情報を自由に切り出して
見ることができるシステムを開発し
ました。図１はモデリングに用いた

大阪市のボーリングデータとそれら
から推定した地質の境界面の表示例
で、図２は３次元地質モデルから作
成した地質断面図の表示例です。こ
れらはバーチャルリアリティーモデ
ルとして表現しており、Web 上で
自由に拡大・縮小や回転などが可能
です。今後、より精度の高いモデル
構築に向けた理論やソフトウェア・
システムの開発を行い、実用化を進
めていきます。

❖ 理科選択コースの始動 ❖
理学部の一般入試では平成２１年度から「理科選択コース」が設けられ、新しい学部教育の体制がス
タートしました。このコースは前期入試のみでの募集で定員は９名。入学後、１年次終了時に 物理、化学、
生物、地球の４学科の中から、自分の希望する専門学科を自由に選ぶことができる制度です。ちょうど
この春、１期生が各学科へ進みました。
大学は高等学校までの教育課程と異なり、自分自身が主体となって将来を切り開いていくための場と
いえます。理学部は自然の奥にある規則性や関係性を見出すことを使命としています。自ら見いだした
ものを社会に発信、提案していくためには、学際的であり、境界領域を包括する知見も必要になってき
ます。できるだけ早い時期から自ら発見する能力と豊かな知識を育てることで、社会との関係性を深め
ることが可能になります。理科選択コースでは、１回生において、幅広い自然科学分野を探索し、それ
らの知見を身につけるとともに、本当に自分の目指す道をじっくりと時間をかけて考え、確かめること

図１：共同繁殖する一妻二夫の
カワスズメ。中央の雌が産卵場
所を選ぶことで大雄 ( 右 ) と小
雄の受精をたくみに操作する。
小雄の頭上に卵が見える。

ができます。しかし、専門学科の１年次のカリキュラムから極端に離れたり、履修科目数の面で欲張り
すぎると負担が大きくなり現実的には大変です。そこで理科選択コースでは、２つ、ないし３つの専門
学科を念頭に置き学習しながら、２回生になるときまでに自分の進む専門学科をひとつに絞り込むこと
を推奨しています。無理のない単位習得で１年以内での目標を達成できるよう受講計画を立てることが
できます。また、単位習得過程で、多くの先輩や教員と交流することができ、自分が最終的に選択する
専門以外にも広く知見を広げることができます。このコースで学んだ学生の中には「自分の目標はしっ
かり持っているが、幅広い考え方を得たい」という理由で入学した人もいます。様々な異なる分野を目
指して学ぶ友人に出会うことも得難い経験です。理科選択コースでは、このように各自が１年間の自分

図２：タンガニイカ湖の
カワスズメ類の魚類群集。
まるで水族館のよう。

探しの旅を有意義に進められることを目指しています。
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数学や理科の好きな
高校生のための

市大授業

（1）組織／学生

理学部では、数学や理科が好きな高校生や予備校生の皆さんを対象とした『市大授業』を開催しています。理学部の教
員が、数学、物理学、化学、生物学、地球学の５つの分野のから90分間、科学の重要な発見やその歴史的な背景から最先
端の研究まで、講義や実演を通し語ります。自然科学の楽しさに触れ、市大の雰囲
春
秋
気を感じてもらえるよい機会になればと思っています。また、2008年からは文学部
2004年
398
209
の市大授業と合同開催しています。これまでの参加者には、大学進学を目指す高校
2005年
294
148
生・予備校生の他に、少数ですが就職を目指す生徒さんや、高校の先生や父兄の方
2006年
444
173
もいらっしゃいます。授業は、わかりやすくなるよう心がけていますが、少し高度な内
容にふれることもあります。それは高校で学んだその先で出会う、広大な科学の世
界の一端を見て感じてもらいたいからです。少し背伸びをして、すぐにわからなくて
も、やる気さえあればいつかそこへ到達できます。科学の知識は過去から継承され、
発展し、また未来へ向けて受けつがれています。次世代をになう高校生や予備校生
の皆さんに、その一端を伝えることができれば、と願っています。

2007年

416

157

2008年

316

76

2009年

613

48

市大授業の参加人数

2009年春の市大授業：高校生の感想

大学院

学部

しだい

女性

合計

男性

女性

合計

男性

女性

合計

1 年生

131
（0）
｛2｝

37
（0）
｛0｝

168
（0）
｛2｝

85

30
（1）

115
（1）

12
（2）
〔2〕

3
【1】

15
（2）
〔2〕
【1】

2 年生

148
（0）{6}

49
（0）{2}

197
（0）{8}

65
（5）
｛3｝

24
｛1｝

2
（1）

19
（2）
〔5〕
｛1｝
【2】

大学ではまだまだ知らない実験が多く行われていることが分かりました。
そして、今もまた新しい実験が行われていて、宇宙について多くのことが明
らかになっているのに驚きました。

113
41
154
（0）
〔0〕{0} （0）
〔1〕{2} （0）
〔1〕{2}

ー

ー

ー

4 年生

159
35
194
（1）
〔2〕
｛3｝（0）
〔1〕
｛0｝（1）
〔3〕
｛3｝

ー

ー

ー

）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、
｛

男性

女性

合計

研究生

8

1

9

科目履修生

5

6

11

（

2009 年 4 月 29 日（水・祝）、全学共通教育棟
後半：午後 3 時 00 分〜午後 4 時 30 分
高エネルギーガンマ線で見る宇宙
物理学科 教授 林 嘉夫 （定員 100 名、講義）
やさしい化学結合論
化学科 教授 岡田 惠次 （定員 100 名、講義）
大災害時代を生き抜く
「水都大阪」の視点
地球学科 准教授 原口 強 （定員 100 名、講義）

｝内は休学者数、
【

2009 年 10 月 12 日（月・祝）、
全学共通教育棟

前半：午後 1 時 00 分〜午後 2 時 30 分
集合と論理の話
数学科 講師 伊達山 正人 （定員 100 名、講義）
目で見る酵素の化学
化学科 教授 神谷 信夫 （定員 100 名、講義）
コンピュータで描く地形図と地質図
地球学科 教授 塩野 清治 （定員 100 名、講義）
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後半：午後 3 時 00 分〜午後 4 時 30 分
物質と反物質の対称性
―小林・益川理論とその検証―
物理学科 准教授 寺本 吉輝 （定員 100 名、講義）
植物の形
―環境シグナルによる制御―
生物学科 講師 曽我 康一 （定員 100 名、講義）

Graduate School of Science / Faculty of Science, Osaka City University

】内は日本学術振興会特別研究員（DC）数

女性 ( 人数 )

平均年令

本学出身者 (%)

教授

48

1

55.0

24.5

准教授

43

2

46.7

26.7

講師

18

1

42.4

5.3

助教

1

0

ー

ー

特任教員

11

2

ー

ー

博士研究員等

33（5）[3]

6（1）[0]

ー

ー

）内は外国人数、[ ] 内は日本人学術振興会特別研究員（PD）数

大学院

（

前期

後期

男性

女性

合計

男性

女性

合計

男性

女性

合計

ー

ー

123
[9]｛16｝

ー

ー

82

ー

ー

41

志願者数

538
165
703
133
｛9｝
（1）[18]｛39｝（0）[14]｛24｝（1）[32]｛63｝ （0）

42
（1）
｛2｝

175
（1）
｛11｝

12
（2）
【2】

4
（0）
【0】

16
（2）
【2】

入学者数

117
32
149
85
（0）[4]｛12｝
【1】（0）[4]｛5｝
【0】（0）[8]｛17｝
【1】 （0）｛9｝

30
（1）
｛1｝

115
（1）
｛10｝

12
（2）
【2】

3
（0）
【0】

15
（2）
【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、
【

】は社会人特別選抜による人数

(5) 教育／在学・卒業
学部

秋 の市大授業

ー

男性 ( 人数 )

学部

入学定員

柔らかい幾何学への招待
数学科 教授 枡田 幹也 （定員 100 名、講義）
電子はミクロな磁石 ー化学結合から分子磁石までー
化学科 教授 手木 芳男 （定員 100 名、講義）
生きた細胞でタンパク質の動きを見る
生物学科 准教授 中村 太郎 （定員 100 名、講義）

ー

（4）教育／入学

先生が外国に行って調査を行ったり、学生さんが３D の画像を作って下さったり、津波が来た時の映像を見れたりとびっ
くりすることがいっぱいありました。高校では地学の授業がないので残念に思っていて、大学では地震や火山・気象などに
ついて知れたらいいなと思っています。

前半：午後 1 時 00 分〜午後 2 時 30 分

ー

(3) 組織／教員

モニターを使って分子を立体的に見れたことが感動しました。今まで、立体で見たことがなかったから『スゲー』って思いま
した！

春 の市大授業

10
48
38
〔3〕
｛1｝（5）
（4）
〔2〕
｛2｝
【7】（1）
〔5〕
｛3｝
【7】

551
162
713
150
54
204
67
15
82
（1）
〔2〕
｛11｝
（0）
〔2〕
｛4｝
（1）
〔4〕
｛15｝
（5）
〔0〕
｛3｝（1）
〔0〕
｛1｝（6）
〔0〕
｛4｝
（7）
〔9〕
｛3｝
【9】
（2）
〔3〕
｛1｝
【1】（9）
〔12〕
｛4｝
【10】

市大で行われる普段の化学の授業の仕方に興味を持ちました。

蛍光蛋白質の色がたくさんあってとてもきれいだった。話は難しかったけど生きた細胞を観察できるのはすごいと思う。高
校では受けられないような授業だったのでとても良い思い出になった。

89
17
（5）
｛4｝ （1）
〔5〕
｛1｝
【2】

3 年生

(2) 組織／研究生・科目履修生

大学の授業がどんな感じなのか体験できてよかったです !! 内容は難しかっ
たけど、高校で習うのは数学のほんの一部で、まだまだいろいろ深い内容が
あるんだなあと思いました。

後期

男性

合計
（

前期

大学院
前期

後期

入学料・授業料免除申請者数／採用者数

91 ／ 64

51 ／ 27

13 ／ 9

日本学生支援機構申請／採用者数

48 ／ 26

75 ／ 70

8／8

その他の奨学金採用者数

7

2

0

日本学術振興会特別研究員（DC）

ー

ー

10

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

0

44

17

173

79

19

48

16

ー

※専門教育科目分
Graduate School of Science / Faculty of Science, Osaka City University
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(6) 教育／卒業・進路

大学院

（9）研究／外部資金

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 *

176

79

19

（内）就職者数

34

47

9

（内）進学者数 **
（内）その他
その他特記事項
（学生の受賞など）

前期

後期

121

19

1

21

13

9

Asian Conference on Quantum Information Science ポスター賞、Latinoamerican Symposium on Coordination and
Organometallic Chemistry ポスター賞、錯体化学討論会学生講演賞・ポスター賞、天然有機化合物討論会奨励賞、有機典型
元素化学討論会ポスター賞 、基礎有機化学討論会ポスター賞、日本時間生物学会学術大会優秀ポスター賞、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、日本第四紀学会奨励賞、地質汚染－医療地質－社会地質学会奨励賞、日本情報
地質学会論文賞

物質分子系

生物地球系

著書（共著を含む）

2

17

31

原著論文

10

0

22

総説

2

3

10

研究発表（内招待講演）

323(118)

196(19)

207(21)

著書（共著を含む）

10

4

1

原著論文

236

62

92

総説

0

0

7

国際会議の研究発表（内招待講演）

159(85)

82(19)

57(9)

1/0

3/1

1/0

本
語
外
国
語

特許（申請数／公開数）
受賞

石原秀樹、松野研 ( 日本物理学会論文賞 )；宝利剛、大田武志、安井幸則 (Classical and Quantum Gravity 誌 Highlight
of 2009)； 中沢浩 ( 文部科学大臣表彰科学技術賞 )；鈴木修一 ( 有機合成化学協会研究企画賞 )；工位武治 (International
EPR(ESR) Society Silver Medal for Chemistry 2009)；寺北明久 ( 日本動物学会賞 )；足立奈津子、江﨑洋一、劉建波 ( 日
本古生物学会優秀ポスター賞 )；足立奈津子、江﨑洋一、劉建波 ( 日本地質学会優秀ポスター賞 )

(8) 研究／代表的な業績

Asymptotic uniqueness for a biharmonic equation with nearly critical growth on symmetric convex domains
( 対称凸領域上の近臨界増大度を持つ重調和型方程式に対する漸近的一意性 )
Funkcialaj Ekvacioj 52, 213-232 (2009).
On Auslander-Reiten components and trivial source lattices for integral group rings
( 整群環におけるアウスランダー・レイテン連結成分と自明なソースを持つ表現加群について )
Journal of Algebra 322, 1395-1405 (2009).
Measurement of the differential branching fraction and forward-backward asymmetry for B → K(*) ℓ+ℓ(B → K(*) ℓ+ℓ- 反応での前後方非対称性と微分分岐比の測定 )
Physical Review Letters 103, 171801-1 – 171801-6 (2009).
Effect of repulsive and attractive three-body forces on nucleus-nucleus elastic scattering
（原子核－原子核弾性散乱における引力的および斥力的三体核力の効果）
Physical Review C 80, 044614-1 – 044614-18 (2009).
Iron-catalyzed dehydrogenative coupling of tertiary silanes
（鉄触媒による３級シランの脱水素カップリング）
Angewandte Chemie International Edition 48, 3313–3316 (2009).
Location of chloride and its possible functions in oxygen-evolving photosystem II revealed by X-ray crystallography
（X 線結晶解析により明らかにされた酸素発生光化学系 II の塩化物イオンの位置と機能）
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106, 8567–8572 (2009).
Living on the wedge: female control of paternity in a cooperative polyandrous cichlid
（巣の形状を利用した共同繁殖魚の雌による父性の操作）
Proceedings of the Royal Society London B 276, 4207– 4214 (2009).
Two fission yeast Rab7 homologs, Ypt7 and Ypt71, play antagonistic roles in the regulation of vacuolar morphology
（分裂酵母の Rab7 の２つのパラログは液胞形態の調節に関して、逆の役割を果たす）
Traffic 10, 912–924 (2009).
Polarized infrared spectroscopic study of diffusion of water molecules along structure channels in beryl
（偏光赤外分光法による緑柱石構造チャネルに沿った水分子の拡散の研究）
American Mineralogist 94, 981–985 (2009).
BS-Horizon により推定した 3 次 B ‐ スプライン曲面の活用法
（Practical use of cubic B-spline surface derived from BS-horizon - Case study on extraction of geomorphological characteristics -）
情報地質 20, 3–16 (2009).
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科学研究費（代表）

70

25,960

科学研究費（分担 *）

22

4,324

その他の公的研究費

40

226,559

民間財団等研究助成金

11

28,452

民間企業等受託研究費

8

6,060

日本学術振興会特別研究員奨励費 **

17

1,210

7

年間 1 千万円を超えるもの

数物系

日

研究費総額 ( 万円 )

その他

*（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数は、留学、研究生を含む

（7）研究／研究発表・受賞

採択数（新規＋継続）

12,571

文部科学省・日本学術振興会（代表 : 枡田幹也、築部浩、大船泰史、神谷信夫、宮田真人、飯野盛利、
益田晴恵、分担 : 荻尾彰一）、科学技術振興機構・CREST( 代表 : 橋本秀樹、分担 : 佐藤和信 ) 、科学技
術振興機構・A-STEP( 代表：橋本秀樹 ) 、科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発事業 ( 代表 :
畑徹 )、元素戦略 ( 分担 : 佐藤和信 )、NEDO イノベーション推進事業大学発事業創出実用化研究開発
事業（代表 : 中沢 浩）、国際協力プログラム（代表 : 橋本秀樹）、日産科学技術振興財団（代表 : 橋本
秀樹）、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）、環境省・地球環境総合
研究推進費（代表 : 山倉拓夫）

* 本学理学研究科事務で経理を行っているもの
** 外国人特別奨励研究費を含む

(10) 社会貢献／一般向け
高大連携事業 *

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』、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）、第
41 回国際化学オリンピックイギリス大会 日本代表候補の学習支援（チューター）、バイオって何やろ―2009、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

生涯教育事業 *

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、小学校理科指導力向上研修、教職員夏期研修講座、
教職員免許更新講習、かたの環境講座、花と緑の講座、サマースクール in きさいち、森の教室、大阪市立自然史博物館「ジ
オラボ」、関西自然保護機構、山陰海岸ジオパーク推進協議会

産学連携事業 *

大阪市立大学ニューテクガイド 2009、バイオ産業研究会 2009（大阪市立工業研究所との連携）、イノベーション・ジャパ
ン 2009 大学見本市、新技術説明会 ( 大阪市立大学、大阪府立大学 )、「大阪平野の水資源を考える－大都市周辺の水環境
とその有効利用－」

* 個人レベルの対応は除く

（11）社会貢献／学会関連
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

11

6

5

国際シンポジウムの開催数

13

2

0

数物系

物質分子系

生物地球系

7

1

3

67

19

22

（12）国際交流
外国人研究者の受け入れ人数（１ヶ月以上）
（１ヶ月以下）

（

大学院在籍留学生数

3

1

13

国外への研究者の派遣・出張

99(32)[8]

33(9)[2]

42(8)[3]

）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、代表者）
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
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 明夫
橋本 秀樹
神田 展行

液胞をターゲットとする新規抗真菌化学療法の開拓
安心な野菜のための有機栄養補助液の開発

田中 俊雄
平澤 栄次

都市生態系の生物学の展開

幸田 正典

■ これらのデータは、2009 年 4 月から 2010 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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