
 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 超流動ヘリウムの相転移現象および流体力学的現象 

氏名・所属 等 石川 修六、理学研究科・数物系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

   研究内容 

    凝縮系としての量子液体、量子固体についての研究、および超低温開発を行っている。 

   主な研究テーマ（超流動ヘリウム３を中心に） 

 凝縮相として超流動ヘリウム３の相転移現象の研究 

超流動状態への転移は気化熱、凝固熱などの潜熱を伴う通常の転移ではなく、２次相転

移と呼ばれ、例えば超流動相への転移に際し過冷却は絶対に起こらない。しかし、超流

動相内では通常の相転移（１次相転移）により異なる相へ転移する。 

 量子流体としての超流動ヘリウム３の流体力学的ダイナミクスの研究 

複数の成分からなる流体であっても、通常は１つの速度場しかない。１つの成分からな

る超流動流体であっても、２つの異なる速度場をもつ特徴がある。そのうち１つは常に

流体全体が関与する超流動速度場であり、逆にもし流れを制御すると超流動状態を支配

することが出来ることになる。 

 量子流体としての超流動ヘリウム３の輸送現象に関する研究 

１つの成分からなる流体での輸送現象では粘性、熱伝導があるが、ヘリウム３ではスピ

ン拡散が加わる。相転移より高温でおこる超流動ゆらぎを、輸送現象の測定より研究で

きることは興味深い。 

 量子スピン流体としての超流動ヘリウム３の磁気現象の研究 

スピンを持つヘリウム３原子核の集団は小さな磁石の集団として振る舞う。凝縮相では

磁石の向きが制限されるために磁気的な相互作用が顕著になり様々な興味深い現象が

発現する。 

   測定技術・低温技術 

 核磁気共鳴法（ＮＭＲ）- - - 最近の医療分野で威力を発揮している画像診断方法であ

るＭＲＩは核磁気共鳴法を応用したものである。磁気現象の解明以外にも、上記の複数

の研究テーマで有効な測定手段である。 

 音波測定 - - - 量子流体を伝わる波の種類は４種類以上ある。通常の粗密波（圧力波）

とは異なり、２つの速度場と関係する可聴音の低温度域での音波測定である。 

 振動体による流体測定 - - -  流体の速度やエネルギーのロスに関する研究のために、

非常に細い線材を流体中で振動する技術を開発している。 

 低温生成および維持 - - - 希釈冷凍機と核断熱消磁法により 0.001 [K] 以下の温度を

作ることが出来る。設計では熱侵入をどれだけ低くするかが重要である。低温技術だけ

でなく真空技術、温度計測技術が重要である。 

キーワード 
凝縮系、超流動ヘリウム、量子液体、量子固体、低温生成、核磁気共鳴、 

相転移現象、超伝導、希釈冷凍機、冷凍機、低温温度計測 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 遷移金属錯体による分子変換反応 

氏名・所属 等 板崎 真澄、理学研究科・物質分子系専攻、講師 

 

＜概要＞ 

環境や外部刺激により可逆的に変色する現象、クロミズムは、熱によるサーモクロミズムや光による

フォトクロミズムが代表的な例であり、アクセサリー、色で温度を示す温度計や光ディスクなどの記

憶材料への応用が行われ、盛んに研究されている。これらの材料に共通して求められることは、幅広

い色の表現や熱や光に対する応答速度および何回繰り返し使えるか、ということである。一般的にこ

れらの材料としては金属を含まない有機化合物が多く用いられ、熱なら熱、光なら光と同一の外部刺

激により、可逆的に変色する。クロミズムの中でも遷移金属錯体を用いたものは、特にクロモトロピ

ズムと呼ばれ注目されつつある。金属錯体の場合、用いる金属の種類を変化させることで、容易に色

を変えられることや金属錯体の特長を活かした材料の創製が期待できるからである。 

我々は、下図に示したように鉄を中心金属に持つ錯体において光により、1 (黄色) から 2 (オレン

ジ色) に変色し、熱により今度は逆の 2 から 1 へと、異なる外部刺激により色の変化が可逆的に起

こることを見出した。 

 

＜アピールポイント＞ 

通常のサーモクロミズムでは、熱のみによる反応であるために温度を一定に保たなければ、その色を

保持することは出来ない。しかし今回、我々が見出した反応は、有機金属化学の素反応を利用した熱

および光による指向性のクロモトロピズムであり、一度、熱で変色させたものは、温度を変化させて

も元の色には戻らないという利点を有している。また安価な鉄を中心金属に用いている点も利点のひ

とつに挙げられる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

まだ応答速度や繰り返し耐性に問題はあるものの、それらを改善し、幅広い色の表現を実現すること

で光や熱の感知センサーなどの機能性材料として働く可能性が十分にあると考えている。 

 

＜関連する知的財産権＞ 

特になし 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/cc/index.html 
 

キーワード 機能性材料 
 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/cc/index.html�


データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 植物の生物多様性維持メカニズムの解明とその応用 

氏名・所属 等 伊東 明、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

●ボルネオ熱帯雨林の種多様性維持メカニズム ●タイ熱帯季節林の樹木の生物季節 

世界一多様性の高い熱帯雨林（マレーシア・

サラワク州）に大面積調査区をつくって、樹

木の多様性が高い理由を調べています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●熱帯林の劣化評価と修復技術の開発 

 ●雑種タンポポの形成・拡大過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

樹木や草など植物を対象にして、多くの種が共存するメカニズムや遺伝的多様性が高くなるメカニズ

ムを生態学的な手法によって解明することを目指して上記の様な研究を行っています。また、こうし

た基礎的な研究によって得られる成果を環境修復に役立てたり、市民にわかりやすく伝えたりしてい

きたいと考えています。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

環境科学、生態系修復、環境教育、生物多様性保全、熱帯林 

 

キーワード 生態学、熱帯林、生物多様性、外来植物、環境修復 

 

雨期と乾期のハッキリしている熱帯林（タイ・

チェンマイ県）で水撒き実験をして、開花や落

葉など生物季節の変化を調べています。 

市民団体と協力して、西日本の雑種タンポポ拡

大過程を遺伝子解析によって調べています。 

伐採や焼畑による熱帯林の遺伝的、生態的劣化の

評価方法とその修復技術の開発をしています。 

伐採による熱帯林の劣化 

密閉法による挿し木生産 

ミストハウスによる

山引き苗生産 

様々な形態のタンポポの花 

フローサイトメトリーによる

雑種解析結果 

DNA 解析

熱帯雨林の巨木調査

（マレーシア）
すみわけによって共存している８種のフタバガキ科 

スプリンクラーによる熱帯季節林の水撒き実験
（タイ）

（マレーシア）



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 酵素機能の応用開発 

氏名・所属 等 伊藤 和央、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

＜概要＞ 

酵素化学はバイオサイエンスあるいはバイオテクノロジー分野の主軸をなす研究分野の１つである。

我々は、酵素機能の応用を念頭に、これまで微生物に起源を求め、種々の酵素、特にアミラーゼやプロ

テアーゼなどの生産菌を探索し、酵素の産生や分泌機構の解明を行い、酵素の取得法の開発を手がけて

きた。また、新しい酵素の発見と開発を念頭に置き、微生物のみならず動物や植物の生産する、糖質・

糖鎖関連酵素やペプチダーゼなどを中心として酵素を分離・精製し、その酵素化学的・蛋白化学的性質

を詳細に調べ、酵素蛋白の構造と触媒機能の解明を行っている。また得られた酵素を用いて、多糖やネ

オ複合糖鎖の酵素合成や生体分析への応用研究を行っている。  

  

＜アピールポイント＞ 

生体やこれを取巻く環境にとって安全な有用物質の生産法はこれからますます必要とされる。その過

程でおこる化学反応を進行させる触媒として、酵素は最も安全な反応条件下で機能する自然が与えてく

れた理想的な触媒といえる。生体から取り出した酵素の特異的な機能を利用することによって、無駄な

く高収率で特異的に目的とする有用物質を生産、加工することが実現できる。また、生体内の酵素の機

能の解析や調節を通じて病気の診断や治療ができる。 

    

＜利用・用途・応用分野＞ 

食品、医薬、酵素試薬、産業用酵素剤、新素材、生物資源改変、糖鎖工学、糖鎖生物学 

キーワード 酵素、生体触媒、糖質、糖鎖、微生物酵素 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 超弦(紐)と場の量子論による時間・空間・物質の究極構造 

氏名・所属 等 糸山 浩司、理学研究科・数物専攻、教授 

 
＜概要＞ 

「力を媒介する量子」という湯川秀樹の考え方に始まり、南部陽一郎等により発展させられてきた 

場の量子論を、その末裔たちの一人として、超弦理論の過去十数年の目覚ましい進展と融合させ、重

力を含む力の統一理論としてさらに発展させる。その方法論として、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を主なテーマとして掲げる。行列模型による構成を特に念頭に置いている。

 

 
 

 

＜アピールポイント＞ 

南部陽一郎氏の率いた研究室の系譜を継ぐ研究室。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

科学のもっとも根源的な研究分野。エネルギー・環境問題に於いて大きな役割を果たし、長いスパン

では医療にも大きな影響を与える。湯川のπ中間子はその典型的な例である。 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/phys/mathsci/ 
 

キーワード 時間・空間・物質、可積分性の統合、matrix model, string theory

 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/phys/mathsci/�


データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 細胞の生・死・分化に関わる生体物質の構造と機能 

氏名・所属 等 臼杵 克之助、理学研究科・物質分子系専攻、講師 

 
＜概要＞ 

研究内容：生体の機能がどのようにして発現しているの

か、そのメカニズムを有機化学的な手法で探究し、生命現

象、とくに細胞の生・死・分化の制御を担っている物質の

機能を分子レベルで明らかにするために、 

1. かたちを知る（構造解析） 

2. つくる（全合成） 

3. はたらきを知る（生物活性評価） 

4. かたちとはたらきとの関連を知る（構造活性相関） 

5. 新しいはたらきをする分子をデザインする（生体類似機能物質の創製） 

といったアプローチから研究を行っています。 

 

微生物が生産する特異な生物活性をもった化合物の構造決定・構造活性相関： 

免疫不全状態における真菌の日和見感染によって引き起こされる重篤な深在性真菌症（Candida 
albicans によるカンジダ症や Aspergillus 属によるアスペルギル

ス症など）がとても深刻な問題となっています。真菌に特異的な細

胞壁の合成阻害は菌糸形態異常を引きおこすと考えられるので、真

菌に対して選択的に作用し、ヒトに対する副作用を示さない抗真菌

性抗生物質を探索すべく、糸状菌の菌糸における形態異常を指標と

するスクリーニングを行いました。 

Streptomyces sp. HA 125-40 株が Mucor mucedo IFO 7684 に形態

異常を誘起する抗菌活性物質を産生することを見いだし、その活性

本体が cyclothiazomycin B1 であると同定しました。 

 

生物活性物質の含フッ素アナログ合成を指向した含フッ素有機化合物の合成反応開発： 

光学活性Garnerアルデヒドから容易に調製さ

れる炭酸エステルの水素化分解反応を鍵段階

とする経路でアスパラギン含フッ素イソスタ

ーを合成しました。 

 

＜アピールポイント＞ 

生物が長い進化の過程で獲得した機能とそれらに関与する生体物質の構造を解明することは、生物の

生命体としての設計思想とその生存戦略を理解することでもあります。系統的かつ組織的に化合物を

探索し，生命現象を解明するためのツールとして活用していくうえで、微生物が生産する低分子有機

化合物の構造および生物活性の多様性は魅力的で、強力なバイオプローブになります。活性発現に必

要な化学構造を描出できるようになれば、医薬・農薬の開発などの分野への波及効果は大きいと期待

されます。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

医薬、農薬開発・感染症治療・環境バイオ 

 

 

キーワード 抗生物質、構造活性相関、生理活性物質、含フッ素有機化合物 

 



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 生体情報伝達系を制御するアミノ酸・ペプチド・アルカロイド類の化学合成 

氏名・所属 等 大船 泰史、理学研究科・物質分子系専攻、教授 

＜概要＞ 

 生体における情報伝達機能を制御する物質（例えば、グルタミン酸受容体に作用するアミノ酸類縁化

合物や天然神経毒など）の開発に取り組んでいる。これまでにグルタミン酸の数百倍も神経細胞を興奮

させるアミノ酸類を開発した実績があり、これらを出発点として、脳保護作用をもつ分子の開発や、天

然由来の神経毒として、アミノ酸、アルカロイド類、およびフグ毒としても有名なテトロドトキシン類

の全合成を行っている。 

 これらの活性天然分子は４級炭素にアミノ基が置換した構造をもつことが特徴である。したがって、

これらの化合物を合成するためには、新しい分子変換法の開発が鍵であり、不斉 Strecker 合成法を開

発することにより、脳・神経系に作用する活性分子の創製に取り組んでいる。 
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＜アピールポイント・利用・用途・応用分野＞ 

神経科学分野への研究手段物質の提供 

脳保護薬開発のためのリード物質の開発 

効率の高い光学活性α-置換アミノ酸類の製造 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.materials.sci.osaka-cu.ac.jp/HENKAN/index.html  

キーワード 
グルタミン酸受容体、脳保護作用，天然神経毒、不斉ストレッカー

合成、α-置換アミノ酸 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 π電子共役化合物を基軸とする有機電子材料素子開発 

氏名・所属 等 岡田 惠次、理学研究科・物質分子系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

当研究室はπ電子系化合物を基軸とする新規磁性発現や長寿命光電荷分離を可能とする物質開発に

主眼をおいているが，その過程で有機電子材料として適用可能と思われる有機π電子系共役化合物を

開発してきた。合成法の提供，目的に添った化合物のチューニングを行うことが可能である。当研究

室で多用しているπ電子系化合物の基本骨格を下のイメージ図に示した。ご興味をお持ちの方はお問

い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

電子供与体、電子受容体の開発、ラジカルイオン種の開発、蛍光発光材料の開発 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

有機電子材料 

 

＜関連する知的財産権＞ 

1. Charge-transporting materials containing diazapentacene derivatives, luminescent materials, and 
organic electroluminescent elements employing them, Uchida, Manabu; Wang, Guofang; Nakano, 
Takaharu; Furukawa, Kenji; Okada, Keiji; Kozaki, Masatoshi, PCT Int. Appl.  (2002), 20 pp., WO 
2002005599  A1 20020117. 

2. Unsymmetrical dihydrophenazines for organic electroluminescent devices, and their manufacture, 
Chisso Corporation, Okamoto, Toshihiro; Ozaki, Masatoshi; Okada, Keiji., Kokai Tokkyo Koho  
(2004), 13 pp., JP 2004099496  A2  20040402. 

3. Organic electroluminescent devices with cathode buffer layers containing dihydrophenazine 
derivatives, Fujishita, Yuichi; Uchida, Manabu; Kikugawa, Shingo; Okada, Keiji; Kozaki, 
Masatoshi; Okamoto, Toshihiro, Jpn. Kokai Tokkyo Koho  (2004), 16 pp, JP  2004146110  A2  
20040520. 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/phyorg/phyorgj.html 
 

キーワード 有機電子材料、光電荷分離素子開発、有機 EL 素子 

 

π電子系有機化合物の物性開発
パーツ：

X

X

X
N

NH N

HN
芳香族炭化水素 ヘテロ芳香族 ヘテロ８π電子系

ポルフィリン Ｃ６０

磁性・伝導性をもつ
有機化合物の開発

人工光合成系の開発
発光材料開発

非線形光学材料の開発

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/phyorg/phyorgj.html�


0 0.2 0.4 0.6 0.8 1-0.1
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

φ /π 

J 
/ (

eΔ
R

/  
 ) 

ΓR=3.77697ΔR 
Δd=ΔR

U/ΔR

   0
   1
 10 
 20
 25
 30
 40

 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 量子ドットにおける Kondo 効果 

氏名・所属 等 小栗 章、理学研究科・物質分子系専攻、教授 

＜概要＞ 
量子ドット、量子細線などの広い意味でのメゾスコピック系において、近藤効果やクーロン ブロッケイド

などの電子間相互作用が本質的である多彩な現象が観測されている。我々は、広い意味でのメゾスコピック

系における量子多体系の低温の性質を理論的に調べている。以下では、近年の成果について述べる。 
 
[量子ドットにおける Kondo 効果と Josepson 効果の競合]  

 通常の金属リードの場合、伝導電子スピンと電子数が奇数個の場合に量子ドットに生じる局在スピンを遮

蔽し、図 1 に示すように Fermi 準位近くにレベル幅が近藤温度 TK程度の共鳴状態が出現し輸送現象に寄与す

る。 
 

     
   
   
 
 
   

   
   
   

超伝導体中では エネルギーギャップ

ΔSCがあるため、伝導電子による局所スピンの遮蔽が抑制される。そのため、ギャップΔSCが近藤温度 TKに比

べ小さい場合(ΔSC<< TK)には基底状態は singlet、ギャップの方が大きい場合(ΔSC>>TK)にはスピンは遮蔽されず

基底状態は doublet となり磁気モーメントを持つ。Josephson 接合では、さらに左右の超伝導体の秩序パラメ

ータの位相差φが磁気モーメントの遮蔽を阻害する方向に働くため、超伝導ギャップと近藤温度が同程度の場

合(ΔSC≈TK)、位相差が 0<φ<π の間で変化する途中で singlet と doublet 間の量子相転移が起こる。また、モー

メントを持った doublet 基底状態では、Josephson 電流は singlet 基底状態の場合と逆向きに流れため、量子相

転移の前後で Josephson 電流の向きの不連続に変化する。図 3 は我々の計算結果である。 
 

 [量子ドット差のコンダクタンス]  

 最近、複数の量子ドットからなる系の性質も、国内外でさかん活発に研究

されている。図４には、３個の量子ドット鎖の模式図と、電子間の相互作用 U が

ゼロの場合（図５）と有限な場合（図６）におけるコンダクスとドット部分の総電

子数 Nelのゲート電圧依存性を記した。図６は、数値くりこみ群を用いて得られた絶対零度 T=0 における結果

である。電子間相互作用の効果により、量子ドット系中の総電子数が奇数個の時に、コンダクタンスが近藤

効果に特徴的な幅広いピーク構造の構造をしめす。特に、図６の中央のピークの幅は、ほぼ電子間斥力大き

さ U 程度になる。Nel≈１であり、Hubbard 模型の half-filled の場合に対応する。この付近では、ポテンシャル

εd が変化しても Fermi 準位付近に近藤共鳴がほぼ固定されるため、コンダクタンスは大きくなる。しかし、

励起スペトルに現れる近藤共鳴の幅 TKは、斥力が大きくなると小さくなる。そのため、図６のようなゲート

電圧依存性が見られるのは、T<<TK の低温に限られる。高温（T>>TK）では、図７に見られるようなクーロ

ン振動の振る舞いを示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図１：量子ドット中の近藤共鳴  図２：超伝導体ギャップ中の束縛状態    図３： Josephson 電流の位相差依存性  

図４：量子ドット鎖の模式図  

図５： 自由電子のコンダクタンス   図６:低温の振る舞い（T << TK）      図７： 高温の振る舞い（T >> TK）  

キーワード 
物性理論、近藤効果、超伝導、磁性、電子相関、量子輸送現象、

数値くりこみ群、計算物理学 
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２０１０．９ 

シーズ名 可聴域音波を利用した超流動ヘリウム３の不純物効果 

氏名・所属 等 小原 顕、理学研究科・数物系専攻、講師 

＜概要＞ 

● 超流動3Heは「極めて純粋」かつ「理論的にも理解されている」系 
極低温におけるバルクの液体 3He は不純物を全く含まない極めて純粋なフェルミ粒子系であり、1mK 

以下の超低温下では粒子間の強い相関と量子性を反映して超流動相に転移する。この状態は一般の金属
中の電子の超伝導と同じく、二つのフェルミ粒子がクーパー対を組むことによって起こる現象である。
ただし、3He の場合は核スピンの揺らぎに起源を持つ相互作用を持ち、また対を作る粒子が強い斥力を
もつ原子そのものであるがゆえにクーパー対はP波である。そのため、対称性の異なる複数の超流動状
態が存在する。現実にゼロ磁場下で温度と圧力をパラメータとしてABMおよびBWという二つの相が見つ
かっており、その性質は実験的にも理論的にもよく理解されている。 

● 制御された不純物の導入 
液体 3He は自動的に超純粋な系となるので、不純物

を導入することが困難であった。しかし近年エアロジェ
ルという物質が液体 3Heに対して不純物となることが
解ってきた。エアロジェルとは、ナノサイズのシリカの
玉が鎖を作り、３次元的かつフラクタルな網目状に連な
ったもので、空孔率が９５％を超えるスポンジ状の物質
である。シリカの玉の直径は超流動コヒーレンス長より
小さく、網目の間の広さはコヒーレンス長よりも大き
い。そのため、エアロジェルは超流動3Heに対して不純
物として振る舞う。 
エアロジェル中の超流動は単に「空間が狭い」ことに

よって引き起こされるサイズ効果ではなく、クーパー対
の不純物による散乱が主要な物性を担う。また、エアロ
ジェルは金属や化合物中に不可避に存在する不純物とは違い、その不純物濃度（空孔率）は制作時に制
御可能である。実験的にはエアロジェルの空孔率が下がるにつれ、超流動転移温度と超流動密度が抑制
されていくことが既に解っている(図は予備実験で得られた相図の概略)。 

● エアロジェルの内部構造と散乱の理論 
エアロジェル中の超流動3He についてはこれまで数多くの実験例が報告されており、同じ空孔率を持

つエアロジェル中でも、超流動転移温度は強いサンプル依存性を示すことが明らかになってきた。この
原因をエアロジェルそのものの内部構造の違いを反映しているものとして、実験結果を説明する理論が
提出されている。これは散乱体の非等方的・周期的配置を考慮したモデルである。さて、我々の持って
いるエアロジェルは、中性子線小角散乱による構造解析の結果、内部に弱い空間的周期構造があり、空
間周期が空孔率依存性を持つことが解っている(右図)。 

● 測定方法 
 エアロジェルが超流動3Heに与える影響を調べる
ため、第四音波共鳴法を用いている。第四音波とは
超流動成分のみが振動する音波で、超流体をスーパ
ーリーク(流体の粘性侵入長より狭い空間)に入れ
たうえで、圧力振動を励起する事によって発生させ
る（本研究では焼結銀粉でスーパーリークを構成す
る）。焼結銀粉の中に直接エアロジェルを成長させ
ることにより、エアロジェル中の超流動3Heの第４
音波共鳴を実現できる。第四音波の音速測定から超
流動転移温度と超流動密度の絶対値を直接求める
ことができ、共鳴波形のＱ値から音波伝播のエネル
ギー損失のメカニズムを知ることができる。なお、
音波の周波数帯はいわゆる可聴域であり、通常の超音波測定よりも一桁以上の低周波を用いる。 

キーワード 超流動、エアロジェル、多孔質物質、ヘリウム 3、音波 
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シーズ名 極小曲面のフラックス 

氏名・所属 等 加藤 信、理学研究科・数物系専攻、准教授 

＜概要＞ 

三次元ユークリッド空間の中に、局所的には面積最小となるように埋め込まれたいわゆる極小曲面

は、具体的なモデルとしては石鹸膜の形状を記述している曲面ですが、面積の最小化を変分問題として

捉えることによって、非線形楕円型二階偏微分方程式の解として与えられます。極小曲面は、古典的な

研究対象であるにもかかわらず、今日なおこれに関する多くの興味深い事実が発見され続けている、極

めて興味深い対象です。さらに近年では、高次元ユークリッド空間における極小曲面や三次元ローレン

ツ空間における極大曲面への発展にも注目すべきものがあります。 

 一般に幾何学的変分問題の間には、その変分問題としての性質から、解（空間）の構造の間に、強い

類似性が見られ、お互いに深く関連し合っていると考えられます。従って、それら共通の性質を押さえ

ることと、各問題に固有の現象を深く掘り下げることの、両方が重要となります。 

 さて、極小曲面に関する諸問題を、周辺分野との関わりの中で、完備リーマン多様体の幾何的構造の

研究と言うより広い立場で捉えて行こうと試みるとき、注目される点の一つが、変分問題の解において、

特異点集合の各特異点（或いは端）に与えられたある種の重みが、しばしば一定の均衡条件を満足して

いなければならず、言い換えればそれが満たされない場合には、解は存在せず、また破綻する方向に変

形が加えられたとき、解（の与える多様体）は崩壊すると言う点でした。そして、一般にある意味で特

異点集合（或いは端）が大きい（この大きさはこれまで主に、特異点の個数、特異点集合の次元、或い

は端の体積増大度によって計られてきました）ときに、この重みを与える際の自由度が大きくなること

が、解の存在のための条件が比較的緩くなる要因の一つでした。 

 ここで完備な極小曲面、特に全曲率有限の場合を考えると、これはコンパクトなリーマン面のユーク

リッド空間への特異点を持つはめ込みと見なすことが出来、この場合には特異点の像の近傍である各端

において、フラックス・ベクトルと呼ばれるものが与えられ、それらの間にはフラックス公式と呼ばれ

る均衡条件がやはり要求されます。 

 筆者はリーマン面が球面の場合の、無限遠において与えられたディリクレ境界条件を満たすプラトー

問題について、このフラックス公式との関わりから存在条件を代数方程式に書き直し、一般的存在定理、

解の個数の評価、或いは特例的な非存在条件について、研究を重ねて来ました。 

 そして、これまでの研究の中で、上記の重みが単独で意味をなすのではなく、各特異点相互の何らか

の力関係に分解され得る、言い換えれば、他の特異点との関係でそこに重みが生ずると言う状況が見ら

れることに着目するに到りました。そして、解の分離現象を始めとする様々なタイプの崩壊が、この重

みを各特異点の対に分解して与えられる不変量により、捉えられることがわかりました。 

現在は、この種の不変量が特異点（或いは端）に関連する均衡条件を如何に制御しているか、より掘り

下げた分析を続けています。 

＜アピールポイント＞ 

 特に無し 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 特に無し 

＜関連する知的財産権＞ 

 特に無し 

＜関連するＵＲＬ＞ 

特に無し 

キーワード 極小曲面、フラックス、調和写像、平均曲率、変分問題 
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２０１０．９ 

シーズ名 π共役ポリマーの機能性並びに機能発現機構の研究 

氏名・所属 等 鐘本 勝一、理学研究科・数物系専攻、講師 

＜概要＞ 

研究内容 

π共役電子系を有する高分子（ポリマー）に着目し、その電子状態の特殊性についての基礎研究を

はじめ、その幅広い応用性にも注目し、電子状態との関連性を踏まえ、応用性が発現される機構を基

礎的に評価することを目的として行っている。 

応用との関連 

π共役ポリマーは酸化・還元などの化学反応を経て、導電性プラスティックとして利用できること

が知られている。特に近年では、その特性を生かして、トランジスタなどの半導体デバイスへの応用

が図られている。さらには、可視領域の光を吸収し、高い輝度で発光する特性を利用し、LED や太陽

電池セルといったオプトエレクトロデバイスへの応用も広がっている。 

これらポリマーに対する主な研究テーマの例 

レーザー分光を用いた光励起状態及びそのダイナミクスの研究 

磁気共鳴法（ESR）を用いた導電性高分子中のキャリアダイナミクスの研究 

分光技術によるポリマーLED の動作及び劣化機構の解明 

光励起下の発光の機構研究並びに発光の高輝度並びに細幅化への試み 

ポリマーFET の作成並びにその動作で誘起されるキャリア種の研究 

ポリマー・フラーレン複合体太陽電池動作の素過程の解明 

使用している高分子の一例 
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キーワード 
π共役ポリマー、デバイス、レーザー分光、発光、オプトエレクト

ロニクス、ポリマー、LED, FET,高輝度発光、太陽電池 
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２０１０．９ 

シーズ名 結び目理論 

氏名・所属 等 河内 明夫、理学研究科・数物系専攻、教授 

 

 
 

図１                図２          図３ 

 

＜概要＞  

ひもでできた図１の２つの結び目は､ 一見異なるように見えますが､ あや取りの方法で変形してい

くと同じ形に変形することができます｡ 一方､ 図２の結び目は一見図１の左図と同じように見えま

すが、あや取りの方法でいくら変形しても図１の結び目へは変形することは絶対にできません｡ ここ

で｢絶対にできません｣と簡単に言いましたが､ あや取りの変形の仕方は数限りなくあることを思え

ば､ 「何度変形しても同じ形にならなかった」といってもぜいぜい有限回の試行であるはずですから、

｢絶対にできません｣とは断言できません｡ そのように断言するためには､ 数学の理論を使って厳密に

これらの結び目の不変量を計算する必要があり､ その差異によって初めて｢絶対にできません｣と断言

できるのです｡ このような研究を中心課題とする数学研究が結び目理論と呼ばれる学問です｡ この

学問はトポロジー(位相幾何学)と呼ばれる100年ほど前に始まった学問の１分野として細々と研究され

てきたのですが､ 1980 年代の後半ころから数学の最先端の研究分野との重要な結びつきが相次ぎ発見

され､ 大変盛んに研究されるようになりました。どのような結びつきかを一概にいうのは難しいので

すが､ 結び目の違いの判定のための結び目不変量の開発に関係して､ 種々の研究分野が結び目理論を

とり入れ始め､ それらの研究分野の中で新分野として研究され始めたからといえるかと思います｡ さ

らには､ 科学技術の進展に伴い、やはり 1980 年代の後半ころから数学以外の先端科学への応用も見出

されるようになっています｡ たとえば､ 粒子の状態変化を研究する量子統計力学（この理論研究は数

学研究に大変近いといえる）などの理論物理学､ 環状ＤＮＡ(図３)の遺伝子合成研究などの生化学､

原子の結合をひもとみなした高分子化合物（分子グラフ）の空間への配置（３次構造）の研究､ プリ

オンなどのタンパク分子の空間配置の問題、人工知能などの認識科学､ 量子コンピュータ、複雑系の

科学、宇宙の大規模構造等への関連研究もなされ始めています｡ 結び目理論はがんの解明に必要な理

論ともいわれています。原理的には､ 何らかの意味でひもと見なせる研究対象は、多かれ少なかれ結

び目理論と関係していると言ってよいかもしれません｡ 何故“あやとり遊び”ともいえる結び目理論

が種々の最先端の研究と深く結びついているかについて､ 私見を述べさせていただくと､ 結び目理論

は３次元空間特有の連続的な絡まり現象を最も純粋な形で単純化して研究する学問であり､ 局所的に

は３次元空間である“空間”の中で起こるさまざまな連続的に連なったひも状の絡まりから来る科学的

現象は､ その“空間”の中に生きるわれわれ人間の営みにとって､ 基本的に重要な科学的現象になっ

ているから､ と考えています｡ いずれにしても結び目理論は今世紀の科学研究の重要な分野の一つと

して期待されている数学の学問です｡ 

キーワード 
結び目、絡み目、トポロジー、分子グラフ、位相不変量、量子統計力学、 

高分子、DNA、量子コンピュータ、タンパク質 

 



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 重力波天文学 

氏名・所属 等 神田 展行、理学研究科・数物系専攻、教授 

＜概要＞ 

宇宙にはさまざまな天体が存在するが、なかには超新星爆発や中性子星やブラックホール連星の合体

といった、天体が劇的な終焉を迎える現象がある。こうした現象では、星の周りの時間と空間が歪み、

さざなみのよう宇宙に伝わってゆく。すなわち、アインシュタインの一般相対性理論で予言された“重

力波”と呼ばれるものである。 

地球に届くと予想される重力波は、とても微かであり、そのために私たちはレーザーをつかった干渉

計という装置を用いて観測を試みている。この干渉計は片方の長さが 300m とか 4km とかのとても大き

いものであり、国際的な競争の下で開発競争が行われている。測るべき時空の歪みは、原子核よりも小

さな距離の変化になるが、近年、現在の干渉計は私たちの地球をふくむ銀河系や周辺の銀河でおこった

重力波をとらえることができるようになっている。 

重力波の形や大きさを測ることによって、たとえば中性子星の重さ(質量)や星までの距離、あるいは

星の固さといった、いままでの天文観測とは違った新しい情報が得られると期待されている。 

重力波のような、時系列中の何処に存在するかわからない微小信号を同定するには、一種のフィルタ

ー処理を行う必要があり、本研究室ではその開発、とくに計算機による数値解析処理が最も重要な課題

として取り組まれている。 

＜アピールポイント＞ 

本研究室は、国立天文台 TAMA300 実験との共同で、ブラックホールの準固有振動により発生する重力

波をターゲットとしたデータ解析を進めている。 

 

 
図：ブラックホールからの重力波信号のフィルター出力シミュレーション 

Y.Tsunesada, N.Kanda, H.Nakano et al., PHYSICAL REVIEW D 71, 103005 (2005) より抜粋 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

物理学、宇宙物理学、天文学 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.gw.hep.osaka-cu.ac.jp/ 

キーワード 一般相対性理論、重力波、宇宙物理学、天文学、ブラックホール 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 有機材料を用いた高性能電子素子の開発 

氏名・所属 等 小嵜 正敏、理学研究科・物質分子系専攻、准教授 

＜概要＞ 

低分子化合物、高分子化合物、デンドリマーなど多様な有機化合物を対象として、優れた電気伝導、

発光、光電変換特性を持つ機能性電子材料の開発を行っています。 

（１）導電性有機材料の開発  

ポリリオフェン、オリゴチオフェンを中心に有機 EL、有機トランジスター用材料を開発してい

ます。特に有機トランジスターに求められる高い移動度が期待できる縮環系材料の開発と特性評

価を行っています。現在、ユニークな特性を持つ多くの化合物を保有しています。 

（２）有機太陽電池材料の開発 

可視光を有効に利用するため、優れた吸収特性を持つ色素の開発を行っています。特に、デン

ドリマー構造の持つ優れたアンテナ特性を応用し、吸収した光エネルギーを効率良く集めること

のできる有機材料を開発しています。また、光電変換効率の向上を目指し、長寿命電荷分離状態

を生成することのできるデンドリマーの開発を行っています。現在、高いアンテナ効果をもつデ

ンドリマーに効率的な電荷分離を行わせることを検討しています。 

＜アピールポイント＞ 

最近、持続可能なクリーンエネルギーである太陽光発電が注目されています。現在、太陽電池の高性

能化が盛んに検討されており、特に有機色素を用いた色素増感型、バルクヘテロジャンクション型太陽

電池が注目されています。現在までに多くの色素が開発されていますが、まだ十分な発電効率を持つも

のは限られています。我々は、ポルフィリン、ルテニウム錯体、フラーレンなど多くの色素の設計、合

成ノウハウを持っており、共同研究により次世代太陽電池の開発に必要な要請を満たすことのできる高

性能有機色素を開発し、供給することが可能です。また、有機電子材料の開発も行っており、ユニーク

な性質を持つチオフェン、ポルフィリン誘導体など多くの化合物を保有しています。さらに有機合成、

材料設計のための豊富なノウハウ、経験を有しており、有機電子素子開発に必要な材料供給ができます。

＜利用・用途・応用分野＞ 

太陽電池の開発、有機電子素子（有機 EL、有機トランジスターなど）の開発 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/phyorg/phyorgj.html 

キーワード 有機 EL 素子、有機太陽電池、導電性高分子、デンドリマー 
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データベース 

登録 

２０１０．１０ 

シーズ名 昆虫の季節適応・環境応答 

氏名・所属 等 
志賀 向子、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

後藤 慎介、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

 
＜現在の研究概要＞ 

多くの動物は季節の変化に合わせて生活しています．では彼らは野外で実際にどのような生活を送っ

ているのでしょうか．どうやって季節を知るのでしょうか．成長や繁殖に不適切な季節をどのように

乗り切るのでしょうか．ここには季節を予測する光周性を始め，さま

ざまな生理学的な性質が関わっています． 

私たちはそれぞれの対象動物の野外での生活を念頭におき，生物の

多様性に着目しながら生物機能の研究をするという比較生理学の立

場から，対象動物の生活史の生理生態学的解析，そして光周性の神経

生理学的・分子生物学的解析を行っています．主な対象は昆虫ですが，

それ以外の何種かの無脊椎動物も対象に研究を行っています．研究内

容に関しては我々の研究室のホームページ（下記）も参考にしてくだ

さい． 

 

＜アピールポイント＞ 

私たちはこれまで多くの動物を用いて研究を行ってきました．研究

を通して得られた生活史に関する情報やその動物の生理学的特性，飼

育法に関する情報を提供可能です．これまでに扱ってきた動物は以下

のとおりです． 

●ホソヘリカメムシ ●ルリキンバエ ●ナミニクバエ ●シリア

カニクバエ ●ヒロズキンバエ ●ヒメマルカツオブシムシ ●キ

イロショウジョウバエ ●チャコウラナメクジ ●マダラスズ  

●アジアカブトエビ ●マダラスズ ●マングローブスズ ●ナミ

ハダニ など 

 

＜技術協力・利用・用途・応用分野＞ 

昆虫の生理学的特性についての情報提供．また，害虫駆除や昆虫利

用の基本的なデータとして重要な生活史の解明，生活史形質に関わる

生理学的特性の解析，高温・低温・乾燥などストレスに対する耐性の

解析． 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka‐cu.ac.jp/biol/aphys/index.html 
 

キーワード 昆虫利用、害虫管理、害虫駆除、品質管理 

 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/aphys/index.html�


 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 離散群と複素解析 

氏名・所属 等 小森 洋平、理学研究科・数物系専攻、准教授 

＜概要＞ 

最も簡単な１変数の複素関数は１次式でしょう。２つの１次式の比で表される複素関数をメビウス変

換といいます。下図は特殊な２つのメビウス変換の合成で、複素数平面のある点をばらまいた図です。

無限個の円がある規則に従って平面を埋め尽くしている様子が伺えます。神秘的な美しさを感じると同

時に数学的な構造を知覚できると思います。このようなメビウス変換という実に簡単な対象から、無限

に広がる非線形の規則性を見つけ出す研究を行っています。 

   
＜アピールポイント＞ 

簡単なシステムから、複雑な現象を構成することができるのは、非線形力学系の特徴です。逆に線形

近似では解析できない複雑系の中に、上図のような高い対称性を持つ、簡単な非線形力学系を見いだす

ことができる可能性があります。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

界面現象の数理や磁性体の総転移現象の解明。 

＜関連する知的財産権＞ 

無し 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://math01.sci.osaka-cu.ac.jp/%7Ekomori/index.html 

キーワード カオス、フラクタル、非線形解析、双曲幾何、複素解析 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 キラル合成ブロックを用いた合成反応の開発と応用 

氏名・所属 等 坂口 和彦、理学研究科・物質分子専攻、准教授 

 
＜概要＞ 

光学活性α−ヒドロキシシラン（>95% ee）を合成ブロックに用いた合成反応の開発に取り組んでいる。

これまでに隣接する炭素多重結合における立体選択的炭素-炭素結合形成反応を開発しており、種々の

光学活性化合物の合成へと展開している。 
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＜利用・用途・応用分野＞ 

有機合成、医薬品合成 

 

 

キーワード キラル合成ブロック、光学活性、ケイ素置換、α−置換アミノ酸、配座制御 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 分子スピンとバイオスピンによる磁性材料の開拓 

氏名・所属 等 塩見 大輔、理学研究科・物質分子系専攻、准教授 

 
＜概要＞ 
 

○有機分子を素材とする，強磁性体・フェリ磁性体などの磁性体を開発する． 

 

○磁性体の構成要素として，核酸など生体系分子をも含めた広範な物質範囲を探索する． 

 

○各種物性データの測定と理論計算を併用して，磁性の発現機構を解明する． 

 

＜アピールポイント＞ 
 

○磁性体の部品となる有機分子（ラジカル分子）の開発を設計・合成から行なう． 

 

○磁性体の部品となる有機分子の磁気特性を，電子スピン共鳴（ESR）などを用いて，ミクロなレベ

ルで解明する． 

 

○固体材料・試料（結晶性固体）の磁化率（帯磁率）を，液体ヘリウムによる極低温領域で測定し，

磁性の発現機構の解析を行なう． 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 
 

○ハイブリッド磁性材料の開発 

 

○次世代の分子メモリーの開拓 

 

○分子磁気デバイスの基盤技術の開拓 

 

○スピンを基盤とするナノ技術，ナノバイオ技術の開拓 

 

 

キーワード 磁性体，スピン，メモリー，スピンデバイス，ナノバイオ 

 



データベース 

登録 

２０１０．１０ 

シーズ名 昆虫の季節適応・環境応答 

氏名・所属 等 
志賀 向子、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

後藤 慎介、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

 
＜現在の研究概要＞ 

多くの動物は季節の変化に合わせて生活しています．では彼らは野外で実際にどのような生活を送っ

ているのでしょうか．どうやって季節を知るのでしょうか．成長や繁殖に不適切な季節をどのように

乗り切るのでしょうか．ここには季節を予測する光周性を始め，さま

ざまな生理学的な性質が関わっています． 

私たちはそれぞれの対象動物の野外での生活を念頭におき，生物の

多様性に着目しながら生物機能の研究をするという比較生理学の立

場から，対象動物の生活史の生理生態学的解析，そして光周性の神経

生理学的・分子生物学的解析を行っています．主な対象は昆虫ですが，

それ以外の何種かの無脊椎動物も対象に研究を行っています．研究内

容に関しては我々の研究室のホームページ（下記）も参考にしてくだ

さい． 

 

＜アピールポイント＞ 

私たちはこれまで多くの動物を用いて研究を行ってきました．研究

を通して得られた生活史に関する情報やその動物の生理学的特性，飼

育法に関する情報を提供可能です．これまでに扱ってきた動物は以下

のとおりです． 

●ホソヘリカメムシ ●ルリキンバエ ●ナミニクバエ ●シリア

カニクバエ ●ヒロズキンバエ ●ヒメマルカツオブシムシ ●キ

イロショウジョウバエ ●チャコウラナメクジ ●マダラスズ  

●アジアカブトエビ ●マダラスズ ●マングローブスズ ●ナミ

ハダニ など 

 

＜技術協力・利用・用途・応用分野＞ 

昆虫の生理学的特性についての情報提供．また，害虫駆除や昆虫利

用の基本的なデータとして重要な生活史の解明，生活史形質に関わる

生理学的特性の解析，高温・低温・乾燥などストレスに対する耐性の

解析． 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka‐cu.ac.jp/biol/aphys/index.html 
 

キーワード 昆虫利用、害虫管理、害虫駆除、品質管理 

 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/aphys/index.html�


 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 天然（昆虫）由来の生物活性分子の利用・応用 

氏名・所属 等 品田哲郎、理学研究科・物質分子系専攻、准教授 

＜概要＞ 

天然由来の生物活性分子を利用した、医薬・農薬・化粧品などへの応用を目指しています。 

 

１） カメムシ目昆虫に特異的なホルモンを基盤とする応用研究 

 

幼若ホルモン（JH）は、昆虫の変態や生殖の制御に関与する主要なホルモンの 1つである。我々は、

これまで未知であったカメムシ目昆虫由来のＪＨの構造を共同研究にて初めて明らかにした。カメム

シの仲間にはチャバネアオカメムシなどの果樹害虫や斑点米の原因となるカスミカメムシ類など多

くの重要害虫が含まれている。新しいＪＨを発見したことで、その構造を基盤とするカメムシ目選択

的な環境にやさしい制御剤の開発を進めることができるようになった。現在、新規ＪＨの構造活性相

関研究を進め、天然由来のＪＨに匹敵する活性を持ちかつ、合成的に供給容易な誘導体を見出すに至

っている。これにより、効果的なカメムシ駆除のための材料を提供できる準備を整えている。 
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チャバネアオカメムシから得られた新規ＪＨの構造 

 

 

２） ゴミムシ由来の抗菌物質 

 

土壌中に生息する昆虫は、土壌細菌類の侵入と感染の危険性にさらされている。その脅威に対抗す

るために、昆虫は抗菌分子を持っていると考えられている。実際に、ハエやカブトムシから抗菌ペプ

チドが見出されており、実用化に向けたさまざまな試みがなされている。我々は、ゴミムシに注目し、

カビに対する抗菌活性を指標とするアッセイを行い、優れた抗菌活性分子を見出した。新たに見出し

た分子は、非ペプチド性分子であることを特色とし、また、ゴミムシがヒトに対する毒を持つなどの

報告はこれまでにないため、新規活性分子の毒性は低いと見積もられる。ゴミムシ由来の抗菌材量を

量的に提供する体制と応用展開に向けた準備を整えている。 

 

＜アピールポイント＞ 

２つの課題ともに特許を取得している。（特許公開 2010-013410, 特許公開 2007-077055） 

いずれも、自然界から得られた分子であり、その作用機序を考えると、ヒトに対する高いレベルでの

安全性が期待できる。課題１）はイノベーション JAPAN２００８，注目の新技術として取り上げられた。

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 医薬、農薬、化粧品などの開発分野 

 

＜関連する知的財産権＞ 

特許公開 2010-013410 
特許公開 2007-077055 

キーワード 医薬開発、農薬開発、天然物 

 



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 100μm 大の結晶の粉末 X 線回折による物質同定 

氏名・所属 等 篠田 圭司、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

＜概要＞ 

結晶質物質の相の同定のために、粉末 X線回折と、X線ガンドルフィカメラを用いて 100μm 大の結晶

からの粉末 X線回折図形の測定が可能である。測定した X線フィルムを、市販のスキャナーで画像デー

タとして取り込み、そのデータを集計することで SN の良い粉末回折図形の取得が可能となる。 

＜アピールポイント＞ 

微量な試料や破壊できない貴重な試料の同定が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/geos/geo1/Mineralogybunnya.html 

キーワード X 線回折、ガンドルフィカメラ、鉱物同定 
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データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 ラマン分光のための高周波誘導加熱高温ダイヤモンドアンビルセル 

氏名・所属 等 篠田 圭司、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

＜概要とアピールポイント＞ 

高温高圧下での顕微ラマン分光法のための、高周波誘導加熱式ダイヤモンドアンビルセル(Induction 

Heating Diamond Anvil Cell: IH-DAC)を製作・稼働している。 

高温高圧下での地球構成物質の挙動を研究する際に高圧発生装置として、DACが広く用いられる。ダ

イヤモンドアンビルセルとは、対向したダイヤモンドに試料を挟み両側から加圧することで試料部に高

圧を発生させる装置である。ダイヤモンドアンビルに加熱装置を付属させることで、顕微鏡下で高温高

圧状態のその場観察や、各種光学測定が可能となる。 

本研究室で製作した高周波誘導加熱による高温発生法は、DACを用いた研究では従来なされていない

加熱方法で、安定して高い精度で高温を発生させうる可能性を持つ。 

誘導加熱とは、被加熱金属を加熱コイル中に設置し、加熱コイルに高周波電流を流し交番磁場を発生

させ、被加熱金属中に誘導電流を誘起し、そのジュール熱により金属を加熱する方法である。近年調理

器具として普及した IH 方式の加熱方法と原理は同じである。この加熱方法を DAC の加熱方法に採用し

た。 

高周波誘導加熱に特化したDACは、大阪市立大学工作技術センターで製作した。IH-DACは、三点クラ

ンプ式とレバー式を合わせた加圧機構で、超硬台座のあおり用押さえ板とあおりネジがセラミクス製

で誘導加熱の影響を受けにくくしてある。 

現在、達成温度圧力は、８００℃、１０万気圧、試料の大きさは１００μm 大である。本装置を用い

て、高温高圧下での物質の相転移などの挙動のその場観察が可能である。 

 

 
 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/geos/geo1/Mineralogybunnya.html 

 

 

キーワード ラマン分光、ダイヤモンドアンビルセル、誘導加熱 

 



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 新しい機能を有する有機ラジカルの創成 

氏名・所属 等 鈴木 修一、理学研究科・物質分子系専攻、講師 

＜概要＞ 

 氷点下 173 度から+157 度まで、330 度という幅広い温度範囲で連続的な単色色調変化と偏光特性を持

つ有機ラジカルの合成に、大阪大学大学院理学研究科の森田靖准教授と大阪市立大学大学院理学研究科

の工位武治教授との共同研究によって、世界で初めて成功しました (Nature Mater. 2008, 7, 48–51)。
 有機ラジカルは一般的には不安定な化学種であり、空気中で扱うと瞬時に分解してしまいます。当研

究チームでは有機ラジカルの安定化に長年取り組み、従来まったく未知であった特徴を有する安定な有

機ラジカル群を合成してきております。今回の発見は、１種類の有機ラジカル分子から成る結晶中に異

なる２種類の集合構造体 (σ結合性二量体とπ結合性二量体) を構築することで初めて実現できた性

質であり、温度に依存して連続的に色調が変化する現象としては世界初の機構であることを見いだしま

した。π型二量体間の電子遷移は、二量体間軸に平行な方向の偏光のみを吸収することで濃緑色を示し、

二量体間軸に垂直な偏光の場合は、無色透明です。従ってこの単結晶は、単色 (緑色) の連続的な色調

変化と偏光特性を幅広い温度領域で合わせ持つという特徴を有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 この有機ラジカル結晶が有する機能は、広い温度範囲をカバーできる極微小の光学的温度センサーに

応用できると考えています。また、偏光特性も活用することで、偏光板の色補償、偏光出力光の補償等

への応用も可能であり、高性能液晶ディスプレイや新しい光デバイス実現に道を開く成果として注目し

ています。 

 

キーワード 有機ラジカル、サーモクロミズム、温度センサー、偏光フィルター

 



データベース 

登録 

２０１０．１０ 

シーズ名 抗重力反応を利用した有用植物の生産 

氏名・所属 等 

保尊 隆享、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

若林 和幸、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

曽我 康一、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 
 
＜概要＞ 

植物は、地球上のすべての生物にとってエネルギー（栄養）の供給源であると同時に、地球環境の維

持においても不可欠な役割を担っている。このような植物は、数億年前に生物の先陣を切って陸に上

がって以来、重力の力に抵抗する反応（抗重力反応）を発達させて、陸上で進化してきた（図１）。植

物の抗重力反応において、中心的な役割を担っているのは細胞壁である。細胞壁は、セルロース繊維

とマトリックスからなり、個々の細胞を取り囲んでその形や大きさを直接的に制御すると同時に、植

物体全体に力学的な強度を与えている（図２）。 

陸上で抗重力反応を発達させた植物は、水不足、温度変化、圧力や接触など、陸上における他のスト

レスに対しても強い抵抗性を示して繁栄してきた。したがって、人為的に植物体の抗重力反応を活性

化することによって、頑丈でストレスに強く生産性の高い作物を作り出すことができる。また、抗重

力反応の活性化により植物体の大きさや形が変化するので、これをうまく操作することによって、園

芸的価値の高い品種をつくることが可能になる。 

 

 

                      細胞壁 

                       
 

 図１                   図２ 

 

 

＜アピールポイント＞ 

植物にある種のストレスを与えて、他のストレスに対する耐性を高める発想は独創的であり、特に重

力をその手段に使うアイデアはユニークである。当研究グループは、４回の宇宙実験やそのための地

上研究を通して、重力を有効に利用するためのノウハウを蓄積している。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

１．生産性の高い作物の作出 

２．園芸的価値の高い作物の作出 

３．有用部位の割合が高い作物の作出 

 

 

 

 

キーワード 植物、環境、作物、食品、園芸 

 

重力の大きさ



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 臨界型変分問題の研究 

氏名・所属 等 高橋 太、理学研究科・数物系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

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。これらの方程式は多くの場合、自然な変分構造を持ち、それを手がかりに研

究を行うのですが、特に興味ある多くの場合、その変分構造は「臨界型」と呼ばれるものになります。

臨界型変分問題から導出される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。以下の「点凝集解」のグラフをご覧ください。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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

数理物理・物性物理などの分野の理論解析 

 

＜関連する知的財産権＞ 

特になし 

 

 

キーワード 臨界型変分問題、非線形偏微分方程式、数理物理学 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 確率解析と数理ファイナンス 

氏名・所属 等 竹内 敦司、理学研究科・数物系専攻、准教授 

 
＜概要＞ 

私たちの身の回りには、数多くの偶然現象があります。時間とともに様子が変化するような偶

然現象は、確率過程として数学的にモデル化されます。時間に関して連続な軌跡を描く Brown 運

動、ところどころに不連続性を伴う Lévy 過程はその典型例であり、解析学のおけるさまざまな話

題と深く関連しています。また、Brown 運動や Lévy 過程によって駆動される確率微分方程式は、

ランダムな運動を記述する方程式であり、１９４２年に伊藤清氏によって導入されました。現在

では「伊藤解析」と称され、物理学を始め、工学・生物学・経済学などで広く応用され、その重

要性は高まる一方です。 

市場における株価の変動や為替相場は、時間に関して連続的に変化しますが、まれに起きる現

象（経済指標の発表、国際情勢の変化、火山の噴火や地震、風水害といった自然災害など）によ

って、急激に変化することもあります。そのような株価モデルを数学的に記述する際、Brown 運

動や拡散過程（拡散粒子がランダムに動く様子を記述する確率過程）よりも、時刻に関する不連

続性を伴う確率過程（ジャンプ型確率過程）を採用してモデル化する方がより現実的です。 

このようなジャンプ型確率過程に対して、マリアヴァン解析と称される経路空間（時刻に関し

て右連続でかつ左極限をもつような見本関数全体の空間）上での微分積分の観点から、確率分布

や確率密度関数の諸性質、さらにはマリアヴァン解析の数理ファイナンスへの応用について研究

しています。 

図 1 確率過程の見本関数 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

金融工学、保険、制御理論、生物学 

 

キーワード 確率解析、確率過程、確率微分方程式、数理ファイナンス 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 抗菌剤の開発 

氏名・所属 等 田中 俊雄、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

抗真菌活性を有する生理活性誘導体の合成、活性評価。既存の抗菌剤に潜在する新規の活性を引き出

し、増幅する介助分子の探索、開発。本研究においては、細菌用の抗菌剤に潜在する抗真菌活性を増

幅する因子として、タマネギ鱗茎からツビベラン A（図）を単離した。本化合物によっては、抗グラ

ム陰性細菌剤であるポリミキシン Bの有する真菌の液胞膜断片化作用が増幅される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

新規性を失った既存抗菌剤を新たな視点で再評価し、再使用するリサイクル志向の研究。特に、野菜

果実成分の中に既存抗菌剤に潜在する活性を増幅する成分が見出されている。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

医薬、食品、化学 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/mchem/mchem.html 
 
 

キーワード 抗生物質、真菌、液胞 
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データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 代数解析学の表現論への応用 

氏名・所属 等 谷崎 俊之、理学研究科・数物系専攻、教授 

＜概要＞ 

 解析学が「不等式の数学」であるとすれば，代数学は「等式の数学」であると言えます．その意味で

は，解析学と代数学は基本的な姿勢の違う分野であるということができます．しかし解析学の中に代数

的考え方がまったくないわけではありません．ある種の微分方程式は，微分作用素に関する代数的な式

変形により解くことができます．このような代数的な考察により問題の本質が浮かび上がることは，解

析学に限らず数学の中ではしばしばあります． 

 この考えをさらに推し進めて，現代的抽象代数学の先端の成果（「環」，「加群」，「ホモロジー代数」

など）を積極的に解析学に導入することにより，新たな分野「代数解析学」が生まれました．これは 1960

年代の佐藤幹夫による研究に端を発しています．その後，佐藤およびその学生であった柏原正樹らによ

る精力的な研究により，「佐藤超関数の理論」，「D加群の理論」などの多くの成果が得られ，数学の中心

分野の一つに成長しました．代数解析学は，佐藤や柏原を中心とする京都学派により主導された日本発

信の新しい数学分野であるといえます． 

 また数理物理学・表現論などの多くの分野で代数解析学の多くの応用が見いだされています．1980 年

頃にリー群の表現論の基本問題の一つであった「最高ウェイト加群の指標の決定（Kazhdan-Lusztig 予

想）」が D加群の理論を用いて解決されましたが（柏原らによる），これは表現論自体の変革をせまるエ

ポック・メーキングな出来事でした． 

 

キーワード 代数解析学、表現論、Ｄ加群 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 低温物理学の研究，および物理学の社会への伝道 

氏名・所属 等 坪田 誠、理学研究科・数物系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

研究内容 

 低温物理学の理論的研究を行っています．物質の温度を下げていく

と，何が起こるのでしょうか？それは，量子力学の世界を出現させる

ことに繋がります．量子力学は，相対性理論と並び現代物理学の柱で

あり，ミクロな世界の自然法則と思われていますが，温度を下げるこ

とによっても，興味深い量子力学の世界を実現することができます．

しかもこの量子力学は，その物理系全体におよぶマクロな効果として

現れ，系全体が量子力学的波動としてふるまうようになります．この

ようなマクロな量子効果が顕著に現れる典型例である液体ヘリウム

の超流動や，原子気体のボース・アインシュタイン凝縮の理論的研究

を行っています．右上図は，超流動ヘリウム中の量子乱流（超流動乱

流）の状態で，青く見えているものが，量子渦と呼ばれる，量子力学

によって作られる渦です．右下図は，原子気体ボース・アインシュタ

イン凝縮中で実現される巨大渦です．これらの研究成果は，ネイチャ

ーやフィジカル・レビュー・レターズ（物理学分野で世界的に最も権

威のある雑誌）などの第一級の学術雑誌に多数の論文として発表して

おり，国際的に高い評価を受けています． 
 
応用 

 これらは純粋物理学の研究であり，直接，応用や製品開発には結び

つきません．しかし，量子乱流の研究は，普通の乱流の研究に役立つ

かもしれないと考えられています．乱流と言いますと，私たちの身の

回りの至る所に現れますが，複雑すぎてその機構はよくわかっていま

せん．しかし量子乱流を考えることで，普通の乱流よりももっと簡単な乱流の雛形を与えることができ

ると期待されています． 
 
物理学の伝道 

 物理学は自然科学全体の基礎であり，また現代のハイテクノロジーを支える基盤でもあります．しか

し近年，社会全体が自然科学を軽視している風潮があり，高校生の物理の履修率も十数パーセントまで

落ち込むなど，世の中の物理離れが進んでいます．しかしこれは非常に由々しきことなのです．物理の

軽視は，国力の衰退，人類の知的退化につながります．私自身は，高校生の時に物理の素晴らしさに感

動して物理学者になることを志しました．高校生を含む，ありとあらゆる社会の人々に，物理の素晴ら

しさと重要性を伝える物理の伝道師になろうと思っています．これまでにも多数回の高校出張授業を行

ってきて，毎回高校生の感動する姿に接して来ました．そのような活動を，様々な形でありとあらゆる

場に拡大してゆきたいと考えています． 

  

キーワード 

低温物理学、量子力学、統計力学、超流動、超伝導、量子乱流、量子渦、 

ボース・アインシュタイン凝縮、 

乱流、物理の伝道師 

 



 

 

 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 
有機スピン系の光励起状態、分子磁性体の研究、光励起状態を利用し

た機能性分子素子の基礎研究 

氏名・所属 等 手木 芳男、理学研究科・物質分子系専攻、教授 

＜概要＞ 

研究の目標 

・有機磁性体を基にした分子メモリー等の機能性材料開発の為の指導原理と設計指針の解明 

・π電子物質の基底状態と光励起状態でのスピン整列、エネルギー移動、スピンダイナミックスの解明

・光励起高スピン状態を利用した新規な分子素子の実現 

研究内容 

・中性ラジカルおよびカチオンラジカル等の有機分子からなる磁性体の研究により、分子内、分子間相

互作用、電荷と分子内スピン整列の関連、低次元磁性系の量子効果等の解明 

・複数のスピンを持った多スピン系有機分子の光励起状態におけるスピン整列の研究により、有機磁性

系の光物性と磁性との関連を解明し、最終的には有機磁性系での光による磁性の制御を目指す。 

・光励起高スピンπラジカルを基盤とする分子素子の可能性を探る目的で、分子内ドナー/アクセプタ

ー間の電子移動と光誘起スピン整列の研究を行い、光合成や太陽電池に不可欠な光誘起電荷分離状態

を分子内で実現して、その光誘起電子移動のスピン選択性を明らかする。これにより、光励起高スピ

ン状態の関与する新規な分子素子の開拓を目指す。 

研究設備 

 多機能電子スピン共鳴装置（ESR、時間分解 ESR、パルス

ESR 装置、ナノ秒パルスレーザーと同期させた磁気共鳴測

定、光検出 ESR 測定、電子―核二重共鳴等） 

 SQUID 磁化率測定装置 温度可変時間分解光学スペクト

ル（ナノ秒～秒）測定装置 その他 

＜アピールポイント＞ 

本研究で得られる知見は、分子磁性やスピン化学の分野

に限らず、科学一般からみても基礎的で重要なものである

と考えている。また、本研究課題は将来の科学技術の応用

という観点から見て、有機π電子物質系を用いた光磁気機

能や種々の光物性を発現させる機能性物質を設計する上

での基礎的知見を与えるものであり、現在のところ基礎研

究であるが、将来的にはずっと社会的インパクトのある結

果につながる研究である。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

１）有機ラジカルを基盤とする光変調素子 

２）有機ラジカルを基盤とする非線形光学素子 

３）有機薄膜の光励起高スピン状態を利用した高効率太陽電池 

 ４）生体内の活性酸素などに対する発光モニターによる高感度ラジカルセンサー  

＜関連する知的財産権＞ 

現在、特になし。 

 

キーワード 光励起状態、機能性分子素、分子磁性体、スピン整列 

 



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 分子内相互作用 

氏名・所属 等 寺岡 淳二、理学研究科・物質分子系専攻、准教授 

＜概要＞ 

鉄ポルフィリン（右図）を有する一群の蛋白質をヘム蛋白質と呼ぶが、代

表格は血色素ヘモグロビン(Hb)であろう。Hb は肺で獲得した酸素を血流に

乗って体の隅々にまで効率よく運ぶ。効率よくとは、結合した酸素を組織に

運び、出来るだけ多く手離して、持ち帰りを少なくするということである。

しかし、これは言うは易し行なうは難しで、実際にはかなり大変なことであ

る。というのも、結合と解離は相反する化学的現象であり、酸素と強く結合

すれば、逆に離しにくいからである。 

 

Hb は実際には酸素との結合場所である鉄ポルフィリンを４箇所持ち（右下図）、それぞれのサイトに

おける酸素との結合定数を変えることによってこの難局を乗り切っている。つまり、あるサイトに酸素

が結合すると、蛋白質全体の構造変化が起きて他のサイトにおける酸素結合能が高まる、解離する場合

にはその逆のことが起きているという訳である。このことは言い換えれば、蛋白質分子中の酸素結合部

位が分子内でお互いに連絡を取り合っていると言うことで、その結果 Hb は酸素を効率よく運搬できる

のである。 

われわれの身の回りには電話やメ－ルなどの様々な情報伝達手段があるが、Hb はその役割を担う最も

単純化された最小の装置、いわゆる分子機械

であると考えられる。 

 

しかし、酸素の結合がどのようにして蛋白

質の構造変化を引き起こしているのかの詳細

は未だに明らかではない。この点を理解する

ことが重要であり、そのためには分子レベル

における情報伝達機構、すなはち｛酸素（配

位子）― 鉄 ― ポルフィリン｝ユニットが如

何に連絡を取り合っているかを、まず明らか

にする必要がある。そして、その後でユニッ

ト間の情報伝達機構の解明に立ち上がる。 

そこでわたしは、 

（１）ポルフィリンの光励起による鉄-配位 

   子結合の切断（光解離） 

（２）配位子の分子振動による強い赤外円偏 

  光の認識 

 光励起によるポルフィリンの鉄の還

元（光還元） 

などの、これまで調べてきた研究成果を基に｛酸素（配位子）― 鉄 ― ポルフィリン｝ユニット内の

相互作用、ひいては分子内における情報伝達機構を明らかにしようとしている。最近では新たに、同位

体置換したポルフィリンを用いてたんぱく質を再構成し、その振動スペクトルを観測することによって

ヘム－グロビン相互作用を浮き彫りにしようと試みている。 

 

 

 

 

キーワード たんぱく質、協同効果、分子内相互作用、分光学、ラマン 
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データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 遷移金属錯体触媒によるシアノ基切断反応 

氏名・所属 等 中沢 浩、理学研究科・物質分子系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

シアノ基をもつ化合物は、その毒性の関係から廃棄する場合には特別の操作が必要となる。もし、有

機物からシアノ基を切り離すことができれば、残った有機物は再生可能となり、また廃棄に特別な処

理をしなくて済むことになる。従って物質のリサイクルやエネルギーの節約観点から有用な反応とな

る。しかし、例えばアセトニトリル（CH3-CN）の C-CN 結合エネルギーは 133 kcal/mol であり、アル

カンの C-C 結合の 83 kcal/mol よりもはるかに大きい。一般に、炭素－シアノ基、窒素－シアノ基、

酸素－シアノ基の結合は非常に強く、そのため通常は切断が困難である。 

我々は、アセトニトリルとヒドロシラン(R3SiH)を、触媒量の鉄錯体である(・5-C5H5)Fe(CO)2Me 共存

下で紫外線照射あるいは 80 ℃で加熱することにより、C-CN 結合が切断できることを見出した。この

触媒反応は他の脂肪族有機ニトリルや芳香族有機ニトリルにも適応可能である。 

 

 

R-CN + R'3SiH

Fe

C
C

Me
O

O

R-H + R'3Si-CN

触媒

紫外線照射　または

80 ℃に加熱  
 

さらに、シアナミド(R2N-CN)の N-CN 結合切断反応に対しては、(・5-C5H5)Mo(CO)3Me 錯体が触媒とし

て有効であることも見出している。 

 

＜アピールポイント＞ 

通常では切断の困難な有機ニトリルの C-CN 結合、ならびにシアナミドの N-CN 結合を、遷移金属錯体

を触媒として、温和な条件下で切断できる前例のない反応を見出した。今まではシアノ基を有する有

機物が不要になった場合は、特別の廃棄処理をする必要があったが、本反応を利用するとシアノ基の

切断により、有用な有機物へと再生可能となる。また、C-CN 切断反応に触媒作用を示す錯体の金属と

して、安価で入手が容易てあり、また毒性がほとんどない鉄を用いている点も特徴の１つと言える。

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

有機物のリサイクルの観点から、また廃棄にかかるコスト削減の観点から、本反応は有用であると言

える。現在触媒活性がターンオーバー数 200 程度であるので、更に活性の高い触媒の開発ならびに反

応条件の検討を行っていきたい。 

 

＜関連する知的財産権＞ 

特になし 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem.cc.index.html 
 

キーワード リサイクル、物質変換、廃棄処理 
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データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 フェムト秒レーザー，イオン化，質量分析，金属イオン分離 

氏名・所属 等 中島 信昭、理学研究科・物質分子系専攻、特任教授 

＜概要＞ 

 「21世紀は光の時代」と言われており、レーザー化学の分野も面白い研究課題を含んでいる．高強度

レーザー化学に注目している． 

 現有のレーザーは波長0.8ミクロンでテラワット（テラ：1兆）の出力がある．パルス幅は30フェムト

秒（フェムト：１兆分の１の千分の１）で、光でさえ9ミクロンしか進むことができない．これを分子

に照射し、新しい現象を調べている．アインシュタインは約103年前に光電効果を説明した．上記のレ

ーザー用い、有機分子の光電効果（イオン化）を観測している．この現象は田中耕一氏のタンパク質の

場合と同様、分析に利用できる．また，金属イオンの酸化還元を誘起し，核燃料廃棄物における金属イ

オンの分離について，議論している． 

1．高強度フェムト秒レーザーによりダイオキシン

の測定に成功 

ダイオキシンに展開し（財）レーザー総研と共

同で詳細な測定を進め，1.4 ・m 励起でダイオキ

シン分子イオン（右図中の M+, M2+）を観測できた． 

新聞（読売，2005 年 8 月 11 日, Daily Yomiuri 8

月 22 日）に掲載された．中島信昭，フェムト秒質

量分析法（第 25 章），フェムト秒テクノロジー－

基礎と応用－，化学同人，2006.  

2．ランタニドイオンの還元反応と分離 

強いレーザー光は媒体中を伝搬すると，レーザー光はフィラメントとなる．このとき，媒体はイオン

化している．この現象をランタニドイオンの還元反応

（Eu3+＋e →  Eu2+ ）に利用した．（右図）また、タンパ

ク質などの結晶化の 引き金としての利用を考え、フェ

ムト秒パルスによる結晶化の誘起を試みている．  

Eu3+などのｆ電子励起状態を経た多光子還元反応は金

属の分離に役立つと期待している．（右下図）  

3.多光子蛍光顕微鏡 

有機分子（パラターフェニル）で５光子吸収を見出し

た．多光子顕微鏡への利用を開始. 

4．フェムト秒加工の共同研究を開始 

 光イオン化、多光子吸収は微細加工の基礎でもある. 

5．超高温分子の生成と反応  

 ArF(193 nm)レーザー励起で 2000-6000Ｋのホット分

子を生成できる．ベンゼンからホット分子からヘキサジ

エンインが生成した． 

＜アピールポイント＞ 

金属イオンの酸化還元を核燃料廃棄物の処理に役に

立てたい． 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 分析，分離 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/laser 

キーワード フェムト秒レーザー、イオン化、質量分析、ランタニドイオン 

 



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 分裂酵母を用いた薬剤(生理活性物質)スクリーニング 

氏名・所属 等 中村 太郎、理学研究科・生物学、教授 

＜概要＞ 

生理活性物質のスクリーニングはこれまで培養細胞等を用いておこなわれているが、高コスト、操作

が煩雑などの問題がある。酵母は単細胞の真核生物で基本的な構造は高等生物と同じである。さらに

出芽酵母、分裂酵母はモデル生物として基礎研究も盛んに行われており、ゲノム配列もすべて明らか

にされている。高等生物にも保存されている遺伝子も多く存在することもわかっている。 

分裂酵母および出芽酵母の基礎研究によって得られた知見を薬剤のスクリーニング等に応用する。低

コストで簡単な操作で行うことが可能となる。またヒト遺伝子等の発現も可能なので、あるタンパク

質の機能を阻害する物質のスクリーニングも可能である。 

 

 

右図、分裂酵母（bar 10µm) 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

低コストでスクリーニングが可能である。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

医学、薬学、工学、生命科学 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/cbiol/pombe/pombe_J.htm 

 

キーワード 
分裂酵母、出芽酵母、生理活性物質、薬剤、スクリーニング、遺伝

子、ゲノム 

 



 

データベース 

登録 

２０１０．１０ 

シーズ名 森林生態系の構造と機能 

氏名・所属 等 名波 哲、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

＜概要＞ 

研究内容 

野生植物集団、特に森林群集における植物の種多様性創出および維持機構を明らかにするため、長期

にわたる野外観察と DNA マーカーを用いた分子生態学的手法を組み合わせ、研究を進めている。主な研

究テーマは、雌雄異株樹種の更新動態、植物の性表現、森林への外来樹種の侵入および分布拡大、熱帯

雨林構成種の繁殖に関する分子生態学的アプローチ、照葉樹林構成樹種の遺伝的多様性などである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雌雄異株植物のナギ   性転換するウリハダカエデ 熱帯雨林の巨大高木リュウノウジュ 

 

＜アピールポイント＞ 

生態学的研究の成果に遺伝情報を加え，森林生態系の構造と機能の包括的理解を目指す。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

1. 森林群集における遺伝的多様性と遺伝構造の創出と維持のメカニズムの解明 

2. 森林再生のための地域産苗木の確保，および苗木の遺伝子情報による標識付け 

3. 遺伝子情報を組み入れた，苗木の最適な植栽場所および配置の検討 

4. 森林の包括的な修復と再生のための新しい植林モデルの提案 

＜関連する知的財産権＞ 

なし 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pecol/ 

キーワード 植物、森林、生態、生物資源、自然保護 

 

摂食

被陰 
競争 

種子散布 

送粉 

土壌条件 

遺伝子流動

光条件 気象条件 

生物間の関係や生物と物理化学

的環境との相互作用から構成され

るシステムである生態系の構造と

機能の解明を、森林生態系を対象

に進めている。 



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 糖修飾Ｎ−複素環カルベン金属錯体 

氏名・所属 等 西岡 孝訓、理学研究科・物質分子系専攻、准教授 

＜概要＞ 

糖は疎水性と親水性の両方の性質をあわせもつだけでなく、生体内でも重要な役割を担っている、安

価に手に入る光学活性物質である。これらの性質を金属錯体に組み込むことで、有害な有機溶媒を用い

ない水を溶媒とした有機合成反応のための水溶性触媒や、新たな医薬品の開発を目指し、Ｎ−複素環カル

ベンを用いて糖を金属錯体に組み込む新しい方法を開発した。 

 

 

＜アピールポイント＞ 

Ｎ−複素環カルベン（ＮＨＣ）配位子は、強いσ−供与性を示し、その錯体は Grubbs 触媒に代表される

ように、有用な触媒となりうる。糖、とくにグルコースは安価で純度の高いキラルソースであるだけで

なく、生体内での細胞あるいは分子認識を担っているため、これをＮＨＣ錯体触媒に組み込むことで反

応選択性の向上が見込まれる。また、抗ガン剤シスプラチンに代表される金属錯体医薬品では、糖を導

入することにより、その副作用の緩和が期待されている。一般的にＮＨＣ配位子は多くの金属イオンと

強い結合をつくり、安定な錯体を与えるので、糖部位が金属イオンからはずれにくいと考えられる。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

環境親和型触媒・医薬品・抗菌剤 

 

キーワード 環境親和型触媒、医薬、抗菌剤、金属錯体、カルベン 

 

グルコース誘導体を導入したＮＨＣ配位子をもつニッケル錯体（左）とイリジウム錯体（右） 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 植物の活力を引き出すプラントサプリ 

氏名・所属 等 平澤 栄次、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

シーズのきっかけは、低照度ストレス下で観葉植物を保持する植物用有機栄養補助液

（プラントサプリ）の開発でした。その成果はハイビスカスを用いた室内での植栽保持実験

で得られたものです（図１、知財１）。この成果は、植物栄養学に新たな学問分野、植物有機栄養学を

切り開くことに繋がり（図２）、切花用鮮度保持剤の開発（商標：チューリップサプリ、知財２）や、

無機肥料で育てた野菜に含まれる高濃度硝酸を下げるための有機栄養補助液の開発（知財３）に進展

しました。 

新学問分野を応用した技術はいままでの植物保持技術にない優位性を持ち、新技術はすでに一部は

商品化されています。このシーズは、企業の方々の商品開発の要望をお聞きし、いままでにない植物

の活力を引き出すための共同開発から生み出されるものです。ご要望、ご提案をお待ちしています。
 

（図１）室内で２ヶ月後（左下）、プラントサプリを与えて 

８ヶ月後（右下）、その後野外に置いて６週間で開花（中央）。     （図２）朝倉書店 2007 年 

       
 

＜アピールポイント＞ 

このシーズの源泉は、まず基礎研究を行い植物の無機栄養とは別に新たに有機栄養分野を切り開いた

ことです。この基礎研究の成果をプラントサプリという有機栄養補助液の形でシーズ化したことです。

この研究は、既に３件申請されていることにも示されているように、さらに新たなシーズを生み出す

ことができます。たとえば OCU ニューテクガイド 2010 で提案したように、植栽に新たなプラントサプ

リを与えて、室内の二酸化炭素濃度を下げてそこに住む人達の居住環境を改善し、合わせて温暖化効

果ガスの削減する研究にも取り組んでいます。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

ビル内などの低照度環境下での植栽保持の用途は広く、プラントサプリによる屋内植物の利用分

野やその市場性は地球規模と考えられます。また現在すでに産業として定着しつつある、都市内や近

郊で行われている人工照明による水耕のレタスやトマトなどの野菜栽培においても、プラントサプ

リを応用することで、人工照明の照度を下げた栽培が可能になると考えています。 
 

＜関連する知的財産権＞ 

知財 1；特願 2005－262445 

知財 2；特願 2009－108426 

知財 3；特願 2010－48467 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/gphys/index.html 
http://www.osaka-cu.ac.jp/cooperation/researcher/hirasawa.html 

キーワード 野菜工場、水耕栽培、温暖化、都市緑化 

 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/gphys/index.html�
http://www.osaka-cu.ac.jp/cooperation/researcher/hirasawa.html�


 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 多核金属錯体の精密合成 

氏名・所属 等 廣津 昌和、理学研究科・物質分子系専攻、講師 

＜概要＞ 

金属錯体は触媒機能、磁性、光学的性質などを自在制御することができ、次世代の機能性材料となる

物質群の一つである。多核金属錯体は分子内に２つ以上の金属イオンを含んでおり、金属間相互作用や

反応基質との多点相互作用による特徴的な機能を発現する場合がある。そのような化合物を精密に分子

設計・合成し、その機能を解明する研究を行なっている。 

 

１．ジベンゾチオフェン誘導体の C-S 結合開裂を利用した二核ルテニウム錯体の合成 

脱硫が困難なジベンゾチオフェンにピリジル基を導入することにより、効率的かつ選択的に C–S 結合

を開裂させ、新奇なメタラサイクル化合物を合成した。 
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２．キサンテンで連結された光学活性なマンガンシッフ塩基二量体錯体 

高い触媒能をもつマンガンシッフ塩基錯体をキサンテン骨格で架橋することにより、大環状二核錯体

を合成した。この化合物は光学活性中心をもち、不斉触媒反応への応用が期待される。 
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＜アピールポイント＞ 

多核金属錯体を精密に設計・合成し、様々な分析手法を用いて構造解析を行なう。さらに、金属中心

が主役となる物性や反応性を明らかにする。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

触媒、磁性材料の提供。 

 

キーワード 金属錯体、結合活性化、触媒反応、キラリティー 

 



データベース 

登録 

２０１０．１０ 

シーズ名 抗重力反応を利用した有用植物の生産 

氏名・所属 等 

保尊 隆享、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

若林 和幸、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

曽我 康一、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 
 
＜概要＞ 

植物は、地球上のすべての生物にとってエネルギー（栄養）の供給源であると同時に、地球環境の維

持においても不可欠な役割を担っている。このような植物は、数億年前に生物の先陣を切って陸に上

がって以来、重力の力に抵抗する反応（抗重力反応）を発達させて、陸上で進化してきた（図１）。植

物の抗重力反応において、中心的な役割を担っているのは細胞壁である。細胞壁は、セルロース繊維

とマトリックスからなり、個々の細胞を取り囲んでその形や大きさを直接的に制御すると同時に、植

物体全体に力学的な強度を与えている（図２）。 

陸上で抗重力反応を発達させた植物は、水不足、温度変化、圧力や接触など、陸上における他のスト

レスに対しても強い抵抗性を示して繁栄してきた。したがって、人為的に植物体の抗重力反応を活性

化することによって、頑丈でストレスに強く生産性の高い作物を作り出すことができる。また、抗重

力反応の活性化により植物体の大きさや形が変化するので、これをうまく操作することによって、園

芸的価値の高い品種をつくることが可能になる。 

 

 

                      細胞壁 

                       
 

 図１                   図２ 

 

 

＜アピールポイント＞ 

植物にある種のストレスを与えて、他のストレスに対する耐性を高める発想は独創的であり、特に重

力をその手段に使うアイデアはユニークである。当研究グループは、４回の宇宙実験やそのための地

上研究を通して、重力を有効に利用するためのノウハウを蓄積している。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

１．生産性の高い作物の作出 

２．園芸的価値の高い作物の作出 

３．有用部位の割合が高い作物の作出 

 

 

 

 

キーワード 植物、環境、作物、食品、園芸 

 

重力の大きさ



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 砕屑物質の堆積作用と堆積盆解析 

氏名・所属 等 前島 渉、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

堆積相解析を主たる手法として、砕屑性堆積物の堆積作用、堆積環境の復元、堆積盆の発達史とその

造構背景の解明などに取り組んでいる。これらは化石燃料資源の探査開発の基礎データとなる。あわ

せて、現世の堆積作用と堆積地形･堆積微地形の研究も行なっている。 

 

最近の主な研究内容 

西南日本新第三系の堆積盆解析 

白亜系和泉層群の堆積システムと堆積作用 

秩父累帯下部白亜系の堆積作用と堆積盆解析 

インドのゴンドワナ累層群の堆積作用と堆積環境、堆積盆の発達過程 

インド東岸、マハナデイ川デルタの堆積地形とデルタ形成史 

エジプト、シナイ半島北部の中生層の堆積相解析および堆積盆解析 

エジプト、サン･ポール地域中生層の堆積作用と堆積環境、堆積盆の発達過程 

エジプト、ファイユーム地域の完新世堆積作用 

浅海および海浜における堆積作用と堆積相(特にストーム作用との関連) 

フアンデルタの堆積作用と堆積相 

比良山地東麓の臨湖扇状地群の堆積作用と地形形成過程 

 

 

キーワード 砕屑物、堆積相、堆積環境、堆積作用、堆積盆 

 

エジプト、ファイユーム地域の完新世ギルバート型デルタ堆積物 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 トポロジーと組合せ論 

氏名・所属 等 枡田 幹也、理学研究科・数物系専攻、教授 

＜概要＞ 

 異なる分野を結ぶ理論は，意外な知見をもたらし興味深い．私が現在興味をもっているトーリック多

様体論は，1970 年頃に，Demazure, Mumford，三宅克哉－小田忠雄氏により発見され基礎が確立された

理論で，代数幾何と組合せ論という異なる数学分野を繋ぐ架け橋といえるものである．この理論を通し

て，組合せ論の問題を代数幾何の問題に翻訳し，代数幾何の結果を用いて解くということが行われ，大

きな衝撃を与えた．私の関心は，トーリック多様体論をトポロジーの観点から展開すること，言わば，

トポロジーと組合せ論との架け橋を構築することである．これまで，服部晶夫先生（東大）や Taras Panov

氏（モスクワ大），Dong Youp Suh 氏（韓国高等科学技術院），Zhi Lu 氏（復旦大学，中国）などとの共

同研究により，ある程度この目論見は達成されているが，まだ解決すべき基本的な問題が残されている．

また，この理論の面白い応用も得られているが，さらなる応用があるのではないかと模索中である． 

 この研究に関連した研究が，ＭＩＴの Guillemin-Zara によってなされている．彼らは，n-valent グ

ラフの各辺に軸関数を割り当てた対象を考え，幾何学的な量の多くが，軸関数が割り当てられたグラフ

の言葉に翻訳できることを主張している．凸多面体の頂点と辺からなる対象が軸関数をもったグラフの

例であるが，これら以外にも沢山の例がある．このような対象は，化学における分子模型を連想させる．

＜利用・用途・応用分野＞ 

高校の数学教育，分子模型 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.math.toronto.edu/~megumi/ToricTopology/ToricTopology2006.html 

 

キーワード トポロジー、組合せ論、凸多面体、グラフ理論、グレブナー基底 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 ＧＩＳおよびＷｅｂ-ＧＩＳによる３次元地質モデルの構築 

氏名・所属 等 升本 眞二、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

地質情報は我々の生活の基盤を支える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，地質学に基礎を

おいた地質情報の処理・活用に関する理論構築，およびシステ

ム開発等を行っています．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

が研究の目的です． 

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，ＧＩＳ（地理情報システム）を用い

て３次元空間の地質分布を表す３次元地質モデルを構築する

研究，Ｗｅｂ-ＧＩＳを用いてこれらの地質情報を発信する研

究などを行っています． 
 

 
空間情報 

３次元地質 
モデル 

データベース化 

地 質 情 報 

Ｗｅｂ技術 可視化技術 

ＧＩＳ技術

地質解析技術 ＤＢ技術 

モデリング技術

問題
解決

情報
発信

 

 
３次元地質モデルの表示例 （各種断面図，サーフェース，ソリッド，ボクセルモデルなど） 

 

＜アピールポイント＞ 

研究開発に用いるシステム・ソフトウェアは基本的にフリーオープンソースソフトウェア（ＦＯＳＳ）

を用いていますので，誰でも利用，活用，および，さらなる開発が可能です．また，それらの普及の

ための研究も行っています．例えば，世界的に利用されているＧＩＳであるＧＲＡＳＳの国際化・日

本語化には私たちの研究が生かされています． 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

知的基盤，防災，環境，地下空間，空間情報，３次元可視化など 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~masumoto/vuniv2000/ 
 
 

キーワード 地質情報、３次元地質モデル、GIS、Web-GIS、FOSS 
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データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 計算機化学 

氏名・所属 等 松下 叔夫、理学研究科・物質分子系専攻、准教授 

＜概要＞ 

計算機化学 

 分子軌道法などの，量子力学をもとにした理論計算によって，実験的手法では得られない分子の電子

状態や化学的性質を解明することを目的としている． 

次のような，分子の物理化学的諸性質を，分子軌道法計算で行うことができる． 

計算対象

• 分子の基底状態や励起状態の構造

• 化学的性質

イオン化ポテンシャル，電子親和力，双極子モーメント，

電荷密度分布等

• 力の定数，振動数，振動スペクトル

• 励起エネルギー，吸収スペクトル

• 反応経路の解明

活性化エネルギー，反応性，反応速度等

• 溶媒効果

 

分子設計 

 以上の計算結果をもとに，未知化合物を含む化合物の性質を解明，予測することにより，合成研究，

や物性研究との連帯の上で，様々な新規な機能を有する化合物の分子設計が期待できる． 

分子設計

　 理論計算
新規物質の理論設計

機能の理論的解明

　　合成研究
新規物質の設計・創出

　  物性評価
機能・物性の評価・

解明

 

＜アピールポイント＞ 

新規物質の分子設計，ターゲット化合物のスクリーニング等に非常に有効である． 

＜利用・用途・応用分野＞ 

分子設計，反応設計，触媒設計，分子識別，分子素子 

キーワード 分子設計、反応設計、触媒設計、分子識別、分子素子 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 銀ナノ粒子を用いた低温焼結・接合技術 

氏名・所属 等 丸山 稔、理学研究科・数物系専攻、准教授 

 
＜概要＞ 

有害材料の一つに鉛が指定されたため、ハンダの無鉛化は進み、通常ハンダは既に全面的に無鉛化さ

れた。しかし、半導体パッケージ内接合に使われる高温型のハンダは、有効な代替品がないとの理由

で、鉛を 90％以上含むにもかかわらず使用が認められている。自然に廃棄された電子製品（パソコン・

携帯電話など）からの鉛による土壌や地下水を汚染する恐れが指摘されている。この問題を解決する

ために私たちは銀ナノ粒子をハンダ代替材に応用した。銀ナノ粒子は粒径 3 nm～100 nm をもち、表面

が有機保護膜で被われ、凝集せず独立に分散している。この粉末は電気絶縁体であるが、加熱すると

250℃で有機皮膜が完全に蒸発し、裸になったナノ金属核が焼結し金属化する。その際、基板となる金

属、ガラス、プラスチックなどに強く接合する。この特性を活用して、高温ハンダ代替材として半導

体接合に応用する研究を行った。 

銀ナノ粒子粉末を粘度の高い溶剤に分散させると、使いやすいペースト状に仕上げることができる。

このようなナノ銀ペーストを用いて接合した半導体整流素子（ダイオード）は、従来の高温鉛ハンダ

接合したダイオードと比較して、良好な順方向電流-電圧特性および熱伝導特性を示した。-55℃と

+150℃の間の冷熱サイクル耐久試験も実施し、3000 サイクル後でも試作したダイオードの電気伝導お

よび熱伝導特性はほとんど劣化しないという結果が得られ、高温鉛ハンダ代替材料として利用が可能

であることを示した。 

その他に、銀ナノ粒子粉末は銀イオンと同様に、抗菌・殺菌作用もある。 

 

＜アピールポイント＞ 

焼結温度は低温（250 から 350℃）であるが、一旦焼結接合すると高融点金属銀になり、960℃まで外

れない導電材料。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

高融点接合材、高温鉛ハンダ代替材、金属メッキ代替材、プリント基板の配線、抗菌・殺菌剤 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/phys/crys/ 

 

キーワード 銀ナノ粒子、ナノ銀ペースト、低温焼結、半導体接合、抗菌作用 

 

 
図１ 接合見本として作った銅製の文鎮。

ナノ銀ペーストを接合面に塗って、250℃
で焼結接合させた。様々な金属、プラステ

ィック、ガラスに付着する。ナノ銀ペース

トは既存の銀ペーストと同等以上の性能

をもち、導電性接着材、接合剤として使え

る。 

 
図２ 赤色の電気絶縁体ポリイミドフィルムの上にナ

ノ銀ペーストを線状に焼結させた。線幅 L が 20 ミク

ロンから 1000 ミクロンの細線が横に引いてある。線

幅が小さいと、多数の導線が密に引けるので、電子回

路用プリント基板を小さくすることがでる。その結

果、電子機器（ノートパソコンや携帯電話）の高性能

化および小型化につながる。 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/phys/crys/�


 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 大阪地盤３次元地質構造モデル 

氏名・所属 等 三田村 宗樹、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

＜概要＞ 

 大阪平野とその周辺低地には厚い未固結の地層が埋没して存在している．その厚さは 1000ｍ以上に達

し，大阪府下の主要な市町村はその上に立地している．このため，都市の地盤として最も身近な対象層

となっている．これらの地層は未固結であるが故に，地震時の揺れの増幅，地盤沈下といった地盤災害

を被ってきた．これまで，厚い未固結堆積層が存在することは知られていたが，その分布域を包括した

３次元の地層分布に関わるデータの整理が詳しくは行われてこなかった．兵庫県南部地震以降，大阪平

野とその周辺地域では数多くの物理探査が行われ，地下の地層分布の状況がつかめる探査断面が出され

てきた．また，地盤沈下対策のための深層簿－リングに加えて，地層構成を確認する長尺ボーリング調

査も追加されて行われてきた．これらの地下データと周辺丘陵部での表層地質図との集成を行い，地層

分布の３次元データ化を行った． 

 この三次元モデルは，地下を構成する堆積層をいくつかの側方連続の良い地層境界で区切り，250m メ

ッシュの格子データとしてまとめた数層準の２次元データファイルから構成される． 

 
 

＜アピールポイント＞ 

これまでも大阪地盤を対象とした三次元モデルはいくつか作成されている．それらは，未固結堆積層

を一括して扱うか，あるいは，２～３分割した大きな分割で表現した程度のものが多い．本モデルでは，

上半部の地層分割をより細かく分割したものを提案している．これによって，浅層を対象としたより細

かな解析にも活用できるデータ構造を有している． 

地質構造モデルであるため，地盤の広域解析に広範な目的（地震動解析・地下水流動解析・地盤沈下

解析など）で利用できる． 

＜利用・用途・応用分野＞ 

大阪を対象とした地盤解析の各種シミュレーションの基礎データとして活用可能 

地震動解析・地下水流動解析・地盤沈下解析など 

キーワード 環境解析、地下水解析、地盤災害、防災 

 



 

データベース 

登録 

２０10．９ 

シーズ名 キラルスイッチング分子 

氏名・所属 等 三宅 弘之、理学研究科・物質分子系専攻、准教授  

＜概要＞ 

酸－塩基、レドックス、アニオンなど外部刺激に応答する『動的らせん分子』をキーワードに，遷

移金属錯体や希土類金属錯体の配位特性を活用した分子スイッチングに関する研究を精力的に行っ

ている。 
 
DNA やタンパク質など生体高分子では，『らせん構造』の反転が，遺伝子発現をはじめ様々な生体

反応を引き起こす重要なスイッチとして働いているように、外部刺激に応答して形を変える『らせん

分子』を基盤とすると，分子の認識やキラル情報のコントロ－ル，立体選択的な触媒機能という特異

な機能を持つ分子が構築できる。これまでに，キラル錯体のらせんスイッチングを活用して、ペプチ

ドらせんの反転や伸縮スイッチング分子の開発に成功している。この特徴を活用すると、酸－塩基や

アニオン、溶媒などのセンシングが色の変化（クロモトロピズム）や CD 変化などで検出することが

可能となる。 
 

 
 

キーワード 分子機械、超分子、構造変化、外部刺激、キラリティー 

 



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 超高圧圧力媒体油 

氏名・所属 等 村田 惠三、理学研究科・物質分子系専攻、教授 

＜概要＞ 

 圧力媒体油はもともと物質の高圧力下での性質を調べるために開発された。 

物質に高圧をかけると絶縁体が金属になったり、超伝導体になったりする。それには均質に全方向か

ら押す必要があり、このような圧力の性質を静水圧性と称する。これの実現には液体で加圧することが

肝要であるが、液体は加圧により固体になる。固体で加圧すれば、静水圧性が極度に劣化する。それで

固体になる圧力が高い物質を、出光興産と共同で開発している。 

高圧まで固化しない液体としては、メタノール・エタノールの混合物（10 万気圧）が知られているが、

圧縮率が大きいため、装置の設計上余分な体積が必要となる。また、加圧下での電気伝導を調べるため

の伝導ペーストを解かしてしまう。これを克服したのが、Daphne7373（2.2 万気圧）である。しかし高

圧研究は更に高い固化圧力媒体を希求している。それに応えたのが Daphne7474（室温、3.7 万気圧）で

100℃まで暖めれば 6.7 万気圧まで直線的に上昇する。また、高圧研究者に愛用されてきたフロリナー

ト 77/70（室温、１万気圧）は製造中止になった。 

またこの物質は極めて流動性の高い物質で、歯車などでの高速、加圧面で発生する高圧部分の磨耗対

策に向いていると思われる。また、かなりの低温まで（値確認はこれから）液体を保っていると思われ、

低温作動の潤滑機械オイルとしても有望であろう。 

＜アピールポイント＞ 

上述下線部、および 下記＜利用・用途・応用分野＞を参照。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

1．可動な超高圧、静水圧発生。  （押しても押しても固体になりにくい性質） 

2．流動性が極めて望まれる分野。 （いわゆる、極めて「さらさら」といった感じの性質） 

3．細かい部品での流動性が望まれる分野。  

（一般にサイズが小さくなると実質粘性が大きくなる。これに対応できる。） 

4．低温での潤滑。        （冷やしても固体になりにくい性質） 

＜関連する知的財産権＞ 
1．特願 2005－330869 （2005．11 月 15 日）圧力媒体油圧力媒体油 

（発明人：青山昌二、村田惠三、出願人：出光興産株式会社、公立大学法人大阪市立大学）
2．特願 2007－054585 （2007．3 月 5 日）圧力媒体油 

（発明人：岡田太平、青山昌二、村田惠三、出願人：出光興産株式会社、公立大学法人大阪市立大学）

＜関連する URL＞ 

 google 検索用キーワード「村田惠三 Daphne7474」、村田惠三 Daphne7373」 

 

キーワード 
高圧力媒体、高圧力伝達、微細構造作動潤滑、低温作動潤滑、 

超高圧作動潤滑 

 



データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 生物活性物質の合成 

氏名・所属 等 森本 善樹、理学研究科・物質分子系専攻、教授 

 
＜概要＞ 

自然科学の学問分野にあって化学の最も特徴的な側面の一つは、分子のレベルで物質を合成すること

ができるということである。従って、自由自在に物質合成ができるということは化学の究極の目標の

一つであると思われる。我々の研究室では、生命現象の担い手である天然有機化合物（構造学的、生

物学的におもしろい二次代謝産物）を主な対象として、その全合成を研究の中心に据えながら物質合

成のレベル向上に貢献したいと考えている。さらに、全合成研究から派生する様々な科学的側面にも

興味を持ち、分子サイドの視点から生命現象の本質を理解したいと考えている。また、機能分子の創

製も行っている。これまでに化学合成した化合物を以下に示す。 

 
＜アピールポイント＞ 

生理活性天然有機化合物は医薬品や農薬などのリード化合物として期待されている。そのような研究

分野のシーズが提供できたらと思います。 
 
＜利用・用途・応用分野＞ 

医薬品・農薬・ライフサイエンス・プロセスケミストリー 
 
＜関連する知的財産権＞ 

特許 名称 過酸化脂質生成抑制剤及びこれを含有する組成物 

出願人 三井化学株式会社 

出願番号 特願平 10–220451 
 
＜関連するＵＲＬ＞ 

研究室ホームページ http://www.sci.osaka–cu.ac.jp/chem/org2/org2j.html 
 

キーワード 生理活性物質、化学合成、創薬、医薬品、農薬 
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データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 超高強度・超短レーザーパルスと物質との相互作用 

氏名・所属 等 八ッ橋 知幸、理学研究科・物質分子系専攻、准教授 

 
＜概要＞ 

超短パルス(30 フェムト秒以下)、高強度(15 mJ 以上)、

高繰り返し(100 Hz/ 1 kHz)レーザーと分子との相互作用

を研究している。結果の観測は質量測定や発光観測などに

より行っている。 

1)多価金属イオン：原子イオン、そして多価の原子イオン

は金属挿入反応、表面改質、衝突電荷移動、極端紫外光

発生、原子時計などへの応用が期待される。有機金属化

合物を用いて純金属よりも容易に多価金属を発生させる

ことに成功している。 

2) 多価分子イオン：これまで有機物の多価イオンの発生

は極めて困難であったが、我々は分解を抑えつつ３価（右

図参照）、そして４価の分子イオンの発生に成功した。多

価イオンの物性についてはほとんど知られておらず、ま

たその反応も未開拓である。 

3) 高次多光子蛍光の観測：生物や医学の分野ではその空

間分解能や浸透深さから２光子蛍光顕微鏡が用いられ

ている。本研究では７光子以上の光吸収過程による蛍光

を発生させることで２光子顕微鏡以上の空間分解能を有する顕微分光法を開発している。 

4) フェムト秒レーザー直接脱離イオン化法：マトリックス支援レーザー脱離イオン化法は大型分子

（蛋白質等）の質量分析に極めて有用であるが、試料作成の困難さや再現性に難がある。フェムト秒

レーザーを用いた脱離イオン化法を開発している。 

現有装置 

フェムト秒チタンサファイアレーザー（写真左）、ナノ秒エキシマーレーザー・ナノ秒時間分解過渡

吸収測定装置（写真中央）、反射型飛行時間質量分析計（写真右）、吸収・蛍光分光光度計、液体クロ

マトグラフ質量分析計、ゾーンメルト試料精製装置、各種解析装置など。 
 

   
 

＜アピールポイント＞ 

現有装置のような高強度レーザーを設置している所は数少ない。取り扱いには十分な経験と知識が必

要である。これまで培ってきたレーザー、真空、そしてイオン検出や分光技術を提供出来る。 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.laserchem.jp 

 

キーワード フェムト秒レーザー、イオン化、光反応、時間分解計測 

 

図 ナフタレンの質量スペクトル。

分子イオンと多価の分子イオンが主

として生成しているのが分かる 

http://www.laserchem.jp/�


データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 乱流制御につながる渦ダイナミクスの基礎的解明 

氏名・所属 等 矢野 英雄、理学研究科・数物系専攻、准教授 

 
＜概要＞ 

気体や液体の流れの制御は、自動車・航空機・船舶

などの輸送効率のアップや、内燃機関によるエネルギ

ーの取り出し、液体輸送の効率化など、これからの社

会に必要とされる技術です。気体や液体の流れには多

くの場合ミクロな渦が発生し、乱流となって輸送を妨

げます。乱流を制御できれば、少ないエネルギーで多

くの気体や液体を輸送することができます。本研究で

は、流れから渦が発生し、乱流に遷移していく基礎的

な過程を解明し、乱流の制御をめざします。 
 
＜アピールポイント＞ 

通常の気体や液体には粘性があります（粘性流体）。

その流れや渦は複雑で、乱流の理解を困難にします。

一方、粘性のない液体（超流体）の渦は一種類だけで

す。超流体の乱流はこの渦だけから構成されるので、

乱流の渦ダイナミクスを調べるのに適しています。最

近パイプを流れる水流の乱流遷移がネイチャー（2006

年９月７日号）に報告されましたが、我々は超流体の

乱流遷移がこれと似ていることを明らかにし、渦の関

与を示しました。 
 
＜利用・用途・応用分野＞ 

残念ながら普通の気体や液体（粘性流体）の乱流制

御は、これからの課題です。超流体の乱流を調べる手

段として、我々は振動子による乱流測定法を開発しま

した。この手法を用いれば、流体中の乱流を簡単に生

成・測定することが可能です。振動子による粘性計はすでに実用化されていますが、いろいろな形状

の振動子を用いることで乱流への遷移過程を調べることが可能になります。振動子の応用例を表に示

します。 
 
＜開発した振動子の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード 乱流制御、超流体、振動子、乱流測定 

 

振動子による 
乱流測定 

乱流制御の

基礎的解明 

超流体 粘性流体

振動子の応用例 

 粘性計 

 振動流が物体に及ぼす力の測定

・乱流生成前後の力の変化 

 乱流生成のはじまる流速の測定

・物体の形・表面と乱流生成 
 

 
コの字型振動子 

（高純度シリコン単結晶） 
 
シリコン単結晶を用いることで、振動子

の形状を変えることが可能になる。 

 

 
極微細超伝導線（NbTi 直径３μｍ） 

 

極微細金属線は、流体の渦生成や乱流遷

移を的確に捉えることができる。 



 

データベース 

登録 

２０１０．９ 

シーズ名 ダンジョワ力学系とタイル張り 

氏名・所属 等 吉田 雅通、理学研究科・数物系専攻、准教授 

＜概要＞ 

本件の主題は、円周上の運動を解析することにある。一言で円周上の運動と言っても、さまざまで、

最も典型的な例としては回転が挙げられるが、これだけではなく、奇妙な運動として『ダンジョワ力学

系』がある。ダンジョワ力学系が発見された１００年ほど前から１０年ほど前まで、これは病理的な例

として考えられることが多かった。しかし、近年、研究が急速に進展し、むしろ代表的な運動の例と考

えられるようになった。 

本研究では、ダンジョワ力学系の適切な表現に成功し、この表現を通じて、『タイル張り』という 

非常に素朴で興味深い関連分野への応用を現在進行中である。 

＜アピールポイント＞ 

新しい分野であり、他の新しい分野との活発な交流を行っている。中でも『準結晶 (quasicrystal)』

という物性の数理的構造に、ダンジョワ力学系を使う研究が始まったことは特筆すべき点と思われる。

＜利用・用途・応用分野＞ 

準結晶論 (上述) 

 

キーワード Ｋ理論、ラミネーション、準結晶 

 



データベース 

登録 

２０１０．１０ 

シーズ名 抗重力反応を利用した有用植物の生産 

氏名・所属 等 

保尊 隆享、理学研究科・生物地球系専攻、教授 

若林 和幸、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 

曽我 康一、理学研究科・生物地球系専攻、准教授 
 
＜概要＞ 

植物は、地球上のすべての生物にとってエネルギー（栄養）の供給源であると同時に、地球環境の維

持においても不可欠な役割を担っている。このような植物は、数億年前に生物の先陣を切って陸に上

がって以来、重力の力に抵抗する反応（抗重力反応）を発達させて、陸上で進化してきた（図１）。植

物の抗重力反応において、中心的な役割を担っているのは細胞壁である。細胞壁は、セルロース繊維

とマトリックスからなり、個々の細胞を取り囲んでその形や大きさを直接的に制御すると同時に、植

物体全体に力学的な強度を与えている（図２）。 

陸上で抗重力反応を発達させた植物は、水不足、温度変化、圧力や接触など、陸上における他のスト

レスに対しても強い抵抗性を示して繁栄してきた。したがって、人為的に植物体の抗重力反応を活性

化することによって、頑丈でストレスに強く生産性の高い作物を作り出すことができる。また、抗重

力反応の活性化により植物体の大きさや形が変化するので、これをうまく操作することによって、園

芸的価値の高い品種をつくることが可能になる。 

 

 

                      細胞壁 

                       
 

 図１                   図２ 

 

 

＜アピールポイント＞ 

植物にある種のストレスを与えて、他のストレスに対する耐性を高める発想は独創的であり、特に重

力をその手段に使うアイデアはユニークである。当研究グループは、４回の宇宙実験やそのための地

上研究を通して、重力を有効に利用するためのノウハウを蓄積している。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

１．生産性の高い作物の作出 

２．園芸的価値の高い作物の作出 

３．有用部位の割合が高い作物の作出 

 

 

 

 

キーワード 植物、環境、作物、食品、園芸 

 

重力の大きさ
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