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工学にしか創れない
未来がある。
工学は未来を創る学問です。

皆が「あったらいいな」と思うモノやコトをカタチにして。

ときには、だれも想像すらしなかった画期的な技術を社会に提示して。

それには10年、20年、あるいはそれ以上の長い歳月を

積み重ねる必要があります。

長い歴史をもつ大阪市立大学の歩みは、未来に眼差しを

向けてきた歴史でもあります。

近年ネットワーク技術は大きな進展を遂げて
きました。しかし、高速化、大容量化、高信頼
性化、低消費電力化などの観点から、まだま
だ進化すべきなのです。人と人を、もっと強
固に結びつけるために。ネットワーク技術の
進化は、絆の強化だと思うのです。

情報工学

次世代の有線、
無線ネットワークの実用化

自動車はどこまで自然に近づけるのでしょ
う。これも私たちの挑戦です。システム工学
の技術と理論、そして独自の着想を駆使して
エンジンや変速機の最適化制御を図れば、
究極のエコカーを生み出せるかもしれませ
ん。「ライバルは自転車」と言えるような。

機械工学

究極の低燃費でクリーンな
自動車の開発

大阪はかつて「浪華八百八橋」と称されてい
ましたが、現在でも多くの橋が架けられてい
ます。その一つひとつが生活や経済にとどま
らず、文化を担っています。耐震性や機能性
はもちろん、造形的に美しく、環境とも調和す
る橋のあり方を、ここ大阪で考えています。

都市学

強さ、美しさ、機能性を
兼ね備えた橋

地球上の生命が太陽光の恵みなしに生き続けられ
ないように、光を創り出す、あるいは利用し制御す
るという工学の成果なしに、快適な生活をし続ける
ことはできません。それらは、電子と光の相互作用
をベースとしています。発光ダイオード、レーザー、
DVD、 光通信、太陽電池などはすべてそう。電子
と光をもっと味方に。それも工学の仕事です。

電子・物理工学

電子と光をもっと味方にして
より良い生活環境を創り出す

いま「再生医療」が注目されています。しかし
実現にはまだ多くの課題が残されており、医
学領域とともに工学領域からのアプローチが
求められています。もともと医療の発展には、
工学が大きく関与してきました。工学はいつ
の時代だって、人間のよきパートナーです。

化学バイオ工学

工学領域から「再生医療」に
アプローチ

日本では地震は避けることのできない自然
現象。建築設計は、地震から人々と街、都市
機能を守る数少ない手段です。耐震性の向
上は、これからも続く大きな課題です。自然の
恵みを最大限に活用するのも工学なら、自然
の脅威を最小限にするのも工学なのです。

建築学

耐震性の高い構造が、
都市機能の基盤を支える

1934年～
　  1948年
浅野 清 （教員）
法隆寺金堂・五重塔を
はじめとする諸堂宇の
修理「昭和の大修理」
の主担当を務める

1970年～1973年1951年
鈴木 成文 （教員） 
戦後集合住宅住戸
計画のモデルとなる
「公営住宅標準設計
51C型」を設計

1962年～
井本 稔 （教員）  
水相でのラジカル重
合法を発見
その他合成ゴム、キ
シレン樹脂などの基
礎研究により多数の
新規高分子を合成

1967年
小松 定夫 （教員）・中井 博 （教員）
日本初の鋼S字橋（阪神高速道路・中之島
S字橋）設計における構造解析に携わる

1969年～
　　　1991年
伊藤 博之 （卒業生）  
機械工学科／1966年卒業
HONDAシビックの開発（初
代：開発チーム参画、２～3
代目：プロジェクトリーダー、 
4～6代目：開発責任者）

1971年
内藤 徹男 （卒業生）  
建築学専攻／1960年修了
新宿西口の超高層ビル群の先駆け
となる日本初の超高層ホテル「京王
プラザホテル」を設計

1975年
薗頭 健吉 （教員）
ハロゲン化合物とアルキン間のクロスカッ
プリング反応の開発（薗頭カップリング）

1987年
神田 勝巳 （卒業生） 
土木工学科／
1968年卒業
関西国際空港の
建設を担当

1979年
青木 修三 （卒業生） 
応用化学専攻／1964年修了
紙おむつなどに使用される
吸水性ポリマーを開発

1976年～1996年
金澤 克義 （卒業生） 
土木工学科／1971年卒業
明石海峡大橋・大鳴門橋・下津井瀬戸大
橋・他の本州四国連絡橋の建設に従事
2000年～2002年にはスエズ運河架橋
の建設アドバイザーを担当

1999年
松本 雅史 （卒業生）  
機械工学科／
1971年卒業
元シャープ副社長　
日本初「カラー液晶・
カメラ付きモデル」の
携帯電話を世に送り
出す

1993年
石川 敏弘 （卒業生）  
応用化学専攻／1979年修了
宇部興産にて1800°Cの高温に耐えられる注
目の次世代複合材料素材「チラノ繊維」を開発

2005年
山本 典博 （卒業生）  
応用化学専攻／
1995年修了

芳澤 浩司 （卒業生） 
応用化学専攻／
2005年修了

小槻 勉 （教員） 
ノートパソコン用高容
量リチウムイオン蓄電
池の工業化に成功

2010年

島田 敏男 （卒業生） 
建築学科／1983年卒業
奈良文化財研究所・文化遺産
部・建造物研究室長　平城
宮・大極殿の復元設計を担当

坂根 正弘 （卒業生） 
機械工学科／1963年卒業
コマツ会長・日本経団連副会
長　大学教育への功績により
名誉博士号（大阪市立大学）
を授与される

原田 次夫 （卒業生）  
土木工学科／1956年卒業
高さ国内第三位の下小鳥ダムの
設計・施工監理担当
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M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G

機 械 工 学 科

原子・分子レベルのナノ・ミクロスケールから、環境・

社会などのマクロスケールまで横断的にとらえた

特色あるカリキュラムを提供し、さまざまな視点か

ら問題を考察する能力を育成。ものづくり、物理や

数学、人・社会に興味をもち、次世代の機械や先端

材料の創成に挑戦する技術者・研究者をめざす、意

欲ある学生を求めています。

02

大学院進学を見据えた専門性の高い教育研究体制

工学部・工学研究科

多様化、高度化する最先端の科学技術を教育研究。

特に学部生の約7割が大学院に進学する状況を踏まえ、大学院教育への継続性にも配慮したカリキュラムを編成しています。

大　学 大 学 院

機械工学科
機械物理系専攻
ものづくりの基盤となる機械工学と
その基礎領域を強化する

電子情報系専攻
高度情報化社会を支える物理学的基盤と
先端技術を創製する

電子・物理工学科

情報工学科

化学生物系専攻
環境調和型の次世代物質創製技術を
志向する

化学バイオ工学科

建築学科

都市学科

飛び級制度で３年次に
大学院進学も可能

成績優秀者は飛び級制度を利用して３年次に大学院受験が可能。（建築学科と都市学科を除く）
また、前期博士課程・後期博士課程にも早期修了制度を導入し学生のモチベーション向上に努めています。

自然科学をはじめ
とする基礎・教養
を幅広く学ぶ

専門に展開でき
る基礎知識をバ
ランスよく学ぶ

応用や演習科目
などを通じて研究
の土台を養う

専門性、独自性を
重視した学びで
卒業研究に発展

2年次1年次 3年次 4年次

都市系専攻
成熟都市における社会基盤、環境創生、
生活空間づくりを支援する

前期
博士課程

（標準2年）

後期
博士課程

（標準3年）



機械工学科研究分野一覧

熱工学

機械工作室

乾燥、食品加工、廃棄
物処理への大気圧近
傍の過熱水蒸気の利
用について研究してい
ます｡また、水の相変化
を利用した熱駆動ヒート
ポンプやヒートアイラン
ド緩和対策に関する研究、さらに、エネルギー
消費と温暖化の関係解明など環境問題に
ついても取り組んでいます｡ 機械力学

機械の故障診断技術や福祉ロボット技術を研究。人と
直接触れ合う福祉ロボットには性能・安全に加えて、専
門家でなくても簡単に使いこなせる操作性が求められ
ます。直感的な操作で、階段での荷物運びや目の見え
ない方の歩行を助けられる機器や技術を研究します。

材料機能工学
社会基盤を支える最も基本
的な材料である金属材料が
研究対象。ナノテクノロジーを
用い高強度の超微細結晶材
料やナノ多層膜の開発、破壊
の前段階の欠陥配列を電子
顕微鏡で観察する技術、変形
時に発生する微小な音波を
解析し材料診断を行う研究な
どに取り組みます。

生産加工工学
微生物と材料の相互作用について研究しま
す。甚大な損失を引き起こす微生物腐食に
ついての研究や、院内感染、食中毒対策とし
て抗菌性金属材料の開発も実施。また、単
結晶ダイヤモンドバイトを用いた超精密切削
加工、各種材料の溶接・接合加工、加工に伴
う残留応力評価の研究も行っています。

材料知能工学
材料にセンサを埋め込んで、センシング機能
をもった新しい材料の開発に関する研究を展
開。軽量で強度が高い複合材料と、極めて細
く容易に材料に埋め込める光ファイバセンサ
を一体化することで、センシング機能をもつ
新しい高機能材料の開発をめざしています。

材料物性工学
「ナノインテグレーションによる表界面機能性セラミッ
クス」「薄膜材料」をテーマに、環境・エネルギー、バイ
オ・医療、センサ分野への工学的応用をめざし、分子
からマクロスケールまでの機能・構造を制御した新し
い物性をもつ材料創製と機能評価に取り組みます。

材料数理工学
材料のモデリングや評価、振動の制御に
ついて研究。たとえば構造物が壊れると
いった事故を未然に防ぐために、パイプな
どに傷があるかどうかを調べる超音波セ
ンサの開発や、磁気粘性流体を利用した
振動制御ダンパの開発など、多様な研究
を展開しています。

動力システム工学
さまざまなシステム構築や制御理論を駆使し
て、エンジンや変速機の最適化制御を行い、
究極の低燃費でクリーンな自動車の開発をめ
ざしているほか、生物模倣型ロボットの開発、
燃料電池システムの高性能化、内燃機関の
シリンダ内解析に関しても研究をしています。

流体工学　
ダクト内を流れる高温流体の熱と運動量の伝わ
り方を解析して、流れの抵抗を増やさずに熱をダ
クト壁面に伝える効率的な撹拌方法を探究して
います。また、界面活性剤溶液の液膜の分裂現
象に関する研究やレーザーで壁面上の液滴を自
在に駆動する手法の開発などを行っています。

工具の微小トルク
計測装置。

工具径φ0.1mm程度、
トルク10Nmmの

計測が可能

M E C H A N I C A L  E N G I N E E R I N G

透明なプラスチックである非晶性プラスチックの変形挙動とその原因について研究。非晶性
プラスチックの変形応答をさらに詳しく理解するために、いろいろな条件のもとで実験・測定を
行っています。また、脆いプラスチックを強靭化させる応用についても調べています。

応用数学（数学部門）
水面の波や音波、あるいは直接感じることのない電波などの波動の現象といった、広い意味で
の波動現象を記述する方程式の基礎的な性質を調べています。特に方程式に現れる各係数
が解の性質にどう関わっているかという点に着目して、方程式の性質を調べています。

真鍮に単結晶ダイヤモンドバイトを用いて
超精密切削加工を施し、鏡面に仕上げた様子

再帰反射材の光学的性能評価装置

界面活性剤水溶液をスプレーノズルから噴出した様子

ダクト内の流れを数値シミュレーションし、
渦を可視化した画像

ネオジム磁石の磁力線に沿って形成された、
磁性流体の針状構造

泳いでいる鯛をイメージして試作した魚ロボット銅単結晶粒の微細化

1㎛

機械工作室と応用数学の2分野は、工学部共通部門です。機械工学科の学科研究指導を受けることができます。

加工後 加工前
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　エネルギー問題を工学的な面以

外から考察してみると、世界の人口

問題、食糧問題、国際政治、国際経

済など、複雑な要素が関係している

ことがわかります。装置やシステムの

開発も、国際状勢とは切り離して考

えられないのです。従って石油相場

や為替相場なども常にチェックし、世

界状勢を自分なりに見通す目をもつ

必要があります。大阪市行政と密接

な研究室で行動はローカルですが、

視点はグローバルです。私は本気で

世界に通用する人材を育てようとし

ていますし、皆さんもぜひそういう意

欲をもってください。意欲さえあれば、

能力は研究を通して必ず育てます。

　産業革命以降のエネルギー消費

の急拡大に伴い、地球温暖化や資

源枯渇といった問題が起こっていま

す。かつて環境と言えば、自分の身

の回りを安全・快適に保つことを意

味したのですが、現在は違います。

自分の行為が世界に影響を与える

ようになり、環境に対する意識も劇

的に変化しています。当研究室で

は、都市におけるエネルギー問題に

ついて、「うまくつくり」「うまく使い」

「うまく捨てる」という一連のサイク

ルを研究しています。特長は、私自

身が大阪市の行政

に深くタッチしている

関係上、大阪市とい

う大都市をフィール

ドに、実際に起きて

いる現象を題材に実

践まで追究できる点

です。

　都市というスケー

ルの大きな対象を扱

いますから、全体像

を把握するうえで理

論的な検討も欠かせ

ません。数学的なモ

デルを構築し、エネ

ルギー消費の予測を

立てるなどしますが、そこで終わるこ

となく、大阪市という実物の中で予

想と比較しながら検証まで行うこと

が可能です。机上の学問のみではな

く、実践までがセットになるわけで

す。企業との連携も密接で、発電所

やガス会社への見学にも定期的に

出向きます。環境性能の優れた建

物、廃棄処理場などにも出かけ、都

市のエネルギー代謝の実態を体感

します。自分の目で見て、体感すれ

ば研究意欲も湧いてくるものです。

エネルギーをうまくつくり、うまく使い、
うまく捨てるための研究と実践

低炭素社会実現に向けた
高効率・環境調和型
エネルギーシステムの構築

行動はローカルに、
視点はグローバルに

┃ 西村 伸也教授 ┃ 熱工学研究室 ┃Close-up Laboratory
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Topics

一人暮らしは
自分を成長させる機会。
大阪は人間的な魅力あふれる街です。
河田 祐輔さん
大学院前期博士課程　機械物理系専攻　北海道立北見北斗高等学校出身

心機一転、まったく違う環境で世界を拡げてみたい。そう考えて大阪へ飛び込んできました。

住まいは大学の最寄りから1駅、大学まで自転車で10分のワンルームマンション。

交通の便もよく、快適に暮らしています。

知人のいない環境での新生活のスタートで大変な面もありましたが、その分成長できたと感じます。

一人暮らしを通じて、特に身についたのが自己管理の力ですね。

大阪にいて感じるのは人のやさしさ。街の人々もそうだし、大学は先生と学生の距離が近く、

勉強や研究で困った時はとても手厚く助けてくださいます。

将来は大学で培った研究の知識を生かして、モノづくりに携わる技術者になりたいと考えています。

ここ大阪から世界で活躍できる技術者に、絶対になりまっせ〜！。

xmm

01 流体工学研究室 02 動力システム工学研究室

2010年度（平成22年度）日本機械学会から「日本機械学会賞（論文賞）」を受賞しました。

【 論文名 ： ｢キャピラリージェット形状を利用した動的表面張力の測定法（第２報、動的表面

張力の測定）｣ 著者名 ： 脇本 辰郎、加藤 健司、谷 俊也 】

機械工学科（高田准教授のグループ）で開発した

魚ロボットが、水中ロボット競技会であるTechno-

Ocean 2010 Aqua Robot Competition, 

Second prize of Free style groupを受賞しま

した。

03 熱工学研究室

2009年度（平成21年）日本食品工学

会第10回年次大会において、熱工学研

究室のグループが「湿り材料の温度測

定による簡易湿度測定法の検討」とい

うタイトルで発表し、「優秀発表賞（ポス

ター発表の部）」を受賞しました。

小径の孔から横向きに噴出する液体噴流の形状から表面張力の時間変化（動的表面張力）を測定する。表面張力の
小さい界面活性剤水溶液では、噴流の曲がりが水より弱い

大道 崇文さん作 Techno-Ocean 2010 Aqua Robot Competition, 
Second prize of Free style groupの魚ロボット（Small robofish）

APPLIED PHYSICS AND ELECTRICAL ENGINEERING

電 子・物 理 工 学 科

工学の基礎となる物理学と数学、電気・電子回路、

半導体工学、結晶工学、表面科学、レーザー、物性

理論などの体系的な教育と、新世代の技術パラダ

イムを生み出す先端科学技術の研究を展開。日進

月歩の高度技術社会をリードする高い専門性と技

術者としての倫理観を養い、豊かさと価値観を創

造できる人材を育成します。
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水 界面活性剤水溶液 これまでに製作した湿度検出部。上段はガーゼ、耐火
断熱レンガを球状に成型したもの。中・下段は、グループ
で自作した空隙率60％以上のセラミクス系多孔質材料
で300℃以上でも使用できる



電子・物理工学科研究分野一覧
A P P L I E D  P H Y S I C S  A N D  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R I N G

光物性工学
「半導体ナノ構造・超薄膜の光物性
と光機能性」を中心に研究していま
す。多様な半導体ナノ構造・超薄膜
を物理的、化学的手法により作製。そ
れら電子系のエネルギー状態や発光
機構について先端的な研究により、
新たな光機能性を創成する指針の構
築をめざしています。

材料計測工学
原子や分子が電離したプラズマ状態を利用し、
機能性材料の新規合成、既存材料の修飾や分
解を行い、機能性向上や改質のための技術開発
に取り組んでいます。また、不安定な有機半導体
薄膜をプラズマ重合法で形成し、安定性向上を
図る技術の開発なども行っています。

電磁気学
圧電性材料とは、外力を受けて変形することで電気を発生させる
という特性をもつ物質です。この材料の性質を利用して、加速器
を使った実験を通じて、高エネルギー粒子や宇宙塵を観測するた
めのその場計測技術の開発を行っています。

数理工学
多様で複雑な現象の背後にひそむ法則性や普遍性を探求するのが
数理工学です。ミクロな世界の法則を用いて金属絶縁体転移や磁性
転移の研究を行うとともに、群論を使って量子もつれの状態を研究し
ています。また、非線形現象や非平衡現象の研究も行っています。

応用分光計測学
先進のレーザー技術、メタマテリアルやアト秒オプ
ティックスなど新奇光学材料、素子の開発、新しいプ
ローブビーム技術を研究しています。未来の光学素
子開発や新しい表面分析手法の開拓、集束イオン
ビームを用いた表面科学への応用などを目標に取り
組んでいます。

物性制御工学
結晶成長学、結晶工学、表面物理学、真空工学、電子材料・
デバイス工学を基礎とした基礎研究と実用化研究を行って
います。有機金属化合物を原料とする「有機触媒CVD法」を
開発し、それを基礎とした大阪市大発ベンチャーを起業する
など、産学連携も盛んです。

波動物理工学
電子はありふれた素粒子ですが、その動きは現在でも多くが不明
です。電子の動きや働きの研究を通じて未来の電子技術開拓を
めざし、マイクロマシーン可動体、カオス磁場、高強度電磁波と電
子の相対論的相互作用、テラヘルツ波の応用に関する研究を
行っています。

圧電性材料で作られたリング状の高エネルギー粒子観測器

炭化水素の
リフォーミング等への
応用をめざした
エタノール液中
プラズマ生成の様子

酸化物半導体ZnOの
ナノ薄膜作製プロセス

（パルスレーザーアブレーション）
におけるプラズマ発光

電界イオン顕微鏡（Field Ion Microscope: FIM）装置を
用いて観察したＷ金属試料先端部の原子配列

フィルム基盤に試作した
フレキシブル透明薄膜

トランジスター

2枚のガスバリアフィルムで
サンドイッチした
フレキシブル有機EL
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　最近では、テラヘルツ電磁波と

いう光と電磁波の中間領域である

新しい研究にも取り組んでいます。

テラヘルツ電磁波をナノ構造半導

体から発生させるという試みで、こ

れまでまったく研究されてこなかっ

た世界でも最先端の研究領域で

す。この応用として、X線を使わな

い手荷物検査機器やより精密な診

断が可能な医療機器開発などが

想定されます。

　地球上に住む私たちの世界は光

に満ちあふれ、光によって成り立っ

ています。このもっとも身近なもので

ある光を制御し、社会に役立ててい

くことは実に魅力的でやりがいのあ

る研究です。どうか夢をもって、この

研究室に飛び込んできてください。

　半導体は従来の巨視的なマクロ

（バルク）半導体とナノ構造半導体

に大別できます。マクロ（バルク）半

導体では、その機能を支配する電

子は粒子として振る舞うのに対し

て、私の研究対象であるナノ構造

半導体では、電子は“波”としての

性格を現します。ナノメートル（10億

分の１メートル）のスケールでは、電

子に顕著な波動性（量子効果）が

現れる。その結果、マクロな半導体

にはない新たな光物性（光と物質の

相互作用による現象）と光機能性

が発現します。つまり、ナノ構造を制

御することによって光物性をコント

ロールし、新たな光

機能性素子を作り出

すことが可能になり

ます。我々の研究室

では、こうした光物性

と光機能性に関する

先端的な研究を展

開しています。

　光機能性には２つ

の側面があります。

光エネルギーから電

子系エネルギーへの

変換と、その逆の電

子系エネルギーから光エネルギーへ

の変換です。前者は太陽電池やデ

ジタルカメラの撮像部、後者は発光

ダイオードやDVD用の半導体レー

ザーといったものの原理で、半導体

の光機能性を利用した素子は私た

ちの生活に密着した場面で応用さ

れています。

　我々はあくまで基礎研究を行う立

場ではありますが、その成果が人々

の暮らしに大きな影響を与えていく

可能性をもっているのです。

光という身近なものを物理学によって制御し、
新たな機能を創出する

「半導体ナノ構造・超薄膜の
光物性と光機能性」の研究

私たちの暮らしに
密着した
応用例も多数

┃ 中山 正昭教授 ┃ 光物性工学研究室 ┃Close-up Laboratory



01 波動物理工学研究室

波動物理工学研究室のグループ（細田誠教授ほか）は一般的な電子機器中においてもカオ

ス磁力線が広汎に存在することを世界で初めて発見し、論文が米国物理学会のフィジカル・

レビューEのオンライン版に掲載されました。また、フィジカル・レビュー・フォーカスにも同日

掲載されました。

表プリント配線基板
（ P r i n t  C i r c u i t 
Board: PCB）や集
積回路内配線にお
いて発生するカオス
磁力線の例
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Topics

アメリカの学会で研究発表。
新たな研究視点を
もつことができた。
瀧田 佑馬さん
大学院後期博士課程　電子情報系専攻　兵庫県立川西明峰高等学校出身

私は、工学部に設けられている飛び級制度を利用して大学院に進学しました。

この制度は自分の努力が飛び級という成果に表れるので、研究への高いモチベーションにつながると思います。

大学院では、アメリカの学会で研究成果を発表する貴重な体験ができました。

世界の研究者たちとの議論により、自身の研究をより深く理解したほか、

世界各国から参加する企業の展示ブースを見て回り、自分の研究に関連する製品の説明を聴くこともできました。

同じ光学分野でも知らない研究や初めて聞く専門知識があふれていて、見るもの聞くものすべてが新鮮。

新たな価値観や研究視点をもつことができました。

今後は国内外の学会で研究発表を行いながら博士号を取得した後、

海外の大学や研究所に留学したいと考えています。目標は世界の第一線で活躍する研究者です。

02 応用分光計測学研究室

世界最大級のレーザーの国際会議であ

る、PHOTONICS WEST2011（米国サ

ンフランシスコ国際会議場）で７名の学生

が発表しました。３名が口頭発表、４名はポ

スター発表を行いました。

03 光物性工学研究室

川瀬 稔貴さん（大学院後期博士課程）が、

第21回光物性研究会（平成22年開催）に

おいて優れた研究を行っている大学院生

として「奨励賞」を受賞しました。研究テー

マは「ZnOマイクロキャビティにおける励

起子－光子相互作用の制御」です。

発表を行った学生メンバー

INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING

情 報 工 学 科

情報工学では、情報の種類や性質からその構造と

論理を探求する学問分野と、コンピュータを中核と

する情報システムのハードウェア・ソフトウェアの

理論と実践に関する学問分野を中心に教育・研究

を展開しています。時代の要請に応え、電子・情報・

通信の広範囲な問題に対する適応力と未知の問題

を解決できる独創性をもつ人材を育成します。



情報工学科研究分野一覧
I N F O R M A T I O N  A N D  C O M M U N I C A T I O N  E N G I N E E R I N G

電磁デバイス工学
マイクロ電磁デバイス、マイクロマシン、
フェーズドアレイアンテナ、生体からの電気
情報の計測と解析などの研究を行っていま
す。さらに、小型であらゆる電気製品に組み
込み可能な世界初の薄膜電力計の開発に
も注力。電力消費量をリアルタイムに計測
し、無駄な電力を抑えます。

知識情報処理工学
人間に近い能力をもつロボットを実現する人
工知能の開発をめざし、ロボットがタスクを実
行しながら適切な環境認識と行動政策を獲得
する強化学習の研究や、ヒューマノイドロボット
を使ってゲームをするロボットの視覚処理と知
識処理などの研究を進めています。

光電子工学
光の特性を活用してさまざまな情報の取
得、伝送、処理、表示を行う技術の研究
を展開。ほかにも、光通信に適用可能な
半導体レーザや光直接増幅技術、光波
長変換技術を駆使した光機能デバイス
の研究、光の量子性を活用する量子光
学に関する研究などを行っています。

情報ネットワーク工学
ネットワークをより身近に、そして安心して
使うための次世代の有線ならびに無線
ネットワークの技術開発に取り組んでい
ます。ネットワーク技術が進むべき方向性
として、高速化、大容量化、高信頼性化、
低消費電力化などの観点から研究・開
発を行っています。

電子回路学
表示や光制御に利用する微小光デバイス（光
MEMS）やマイクロレーザーなど、ポリマー材料
を用いて簡単に作製する方法や、3Dディスプ
レイと3Dカメラを組み合わせた3D映像インタ
フェースの研究など、電子回路学に関する幅広
い研究活動を行っています。

情報システム工学
「動く立体を表現するための大量の画像処理」を一
例として、GPUとCPU間の通信を含めた高速処理
技術を追究しています。またGPUは描画だけでも膨
大なメモリと処理性能が必要なため、GPUを処理と
描画の両方でシェアして使い分けるソフトウェアアー
キテクチャも探求します。

3Dカメラと3Dディスプレイでの表示例ポリマーマイクロレーザー

全周囲から観察可能な
3次元空中像ディスプレイの実験システム

網膜投影型ディスプレイ

通信システム工学
光通信や無線通信における通信路符号
や多重アクセスのための拡散符号、複
数のロボットを無線通信でつなぐネット
ワーク・ロボットとその応用、無線情報通
信技術の健康・スポーツ・医療分野への
応用、無線通信システム中での位置推
定技術とその応用などに取り組みます。

20台のロボットを無線でつないだ実験

インターネットの情報を宛先ごとに
振り分ける高性能ルータの試作と評価実験

PCの内部（並行処理を行うことができるシンプルな計算コア
480個を搭載したGPUボードを設置）

情報処理工学
視覚情報処理、パターン認識、学習、遺伝
的アルゴリズムなどの生物や人間が行う
情報処理の工学的モデルに関する基礎
研究とともに、その成果を知能ロボットや
医用画像処理へ応用する研究を展開。応
用として人間の姿勢や行動を解析する監
視見守りシステムも研究します。

見守り監視システムのための解析例

試作機器の特性測定の様子

画像

解析

動きを
数値化

立
っ
て
い
る
人

立っている人

座
っ
て
い
る
人

座って
いる人

不
審
物

不審物
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　この研究室の特色は非常にアク

ティブなこと。とくに海外に行くチャン

スが多くあります。私自身、月に１度く

らいの割合で国際会議などに出向

いていますので、その際学生も連れ

て行きます。国際会議でプレゼン

テーションをするという貴重な体験が

できますから、これをモチベーション

に研究に励んでほしいですね。

　実は、情報科学はまだ若い学問な

んです。情報理論ができて50年。今

後この分野が成熟を遂げていくため

には、他の分野との結びつきが不可

欠です。無線通信という技術を使っ

て何ができるのか。どう社会をよくで

きるのか。一度、考えてみてはいかが

でしょうか。

　携帯電話に代表される無線通信

は、とても身近な存在になっていま

す。利便性はますます向上していま

すが、無線通信にはもっと多彩な用

途が考えられるはずです。現在私が

研究しているのは無線通信を、安

全・安心なヘルスケアやスポーツ分

野に応用することです。たとえば、衣

服や靴の中にセンサを装着し、健

康状態がわかるデータを定期的に

医師のもとに送信、医師はそれをも

とにアドバイスを送り返すという仕

組みです。さらにセンサによって身

体が動く方向も把握できますから、

お年寄りの転倒と

いった事態でもすぐ

に察知して対処でき

ます。スポーツ分野

では、センサで選手

の心拍数などを監

督・コーチがリアルタ

イムに把握すれば、

きめ細やかなコン

ディションの管理に

つながり、パフォーマ

ンスを最大化したり、

選手寿命を長くした

りできるようになるで

しょう。これらの研究

は本学の医学部や

都市健康・スポーツ研究センターと

の連携で進めています。大阪市立

大ならではの組織力を活かした研究

と言えるでしょう。

　こうした無線通信のアプリケーショ

ン開発とともに、無線通信の信頼性

向上も大切な研究対象です。とくに

通信の信頼性は技術的に難しく、世

界的な課題となっています。有線通信

と同じ安定性を確保するのは困難で

すが、可能な限り近づけられる研究に

も果敢に挑んでいきたいと思います。

無線通信を活用し、健康管理や
スポーツ選手の最適なケアを模索

無線通信に関する
多彩な用途を研究

今後、ますます
成熟していく学問分野

┃ 原 晋介教授 ┃ 通信システム工学研究室 ┃Close-up Laboratory
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Topics

自分の作ったものが評価される。
この喜びが、ものづくりや研究開発への
より強い関心に発展。
益岡 奈央さん
大学院前期博士課程　電子情報系専攻　大阪府立岸和田高等学校出身

「リズムゲーム」という作品で、「論理設計コンテスト2009年度」井上賞（最優秀賞）を受賞しました。

出展にあたり、どうすれば遊ぶ人が楽しめるかを考え、

表示、サウンドなど細部にもこだわり、オリジナル性のある作品をめざしました。

賞をいただいたことで、他者から評価される喜びを実感。

それが、ものづくりに対するより強い興味と、企業での研究開発への関心に発展していったことが

コンテストを通じて成長できた点だと思います。

将来の目標は開発の現場で働くこと。

ニーズに沿ったシステム開発ができるよう、技術やシステムについてしっかり学んでいきたいと考えています。

また、研究面でも努力を重ね、学外での研究発表など、将来に役立つさまざまな経験をしていきたいですね。

01 情報ネットワーク工学研究室

土井 将登さん（大学院前期博士課程）、阿

多信吾准教授、岡育生教授が2010年電

子情報通信学会情報通信マネジメント研

究専門委員会より、極めて優秀と評価され

た論文の著者に贈られる「情報通信マネジ

メント研究賞」を受賞しました。

上田 洋さん（大学院後期博士課程修了）が

「第2回CiNiiウェブAPIコンテスト優秀賞」

を受賞。作品の“Researcher’s Web 

Page Navigator”は研究者のWebページ

を検索し、同姓同名人物ごとに自動分類す

るWebアプリ。CiNiiウェブAPIを用いたこ

とにより比較的簡単なアルゴリズムで高精

度を実現しています。

電子回路学研究室の大学院生3名が、平

成22年電気関係学会関西支部連合大

会において各賞を受賞しました。

表彰式の会場にて 上田洋さんによる受賞講演の様子
内視鏡診断・手術時の腫瘍領域の抽出例（胃粘膜）

（左）写真中白いところが腫瘍部分  （右）普通のカラー画像

導電性の布で作ったタッチパッド（コンピュータ入力装置）の動作例

円周状に配置したカメラアレイ         撮影した３Ｄ画像の表示

02 知識情報処理工学研究室 03 電子回路学研究室

奨励賞「多重スペクトル画像を用いた
腫瘍領域分離手法」
浅尾 啓介さん（大学院前期博士課程）

発表賞「ウェアラブルコンピュータ用布タッチ
パッド」藤井 祥一さん（大学院前期博士課程）

発表賞「円周配置型光線情報取得カメラアレイ
の実装」廣岡 謙太さん（大学院前期博士課程）

3波長による分離 撮影領域

ニワトリ卵白リゾチームの結晶

APPLIED CHEMISTRY AND BIOENGINEERING

化学バイオ工学科

環境調和型の「ものづくり」に挑戦できる学科です。

新素材、環境、エネルギー、生命、医療などの幅

広いフィールドで、原子、分子あるいは遺伝子や

細胞の世界から人々の生活に役立つマテリアル

や技術を創り出し、持続的な発展と地球環境保全

が両立した豊かで安全な社会の構築に貢献する

研究者・技術者を育成します。



化学バイオ工学科研究分野一覧
A P P L I E D  C H E M I S T R Y  A N D  B I O E N G I N E E R I N G

無色透明の「青色発光耐熱透明フィルム」に
紫外線を照射すると青色発光する様子

羊毛タンパク質で作製した多孔体細胞足場の
上で増殖するマウス線維芽細胞酵母の細胞分裂した痕跡（キチン染色）

DNA塩基配列自動解析装置を用いて
得られたDNA塩基配列を表す波形データ

アミノ酸の一種である
グリシンの光学顕微鏡写真

■A ヒト子宮頚ガン由来HeLa細胞

■B Aに抗腫瘍効果のある
ショウガ由来化合物を添加し、
24時間培養後の様子

化合物の抗腫瘍効果により大部分の
ガン細胞が死滅している

U
V
光
照
射

青
色
発
光

透過型電子顕微鏡で撮影した
シアニン色素で被覆された
ロッド状の金ナノ粒子

紫
外
線
照
射
す
る
と
着
色
し
、

可
視
光
線
照
射
す
る
と

元
の
無
色
に
戻
る
機
能
性
材
料

電極材料の
粒子形態（左）と
結晶構造（右）

無機工業化学
電池機能材料（電池に使われ
るさまざまな材料で特に電極
材料など）に関する研究を実
施。最近では身近な元素（チタ
ンとマンガン）からなる新しい
蓄電池を提案し、電気自動車
やソーラーホームシステムなど
への応用を見据えた基礎研究
を行っています。

生体機能工学
抗炎症剤・抗ガン剤およびそれら
のデリバリー材料を含む医療材
料の開発について研究を展開。
たとえば瞬時にゲル状になって出
血部位を覆う新しい止血剤や皮
膚疾患の炎症を抑える効果のあ
るショウガ由来化合物など、医療
現場で役立つツールの開発に取
り組んでいます。

生物分子工学
遺伝子工学を用いたタンパク質
の研究を実施。遺伝子工学を使っ
て設計図を書き換え、ヒトにとって
有効なタンパク質を作り出すとい
う研究も行っています。これらの研
究は、抗体医薬品としての抗ガン
剤や病原性微生物に対する抗菌
薬の開発に応用できます。

生物化学工学
木質系バイオマスからのエタノール生産など、木質系バイオマスの
100％利用をめざして、その成分であるリグニン、ヘミセルロース、セ
ルロースの効率的な分離、およびそれらの有効利用について検討し
ています。また、医薬品・化学品
の製造工程における手順とコ
ストを削減する晶析プロセスの
高度化にも取り組んでいます。

細胞工学
新たな機能をもった微生物の
探索と酵母をモデルに人工
的な機能性細胞の構築に取
り組み、バイオ産業への展開

を図るとともに、細胞工学技術を駆使し、新
しい抗体作製技術の開発を実施。いまだ謎
の多い細胞の理解を進めながら、工学領
域への展開をめざします。

生体材料工学
iPS細胞などから作った組織細胞
で病気を治療する「再生医療」の
実現に向けた工学領域からのアプ
ローチを行うほか、ターゲットの細
胞だけにRNAiを起こす「核酸マシ
ン」をデザインし、その働きを研究
することで副作用のない治療薬開
発もめざしています。

有機工業化学
医薬や農薬の合成原料として工業的価値の高い光
学活性化合物の合成を可能とする有機触媒の開発を
行っています。ケイ素の性質を活かした研究では、微量
用いることにより有機反応を行うと大量の光学活性化
合物を合成することができる不斉触媒の開発に成功。
また、生体内における酵素反応と同様の反応を人工
的な小有機分子触媒により行う研究などを展開し、環
境にやさしい化合物合成法の確立をめざしています。

工業物理化学
微小部・微量分析法の開発と応用研究に加
え、ナノ粒子や光触媒などの機能材料の開
発に取り組んでいます。最近ではX線分析技

術を応用して試料
の３次元元素分布
の可視化に成功。
この手法を環境試
料、生物試料、文
化財試料、鑑識資
料などの精密解析
に利用しています。

高分子化学
インテリジェントポリマーを用いる
高機能性材料の設計を行ってい
ます。研究室で開発したポリマー
は、耐熱性透明材料、易解体性接
着材料、撥水性制御可能なコー
ティング剤などの高機能性材料と
してさまざまな分野で利用が期待さ
れ、性能向上や機能発現のメカニ
ズムの解明に取り組んでいます。

材料化学
次世代材料として期待される光機能性有機材料
の合成とその性質を研究。光メモリ素子、表示素
子、光センサー、サーモセンサー、フォトアクチュ
エーターなどへの応用が考えられます。さらに新し
い表示素子材料、有機系の発光材料などの開発
にも取り組んでいます。

■A

■B
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です。一方、予想外の結果であって

も、見方を変えれば大発見につなが

る可能性があります。それを見極める

ことが大切であり難しくもあります。そ

のためには発想力も重要であるた

め、研究室ではディスカッションや研

究発表の機会を数多く設けていま

す。その中で新たなアイデアが生ま

れることも多々あります。大学入学を

志す諸君には、常日頃から身近なこ

とに対して「なぜ？」という疑問をも

ち、それを知り得ようとする気持ちを

大切にしてもらいたいですね。

　当研究室では、光機能性を有する

有機材料の創成に取り組んでいま

す。その一つであるフォトクロミック材

料は、紫外線を照射すると、無色から

鮮やかな色に着色します。さらに可視

光をあてると、再び元の無色に戻りま

す。この現象は、光により、分子の構

造が可逆的に変化することに由来し

ます。この研究成果は光によって書

き換えできる光プリント材料などに応

用できる可能性があります。

　これまでの研究の中で、大発見も

ありました。フォトクロミック化合物の

薄い結晶に紫外線を照射すると、正

方形の結晶が菱形に変化しました。

このような現象は世

界で初めて確認され

ました。さらに、他大学

と共同で研究を進め

たところ、光で瞬時に

“変形”する結晶を発

見しました。この結晶

の動きを利用すれ

ば、光で駆動するマ

イクロマシンやマイク

ロロボットへの応用

も不可能ではないと

思われます。まだまだ

夢のような話ですが、

髪の毛より細いマイ

クロロボットを開発す

れば、血栓の解消など医療に使える

かもしれません。ちなみにこの研究成

果は英国の科学雑誌『Nature』に掲

載されました。

　当研究室では、物質の合成から機

能の評価まで行っています。新しい

物質をつくることは楽しく、つくり上げ

た物質が思った通りに機能した時に

は感動します。これが研究の醍醐味

新しい物質をつくり、さまざまな応用への
可能性を社会に提示する

光機能性有機材料の設計、
合成および物性評価

思った通りに機能した時には
感動を味わえる

┃ 小畠 誠也教授 ┃ 材料化学研究室 ┃Close-up Laboratory
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迷いもあったけれど、
受賞によって研究に対する
自信が芽生えた。
乾 匡志さん
大学院前期博士課程　化学生物系専攻　大阪府立生野高等学校出身

易解体性接着材料の設計・開発についての研究で、

高分子学会主催の「第56回高分子研究発表会[神戸]・エクセレントポスター賞」を受賞した時は、

最初は信じられず、驚きと喜びでいっぱいでした。

これまで、自分は本当に意味のある研究をしているのか、という迷いもあったのですが、

学会で高く評価されたことで自信がもてるようになりました。

さらに、「日本接着学会関西支部 第6回若手研究者の会・ベストポスター賞」を受賞。

自分の研究テーマに直接関連する学会だったので、前回とはまた違う喜びを感じました。

学会で認められたことで、いままでの研究に対する考え方は正しかったと、改めて認識できました。

これからもスタイルを変えることなく、これまで通りの姿勢で研究に励み、新たな成果を出し続けていきたいと考えています。

01 材料化学研究室

北川 大地さん（大学院前期博士課程）が、2010年光化学討論会に

おいて、光による結晶成長のマイクロパターニングと撥水性の制御

に関する研究発表を行い、最優秀学生発表賞を受賞しました。

さらに、第19回有機結晶シンポジウムにおいても優秀ポスター賞を

受賞しました。

2010年、アメリカコロラド州デンバーで開催された第

59回デンバーＸ線国際会議において、3次元蛍光X線

分析法による鑑識資料分析を発表した中澤 隆さん（大

学院後期博士課程）がベストポスター賞を受賞しました。

光による結晶成長のパターニングと撥水性の制御
自動車交通事故現場に残された塗装片の深さ方向の非破壊元素分布測定
例（塗装片は特徴的な層状構造をもっていることがわかる）

02 工業物理化学研究室

2010年、日本化学会第90春季年会において佐藤 絵

理子特任講師の発表した「ポリペルオキシドを含む易解

体性接着材料の合成と物性評価」が優秀講演賞（学術）

を受賞しました。また、佐藤特任講師は「高分子学会 第

19 回ポリマー材料フォーラム（2010年）」でも優秀発

表賞を受賞しています。

03 高分子化学研究室

ARCHITECTURE AND BUILDING ENGINEERING

建 築 学 科

いつの時代でも建築がそなえるべき普遍的な要素

である「用・美・強」の理論と実践を学術・芸術・技術

の面から総合的に研究し、豊かで生き生きとした

社会・生活づくりにチャレンジ。「発展から持続へ」、

「効率性から人間性へ」と新しい時代への転換期

を迎えた社会・生活環境を創造するデザイナーや

エンジニアの育成を目標にしています。

ポリマーの分解による接合体の解体



建築学科研究分野一覧
A R C H I T E C T U R E  A N D  B U I L D I N G  E N G I N E E R I N G

建築防災
建築物は主に地震による力と風による力に
耐える必要があります。地震による力は建築
物の硬さや重さという建築物の中身によっ
て異なるのに対し、風による力は建築物の
形、いわば外見に影響を受けます。当研究
室では、こうした建築物をめぐる風による力
を研究しています。

建築デザイン
実在する都市をフィールドに調査・
分析し、それを建築の意匠へ活かす
設計手法の研究を行っています。展
覧会への応募のほか、研究室に依
頼された建築物の設計や、建築設
計事務所のコンペのメンバーに加
わるなど、実際のプロジェクトに携わ
る機会の多いことが特長です。

コミュニティデザイン
人・コミュニティ・地域という実体として生きている都
市にフォーカスし、住民とのワークショップなどを通じ
て実証的に研究。都市や地域を活性化させる住民
主体のまちづくりや、建築単体を超えた面的・群的
な都市空間のデザインといったテーマに取り組んで
います。

建築構造学
建築構造の中でも特にドームや
スタジアム屋根などに代表され
る空間的な広がりをもつシェル
空間構造の力学特性に関する
研究に力を入れています。その
構造特性を数値解析・実験的
手法の両面から研究し、新しい
建築空間を創るための構造技
術の開発をめざしています。

建築設備
化石燃料枯渇対策として、都市域における熱エネルギーの有効利用
技術を研究。化石燃料節減のために下水、上水、工業用水などの管路
ネットワークにヒートポンプを適用する方法とその効果を推定する手法
を開発するほか、電力負荷平準化を図るための研究も行っています。

建築計画
大阪固有の都市型住宅を対象に（１）潜在する｢型の原
理｣を解明し（２）その原理を適用して高層マンション等に
対するカウンタープランとして都市住宅｢大阪モデル｣を
開発（３）都心居住の今日的課題を照射し、コンパクトシ
ティの内実化、具体化への貢献をめざします。

建築構法及び材料
建築構法では、構造的、美的に優れた建築
物、特に大スパン構造に用いられるラチスシェ
ルの設計法提案を研究。建築材料ではセメ
ント製造時にCO₂が多く発生することから、大
気中のCO₂削減にはセメント使用量の低減
が有効との立場から研究を進めています。

空間図形科学
図形科学的な技術・知識を用いた「表現手法の研究」、
「造形原理の研究」、「光・視環境の研究」を展開。造形
原理の研究では、特に曲線の接線の集合である接線曲
面を活用し、展開するこ
とが可能で複雑な曲面
のデザイン手法の研究
に力を入れています。

建築環境工学
建物における快適な環境を研究。例えば、ヒトから環境へ
の働きかけとしての「環境調節行為」を組み込むことをめ
ざし、どのような環境で窓の開閉や冷房のオン・オフなど
の環境調節行為が行われているかを調査するなど、より
合理的な温熱環境の設計を追究しています。

清掃工場でのミストの噴霧冷却

単層2方向ラチスシェル・実大試験体

清掃工場の復水器吸込み空気のミスト冷却

公共空間の使
いこなしの社会
実験として、地
域の人たちと一
緒に実施した水
辺ピクニック

変化する二重螺旋を導線とす
る接線曲面を活用したランプ
シェードの提案

データロガーを利
用した調査風景

住み手により手を加えられながら住み
続けられている大阪都心の長屋と、
最近建てられたタワーマンション

20 21

　建築物は人間が使うものですか

ら、常に人間の営みについて思案し

なければなりません。小学校を建て

る場合は子どもたちや教育について

思いを巡らせる必要があるし、葬儀

場なら遺族の気持ちに配慮しなけれ

ばならない。一生涯かけてもテーマ

が尽きることはありません。だから楽

しいし、難しい。長く建築家をしてい

る私でも、建築のことがわかったなん

て一度も思ったことがない。ただ言え

るのは、建築には社会を変える力が

あるということ。一般には政治や制度

があって、建築はそのうえに成り立つ

ものだと考えられています。でも逆も

ある。空間が制度自体を変えてしまっ

た例が、現に存在するのです。

　やはり建築は楽しい仕事ですね。

　「土建空間」という概念は、建築、

土木、あるいはインテリアまでを含

め、近接する領域を包括的に捉えて

みてはどうかという私の提案です。

建築も土木も同じ風景を構成する

要素であり、本来は分離できない総

体です。両者の横断的な交流が進

めば、より社会をよくできるのではな

いかと考えています。

　この研究室の特色は、建築の“実

務”に携わりながら学べることです。

展覧会に出展する習作をつくるだけ

ではなく、研究室に依頼された現実

の建築物を設計します。また、私は

建築設計事務所の主宰者でもあり

ますので、事務所が

参加するコンペにか

かわってもらうことも

あります。実習という

シミュレーションでは

なく実際に建つもの

を扱うのですから、や

りがいは大きいはず。

３回生までの基礎学

習はインプットが中

心ですが、この研究

室ではアウトプットを

繰り返します。実際に

設計をして作品の講

評を受ける。建築家

をめざす学生にとっ

て、それがもっとも有効な鍛え方だと

思います。

　私がいつも学生に問うのは、その

建築デザインは何のためにあるのか

ということ。どのようなコンセプトで、

どんなテーマで、だれのためにつくる

のか。つまり、だれが幸せになるの

か。その思いがなければ、何も始まり

ません。

私が学生に問うことは、「その建築を通じて、
だれを幸せにできるの？」

「土建空間」概念を用いた
包括的景観形成

建築には社会を
変える力がある

┃宮本 佳明教授 ┃ 建築デザイン研究室 ┃Close-up Laboratory
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空間から遊びを見いだす子どもたち。
課外活動での発見が
新しい施設の設計に発展。
藤本 絵理さん
大学院前期博士課程　都市系専攻 　西宮市立西宮東高等学校出身

現在、小学校と美術館を組み合わせた新しい施設の設計に取り組んでいます。

その設計を考える上で大きなヒントとなったのが、埼玉県で行われたアートプロジェクトでの発見。

「森のレストラン」というプロジェクトで、来場者に森林空間でくつろいでもらう企画でした。

すると、大人が空間を頭で理解しようとする間に、子どもたちは空間を最大限に活用して遊んでいる。

大人より子どもの方が  楽しみを見いだす能力に長けていたのです。

そこで子どもが遊びまわれる空間の設計に興味をもったことが、現在の研究（設計）につながりました。

課外活動は、自分の案が実際の空間にどう影響するのかを知る貴重な経験の場であり、

多くの人と出会える機会でもあります。これからはリーダーとして課外活動に出向くことも増えるので、

それを社会に出る準備として捉え、これまで以上に力を入れていきたいと思います。

05 建築デザイン研究室

内藤 まみさん（大学院前期博

士課程）、州崎 海さん（同）が

デザインした「雨をひっかける

壁」が「地球にやさしい住生活

デザインコンペティション—

Real size thinking 2010」

で最優秀賞を受賞しました。

01 建築計画研究室

「認知症高齢者グループホームにおける重度

入居者の過ごし方の特性と空間の評価」の論

文により、黒木 宏一さん（大学院後期博士課

程修了）が2010年日本建築学会奨励賞を受

賞しました。グループホーム入居者の重度化に

焦点をあてた先駆的な研究が評価されました。

02 建築計画研究室・建築デザイン研究室

宮武 希実さん（大学院前期博士課程）、今村 

謙人さん（同）がデザインした携帯電話用AC

アダプタ「WORLD OF ALICE」がiida 

AWARD 2010を受賞し、製品化されました。

アリスが現代の都市を旅することをテーマに

した夢のある作品です。

04 建築計画研究室

建築計画研究室では、UR中宮第一団地

の住戸自主改修実験を行いました。設

計・材料調達から施工までのすべてを学

生自らが取り組むことで、老朽化・画一化

した住戸を「ハメコミハウス」と題する立

体感豊かな個性的なものにリノベーショ

ンしました。 
限られた空間の中に、床のレベル差を利
用して多様な空間を創出

03 空間図形科学研究室

第29回三大学環境工学系卒業研究発

表会(大阪大学、奈良女子大学、大阪市

立大学)において、田中 雄大さんの論文

「曲面反射鏡を用いた採光システムに関

する研究」が優秀賞を受賞しました。 提案した放物線面反射鏡の模型写真

U R B A N  D E S I G N  A N D  E N G I N E E R I N G

都 市 学 科

都市の多様な役割を総合的に捉えて都市空間を計

画・デザインする手法を学ぶ「都市デザイン」、環境

問題を解決する知識や工学的手法を学ぶ「環境創

生」、災害に強い安心・安全な都市を実現する技術

やマネージメントを学ぶ「安全防災」の3領域を軸

に教育・研究を進め、「環境都市づくり」のプロ

フェッショナルを育成しています。



都市学科研究分野一覧
U R B A N  D E S I G N  A N D  E N G I N E E R I N G

地域環境計画

都市リサイクル工学

環境水域工学

環境都市計画

都市基盤計画

環境図形科学構造及びコンクリート工学

応用構造工学（橋梁工学）

地盤工学

河海工学

「ごみ・水・有害物質の循環から都市環境を考える」をコンセプトに、捨てら
れたごみと焼却灰からレアメタルや有用金属を回収する研究をするほか、
焼却工場と下水処理場を連携させ効率的なごみ・下水処理システムを模

索。また、有害な化学物質の対策も
研究します。

ヒートアイランドを防止する有効な対策を幅広く
研究するほか、都市の暑熱化傾向に適応して生
活する適応策も考えています。緑化を図るため
の街路樹の整備や、道路散水、ミスト散布といっ
た対策などがあり、その効果検証を目的とした実
態調査研究も行っています。

生物・物理・化学的な要素から成り
立つ都市域の水圏生態系を対象
に、フィールドリサーチや環境実験、
コンピュータを使った数値解析によ
り、環境変動機構の解明、生態系
の健康診断と将来予測、さらに「魚
庭〈なにわ〉」の海と川の再生に関
する研究を行っています。

大阪地域の地盤性状の詳細を究明して、沈下量が最小限に留まるこ
とを前提とした地下水位低下可能量を求める研究を実施。同時に、
地震時の砂地盤の液状化危険度を予測し、現状の液状化危険度の
分布および地下水位低下による液状化対策効果も明らかにします。

主に川と沿岸域を対象に、インターフェイスの充実（鉛直循環流誘起
堤体の開発など）や沿岸水環境の保全・改善（都市河川の水環境改
善など）を目的として、現象の発生メカニズムを解明するとともに、数値
シミュレーションなどによって改善効果を予測する研究をしています。

コンクリート材料の性質「材料特性の改
善」に始まり、災害に対する安全性などに
応じたコンクリート構造物の作り方「設計
法の開発」、そして、現在使用されているコ
ンクリート構造物を点検・補修し、永く使い
続けるための対策「維持管理のあり方」な
どを研究します。

環境との調和に配慮し、美しく機能的で、地震を含むあ
らゆる荷重に対し適切に安全で、しかも維持管理・更新
もしやすい橋梁構造物の設計・建設や、その維持管理・
更新に必要な技術の研究を実施。大阪市との連携にも
力を入れ、市と一緒に橋梁の維持管理も行っています。

都市のさまざまな社会基盤施設の
計画とその評価に関わる研究分野
です。近年は特に、高齢化や地球環
境問題などの新たな課題に対応し
た安全で安心な都市づくり、さらに魅
力ある街に貢献できるような歩行者
支援など、実態調査に基づいた基
礎的・実用的研究を行っています。

実験室ではなく、都市そのものを研
究対象およびフィールドに、都市の
計画とデザインはどうあるべきかと
いう問題について、人と環境との関
係性を手がかりに研究を展開。
人々がいきいきと暮らせる都市のあ
り方やその方法論を探る都市再生
分野にも取り組んでいます。

「空間の形態の構築・デザイン
及び構築手法の提案」、「空間
の形態に基づく物理環境の算
出及び分析」、「空間の物理環
境と心理的応答との関係の分
析」という３つのテーマを柱に研
究を行っています。

門型コンクリート構造物耐震補強の
模型実験と数値シミュレーション

現在の地下水位の場合

大阪地域の液状化危険度の分布（海溝型地震動） 　　　〈 PL値20以上で液状化危険度が大きい 〉

地下水位を3m下げた場合

打ち水イベントでの熱環境計測（大阪・中之島公会堂）

都市に造成された人工塩性湿地（大阪南港野鳥園）における環境調査

鉛直循環流誘起堤体の
開発に関する実験状況

建築中の橋の様子

都市デザイン演習における作品模型
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なく街の風格を築くものでもありま

す。大阪市は観光政策にも力を入れ

ていますので、その観点からも緑化

は大切です。人々に緑化の重要性を

理解してもらうには両面からの訴求

が必要になりますから、物理や数学

から人文社会、歴史までの幅広い素

養が求められる研究とも言えます。

　大阪が緑豊かで住みよい街にな

るには何が必要か。研究成果を総合

して、あるべき都市の姿を提案してい

くのがこの研究の本質です。みずか

ら問題を発見し、そのメカニズムを解

明して提案につなげていくことで、街

がよい方向に変わっていく。それが

実感できた時の喜びは、とても大き

いですよ。

　地球温暖化に加え、都心部では

ヒートアイランド現象が進行し、熱中

症などの健康被害も増加していま

す。ヒートアイランド現象は最後の公

害とも言われ、被害者と加害者の関

係が明確でない点が特色です。私は

大阪市や上海市を対象に、都市の

気温上昇を抑制するための対策と、

暑熱化傾向に市民が適応できる工

夫について、街路樹による緑化や都

市河川の効果などに注目しながら研

究を進めています。大阪市の各部局

との連携も活発で、学生たちと一緒

に現地で実測調査を行い、市が政策

を検討する材料とな

るデータの提供も

行っています。たとえ

ば、街路樹が気温抑

制にどの程度の効果

をもつのか。あるいは

道路散水など、気温

を下げる効果は薄く

ても体感温度に対す

る影響はどうだった

か。そのようなデータ

を定量的に取得し、

GIS（地理情報システ

ム）を利用して周辺

の建物や道幅、主風

向などの条件を踏ま

え、空間的な分析を加えていきます。

　都市学科では、都市における問題

解決を図るうえで、工学的な手法と

ともに都市計画やまちづくりといった

ソフト面のアプローチも用意されて

います。この研究はそれらの中間に

位置します。私はヒートアイランド現

象の抑制という熱的な問題を扱って

いますが、緑化の推進はそれだけで

大阪のヒートアイランド現象を抑制する対策を
研究し、具体的な提案につなげていく

「都市の熱環境に関する
空間分析と評価」の研究

本質はあるべき都市の姿を
提案していくこと

┃鍋島 美奈子講師 ┃ 地域環境計画研究室 ┃Close-up Laboratory
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Topics

大阪・中之島エリアでフィールド調査。
これからも「水都大阪」の
理想を考察していきたい。
高原 一貴さん
大学院前期博士課程　都市系専攻　大阪府立八尾高等学校出身

いま大阪市では、「水都大阪」を取り戻すための諸活動とともに、

川辺のライトアップなどを通じて夜景スポットの創出にも力を注いでいます。

もともと水辺空間に興味をもつ私は、ライトアップを含めた中之島の夜景について、

来訪者の視点からその魅力に迫る研究に取り組みました。

その結果、二本の川に挟まれる中之島の地理的特徴に加え、歴史的建築物、

橋梁などの文化的価値などに起因し、歩くたびに違った夜景を楽しむことができる

中之島の多様性が明らかになりました。

実験には苦労もありましたが、楽しみながら大阪を代表するエリアの研究ができました。

今後もさまざまな活動に参加しながら、「水都大阪」のよりよい姿を考察していきたいと思います。

01 地域環境計画研究室 02 環境都市計画研究室

地域環境計画研究室のファーナム・クレッ

グさん（大学院後期博士課程）が冷凍空調

学会の学術賞を受賞しました（著者：ファー

ナム・クレッグ、中尾 正喜、西岡 真稔、鍋

島 美奈子、水野 毅男　論文タイトル：「ミス

トの冷却蒸発特性測定と制御方法の提

案」）

嘉名 光市准教授がディレクターとして企画

運営を中心的に実施している船場アートカ

フェの社会実験プロジェクト「まちのコモン

ズ」が第8回日本都市計画家協会賞関西支

部賞を受賞。大学と地域の連携による諸活

動が提案的に構築されている点などが評価

されました。

03 環境都市計画研究室

佐田 彩さん（大学院前期博士課程）が「団

地敷地内空間における建替えに伴う空間変

容と周辺地域の関係性に関する研究〜建替

後の広場・公園に着目して〜」で日本都市計

画学会第８回関西支部研究発表会にて奨

励賞を受賞しました。

04 環境水域工学研究室

2010年5月に京都大学で開催された「土木学

会関西支部年次学術講演会」第Ⅱ部門（構造物・

利用・その他のセッション）において、竹岡 佑介

さん（大学院前期博士課程）が優秀発表賞を受

賞しました。この賞は研究内容、発表技術の両

面において優れた者を選んで贈られます。

2010年5月の授賞式の写真。指導教員の中尾正喜教授
（左）、中央は学会長、ファーナム・クレッグさん（右）

まちの資源や空間を再発見し、活かしながらまちを活性化する
社会実験プロジェクト「まちのコモンズ」

05 都市学科

2010年11月に中国上海で開催された国

際工業博覧会の大学ブースに「大阪市立大

学の国際連携－都市・環境問題への挑戦」を

出展。工学研究科から矢持教授、貫上教授、

大島准教授、日野教授、嘉名准教授、吉田

講師、鍋島講師が研究成果を発表しました。

06 都市リサイクル工学研究室

2010年、水谷准教授・貫上教授らのグルー

プが発表した、焼却灰から有用金属を回収

する研究「キレート洗浄－固相抽出法による

飛灰からのPbとCdの回収」が、京都大学環

境衛生工学研究会「優秀プロジェクト賞」を

受賞しました。
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卒業後の進路 「幅広い教養と確かな基礎学力を備えた技術者」の需要が高まるなか、実務で活躍する就職、高度な学問をめざす進学の道
が開かれています。また大学院の修了生は、高い専門性を活かして毎年各産業分野に就職し活躍しています。

■ 平成22年度卒業生の進路状況

■ 平成22年度修了生（大学院前期博士課程）の進路状況

■ 取得できる資格について
【各学科共通】　◎高等学校教諭1種免許状（工業）　◎安全管理者（就任） ※所定の実務経験3年以上

【機械工学科】　
◎特級ボイラー技士（受験資格） ※ボイラーに関する科目を修得し、卒業後所定の厚生労働省のカリキュラム
に基づいた実地修習を2年以上（特級）、1年以上（1級）、3月以上（2級）経た者 　

【建築学科】　
◎測量士 ※測量に関する科目を修得し、卒業後所定の実務経験1年以上で資格取得
◎測量士補 ※測量に関する科目を修得し、卒業後願い出により資格取得
◎1級建築士（受験資格） ※所定の科目を修得し、卒業後所定の実務経験2年以上
◎2級建築士（受験資格） ※所定の科目を修得し卒業すること

【化学バイオ工学科】　
◎甲種危険物取扱者（受験資格） ※化学に関する科目を15単位以上修得した者

【都市学科】　
◎測量士 ※測量に関する科目を修得し、卒業後所定の実務経験1年以上で資格取得
◎測量士補 ※測量に関する科目を修得し、卒業後願い出により資格取得
◎1級土木施工管理技士（受験資格） ※卒業後、所定の実務経験3年以上
◎2級土木施工管理技士（受験資格） ※卒業後、所定の実務経験1年以上
◎1級建築士（受験資格） ※所定の科目を修得し、卒業後所定の実務経験2年以上
◎2級建築士（受験資格） ※所定の科目を修得し卒業すること

大学院
進学
194名

就職
68名

卒業生
269名

その他
7名

大学院進学 就職 その他 合計

機械工学科 22名 6名 1名 29名

知的材料工学科 19名 7名 1名 27名

電気工学科 17名 6名 1名 24名

応用物理学科 25名 3名 1名 29名

情報工学科 15名 7名 2名 24名

大学院進学 就職 その他 合計

応用化学科 22名 8名 ─ 30名

バイオ工学科 24名 2名 1名 27名

建築学科 16名 15名 ─ 31名

都市基盤工学科 17名 5名 ─ 22名

環境都市工学科 17名 9名 ─ 26名

【 学科別進路状況 】

就職
37名

進学
1名

修了生
39名

その他
1名

◎機械物理系専攻
進学
4名

修了生
55名

その他
2名

就職
49名

◎電子情報系専攻
進学
2名

修了生
35名

その他
2名

就職
31名

◎化学生物系専攻
進学
1名

修了生
55名

その他
4名

就職
50名

◎都市系専攻

ＩＨＩ、いす 自ゞ動車、オムロン、カネカ、
関西電力、小松製作所、ジェイテクト、
島津製作所、ダイハツ工業、中国電力、
デンソー、トヨタ自動車、三井造船
ほか

経済産業省、ＮＴＴドコモ、オムロン、
京 セ ラ 、三 洋 電 機 、シ ャ ー プ 、
ダイキン工業、凸版印刷、トヨタ自動車、
本田技研工業、西日本電信電話、
日産自動車、パナソニック、リコー
ほか

京都府、味の素、カゴメ、サンスター技研、
ジーエス・ユアサコーポレーション、
住化分析センター、住友ゴム工業、
住友電気工業、大日本印刷、東和薬品、
日本メナード化粧品、日立マクセル、
ブリヂストン　ほか

神 戸 市 、大 林 組 、鹿 島 建 設 、
川崎重工業、関西国際空港、関西電力、
建 設 技 術 研 究 所 、清 水 建 設 、
東海旅客鉄道、東急不動産、東芝、
西日本高速道路、西日本旅客鉄道、
日立造船　ほか

【 機械物理系専攻修了生の主な就職先 】 【 電子情報系専攻修了生の主な就職先 】 【 化学生物系専攻修了生の主な就職先 】 【 都市系専攻修了生の主な就職先 】

東京都、奈良県、神戸市、ＫＤＤＩ、ＮＴＴファシリティーズ、大林組、京セラ、シャープ、全日本空輸、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、
ダイキン工業、三菱電機　ほか

【 卒業生の主な就職先 】
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地球環境にとって
理想的な建築とは何か。
今後も深めていきたい
テーマです。
株式会社日本設計
建築設計部
山口 陽登さん
大学院都市系専攻2005年修了

データという
目に見えない商品を通じて
社会を支えたい。
株式会社住化分析センター
医薬事業本部
北村 僚子さん
大学院化学生物系専攻2006年修了

　私のこれまでのキャリアで、その大半を費やしたプロジェクトが近

鉄大阪上本町駅南側の複合ビル・上本町YUFURA（ユフラ）の建

設です。建築物の設計から、設計通りに施工が行われているかを現

場で監理する業務まで一貫して携わりました。また、建設に伴って発

生する信号機の移設、電気、下水道などの導入に関する許認可の手

続きを行うのも建築士の仕事。ですので、設計の仕事はとてもタフな

ものです。夜遅くまで作業することも少なくありません。でも、この世

に存在しなかった建物が姿を現した瞬間は、それまでの苦労を忘れ

ますね。それは同時に、施主（顧客）の喜ぶ顔を見られる瞬間でもあ

ります。私が建築を学ぼうと思った動機は、社会そのものを創造でき

る仕事だからです。建築士が設計するのは建物というハードです

が、そこから新しい人の流れができ、周辺地域も活性化します。私が

かかわったプロジェクトは上本町YUFURAと大規模な総合病院で

すが、いずれもそれを実感できました。

　今後仕事を通じて追求していきたいのは、地球環境にとって理想

的な建築です。これは大学時代の研究から継続しているテーマで

す。地球環境問題が叫ばれるなか、建築はどうあるべきか。非常に難

しい課題ですが、ずっと思案し続けていきたいと思います。

　製薬会社からの依頼を受け、血液、血漿、尿といった生体試料中の薬物濃度を

測定し、そのデータを納めるのが私の仕事です。新薬やジェネリック医薬品の開

発に必要な臨床試験を、データ測定を通じてお手伝いします。この仕事は厳密さ

が第一。偶発的な数値を出すことのないよう、毎回もっとも適切と思われる分析

法を検討し、何度測っても同一の結果が得られることを確認してから測定を始め

ます。分析法がなかなか定まらないときは試行錯誤を重ねますが、その点は大学

の研究室で何度も経験したこと。学生時代に培った粘り強さで乗り切っていま

す。私が携わるデータ測定は、薬という暮らしに欠かせない製品を社会に出すう

えで不可欠なプロセスを担っています。我々の商品であるデータは製造業のよう

にエンドユーザーの目には見えません。しかし確実に世の中を支えています。そ

のことを意識して、仕事を続けていきたいと思います。

　大学・大学院時代を振り返ると、勉強だけではなく、コンサートバンド（吹奏楽

部）の活動に打ち込んだことや、ゼミ旅行、留学生との交流などいろんな体験が

できた楽しい６年間でした。少人数で先生との距離も近く、卒業後数年経ったい

までも、大学を訪ねると先生が声をかけてくださるのがうれしいですね。


