
　日本のアカデミアにもっと女性が
増えてほしい。それが、一人の女性
研究者としての強い願いです。理学
に限らずあらゆる学問は、すべての
人に開かれています。それなのに、
日本のアカデミアでは、女性は圧倒
的な少数派です。それを少しでも変
えていきたいと思っています。
　理学の醍醐味は、誰も知らなかっ
た新たなことを発見できることで
す。自分が見つけた事実が、いずれ
は教科書に載るかもしれない。それ
は、成果が出るまでの苦労を忘れさ
せてくれる大きな喜びです。この喜

　例年、理学部を卒業する約9割が大学院修士課程へ、
そしてそのほぼ半数にあたる学生が博士課程へと進学し
ます。もともと、研究者を目指して入学する学生が多い
のも大きな理由のひとつ。そして、大学3、4年にあた
る学部後期課程で理学部の各学科へ進み、実際に研究や
実験と向き合うことで、研究者への道を志す学生も多い
ようです。もちろん、研究室の教授や先輩との出会いも
進路を決める重要な要素になります。そして理学部に
は、研究者への道を歩むみなさんの背中を押すための環
境・設備がしっかりと整っています。

　博士課程を修了した後の希望進路は、研究職に限らず
さまざま。半数以上が国内外の大学や研究機関での研究
職、いわゆるポスドクとしてのキャリアを選択します。
その一方で、民間企業や官公庁へ就職し、日々の研究活
動によって身に付けた能力を大いに発揮している卒業生
も多数。企業にとって在学中に厳しい研究生活を乗り越
えてきた博士課程修了者への期待は非常に大きく、実際
に卒業生は幅広い分野で活躍しています。どの道を選ぶ
にしても、理学で鍛えた論理的思考力は大きな財産とな
ることでしょう。

びを、多くの人に味わってほしい。
女性にも、この世界で活躍してほし
い。そう強く願っています。
　研究職に限らず、働く女性にとっ
て、仕事と結婚・出産・育児との両
立は大きな課題です。私も結婚して、
大学に通う子どもが一人います。私
が研究と出産・育児を両立できたの
は、米国留学時の経験と、夫や家族
のサポートによるところ大です。
　私が結婚したのは修士課程修了後、
夫は同分野の研究者です。結婚して2
年後、夫が米国に留学することにな
りました。当時の私は研究者を熱烈
に志望していたわけではなく、夫の
留学先のラボで偶然に、研究者とし
てのキャリアが始まりました。
　驚きだったのは、米国の女性研究
者のパワーです。産休後にラボに復
帰し、研究と育児をパワフルに両立
させる。その姿に勇気づけられ、9
年間の留学中に私も米国で子どもを
産みました。その後、夫が日本の大
学でラボを立ち上げることになり、
私も夫と二人三脚でラボ運営に携わ
ってきました。研究者どうしの結婚
は難しいとも聞きますが、私の場合

は、研究のことも育児も家庭のこと
も、困ったらすぐ話し合える環境が
よかったようです。
　理学部では、女性研究者や女子学
生がつながる場として、「女子学生懇
談会」を開催しています。本郷で年
2回、駒場で年1回のペースです。そ
ういう場で、女子学生から進路や将
来について相談を受けると、私は決
まって「自分が好きなようにやりな
さい」と答えます。何をするにも困
難はつきものですが、自分が好きで
決めたことなら力が湧いて何とか乗
り切れるものです。たとえば研究と
育児の両立には効率化が必要です。
何を大事にして何を犠牲にするか。
女性は完璧さを追求しがちですが、
柔軟性を持つことも必要でしょう。
　世界は広いし、時代は動いていま
す。「こうでなければならない」と
いう先入観を疑って、外の世界に目
を向けてみてください。そこにはき
っと、新たな発見や学びがあるはず
です。困難から得られる経験も、自
分を大きく成長させてくれます。
「理学」を舞台に挑戦する女性が増
えることを心より願っています。

Mikiko C. Siomi
塩見美喜子

理学系研究科・理学部
男女共同参画室長
生物科学専攻教授
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理学部を卒業した学生のほとんどが修士課程へと進み、博士課程への進学も多い。
世界の第一線で活躍する研究者として進むキャリアに加え、理学で鍛えた

論理的思考力をもとに、他分野に新風を吹き込む若手も数多く輩出しています。

リガクのキャリアパス
理学研究者をはじめ、多様な道程。

Science for Tomorrow

理学部では、女子学生たちが自らの興味に応じて理学を追究できる場を
用意し、応援しています。それらの取り組みを牽引する
男女共同参画室長・塩見美喜子教授からのメッセージです。

未来が輝く理学部へ!
〜女子学生へのメッセージ〜

研究職内訳（博士課程修了後）修士課程・博士課程への進学状況
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2015年実績

1988年京都大学大学院農学研究科修士課程。94年博
士（農博）、2003年博士（医博）を取得。ペンシルバ
ニア大学ハワードヒューズ医学研究所研究員、同大学
医学部生物物理学科研究員、徳島大学ゲノム機能研究
センター准教授、慶應義塾大学医学部准教授などを経
て、2012年より東京大学大学院理学系研究科教授。

女子学生のみなさんへ

東京大学理学部
School of Science, The University of Tokyo

羽ばたく
女子学生の未来。
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　化学科の菅裕明教授が率いる「生
物有機化学教室」は、有機化学と生
物学の融合領域で先端研究に取り組
む。 その評価は高く、 菅教授は
2016年、大手出版社主催の「日本
イノベーター大賞」の「特別賞」に
輝いた。
「核となる技術は、『フレキシザイ
ム』と名付けた人工RNA酵素です。
それにより、生体内ではつくられる
ことのない、特殊な構造のアミノ酸
を組み込んだ『特殊ペプチド』を効
率的につくれるようになりました。
あわせて、兆単位のペプチドから薬

化学専攻に進学した。
「GSCでは、6つの研究室を2週間
ずつ体験する実習プログラムがあり
ます。そのひとつに菅研究室があり、
独自の技術に惹かれました。大学入
学時の専攻は医学で、2年次に専攻
を変えました。もともと医学と化学
の両方に関心があり、その融合領域
で、先端研究に取り組みたいと思っ
たのです」
　ペルー出身で修士2年のManuel 
E. Otero-Ramirezさんは、母国の
カトリック大学（リマ市）を卒業後、
大学院から理学系研究科化学専攻に
進学した。
「大学では高分子化学を研究してい
ました。大学院では新しい分野に挑
戦しようと、生物化学の分野で面白
そうな論文を探していたら、菅先生
の論文を見つけました。調べてみた
ら、地球のほぼ裏側に行かなければ
ならいと分かって驚きましたが、と
にかく研究に惹かれて東大進学を決
意しました」

　これだけ大勢の外国人が集まる研
究室を、日本人学生はどのように見
ているのだろうか。在米経験の長い
修士1年の堤見遥さんは、自身の体
験を次のように語る。
「高校入学までの10年間、米国に
いました。学部4年で菅研究室に入
り、専門用語やアカデミックな英語
表現も学べて勉強になっています」
　生物学科から化学専攻に進学した
修士1年の小松大和さんの研究室へ

剤候補を素早く見つけ出す技術も確
立し、『特殊ペプチド創薬』の道を
切り拓きました」
　化学と生物学の境界領域で革新的
な成果をあげる菅教授のもとには、
国境を越え、さまざまな国から研究
者や留学生が集まってくる。総勢
50名超のメンバーのうち、3分の1
近くが博士研究員（ポスドク）なの
は「おそらく東大内でも類を見ない」
（菅教授）が、そのうち12名が外国
籍で、英・独・仏・スペイン・ギリ
シャ・インド・中国と、出身国の多
様さも際立っている。オーストラリ
ア出身の助教、中国とペルー出身の
博士・修士課程の学生も合わせると
外国人は17名、研究室内のほぼ3人

の印象は、次のとおりだ。
「生物と化学の融合領域を研究した
くて菅研究室を志望しました。ここ
では英語が当たり前のように使われ、
生きた英語を肌で学ぶことができま
す。大学院の授業もすべて英語で行
われていて、英語で化学を学べるの
も力になっていると感じます」
　なお、化学専攻では2008年から
すべての授業を英語化し、化学科で
も2015年から、日本人学生向けに
もすべての授業を英語に切り替えた。
堤見さんの一つ下の学部生がその一
期生だ。
　幼少期に5年の在米経験があり、
学部4年から菅研究室に在籍する博
士1年の石田啓さんは、研究室の魅
力を次のように語る。
「純粋に研究が面白くて、ずっとこ
の研究室にいます。修士と博士のタ
イミングで海外に行くことも考えま
したが、ここに残る道を選びました。
外国人のポスドクが大勢いるので、
日々の研究が英語の訓練になります
し、研究室の環境・設備も世界でも
指折りで、何よりここにしかない独
自技術があります」
　週1回の全体会議では、外国人は
英語で、日本人は日本語と英語で毎
週交互に、自分の研究の進捗状況を
発表する。「外国人の研究者が英語
でどう発表するか、毎週間近で聞け
るのもとてもいい勉強です」と石田
さんは付け加える。

　多国籍な菅研究室は、研究内容も

に1人を占める。
　菅教授自身も米国マサチューセッ
ツ工科大学で学位を取得、研究職の
経験もある。週に1回開かれる研究
室の全体会議では、英語が当たり前
のように飛び交う。
　菅研究室の革新性と国際性は、留
学生にとっても魅力的だ。中国出身
で修士1年のWenyu Liuさんは、学
部3年次に復旦大学（上海市）の化
学専攻から、理学部化学科へ編入し
た。2014年秋に理学部化学科で始
まった留学生受け入れプログラム
「Global Science Course（GSC）」
の第一期生だ。GSCの授業はすべ
て英語で行われる。Liuさんは学部
卒業後も東大に残り、理学系研究科

多様だ。ベースになるのは、「フレ
キシザイム」や「特殊ペプチド」と
いった菅教授が開発した技術だが、
各人が自分で選んだテーマと向き合
っている。
　共通点は、次の2点に集約できる。
「アンメット・メディカル・ニーズ
（Unmet Medical Needs）」と「アン
ドラッガブル（Undruggable）」。い
まだに治療薬がない分野の医療ニー
ズに応え、創薬が困難な標的に作用
する薬剤を探索する。
「いずれも、結果が出るかは分から
ない難しいテーマですが、それでこ
そイノベーションの道が拓けてきま
す。困難への挑戦から得られる経験
は計り知れません。学生たちは、そ
れぐらい大きな研究に挑んでいます」
　菅教授を筆頭に、研究員や学生を、
チャレンジングなテーマに駆り立て
るのは、アカデミックな探究心だ。
実は、菅教授が社外にベンチャー企
業を立ち上げたのは、この自由な研
究環境を守るためだ。
「企業との共同研究はベンチャー企
業で引き受け、研究室では基礎研究
に専念します。理由は2つ。企業と
組むと、ビジネスに直結する成果が
求められ、基礎研究から離れていく
こと、研究成果を論文で発表できな
くなることです。これでは、基礎研
究を続けていけません」
　基礎研究を前進させるため、研究
とビジネスを明確に分ける。自由な
研究がブレイクスルーを産み、世界
中から優秀な人材が集まってくる。
菅研究室が革新的かつ多国籍なのは、
理由あってのことなのだ。

サイエンスに国境は存在しない。化学科・化学専攻の菅裕明教授の研究室は、
それを体現するひとつの好例だ。在籍する学生・研究員のうち、
ほぼ3人に1人が外国籍。英語が飛び交うのは日常の風景だ。

2005年東京大学理学部天文学
科卒業、07年同大学院理学系
研究科天文学専攻修士課程修
了、10年同博士課程修了。オ
ランダ・ライデン大学での博
士研究員、国立天文台での特
任助教を経て2016年より現職。

Michiko Fujii 
藤井通子

天文学専攻修了
理学系研究科天文学専攻　
准教授

＊所属・肩書き等は取材当時（2016年11月）のものです。

――研究内容を教えてください。　　
　理論天文学の分野で、銀河や星団
の形成・進化について研究していま
す。スーパーコンピュータでシミュ
レーションを行い、銀河や星団が、
宇宙の歴史のなかでどのように形づ
くられ成長してきたかを探っていま
す。重力波の検出は、近年の科学の
ビッグニュースの一つです。星団の
中でブラックホールがどれぐらいつ
くられ、そこからいつ、どのように
重力波が放出されるかの理論予測も
研究テーマの一つです。
　実は、もともとは観測をしたかっ
たのですが、銀河や星団の進化を詳
しく調べるには理論のアプローチが
向いているようだと、思い切って理
論の研究室を選びました。プログラ
ミング初心者で不安もありましたが、

頑張って勉強しました。
――東大で学位取得後は、オランダ
のライデン大学に赴任されたと伺っ
ています。
　指導教官だった先生のご友人が教
授をされていたのがきっかけで、ポ
スドクとして赴任しました。博士3
年のときに結婚していて、夫を日本
に置いての単身赴任です。海外で研
究職を経験する最後のチャンスだと
覚悟を持って臨みました。
　オランダでの経験は大きな財産で
す。天文学専攻の博士課程の学生の
約半分と、ポスドクのほとんどが外
国人で、多様なバックグラウンドを
持った人たちと触れ合うことができ
ました。オランダの天文分野は、自
国の学生をポスドクで極力採用せず、
国外で武者修行させて育てる方針を

とっています。
　女性が元気なのも印象的でした。
日本の天文分野は、ポスドク女性比
率が1割以下ですが、オランダは3
割ぐらいが女性でした。大学院生や
ポスドクのなかには、結婚して出産
もして、子どもを連れてオランダに
来ている人もいました。旦那さんを
母国に置いての母子国外赴任です。
――帰国後にお子さんを出産されて
からは研究と育児の両立を続け、第
二子の出産も間近と伺っています。
　来週が予定日です。オランダで出
会ったたくましい同年代の女性研究
者たちの姿に勇気づけられ、任期付
きの前職中に第一子を出産しました。
日本の天文学分野でも、産休や育休
の制度はもちろん整備されています
が、女性研究者の絶対数が少なく、
さらなる改善の余地もあると感じて
います。たとえばオランダでは、産
前産後の休みは半年程度と短い代わ
りに、子どもが大きくなるまで男性
も女性も週4日勤務、朝8時に来て5
時に帰る人が多くいました。研究者
も、生活に合う働き方を選べるのが
理想的です。いずれはそうした制度
づくりにも関わっていけるようにな
りたいと思っています。
――学生のみなさんにメッセージを。
　特に女子学生は、いずれは仕事か
家庭かで悩む日が来るかもしれませ
ん。そんなときは、欲張ってどっち
もやってみてください。ただし、す
べてで完璧を目指すのは諦めましょ
う（笑）。完璧でなくとも、やるべ
きことをやっていればチャンスは来
ます。東大女子には完璧主義が多い
のも知っていますが、チャンスを気
楽に待つのも生き抜くうえでは大事
なことです。

天文学科の藤井通子准教授は、研究者と母親と、二足のわらじを履く。
それには、オランダで過ごしたポスドク時代の経験が活きている。

“Voices” from Alumni

“World” in the Laboratory

化学科
生物有機化学教室

“世界”は研究室の中にある

“世界”を呼び寄せる
革新的な研究

日々の研究を通じて、
生きた英語を肌で学ぶ

イノベーションを産む、
基礎研究のブレイクスルー

研究者も母親も。やりたいことは欲張りに


