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A Message from the Dean

T

Advancing
the Frontiers of
Knowledge

he various departments and laboratories of
our School have the common goal of understanding the structure and order of nature.
Our primary mission is creating new scientific
knowledge and conveying it to our peers
through publication and presentations, and to
our students through lectures and individual instruction. However, we are also mindful of the
multitude of problems faced by humankind in
all nations, as many people struggle just to survive from day to day. It is important that we
recognize how fortunate we are, as students, researchers and academics, to be able to dedicate
ourselves to the challenging and exciting search
for scientific knowledge, which has contributed
so much to the progress of human society. This
recognition highly motivates us to impart this
passion to the rest of human society, and to continue to inspire and to be inspired. It is also our
responsibility, whenever possible, to assist human society in using scientific knowledge to
help solve the many practical issues now confronting us.
rerequisite to the creation of knowledge is
the ability to adopt a logical approach,
which only becomes possible through the development of a strong ability to articulate ideas and
a sound foundation of knowledge. We must ensure that newly created knowledge is communicated to others − including researchers in the
same field − and that its validity is independently tested and verified. New knowledge can often be revolutionary, and may at times be
strongly opposed by some research communities. Scientists must be as strong emotionally as
they are intellectually, because they must be
able to persevere when faced with incorrect crit-

icism of their research while at the same time
they must always be prepared to accept correct
criticism.
e must be as resolute as Galileo Galilei
and Mencius. "Eppur si muove," ("And
yet it moves”) said Galileo. “If I search inwardly and find that I am upright,” said Mencius,
“though I face ten million men I will attack.”
This is the spirit that we must adopt in the tasks
that face us; we are charged with nurturing a
new generation of Galileos and Menciuses who
can forge strong links with their international
colleagues and hone their research through
friendly competition and debate.
hrough collaboration between individual
research groups, laboratories, departments,
universities, and countries, we intend to generate exciting opportunities for exchange and innovation that are so vital for the communication
and creation of original scientific knowledge.
e invite researchers and students who
share our goals to join us in these dynamic and rewarding endeavors.
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Mission Statement
Elucidating universal truths in the natural world
Searching for fundamental laws and principles that underlie universal truths
Forming the foundation of human society and civilization and continuously expanding our view of nature
2

Toshio Yamagata, Dean
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Commitment to

Diversity
T

oday, respect for cultural and ethnic diversity
in all aspects of campus life is one of the most
important core values for the world’s leading universities. Academic researchers cannot conduct
their activities now without interacting with their
peers from different socio-cultural backgrounds.
Internationalization is part of the everyday academic life of researchers.
he Graduate School of Science at Todai includes among its educational objectives the
enhancing of cross-cultural interactions with diverse peers in order to widen students’ outlooks
and stimulate their minds to make their academic
work more creative and professional. The School
has opened its doors to students and researchers
from around the world with the aim of establishing
globe-spanning academic standards. Our internationalization programs include two recently
launched international courses and a set of global
research programs called the Global Center for
Excellence (COE) Programs, sponsored by Japan’s
Ministry of Education, Culture, Sports, Science
and Technology (MEXT).
e expect these programs to promote mutual
understanding through exchanges of views
between Japanese and overseas students and researchers concerning their research and the latest
scientific developments. The above programs will
help the School foster broad perspectives as well
as promote the competitiveness required for training next-generation leaders by bringing together
people with a multiplicity of experiences and interests. Inviting students and researchers from all
over the world will further enrich the backgrounds,
cultures, talents and interests of the School’s faculty and students, thereby furthering our ultimate
goal of making increasingly valuable academic
contributions to global society.
he Graduate School of Science is striving for
academic excellence through its increasing diversity. We are proud to say our commitment to
diversity is stronger than ever.
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Hiroaki Aihara
Associate Dean
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Master's and Ph. D. programs
for International Students
Ph. D Program at Frontier
Physics Research Centers
Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) has implemented the
International Priority Graduate Program (PGP) with
the objective of promoting the internationalization of
universities in Japan through the offering of academic programs with international appeal to foreign students. MEXT will provide financial support to participating foreign students. The Ph. D Program at the
Frontier Physics Research Centers of UT’s School of
Science’s Department of Physics was selected as
one of the PGP Programs. This program is run by
the staff members of the Department and other affiliated institute. Researchers at the University of Tokyo
as a group have the world’s second-highest number
of citations in physics for their papers published in
the past five years (2005 − 2009). This program can
accept up to five students each year from abroad.
The selected students will be granted benefits, including a scholarship for three years, to support their
lives in Japan and cover tuition costs.

Graduate Courses for
International Students
Reflecting the Global 30 Project, the School has extended its existing international courses aimed at
building an education system that encourages international students to obtain a Master’s or Doctoral
degree from the School.
Fundamental classes will be conducted in English,
responding to the needs of international students.
Courses will be offered on a semester basis, which
enables students from overseas to enroll and graduate in September as well as in April.

Global 30 Project:
This project has been launched by MEXT to select universities that will
function as core schools for receiving and educating international students. The University of Tokyo was one of the thirteen Japanese universities that were selected. The University plays a major role in boosting the
number of international students educated in Japan as well as Japanese
students studying abroad.

Global Center for Excellence (COE) Programs
Global Center of Excellence for
Physical Sciences Frontier

This Project involves five Departments in three
Graduate Schools (the Departments of Astronomy
and Physics of the School of Science, the Departments of Applied Physics and Materials Engineering
of the School of Engineering, and the Department of
Advanced Materials Science of the School of Frontier Science). The project is based at the Department
of Applied Physics and Department of Physics.
This project aims at developing training courses for:
• Scientists deepening and expanding the knowledge of
physics as a fundamental science,
• Physicist leaders of the global society, and
• Reformers and creators of industries and innovations.

Integrative Life Science Based on
the Study of Biosignaling Mechanisms

The School of Science will pursue integrative life science with the keyword being “biosignaling” through
cooperative work with the Graduate School of Medicine and Institute of Molecular and Cellular Bioscience. The Program has set itself the objective of fostering international leaders of the next generation
while providing graduate students and postdoctoral
fellows with scientific and financial support.

Chemistry Innovation Through
Cooperation of Science and Engineering

This project is conducted jointly by the Department of
Chemistry in the School of Science and the three Departments of Applied Chemistry in the School of Engineering, and aims to establish an internationally
visible education and research center at the University of Tokyo. The main goal is to foster a new generation of chemists with a broad interest in science and
engineering, and generalists with a balanced view of
natural science.

Center for Advanced Experimental and
Theoretical Deep Earth Mineralogy

This project has been selected as one of three Global
COE programs in the Earth science field. A researcher
of an affiliated research center of the School, Geochemical Research Center, participates in the project
together with other program members from the Synchrotron Research Institute (JASRI) and Stony Brook
University (SBU). The research hub is at the Geodynamics Research Institute of Ehime University. The
project members will advance cutting-edge research
in deep Earth mineralogy, focusing on the topics represented by the keywords “lower mantle mineralogy,”
“core materials,” and “deep Earth water.”

Global Center of Excellence programs:
The Program has been launched by MEXT. It provides funding support for
establishing education and research centers that perform at the apex of
global excellence to elevate the international competitiveness of Japanese universities. The program will strengthen and enhance the education and research functions of graduate schools, in order to foster highly
creative young researchers who will go on to become world leaders in
their respective fields through experiencing and practicing research of the
highest standard in the world.
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Josephine Francoise Galipon

Josephine
Francoise Galipon

France, Entered Doctoral Program in
Biophysics and Biochemistry in Apr. 2009

David Miles Kahl

U.S.A., Entered Doctoral Program in
Physics in Oct. 2008

Quan Chen

China, Entered Master’s Program in
Chemistry in Oct. 2008

Clement Ng

Australia, Entered Master’s Program in
Physics in Apr. 2008

Seung-won Choi

Korea, Entered Doctoral Program in
Biological Sciences in Apr. 2008

Please take some time to study Japa-

3

nese before going to Japan, even if

your major is science or engineering. And

My supervisor in France introduced
me to his Japanese colleague from

opportunity to add to your research knowl-

research, but don’t live like an otaku (nerd).

1

the University of Tokyo with whom he has
been collaborating for many years. Of
course, if you end up in a famous university it is even better, but you should always choose your lab carefully according
to your research interest and whether you
get along well with your supervisor.

2

If you are planning to take a degree at
the Graduate School of Science,
make sure you give yourself enough time
to study for the entrance examinations.
Studying Japanese is very important, of
course, but getting into the graduate program will most certainly brighten your outlook. Don’t settle for less than what you
aim for. If you get along with your lab and
supervisor, Japan provides an incredible
research environment and enjoyable student life. Please make as many Japanese
friends as possible!

3

Clement Ng
Tokyo is an inspirational environment
for all kinds of research, and studying
at Todai is like being placed at the hub of
that vast academic network. There is no
greater place for reaching out to top researchers in the country. In science,
breakthroughs are heard of almost every
week here, and clearly some of the most
committed scientists in the world are here
working at extraordinary lengths to push
back the frontiers of knowledge. While the
high expectations for and stories of limited
academic freedom led me to consider a
range of other universities, I chose Todai
for my research interest.

1

1. Please explain briefly the reason(s) why you chose Todai (or Japan?).
Was it hard for you to select Todai over some other university?
2. What is your goal in the future?
3. Advice for newcomers to Todai.

main in your familiar working space. There
should be always something to learn
about the place, so treat every day as an

I want to work on the fundamental aspects of cellular biology to find clues
to fight cancer and enhance the quality of
life and life span. After graduating from
the University of Tokyo, I will most likely
continue contributing to science as a postdoctoral researcher, in Japan or in another
country. If possible, I would like to maintain a strong connection with Japanese
researchers throughout my career.

Questions to Interviewees:

probably seem isolating if you try to re-

To research and teach at academic institutions.

2
3

Learn Japanese before coming to Japan. This is an exceptional opportunity
to enter and observe a thriving research
environment, but on the other hand it will

never forget your main task is study and

edge.

David Miles Kahl

Seung-won Choi
When I was a master’s course student
in South Korea, I got a chance to participate in an international conference in
Beijing. In that conference, I met many researchers from all around the world including Japan. I found about some interesting research being done at Todai and
talked with the people who presented it.
They had lots of interesting things to say
and, what is more, a passion for the research. It was nice experience and made
me think about studying at Todai.

1

I hope to be a scientist in the field of
plants. Plants are different from us,
animals. So I believe they have many secrets of life and could offer us hope. I want
to continue research at a molecular level.

2

There are many chances to meet
good people and do worthy research
at Todai. Have confidence and just research what you want to.

3

Quan Chen
I was happy because there was a
chance for me to get the ADK Scholarship and study in Todai. I decided not to
miss that opportunity. Of course, the level
of science education and research in Japan, especially Todai, are very high. This
is the main reason why I chose Japan for
my graduate study. Also, some of the Japanese culture attracts me a lot.

1

Perhaps, I’ll go back to China and do
some research work in the future.

2

My Master’s thesis work at McMaster
University in Canada was all done in
Japan in collaboration with the University
of Tokyo. As I was interested in continuing
the same work, I thought it would make
more sense to have direct access to the
laboratory (RIKEN). I knew all the members of the group I would be joining in Tokyo, so this made the choice much easier.
I was also accepted to the University of
Notre Dame in the US and McMaster University in Canada. I found that the University of Tokyo had the most attractive program in terms of graduation requirements
and being able to focus clearly on only the
research for my PhD.

1

Although I plan to continue doing pure
research in experimental nuclear
physics (as opposed to switching to industry), I do not have a clear plan in mind.
The obvious path would be to get a postdoctoral fellowship, and I am not particular
about the location, although I have
thought of moving to Europe since I have
never lived there. However, I thought a
better experience might be to be an ion
source and beam accelerator technician
for a few years at a smaller facility. Ideally,
I’d like to open a private nuclear laboratory to do scientific research and fund it by
selling medical isotopes.

2

Study Japanese as much as possible
before arriving. I did not have much
chance to learn Japanese before arriving,
and it has made things much more difficult.

3

Q Please point out the positive point(s) which you found at Todai.
Level & quality of curriculum/ research
Quality of teaching staff
Quality of discussion at seminar
Educational facilities
Research funds
General campus environment
Support system for international students
Future personnel network
Reasonable tuition
Career after graduation (employment)
Scholarship/ tuition waiver
Learning Japanese
Japanese friends
Life in Japan
Japanese culture & society
Interest in Tokyo
Others

74

26
6
30
10
4
4
9
3
23
20
10
5
15
7
8
4
0

50

100

From the online survey "Have a say about learning at Todai!" (2008),Division for International Relations, Todai.
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Graduate School of Science
Physics
Astronomy
Earth AND Planetary Science

Departments

Chemistry
Biophysics AND Biochemistry
Biological Sciences
Botanical Gardens

Graduate
School of
Science

Marine Biological Station
Research Center for Spectrochemistry
Geochemical Research Center
Affiliated
Facilities

Institute of Astronomy
Center for Nuclear Study
Research Center for the Early Universe
Center for Ultrafast Intense Laser Science
School of Science Bldg.1

School of Science Bldg.3

School of Science Bldg.2

School of Science Bldg.4

Molecular Genetics Research Laboratory

Facts and Data
Dean

(as of May 1, 2009)

Toshio Yamagata
Total: 256

Number of
Faculty members

Physics(57), Astronomy(9), Earth and Planetary Science(45), Chemistry(40), Biophysics and
Biochemistry(20), Biological Sciences(40), Botanical Garden(4), Marine Biological Station(4),
Research Center for Spectrochemistry(1), Geochemical Research Center(6), Institute of Astronomy(13), Center for Nuclear Study(9), Research Center for the Early Universe(4), Center for Ultrafast Intense Laser Science(1), Molecular Genetics Research Laboratory(0), Administration(3)

Master’s Program: 730
Number of Students

Physics(221), Astronomy(41), Earth and Planetary Science(160), Chemistry(134), Biophysics
and Biochemistry(70), Biological Sciences(104)

Doctoral Program: 607
Physics(188), Astronomy(44), Earth and Planetary Science(99), Chemistry(68), Biophysics and
Biochemistry(92), Biological Sciences(116)
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Mailing Address

7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN

Email

daigakuin@s.u-tokyo.ac.jp

Web

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/index.html
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Overview of Major Research Groups

Condensed Matter

Department

PHYSICS
Website

T

http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/en/index.html

he Department of Physics,which has more than 130
faculty members, is internationally
recognized research for its covering almost all of the domains of
physics, such as condensed matter
physics, astrophysics and cosmology, particle physics, nuclear
physics, and general physics. The
Department is the oldest physics
department among Japanese universities, and has graduated many
outstanding physicists, including
Leo Esaki, a 1973 Nobel Prize laureate, Ryogo Kubo, a distinguished
professor emeritus at UT, Masatoshi Koshiba, a 2002 Nobel Prize
laureate, and Yoichiro Nambu, a
2008 Nobel Prize laureate, over
the past century. Based on its research performance, the Depart-

10

ment is considered one of the
world’s top-ranked graduate
schools for physics. The frontiers
of modern physics span a very
wide range, and the faculty members of the Department work not
only at the Department of Physics
at the Hongo Campus but also at
related graduate schools, research
institutes and centers, and other research organizations, which enables them to conduct diverse and
advanced research. For example,
in the fields of experimental physics, which use large facilities like
particle accelerators, UT physics
faculty members are carrying out
experiments at research institutes
and centers in collaboration with
international research organizations.

The experimental condensed matter physics group covers a wide range of materials
and phenomena that include strongly correlated electron systems exemplified by
the high-Tc superconductor, superfluid helium, the quantum Hall effect, surface
physics, and photo-excited phenomena.
The theoretical condensed matter physics
group covers a wide spectrum as well,
which ranges from fundamental aspects
of cooperative phenomena to realisticanalyses of diverse materials. Active collaboration between the experimental and
the theoretical groups is a key feature of
their activities.

Astrophysics and Cosmology
The theoretical astrophysics group is actively working on a variety of broad topics
in astrophysics and cosmology. In particular the current interests include the following three major research topics: “Physics
of the Early Universe,” “Observational
Cosmology,” and “Particle and Nuclear
Astrophysics.” Experimental studies in astrophysics and cosmology are currently
carried out using satellites and ground
based telescopes.

Particle Physics
The scientific activities of the theoretical
particle physics group cover model building, phenomenology, string theory, mathematical physics, and particle cosmology.
Group members are also engaged in research using the LHC (Large Hadron Collider), the high-energy frontier collider, in
which the origin of mass and physics beyond the Standard Model will be clarified
in the near future. The group’s other experimental activities are focused on trying
to discover dark energy, dark matter, and
the origin of the CP violation.

General Physics
The research domain of the general physics group covers nonlinear non-equilibrium
physics, quantum information processing,
quantum optics, atomic/molecular physics, plasma physics, biophysics, and neuroscience. This research group is attempting to expand researchers’ conceptual
scope in these areas, and is working to
develop the originality and uniqueness of
research being carried out in the Department of Physics and the University of Tokyo as a whole.

Nuclear Physics
The nuclear physics group is currently extending the scope of its research to the
structure of exotic/unstable nuclei, antimatter, nuclear/hadronic matter under extreme conditions, and quark gluon plasma
which are intimately linked to atomic physics, particle physics, and astrophysics.
The group also explores fundamental
problems such as the dynamical origin of
proton mass, the precise measurement of
antiproton mass, and the EPR paradox.

Examples of scanning tunneling spectroscopy of
quasi-two dimensional electronic states on graphite surface at ultra-low temperature in high magnetic field.

ATLAS detector at LHC in CERN.

Optical Hall conductivity σxy(vertical axis) in graphene plotted against energy εF (horizontal axis)
and frequency of the light ω(depth axis). In the
color coded plot, each region of the same color
corresponds to a Hall step.

Filament structure of the universe
obtained by a simulation of cosmological fluid dynamics.
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Physics

K

nowledge of the Universe,
the subject of the study of astronomy, is the ultimate intellectual
pursuit for humankind, and astronomy itself has helped form the very
basis of human beings’ outlook on
nature. The recent advances in astronomy are remarkable, and research fields in astronomy are now
reaching the edges of the Universe
as well as its creation. Research in
astronomy is also delving into the
origin of the Earth or even that of
life.
he astronomy graduate program at UT aims to develop
researchers and educators who will
be at the leading edge of research
in astronomy and other fields and
at the core of international and interdisciplinary research projects. In

T

Department

this training, emphasis is placed on
developing researchers who have a
high level of expertise, are willing
to challenge new tasks, and have
the ability and mind-set to open
new paths.
he number of faculty and researchers, including both parttime and affiliated staff members
belonging to either the UT-related
National Astronomical Observatory or the Institute of Space and Astronautical Science, and the variety
of fields covered by them are large
even by global standards, making
UT’s astronomy graduate program
the largest one in Japan. Taking advantage of this feature, the program
aims at instilling and fostering in
students a broad outlook on the
field of astronomy as a whole.

T

ASTRONOMY
Website

http://www.astron.s.u-tokyo.ac.jp

Astronomy

Earth and Planetary Science

Chemistry

Biophysics and Biochemistry

Biological Sciences

Overview of Major Research Groups

Theoretical Astronomy
The theoretical astronomy group, consisting of about 7 professors, covers a wide
range of research fields in theoretical astronomy, including solar/stellar seismology, stellar astrophysical fluid dynamics,
theory of rotating/magnetic stars, evolution of binary systems, formation of planetary systems, supernova explosions,
gamma-ray bursts, chemical and dynamical galaxy evolution, formation of star
clusters and galaxies, N-body simulation,
origin of elements, and cosmology.

Optical and Infrared Astronomy
The optical and infrared astronomy group,
consisting of about 10 professors, covers
observational astronomy in optical and infrared wavelengths, and its research areas range from observational cosmology,
the formation and evolution of galaxies
and galaxy clusters, stellar evolution,
star-formation, and circumstellar physics
to exo-planets and their formation, based
on observations with the Subaru telescope and other ground-based telescopes. The group is also engaged in the
hardware development of optical and infrared instruments as well as large telescopes, such as the Tokyo Atacama Observatory (TAO) located in Chile, using
the latest technology.

Radio Astronomy

Space and Gravitational Wave
Astronomy

The radio astronomy group, consisting of
about 6 professors, studies major fields of
observational radio astronomy, including
the formation and evolution of galaxies,
active galactic nuclei in galaxy clusters,
interstellar physics in our galaxy and other galaxies, the center of our galaxy, and
star and planet formation. This group is
also playing a leading role in the hardware development of radio instrumentation, including that for the Atacama Submillimeter Telescope Experiment (ASTE)
and the Atacama Large Millimeter /submillimeter Array (ALMA) in Chile, and that
for very long baseline interferometry
(VLBI) with ground-based radio telescopes and satellites.

The space and gravitational wave astronomy group, consisting of about 7 professors, is working actively on space missions, such as those involving the Suzaku
(X-ray), AKARI (Infrared), and Hinode
(Solar) satellites, as well as gravitational
wave astronomy. The group’s major research topics range from solar physics,
interstellar physics, star and planet formation, and high-density objects to black
holes. A significant part of the activities of
this group also includes the hardware development of space telescopes and instrumentation for future space missions.

The MiniTAO 1.0-m telescope, located at the
highest altitude ever for a telescope on the Earth
(5640m, Mt. Chajnantor, Atacama, Chile), is
opening new atmospheric windows at infrared
wavelengths.

Mid-infrared 9-micron all-sky survey image taken
with the AKARI infrared satellite launched in
2006.

©JAXA

105cm Schmidt telescope at the Kiso Observatory, Institute of
Astronomy.

Full 3D general relativistic hydrodynamical simulation of core
collapse of a 15 solar
mass star.
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Overview of Major Research Groups

Atmospheric and Oceanic
Science

Department

EARTH AND
PLANETARY
SCIENCE
Website

E

http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/index_en.html

arth and Planetary Science
covers a multiplicity of fields,
from study of the solid Earth, atmosphere and ocean, and surface
environments, including the biosphere, to planets and minor objects in the solar system, and space
beyond the solar system. Moreover, it covers a wide range of
time spans, from the evolution of
the solar system to the future of
the Earth, from billions of years to
hours or less. Diverse research
methods are required for such a
wide variety of research fields, including field work, observation,
laboratory experiments, chemical
analyses, theoretical modeling,
and simulation. Recent progress in
Earth and planetary science, which

14

aims to understand the entire
large-scale and complex Earth and
planetary system, requires interdisciplinary research and education
based on strong programs in the
various disciplines in this field.
he collaboration among the
five core research groups in
the department — Atmospheric
and Oceanic Science, Space and
Planetary Science, Earth and Planetary System Science, Solid Earth
Science, and Geosphere and Biosphere Science — as well as with
affiliated institutions has made the
Earth and Planetary Science Department a core academic base for
both research and education in
Earth and Planetary Science in Japan.

T

T

he department’s educational
programs aim to train doctoral-level researchers to become
leading figures in their respective
fields and master’s degree-level
graduate students and undergraduates to take important positions in
government, industry, and education, where it is hoped they will
be able to make significant contributions to society.
nother important objective
of the department is to contribute directly to society through
participation in national and international programs of applied research in areas such as global climate change or mitigating
catastrophic damage from earthquakes.

A

This group is conducting high-level education and research on various oceanic and
atmospheric phenomena that occur in our
climate system on a wide range of spatial
and temporal scales. Specific topics include
small-scale turbulence, internal gravity
waves in the troposphere, stratosphere and
ocean, eddies and large-scale circulation in
the ocean and atmosphere, and their coupling as well, giving rise to extreme weather
conditions and/or climate variations from
seasonal to centennial timescales, and
transport of various substances, including
ozone, aerosols, carbon and fresh water.
Conducted through data analysis, theoretical/analytical methods, global/regional modeling and field observations, our research
activities aim at deepening our understanding of physical processes involved in those
phenomena and of their predictability, which
is of great social concern.

Space and Planetary
Science
This group consists of five subgroups:
Space Physics, Magnetospheric Physics,
Observational Planetology, Comparative
Planetology, and Planetary Material Science. Note that there are differences in the
research status of the different disciplines
covered by these five subgroups. The research activities of the subgroup related to
planetary exploration, though being at the
highest level in Japan, are at the developing stage by international standards. As
Japan's commitment and contributions to
various planetary/lunar/asteroid scientific
missions expand, we expect that these
fields in Japan will certainly grow in the
coming years. The group’s members are,
and will be taking, important roles in these
ongoing and future planetary missions.

Earth and Planetary
System Science
This group aims to establish a new scientific field, which stresses the study of the
Earth as well as other planets as a single
system comprising closely interacting
multiple subsystems, interaction times
which vary from seconds to billions of
years, and spatial scales from atoms to
the distance between planets. The group
also investigates individual phenomenon
on and within the Earth and other planets
from this point of view to understand the
stability, variability, and evolutionary
trends of the planetary system and planets’ surface environment. This group consists of the following four subgroups:
Analysis of the Earth and Planetary System, Evolution of the Earth and Planetary
System, Dynamics of the Earth System,
and Dynamics of the Earth's Surface Environment.

Solid Earth Science
The solid Earth is a large-scale complex
system. The term "solid Earth" denotes
the Earth's crust, mantle, outer core
(which is actually fluid) and inner core.
These regions differ greatly both physically and chemically. This group seeks to reveal the complex structure, composition,
state, and evolution of the Earth's interior
and to thereby achieve a better and more
unified understanding of the various geophysical, geochemical and geological processes operating on different temporal
and spatial scales. In order to fulfill the
above purposes, six subgroups, named
Structure of the Earth's Interior, Dynamics
of the Earth's Interior, Magma Dynamics,
Global Tectonics, Dynamic Geomorphology and Earthquake Physics, have been
set up within this group.

Earth and Planetary System.

Global snapshot of precipitation simulated in a ultra-high resolution atmospheric model on the
Earth Simulator (JAMSTEC).

Geosphere and Biosphere
Science
The Earth is a unique planet in the solar
system as life was born and diversified on
it. On the outermost layer of the earth, various interactions have been occurring
among the lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere over the long
history of the Earth. This group has been
conducting research and training on the
formation of geosphere materials, the evolution of the geosphere, the origin and
evolution of life, and the fundamental processes of geosphere-biosphere interactions. This research is based mainly on
field observation, analysis of geological,
mineralogical, and paleontological samples, and laboratory experiments using
various techniques such as transmission
electron microscopy, scanning electron
microscopy, atomic force microscopy,
electron probe and energy dispersion
X-ray microanalyses, X-ray diffraction
analysis, gas- and ICP-mass spectrometry,
gas-chromatography, and amino-acid and
DNA sequence analyses.
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http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/index.html

n addition to the 47 resident faculty members who are in charge
of the department’s core courses,
the Department of Chemistry is affiliated with research laboratories
in the Research Center for Spectrochemistry and the Geochemical
Research Center within the School
of Science, the Graduate School of
Arts and Science, Graduate School
of Frontier Sciences, Institute for
Solid State Physics, Ocean Research Institute, Radioisotope Center, Research Center for Advanced
Science and Technology, Earthquake Research Institute, Institute
of Space and Astronautical Science, and High Energy Accelerator
Research Organization. There are
currently 134 master’s degree students and 68 doctoral degree students enrolled in the Department

of Chemistry.
he graduate programs encompass research and education in
Physical Chemistry, Organic
Chemistry, Inorganic and Analytical Chemistry, and other interdisciplinary areas of chemistry.
tudents in the master’s degree
program acquire basic knowledge and skills in experimental
techniques in all branches of
chemistry, with an emphasis on
those directly related to the subject
of their own interest, and are expected to perform research at the
highest possible level. Students in
the doctoral degree program are
expected to conduct original research of the highest quality and to
enhance their own capabilities by
advising younger students on various matters.

Overview of Major Research Groups

T
S

Physical Chemistry
The three physical chemistry groups cover
fields such as structural chemistry, which
explores the structure and dynamics of
molecules and molecular systems including living cells, solid state chemistry,
which is designing and synthesizing novel
functionalized molecule-based and metal
oxides magnets, and quantum chemistry,
which is investigating the mechanisms of
molecular interaction and molecular dynamics with light. Students in the groups
are trained through experiments, seminars, and daily discussions conducted in
these laboratories, where they acquire the
necessary skills and knowledge for advanced research.

Inorganic and Analytical
Chemistry
The research interests of the four groups
in this field encompass not only the traditional areas of inorganic and analytical
chemistry but also cover many interdisciplinary areas, including materials science,
surface science, electrochemistry, study
of proteins, bioanalysis and bioinorganic
chemistry. The groups address both experimental and theoretical aspects in
these areas. The four groups conduct extensive laboratory research and are led by
a total of 16 faculty members. The groups’
common goal is to cultivate and enrich
members’ knowledge of fundamental and
applied chemistry through the achieving
of state-of-the-art advances in the development of beautiful compounds, functional
materials, and analytical methodology.

Organic Chemistry
The four organic chemistry groups cover
various fields of organic chemistry such
as heteroatom chemistry, which characterizes individual elements, synthetic organic chemistry, which is developing environmentally friendly reactions for highly
efficient organic synthesis, natural products chemistry, which visualizes cells and
marine ecology by precision chemistry,
and physical organic chemistry, which is
taking on the challenge of finding new reactions, new materials, and new principles. Students in these groups are required to report their experimental results
and/or write related papers, depending on
their classes in the Organic Group Seminar, in addition to regular laboratory work.
This is a unique training and research
system different from those in the Physical Chemistry and the Inorganic and Analytical Chemistry groups.

Self-assembled cage-type complex.

Imaging of single organic molecules in motion.

Raman spectroscopic signature of life.
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Molecular Genetics

Department

BIOPHYSICS AND
BIOCHEMISTRY
Website

T

http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/

he graduate program in Biophysics and Biochemistry includes faculty from the Department
of Biophysics and Biochemistry as
well as selected members from the
Graduate School of Arts and Sciences, the Graduate School of
Medicine, the Institute of Medical
Science, the Institute of Molecular
and Cellular Biosciences, and the
Molecular Genetics Research Laboratory. A faculty advisor is assigned to each student for his/her
thesis work from the Department,
18

and the student works in the laboratory of the advisor.
n the Biophysics and Biochemistry graduate program, the lectures in the first year focus on essential knowledge regarding
biochemistry, molecular biology
and bioinformatics so that students
can fully understand the principles
of biological phenomena, an understanding which students must
apply later in their thesis work to
solve important biological problems confronting us today. Based

I

on this educational approach, students are trained to develop the capacity to find, analyze and solve
scientific problems, which capacity they will use to develop, research, and write their own original thesis. When they have
completed the graduate program,
students are prepared and qualified
to continue their careers as advanced researchers working at the
highest level in their fields.

Meiosis is the process of forming haploid
gametes from diploid germ cells, which is
essential for sexual reproduction and the
transmission of genetic information to the
next generation. The molecular genetics
group studies molecular mechanisms that
control the cell cycle switch from mitotic
proliferation to meiosis, using fission yeast
as a model system. The group has found
an interesting molecular mechanism,
named “selective elimination,” that removes mRNAs required only for meiosis
from cells proliferating mitotically. The key
regulator of meiosis in fission yeast, the
Mei2 protein, inactivates this selective
elimination system. The group is also extensively studying additional cellular reorganization and signal-transduction mechanisms that facilitate the execution of
meiosis.

Circadian Clock and
Photosensory Systems
This group is pursuing research on the
molecular and cellular mechanisms controlling animal physiologies, with special
interests in the circadian clock and photosensory systems, by using molecular and
genetic approaches in mice, chicks and
zebrafish. The group’s research topics include: 1) molecular clockwork that generates a 24-hour oscillation and its resetting
by external cues such as light and food,
2) molecular link between the circadian
clock and brain functions, such as memory formation in the hippocampus, and 3)
visual transduction processes determining
differences between rod and cone photoreceptor cells, and non-visual photosensory machineries controlling light-triggered
physiologies such as body color change
in teleosts.

Systems Biology of
Cellular Signaling
The ultimate goal of this group’s research
is understanding the mechanisms of signal transduction networks that regulate
various cellular functions, including cellfate determination, synaptic plasticity and
insulin actions at systems levels. In these
biological processes, the same input stimulation elicits distinct outcomes depending
on temporal patterns of input, and the
group is interested in the quantitative
mechanisms of the encoding/decoding
systems via signaling networks that underlie these processing. The group uses
both experimental and computational approaches. Thus they are trying to understand cellular processes in terms of Systems Biology.

Functional Genomics
This group is investigating the budding
yeast transcriptome and proteome as well
as the mammalian epigenome. An unsurpassed wealth of omics data and resources has made yeast an ideal model organism to understand the eukaryotic cell as a
molecular system. The group intends to
pursue the universality and variation in
cellular regulation to learn how regulatory
systems have evolved. Their approach to
epigenomic regulation includes DNA
methylome analysis at single nucleotide
resolution. In all of these studies, the
group is striving to develop novel methodologies and strategies that will lead to
unique contributions to the understanding
of biological systems.

Cell division in yeast. Nuclei and microtubules
are stained in different colors.

Neuroscience
This group’s research is focused on understanding the molecular basis of odor
perception in mice. The mammalian olfactory system mediates various responses,
including aversive behaviors to the smells
of spoiled food and fear responses to
predator odors. The odor information received in the olfactory epithelium is converted to a topographical map of activated
glomeruli in the olfactory bulb. The group
is currently studying how this olfactory
map is formed, and how the map information is processed and interpreted by the
brain.

Molecular Behavioral Genetics
This group aims at understanding the operating principles of the nervous system.
For this purpose, the popular research
model organism C. elegans, a soil nematode, is employed as a platform. On the
basis of knowledge of the entire connection diagram of 302 defined neurons in
C. elegans, two complementary approaches are used: forward genetics, in
which mutants with behavioral defects
are isolated and analyzed and reverse
genetics, in which the gene of interest is
destroyed. Examples of the questions the
group is addressing are; 1) How does the
nervous system control the movement of
the animal as it steers its way? 2) What
molecular components direct the switching of behavior caused by learning? 3)
How is behavior affected by interaction
with other individuals?
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Zoological Science

Anthropology

All living organisms share many principles in common as to gene expression
and cellular metabolism. But why are the
animals so diverse in appearance, behavior, and the way of life? The group’s
major goal is to seek answers to this fundamental question. Students are encourage to learn the basics in physiology, developmental biology, endocrinology,
biochemistry, molecular biology, etc., and
then apply these to their research.

Plant Science

Department

BIOLOGICAL
SCIENCES
Website

T

jor research groups: Zoological
Science, Plant Science, Anthropology, and Evolutionary Biology.
The Department of Biological Sciences currently has 40 faculty
members and a total enrollment of
241 graduate students.

Practical training in Morphology and Systematics
in Zoology. Practice in light microscopy.

Evolutionary Biology

Research in the plant science group covers studies on a variety of organisms,
from microorganisms to flowering plants,
and focuses on multiple layers of life −
genes, proteins, organelles, cells, tissues,
organs, organisms, and populations. The
group aims at elucidating the mechanisms
of living strategies by exchanging information with peers through these studies and
attempts to understand the issues of
growth, reproduction, differentiation, morphogenesis, response to environment,
and ecology with the common language
of modern biology.

Evolution and biodiversity are a fundamental aspect of biology. The group’s research
and education are focused on evolutionary
biology at the molecular, cellular, individual
and population levels. Their evolutionary
studies are closely associated with a wide
range of biology including systematics, genetics, development, immunology, and
theoretical biology. To cover broad fields,
the group’s members cooperate closely
with researchers at the National Museum
of Nature and Science and at several research institutes and universities.
Zebrafish embryo at
20 hour post-fertilization. Transplanted
cells (red) are located in the posterior
somites and the tailbud.

http://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/english/index.html

he Department of Biological
Sciences was established in
April 1995 through the merger of
three separate departments that
specialized in zoology, botany, and
anthropology. The new department
consists of the following four ma20

Research in physical/biological anthropology is conducted at the molecular, organismal, and population levels. Graduate students are engaged in research in
molecular evolution, human genetics,
morphological anthropology, population
biology, and evolution of human social
behaviors. Undergraduates acquire basic knowledge in human anatomy, biochemistry, genetics, molecular evolution,
paleoanthropology, primatology, prehistory, evolutionary theory, etc.

In vitro vessel formation is elucidating
the molecular mechanisms of higher
plants.

Field Work in Ecology I at University Forest in
Chichibu.

Observation of primate behavior.

Field survey at Lake
Yu n o k o , To c h i g i
Pref. Collection of
charalean algae,
which is an endangered species.
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Admissions Information
The Graduate School of Science has implemented a special admissions procedure for international students.
This application procedure enables students to apply for admission to the School from outside of Japan.
This process is more ﬂexible than the ordinary processes for Japanese students in that students can apply for
admission starting either in April or October.

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/nyu/tokubetu/enrollment_en.html

1
1

Applicant Qualifications
Master’s Program
1. You must have completed 16 years of education abroad and have or will have graduated from an undergraduate program before entering the Master's Program at the
University of Tokyo OR
2. You must have completed 15 years of education abroad or while residing in Japan
have completed a correspondence course
given by an institution abroad and have
completed 15 years of education. In either
case, the applicant must be approved by
the School of Science of the University of
Tokyo as one that has earned the necessary credits with outstanding grades OR
3. You must have been approved by the
School of Science of the University of Tokyo
through an individual entrance screening as
someone with scholastic abilities equivalent
to or greater than that of a college graduate
and be at least 22 years of age OR
4. If you are applying as an Embassy Recommended Monbukagakusho Scholarship
Student, you must be considered falling into
as one of thecategories from (1) to (3) described above and also have passed the
preliminary selection conducted by a Japanese Embassy/Consulate General.

2

ter's Degree, a degree in a specialized field,
or a degree equivalent to either of these
OR
2. You must have completed 16 years of education abroad or a correspondence course
given by an institution abroad and have or
will have partaken in research for at least 2
years at a university or research center in
or outside of Japan before entering the Ph.
D. Program at the University of Tokyo. You
must also be approved by the School of
Science of the University of Tokyo through
an individual entrance screening as someone with scholastic abilities equivalent to or
greater than someone holding a Master’s
degree or a specializing field OR
3. You must have been approved by the
School of Science of the University of Tokyo
as having scholastic abilities equivalent to
or greater than that of someone with a Master’s degree equivalent knowledge of a specialized field and be at least 24 years of
age OR
4. If you are applying as an Embassy Recommended Monbukagakusho Scholarship
Student, you must be considered falling into
as one of thecategories from (1) to (3) described above and also have passed the
preliminary selection conducted by a Japanese Embassy/Consulate General.

Ph. D. Program
1. You must have one of the following: a Mas-

Selection Procedure

2

1. Applicants to the Master's and Ph. D. courses will be selected through an examination
of the application documents listed below.
2. Some Departments may not admit applicants whose GRE Test and TOEFL scores
do not meet certain standards. Both GRE
Test and TOEFL scores are valid if they
have been issued within the past two years.
Applicants whose first or native language is
English are not required to submit a TOEFL
score.
3. Some Departments may require an interview with the applicants.

Application Documents

3

1. Application Form
2. GRE Subject and General Test Score
3. TOEFL Score
4. Two recommendation letters from supervisors or individuals who are familiar with the
applicant's academic or scientific work.
5. Official transcripts of all colleges and universities attended AND a statement of completion of all colleges or universities attended (if unavailable, a copy of diploma)

Application Fee
¥10,000 (Japanese government funded students
are exempted from paying the application fee)

5

Annual Cost＊
1. Entrance Fee: ¥282,000
2. Tuition Fee:
•Master’s Course: ¥267,900 / semester
(¥535,800/year)

•Ph. D. Course: ¥260,400 / semester
(¥520,800/year)
＊Subject to Change

6

Inquires on Research Fields
Please access the websites below for more
information.
•PHYSICS

http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/en/admission_gc.html

•ASTRONOMY

http://www.astron.s.u-tokyo.ac.jp/graduate/index.html.en

•EARTH AND PLANETARY SCIENCE

http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/en/admissions/index.html

•CHEMISTRY

http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/english/admissions.html

•BIOPHYSICS AND BIOCHEMISTRY

http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/public/admission.html

•BIOLOGICAL SCIENCES

http://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/english/pslist.html

＊Transcript of Master's course, a copy of Master's thesis and copies of papers or scientific publications (in case of applicants for the Ph. D. course).
＊Any other documents requested by the department.

Notes
• Japanese students can apply if they have completed both their
high school and college education in a foreign country.
• Please contact the potential supervising professor and obtain his
or her approval before submitting an application.

Contact Address

Notes
• For applicants to the Physics Department only: an essay (one page, A-4 size) on the research you wish to do if accepted into the Graduate Program.
• For applicants to the Earth and Planetary Science Department only: a short essay on studies or research you are currently engaged in and on the
kind of research you wish to do if accepted into the Graduate Program.

General Information &Admissions Procedure
Graduate Admissions Office
Tel: +81-3-5841-4009 E-mail: daigakuin@adm.s.u-tokyo.ac.jp

22

4

Scholarship & Visa
International Liaison Office
Tel: +81-3-5841-7630 E-mail: ilo@adm.s.u-tokyo.ac.jp
23
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Kashiwa Campus
❶ Main Gate
❷ Institute for Solid State Physics (ISSP)
0m

100m

200m

Hongo Campus

❸ Institute for Cosmic Ray Research
❹ Advanced Spectroscopy Laboratory, ISSP

❶ Main Gate

⓭ Chuo Refectory (Underground)

Asano South Gate

❷ Akamon

⓮ School of Science Bldg. 1 (Center), KOSHIBA HALL

Asano Main Gate

❸ International Center

⓯ Institute of Molecular and Cellular Biosciences

Yayoi Gate

❹ School of Science Bldg. 2 (Department of Biological Sciences)

⓰ Earthquake Research Institute Bldg. 1

Ikenohata Gate

❺ General Library

⓱ Earthquake Research Institute Bldg. 2

Tatsuoka Gate

❻ School of Science Bldg. 7 (Molecular Genetics Research Laboratory)

⓲ Earthquake Research Institute Bldg. 3

Nou-Seimon Gate

❼ School of Science Bldg. 4 (Research Center for the Early Universe)

⓳ Yasuda Auditorium

❽ School of Science Bldg. 3 (Department of Biophysics and Biochemistry)

⓴ Second Refectory

Getting to the Hongo Campus
• Hongo-Sanchome Station (Subway

❾ Hongo Health Service Center
❿ Old School of Science Bldg. 1 (Student Support Ofﬁce at School of Science, Childcare Support Room)
⓫ Chemistry Bldg. (Dept. of Chemistry, Geochemical Research Center, Research Center for Spectrochemistry, Center for Ultrafast Intense Laser Science)
⓬ School of Science Bldg. 1 (Administration Ofﬁce, Intl. Liaison Ofﬁce, Dept. of Physics, Dept. of Astronomy, Dept. of Earth and Planetary Science, Center for Nuclear
Study, Center for Elementary Particle Physics)
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“Hongo Campus Map””Kashiwa Campus Map” (produced by Public Relations Group, the University of Tokyo, Rei Design & Plannings) Partial changes were made to the original map.

Marunouchi Line) 8 minutes’ walk

•Hongo-Sanchome Station (Subway Oedo

Line) 6 minutes’ walk

•Yushima Station or Nezu Station (Subway

Chiyoda Line) 8 minutes’ walk

• Todaimae Station (Subway Namboku

Line) 1 minute’s walk

•Kasuga Station (Subway Mita Line) 10

minutes’ walk

❺ Kashiwa Guesthouse
❻ Cafeteria
❼ Kashiwa Library
❽ Kashiwa Student Counseling Center
❾ Academic Shop (COOP)
❿ Food Shop & Café

Getting to the Kashiwa Campus
Kashiwanoha Campus Station West Exit (Tsukuba Express Line)
< Tobu Bus >
•Nishi Kashiwa 03 Bus for Kashiwanoha Campus Station(Customs Training Institute loop line or Kashiwanoha Park Central loop line)→get off at Todai-mae stop
•Nishi Kashiwa 04 Bus for Edogawadai Station East Exit→get off at Todai-mae stop
< By foot >
•about 25 minutes’ walk

Kashiwa Station West Exit (JR Joban Line, Subway Chiyoda Line)

< Tobu Bus >
•Nishi Kashiwa 01 for National Cancer Center(via Kashiwanoha Park) →get off at Todai-mae stop
•Kashiwa 44 for National Cancer Center(via Training Institute) →get off at National Cancer Center stop
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Access Map

○ Local rail station

■ Rail junction

Rail Access from Narita Airport
Hongo Campus

● Narita

Airport(Keisei Main Line) 6

Kashiwa Campus

● Narita

Airport(JR Narita Line) 6 Abiko(JR Joban Line) 6

■ Aoto(Keisei

Oshiage Line) 6 Oshiage(Toei Asakusa Line)
■ Kashiwa(Tobu

Noda Line) 6

6

■ Kuramae(Toei

Oedo Line) 6

○ Hongo-Sanchome

■ Nagareyama-otakanomori(Tsukuba

Express) 6

○ Kashiwanoha-Campus

Metro Marunouchi Line) 6

Rail Access from Haneda Airport
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Hongo Campus

● Haneda

Airport(Keikyu Airport Line) 6

■ Keikyu

Kamata(Keikyu Main Line) 6 Shinagawa(JR

Keihin Tohoku Line) 6

■ Tokyo(Tokyo

Kashiwa Campus

● Haneda

Airport(Keikyu Airport Line) 6

■ Keikyu

Kamata(Keikyu Main Line) 6 Shinagawa(JR

Keihin Tohoku Line) 6

■ Akihabara(Tsukuba

“The University of Tokyo Access Map” (produced by Public Relations Group, the University of Tokyo, Rei Design & Plannings) Some changes were made to the original map.

Express) 6

○ Hongo-Sanchome

○ Kashiwanoha-campus
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Afﬁliated Institutions

Marine Biological Station

Institute of Astronomy

Center for Nuclear Study

The Misaki Marine Biological Station (MMBS) is located in one of
the world’s richest regions in terms
of biodiversity. Taking advantage of
the abundant marine Organisms
available there, extensive research
and training are being conducted at
MMBS. In 2009, the Center for Marine Biology, which is an interfaculty
research organization of the University of Tokyo, was established at
MMBS with the aims of creating a
frontline research center in biology
and promoting international collaboration.

The Institute of Astronomy promotes both research and educational activities especially in the
field of optical, infrared and radio
astronomy. A wide spectrum of research is conducted at the Institute, from the origin of the solar
system to the birth and death of
stars, evolution of galaxies, and
cosmology. The Institute operates
a 1m infrared telescope at an observatory in Atacama, Chile and a
1.05m Schmidt telescope in Nagano Prefecture, as well as a 10m

The Center for Nuclear Study
(CNS) plays a central role in nuclear science research and education
at the University of Tokyo. Moreover, CNS is a well-known institute
in the international community of
nuclear physics, and indeed serves
as one of the major research and
education centers in the field. The
primary emphasis in its current research activities is on heavy-ion
science. In close collaboration with
RIKEN, where the major facilities of
CNS are located, a variety of advanced studies on heavy-ion sci-

submillimeter antenna in Chile in
collaboration with the National Astronomical Observatory of Japan.
Together with other large groundbased facilities and satellite observatories like Subaru and Akari, the
Institute is at the cutting-edge of
astronomy today.

Botanical gardens

Wakoshi Sta.
Keikyu Aburatsubo
Marine Park

expy

Address

Koajiro 1024, Misaki-machi, Miura-shi,
Kanagawa 238-0225
TEL.+81-46-881-4105
http://www.mmbs.s.u-tokyo.ac.jp/index-e.html

Aburatsubo Bay

7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
TEL.+81-3-5841-4418
http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/users/spectrum/index.html

Tohachi Doro Ave

14

.
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Tenmondai-Kita
123

Institute of
Astronomy
Tenmondai-Shita
Chofu Airport

Mio Electric
Powerplant

Kiso Dam

Kiso Observatory

ori Ave.

Campus Map_Hongo❼

Address

68

Wako 2-1, Hirosawa, Wako-shi, Saitama
351-0198
TEL.+81-48-464-4191
http://www.cns.s.u-tokyo.ac.jp/index.
php?Entrance

Address

Tenmondai-d

related not only to chemistry but
also to other scientific disciplines,
including clinical diagnosis, and to
the development of inter- and multidisciplinary sciences. The Center
also maintains and manages various spectroscopic instruments for
common use.

254

Research Center for the Early Universe

Research Center for Spectrochemistry
Current research at this center
mainly covers ultrafast (femto- to
nanoseconds) Raman and synchrotron radiation spectroscopy.
Spectroscopic observation on living cells or functional molecules
such as ionic liquids is also being
undertaken there. This research is

Honda R&D Co.Ltd

Center for
Nuclear Study

Campus Map_Hongo⓬

Hongo 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
113-0033
TEL.+81-3-3812-7886

109

216

ikan

Marine
Biological
Station

Address

o Ga

gardens have excellent facilities
and wild plant collections that contribute to research and education in
the plant sciences, and together
they have been leading research
botanical gardens in Japan. Both of
them are open to the public.

Toky

The University of Tokyo Botanical
Gardens consist of the main garden in Tokyo, originated as the Koishikawa Medicinal Herb Garden of
the Tokugawa Shogunate in 1684
and annexed to the University in
1977, and the branch garden in
Nikko established in 1902. Both

ence are being conducted. CNS
has also established itself as an international base for research and
training in nuclear science.

12

Nakao Shrine

Musashisakaidori Ave.

Mitaka 2-21-1, Osawa, Mitaka-shi, Tokyo 181-0015
TEL.+81-422-34-5021
http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/index.
html

473

The Research Center for the Early
Universe (RESCEU) is conducting
research in cosmology and astrophysics, with special emphasis on
"understanding the universe
through three steps: baryons, dark
matter, and dark energy." In addition to theoretical study, RESCEU’s
activities include astrophysical observations in the optical, sub-millimeter, and X-ray wavelengths.

RESCEU also conducts experimental searches for gravitational
waves and dark-matter particles,
and carries out balloon observations of cosmic anti-particles.
These activities are carried out under close collaboration with the Department of Physics and the Department of Astronomy.

Address

Campus Map_Hongo❼

7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
113-0033
TEL.+81-3-5841-4169
http://www.resceu.s.u-tokyo.ac.jp/
top_en.php

Kiso 10762-30 Mitake, Kiso-machi,
Nagano 397-0101
TEL.+81-264-52-3360
http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/kisohp/
top_e.html

©BESS Collaboration

Geochemical Research Center
Address

Ha
ku
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Koishikawa
Botanical
Garden

e.

Av
301

Hakusan-Shita

436

Myogadani Sta.

Nikko-Tamozawa
Imperial Villa

sa

Sengoku-Sanchome
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nk

Subway
Marunouchi Line
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Nikko
Botanical
Garden

aw

a-d

or

iA

ve

.

Koishikawa 3-7-1, Hakusan, Bunkyoku, Tokyo 112-0001
TEL.+81-3-3814-2625
http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/eigo/e.html
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Nihon

The Geochemical Research Center
was established in 1978 to promote
research on earthquake forecasting
based on seismo-geochemical observation. Research fields have expanded to include volcanoes, the
deep earth interior, extraterrestrial
materials and a broad spectrum of
geochemical and cosmochemical
specialties. Many geochemical precursory phenomena related to
earthquakes have been detected.

Meaningful technical advances in
the field of remote volcanic gas observation have been achieved. Research is also being conducted in
the field of deep-earth material science employing spectroscopic
techniques in combination with ultra-high pressure apparatus. Ultrasensitive noble gas mass spectrometry is also applied to various
fields in geochemistry and cosmochemistry.

Nikko-Utsunomiya Rd

Nikko 1841 Hanaishi-cho, Nikko-shi,
Tochigi 321-1435
TEL.+81-288-54-0206
http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/nikko/
NikkoBGe.html

Address

Center for Ultrafast Intense Laser Science

Molecular Genetics Research Laboratory

The Center for Ultrafast Intense
Laser Science is dedicated to exploring through international research cooperation the frontiers in
the interdisciplinary research field
of Ultrafast Intense Laser Laser
Science. It aims to activate research and researcher exchanges
as a central organization in the international research network, to
train young researchers so that

The Molecular Genetics Research
Laboratory (MGRL) provides advanced research instruments and
lab space for University of Tokyo
faculty members in order to assist
and promote their research. The
research groups in MGRL share a
common interest in the molecular
basis of life and its genetic disor-

they can play a leading role in the
international research community
in the future, and to further the training of graduate students in UT’s
master’s program in advanced optical science in tandem with the activities of the Consortium on Education and Research on Advanced
Laser Science (CORAL) and in cooperation with other universities
and private companies.

ders. Their research aims at understanding how thousands of genes
and their encoded proteins serve to
bring about the highly coordinated
behavior of cells and tissues. The
research groups approach this goal
from many levels of organization,
ranging from individual cells to multicellular systems and the whole organism from mammals to plants.

Campus Map_Hongo⓫

7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
TEL.+81-3-5841-4622
http://www.eqchem.s.u-tokyo.ac.jp/index_e.
html

Address

Campus Map_Hongo⓫

7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
TEL.+81-3-5841-8786
http://www.cuils.org/ (Japanese page only)

Address

Campus Map_Hongo⓫

7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
TEL.+81-3-5841-3034
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/mgrl/index_E.html
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普遍の真理への
飽くなき探求
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知を切り拓く〜自然の仕組みと理を知る〜
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研究科長からのメッセージ
私たちは人類の最も根源的な知的営み、す

う。新しい知は本質的に革新的なものであり、
コ

なわち＜自然の仕組みと理を知る＞という目標

ミュニテイには簡単には受け入れられないはず

を共有し、知の継承と創造に勤しむ集団です。

です。それを主張する強い精神が必要になる

しかし、広く世界を見渡すと、様々な困難に遭

ゆえんです。ガリレオ・ガリレイの＜それでも地

遇して、生を全うすることすら大変な人々が数

球は廻る＞、孟子の＜千万人と雖も吾往かん

多く見られます。そのようななかにあって、人類

＞の精神と言ってもよいでしょう。世界の仲間と

の進化を促してきた根源的な営みに日々参加

自在に交流し、切磋琢磨し合い、その中で自ら

できることは極めて恵まれたことです。知の継

のオリジナリテイをしっかり示してゆく人材が、

承や創造に伴う喜びや新鮮な感動を社会に

いまほど求められている時はありません。

伝達し、相互に啓発しあってゆくことも私たち
の 重要な任務といえるでしょう。
理学系研究科・理学部の構成員の多くは何

知を切り拓く
〜自然の仕組みと理を知る〜

＜自然の仕組みと理を知る＞という目標を共
有し、確かな知の継承と創造に勤しむ皆さんと
共に、研究室を超え、専攻を超え、部局を超え、

らかの形で職業として理学に係わっているか、

大学も、国境も軽々と超えて自由に交流する場

あるいは将来において係わることになるでしょ

をますます充実させるように努めてゆきたいと

う。好奇 心に基づく＜自然の仕組みと理を知

思います。

る＞営みが自己満足に陥らないためには、
知を
創造する技も磨く必要があります。知の創造に
は論理的な思索力を強化することが不可欠で
す。
それには確かな言語と確かな知識無くして
は不可能でしょう。しっかりした技を磨く場を更
に充実する必要があると考えています。また、
創造された知は伝達されねばなりません。少な

理学系研究科・理学部憲章
1 知の創造と継承 自然界の真理理解に向けて教育・研究活動を行い、
最先端の知を創造・発展させ、
それを継承する。

くとも同業他者に伝達されることでオリジナリテ
イが検証され、
もし、それが新しい扉を開くもの
であれば、世界の中で大きく発展してゆくでしょ

2 人材育成 次代を担う若者に未知の問題に対する解決の知恵と手段を体得させ、
人類社会の持続的・平和的発展に貢献する人材を育成する。
3 自律と体制 自己点検と外部による厳正な評価を通して、
最高水準の教育・研究体制を継続的に改善する。
4 差別・偏見の排除 性別、
国籍、
民族、
宗教などによる差別と偏見を排除し、
普遍的で自由な教育・研究を行う。

研究科長

山形

俊男

5 社会貢献 教育・研究成果を広く社会に発信公開すると共に、
文化の蓄積と悠久の人類生存に貢献する。
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多様性への
取り組み
今日世界を牽引する大学にとって、学内の文
化的・民族的な多様化は最重要課題の一つとな
っています。今や社会的・文化的バックグランドを
異にする研究者との交わりを避けて学術研究活
動を遂行することは不可能です。国際化は研究
者にとって日常生活の一部となっているのです。
本研究科ではその教育目的のひとつに、多様
性に富んだ仲間との異文化交流を通じて学生た
ちの専門的・学術的創造力を活性化させること
を盛り込んでいます。本研究科ではグローバルス
タンダードを目指し、世界中の学生や研究者に対
し広く門戸を開いております。本研究科が教育
の国際化のために行っている様々なプログラム
の中には、最近開設された二つの国際コースや
文部科学省の支援を受けたグローバルCOEプロ
グラムなどがあります。
本研究科ではこれらのプログラムを通じて日本
人学生 ･ 研究者と日本以外のバックグランドを持
つ学生・研究者が各々の研究や科学の発展につ
いて意見を交換し、相互理解を深めていくことを
期待しています。上記プログラムは多様な経験や
興味を取り入れることを通じて、次世代のリーダ

留学生に開かれた大学院コース
最先端物理研究拠点における
学位取得プログラム

未来を先導する科学者育成プログラム

未来を拓く物理化学結集教育研究拠点

理工連携による化学イノベーション

文部科学省は留学生に国際的に魅力ある学術プログラ
ムを提供して日本の大学の国際化を推進する目的で「国
費外国人留学生（研究留学生）
の優先配置を行う特別プ
ログラム」
（ PGP ）
を策定しました。本プログラムに参加す
る留学生には文部科学省から経済的支援が支給されま
す。本研究科では物理学専攻科の「先端物理研究拠点
における学位習得プログラム」
がPGPプログラムとして採
択されました。このプログラムでは過去5年間（2005年〜
2009年）
に発表された物理学論文において世界第二位
の引用回数を誇る本研究科物理学専攻科とその附属機
関の教員が指導にあたります。本プログラムでは毎年5人

本プログラムは東京大学内に国際的にその存在を知らし

の留学生を採用しており、
日本滞在費用として3年間の奨
学金、授業料免除などが受けられます。

める教育・研究センター設立すべく、理学系研究科化学
本プログラムでは、物理工学専攻（工学系研究科）、物理
学専攻（理学系研究科）
を中心に３研究科と５専攻が結
集しています（理学系研究科の天文学専攻・物理学専

理学系国際コース

攻、工学系研究科の物理工学専攻・マテリアル工学専

専攻と工学系化学３専攻の協力のもとに組織されていま
す。また本プログラムでは、広い見地を持った次世代の化
学者の育成と自然科学に対してバランス感覚の優れた知
識人の育成を目指しています。

攻、
および新領域創成科学研究科の物質系専攻）。
本プログラムにおける人材育成の指針：

グローバル30プロジェクトの一環として理学系研究科で

• 物理学を基幹科学として将来にわたって深化・展開さ

は海外からの留学生が修士・博士の学位を本研究科で

せる科学者の育成。

取得できるように国際コースの充実化を図りました。本コ

• グローバル社会を先導する物理学者の育成。
さらに、

ースでは基礎科目を始め留学生の必要に応じて様々な講

• 産業の変革と創造を担う人材の育成。

先進的実験と理論による
地球深部物質学拠点

義を英語で行います。また留学生の便宜を図るため、本コ
ースでは年二回（4月、9月）
の受け入れ・修了体制を整え
本プロジェクトはグローバルCOEプログラム地球科学部

ています。

生体シグナルを基盤とする統合生命学

ーに必要とされる競争力を促進し広い見識を培
うことに役立つことでしょう。本研究科ではこれか
らも世界中から学生や研究者を招聘することによ

門で採択された３つの拠点のうちの一つです。本プロジェ
クトの拠点リーダーは愛媛大学地球深部物質学に置かれ
ますが、東京大学理学系研究科附属地殻化学実験施設
の研究員も他の研究機関、
スプリング８
（JASRI）
およびス
トーニーブルック大の研究員とともに本プロジェクトに参加

り、研究科の構成、文化、人材そして見識を一層

します。本プロジェクトでは、
「 下部マントル」
「 中心核物質」

豊かなものにするよう努めていきたいと思いま
す。私たちの最終的な目標は、
グローバル社会に
対する学術的貢献の推進にあります。

「地球深部水」
をキーワードとした地球深部物質の先端的
研究を推進していきます。

東京大学理学系研究科は、今後も多様性の
一層の向上を図り、より優れた研究 ･ 教育を目指
します。私たちは、これまで以上に確固たる決意
を持って多様性の実現に努めます。

副研究科長

相原
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博昭

グローバル30プロジェクト：
このプロジェクトは文部科学省の「国際化拠点事業整備事業」
です。本プロジ
ェクトは我が国の国際化拠点の形成を支援する事業として策定さ、海外の学生
が我が国に留学しやすい環境を提供する国公私立大学を選定して、英語によ
る授業等の実施体制の構築や留学生の受け入れに関する体制整備を目指し
ています。東京大学は本プロジェクトに採択された13の大学の一つに選ばれま
した。東大はより多くの留学生受け入れると共に国内学生の海外留学経験を
推進します。また本コースでは海外からの学生向けに受け入れ（卒業）時期を4
月・9月の年2回設けています。

本プログラムでは「生体シグナル」
をキーワードに、医学系
研究科ならびに分子細胞生物学研究所との密接な共同
研究による新しい「統合生命学」の構築を目指します。ま
た若手研究者を研究、経済双方から支援すると共に、次

グローバルCOEプログラム：
このプログラムは「国際的に卓越した教育研究拠点形成のための重点的支
援」
と呼ばれる文部科学省策定プログラムです。本プログラムでは日本の大学
の国際競争力を高めるために世界的に卓越した拠点となる教育研究施設構築
を目的としており、優れた研究プロジェクトに対して経済的な支援が支給されま
す。本プログラムを通じて日本の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、
世界最高水準の研究基盤の下で研究者其々の分野において世界をリードす
る創造的な人材育成を図ります。

世代を担う国際的リーダーの育成を図ります。
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ジョゼフィーヌ・
フランソワーズ・ガリポン

フランス、2009年4月入学
生物化学専攻博士課程

1

中国、2008年10月入学
化学専攻修士課程

大学であるに越したことはないのですが、
（希
望する）研究室が自分の研究テーマに沿って
いるかとか指導教官との相性は良いかといっ

クレメント・エング

オーストラリア、2008年4月入学
物理学専攻修士課程

新たな物語を加えることのできる機会を逃さ

崔勝媛

韓国、2008年4月入学
生物科学専攻博士課程

1

カナダのマックマスター大学で修士論文

を書くために東大との共同研究を行って

界中の（研究機関を）代表する人たちと出会

いました。その後も同じ研究を続けていこうと

ガン撲滅のカギを探り、より良いＱＯＬ
（ク

なさっている研究に興味を覚え、その先生方

思っていたので、それならばいっそ研究所（理

オルティ・オブ・ライフ）
と延命を目指して

とお話しするチャンスを得ました。すると一層

研）
と直接アクセスできる日本に行ったほうが

2

細胞生物学の基礎分野に関する研究に携

興味を抱くようになったことと、何より彼らの

賢明だと考えました。東京で一緒に研究する

わっていきたいと思います。東大卒業後は日

（研究への）
情熱に心打たれました。この会議

グループメンバーと全員面識があったので、よ

本かあるいは他の国かどうかは分かりません

は私にとって良い経験であったと同時に、東

けい決心するのも簡単でした。
（東大の他）米

が、多分科学の分野でポスドクとして研究を

大進学を考えるきっかけになりました。

3

2

国のノートルダム大学とカナダのマックマスタ

植物分野で「科学者」になりたいと思い

ー大にも合格していました。けれども（東大を

ます。植物は我々動物とは違います。で

選んだ理由は）卒業必修科目において東大

すから植物には多くの生命の不思議を秘め

が最も魅力的であったのと、博士学位取得研

理学系での学位習得を目指すなら、入学

ていて我々人類にとっての希望へとつながる

究にだけ集中できると思ったからです。

試験準備に十分時間を割いてください。

と思います。分子レベルの研究を続けていこ

もちろん日本語習得も大切ですが、大学院の
カリキュラムをしっかり身につけることによって

2

うと思います。

3

東大では素晴らしいひとたちや立派な研

実験原子物理学での純粋な研究（企業
へ転身するということの対局のものとし

て）
を続けていきたいとは思っていますが、具

究者との出会う機会に恵まれます。自信

体的なイメージはまだです。
（現時点で）
はっき

ものだけにとらわれないことを心がけてくださ

を持って自分が望む研究への道を歩んでくだ

りしている進路としては、まだ場所は決めてい

い。研究室の仲間や指導教員とのより良い

さい。

ませんがどこかでポスドクとなることを考えてい

将来の展望がより開かれます。自分の目指す

関係は日本における驚くほど快適な研究環境

クレメント・エング

ます。ヨーロッパに住んだことがないので、
ヨー

陳全

と素晴らしい学生生活をもたらしてくれます。

1

ロッパも考えています。でも、小規模施設で数
年間イオン源・イオンビーム加速器技術者と

奨学金を獲得できて東大で勉学する機

して経験を積むのも一考かと思います。理想

会を得たから。このチャンスを逃す法はな

としては科学研究目的の私設原子力研究所

東京はあらゆる研究へのインスピレーシ

いと決心しました。もちろん日本で、特に東大

を開設して医療用アイソトープ事業を始めた

ョンがわくところです。また東大で勉強す

での科学における教育・研究・水準の高さも

いと思います。

るということはまるで巨大な学術的ネットワー

理由の一つです。これが東大大学院進学を

1

クのハブにいるようなものです。日本では東大

決めた主な理由です。それに日本文化に魅か

ほどトップレベルの研究者と自由にコンタクト

れたことも大きな要因です。

できる場所はありません。ここではほぼ毎週の
ように科学分野での飛躍的な進展を耳にし
ていますし、明らかにここにいる世界的に科
学 分 野で活 躍している研 究 者の幾 人かは
大々的に知のフロンティアを切り拓いていま

2

0

選びました。

2
3

学術機関での研究／指導。
日本語習得。ここは胸がドキドキするよう
な研究環境に出会える絶好の機会があ

ります。けれどもその一方で、
自分にとって慣

苦労しました。

（複数可）
を挙げて
Qく東大で学生生活を始めてからあなたが気付いたあるいは再確認した東大の良い点
ださい。

れた研究環境に留まったままだと孤立してしま

が、
自分の研究観点と照らし合わせて東大を

てください。私自身は来日前十分日本語

勉強に十分時間を割けなかったためによけい

将来は多分中国に帰って何かの研究を

うかもしれません。いつもどこかで学ぶべき出

を考えると他大学という選択肢もありました

3

来日前にできるだけ日本語を勉強してき

したいと思います。

教育研究の水準や内容
教員の指導
ゼミなどの議論・討論
教育研究の設備・施設
研究費、
その他の経費
キャンパス環境全般
留学生のためのサポート体制
将来につながる人的ネットワーク
安価な授業料
卒業・修了後の将来性（就職先など）
奨学金、授業料減免等
日本語の習得
日本人の友人
日本における生活
日本の社会・文化
東京の魅力
その他

す。限られた学術上の裁量の中で出来ること

1.東大を選んだ理由は？東大以外志望大学はありましたか？
2.将来の目標は？
3.東大への留学を考えている人たちへのアドバイスは？

京で開催された国際会議に出席する機

会がありました。その会議では日本を始め世
うことができました。その中で東大の先生方が

研究活動を通じてずっと日本人研究者と強い

質問

デビット・マイル・カール

韓国の大学で修士コース在籍中に、北

たことにも留意して留学先を選ばなくてはなら

きずなを維持していきたいと思います。

〜私にとって東大とは〜

ください。

ないと思います。

続けていると思います。できることなら将来の

留学生からの
メッセージ

前に日本語を勉強する時間を設けてくだ

れないでください。
「オタク」
のように暮さないで

崔勝媛

1

専門が科学や工学であったとしても来日

さい。そして勉強と研究が本業であることを忘

ないで。

長年共同研究をしていた関係で紹介し

ていただきました。もちろん（進学先が）有名

陳全

3

来事や事柄があるはずです。自分の研究に

フランスでの指導教員が東大の先生と

デビット・マイル・カール
アメリカ、2008年10月入学
物理学専攻博士課程

ジョゼフィーヌ・
フランソワーズ・ガリポン
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東京大学国際連携本部「東京大学の国際化に関する意見と要望調査」
（2008）
より引用
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理学系研究科
物理学
天文学
地球惑星科学

専攻

化学
生物化学
生物科学
植物園

理学系
研究科

臨海実験所
スペクトル化学研究センター
地殻化学実験施設

附属施設

天文学教育研究センター
原子核科学研究センター
ビッグバン宇宙国際研究センター
超高速強光子場科学研究センター
遺伝子実験施設

理学部1号館

理学部3号館

理学部2号館

理学部4号館

基本情報（2009年5月1日現在）
研究科長

山形

俊男

256名
教員数

物理学（57）、天文学（9）、地球惑星科学（45）、化学（40）、生物化学（20）、生物科学（40）、植物園
（4）、臨海実験所（4）、
スペクトル化学研究センター（1）、地殻化学実験施設（6）、天文学教育研究
センター（13）、原子核科学研究センター（9）、
ビッグバン宇宙国際研究センター（4）、超高速強光子
場科学研究センター（1）、遺伝子実験施設（0）、
中央事務等（3）

修士課程：730名
学生数

物理学（221）、天文学（41）、地球惑星科学（160）、化学（134）、生物化学（70）、生物科学（104）

博士課程：607名
物理学（188）、天文学（44）、地球惑星科学（99）、化学（68）、生物化学（92）、生物科学（116）
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所在地

〒113-0033

Email

daigakuin@s.u-tokyo.ac.jp

URL

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/

東京都文京区本郷7-3-1
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物理学専攻

天文学専攻

地球惑星科学専攻

化学専攻

生物化学専攻

生物科学専攻

Overview of Major Research Groups

物性物理学

物理学専攻
Website

40

http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/en/index.html

物理学専攻には現在130名以
上の教員が在籍していますが、そ
の全員が物性物理学、天体物理

者南部陽一郎博士を始め多くの
卓越した物理学者を輩出してきま
した。こういった研究成果を考慮

学および宇宙論、素粒子物理学、
原子核物理学、一般物理学にお

すると、本専攻はまさに物理学に
おいて世界トップクラスの大学院

ける最先端研究のほぼ全領域に
携わる国際的に認められた研究

であるといえましょう。本専攻の教
員は本郷キャンパスの物理学専

者たちです。本専攻は物理学の
教育・研究を行っている日本国内
にある大学では最も歴史ある大

攻での研究だけでなく、関連大学
院、研 究 機 関や研 究センターで
様々な先端研究を行っています。

学院で、過去 100 年間で1973 年
度ノーベル賞受賞者江崎玲於奈

例えば粒子加速器といった大規
模施設を用いる実験物理学の分

博士、久保亮五名誉教授、200２
年ノーベル賞受賞者小柴昌俊名

野での実験は、こういった国際研
究機関との共同研究として行わ

誉教授、2008 年ノーベル賞受賞

れます。

一般物理学

実験物性物理学グループには4名の教授が

素粒子物理学における理論グループの研究

一般物理学では非線形物理学・非平衡物理

所属しており、高温超伝導体で実証された強

領域はモデル構築、現象論、弦理論、数理物

学、量子情報処理、量子光学、原子・分子物

相関電子系、超流動ヘリウム、量子 Hall 系、

理学、
および素粒子的宇宙論です。LHCは物

理学、
プラズマ物理学、生物物理学、神経科

光励起現象、表面物理学など幅広い分野を

質の起源とスタンダードモデルを超えた物理が

学を研究対象としています。一般物理講座で

研究しています。理論物性物理学グループに

近い将来解明されると予想されるエネルギーフ

はその概念範囲を拡大して、本物理学専攻

は4名の教授が所属しており、様々な物性の

ロンティアコリダー
（energy frontier collider）

および東京大学の真のオリジナル性と特徴

基本的特徴から現実的な分析まで幅広く研

です。ダークエネルギー、暗黒物質、
またCP対

をより発展させるよう努めています。

究対象としています。現在、実験グループと

称性の破れの起源の発見といった他の実験

理論グループ間の活発な共同研究体制構

的研究も本素粒子物理学グループが行って

築が進行中です。

います。

天体物理学・宇宙論

Department

素粒子物理学

原子核物理学

理論天体物理学グループは天体物理学およ

原子核物理学グループはその研究の範囲を

び宇宙論における幅広い研究を行っていま

エキゾチック／不安定原子核の構造、反物

す。特に本グループでは現在次の３つのテー

質、極限状態にある核物質／ハドロン物質、

マを中心に研究活動を続けています。つまり、

クォークグルーオンプラズマに拡げており、
それ

弦理論やブレーン世界モデルを基に宇宙の

らは原子物理学、素粒子物理学、天体物理

誕生を解き明かそうとする「初期宇宙」、複数

学にも密接に関連しています。このグループ

の波長帯で急速に蓄積されつつある観測的

ではさらに陽子質量の力学的起源、反陽子

データを基に宇宙の進化を理解しようとする

質量の精密測定、及び、EPR パラドックスの

「観測的宇宙論」、
さらに未解明の素粒子・原

ような根源的な問題にも取り込んでいます。

極低温下で垂直に高磁場を印可したグラファイト表面
擬2次元電子系の走査トンネル分光による観測

子を超高エネルギー・密度・温度の中で衝突
させた時の天文物理学的現象を研究する
「天
体物理学」です。 実験グループは衛星や各
種望遠鏡を用いて活発な活動をしています。

LHCにおけるアトラス検出器（CERN)

グラフェン量子ホール系の光学ホール伝導度σxy（垂
直軸）
を、
エネルギーεF（横軸）
と、光の周波数ω
（奥行
軸）
に対して表示。色の同じところがホール・ステップ
に対応
宇宙論的流体シミュレーションによっ
て得られた宇宙のフィラメント構造
41

物理学専攻

天文学の研究対象である宇宙
は人類にとっては究極の知的欲

題に果敢に挑戦ながら未知の道
を切り拓く能力と感性に富んだ学

求の的あり、人類・自然の起源で
す。近年天文学は目覚ましい発展

生です。
天文学専攻は専任教員のほか

天文学専攻

地球惑星科学専攻

化学専攻

生物化学専攻

生物科学専攻

を遂げて、今や天文学の研究分
自然科学研究機構国立天文台
野はほぼ宇宙の端や宇宙の成り （国立天文台）や宇宙航空研究

Department

立ちにまで広がっています。さらに
は地球の起源や生命の誕生も研
究対象となっています。

開発機構宇宙科学研究本部
（JAXA 宇宙研）、
あるいはこれら
の研究機関の研究分野に関連し

天文学専攻科では将来天文

た様々な研究機関から参加して

学や他の分野において第一線で
活躍できる研究者や教育者を育
成する、
あるいは国際的プロジェク

いる兼任教員を合わせると、その
数は日本国内最大級の人員を擁
する天文学大学院コースとなりま

トや学際的プロジェクトの中核とな
る研究者・教育者を養成すること
を最大の使命としています。従っ

す。
またこの人員規模は世界水準
からみてもトップクラスです。天文
学コースではこのような特徴を生

て当コースで求める人物像とは、
高度な専門知識を持ち、
新たな課

かし、天文学全体を幅広く網羅し
た学生の育成を目指しています。

天文学専攻
Website

http://www.astron.s.u-tokyo.ac.jp

Overview of Major Research Groups

理論天文学

電波天文学

宇宙・重力波天文学

約7名の教員が理論天文学の幅広い分野を

当グループでは約6名の教員が、銀河・銀河

当グループには約7名の教員がおり、重力波

担当しています。日震学および星震学、恒星

団・活動的銀河中心核の形成と進化、我々

天文学やすざく
（ X 線）、あかり（赤外線）
なら

天文物理的流体力学（ stellar astrophysi

の銀河と銀河系における星間物理学、我々

びにひので（太陽）
といった科学衛星を用い

cal fluid dynamics ）、回転星と磁気星理

の銀河の中心、星形成・惑星形成といった観

た研究を活発的に行っています。主な研究分

論、連星系の進化、
ガンマ線バースト、化学・

測的電波天文学の主な分野についての観

野は太陽物理学、星間天文学、星形成・惑

動力学 的 銀 河 進 化（ c h e m i c a l a n d d y

測的研究を行っています。また当グループは

星形成、高密度天体からブラックホールまで

namical galaxy evolution）、超新星爆発、

アタカマ・サブミリ波望遠鏡実験（ ASTE ）
や

と多岐にわたっています。
また当グループの研

星団・銀河の形成、N 体シュミレーション、元

チリにある大型アタカマミリ波サブミリ波干渉

究活動には宇宙望遠鏡や将来宇宙ミッショ

素の起源、および宇宙論などの研究を行って

計
（ALMA）
ならびに地上電波望遠鏡・サテラ

ンのための装置開発も含まれています。

います。

イトを用いた超長基線電波干渉計（ VLBI ）
と
いった電波観測装置のハード部分開発の中

光学天文学・赤外線天文学

心的存在となっています。

約 10 名の教員がすばる望遠鏡や他の地上
望遠鏡を用いて光学天文学および赤外線
天文学における観測的宇宙論、銀河形成進
化論および銀河団、恒星進化論、星形成、
星間物理学から太陽系外惑星とその形成過
程の観測的研究に至るまで多岐にわたる分
野を研究しています。

新たな赤外線観測の波長を切り開いた地球上で最も
高地（チリ・アタカマのチャンナトール山頂5640m）
に
設置されたMini-TAO 1m望遠鏡

©JAXA

2006年に打ち上げられた赤外線衛生「あかり」によ
り得られた中赤外線９ミクロン全天画像
天文学教育研究センタ
ー木曽観測所 105cm
シュミット望遠鏡

15太陽質量の星の重力崩壊の3次元一般相対論シ
ミュレーション画像
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物理学専攻

天文学専攻

地球惑星科学専攻

化学専攻

生物化学専攻

生物科学専攻

Overview of Major Research Groups

大気海洋科学

Department

地球惑星科学専攻
Website
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http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/index_en.html

本グループでは一 瞬の内 部 波の崩 壊から

本グループは地球や惑星を互いに密に影響

100年後の地球気候変動に至るまで様々な

し合い、複合サブシステムを形成しているひと

時空間スケールを扱いながら高水準の教育と

つの巨大システムとして捉えて研究すること

研究を推進しています。人間社会活動に密

に主眼を置き、
また相互作用時間定数も秒か

接に関連する大気と海洋のミクロなスケール

ら十億年と幅広く、空間スケールも原子から

から惑星スケールに至る様々な現象を深く解

惑星間距離と広範にまたがる新たな科学研

明し、その変動予測の基礎を構築することに

究体制の構築を目指しています。さらに本グ

より社会に貢献することをめざしています。具

ループでは惑星システムやその表層環境の

体的にはデータ解析、理論解析、大循環モデ

安定性、変動、および変動についての新たな

ルシミュレーション、現場観測などの手法を総

見解に基づいて地球上や地球惑星間に生じ

合的に用いて、大気や海洋の流れと乱れの

る個々の現象に対する調査観測を行ってい

理解の高度化、気候変動を生む大気海洋相

ます。本グループは、地球惑星システム解析

互作用のメカニズムの解明、大気海洋物質

学、地球惑星システム進化学、地球システム

の組成変動や淡水循環の解明に向けた研究

変動学、地球表層環境動態学の４つのサブ

と教育を推進します。

グループに分かれます。

宇宙惑星科学

本専攻は固体地球、大気・海
洋、生命圏を含む地球表層環境、
太陽系を構成する惑星・衛星、
さら

惑星システムを統一的かつ複合
的に理解することが可能となった
結果、それに呼応した学際的研究

在となっています。
本 専 攻の教 育プログラムでは、
各々の研究分野においてリーダー

に太陽系を超えた宇宙にまでおよ
ぶ幅広い領域を研究対象としてい

や、様々な分野の理論に基づいた
研究者育成が求められています。

シップを発揮できる博士レベル研
究者の養成と、将来官公庁、産業

ます。さらに太陽系の進化から地
球の未来にいたるまでの多様な研

本専攻には大気海洋科学、宇
宙惑星科学、地球惑星システム

界や教育界における様々な職種
に就いて、社会に貢献できる修士

究テーマと、十億年以上の長時間
から一秒以下の短時間まで多様
なタイムスケールを扱います。従っ

科学、固体地球科学、地球生命
圏科学の５つの研究グループがあ
ります。またこの５グループは相互

課程大学院学生・学部学生の育
成に力を注いでいます。
本専攻ではもう一つの重要な目

てその研究手法もフィールドワーク・
観測、
実験、
化学分析、
理論モデリ

に連携し合いつつ、他の関連研
究機関とも緊密な協力関係にあり

標として、
地球規模の気候変動予
測や地震被害の軽減といった応

ングやシミュレーションなど多岐に
わたっています。近年の地球惑星

ます。
こうした研究活動より本専攻
は地球惑星科学分野の教育・研

用分野に関する国内外のプログ
ラム参加を通じて直接社会に貢

科学の目覚ましい発展により地球

究双方において国内の中核的存

献することを掲げています。

地球惑星システム科学

固体地球科学

地球惑星システム

「地球シミュレータ」上の超高分解能大気圏モデルに
シミュレートしたグローバル降水状況のスナップショット
（JAMSTEC）

地球生命圏科学

本グループは宇宙空間物理学、磁気圏物理

固体地球は巨大な複合システムです。
「固体

地球は、太陽系において生命を生み育ててき

学、観測的惑星科学、比較惑星科学、ならび

地球」
は、
地殻、
マントル、
（液体状態の）
外核、

たユニークな惑星です。その表層の地球生命

に惑星物質科学の5つのサブグループに分

および内核から成り立っています。これらの領

圏では岩石圏・水圏・気圏の間で様々な相互

かれており、それぞれの分野における素過程・

域は、互いに、物理的・化学的に大きく異なっ

作用が行われ、生命が生まれ進化し多様性

構造・組成・ダイナミックスの特殊性・共通性、

ています。本グループでは、地球内部の構造、

が拡大してきました。本グループでは地球物

領域間の相互作用に関する研究を行ってい

組成、状態および進化に関する研究を推進

質の形成、地表の変動、生命の誕生と進化、

ます。
また、
この5つのサブグループが対象とす

することで、様々な時間的・空間的スケールで

地球圏・生命圏の相互作用の根本的なプロ

る研究の状況には差異があります。惑星探査

生起する地球物理学的・地球化学的・地質

セスに関する研究と教育を行っています。本

関連グループは国内では最高峰の水準です

学的な現象を、より総合的に理解することを

グループでは主にフィールド観察、地質学的

が、国際水準ではまだ発展途上です。様々な

目指しています。そのような研究・教育を実施

分析、化石標本観察、および透過型電子顕

惑星・月・小惑星探査ミッションにおける日本

するために、地球内部構造学、地球ダイナミ

微 鏡 、走 査 型 電 子 顕 微 鏡 、原 子 間力顕 微

の貢献度は急速に高まっており、将来国内で

クス、地球テクトニクス、
マグマダイナミクス、

鏡、電子プローブX線マイクロアナリシス・エネ

もこれらの研究分野での発展が期待されてい

地形形成進化学および地震発生物理学の6

ルギー分散マイクロアナリシス、
Ｘ線回折分

ます。本グループのメンバーは現在また将来

つのサブグループを設置しています。

においても惑星探査分野における重要な役
割を果たしています。

析、
ガス質量分析・
ＩＣＰ質量分析、
ガスクロマ
トグラフィー、
アミノ酸配列分析・ＤＮＡ配列分
析などの様々な手法を用いた分析・実験によ
って研究を行っています。
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物理学専攻

Department

天文学専攻

地球惑星科学専攻

化学専攻

生物化学専攻

生物科学専攻

化学専攻
Website

http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/index.html

化学専攻には基幹講座に所属
する20 名の教員のほか、
スペクト

大学院は物理化学、有機化学無
機・分析化学と学際領域である広

ル化学研究センター、地殻化学実
験施設、総合文化研究科、新領

域理学から成っています。
教育理念：修士課程では各々

域 創 成 科 学 研 究 科 、物 性 研 究
所、海洋研究所、
アイソトープ総合

の興味に直接つながる化学のあ
らゆる領域における基礎的な知識

センター、先端科学技術研究セン
ター、地震研究所、宇宙航空研究
開発本部、超高速強高子場科学

と実験技術を身につけ、さらに高
いレベルの研究を行うことが求め
られる。博士課程では質の高い独

研究センター、高エネルギー加速

自研究とともに、さまざまな事柄に

器研究機構物質構造科学研究
所があります。化学専攻には134
名の修士課程学生と68名の博士

ついての後輩への指導を通じ、
自
らの能力を向上させることが 求め
られます。

課程学生が在籍しています。

Overview of Major Research Groups

物理化学講座

有機化学講座

物理化学の3グループは生体細胞を含む分

有機化学講座の4研究室は、例えば、原子の

子および分子系構造とダイナミクス研究、新

個性を引き出すヘテロ原子化学、
高効率有機

規修飾分子化合物および酸化金属化合物

合成のための環境に優しい反応を開発する

の設計と合成をおこなう固体化学、光を使用

有機合成化学、細胞と海洋生態を精密化学

した分子と分子構造の相互作用のメカニズ

で見る天然物化学、および新反応、
・新物質・

ムを解明する量子化学など様々な領域をカバ

新原理を開拓する物理有機化学のような、有

ーしています。学生は研究室での実験、
セミナ

機化学の様々な分野をカバーしています。学

ー、
日々のディスカッションを通じて学び、研究

生は正規な研究室行事の他、有機セミナーに

者としての知識と技能を身につけます。

おいて、実験報告や文献紹介を学年に応じて
課せられます。これは、物理化学講座と無機・

無機分析化学講座

自己集積した かご 型錯体

分析講座にはないユニークな点です。

4 研究室は、伝統的な無機化学と分析化学
に加え、物質科学、表面科学、電気化学、蛋
白質化学、生体分析化学、生物無機化学な
ど、多くの境界領域研究を実験と理論の両面
から進めています。４研究室は総勢16名のメ
ンバーが主導となり、研究と教育指導を行っ
ています．我々共通のコンセプトは、美しい化

ナノチューブ内で単分子の動きを直接観測

合物や機能性分子の開発さらに分析方法に
関する研究において世界を先導し、基礎と応
用化学に関する知をさらに豊かにすることに
あります。

生命のラマン分光指標
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物理学専攻

天文学専攻

地球惑星科学専攻

化学専攻

生物化学専攻

生物科学専攻

Overview of Major Research Groups

分子遺伝学

Department

生物化学専攻
Website

シグナル伝達のシステム生物学

神経科学

減数分裂は二倍体生殖細胞が一倍体の配

私たちの研究の目標は、
さまざまな細胞機能

当グループでは、嗅覚情報受容の分子基盤

偶子になる分裂様式であり、有性生殖や次世

を制御するシグナル伝達ネットワークのメカニ

について研究を進めています。哺乳類の嗅覚

代への遺伝情報伝達に欠かせないプロセス

ズムを「システム」
として理解することです。私

系は、餌を求めたり、腐ったものを忌避したり、

です。我々は、体細胞分裂を繰り返す細胞増

たちは実験的方法とコンピュータ・シミュレーシ

天敵の匂いに恐怖反応を示すなど、入力して

殖過程から減数分裂過程へ移行する細胞周

ョンの両方を用いてシステム生物学という観

くる情報を判断して様々な情動や行動を引き

期の切り替えがどのような分子機構で起こる

点から細胞の機能を理解しようとしています。

起こします。鼻腔の嗅上皮で受容された匂い

のかを、分裂酵母をモデル系として研究してい

具体的には、細胞運命の決定やシナプスの

情報は、脳の前方にある嗅球表面に分布す

ます。我々は、減数分裂でのみ必要とされる

可塑性、
インスリンの作用機構に焦点を絞っ

る糸球の発火パターンという位置情報に変換

mRNAを増殖中の細胞から排除する「選択

て研究を行なっています。
（これらの現象はそ

されます。我々のグループではこの糸球地図

的除去」
という興味深い分子メカニズムを発

れぞれ直接のつながりがないように見えます

がどの様に形成され、そこに映し出される匂い

見しました。分裂酵母における減数分裂の主

が、同じ種類の刺激でも刺激の時間パターン

画像が脳によってどう識別されているのかを

制御因子 Mei2タンパク質が、この選択的除

によって作用が異なる点が共通しています。）

研究しています。

去システムを不活性化します。その他、減数分

現在は、細胞外刺激の時間パターンを細胞

裂の進行に重要な役割を果たしている細胞

内の分子がどのようにエンコード・デコードして

内構造の再編成やシグナル伝達のメカニズ

多彩な機能を実現するかを解析しています。

ムについても重点的に研究を行っています。

分子行動遺伝学
当グループは神経系の基本的な動作原理を
解明するため、
モデル生物、線虫C.エレガンス

http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/

体内時計と光受容システム

機能ゲノム科学

を材料として用いています。302個の神経細
胞からなる全神経回路の情報をもとに、
遺伝学

生物化学専攻は基幹講座の
教員と、
協力講座やその他の講座

のための指導を受けるため、同教
員の研究室で研究に従事します。

学位論文をまとめます。こうした教
育により、学生は科学上の問題を

を構成する総合文化研究科、農
学生命科学研究科、医科学研究

生物化学専攻の1 年目の講義
では、生化学と分子生物学、生物

発見し、分析し、そして解明する
能力を伸ばすよう鍛えられ、独創

所、分子細胞生物学研究所およ
び遺伝子実験施設に所属する指

情報科学についての基礎的な知
識を獲得することに力を入れ、二

的な研究論文を提出します。そし
て卒業時には研究者としての十

導教員からなります。本専攻の大
学院生は、上記に所属する教員
から修士、博士の学位論文作成

年目以降には、学生はこの知識を
もとに未解明の生物学上の重要
問題に答えるための研究を行い

分な資質を備えるようになります。

われわれのグループはサーカディアンリズムを

我々のグループは、
出芽酵母のトランスクリプト

（突然変異体の分離）
および逆遺伝学（遺伝

刻む体内時計と光感覚の分子・細胞メカニズ

ームとプロテオーム、哺乳類のエピゲノムを研

子破壊）
の双方向のアプローチを用いていま

ムの理解に向け、
マウスやゼブラフィッシュを

究しています。オーミクスデータとリソースが最

す。これにより、
１）
いかに神経系が行動を制

用いて生化学的・遺伝学的にアプローチして

も充実している酵母は、真核細胞を分子のシ

御して目的地に到達させるか。２）
いかなる分

います。主な研究トピックは１）体内時計の分

ステムとして理解する上で理想的なモデル生

子機構が学習による行動のスイッチングを制

子発振メカニズムと、光や食事などの外部刺

物です。我々は制御システムの普遍性と多様

御しているか。３）
他の個体との相互作用によ

激による時計リセット機構、
２）海馬における

性を明らかにして、その進化を理解したいと考

りどう行動が変化するか、などの研究課題に

記憶形成などの高次脳機能と体内時計の機

えています。エピゲノム制御に関しては、DNA

取り組んでいます。

能的連関、
３）
視覚の光センサーである桿体と

メチロームの単一塩基解像度解析に取り組ん

錐体の機能的差異を生み出す分子メカニズ

でいます。いずれの研究においても独自の方

ムと体色変化など非視覚性の光生理現象を

法論と戦略を開発して、生命システムの理解

制御する光シグナリング機構、
です。

にユニークな貢献をしたいと考えています。

酵母の細胞分裂。核と微小管が別の色で染色されて
いる
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物理学専攻

天文学専攻

地球惑星科学専攻

化学専攻

生物化学専攻

生物科学専攻

Overview of Major Research Groups

動物科学大講座

人類科学大講座

すべての生物が遺伝子の発現や代謝に関す

自然・生物学的人類学の研究が分子、個体、

る多くの共通原理をもっていることは事実で

および集団レベルで行われています。大学院

す。しかしなぜ動物の生活様式や行動、外見

生は、分子進化学、人類遺伝学、形態人類

などはこれほど多様なのでしょうか。我々の第

学、集団生物学、
および社会行動の進化など

一の目標はこれらの疑問に答えることです。

の研究に携わっています。学部学生は、人体

学生は生理学、発生生物学、内分泌学、生

解剖学、生化学、遺伝学、分子進化学、古人

化学、分子生物学等の幅広い基礎知識の

類学、霊長類学、先史学、進化理論などの基

基盤の上に立って、各々の研究においてこれ

礎知識を学びます。

動物学臨海実習。顕微鏡による動物の形態観察

らの問題に取り組むことが期待されています。

植物科学大講座

進化多様性生物学大講座

植物科学講座は、微生物から顕花植物まで

生物の進化と多様性は，
生物学の主要な分

幅広い材料を対象にして、遺伝子、
タンパク

野の一つです．
私たちは，
分子・細胞・個体・集

質、
オルガネラ、細胞、組織、器官、個体、個

団などのあらゆる階層から，
進化生物学に関

体群という様々な階層で研究を行い、互いに

する研究と教育を行っています．
この進化生

情報を共有しながら、生物の生存の機構を明

物学的研究は，
系統分類学，
遺伝学，
発生学，

らかにすることを目標にしています。増殖、生

免疫学，
理論生物学など，
さまざまな生物学分

殖、分化、形態形成、環境応答、生態の諸問

野と密接に関連しています．広範な分野を包

題を、現代生物学の共通の言葉で理解しよう

含するため，
国立科学博物館や研究所，
他大

としています。

学などの研究者も本大講座の教育と研究に

秩父演習林で行っている生態学野外実習 I の実習の
様子

参画しています。

Department

生物科学専攻
Website

http://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/index.shtml

生物科学専攻は1995 年に動
物学、植物学、人類学の3学科の

4大講座から成り立っています。生
物科学専攻には50 名の教員と、

合併によって創設されました。新し
300 名の学生が在籍しています
い専攻は動物科学、植物科学、 （250名は大学院生、50名は学部
人類科学、進化多様性生物学の
50

霊長類の行動観察と試料採取（人類学野外実習）

生です）。

細胞を移植されたゼブラフィッシュ胚
ニチニチソウ葉肉細胞から誘導した道管要素

栃木県湯ノ湖での野外調査。絶滅危惧種である車
軸藻類の採取
51

入学案内
理学系研究科では外国人学生のための特別選考を行っています。この試験は海外からの応募が可能です。通常の入学試験と比較して
より柔軟な制度を採用しており、4月入学と10月入学があります。各専攻の詳細情報については専攻ホームページをご覧ください。

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/nyu/tokubetu/enrollment_jp.html

選抜方法

2

4

1. 以下の3にあげる応募書類に基づいて審査し

1
1

修士課程、博士課程の入学者を決定する。

育における授業科目を我が国において履修す

2. 専攻によっては、GRE の test とTOEFL の成

ることにより当該外国の学校 教育における16

績が定められた基準を満たさない応募者は入

年の課程を修了した後、
日本国内又は外国の

学が認められない場合がある。GRE の test と

1. 入学料 282,000円

大学若しくは研究所等において2年以上研究

TOEFL の成績は2年以内のものを用いること

2. 授業料

1. 外国において、学校教育における16年の課程

に従事した者及び本学入学までに2年以上研

とする。なお、英語が母国語の応募者の場合に

● 修士

267,900円（年額535,800円）

を修了した者及び本学入学までに卒業見込み

究に従事 する見込みの者で、当該研究の成

はTOEFLの成績は要求しない。

● 博士

260,400円（年額520,800円）

の者。

果等により、修士の学位又は専門職学位を有

出願資格
修士課程

3. 専攻によっては、応募者の面接試験を行うこと
もある。

する者と同等以上の学力があると本研究科に
おいて認めた者。

を修了し、又は外国の学校が行う通信教育に

出願書類

3

3. 個別の入学資格審査をもって修士の学位又は

により当該外国の学校教育における15 年の

専門職学位を有する者と同等以上の学力があ

課程を修了し、所定の単位を優秀な成績で修

ると本研究科において認めた者で、本学入学

1. 申請書

得したものと本研究科において認めた者。

時において24歳に達している者。

2. GREのsubject testとgeneral testの成績。

4. 大使館推薦による国費留学生（日本政府（文

者と同等以上の学力があると本研究科におい

部科学省）奨学金制度）
として申請する者は、

て認めた者で、本学入学時において22歳に達

上記のいずれかに加え大使館における文部科

している者。

学省奨学金第一次選考に合格している者。

4. 指導教員ないし応募者を良く知る人の推薦書
2通。

研究内容に関する問い合わせ
・物理学専攻
・天文学専攻

・http://www.astron.s.u-tokyo.ac.jp/graduate/

・地球惑星科学専攻

（原本を提出すること）
5. 学部成績・卒業証明書。

・http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/jp/guidance/index.html

・化学専攻

・http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/03upgrade/index04.html

＊博士課程応募者の場合は修士課程の成績。さら
に修士論文や科学雑誌などに発表した論文があ
る時にはこれらも提出する。
＊物理学専攻出願者に限り、Essay
（A4 1枚程度、
大学院で行いたい研究について）
＊地球惑星科学専攻出願者に限り、小論文（現在
勉強・研究している分野、
および大学院に入ってか
ら行いたい研究などについて）

上記のいずれかに加え大使館における文部科
学省奨学金第一次選考に合格している者。
Notes

●日本人については、
日本国外において後期中等教育および大学教育を
完了した方のみ出願可能です。

相当する学位を授与された者及び本学入学ま

●出願前に本研究科の受入指導教員と連絡を取り了解を得てください。

でに授与される見込みの者。

●一般の入学試験と外国人特別選考を同一年度の同一時期に併願する

2. 外国において学校教育における16年の課程

（注）入学時又は在学中に改定が行われた場合には改定時から新
たな金額が適用される。

・http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/index_2.html

3. TOEFLの成績。

部科学省）奨学金制度）
として申請する者は、

1. 外国において、修士の学位又は専門職学位に

入学時に必要な経費

（2010年度予定額）

以下のウェブサイトをご覧ください

4. 大使館推薦による国費留学生（日本政府（文

博士課程

5

6

おける授業科目を我が国において履修すること

3. 個別の入学資格審査をもって大学を卒業した

Notes

・生物化学専攻

・http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/UG/#c

・生物科学専攻

・http://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/examination/index.shtml

●推薦書及び学部成績・卒業証明書が日本語、
または英語以外で書かれているものについては、
大学が発行した和訳か英訳を添付する。
●提出した書類は一切返却しない。

ことはできません。

問い合わせ先

一般的な質問・入試関する問い合わせ
東京大学大学院理学系研究科事務部大学院係
電話 03-5841-4009

Fax 03-5841-8779

Eメール:daigakuin@adm.s.u-tokyo.ac.jp
52

10,000 円（国費留学生を除く）

を修了した後、又は外国の学校が行う通信教

2. 外国において学校教育における15年の課程

2

検定料

奨学金・ビザに関する問い合わせ
国際交流室
電話 03-5841-4009

Fax 03-5841-8779

Eメール:ilo@adm.s.u-tokyo.ac.jp
53

キャンパスマップ
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1
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柏キャンパス
❶ 中央口
0m

本郷キャンパス

100m

❷ 物性研究所

200m

❸ 宇宙線研究所

❶ 正門

⓭ 中央食堂（地下）

浅野南門

❹ 物性研先端分光実験棟

❷ 赤門

⓮ 理1号館（中央棟）、小柴ホール

浅野正門

❺ 柏ゲストハウス

❸ 留学生センター

⓯ 分子細胞生物学研究所

弥生門

❻ カフェテリア

❹ 理2号館（生物科学専攻）

⓰ 地震研究所1号館

池之端門

❼ 柏図書館

❺ 総合図書館

⓱ 地震研究所2号館

龍岡門

❽ 学生相談所

❻ 理7号館、遺伝子実験施設

⓲ 地震研究所3号館

農正門

❾ 売店（生協）

ビッグバン宇宙国際研究センター
❼ 理4号館、

⓳ 安田講堂

❽ 理3号館（生物化学専攻）

⓴ 第2食堂

❾ 本郷保険センター
❿ 理・旧1号館（学生支援室、育児支援室）
⓫ 理・化学館（地殻化学実験施設、スペクトル化学研究センター、超高速強光子場科学研究センター）
⓬ 理1号館（事務室、国際交流室、物理学専攻、天文学専攻、地球惑星科学専攻、原子核科学研究センター、素粒子物理国際研究センター）

本郷地区キャンパスへの経路
・本郷三丁目駅（東京メトロ丸の内線）
より徒
歩8分
・本郷三丁目駅（東京メトロ大江戸線）
より徒
歩6分
・湯島駅または根津駅
（東京メトロ千代田線）
より徒歩8分
・東大前駅（東京メトロ南北線）
より徒歩1分
・春日駅
（都営地下鉄三田線）
より徒歩10分

❿ 売店、食堂

柏地区キャンパスへの経路
柏の葉キャンパス駅（つくばエクスプレス）
より

柏駅（JR常磐線、東京メトロ千代田線）
より

<東武バス利用>

<東武バス利用>

・西柏03柏の葉キャンパス駅西口（税関先回り循環・
柏の葉公園中央先回り循環）→東大前下車

・柏44柏駅西口（税関研修所経由国立がんセンター
行）→国立がんセンター下車

・西柏04柏の葉キャンパス駅西口（江戸川台駅東口
行き）→東大前下車
<徒歩>
・約25分

「東京大学柏キャンパスマップ」
（東京大学総務広報グループ作成、
株式会社黎総合計画研究所）
より一部改変抜粋
54 「東京大学本郷キャンパスマップ」
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アクセスマップ

○ 最寄駅

■ 乗換駅

成田国際空港からのアクセス
本郷キャンパス

●成田空港
（京成本線）6 ■青砥（京成押上線）6 押上（都営浅草線）6 ■蔵前（都営大江戸線）

柏キャンパス

●成田空港
（JR 成田線）6 ■我孫子（JR 常磐線）6 ■柏（東武野田線）6 ■流山おおたかの森（つくばエクスプレス）

6

○本郷三丁目

6

○柏の葉キャンパス

東京国際（羽田）空港からのアクセス
本郷キャンパス

●羽田空港
（京急空港線）6 ■京急蒲田（京急本線）6 品川（JR京浜東北線）6 ■東京（東京メトロ丸の内線）

6

○本郷三丁目

柏キャンパス

●羽田空港
（京急空港線）6 ■京急蒲田（京急本線）6 品川（JR京浜東北線）6 ■秋葉原（つくばエクスプレス）

6

○柏の葉キャンパス

（東京大学総務広報グループ作成、株式会社黎総合計画研究所）
より一部改変抜粋
56 「東京大学アクセスマップ」
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附属施設

臨海実験所

天文学教育研究センター

原子核科学研究センター

理学系研究科附属臨海実験所の周
辺海域は世界一豊かな生物相を誇
り、多様な海洋生物を活用した研究
や実習が行われている。2009年には
全学組織の海洋基礎生物学研究推
進センターが設置され、共同利用・共
同研究拠点となり、最先端の生命科
学を展開するとともに国際連携拠点と
しての活動を推進している。

本センターは、長野県の1mシュミット
望遠鏡（木曽観測所）
と南米チリの
1m 赤外線望遠鏡（アタカマ天文台）
を有し、更に国立天文台と共同でチリ
の10m 電波望遠鏡などを運用する大
学天文台である。
「すばる」
や「あかり」
等の国内外の大型望遠鏡・衛星もあ
わせて、星惑星形成から銀河進化、果
ては宇宙論まで幅広い分野で最先端
の研究を展開している。

本センターは、東京大学における原子
核科学の研究と教育を担っているば
かりでなく、CNS の名で広く世界にも
知られ、原子核物理学の世界的な拠
点の一つである。特に重イオン科学に

重点が置かれ、隣接する理化学研究
所（理研）
との共同事業の下に、最先
端の研究を展開するとともに、国際拠
点としての活動を推進している。

植物園
明治10年（1877年）東京大学創設
にともない本学の附属となり、理学部
の管理する教育・研究施設となった。
本園（小石川植物園）
は江戸時代の
小石川御薬園を引き継ぐもので、歴

史的な遺構や、来園者に人気の植物
も多い。栃木県日光には、山地植物
の栽培、研究を目的とした分園（日光
植物園）
がある。それぞれ一般公開
（有料）
している。

京急油壺
マリンパーク

臨海実験所

東武
東京 東上
副都 メトロ 線
心線 有楽
町

和光市駅

メビウスブレイン
油壺マリナテラス

216

和光市総合会館
市民ホール

所在地

〒238-0225 神奈川県三浦市三崎
町小網代1024
油壺湾
電話:046-881-4105
http://www.mmbs.s.u-tokyo.ac.jp/
index.html

東京
外環
自動
車道

釣り船
山星丸

所在地

和光IC

東八道路
基督教大
裏門

道の駅

三尾
発電所

14

天文台北

釜沼温泉
大喜泉

123

所在地

線・

イトーヨーカドー

本郷本部／〒113-0033 東京都文
京区本郷 7-3-1 本郷キャンパス内
理学部1号館
電話:03-3812-7886
和光分室／〒351-0198 埼玉県和
光市広沢2-1 理学研究所内
電話:048-464-4191
http://www.cns.s.u-tokyo.ac.jp/

109

本田技術研究所

和光分室

本郷キャンパスマップ⓬

254
68

和光陸橋

20

木曽ダム
中山道
中央本線

スペクトル化学研究センター
本センターでは現在、超高速分光、放
射光分光に加え、生体光計測、
イオン
液体などの分子機能分光に関する研
究を推進している。これらの研究は化
学のみならず、理学部の他分野およ

び臨床医学などと関係し、それらの学
問および学際領域、複合領域の発展
の基盤となっている。また共通使用さ
れている測定機器の維持管理も行っ
ている。
本郷キャンパスマップ❼

所在地

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 本郷キ
ャンパス内 理学部化学館
電話:03-5841-4418
http://utsc2.chem.s.u-tokyo.ac.jp/users/spectrum/index.html

所在地

窪町
東公園
茗荷谷駅

り
通

小石川
植物園

日光多母沢
御用邸記念公園

山
白

通り
忍
不
千石三丁目

301

白山下

436

120

日光分園

ロ
メト
東京 内線
丸の

植物園前
共同印刷
本社

小石川本園／〒112-0001 東京
都文京区白山3-7-1
電話:03-3814-0138
http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/

58

道
ック街
マンチ
日本ロ

地殻化学実験施設
本施設は地震・火山噴火予知に関連
する基礎研究を目的として1978年に
設置され、現在は地球全体から地球
外物質などへ研究対象を広げている。
地下水にあらわれる地震先行現象、

火山ガスの遠隔分光測定、分光法に
よる高圧高温条件下での物質科学、
地球および隕石を対象とした希ガス
同位体地球惑星化学などの研究を推
進している。

日光宇都宮道路

日光分園／〒321-1435 栃木県
日光市花石町1842
電話：0288-54-0206
http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/
nikko/NikkoBG.html

所在地

本郷キャンパスマップ⓫

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
本郷キャンパス内 理学部化学館
電話:03-5841-4622
http://www.eqchem.s.u-tokyo.ac.jp/

調布飛行場

天文台通

三鷹本部

木曽観測所
台ケ峰
神代植物
公園前

天文台下

12

三鷹本部／〒181-0015 東京都
三鷹市大沢2-21-1
電話:0422-34-5021
http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/
index-j.html

中尾神社
473

木曽観測所／〒397-0101 長野
県木曽郡木曽町三岳10762-30
電話:0264-52-3360
http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/
kisohp/index-j.html

ビッグバン宇宙国際研究センター
本センターは、
「バリオン、暗黒物質、
暗黒エネルギーの三段階で 宇宙を理
解する」
を旗印に、物理学専攻、天文
学専攻、天文学教育研究センターな
どと協力し、宇宙論および天体物理

学の研究を展開 している。理論研究
に加え、光、
サブミリ波、
Ｘ線での宇宙
観測や、重力波の検出実験、暗黒物
質の直接探査、反物質粒子の気球
観測（写真）
などを行なっている。

所在地

超高速強光子場科学研究センター
超高速強光子場科学センターは、学
際 的 研 究 分 野である「 強 光 子 場 科
学」のフロンティアを国際的連携のも
とに開拓するとともに、
ネットワーク拠
点として研究交流を促進し、国際的に
活躍できる若手人材の育成を目指し
ている。そして、修士課程学生のため
の教育事業
「先端光科学教育研究コ
ンソーシアム」
を大学間・産学間連携
のもとに推進している。

所在地

本郷キャンパスマップ❼

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
本郷キャンパス内 理学部4号館
電話:03-5841-4169
http://www.eqchem.s.u-tokyo.ac.jp/
©BESS Collaboration

遺伝子実験施設
遺伝子実験施設は学内共同利用施
設であり、実験スペース・設備機器・RI
施設の提供を通して先導的な研究を
支援している。生命現象の理解には、
多種多様な 遺伝子の機能がいかに

して高次な細胞機能や個体の生理
現象に転嫁されるのかを解き明かすこ
とが重要である。本施設では、多様な
モデル生物を利用して本命題 にアプ
ローチしている。

本郷キャンパスマップ⓫

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
本郷キャンパス内 理学部化学館
電話:03-5841-8786
http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/
users/cuils/

所在地

本郷キャンパスマップ⓫

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
キャンパス内 理学部7号館
電話:03-5841-3034
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/mgrl/

本郷
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