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知を切り拓く
～自然の仕組みと理を知る～

研究科長
山形　俊男

　私たちは人類の最も根源的な知的営み、す

なわち＜自然の仕組みと理を知る＞という目標

を共有し、知の継承と創造に勤しむ集団です。

しかし、広く世界を見渡すと、様々な困難に遭

遇して、生を全うすることすら大変な人々が数

多く見られます。そのようななかにあって、人類

の進化を促してきた根源的な営みに日々参加

できることは極めて恵まれたことです。知の継

承や創造に伴う喜びや新鮮な感動を社会に

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

らかの形で職業として理学に係わっているか、

あるいは将来において係わることになるでしょ

う。好奇 心に基づく＜自然の仕組みと理を知

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

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

理学系研究科・理学部憲章
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。

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。

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。

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。

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。

1

2

3

4

5

う。新しい知は本質的に革新的なものであり、コ

ミュニテイには簡単には受け入れられないはず

です。それを主張する強い精神が必要になる

ゆえんです。ガリレオ・ガリレイの＜それでも地

球は廻る＞、孟子の＜千万人と雖も吾往かん

＞の精神と言ってもよいでしょう。世界の仲間と

自在に交流し、切磋琢磨し合い、その中で自ら

のオリジナリテイをしっかり示してゆく人材が、

いまほど求められている時はありません。

　＜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、

大学も、国境も軽 と々超えて自由に交流する場

をますます充実させるように努めてゆきたいと

思います。
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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
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
り、研究科の構成、文化、人材そして見識を一層
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。
　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　博昭

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
攻、工学系研究科の物理工学専攻・マテリアル工学専
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：
• 物理学を基幹科学として将来にわたって深化・展開さ
せる科学者の育成。
• グローバル社会を先導する物理学者の育成。さらに、
• 産業の変革と創造を担う人材の育成。

未来を拓く物理化学結集教育研究拠点

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
世代を担う国際的リーダーの育成を図ります。

生体シグナルを基盤とする統合生命学

未来を先導する科学者育成プログラム

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
める教育・研究センター設立すべく、理学系研究科化学
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。

理工連携による化学イノベーション

本プロジェクトはグローバルCOEプログラム地球科学部
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
します。本プロジェクトでは、「下部マントル」「中心核物質」
「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。

先進的実験と理論による
地球深部物質学拠点

留学生に開かれた大学院コース

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
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。

最先端物理研究拠点における
学位取得プログラム

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
は海外からの留学生が修士・博士の学位を本研究科で
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
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
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
ています。

理学系国際コース

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。

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。
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陳全
中国、2008年10月入学
化学専攻修士課程

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

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

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

崔勝媛
韓国、2008年4月入学
生物科学専攻博士課程

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？

質問

留学生からの
メッセージ
～私にとって東大とは～

1 フランスでの指導教員が東大の先生と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
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
たことにも留意して留学先を選ばなくてはなら
ないと思います。

2ガン撲滅のカギを探り、より良いＱＯＬ（クオルティ・オブ・ライフ）と延命を目指して
細胞生物学の基礎分野に関する研究に携
わっていきたいと思います。東大卒業後は日
本かあるいは他の国かどうかは分かりません
が、多分科学の分野でポスドクとして研究を
続けていると思います。できることなら将来の
研究活動を通じてずっと日本人研究者と強い
きずなを維持していきたいと思います。

3理学系での学位習得を目指すなら、入学試験準備に十分時間を割いてください。
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
将来の展望がより開かれます。自分の目指す
ものだけにとらわれないことを心がけてくださ
い。研究室の仲間や指導教員とのより良い
関係は日本における驚くほど快適な研究環境
と素晴らしい学生生活をもたらしてくれます。

1 東京はあらゆる研究へのインスピレーションがわくところです。また東大で勉強す
るということはまるで巨大な学術的ネットワー
クのハブにいるようなものです。日本では東大
ほどトップレベルの研究者と自由にコンタクト
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
す。限られた学術上の裁量の中で出来ること
を考えると他大学という選択肢もありました
が、自分の研究観点と照らし合わせて東大を
選びました。

2学術機関での研究／指導。
3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
れた研究環境に留まったままだと孤立してしま
うかもしれません。いつもどこかで学ぶべき出

来事や事柄があるはずです。自分の研究に
新たな物語を加えることのできる機会を逃さ
ないで。

1 韓国の大学で修士コース在籍中に、北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
界中の（研究機関を）代表する人たちと出会
うことができました。その中で東大の先生方が
なさっている研究に興味を覚え、その先生方
とお話しするチャンスを得ました。すると一層
興味を抱くようになったことと、何より彼らの
（研究への）情熱に心打たれました。この会議
は私にとって良い経験であったと同時に、東
大進学を考えるきっかけになりました。

2植物分野で「科学者」になりたいと思います。植物は我々動物とは違います。で
すから植物には多くの生命の不思議を秘め
ていて我々人類にとっての希望へとつながる
と思います。分子レベルの研究を続けていこ
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究者との出会う機会に恵まれます。自信
を持って自分が望む研究への道を歩んでくだ
さい。

1 奨学金を獲得できて東大で勉学する機会を得たから。このチャンスを逃す法はな
いと決心しました。もちろん日本で、特に東大
での科学における教育・研究・水準の高さも
理由の一つです。これが東大大学院進学を
決めた主な理由です。それに日本文化に魅か
れたことも大きな要因です。

2将来は多分中国に帰って何かの研究をしたいと思います。

3専門が科学や工学であったとしても来日前に日本語を勉強する時間を設けてくだ
さい。そして勉強と研究が本業であることを忘
れないでください。「オタク」のように暮さないで
ください。

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
いました。その後も同じ研究を続けていこうと
思っていたので、それならばいっそ研究所（理
研）と直接アクセスできる日本に行ったほうが
賢明だと考えました。東京で一緒に研究する
グループメンバーと全員面識があったので、よ
けい決心するのも簡単でした。（東大の他）米
国のノートルダム大学とカナダのマックマスタ
ー大にも合格していました。けれども（東大を
選んだ理由は）卒業必修科目において東大
が最も魅力的であったのと、博士学位取得研
究にだけ集中できると思ったからです。

2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
体的なイメージはまだです。（現時点で）はっき
りしている進路としては、まだ場所は決めてい
ませんがどこかでポスドクとなることを考えてい
ます。ヨーロッパに住んだことがないので、ヨー
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
して経験を積むのも一考かと思います。理想
としては科学研究目的の私設原子力研究所
を開設して医療用アイソトープ事業を始めた
いと思います。

3来日前にできるだけ日本語を勉強してきてください。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
苦労しました。

ジョゼフィーヌ・
フランソワーズ・ガリポン

クレメント・エング

崔勝媛

デビット・マイル・カール

陳全

教育研究の水準や内容

日本語の習得 10
日本人の友人 5

日本における生活 15
日本の社会・文化 7

東京の魅力 8
その他 4

教員の指導 26

教育研究の設備・施設 30
ゼミなどの議論・討論 6

研究費、その他の経費 10
キャンパス環境全般 4

留学生のためのサポート体制 4
将来につながる人的ネットワーク 9

安価な授業料 3
卒業・修了後の将来性（就職先など） 23

奨学金、授業料減免等 20

0 10050

74
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（複数可）を挙げて
ください。Q

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

化学

生物化学

生物科学

植物園

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

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

理学系
研究科

専攻

附属施設

基本情報 （2009年5月1日現在）
山形　俊男研究科長

〒113-0033　東京都文京区本郷7-3-1 所在地

daigakuin@s.u-tokyo.ac.jpEmail

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

理学部1号館

理学部2号館

理学部3号館

理学部4号館

教員数

256名
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
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） 

学生数
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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　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
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
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
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
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
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
誉教授、2008年ノーベル賞受賞

物理学専攻
http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/en/index.htmlhttp://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/en/index.htmlhttp://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/en/index.htmlhttp://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/en/index.htmlWebsite

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
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
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
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。
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
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
れます。

実験物性物理学グループには4名の教授が
所属しており、高温超伝導体で実証された強
相関電子系、超流動ヘリウム、量子Hall系、
光励起現象、表面物理学など幅広い分野を
研究しています。理論物性物理学グループに
は4名の教授が所属しており、様々な物性の
基本的特徴から現実的な分析まで幅広く研
究対象としています。現在、実験グループと
理論グループ間の活発な共同研究体制構
築が進行中です。

物性物理学

Department

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

素粒子物理学における理論グループの研究
領域はモデル構築、現象論、弦理論、数理物
理学、および素粒子的宇宙論です。LHCは物
質の起源とスタンダードモデルを超えた物理が
近い将来解明されると予想されるエネルギーフ
ロンティアコリダー（energy frontier collider）
です。ダークエネルギー、暗黒物質、またCP対
称性の破れの起源の発見といった他の実験
的研究も本素粒子物理学グループが行って
います。

素粒子物理学

一般物理学では非線形物理学・非平衡物理
学、量子情報処理、量子光学、原子・分子物
理学、プラズマ物理学、生物物理学、神経科
学を研究対象としています。一般物理講座で
はその概念範囲を拡大して、本物理学専攻
および東京大学の真のオリジナル性と特徴
をより発展させるよう努めています。

一般物理学

理論天体物理学グループは天体物理学およ
び宇宙論における幅広い研究を行っていま
す。特に本グループでは現在次の３つのテー
マを中心に研究活動を続けています。つまり、
弦理論やブレーン世界モデルを基に宇宙の
誕生を解き明かそうとする「初期宇宙」、複数
の波長帯で急速に蓄積されつつある観測的
データを基に宇宙の進化を理解しようとする
「観測的宇宙論」、さらに未解明の素粒子・原
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。

天体物理学・宇宙論

原子核物理学グループはその研究の範囲を
エキゾチック／不安定原子核の構造、反物
質、極限状態にある核物質／ハドロン物質、
クォークグルーオンプラズマに拡げており、それ
らは原子物理学、素粒子物理学、天体物理
学にも密接に関連しています。このグループ
ではさらに陽子質量の力学的起源、反陽子
質量の精密測定、及び、EPRパラドックスの
ような根源的な問題にも取り込んでいます。

原子核物理学

LHCにおけるアトラス検出器（CERN)

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

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
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　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
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
を遂げて、今や天文学の研究分
野はほぼ宇宙の端や宇宙の成り
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。
　天文学専攻科では将来天文
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
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
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

天文学専攻
http://www.astron.s.u-tokyo.ac.jphttp://www.astron.s.u-tokyo.ac.jphttp://www.astron.s.u-tokyo.ac.jphttp://www.astron.s.u-tokyo.ac.jpWebsite

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
生です。
　天文学専攻は専任教員のほか
自然科学研究機構国立天文台
（国立天文台）や宇宙航空研究
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
た様々な研究機関から参加して
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
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
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。

約7名の教員が理論天文学の幅広い分野を
担当しています。日震学および星震学、恒星
天文物理的流体力学（stellar astrophysi
cal fluid dynamics）、回転星と磁気星理
論、連星系の進化、ガンマ線バースト、化学・
動力学的銀河進化（chemical and dy
namical galaxy evolution）、超新星爆発、
星団・銀河の形成、N体シュミレーション、元
素の起源、および宇宙論などの研究を行って
います。

理論天文学

当グループでは約6名の教員が、銀河・銀河
団・活動的銀河中心核の形成と進化、我々
の銀河と銀河系における星間物理学、我々
の銀河の中心、星形成・惑星形成といった観
測的電波天文学の主な分野についての観
測的研究を行っています。また当グループは
アタカマ・サブミリ波望遠鏡実験（ASTE）や
チリにある大型アタカマミリ波サブミリ波干渉
計（ALMA）ならびに地上電波望遠鏡・サテラ
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
心的存在となっています。

電波天文学

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。

光学天文学・赤外線天文学

当グループには約7名の教員がおり、重力波
天文学やすざく（X線）、あかり（赤外線）なら
びにひので（太陽）といった科学衛星を用い
た研究を活発的に行っています。主な研究分
野は太陽物理学、星間天文学、星形成・惑
星形成、高密度天体からブラックホールまで
と多岐にわたっています。また当グループの研
究活動には宇宙望遠鏡や将来宇宙ミッショ
ンのための装置開発も含まれています。

宇宙・重力波天文学

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

Department

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

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

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

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

©JAXA
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　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
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
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
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
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
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
科学の目覚ましい発展により地球

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
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。
　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
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
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
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
究双方において国内の中核的存

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
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
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
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
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
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
献することを掲げています。

地球惑星システム

本グループでは一瞬の内部波の崩壊から
100年後の地球気候変動に至るまで様々な
時空間スケールを扱いながら高水準の教育と
研究を推進しています。人間社会活動に密
接に関連する大気と海洋のミクロなスケール
から惑星スケールに至る様々な現象を深く解
明し、その変動予測の基礎を構築することに
より社会に貢献することをめざしています。具
体的にはデータ解析、理論解析、大循環モデ
ルシミュレーション、現場観測などの手法を総
合的に用いて、大気や海洋の流れと乱れの
理解の高度化、気候変動を生む大気海洋相
互作用のメカニズムの解明、大気海洋物質
の組成変動や淡水循環の解明に向けた研究
と教育を推進します。

大気海洋科学

「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）

Overview of Major Research Groups

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

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

Department

本グループは宇宙空間物理学、磁気圏物理
学、観測的惑星科学、比較惑星科学、ならび
に惑星物質科学の5つのサブグループに分
かれており、それぞれの分野における素過程・
構造・組成・ダイナミックスの特殊性・共通性、
領域間の相互作用に関する研究を行ってい
ます。また、この5つのサブグループが対象とす
る研究の状況には差異があります。惑星探査
関連グループは国内では最高峰の水準です
が、国際水準ではまだ発展途上です。様々な
惑星・月・小惑星探査ミッションにおける日本
の貢献度は急速に高まっており、将来国内で
もこれらの研究分野での発展が期待されてい
ます。本グループのメンバーは現在また将来
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。

宇宙惑星科学

本グループは地球や惑星を互いに密に影響
し合い、複合サブシステムを形成しているひと
つの巨大システムとして捉えて研究すること
に主眼を置き、また相互作用時間定数も秒か
ら十億年と幅広く、空間スケールも原子から
惑星間距離と広範にまたがる新たな科学研
究体制の構築を目指しています。さらに本グ
ループでは惑星システムやその表層環境の
安定性、変動、および変動についての新たな
見解に基づいて地球上や地球惑星間に生じ
る個々の現象に対する調査観測を行ってい
ます。本グループは、地球惑星システム解析
学、地球惑星システム進化学、地球システム
変動学、地球表層環境動態学の４つのサブ
グループに分かれます。

地球惑星システム科学

固体地球は巨大な複合システムです。「固体
地球」は、地殻、マントル、（液体状態の）外核、
および内核から成り立っています。これらの領
域は、互いに、物理的・化学的に大きく異なっ
ています。本グループでは、地球内部の構造、
組成、状態および進化に関する研究を推進
することで、様々な時間的・空間的スケールで
生起する地球物理学的・地球化学的・地質
学的な現象を、より総合的に理解することを
目指しています。そのような研究・教育を実施
するために、地球内部構造学、地球ダイナミ
クス、地球テクトニクス、マグマダイナミクス、
地形形成進化学および地震発生物理学の6
つのサブグループを設置しています。

固体地球科学

地球は、太陽系において生命を生み育ててき
たユニークな惑星です。その表層の地球生命
圏では岩石圏・水圏・気圏の間で様々な相互
作用が行われ、生命が生まれ進化し多様性
が拡大してきました。本グループでは地球物
質の形成、地表の変動、生命の誕生と進化、
地球圏・生命圏の相互作用の根本的なプロ
セスに関する研究と教育を行っています。本
グループでは主にフィールド観察、地質学的
分析、化石標本観察、および透過型電子顕
微鏡、走査型電子顕微鏡、原子間力顕微
鏡、電子プローブX線マイクロアナリシス・エネ
ルギー分散マイクロアナリシス、Ｘ線回折分
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。

地球生命圏科学
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有機化学講座の4研究室は、例えば、原子の
個性を引き出すヘテロ原子化学、高効率有機
合成のための環境に優しい反応を開発する
有機合成化学、細胞と海洋生態を精密化学
で見る天然物化学、および新反応、・新物質・
新原理を開拓する物理有機化学のような、有
機化学の様々な分野をカバーしています。学
生は正規な研究室行事の他、有機セミナーに
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・
分析講座にはないユニークな点です。

有機化学講座

Overview of Major Research Groups

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

化学専攻
http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/index.htmlhttp://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/index.htmlhttp://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/index.htmlhttp://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/index.htmlWebsite

Department

　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
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
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
研究センター、高エネルギー加速
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
課程学生が在籍しています。

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
域理学から成っています。
　教育理念：修士課程では各々
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
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
自研究とともに、さまざまな事柄に
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。

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
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。

無機分析化学講座

物理化学の3グループは生体細胞を含む分
子および分子系構造とダイナミクス研究、新
規修飾分子化合物および酸化金属化合物
の設計と合成をおこなう固体化学、光を使用
した分子と分子構造の相互作用のメカニズ
ムを解明する量子化学など様々な領域をカバ
ーしています。学生は研究室での実験、セミナ
ー、日々のディスカッションを通じて学び、研究
者としての知識と技能を身につけます。 

物理化学講座

自己集積した“かご”型錯体

ナノチューブ内で単分子の動きを直接観測

生命のラマン分光指標
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減数分裂は二倍体生殖細胞が一倍体の配
偶子になる分裂様式であり、有性生殖や次世
代への遺伝情報伝達に欠かせないプロセス
です。我々は、体細胞分裂を繰り返す細胞増
殖過程から減数分裂過程へ移行する細胞周
期の切り替えがどのような分子機構で起こる
のかを、分裂酵母をモデル系として研究してい
ます。我々は、減数分裂でのみ必要とされる
mRNAを増殖中の細胞から排除する「選択
的除去」という興味深い分子メカニズムを発
見しました。分裂酵母における減数分裂の主
制御因子Mei2タンパク質が、この選択的除
去システムを不活性化します。その他、減数分
裂の進行に重要な役割を果たしている細胞
内構造の再編成やシグナル伝達のメカニズ
ムについても重点的に研究を行っています。

分子遺伝学

Overview of Major Research Groups

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

　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
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
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
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

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。 
　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
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
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

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
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
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
分な資質を備えるようになります。

生物化学専攻
http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/Website

Department

われわれのグループはサーカディアンリズムを
刻む体内時計と光感覚の分子・細胞メカニズ
ムの理解に向け、マウスやゼブラフィッシュを
用いて生化学的・遺伝学的にアプローチして
います。主な研究トピックは１）体内時計の分
子発振メカニズムと、光や食事などの外部刺
激による時計リセット機構、２）海馬における
記憶形成などの高次脳機能と体内時計の機
能的連関、３）視覚の光センサーである桿体と
錐体の機能的差異を生み出す分子メカニズ
ムと体色変化など非視覚性の光生理現象を
制御する光シグナリング機構、です。

体内時計と光受容システム

私たちの研究の目標は、さまざまな細胞機能
を制御するシグナル伝達ネットワークのメカニ
ズムを「システム」として理解することです。私
たちは実験的方法とコンピュータ・シミュレーシ
ョンの両方を用いてシステム生物学という観
点から細胞の機能を理解しようとしています。
具体的には、細胞運命の決定やシナプスの
可塑性、インスリンの作用機構に焦点を絞っ
て研究を行なっています。（これらの現象はそ
れぞれ直接のつながりがないように見えます
が、同じ種類の刺激でも刺激の時間パターン
によって作用が異なる点が共通しています。）
現在は、細胞外刺激の時間パターンを細胞
内の分子がどのようにエンコード・デコードして
多彩な機能を実現するかを解析しています。

シグナル伝達のシステム生物学

我々のグループは、出芽酵母のトランスクリプト
ームとプロテオーム、哺乳類のエピゲノムを研
究しています。オーミクスデータとリソースが最
も充実している酵母は、真核細胞を分子のシ
ステムとして理解する上で理想的なモデル生
物です。我々は制御システムの普遍性と多様
性を明らかにして、その進化を理解したいと考
えています。エピゲノム制御に関しては、DNA
メチロームの単一塩基解像度解析に取り組ん
でいます。いずれの研究においても独自の方
法論と戦略を開発して、生命システムの理解
にユニークな貢献をしたいと考えています。

機能ゲノム科学

当グループでは、嗅覚情報受容の分子基盤
について研究を進めています。哺乳類の嗅覚
系は、餌を求めたり、腐ったものを忌避したり、
天敵の匂いに恐怖反応を示すなど、入力して
くる情報を判断して様々な情動や行動を引き
起こします。鼻腔の嗅上皮で受容された匂い
情報は、脳の前方にある嗅球表面に分布す
る糸球の発火パターンという位置情報に変換
されます。我々のグループではこの糸球地図
がどの様に形成され、そこに映し出される匂い
画像が脳によってどう識別されているのかを
研究しています。

神経科学

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
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
（突然変異体の分離）および逆遺伝学（遺伝
子破壊）の双方向のアプローチを用いていま
す。これにより、１）いかに神経系が行動を制
御して目的地に到達させるか。２）いかなる分
子機構が学習による行動のスイッチングを制
御しているか。３）他の個体との相互作用によ
りどう行動が変化するか、などの研究課題に
取り組んでいます。

分子行動遺伝学

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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　生物科学専攻は1995年に動
物学、植物学、人類学の3学科の
合併によって創設されました。新し
い専攻は動物科学、植物科学、 
人類科学、進化多様性生物学の

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、
300名の学生が在籍しています
（250名は大学院生、50名は学部
生です）。

すべての生物が遺伝子の発現や代謝に関す
る多くの共通原理をもっていることは事実で
す。しかしなぜ動物の生活様式や行動、外見
などはこれほど多様なのでしょうか。我々の第
一の目標はこれらの疑問に答えることです。
学生は生理学、発生生物学、内分泌学、生
化学、分子生物学等の幅広い基礎知識の
基盤の上に立って、各々の研究においてこれ
らの問題に取り組むことが期待されています。

動物科学大講座

Overview of Major Research Groups

ニチニチソウ葉肉細胞から誘導した道管要素

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

生物科学専攻
http://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/index.shtmlhttp://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/index.shtmlhttp://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/index.shtmlhttp://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/index.shtmlWebsite

Department

自然・生物学的人類学の研究が分子、個体、
および集団レベルで行われています。大学院
生は、分子進化学、人類遺伝学、形態人類
学、集団生物学、および社会行動の進化など
の研究に携わっています。学部学生は、人体
解剖学、生化学、遺伝学、分子進化学、古人
類学、霊長類学、先史学、進化理論などの基
礎知識を学びます。

人類科学大講座

植物科学講座は、微生物から顕花植物まで
幅広い材料を対象にして、遺伝子、タンパク
質、オルガネラ、細胞、組織、器官、個体、個
体群という様々な階層で研究を行い、互いに
情報を共有しながら、生物の生存の機構を明
らかにすることを目標にしています。増殖、生
殖、分化、形態形成、環境応答、生態の諸問
題を、現代生物学の共通の言葉で理解しよう
としています。

植物科学大講座

生物の進化と多様性は，生物学の主要な分
野の一つです．私たちは，分子・細胞・個体・集
団などのあらゆる階層から，進化生物学に関
する研究と教育を行っています．この進化生
物学的研究は，系統分類学，遺伝学，発生学，
免疫学，理論生物学など，さまざまな生物学分
野と密接に関連しています．広範な分野を包
含するため，国立科学博物館や研究所，他大
学などの研究者も本大講座の教育と研究に
参画しています。

進化多様性生物学大講座

細胞を移植されたゼブラフィッシュ胚

動物学臨海実習。顕微鏡による動物の形態観察

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

霊長類の行動観察と試料採取（人類学野外実習）

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
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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

一般的な質問・入試関する問い合わせ

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

奨学金・ビザに関する問い合わせ問い合わせ先

1. 外国において、学校教育における16年の課程

を修了した者及び本学入学までに卒業見込み

の者。

2. 外国において学校教育における15年の課程

を修了し、又は外国の学校が行う通信教育に

おける授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における15年の

課程を修了し、所定の単位を優秀な成績で修

得したものと本研究科において認めた者。

3. 個別の入学資格審査をもって大学を卒業した

者と同等以上の学力があると本研究科におい

て認めた者で、本学入学時において22歳に達

している者。

4. 大使館推薦による国費留学生（日本政府（文

部科学省）奨学金制度）として申請する者は、

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。

1. 外国において、修士の学位又は専門職学位に

相当する学位を授与された者及び本学入学ま

でに授与される見込みの者。

2. 外国において学校教育における16年の課程

1  修士課程

を修了した後、又は外国の学校が行う通信教

育における授業科目を我が国において履修す

ることにより当該外国の学校 教育における16

年の課程を修了した後、日本国内又は外国の

大学若しくは研究所等において2年以上研究

に従事した者及び本学入学までに2年以上研

究に従事 する見込みの者で、当該研究の成

果等により、修士の学位又は専門職学位を有

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。

3. 個別の入学資格審査をもって修士の学位又は

専門職学位を有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で、本学入学

時において24歳に達している者。

4. 大使館推薦による国費留学生（日本政府（文

部科学省）奨学金制度）として申請する者は、

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。

●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。

●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。

●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

ことはできません。

1. 以下の3にあげる応募書類に基づいて審査し

修士課程、博士課程の入学者を決定する。

2. 専攻によっては、GREの test とTOEFLの成

績が定められた基準を満たさない応募者は入

学が認められない場合がある。GRE の test と

TOEFLの成績は2年以内のものを用いること

とする。なお、英語が母国語の応募者の場合に

はTOEFLの成績は要求しない。

3. 専攻によっては、応募者の面接試験を行うこと

もある。　

1. 申請書

2. GREのsubject testとgeneral testの成績。 

3. TOEFLの成績。

4. 指導教員ないし応募者を良く知る人の推薦書

2通。 

5. 学部成績・卒業証明書。（原本を提出すること） 

入学案内

10,000 円（国費留学生を除く）

1. 入学料 282,000円

2. 授業料 

 ●修士 267,900円（年額535,800円）

 ●博士 260,400円（年額520,800円）

以下のウェブサイトをご覧ください

2  博士課程

●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。

（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。 

Notes

Notes

出願資格 1

選抜方法2

出願書類3

検定料4

入学時に必要な経費
（2010年度予定額）

5

＊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） 

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

研究内容に関する問い合わせ6

・物理学専攻
・http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/index_2.html

・天文学専攻
・http://www.astron.s.u-tokyo.ac.jp/graduate/

・地球惑星科学専攻
・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

・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

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。
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キャンパスマップ

本郷キャンパス

❸ 留学生センター

❹ 理2号館（生物科学専攻）

❷ 赤門

❺ 総合図書館

11 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）

❻ 理7号館、遺伝子実験施設

❼ 理4号館、ビッグバン宇宙国際研究センター

10 理・旧1号館（学生支援室、育児支援室）

12 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）

19 安田講堂

❾ 本郷保険センター

13 中央食堂（地下）❶ 正門

14 理1号館（中央棟）、小柴ホール

15 分子細胞生物学研究所

16 地震研究所1号館

17 地震研究所2号館

18 地震研究所3号館

❽ 理3号館（生物化学専攻）

❷ 物性研究所

柏キャンパス

本郷地区キャンパスへの経路
柏地区キャンパスへの経路20 第2食堂

25 龍岡門

26 農正門

21 浅野南門

22 浅野正門

23 弥生門

24 池之端門

・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

❸ 宇宙線研究所

❹ 物性研先端分光実験棟

❺ 柏ゲストハウス

❻ カフェテリア

❼ 柏図書館

❶ 中央口

❽ 学生相談所

❾ 売店（生協）

10 売店、食堂

柏の葉キャンパス駅（つくばエクスプレス）より
<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
・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
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「東京大学本郷キャンパスマップ」「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

0m 100m 200m

0m 100m 200m

柏駅（JR常磐線、東京メトロ千代田線）より
<東武バス利用>
・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



○最寄駅　■乗換駅
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アクセスマップ

「東京大学アクセスマップ」（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

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

本郷キャンパス

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

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 ○柏の葉キャンパス

●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）  6 ○本郷三丁目

成田国際空港からのアクセス

東京国際（羽田）空港からのアクセス
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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。

〒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/spec-
trum/index.html

所在地

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。

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/

所在地

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

臨海実験所
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。

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

所在地

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。

〒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/

所在地

天文学教育研究センター
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。

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

所在地

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

原子核科学研究センター
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。

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/

所在地

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。

〒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/

所在地

附属施設
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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。

〒113-0033　東京都文京区本郷7-3-1　本郷
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/

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。

〒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11
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