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理学部を卒業した学生のほとんどが修士課程へと進み、
博士課程への進学も多い。
世界の第一線で活躍する研究者として進むキャリアに加え、
理学で鍛えた
論理的思考力をもとに、
他分野に新風を吹き込む若手も数多く輩出しています。

例年、理学部を卒業する約 9 割が大学院修士課程へ、

博士課程を修了した後の希望進路は、研究職に限らず

そしてそのほぼ半数にあたる学生が博士課程へと進学し

さまざま。半数以上が国内外の大学や研究機関での研究

ます。もともと、研究者を目指して入学する学生が多い

職、いわゆるポスドクとしてのキャリアを選択します。

のも大きな理由のひとつ。そして、大学 3 、 4 年にあた

その一方で、民間企業や官公庁へ就職し、日々の研究活

る学部後期課程で理学部の各学科へ進み、実際に研究や

動によって身に付けた能力を大いに発揮している卒業生

実験と向き合うことで、研究者への道を志す学生も多い

も多数。企業にとって在学中に厳しい研究生活を乗り越

ようです。もちろん、研究室の教授や先輩との出会いも

えてきた博士課程修了者への期待は非常に大きく、実際

進路を決める重要な要素になります。そして理学部に

に卒業生は幅広い分野で活躍しています。どの道を選ぶ

は、研究者への道を歩むみなさんの背中を押すための環

にしても、理学で鍛えた論理的思考力は大きな財産とな

境・設備がしっかりと整っています。

ることでしょう。

理学を発展させる
多様性という鍵
旅を続ける理学――。未踏の地に分

にさらなるエネルギーを与えてくれ

け入り、人類がまだ誰も知らない自

るでしょう。そして何より、理学の

然の姿を捉え、複雑な自然界の背後

世界で培われる力は、あなたの今後

に宿る美しい規則性を初めて見出

の進路によらず、きっとあなたを後

す。そんな理学の営みを、今後ます

押しして、世界に羽ばたく翼となっ

ます発展させていくための鍵は何で

てくれるはずです。

しょうか。いろいろなものの見方や
捉え方。多様性こそその鍵になる
と、私は確信しています。
「研究者になる人は、こういうタイ
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そんな固定観念は必要ありません。

Kotaro Kohno

ちょっとしたきっかけで抱いた自然

1993年東京大学大学院理学系研究科修
士課程。98年博士(理学)。日本学術振興
会特別研究員、国立天文台野辺山宇宙電
波観測所助手を経て、2001に年東京大
学大学院理学系研究科附属天文学教育研
究センター助教授に就任。2009年より
現職。
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天文学教育研究センター教授

プでなければダメなんじゃないか」
。

って理学の世界に飛び込んできてく
東大理学部
卒業
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あなた自身がもたらす多様性は、
人類が新たな「知」を獲得する理学

切にしてください。そして、思い切
学振PD
（国外）

ちに全力で応えます。

森羅万象の「理」を求めて探求の

界への興味や好奇心。それをぜひ大

2018年実績*

科・理学部は、そんなあなたの気持
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を入れています。
ここ数年、女子学生数は横ばいで
すが、女性教員数は着実に増えつつ

東京大学大学院理学系研究科・理

あります。理学系研究科における

学部では、理学の教育・研究におけ

Gender Equality（男女共同参画）

る理想的な男女共同参画を推進する

の実現には、
「リケジョ」に対する

ため、他部局に先駆けて2002年か

日本社会の固定概念からの脱却も必

ら委員会を立ち上げて取り組んでき

要でしょう。国際的な視点も取り入

ています。

れて、さまざまな考えや意見を持っ

特に理学系研究科では、女子学生

た学生や教職員が学び活躍できる、

や女性教員の比率が大学平均より低

多様性に満ちた創造性豊かな教育研

い現状があります。その状況を改善

究の展開を目指しています。

するべく、女性教員が自らの体験談
を学生に語ってロールモデルを提示
するのに加え、女子学生向けの懇談
会や広報活動を通して女子学生や女
性研究者のネットワークを広げる試
みや、中高生への啓発活動などを行
っています。さらに、男子学生や男
性の教員にも、男女共同参画の視点
を持って行動するための啓発にも力

理学系研究科長・理学部長
Masahiro Hoshino

1981年東京大学理学部地球物理学科卒業。
86年理学博士。宇宙空間物理学を専攻。米
国NASA/ GSFC研究員、宇宙科学研究所助
教授などを経て、99年より東京大学理学系
研究科地球惑星科学専攻教授。2020年4月よ

り研究科長・学部長を兼任。

“Voices”
from Alumni

学部卒業後にIT企業に就職した松本氏。大学院進学者が多いなかでの決断は、
「人と違う道を歩もう」との思いからだ。働きながら学位を取得した氏の“今”を聞いた。
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人は、
いかにして宇宙の変化を知ることができるのか。
時とともに銀河が形を変えてきた謎を解き明かす。

Interview

CERNから

――お仕事内容を教えてください。

卒論で取り組んだのは、DNAの

モノがインターネットにつながる

配列データを圧縮するアルゴリズム

――日々の仕事で心がけておられる

宇宙は姿を変えている。我々がそ

今ある銀河の観測から、渦巻銀河が

ータを使う。世界にはこうした望遠

ことを教えてください。

れを実感しづらいのは、宇宙に比べ

増えた理由の解明を試みています」

鏡がいくつもあり、江草助教たち研
究者は、目的に応じて望遠鏡やその

IoTに関する研究開発に取り組んで

の開発です。DNAはまったくラン

最も重要な課題は何か、常に考え

て人類の時間軸が短すぎるからだ。

渦巻銀河のつくられ方には複数の

います。モノが直接インターネット

ダムに並んでいるわけではなく、配

るようにしています。理学部で学ん

兆の単位で存在する銀河の形も、

モデルがある。たとえば「密度波モ

につながると、産業や生活のあり方

列には一定の規則性があります。そ

だ習慣です。現実のビジネスでは、

時とともに構成比が変化してきた。

デル」では、個々の星は移動するが、

が大きく変わる可能性があります。

れを計算に入れて、効率的な圧縮法

技術だけを追求しても実用的な解決

60億年前の宇宙では、星の分布が

全体として渦の形は保たれている。

IoTは広い産業分野と関わる基盤技

を開発しました。

策は見いだせません。顧客のニーズ

一定でない「不規則銀河」が過半数

また「動的渦巻腕モデル」では、 1

術です。そのなかで、私は製造分野

――就職を選ばれたのは

や産業動向などにも目を配り、本質

を占めていたが、今の宇宙では、天

本ずつの腕が「できては壊れ」を繰

NHKの科学特集番組を見て、宇宙
の美しさに惹かれた。天文学科4年
生の課題研究で「M99」という渦

でIoTをどう活用するかを研究して

なぜでしょうか?

的な課題を探るようにしています。

の川銀河に代表される「渦巻銀河」

り返しながらも、渦巻銀河としての

巻銀河と出会う。研究室を率いてい

が7割以上を占めている。

形は維持されている。

た祖父江義明教授（現名誉教授）か

います。

理学部を卒業して、大学院に進学

当社の役員のなかに、グループ初

製造現場では、物理的なモノと一

せずに今の会社に就職しました。合

の女性役員がいます。その方の言葉

この間、渦巻銀河はどのようにつ

緒にさまざまなデータが企業間でや

併で社名が変わったり、親会社に出

で印象的なのは、
「女性社員は必要

りとりされます。このデータをうま

向したりはありましたが、同じ会社

く活用すれば、たとえば製造ライン

に勤めています。

観測データを使い分けている。
江草助教は、 小学生のときに

渦巻銀河の形成は、一つのモデル

ら「まだ誰も研究していないからや

くられてきたのだろう。江草助教は、

だけで説明できるわけではない。そ

ってみたら」と言われたのがきっか

以上に謙遜しがち」ということ。社

その謎と向き合っている。

こで江草助教は、観測をもとに、

けだった。それで、
「理屈ではなく
渦巻銀河が好きになった」という。

内には男性も女性もいて、チャンス

「観測を1億年続ければ明らかにな

個々の渦巻銀河がどのモデルに当て

の無駄を省いて生産効率向上が見込

当時の情報科学科は、約 8 割の人

も均等ですが、お客様からの受けが

るでしょうが、それは不可能です。

はまるかの区別を試みている。観

これまで国内外の複数の研究機関

めます。ただし、企業間でデータを

が大学院に進学していました。進路

悪いときなど、
「自分が女性だから

測・解析の対象になるのは、渦巻銀

に所属し、渦巻銀河の研究を積み重

共有・活用するには、相互の利益を

を考えたとき、人とは違う道を歩も

なのか」と、引け目を感じてしまい

河を構成する星やガスなどの分布だ。

ねてきた。多くの研究環境を経験し

損なわないように、データの利用権

うと就職を選びました。情報科学科

がちです。気づかないうちに遠慮し

「密度波モデルと動的渦巻腕モデル

てきた江草助教に、天文学科は「研

限などを予め決めておく必要があり

やコンピュータ科学専攻の卒業生は、

ていないか。自分を見つめる視点を

では、星とガスの分布に違いが出ま

究室ごとにいろいろなことをしてい

ます。それが「データオーナーシッ

IT業界のほか、特許庁など文理をつ

持ち続けるように気をつけています。

す。前者では星とガスの分布位置に

て幅広さがある」と映る。他の研究

プ」と呼ばれる問題です。情報科学

なぐ分野でも活躍しています。

ズレがありますが、後者では基本的

室のメンバーとの接点も多く、研究

はもちろん、ビジネスの実態や契約

勤務10年目のとき、働きながら

に、同じ場所に分布しています。あ

分野を越えて共同研究に取り組むこ

にまつわる法律など、幅広い知識と

大学院に進学し、 3 年かけて博士号

る銀河の観測によれば、一つの腕は

ともできる。

総合力が求められる仕事です。

を取得しました。職場や家族の理解、

密度波モデル、別の腕は動的渦巻腕

綿密な時間管理が必要になりますが、

モデルに近いことが分かりました。

が向き合ってきた渦巻銀河にある。

こんな働き方・学び方もあります。

一つの銀河にタイプの異なる腕が混

「思ったとおり結果が出るのも嬉し

研究室のテーマはアルゴリズムで

産休中に子育てをしながら学位をと

在している可能性が高いのです」

いですが、予想外の結果が出るのも、

した。アルゴリズムは計算手順のよ

った友人もいます。私も学位取得時

観測・解析には、国立天文台など

新たな疑問が湧いて面白い。これか

うなもので、それ如何で計算効率が

には結婚していて、博士号をとった

が国際プロジェクトで運用している

らも、渦巻銀河の観測と研究を続け

大きく変わります。

後に女児を授かりました。

南米・チリのアルマ望遠鏡などのデ

ていきたい」

――学生時代はどのような研究を
されていましたか?

情報科学科卒業
株式会社日立ソリューションズ
研究開発部 主任研究員

だが、やはり研究の主眼は、自身

技術革新本部

Toshiko Matsumoto

2000年3月、東京大学理学部情報科学科卒業、同年4月日立ソフト

ウェアエンジニアリング株式会社（現 株式会社日立ソリューショ
ンズ）入社。2010年10月、合併により現社名に変更。同年4月、
大阪大学大学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻博士課程に
進学、2012年3月に同博士課程修了。博士（情報科学）
。

＊所属・肩書き等は取材当時（2016年11月）のものです。

スーパーカミオカンデへ
憧れの聖地での研究

天文学教育研究センター

助教

Fumi Egusa

2008年東京大学大学院理学系研究科天文学専攻修了、博
士（理学）
。カリフォルニア工科大学研究員、宇宙航空研
究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所研究員、国立天文台
研究員、同特任助教などを経て、18年より現職。

理学系研究科物理学専攻

修士課程2年

Natsumi Ogawa

2015年横浜雙葉高等学校卒業、東京大学に入
学。理学部 3 年生のときSVAP*で、 4 年生の
ときUGRASP**で、ともに欧州原子核研究機
構（CERN）に滞在。19年より理学系研究科
物理学専攻相原・横山研究室に所属。

大学に入学する前から、物事の根

光実験に参加しました。実験の目的

源にある仕組みを解き明かそうとす

は、
「CPT対称性」と呼ばれる基本

る物理に興味がありました。高校生

原理の「破れ」を探索することです。

はニュートリノ観測で有名ですが、

のとき、物理オリンピック日本委員

翌年の冬にも、理学部の学生海外

陽子崩壊の観測も、実験開始当初

会の物理チャレンジに出場したのが

研究プログラム（UGRASP**）で

からの重要な目的です。素粒子の標

きっかけです。

再度CERNに2か月ほど滞在しまし

準理論では、陽子は安定で崩壊し

学部 3 年生の夏、理学部の学生

た。ちょうど実 験のアップグレード

ませんが、標準理論は完全ではなく、

国際派遣プログラム（SVAP*）を利

の時期にあたり、高強 度レーザー

標準理論を超える新理論が探索さ

用して、スイス・ジュネーブにある欧

装置の開発に参加しました。2度の

れています。その候補である大統一

州原子核研究 機 構（CERN）で 2

CERNでの滞在で、実験装置の運

理論において、陽子が別の粒子に崩

か月間学ぶ機会を得ました。物理を

用と開発に携わることができました。

壊すると予想されています。

学ぶ人にとってCERNは「聖地」の

学部生の段階から、物理学の聖地

ただ、陽子崩壊は存在するとして

一つで、高校時代からの憧れでし

で、最先端の実験を経験できたこと

も極めて稀な事象で、まだ観測が報

た。たまたま参加した物理学科のコ

は、研究を目指すモチベーションに

告されていません。理論によってさ

ロキウムで、CERNで研究されてい

繋がりました。

まざまな崩壊形式が提唱されていて、

受賞されています。
そのため、スーパーカミオカンデ

るドイツのマックスプランク量子光

修士課程からは、横山将志教授

私はそのなかでも、まだほぼ誰も取

学研究所の堀正樹氏の講演を聞い

のもとで、岐阜県飛騨市神岡町にあ

り組んでいないモードで探索し、前

て、大変興味を持ちました。すぐに

るスーパーカミオカンデを用いた「陽

人未到の成果を目指しています。

堀氏に相談をしたところ、滞在に快

子崩壊」の探索に取り組んでいま

2020年代 後半には、スーパーカ

諾してくださり、SVAPに応募しまし

す。神岡では、二度のノーベル物理

ミオカンデよりも高感度なハイパー

た。滞在先のアポイントがとれれば、

学賞が生まれています。2002年には、

カミオカンデの運転も計画されてい

訪問先を自分で選べるのSVAPの大

小柴昌俊名誉教授が前身のカミオカ

ます。新物理の発見を目指して最先

きな特徴です。

ンデにおける宇宙ニュートリノの観

端の研究に挑み続けていきます。

CERNでは、
「反陽子減速器」と

測で、2015年には、梶田隆章教授

いう世界でもここにしかない施設を

がスーパーカミオカンデを用いたニ

用いた反陽子ヘリウムのレーザー分

ュートリノ振動の観測で、それぞれ

*Study and Visit Abroad Program
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Science Program

