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1977年東京大学理学部生物学科卒業、
82年同大学大学院理学系研究科植物
学専門課程博士課程修了。大阪大学
理学部助手、東北大学理学研究科教
授、東京大学理学部植物園教授など
を経て、97年より同大学大学院理学
系研究科生物科学専攻教授。2015年
4月より現職も兼任。

Fukuda Hiroo

東京大学大学院
理学系研究科長・理学部長

東京大学理学部は、基礎研究に重きを置いた自然科学の総合学部です。分野を超

えた融合研究が盛んな今、そのことは大きな強みとなり、学部内では異分野の融

合研究が活発に行われ、イノベーションの芽が育まれています。

理学で求められるのは、自ら「問い」を立て、実証的かつ論理的に「答え」を導

き出す力です。その能力は、不透明さが増す現代、社会のあらゆる場面で求めら

れています。理学で身につけた力は、研究者を志す人にはもちろん、アカデミア

の外で活躍を目指す人にとっても、人生を切り拓く武器となるはずです。事実、

卒業生たちの進路は、年を追うごとに多様さを増しています。自ら立てた「問い」

をもとに、物事の本質に迫る理学の力が、各方面で必要とされているのです。

理学部が目指すのは、自然界の普遍的真理の解明を通じた人材育成と社会貢献で

す。研究による知の創造と継承、教育による人材の輩出を通じ、よりよい社会の

実現に向け、なおいっそう力を尽くしていきます。
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2000年早稲田大学理工学部応用物理
学科卒業、04年同大学大学院理工学
研究科博士課程修了。米国スタンフ
ォード大学や東京大学大学院薬学系
研究科、理化学研究所、科学技術振
興機構さきがけなどで研究職を務め、
14年4月より現職。

Uemura Sotaro

Uemura Sotaro

生物科学専攻　教授
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「知の創造と継承」は、理学の大きなミッションだ。
理学に携わる者たちは、そのために知恵を絞り、成果を世界に問う。
ここでは、新たな知の探求に邁進する2人の探求者を紹介する。

生命を生命たらしめるのは、生体内の分子の働きだ。
その分子の振る舞いを、

「1分子」の単位で可視化する――。
人類が新たに手にした「目」は、
ナノスケールの分子の世界で、
生命の営みの断片をたしかに捕えた。



03

ZMW法による1分子計測法概念図
ナノスケールの穴に分子を1つ固定し、蛍
光染色した別の分子と反応させ、レーザ
ー光を当ててその様子を可視化する。上
村教授らは、ZMW法を応用することで、
リボソーム1分子とtRNAが結合し、アミ
ノ酸からタンパク質が合成される過程を
可視化した。

濃度に近い条件でも、狙った分子の反応を
選択的に見ることができる。
　この技術はすでに、DNAの情報（塩基
配列）を読み解く次世代シーケンサーとし
て実用化されている。チップ上の穴には、
DNA複製で重要な役割を果たす「DNAポ
リメラーゼ」と呼ばれる分子を固定する。
そこに、異なる色の蛍光色素を付着させた
塩基を混ぜると、「DNAポリメラーゼ」の
働きでDNA複製が始まる。そのとき塩基
が放つ光の色を計測し、塩基配列の情報が
読み解けるというわけだ。

　上村教授らの研究グループは、「ZMW

法」を応用し、多様な分子の振る舞いの計
測を目指す。2010年には、リボソーム1分
子を穴の底面に固定し、タンパク質が合成
される過程の計測に、世界で初めて成功し
た。
　タンパク質はアミノ酸が複数連なった分
子だ。「タンパク質合成工場」であるリボ
ソームは、D N A の情報をコピーした
mRNA（メッセンジャーRNA）の情報を
もとに、アミノ酸を数珠つなぎにしてタン
パク質をつくる。このときリボソームにア
ミノ酸を運んでくるのがtRNA（トランス
ファーRNA）だ。上村教授らはtRNAを蛍
光色素で標識し、リボソームで起こるタン
パク質合成反応の可視化に成功した。
「ZMW法を応用すれば、ほかにもさまざ
まな分子の反応を見られるようになります。
2014年4月の理学部赴任以降、学部内の研
究者との共同研究を始め、生物化学科の塩
見美喜子教授や濡木理教授らと、生体反応
で重要な役割を果たす分子の計測に取り組
んでいます」
　この技術は、応用研究への展開も期待さ
れる。たとえば、薬剤が標的分子に実際に
どのように働きかけているかを可視化でき
れば、創薬プロセスに革新がもたらされる
可能性は高い。

　上村教授が技術に懸ける思いの根底には、
自然現象の“Why”を探る理学的なクエスチ
ョンがある。生命を生命たらしめるメカニ
ズムを、たった1つの分子を手掛かりにし
て解き明かしたい。その思いが、世界で初
めてタンパク質の合成過程を可視化する技
術として結実した。
　理学部着任までに、上村教授は国内外の
複数の研究機関に籍を置いた。その間、何
人もの研究者の下で学び、門下の学生たち
と接してきた。その経験を踏まえ、確たる
方針にもとづいて学生たちと向き合う。
「言葉にすれば月並ですが、学生の自主性
を重んじます。熱意を持って指導しても、
本人がその気にならなければ何も始まりま
せん。学生の意見を尊重し、本人がやりた
いと言ったことはまずトライさせてみる。
その代わり、手取り足取り指示することも
しません。学生が自分の頭で考え、経験を
自分の血肉にできるよう心がけています」
　学生から進路の相談を受けたときの答え
も決まっている。自分の可能性を少しでも
広げられる道を選んだ方がいい。可能性を
限定する選択は年を重ねた後でもいくらで
もできる。そうアドバイスするのだという。
「基礎研究に重きを置く理学は、就職に不
利で将来が見えにくいと言われがちですが、
事実は逆だと思います。理学は、将来の可
能性を大きく広げてくれる学問です。自分
の好奇心にもとづいて物事を探求すると、
その過程でさまざまな応用性が身につきま
す。私自身、1つの分子から生命現象を解
き明かしたい一心で、知識や技術を磨き、
医療や創薬の革新にもつながる新たな技術
を開発することができました。 自分の
“Why”がある人は、思い切って理学の世界
に飛び込んでほしい」
　山の向こうに何があるかは、山を登って
みなければ分からない。理学に打ち込んだ
先には、始める前に想像もつかなった道が
開けていることだろう。

　新たな技術の開発なくして生命科学のさ
らなる発展はない――。それが、生物学科
の上村想太郎教授の持論だ。
「世界中の研究者が同じ技術を使っていた
ら、得られる結果も似たり寄ったりになり
ます。未知の生命現象を可視化するには、
これまでなかった技術を開発していくしか
ありません」
　上村教授が取り組むのは、「1分子計測」
と呼ばれる技術だ。生命活動は、生体内の
分子の働きによって支えられている。生体
分子の振る舞いを可視化することは、生命
科学の重要なテーマだ。
「従来からある分子計測技術は、分子を“集
合体”として測っていました。そこから見え
てくるのは、分子集団の“平均点”の振る舞
いですが、生体内では、同じ種類の分子が
常に同じ振る舞いをしているとは限りませ
ん。生命現象を明らかにするには、分子単
体の働きを可視化する必要があります。1

分子計測はそのための技術です」
　この技術を語る前提として欠かせないの
が、「蛍光イメージング」だ。計測したい分
子に蛍光色素を付着させ、それを含む溶液
試料に特定波長の光を当てると、色素が反
応して光を放つ。その光を計測して、分子
を可視化する。それを「1分子計測」に応
用したのが「1分子蛍光イメージング法」だ。

「全反射照明蛍光顕微鏡（全反射法）」と呼
ばれる手法がその主流だが、かねてから弱
点も指摘されていた。溶液試料中には多く
の分子が存在し、そのうち1分子だけを計
測する細工を施しているのだが、試料の分
子濃度が高くなると、見たい分子を見られ
なくなってしまうのだ。
「昼間に月や星が見えにくいのと同じで、
周りが明るいと目的の分子の光が見えづら
くなります。全反射法で許容される分子の
濃度限界は、細胞内の分子濃度と比べて著
しく低く、生態環境から大きくかけ離れて
いるのが課題でした」
　その課題を、「Zero Mode Waveguide

（ZMW）」と呼ばれる新技術が克服した。
ナノテクノロジーを駆使して、チップ上に
光の波長より短い直径100nmほどの極小
の穴を開け、そこに観測対象の分子をひと
つ固定する。続いて蛍光色素を付着させた
分子と反応させるのは「全反射法」と同様
だが、極小の穴は余分な光を通さず、背景
の光を遮断する。そのため、細胞内の分子

分子で読み解く
生命の営み

計測から応用へ、
技術が開く可能性

新たな技術を
生み出す理学の“Why”
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Komamiya Sachio02

世界が沸いた「ヒッグス粒子」の発見は、
新たな探求のスタートだった。
今、その先の世界を見るための
新たな「加速器」が生まれようとしている。
時代を先駆け続けた先導者は、新時代の扉を開く役割を担う。

1976年東京大学理学部卒業、82年理学
博士取得。独ハイデルベルク大学や米
国スタンフォード大学で研究職を務め、
90年東京大学素粒子物理国際研究セン
ター助教授（99年まで在CERN）。95
年同センター教授、99年より現職、
2000年より同センター長併任。

Komamiya Sachio

物理学専攻　教授
素粒子物理国際研究センター　
センター長併任
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　この世界は何でできているか――。この
根源的な問いは、古今東西を問わず多くの
人類を惹きつけてきた。この世界に存在す
る物質が、「素粒子」から成ることを人類
が突き止めたのは、20世紀に入ってのこ
とだ。
　素粒子物理学は、1970年代半ばに「標
準理論」と呼ばれる一つの到達点に辿り着
く。以来、この世界は17種類の素粒子か
ら成り立っていると考えられるようになっ
た。その後、「標準理論」どおりに新たな素
粒子が次々と発見されたが、20世紀中に唯
一発見されなかったのが、物質に質量を与
える起源とされる「ヒッグス粒子」だった。
　2012年7月、その「ヒッグス粒子」が発
見されたニュースが世界を駆け巡った。だ
が、多くの素粒子物理学者は、それを「標
準理論の完成」ではなく「新たな物理学の
幕開け」として受け止めた。物理学科の駒
宮幸男教授もその一人だ。
「発見されたヒッグス粒子は、標準理論の
想定よりも質量が小さいものでした。その
ことは標準理論を超える理論の必要性を強
く示唆していますし、それ以外にも、標準
理論にはいくつかの弱点があります」
　標準理論の「弱点」とは、重力や、宇宙
に存在するとされる謎の物質「ダークマタ
ー（暗黒物質）」について説明できないこ
となどが挙げられる。こうした弱点を克服
しうる新たな理論の候補として期待されて
いるのが、「超対称性理論」だ。
　この理論では、標準理論に含まれる17種
類の素粒子に、それぞれペアになる「超対
称性粒子」が存在すると考える。それらの
粒子を見つけることが、これからの素粒子
物理学の最重要テーマのひとつだ。

　微細な素粒子を「見る」ためには、「加
速器」と呼ばれる実験装置が欠かせない。
世界を沸かせたヒッグス粒子は、スイスに
ある「CERN（欧州原子核研究機構）」の

「LHC（大型ハドロン衝突型加速器）」と
呼ばれる円形加速器で発見された。全長
27km、山手線一周相当の巨大設備だ。

　LHCでは「超対称性粒子」の発見が期
待されるが、素粒子物理学の新時代の扉を
開く切り札とされるのが、「ILC（国際リニ
アコライダー）」と呼ばれる次世代の直線
状加速器だ。こちらも全長約30kmに及ぶ
大きさで、2020年代後半の稼働を目指し
て世界各国の研究者が準備を進めている。
　　ILC計画を主導するのは日本陣営だ。
なかでも駒宮教授は、ILC計画の最高意思
決定機関、「リニアコライダー国際推進委
員会（LCB）」の委員長を務め、素粒子物
理学を新時代へ導く舵取り役を担う。その
駒宮教授が、ILCの意義を次のように語る。
「ILCとLHCでは、期待されている役割が
異なります。ILCは、LHCで探すのが難し
い、質量の軽い新粒子の発見を目指してい
ます。また、ヒッグス粒子の性質を徹底的
に調べることで、超対称性理論をはじめ、
標準理論を超える方向が見えてくると考え
ています」
　役割の違いは、加速器の性質の違いに由
来する。LHCは、3つ素粒子から成る複合
粒子（ハドロン）の陽子どうしを加速・衝
突させるのに対し、ILCでは単体の素粒子
である電子と陽電子を加速・衝突させる。
質量の大きな複合粒子は、衝突エネルギー
を高めやすい利点がある反面、衝突時にさ
まざまな現象が同時に起こり、個々の現象
を細かく解析しづらい弱点がある。
　ILCで衝突させる電子と陽電子は、複合
粒子のような内部構造を持たず、衝突時の
反応がシンプルになり、何が起きているか
がクリアに見える。一方で、電子・陽電子
は円形に曲げるとエネルギーを失う弱点が
あり、それを避けるため、加速器の形状を
直線状（リニア）にして衝突時のエネルギ
ーを確保する。
　駒宮教授は1975年に素粒子物理学の研
究を始めた。指導教官は、2002年にノー
ベル物理学賞を受賞した小柴昌俊博士だ。
「1974年11月、標準理論の確立につなが
る一大発見がありました。陽子や中性子を

構成するクォークと、電子の仲間のレプト
ンが、ともに物質を構成する基本粒子であ
ることが確実になった発見で、研究者はみ
な興奮状態にありました。『11月革命』と
も呼ばれる時代の熱を肌で感じ、小柴先生
の人柄にも惹かれ、素粒子物理の道に進む
ことを決めました」
　小柴研究室で研究者としての足腰を鍛え
られた駒宮教授は、その後、世界に打って
出る。ドイツのハイデルベルク大学と米国
スタンフォード大学で研究員を務め、東大
赴任後も長年CERNに拠点を置いた。力を
注いだのは、時代を何十年も先駆けた、ヒ
ッグス粒子や超対称性粒子の探索だった。
「自分でヒッグス粒子を発見できなかった
のは残念ですが、自分がやろうとしていた
ことの正しさは証明されました」
　次世代加速器の先導役は、時代の先頭を
走り続けた駒宮教授にこそふさわしいと言
えるだろう。

　CERNのLHCを筆頭に、素粒子物理の舞
台は世界にある。世界を舞台に研究を続け
た駒宮教授は「世界で戦える研究者」の育
成にも熱が入る。その育成方針は、学生た
ちの未来を見据えたものだ。
　新時代の物理を切り拓くには、高エネル
ギーの加速器が欠かせない。今ならCERN

のLHC、その次を担うのがILCだ。いずれ
も巨大な国際共同実験の場だ。
「いきなり大きな実験に携わっても、なか
なか全体像をつかめません。修士課程まで
は、国内で小規模な実験や測定器の開発を
手掛けて研究を進める勘所を掴んでもらい、
博士課程でCERNに学生を送り込みます」
　学生たちは世界に揉まれて力をつける。
卒業生の多くは、国内外の主要な研究機関
で物理の探求を続けている。なかには研究
者以外の道を目指す学生もいて、およそ3

分の1は修士課程で就職する道を選ぶ。進
路はメーカー・金融・コンサルティングな
どさまざまだ。そうした多様な選択を可能
にするのは、物理という学問の性質に起因
するところが大きいと駒宮教授は語る。
「物理学は物質や宇宙の根源に迫る学問で
す。本質を見極める力を養えば、どの分野
でも通用する武器になります」
　理学で鍛えられるのは、小手先の知識や
技術ではない。だからこそ、理学の先には
多様な道が開けてくる。

線形加速器の利点は、円形加速器と比べてエ
ネルギー欠損が少ないことと、長さを伸ばせ
ばエネルギーを増強できる点にある。建設コ
ストと運転コストを抑えるための開発の方向性
も定まっている。2013年には技術設計書が完
成し、技術は既に成熟している。

ILCの完成イメージ ©Rey.Hori

世界が沸いた「ヒッグス粒子」の発見は、
新たな探求のスタートだった。
今、その先の世界を見るための
新たな「加速器」が生まれようとしている。
時代を先駆け続けた先導者は、新時代の扉を開く役割を担う。

「世紀の発見」が
もたらしたもの

新時代の扉を開く、
次世代加速器への期待

理学の先に広がる
多彩な道筋



球物理に関することを幅広く学び、専門的
な研究は大学院に行ってから、という方針
でした。私もそれらの分野をひと通り学ん
だうえで、自分は研究者向きではないと判
断し、それなら少しでも早く仕事に就きた
いと学部卒で就職しました。就職先は、大
学で学んだことを活かせる仕事、という視
点でいろいろ考えた結果、学科からの定番
の進路である気象庁に決めました。
横山　岡島さんはいかがでしょうか?

岡島　天文学科を卒業した後、博士課程ま
で進んで2008年に博士号を取得しました。
2011年9月に流れ星を人工的につくる

「ALE」という会社を立ち上げて経営して
います。人工衛星から流れ星の素になる素
材を飛ばして燃焼させ、夜空に煌めきを演
出します。宇宙をエンターテインメントの
舞台にする事業の立ち上げを目指していま
す。同時に、民間セクターによる基礎科学
への貢献もALEの大きな目標です。流れ星

横山　理学部広報室を代表してお話を伺わ
せていただきます。「社会が求める理学の
力」という本題に入る前に、まずはお二人
の専攻とキャリアからお聞かせください。
小泉　1984年に地球物理学科（現・地球
惑星物理学科）を卒業し、気象庁に入庁し
て現在に至ります。気象庁では気象予測だ
けではなく地震や火山の観測も行っていま
すが、私はほぼ一貫して気象分野を歩んで
きました。山の上でのレーダー観測や1日
4交代での予報の手伝いという現場仕事か
ら、「人工知能による気象予測」をテーマ
に研究所での仕事も経験しました。
横山　学生時代から気象の研究をされてい
たのですか?

小泉　地球物理学科のカリキュラムは、学
部時代は気象や海洋、地震や火山など、地

の燃え方を観察することで、上空70～
80kmの高層大気の状態を調べることがで
きますし、宇宙由来の隕石や流れ星のメカ
ニズムの解明にもつながります。
横山　ALEを立ち上げられる前、学生時代
にも起業を経験され、外資系金融機関に勤
められたご経験もおありですね。
岡島　いろいろ寄り道をしたうえでの今の
事業です。就職した金融機関は、入社した
年にリーマン・ショックが起き、部門縮小
の影響を受け退職しました。ALEを立ち上
げる前にも、新興国向けにビジネスコンサ
ルティングを行う会社を立ち上げています。
横山　お二人ともそれぞれのキャリアを歩
まれているのですね。多くの学生が、大学
院に進学するか、就職先をどうするかで悩
みます。理工連携で就職支援に取り組んで
いますが、お二人のご経験はおおいに参考
になるのではないかと思います。理学の進
路は、年々多様になっています。地球惑星

Okajima Lena

Yokoyama Hiromi

株式会社ALE
代表取締役社長

※所属・肩書きは取材当時（2016年2月）のものです。

東京大学大学院理学系研究科　准教授
東京大学理学部広報室　副室長
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多様な人材を輩出する
理学部の取り組み



もしれませんが、「自然界には分からない
ことがたくさんあるものの、その背後には
何らかの自然法則があり、人間の探求によ
って明らかにすることができる」という素
朴な信念を、職場で共有できるのは大きな
ことだと思います。
横山　職場にはどういうバックグラウンド
の方がいらっしゃるのでしょうか?

小泉　理学系出身者が中心ですが、分野は
さまざまです。気象や地球物理を学んでい
た人だけでなく、素粒子物理学や天文学、
数学出身の人もいます。対象に一定の法則
を見つけ出し、何らかの答えを導き出そう
とするマインドが身についていて、分野が
変わっても柔軟に対応できるのが理学の強
みだと思います。
横山　岡島さんはいかがでしょうか?

岡島　ALEでは、複数の大学や研究機関、
企業と共同して研究開発に取り組んでいま
す。私自身が研究に直接携わることはあり

科学専攻の博士号取得者で、広告代理店に
勤務しコピーライターをされている方や、
博士号取得後に政治家になった方もいます。
教員のマインドにも変化が生まれていて、
多様な分野に理学のマインドを持った学生
が巣立っていくことを積極的に後押しする
ようになっています。

横山　ここからは、今のお二人のお仕事に、
理学部での経験や学びがどのように活きて
いるかをお聞かせください。
小泉　多くの学問がそうだと思いますが、
理学も職業訓練ではない以上、学んだこと
が仕事の現場で即座に役立つわけではあり
ません。それでもやはり、理学には大きな
強みがあると感じています。たとえば、未
知なることの探求に喜びを感じられること。
自然を相手にする気象庁ならではの特性か

ませんが、さまざまな研究者や研究機関の
協力をいただけたのは、私に天文学のバッ
クグラウンドがあり、研究内容を理解でき
ることが大きな要因になっていると感じま
す。理学の強みは、小泉さんも指摘されて
いたように、物事を徹底的に深掘りする探
求心です。工学部の研究者と共同研究を進
めていて、同じ理系でも理学と工学ではア
プローチがずいぶん異なるのを実感してい
ます。工学では「動かすこと」を目的に研
究に取り組みますが、理学が染み付いてい
る私は、動いた後でも「なぜ動くのか」が
気になります。それぞれのアプローチに良
さがありますが、私自身は深掘りして本質
をつかむのが、ゴールへの最短ルートだと
思っています。
横山　卒業後に就職された金融の世界では
どうでしょうか?　毎年、一定数の卒業生
が金融機関に就職します。
岡島　理学にも金融の仕事にも数学はつき

Koizumi Ko

気象庁予報部数値予報課　
課長
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徹底した探究心が、
柔軟性を生む

理学と言えば研究、というイメージが強い。事実、理学部卒業生の
ほとんどが大学院に進学し、博士課程を経て研究職に就く卒業生も多い。

だが、社会の変化に伴い、理学を活かすフィールドも多様化している。
活躍の場を学外に見つけた卒業生と、

理学の強みや社会との関わりについて語った。



08

2003年東京大学理学部天文学科卒業、05年同大
学大学院理学系研究科天文学専攻修士課程修了、
08年同博士課程修了。同年ゴールドマンサック
ス証券入社、09年に新興国向けにビジネスコン
サルティングを行うエルエス・パートナーズ設立
し、11年9月にALEを設立して現在に至る。

1984年東京大学理学部地球物理学科（現・地球
惑星物理学科）卒業、気象庁に入庁。福岡管区
気象台技術部でのレーダー観測業務や予報業務、
予報部長期予報課での長期予報技術開発、気象
研究所予報研究部での「人工知能による気象予
測」研究などを経て14年より現職。

Okajima Lena Koizumi Ko

Yokoyama Hiromi

株式会社ALE代表取締役社長 気象庁予報部数値予報課　課長

東京大学大学院理学系研究科 准教授
東京大学理学部広報室　副室長

りました。そのころから民間セクターが科
学に貢献できるようになれないかと考えて
いて、その思いをようやく形にしようと取
り組んでいるところです。
横山　アカデミズムの世界でも、研究資金
を広く一般の方から募るクラウドファンデ
ィングの仕組みが広がり始め、変化を感じ
ています。世の中に大きなインパクトを残
す研究は、自由な発想から生まれてくると
思います。岡島さんのさらなるご活躍を期
待しています。理学と社会の関わりについ
て、小泉さんのお立場からはどのようにご
覧になっていますか？
小泉　国費で運営されている点は気象庁も
大学と同様です。気象庁にも研究組織があ
り、外部の機関と共同研究を行っています
し、気象衛星の打ち上げや各種地球観測衛
星データの利用で、JAXA（宇宙航空研究
開発機構）とも協力関係にあります。気象
予報や地震速報など、社会との接点を活か
し、社会に価値を提供することを第一に考
えています。

横山　最後に、お二人のお立場から理学に
求める人材像をお聞かせください。
岡島　社会が多様化し、働き方も大きく変
わりつつあります。特定の組織に属さず、
高度な専門性を持ったプロフェッショナル
がプロジェクトごとに集まり、チームを組

ものですから、相性はいいと思います。金
融の世界では、デリバティブやアクチュア
リーなどの分野で数学が使われますが、理
学の研究で使う数学と比べたら計算そのも
のは簡単なので、物足りなさを感じるかも
しれません。ビジネス全般の観点でも、研
究の計画をつくって実行し、論文にまとめ
上げる経験は、プロジェクト管理に活かせ
ると思います。

横山　ここからは、理学と社会の関係につ
いて伺っていきたいと思います。岡島さん
の活動には、事業内容ももちろんですが、
民間セクターで基礎科学を推進する取り組
みに強く勇気づけられています。大学の研
究、とくに理学部が重きを置く基礎科学研
究は、ほぼ公的資金で成り立っています。
研究成果を社会に還元するため、広報活動
にも積極的に取り組んでいますが、国に頼
りきりだとアカデミズムの独立性を保てな
くなりかねません。研究者個人の発意によ
る独創性溢れる自由な研究を積極的に推し
進めるためにも、資金面でも社会との関わ
り方を考えていく必要があると思っていま
す。
岡島　私も学生時代に、日本の科学研究が
巨額の公的資金で成り立っていることを知

むことも珍しくはなくなっています。専門
性を持った尖った人材は、ますます社会か
ら求められるようになるはずです。理学は
専門性を磨くにふさわしい学問です。本質
をえぐり突き破っていくような、イノベー
ティブな人材を求めています。
横山　女性の卒業生としても、一言いただ
けますか?

岡島　理学部では女子は少数派、私も進学
時に両親に心配されましたが、私が知って
いる理学女子は、みな結婚して家庭を築い
ています。4歳になった上の子は宇宙に興
味を持ち始め、子どもの「なぜ?」に答え
られるのは母としての喜びです。
横山　小泉さんはいかがでしょうか?

小泉　理学で培う探究心や論理的思考力は
間違いなく大きな強みです。加えて、どん
な課題にもチャレンジする気構えがあれば、
どこに行っても力を発揮できると思います。
組織で働く一人としては、尖った人材ばか
りだと組織の運営が難しくなるので、バラ
ンス感覚のある人も歓迎します。
横山　自分の特性に合った進路を選ぶとい
うことですね。東大は、2015年に理学部
長から大学総長に就任した五神真先生が、
産業界や世界各国と連携し、「知の協創」
の推進を掲げています。理学部は、研究と
人材輩出の両面で、真理の追求を社会に役
立てられるようさらに努めていきます。

※所属・肩書きは取材当時（2016年2月）のものです。

変化を見せる、
理学と社会の関係

多様化する社会で、
「知の協創」を推進する



09

他大学から

就職・その他

製造業

製造業
IT・

情報通信

IT・
情報通信

学術・
研究

学術・
研究

金融

金融

官公庁
教育・

学習支援官公庁

就職・その他

※博士課程単位取得後
退学者含む

2015年実績

就職・その他

91% 52% 56%

9% 48% 44%

研究の面白さに惹かれ、研究者の道を志す
ようになる学生も多くいます。理学部に
は、国内外で活躍する第一線の研究者がい
て、最先端研究を行うためのさまざまな研
究設備があります。研究者を目指す学生が
思う存分研究に打ち込める環境が、ここに
は整っています。
　博士課程修了者の半数以上は研究職に就
きます。大半が国内外の大学・研究機関に
職を得るほか、毎年一定数が、狭き門と言
われる日本学術振興会（学振）の特別研究
員（PD）に採用されます。

　一方で、修士・博士課程修了後、研究者

以外の道を歩む人も半数近くいます。在学
中に研究以外の分野に興味が湧いて別の道
を歩み始め、あるいは、理学で学んだこと
を他分野で活かそうとする。民間企業や官
公庁への就職、起業など、理学を修めた先
輩たちのキャリアは、近年とみに多様にな
っています。
　理学の先に多様な道が開けるのは、ここ
での学びや経験が、普遍的な力になるから
です。日々の研究を通じて磨き上げた、物
事の本質に迫る探究心や論理的思考力は、
変化の激しい現代社会、各方面から強く求
められるようになっています。だからこ
そ、先輩たちは多様なキャリアを歩んでい
くことができるのです。

　理学部の卒業生は、例年のように約9割
が大学院へ進学し、そのほぼ半数が博士課
程へと進みます。理学系研究科・理学部
は、組織として研究と教育に重点を置き、

「新たな知の創造と継承」を重要な使命と
して掲げています。大学院進学率が高いの
は、学部の性質上、進学時点で研究者を志
す学生が多いのが大きな理由のひとつでし
ょう。
　とはいえ、みながみな、最初から研究者
を目指しているわけではありません。学部
3年、4年時に研究や実験と向き合い、研
究室の教授や先輩たちとの出会いを通じて

301名

336名
202名

48名

31名

22名

11名 9名

28名

8名 8名
4名 4名5名

大学・
研究所など

学振PD
（国内）

学振PD
（国外）

86名

24名

4名

進路データ紹介

研究者への
確かな道筋

多様化する
卒業生のキャリア
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なJohn H. Golbeck教授のもと、「PS」の
分析に携わらせていただきました。
　環境問題は地球全体の問題です。この分
野を目指したときから、いずれは世界を舞
台に活躍できるようになりたいと思ってい
ました。留学して印象的だったのは、学生
同士が活発に議論をすることです。自分の
意見を筋道立てて分かりやすく話し、納得
できないことは徹底して意見を戦わせます。
話には聞いていましたが、研究者として世
界を視野に入れるなら、そういう技術も身
につけなければいけないと痛感しました。
　外の環境に触れたことで、東大の特徴に
も自覚的になりました。米国では、大学院
進する際に研究室を変えることが多く、ひ
とつの研究室に長くいる学生は少ないと聞
きました。一方、東大はじめ日本の大学で
は、そのまま同じ研究室に進学するケース
が一般的です。今の研究室もそうですが、
研究室内に先輩が多く、困ったときに相談
しやすいのが日本の大学の良さではないか
と思います。
　環境問題に関心を持ったのは、小学校の

「調べ学習」の時間に、燃料電池について

　学部3年次に、理学部の「学生国際派遣
プログラム（Study and Visit Abroad 

Program：SVAP）」に応募して、米国の
ペンシルベニア州立大学に約1ヶ月留学し
ました。英語に自信があったわけでもなく、
何ができるか不安もありましたが、日本と
の違いを体感することができました。
　私は、植物の光合成の仕組みをヒントに、
環境問題の解決につながる技術を開発する
べく研究に取り組んでいます。
　光合成とは、光のエネルギーを元にして、
二酸化炭素から有機物をつくる反応です。
そのなかで重要な働きをするのが、

「Photosystem（PS）」と呼ばれる光合成
タンパク質で、光を集めてそのエネルギー
を電子のエネルギーに変換します。私はこ
の「PS」の働きに注目し、燃料電池のエ
ネルギー源になる水素を効率的に取り出す
装置や、人工網膜などへの応用が可能な高
感度光センサーの開発を目指しています。
留学中は、光合成タンパク質の分析で著名

調べたのがきっかけです。環境問題の深刻
さと化学のすごさの両方を実感し、それ以
来、化学で環境問題を解決したいと思うよ
うになりました。
　高校生のときには「人工光合成」という
言葉を知りました。光合成を模倣してエネ
ルギーを人の手でつくり出し、環境問題の
解決を目指す。この研究は、まさに自分が
やりたいことだと、この分野で研究者にな
ろうと将来の目標を定めました。
　最先端の研究に取り組む研究者がいて、
研究設備が充実している東大は第一志望の
大学でした。学部の選択時は工学部も候補
として考えましたが、駒場の先生のアドバ
イスが決め手になりました。工学部の研究
はコストダウンや生産効率向上といった実
用化に力点があるのに対し、理学部は原理
の探求に重きを置き、長いスパンで研究に
取り組めることに惹かれました。環境問題
という大きなテーマに取り組むと決めた以
上、腰を据えて研究に臨みたいと、理学の
道を歩んでいます。10年後20年後を見据え、
自分の手で新しい技術をつくり出すことに
挑戦していきたいと思っています。

千葉県市川市生まれ。2012年3月渋谷
教育学園幕張高等学校卒業、同年4月東
京大学教養学部理科I類入学。14年4月
東京大学理学部化学科進学。16年4月
より東京大学理学系研究科化学専攻修
士課程入学予定。

Nishiori Daiki 

理学部化学科4年
無機化学研究室

Case

01

United States 
of America

所属・肩書きは取材当時（2015年12月）のものです。

国境なき環境問題の解決に、
研究者として貢献したい
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Bangladesh

にありました。高校卒業後の進路を考えて
いるとき、父が新聞で文部科学省の奨学金
制度をたまたま見つけ、それに応募しまし
た。偶然にも習い事で9歳のころから日本
語を勉強していたこと、同じアジア圏で文
化が近いこと、安全な国であることなどか
ら、日本が留学先として魅力的だと感じた
ためです。
　17歳で来日してから1年間、東京外国語
大学で日本語を勉強した後、東北大学薬学
部に入学し、臨床に近い研究室で乳がんの
研究をしていました。本当は学部の時点で
日本トップの東大に入りたかったのですが
入試の点数が足りず、大学院で再チャレン
ジして東大に来ました。そのとき、薬学か
ら理学へ学部を変えました。臨床的な研究
も面白かったのですが、薬がなぜ効いて、
どのような場合に効かないのか、生物の基
礎的なメカニズムへの興味が強くなったの
が大きな理由です。
　同じタイミングで研究テーマも変えまし
た。植物になったのは偶然ですが、学部4

年次の春に開かれた大学院入試説明会のラ
ボ見学で、福田先生のお話を伺って、植物

　生物科学専攻の福田裕穂先生の研究室で、
植物の「幹細胞」について研究しています。
幹細胞とは、生体内でさまざまな機能を持
った細胞に分化する前の細胞のことで、ヒ
トではiPS細胞（人工多能性幹細胞）が有
名です。
　植物にも何種類かの幹細胞があり、私は
そのなかの「維管束」の幹細胞を調べてい
ます。維管束とは、植物の自重を支えると
ともに、水や養分を全身に送り届ける役割
を果たす器官です。維管束には、根から吸
い上げた水を全身に送る「木部」と、葉で
できた養分を全身に送る「篩部」の大きく
2つがあり、福田研究室は、維管束幹細胞
から木部へ分化するさまざまな仕組みを解
明してきました。私は助教の近藤侑貴先生
と一緒に、幹細胞が篩部に分化する仕組み
の研究に取り組んでいます。
　小さいころから生物が好きで、研究者を
目指していました。ただ、バングラデシュ
には研究機関が少なく、留学は常に選択肢

のことをもっと知りたい、研究したいと強
く思えたのが決め手でした。
　研究室は設備がとても充実していて、や
りたい研究はほぼすべてラボの中で実現で
きます。研究の方向性についても先生方と
フランクにディスカッションができ、充実
した研究生活を送っています。本郷キャン
パスも、都心にあるのに自然豊かで、落ち
着いた雰囲気はじっくり物事を考えるのに
ピッタリです。研究でいい結果が出ないと
きは、学内を散歩しながら、研究者を目指
したきっかけやこれまで頑張ってきたこと
を思い出し、前向きな気持ちを取り戻して
います。
　修士2年からは、医・工・薬・理学系が
連携する生命科学系のリーディング大学院

「GPLLI」も受講しています。カリキュラ
ムにリーダーシップ教育やキャリア教育が
組み込まれていて、博士を卒業して研究職
以外の仕事をされている方の話を伺ったと
きは、人生の選択肢が増えた気がしました。
これから博士課程に進み、社会に貢献でき
る研究者になれるよう力をつけたいと思っ
ています。

2008年、16歳でバングラデシュEuropean 
Standard School（ESS）卒業。09年4月、日
本政府文部科学省の奨学生として来日。東京
外国語大学留学生日本語教育センターで日本
語を学び、10年4月東北大学薬学部入学。14
年4月より現在の研究室に所属。

Alif Meem Nurani

理学系研究科生物科学専攻修士2年
生体制御研究室

Case

02

United States 
of America

薬学から理学へ――
生物の仕組みを探るために



12

カニズム解明に取り組んでいます。
　日本への留学を決めたのは偶然の賜物で
す。両親が共働きだったため、ベビーシッ
ターが私の親代わりでした。プエルトリコ
出身だったその人は、私の子守をしながら
スペイン語のラジオを聞いていて、私も自
然とスペイン語が話せるようになりました。
それがきっかけで語学が好きになり、独学
でフランス語やアラビア語、中国語を勉強
していました。
　大学2年のある日、友人が日本語に興味
を持ったのがきっかけで、私も日本語の勉
強を始めました。大学でも日本語の講義を
受けてみたら日本の文化にも興味が湧き、
日本の大学に短期留学したらますます日本
が好きになりました。
　そのころから、将来は日本で働きたいと
思うようになり、日本の大学院への進学を
考え始めました。決め手は文部科学省の留
学生向け奨学金プログラムをインターネッ
トでたまたま見つけたことです。入学金と
授業料が免除され、生活費も毎月支給され
てとても助かっています。研究室のことも
インターネットで調べて進路を決めました。

　東大に来て驚いたのは、大学の教科書に
出てくるような重要な発見をした人が、教
授陣に名を連ねていることです。そういう
人から直接教わることができるのは非常に
恵まれた環境だと刺激を感じています。
　研究室は自由な雰囲気で、すぐに打ち解
けることができました。日本語の勉強を始
めて数年、まだ会話には難がありますが、
研究室に所属して数ヶ月の時点で、日本語
での論文発表にも挑戦させてもらいました。
　専門用語の日本語での読み書きは、米国
の大学を卒業後、大学院入学までの時間で
勉強しました。「がんの生物科学」の授業
で使った教科書の日本語版を手に入れて、
英語版と読み比べて言葉を覚えました。そ
れでも分からない言葉に出くわしますが、
研究室の先輩たちが優しく教えてくれます。
普段の生活でも、困ったときはいろんな人
が時間を割いて問題を一緒に解決してくれ
て、手厚いサポートのおかげで安心して研
究に取り組めています。
　日本での研究生活はまだ始まったばかり。
日本でがんの研究者になれるよう、日々の
研究に励んでいきます。

2011年9月ロチェスター工科大学入学、生
物化学を専攻。13年6月に同志社大学へ、
同年9月にスペイン・グラナダ市へ留学。
15年5月にロチェスター工科大学卒業、同
年10月より現在の研究室に所属。

Cona Brandon James

理学系研究科生物科学専攻 
修士1年
分子細胞生物学研究所　
分子情報研究分野

Case

03

　14歳のとき母が卵巣がんになり、大き
なショックを受けました。母の病気を治し
たい一心で生物学を志し、大学では生物化
学を専攻しました。幸い母のがんは治りま
したが、「がんの生物科学」という講義の
面白さに、がんを本格的に研究したいと思
うようになりました。今は分子細胞生物学
研究所の秋山研究室に所属して、卵巣がん
の研究に取り組んでいます。
　具体的な研究テーマは、卵巣がんのサブ
タイプのなかで２番めに多い「卵巣明細胞
がん」です。このがんの検体のおよそ４割
で、特定の染色体領域に約10万塩基対ほ
どのDNAの欠損が起きていますが、欠損
領域からは、何の遺伝子も見つかっていま
せん。 なお、 遺伝子として機能しない
DNAからもRNAは転写され、それを「ノ
ンコーディングRNA（ncRNA）」と呼び
ます。この欠損領域には役割の知られてい
ない「ncRNA」があり、それが「がん抑
制因子」として機能していると推測し、メ

United States 
of America

所属・肩書きは取材当時（2015年12月）のものです。12

憧れだった日本で、
がんの研究者を目指す。



　理学系研究科・理学部では、学生のみなさんが学内で活
動するうえで必要になるさまざまなことを、事務スタッフ
部門がサポートしています。
　日々の学生生活で学生のみなさんと直に接することが多
いのは、学務課の事務スタッフでしょう。彼ら彼女らが窓
口になり、学部内、ときには大学本部のスタッフ部門と連
携を取りながら、みなさんが学生生活で直面する「わから
ないこと」や「聞いてみたいこと」にも対応しています。
　たとえば理学部に進学間もない３年生には、授業料免除
や奨学金の応募、授業の登録といった事務手続きの支援、
学内で利用可能なネットワークの設定支援など、学内の環
境に慣れるお手伝いをしています。学期が進むごとに環境
に慣れてくるにつれ、進路の相談、進学・就職や留学に必
要な手続き支援など、私たちのサポート内容も多様になっ
ていきます。
　困っていることを誰に相談すればいいか分からないとき
は、気軽に学務課の事務スタッフに声をかけてください。
担当部門と連携して、実り多き学生生活を送れるよう最大
限の支援をします。みなさんと会えるのをスタッフ一同楽
しみにしています。

理学系研究科等事務部長
　瀧田忠彦

教授会、教育会議

学術運営・教育推進委員会

諮問会

技術部

専攻、附属施設

企画室

環境安全管理室

各種委員会等

事務部

共通系
機器分析・実習系
生命科学系

総務課
学務課
経理課

専攻・
附属施設事務

情報システムチーム
広報室
男女共同参画室
キャリア支援室
国際化推進室
キャンパス計画室
研究支援総括室
評価委員会

学生支援室

教授会

学科

グローバル基礎科学教育プログラム
（グローバルサイエンスコース）

13

事務スタッフ部門の紹介

組織図（概略）
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士（1865-1950）が、櫻井博士の教え子に
は1907（明治40）年に「うま味」の成分を
発見した池田菊苗博士（1864-1936）がいる。

　理学部は、それぞれの時代に新たな学問分
野を開拓してきた。当初発足した学科に次い
で、1923（大正11）年の関東大震災をきっ
かけに地震学科が新設された。1941（昭和16）
年には地球物理学科へと名前を変え、現在の
地球惑星物理学科につながる。1958（昭和
33）年には生物化学科が誕生する。1940年
代ごろから米国を中心に分子生物学が急速な
発展を見せ、国内の大学で初めて分子生物学
を専門に担う学科が設置された。
　コンピュータが社会に浸透し始めた1975

（昭和50）年には、情報学の研究・教育ため
に情報科学科が設立された。情報科学の発展

　東京大学の創設は今からおよそ140年前の
1877（明治10）年、そのとき理学部も設立
された。だがその淵源は、さらに200年近く
遡ることができる。1684（貞享元）年、徳
川幕府内に暦を司る「天文方」が設立され、
天体観測の技術や知識の蓄積が後の理学部に
引き継がれた。同年に徳川幕府が開設した

「小石川御薬園」は、理学部設立時に「理学
部附属植物園」となった。1860（万延元）
年には、後の化学科の母体となる「蕃書調所
精錬方」が、やはり徳川幕府内に設立された。
　理学部設立時に発足した学科は、「数学物
理学及び星学科」、「地質学及び採鉱学科」、

「化学科」、「生物学科」、「工学科」の5つだ。「数
学物理学及び星学科」は、数学科・物理学科・
天文学科の母体であり、「地質学及び採鉱学
科」は、後の地学科、現在の地球惑星環境学
科につながっていく（工学科は後に分離して
工学部の母体となる）。
　創設当時の理学部には、「日本物理学の源
流」と称される山川健次郎博士（1854-1931）
や、「日本近代化学の父」と呼ばれる櫻井錠
二博士（1858-1939）が名を連ねる。山川
博士の教え子には、1903（明治36）年に原
子の「土星モデル」を提唱した長岡半太郎博

は科学のあり方をも大
きく変え、なかでも生
命科学に大きな影響を
与えた。2000年代に
入り、生命を「情報」
として捉えるバイオイ
ンフォマティクスを司
る教育プログラムを設
置し、2007年には、

Kodaira Kunihiko Leo Esaki Nanbu Yoichiro

1684年 1880年 1893年 96年 97年 02年 19年1860年 1881年 1901年 23年1877年 1886年 07年 39年

それを発展させる形で生命情報科学科を新設
した。
　140年に及ぶ歴史のなかで、理学部は多く
の卒業生を輩出してきた。その筆頭として、
世界的な賞の受賞者を紹介しておきたい。卒
業生のなかで最初に世界の栄冠に輝いたのは、
1954（昭和29）年に日本人としても初めて
数学のフィールズ賞を受賞した小平邦彦博士

（1915-1997）である。続いて1973（昭和
48）年には、卒業生で初のノーベル賞を江
崎玲於奈博士が受賞する（物理学賞）。2000

年代に入ると、小柴昌俊博士（2002年受賞）、
南部陽一郎博士（2008年受賞、1921-2015）、
梶田隆章教授（2015年受賞、理学系研究科
出身）の3人が、素粒子物理学の分野で続け
てノーベル物理学賞を受賞した。
　理学のフィールドは世界中にある。東大理
学部は、たしかにその一翼を担っている。

日本の科学、揺籃の地

世界のなかの東大理学部

数学物理学
及び星学科が、
数学科と物理学科、
星学科に分離

地質学及び採鉱学科が、
地質学科と採鉱学科に分離

（採鉱学科は後に工学部へ）

理学部設置徳川幕府が
天文方設立

徳川幕府が
小石川御薬園を
開設

小石川御薬園が
東京大学の
附属植物園となる

（通称、小石川植物園）徳川幕府蕃書調所
精錬方設立

物理学科内に
地震学講座
設立

理論物理学科と
実験物理学科が
物理学科に再統合

人類学科新設

関東大震災発生、
それを受けて
地震学講座を
地震学科に改組

星学科が
天文学科へ改称

地理学科新設

地質学科が
地質学科と
鉱物学科に分離

生物学科が
動物学科と
植物学科に分離

物理学科が
理論物理学科と
実験物理学科に
分離

● 数学物理学
　 及び星学科

東京大学創設
東京大学が
帝国大学に改組

帝国大学が
東京帝国大学に改称

1938年 数学科卒業
元理学部長

1947年 物理学科卒業

（
財
）茨
城
県
科
学
技
術
振
興
財
団

1942年 物理学科卒業

©
東
京
大
学
大
学
院
数
理
科
学
研
究
科

©
U

niversity of Chicago

● 地質学
　 及び採鉱学科
● 化学科

● 生物学科

臨海実験所設置 植物園
日光分園を
設置

法律改正により
理科大学が
理学部へ名称変更



15

1987年に超新星爆発
によるニュートリノを
世界で初めて捉え、

「ニュートリノ天文学」
を切り拓いたことにあ
る。その観測施設は、

「スーパーカミオカン
デ」の前身「カミオカ
ンデ」。師弟による一
連の研究が、ともに世

　2015年秋、ノーベル賞受賞のニュースに
日本列島が沸いた。新たに生まれた2人の日
本人受賞者のうち1人は、本学理学系研究科
の卒業生にして、本学宇宙線研究所の所長を
務める梶田隆章教授だ。1998年に、素粒子
ニュートリノに質量があることを示す「ニュ
ートリノ振動」を観測した功績が認められ、
ノーベル物理学賞の栄冠に輝いた。素粒子物
理学の「標準理論」ではニュートリノに質量
がないと考えられていたが、その見直しを迫
る重要な発見だった。それを捕えたのは、宇

尽くした。意気消沈する研究員たちを奮い立
たせ、研究の火を絶やさなかった。
　ノーベル賞の自然科学部門は、存命の研究
者に対し、1部門で最大3人までの受賞が認
められている。2015年の物理学賞は、梶田
教授と、ニュートリノ研究に取り組むカナダ
人物理学者のアーサー・マクドナルド教授の
2名だった。「残る一枠」が空席の理由は明か
されていないが、亡き戸塚博士に捧げたもの
との声も聞かれる。
　そして今、「スーパーカミオカンデ」の後
継として、「ハイパーカミオカンデ」の計画
も動き出している。観測性能が大幅に向上し、
実現すれば、ニュートリノから宇宙や物質の
根源に迫る研究がさらに進むと期待される。
　小柴博士が切り拓いた研究は、こうして教

Koshiba Masatoshi Kajita Takaaki

Totsuka Yoji

宙線研究所が岐阜県飛
騨市神岡町に建設した
観測施設「スーパーカ
ミオカンデ」である。
　梶田教授は大学院生
時代、2002年にノー
ベル物理学賞を受賞し
た小柴昌俊博士の研究
室に所属していた。小
柴博士の受賞理由は、

界の認めるところになったのである。
　師弟の間には、ノーベル物理学賞受賞が確
実視されながら、受賞を前にこの世に別れを
告げた一人の研究者がいる。戸塚洋二博士

（1942-2008）だ。小柴博士の弟子で、梶田
教授にとっては兄弟子に当たる。小柴博士が
1987年に本学を定年退官して以降は研究を
引き継ぎ、「スーパーカミオカンデ」の建設
を主導した。1998年の「ニュートリノ振動」
の観測時も戸塚博士が陣頭指揮を執っていた。
　だが、戸塚博士と「スーパーカミオカンデ」
に苦難が押し寄せる。戸塚博士は2000年に
大腸がんを発症、翌2001年には「スーパー
カミオカンデ」の主要部品が大量に壊れる事
故に見舞われた。戸塚博士は手術からの回復
途上にもかかわらず、原因究明と復旧に力を

え子たちに受け継がれ
ている。「新たな知」
が次なる「新たな知」
を生み出し、科学の歴
史に刻まれた。師弟が
手にした2つのノーベ
ル賞は、研究の継承の
重要性を、静かに、だ
がはっきりと物語って
いる。

47年 49年 74年 75年 76年 78年 84年 99年1941年 1964年 67年 1990年 05年1958年 1970年 1983年 2001年 06年 07年

師弟で手にした
ノーベル物理学賞

地震学科が
地球物理学科に
改称

地球物理
観測所設置

物理学科が、
物理学科・
天文学科・
地球物理学科に
再び分離

情報科学研究所を
改組し
情報科学科を新設

生物情報科学学部
教育特別
プログラム設置

地学科を
地球惑星環境学科
に改称

生物情報科学学部
教育プログラム
設置

生物化学科
新設

物理学科、天文学科、
地球物理学科を
物理学科として統合

地球物理観測所を
地球物理研究施設に
改組

情報科学研究所
設置

地球物理学科と
附属地球物理
研究施設を改組して
地球惑星物理学科を
新設

アクチュアリー・
統計プログラム
設置

生物情報科学学部
教育プログラムを
改組し
生物情報科学科を
設置動物学科と植物学科、

人類学科を
生物学科に統合

東京大学特別栄誉教授 東京大学特別栄誉教授

東京帝国大学が
東京大学に改称

学制変更に伴う
新制の東京大学設立

東京大学特別栄誉教授

高エネルギー物理学
実験施設設置

（現在の素粒子物理
国際研究センター）

遺伝子実験施設設置

分光化学センター
設置（現在の
スペクトル
化学研究センター）

中間子科学
実験施設設置

（現在の原子核
科学研究センター）

ビッグバン
宇宙国際研究
センター設置

天文学教育研究
センター設置

東京大学理学部は、2017年に創設140年を迎える。明治時代から日本科学の礎を築き、
戦後にはノーベル物理学賞・フィールズ賞受賞者を生んだ。その軌跡を、駆け足で振り返る。

Column

©KEK

©東京大学宇宙線研究所©公益財団法人平成基礎科学財団



Futaki Akito

Onaka TakashiHasegawa Shuji

Mathematical Sciences

Astronomy
Physics

Information Science

Hagiya Masami

数学科 学科長

天文学科 学科長物理学科 学科長

情報科学科 学科長

16

学科長紹介
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Takahashi Yoshio

Ishida Takafumi

Earth & Planetary 
Environmental Science

Biological Sciences

Earth & Planetary Physics

Biophysics & Biochemistry

Chemistry

Bioinformatics 
& Systems Biology

Masumoto Yukio

Fukada YoshitakaGoda Keisuke

Kuroda Shinya

地球惑星物理学科 学科長

生物化学科 学科長化学科 学科長

生物情報科学科 学科長

地球惑星環境学科  学科長

生物学科  学科長
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