自分を取り巻く世界を理解したい――。この素朴な感情が、理学の原動力で
す。探求の末、それまで分からなかったことが分かる喜び。そして、ひとつ
のことが分かると、いくつも立ち上る新たな謎。それを解き明かそうとする

What is science?

飽くなき思いが、理学を一歩、また一歩と前進させ、新たな知の地平を切り
拓いてきました。
理学の対象は多岐に渡ります。あらゆる自然現象はもちろんのこと、それら
の背後にある数理や情報といった抽象的な概念まで。東京大学理学部には、
多様な学問分野の第一線で活躍する研究者たちが集まっています。
理学に求められるのは、論理で対象に迫る力と、誰もやっていない新たなこ
とに挑む独創性や冒険心です。それは、研究者としてだけでなく、社会のさ
まざまな場面で必要とされる能力です。理学部は、学生のみなさんが社会の
幅広い分野で活躍できるように、この能力を徹底して磨きあげます。卒業後
どのような道に進んでも、理学の力は大きな武器になることでしょう。

Contents
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宝箱のような海を舞台に、
生物進化の謎と向き合う

01

朝、三浦教授は研究室に着くとときおり

Explorers of the Field of Science

ウェットスーツに身を包んで海に潜る。そ

What is Life? 生命とは何か――。

物理学者シュレーディンガーが、
生命を物理学の視点から捉えようとしたのは20世紀半ばのこと。
今やあらゆる分野の研究者が、
生命という大きな謎に挑んでいる。

ダーウィンの進化論も、
メンデルの遺伝の法則も、
生命科学の偉大な発見は、
多様な生物のつぶさな観察から生まれた。
生物の多くは森や海にいる。
その多様な生態から、
進化の根源を探る――。
Toru Miura

たくさん捕れる」と、三浦教授は宝箱を見

「シロアリは、同じ親から生まれた集団で

をしている研究室のお世話になりました。

つけた少年のような笑みを見せる。

生活しています。ほぼ同一のゲノムを持っ

ところが、カブトムシやクワガタムシはそ

同じゲノムから、
異なる形質が発現する

た集団内の個体が、階級ごとに異なる形質

う簡単に見つけられない。シロアリの研究

を発現するわけです。階級分化は、シロア

を始めたのは、熱帯雨林の至るところにい

リの体内を巡るホルモン濃度によって決ま

て扱いやすかったからです」

こは、東京湾と相模湾を隔てる三浦半島（神

いま力を入れて研究に取り組んでいる海

りますが、それが何によって調整されるの

それからしばらく、主に社会性昆虫を研

奈川県）のほぼ突端。この地にある理学系

洋生物のひとつが、ゴカイに近縁なシリス

かは分かっていません。集団から生殖虫や

究対象としてきたが、海の生物も研究し始

研究科附属臨海実験所が、三浦教授の研究

（p3写真右下）だ。シリスは岩場や海底に付

兵隊を除くと、それらへの分化が誘導され

めたのはなぜなのか。

着して生活し、個体の成熟とともに尾部に

ることから、生殖虫や兵隊から、ホルモン

「昆虫は生物分類上、節足動物門昆虫綱と

研究テーマは、生物の「表現型可塑性」

卵巣や精巣が発達する。その後、尾部がち

濃度を調整する何らかのフェロモンが出て

いう大きなグループに分類されます。いろ

だ。表現型とは、生物個体の姿形や特徴（形

ぎれて泳ぎ出し、卵と精子を放出する。ち

いると考えられています」

いろなことが分かってきていますが、海に

質）のこと。表現型に大きな影響を与える

ぎれた部分はストロンと呼ばれ、頭部や目
も備わっている。それはすなわち、親個体

表現型が決まるわけではない。多くの場合、

のゲノムを受け継ぐクローンだ。その命は

興味を持ったこだわりを、
理学なら受け止められる

はもっと多様で、進化系統樹の根っこ近く

のは遺伝情報（ゲノム）だが、それだけで
環境の影響も受ける。表現型可塑性とは、

卵と精子を放出すると終わるが、親個体で

「学生のころは冒険家になりたかった」

さん起きている。その生態や発生・分化の

生物個体が環境条件に応じて表現型を可塑

は尾部が再生し、再びストロンを放出する。

的に変化させられる性質のことを指す。

「親のクローンであるストロンが、親とは

んな答えが返ってきた。

「多くの昆虫は、脱皮や変態の季節によっ

異なる形質を発現させます。ストロンの形

「小さいころからカブトムシやクワガタム

三浦教授は、生物進化の過程で最初期に

て表現型が変化します。チョウが季節ごと

成を促す環境要因は何なのか、どのように

シが大好きで、生物学科に進もうと決めて

“左右相称性”を獲得したと考えられる無腸

に翅の色や形を変えるのが好例です。また、

して尾部がストロンに変化するのか、その

いました。でも人気が高くて進振りの点数

類（p3写真左下）の研究も進めている。そ

アリやハチ、シロアリなどの社会性昆虫に

秘密を探っています」

も高くて……。自主留年して、大学受験の

の意義は、
「ヒトを含めた左右相称動物の

ときよりも猛烈に勉強しました」

進化を考えるうえで、重要なヒントをもた

拠点だ。

研究者を志したいきさつを尋ねると、そ

に位置づけられるものがいます。昆虫や節
足動物の常識では考えられないことがたく
仕組みを明らかにすれば、進化の根源によ
り深く迫ることができます」

は、女王や王、兵隊やワーカーなどの階級

三浦教授が海洋生物を本格的に研究し始

があり、ゲノムはほぼ同一であるにもかか

めたのは、2017年に臨海実験所に赴任し

外国語の点数も上げようと、いろんな語

わらず、それぞれに特徴的な形質を示しま

てきたのがきっかけだ。それまでは主に、

学を受けたひとつがインドネシア語だった。

す。こうした表現型可塑性のメカニズムや、

（p3写真左上・同右上）
シロアリやアブラムシ

「子どものころは、ボーイスカウトにも入

しげだった。

進化における意義を研究しています」

などの社会性昆虫を研究対象としてきた。

れ込んでいました。探検気分で沖縄の西表

「とにかく研究が楽しくて楽しくて……。

らしてくれる」ことにあるという。
教授が自身の研究を語る表情は、終始楽

島に行って感動し、本物の熱帯雨林を見て

今も夏休みの延長のような気分で研究して

を持った海洋生物を捕まえ研究するためだ。

ワーカーなどの階級がある。教授が長く研

みようとインドネシアのボルネオ島も旅し

います。学生のみなさんには、興味を持っ

実験所周辺の海域は東京湾と相模湾の境に

究しているオオシロアリでは、ワーカーが

ました。熱帯雨林の昆虫を研究すれば、探

たことにとことんこだわってほしい。その

あたり、多様な海洋生物が生息している。

脱皮を繰り返して生殖虫と兵隊に分化する。

検しながら昆虫に触れられる。そう思って

こだわりを受け止め、温かく見守ることが

ずっとワーカーであり続ける個体もいる。

大学院に進学し、熱帯でフィールドワーク

できるのが理学という学問だと思います」

三浦教授が海に潜るのは、表現型可塑性

「ほとんど研究されていない変な生き物が

シロアリには、生殖虫（女王・王）や兵隊、

理学系研究科附属
臨海実験所 教授

Toru Miura

（左上）研究室内で飼育しているオオシロアリ。褐色の大きな顎を持つ個体が兵隊、全身が
白い個体はワーカー。
（右上）実験所の敷地内で見つけたアブラムシ。葉の裏にびっしりと
アブラムシの個体が集まっている。
（左下）顕微鏡越しに覗く無腸類。動物の進化の過程で
左右相称性を最初期に獲得したと考えられている。
（右下）これも顕微鏡越しに見たシリス。
右側の細長い個体が親で、左側のずんぐりした個体がストロン。
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1994年、東京大学理学部生物学科卒業、1999年同大学

院理学系研究科生物科学専攻博士課程修了。博士
（理学）
。
同年学術振興会特別研究員。東京大学大学院総合文化
研究科助手、北海道大学大学院地球環境科学研究院准
教授などを経て2017年より現職。
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分子が集まると動きは複雑になるが、1分

01
Explorers of the Field of Science

物理学の究極の目標は、
森羅万象を普遍的な法則で記述すること。
それは、
対象が生命とて例外ではない。

ある物質のなかに、どのような化学成分

れだけ存在しているかを把握できる。この

する。光に応答する植物由来のタンパク質

子だけなら動きは単純明快だ。

がどれだけ含まれているか。それを解析す

「ラマンイメージング」技術の開発に、小

と、目的の酵素とをつなぎ合わせ、光の刺

「“1”は物理学が好む概念です。1個の素粒

るのが「分析化学」だ。DNA シーケンサ

澤教授は大きな力を注いでいる。

激で酵素の機能をオン・オフする。この技

子や電子の性質を調べるのがそのよい例で

による遺伝子解析や質量分析器によるタン

「細胞内でどのような分子が働いているか、

術を使えば、細胞内の酵素がどのような反

しょう。その発想を生命現象に応用したの

パク質解析など、分析化学の発展は、生命

“役者"はかなり分かってきました。次に明

応を引き起こすかを、つぶさに見ることが

が“1分子”です」

科学に多大なブレイクスルーをもたらして

らかにしたいのは、それぞれの役者がどの

できるようになる。

きた。

ように相互作用しているか、分子間のネッ

細胞内の分子の普遍的な運動メカニズム

20世紀後半以来、生物学は目覚ましい

テーマです」

発展を遂げている。その原動力は、分子生

樋口教授の研究対象は、細胞内の動きを

物学と生物物理学の新技術だ。前者の代表

担うモーター分子の普遍メカニズムだ。筋

例がゲノム解析であり、後者の代表例がさ

肉細胞や免疫細胞、がん細胞はよく動く。

まざまな細胞機能の測定技術だ。

細胞分裂や細胞内の小胞輸送もモーター分
子が動きをつくり出している。

数々の複雑な生命現象は、分子レベルで

小澤教授は、これまでの研究を振り返り

が明らかになれば、生命の本質に迫り、あ

分析化学教室の小澤教授は、生体分子の

トワークや反応を定量的に記述することで

ながら次のように語る。

るいは病気の治療への道が開けてくること

働きを細胞内で「そのまま見る」研究に

す。タンパク質やカルシウムなどの働きを

「今ある技術は、いずれ新しい技術に置き

20年以上取り組んでいる。きっかけは、

蛍光イメージングで捉え、脂質やホルモン、

換えられます。重要なのは、新しい概念を

博士課程在籍中の1997年のことだ。

細胞内の代謝産物などをラマンイメージン

打ち出すこと。本質的な概念は、歴史を超

モーター分子の研究に長年取り組んできた

「細胞内の局所で働くカルシウムを緑色蛍

グで把握する。両方を同時に見ることで、

えて受け継がれていきます。歴史に足跡を

が、所属する学部は大きく変わってきた。

光タンパク質（GFP）で標識し、イメー

物質間の相互作用を捉えられるはずです」

残すことこそサイエンスの醍醐味です。自

が期待される。
樋口教授は筋肉の動きと構造に魅せられ、

明らかにされつつある。だが人類は、
「生

分子は細胞内で、私たちが日常経験する

物理学科で物理学と生物物理の基礎を学び、

ジングする手法に魅せられました。顕微鏡

小澤教授はまた、細胞内を「見る」技術

然現象の原点を知りたい――。その思いで

命とは何か」という本質的な問いへの明確

のとは異なる運動メカニズムに支配されて

医学部で研究職を得て、1分子の研究成果

で、緑色に光る細胞を初めて見た感動は今

を応用し、新たな技術の開発も進めている。

理学に足を踏み入れ、今もその面白さにの

な答えをまだ手にしてはいない。それは、

いる。

を生体材料や医療に活かすべく工学部や医

も忘れられません。細胞は夜空に輝く星の

そのひとつが、タンパク質のスクリーニン

めり込んでいます」

個々の研究成果がバラバラに存在している

「マクロの世界では、物体は動力が失われ

学部にも籍を置いた。

ように見えましたし、分子の働きも手に取

グ（同定）技術だ。GPCRと呼ばれる細胞

からだ。樋口教授は、多様性に満ち溢れた

ても慣性の法則でしばらく動き続けます。

「学問はボーダーレスです。重要なのは何

るように分かりました」

膜のレセプターは、さまざまな疾患に関わ

生命現象の背後にある普遍性を探っている。

対してナノスケールのモーター分子は動力

をするか。学部や学科ではない。それでも

以来、GFP を使った蛍光イメージング

っており、その働きを阻害するタンパク質

手がかりは物理学だ。

によって素早く動き、動力がなくなるとす

はっきり言いたいのは、
『学問をするなら

は研究の柱の一つだ。近年はさらに、新た

は、創薬の標的として注目されている。小

「生物物理学は、生物という複雑な系のな

ぐに止まります。水の粘性が大きな抵抗に

まず理学部で学ぶべき』ということ。学部

な「見る」技術の開発にも挑んでいる。

かに、根源的な原理原則を見つけ出す学問

なるからです。この動と静を繰り返し、モ

の枠を超えて研究を続けられたのは、理学

光を物質に照射すると、光が分子と相互

です。物理や化学の進歩によって、生命科

ーター分子は前進するのですが、この現象

で自然科学の原理を学んだから。原理を正

作用し、入射光とは異なる波長の光が散乱

学分野においても定量的なデータが膨大に

をさまざまな種類のモーター分子で詳しく

しく理解するといろんな現象が理解でき、

する。この「ラマン散乱光」は物質ごとに

もうひとつは、従来の分析化学の枠を大

蓄積されてきています。それらの知見を、

調べたところ、動き方に普遍的原理が見つ

応用の土台にもなります」

固有の振動を持ち、光のスペクトル情報を

きく超える新概念の技術だ。細胞内の酵素

物理や数学を駆使して一つの理論に統合し

かりました」

解析すれば、空間中にどのような分子がど

（タンパク質）の働きを、光によって「制御」

て理解する。それは、多くのデータが蓄積

樋口研では、一つの分子の動きを可視化

された今だからこそ、可能になりつつある

し機能を測る「1分子技術」を駆使している。

樋口教授は、確信に満ちた口調で微笑ん

澤教授は、細胞内を「見る」技術を土台に、

GPCR阻害物質を効率よく同定する技術を
独自に開発した。

だ。

分析化学の発展は、
生命科学を大きく前に推し進めてきた。
細胞内の 役者 が分かり始めた今、
分析化学は次なる領域に挑む。

物理学専攻生物物理分野 教授
生物普遍性研究機構 理学系機構長

Hideo Higuchi

1983年早稲田大学理工学研究科修士課程修了。同
年東京慈恵会医科大学助手、92年科学技術振興事
業団（ERATO）グループリーダー、97年東北大学
大学院工学研究科金属工学専攻助教授、2004年同
大学先進医工学研究機構教授、08年より現職。
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化学専攻分析化学教室 教授
生物科学専攻 教授（併任）

Takeaki Ozawa

1993年東京大学理学部化学科卒業、98年同大学大

学院理学系研究科化学専攻博士課程修了、同専攻
助手に就任。2002年同講師、05年自然科学研究機
構分子科学研究所助教授を経て、07年より理学系
研究科化学専攻教授（現職）
。14年より、同研究科
生物科学専攻教授も併任。
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生物科学専攻
博士課程1年

交流が生まれます。特に国際大会だと問題

生物科学専攻
修士課程2年

を翻訳するのに時間がかかるので、その間
ームで遊んで親睦を深めました。

Student Round-Table Discussion

栗原 いっぱい遊んだよね。化学オリンピ

生物科学専攻
修士課程2年

ックでもたくさん遊びました。
依田 拙いながら英語で一緒に遊んだのが
楽しい思い出です。でも、もっと英語で喋
生物学オリンピック推奨の
『キャンベル生物学』
。大学
の教科書にも使われるレベルだ。栗原さんは持ち運び
やすいように5分冊にした。

オリンピアンとは、オリンピック出場選手のことだ。理学部・理学系研究科には、
国際生物学オリンピックに出場し、メダリストになった学生が集まっている。
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に生徒は観光に行き、夜にはトランプやゲ

生物科学専攻
博士課程1年

れたらなと痛感しました。アジアを含めて
ノンネイティブの人たちもみんな喋れて
「やばい!」と思いました。

世界の高校生と競い、
親睦を深める

メダリストたちは、
なぜ東大理学部へ

――あらためて伺いますが、国際生物学オ

――国際大会で、世界トップクラスの高校

三上さんが自作したボードゲーム
「CellCycle」
。
細胞周期を遊びながら学ぶことができる。国際大会に
も持参して、世界の高校生と親睦を深めた。

リンピックってどんな大会なのですか?

生たちと触れ合った印象は?

ありえたと思うのですが……。

大塚 世界から生物好きの高校生が集まっ

栗原 国際大会というよりもむしろ、国内

依田 たしかに、オリンピックに出た人が

て、生物学の理論と実験技術を競い合いま

大会でレベルの高さを感じました。私は北

留学するのはよくある流れです。一緒にシ

す。動物・植物・分子生物・生態学など生

海道出身で（北海道札幌西高校）
、地方で

ンガポール大会に出場した同期3人のうち、

物学全般から幅広く出題されます。

サイエンスを趣味にしていると深く話せる

2人は海外の大学に行きました。特に米国

三上 実験では実技の良し悪しのほか、計

人が周りに全然いなくて孤独を味わってま

の大学は入学審査で課外活動を重視するの

画を立てて効率的に進められるかや、実験

した（笑）
。予選通過者80人が本選で東京

で、オリンピックのメダルは大きい。僕も

結果をどう考察するかも評価されます。ク

に集まったときに、
「生物の話をできる人

留学を考えましたが、英語力を含めて準備

モやカエルを解剖したり、植物と昆虫の標

「自分よ
がこんなにいる!」という感激と、

不足で断念しました。基礎研究志望だった

本を分類したり、分子生物学の実験をした

り生物に詳しい人がいる」ことの驚きの両

ので、国内で行くなら東大だろうと。

り……。広い知識と技術が問われます。

方がありました。

三上 僕も生物の基礎研究志望でしたが、

――大会の参加国や人数は……?

大塚 同類を見つけた嬉しさみたいなもの

周りに同類がほとんどいなくて、僕も孤独

栗原 韓国大会には、58 の国と地域が参

だよね。僕は千葉の県立船橋高校出身で、

を感じていました（笑）
。ラ・サールから

加しました。国際大会に参加できるのは一

三上くんのラ・サールや依田くんの筑波大

東大に行く人自体は多いんですが、理系だ

つの国と地域から4名。最近は参加国・地

附属駒場高校、開成みたいな名門校に通っ

と工学部か医学部志望の人が多くて研究者

域がさらに増えて70近く、250名を超える

ている人たちは手の届かない人たちだと思

志望の人は少ない。オリンピックを通じて

高校生が一同に集まります。各国・地域ご

っていたんですけど……。

同じ生物学好きの友達ができたのはかけが

とに引率の先生がいらっしゃるので、かな

三上 実際はそうでもなかった?（笑）

えのない財産です。大学を選ぶ際には、
「オ

り大規模になります。

大塚 そう言うと語弊がありますが、同じ

リンピックで仲良くなった人たちと一緒に

生物だけでなく、
化学も物理も

って、コンピュータを使って生物の形態が

回）
、僕も銀メダルです。このときはアジ

三上 国際大会に出るには、地域ごとに行

高校生なんだと思えたのはすごく大きかっ

生物学を学びたい」を一番に考え、それな

どう進化してきたかを解析しています。僕

アでの開催が続きました。2009年の第20

われる予選と、本選・代表選抜試験の3段

たと思います。東大を目指そうと思ったの

ら東大だと。進振りで生物情報科学科を選

は化石が大好きなので、化石も生物の形態

回大会は筑波での開催でした。

階の国内予選があります。僕らが高校生だ

も生物オリンピックがきっかけですし。

んだのは、コンピュータが好きで趣味でプ

――まずは自己紹介からお願いします。

解析の題材にしています。

大塚 2020年は長崎での開催が決まって

った2010年前後の受験者数は2,000名超。

――その話の流れで、みなさんが東大を目

ログラミングをやっていたのと、これから

大塚 生物学科から生物科学専攻に進み、

依田 生物学科から生物科学専攻に進んで、

います。東京オリンピック・パラリンピッ

毎年受験者が増えていて、今では3,500名

指された理由を教えてください。世界の同

の時代、コンピュータを使いこなせた方が

塚谷先生の発生進化研究室で植物の研究を

今は上村研究室所属です。上村研の正式名

クと同じ年に、生物学オリンピックも日本

ぐらいになっているみたいです。

年代を間近で見て、海外を目指す選択肢も

絶対いいと思ってのことです。オリンピッ

しています。葉っぱが光の方を向くときに、

。1分子や1細胞
は「1分子遺伝学研究室」

で開催されます。栗原さんは、国際化学オ

――国際大会の問題は英語ですか?

クの準備で生物学の基礎はかなり勉強して

ねじれ運動をします。そのメカニズムを研

の挙動を、顕微鏡などの計測技術を使って

リンピックにも出てたよね。たしか物理も

依田 元の問題は英語ですが、各国語に翻

いたので、別のアプローチも身に着けてお

究しています。

調べるのが大きなテーマです。僕は免疫細

国際大会の候補までいったんじゃなかっ

訳され、回答は記号で選ぶなど言語によら

きたい気持ちもありました。

栗原 生物情報科学科から生物科学専攻に

胞の振る舞いを研究しています。

た?

ないように工夫されています。英語力の差

大塚 留学はまったく考えませんでしたが、

進み、岩崎研究室でヘビの左右非対称性に

――みなさんオリンピックに出られたのは

栗原 2011年にトルコで開催された国際

が成績に影響しないようにするためです。

研究者になりたい思いは当時からありまし

ついて調べています。岩崎研のテーマはバ

いつですか?

化学オリンピックに出ました。こっちは銀

――国際大会に出場して、得たこと・感じ

イオインフォマティクス（生物情報科学）

三上 2010年の韓国（第21回）は栗原さ

メダルでした。物理も国内の最終選考まで

たことを教えてください。

です。テーマは学生がかなり自由に選べま

んと、次の台湾（第 22 回）は大塚くんと

残りましたが、化学と最終選考日程が重な

三上 オリンピックのもうひとつの大きな

す。私はヘビが大好きなので（笑）
。

一緒に出ました。2人は金メダルでしたが、

って、化学の方を選びました。

趣旨は、同世代の科学を志す高校生どうし

三上 僕も栗原さんと同じルートで研究室

僕は2回連続で銀メダル……。悔しい!

――何でもできちゃうんですね。すごい。

の交流をつくることです。国内大会で4日

も同じです。進化のメカニズムに興味があ

依田 僕は2012年のシンガポール（第23

間、国際大会だと10日間ぐらいあるので

た。進路についていろんな人に相談したら、
「それなら東大に行っておいた方がいい」
と。
オリンピックの推薦で行ける大学もありま
国内・国際大会でのメダルの数々。金メダルがひとき
わ輝く。栗原さんの化学と物理のメダルも含まれてい
る。

したが、オリンピックで同級生から刺激を
受けたこともあり、半ば浪人覚悟で東大を
目指しました。生物系の学部・学科をいろ
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三上 オリンピックでつながった友人たち

な生物学科に決めました。

と、今も仲良くできているのが嬉しい限り

栗原 私もオリンピックに出るまでは、地

です。今では互いの研究について語り合い、

元の大学に進学するつもりでした。オリン

刺激を与え合える関係を築けています。生

ピックで日本と世界の同年代と触れ合って、

物情報科学科のカリキュラムは、情報科学

自分の視野の狭さに気付きました。生物だ

科と生物化学科のいいとこどりで充実の内

けでなく、化学や物理のオリンピックの先

容でした。情報系の授業は情報科学科、生

輩たちが東大にたくさんいると聞き、それ

物系の授業は生物化学科の人たちと一緒に

なら東大に行って東京ライフを満喫してみ

受けます。情報系の授業では、一見つまら

ようと（笑）
。生物が好きだったし、プロ

なそうな課題でも、解いていくと必要なこ

これからです。

グラミングを深く学べるのが魅力で生物情

とがきちんと身につくようにできている。

――就職は考えませんでしたか?

報科学科を選びました。

すごい授業を受けさせてもらっているなと

依田 社会勉強も兼ねて企業のインターン

思いました。

シップに行ったりはしました。知りもせず

依田 今は顕微鏡で1分子や1細胞を見て

に選択肢から排除するのは違うなと。いく

いますが、生物学科で個体レベル以上の生

つか会社をまわって、自分はやっぱり研究

――授業や研究を通じてどんなことを感じ

物学にもたくさん触れる機会があったのは

者だなと気持ちを固めました。

ていますか?

貴重な体験でした。解剖実験をしたり、臨

――最後に、これから進路選択を控えた学

栗原 駒場の 1・2 年でベースになる学問

海実習やフィールドワークに連れて行って

生さんにメッセージを。

を体系的に学べるところがいいですね。学

もらえたり……。学科では、多階層にわた

栗原 数学と物理の基礎は駒場できちんと

科を決めて研究が始まると、専門以外のこ

る生物学をくまなく学ぶことができました。

身に付けておくべきですね。どちらも時間

「研究者なら東大」
を実感する日々

とに時間を割けなくなってしまうので。素
晴らしいシステムだと思います。
大塚 大学院で本格的に研究を始めてから、

進む分野融合
求められる広い知識

千葉県出身。2012年3月千
葉県立船橋高等学校卒業。
同年4月東京大学教養学部
入学。同大学理学部生物学
科を経て同大学大学院理学
系研究科生物科学専攻。植
物の葉の運動メカニズムを
研究している。植物だけで
なく生物全般が好き。

をかけないと勉強できないので。

Raffles Institution
理学部化学科3年

Goh Jin Lin Sarah
ゴー・ジン・リン・サラ

シンガポール生まれ。2014年にRaffles
Institutionを卒業。15年に日本の文部科
学省の国費留学生として来日、東京外国
語大学留学生日本語教育センターを経て
16年に東京大学教養学部入学。18年より
同大学部理学部化学科に在籍。

大塚 同感です。生物は数学が要らないと
誤解されがちですが、実際には使う場面が

――今後の進路の見通しを教えてください。

多いので、食わず嫌いせず勉強しておくべ

ます。研究費に恵まれているので研究設備

三上 僕は断然、研究者です。進化のメカ

きです。たとえば線形代数。非常に抽象的

や日々の実習が充実していますし、先生方

ニズムに迫っていきたいです。

で、これが何の役に立つのかと思っていま

も研究者を育てるつもりで接してください

大塚 僕も研究者志望ですが、分野は必ず

したが、微分方程式を解くために線形代数

ます。周りに研究者志望の人が多いのも励

しも生物学ではないかもしれません……。

を使う必要があったり、統計の教科書が線

みになります。学会やサマースクールなど

――どういうことでしょうか?

形代数の言葉で書かれていたり……。生物

で他大学の人と話すと、自分がいかに恵ま

大塚 僕がそもそも研究を志したのは、
「分

が好きだからと生物しか勉強していないと

れた環境にいるかを強く感じます。理学部

からなかったことが分かる」ことが楽しい

後で大変な目に遭うはずです。

は他の学科の授業も単位に認められるので、

からです。日々の研究は充実していますが、

三上 僕も同感です。今は分野融合も進ん

化学を学んでいます。午前中は講義を受け、

日本に最初に興味を持ったのは、小学生

国語大学留学生日本語教育センターの日本

その点もよかったなと思います。

そこから分かることには限りがあります。

でいますし、自分の研究に関係しそうな分

午後は学生実験や英語論文実習に取り組み、

のころです。家族で日本に旅行したのをき

語教育はとても素晴らしく、私たち留学生

葉っぱがねじれるメカニズムが分かるのも

野を幅広く勉強しておくのがいいのかなと。

有機化学や無機化学、物理化学など、化学

っかけに、日本の文化や食べものへの関心

が日本語でスピーチができるようになるほ

新しい発見ですが、それで世界の見え方が

依田 英語も重要ですね。絶対に、早いう

を総体的・体系的に学んでいます。

が芽生えてきました。シンガポールの中学

ど日本語力が大きく伸びました。

ガラリと変わるわけではない。それよりも、

ちからやっておいた方がいい。あとは、自

化学科は、日本人学生も含めてすべての

校の言語教育は、英語と中国語のほかに第

東大進学を決めた大きな理由は、日本一

たとえば哲学的なアプローチで世界の見方

分の思い込みで選択肢を狭めてしまわない

カリキュラムが英語で行われています。世

三言語を選択する仕組みになっています。

の大学で研究力も高いことと、“化学を英

そのものを変えられるかもしれない。そん

ことですね。博士に進もうと思っていた僕

界で活躍できる人材になることを目指して

私は迷わず日本語を選択しました。

語で学べる”環境です。東大の歴史と伝統

なことも考え始めています。博士課程で見

が就職活動もしてみたように。選択肢を全

いるので、すべてのカリキュラムを英語で

習いとして研究に取り組むうち、野望が大

部並べて選ぶと、自分の選択により責任を

受けられるのは大きな魅力です。

きくなってしまったということです（笑）
。

持てるはずです。

栗原 私は修士を終えたら就職します。生

――どうもありがとうございました。

「研究者なら東大」の意味を噛み締めてい

修士課程2年

北海道出身。2012年3月北
海道札幌西高等学校卒業。
同年4月東京大学教養学部
入学。同大学理学部生物情
報科学科を経て同大学大学
院理学系研究科生物科学専
攻。19年3月修士課程修了
見込み。生物のなかでもヘ
ビが大好き。

修士課程2年

き物は大好きですが、研究対象とするより
も、仕事をしつつ生き物を飼うほうが自分

博士課程1年

に向いているなと。就職先はIT企業です。
東京都出身。2013年3月筑
波大学附属駒場高等学校卒
業。同年4月東京大学教養
学部入学。同大学理学部生
物学科を経て同大学大学院
理学系研究科生物科学専攻。
19年3月修士課程修了、博
士課程進学見込み。顕微鏡
で1細胞を研究。
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博士課程1年

School of Science as a Global Hub

Student Round-Table Discussion

いろ見たうえで、自分と雰囲気が合いそう

研究で使っていた分析手法のノウハウを活
かしていきたいと思っています。
依田 僕は博士号までは取ろうと考えてい
ます。アカデミアで基礎研究者になりたい
思いはありますが、どの分野でどういう研
究者を目指すのか、具体的なところはまだ

歴史と伝統ある東大で、
化学を英語で学ぶ
日本の文部科学省の国費留学生として、

国費留学生のプログラムは、来日後の一

教わったのがきっかけです。
「元素で世界

年間、予備教育のカリキュラムがあります。

を見る」だけでなく、
「分子の働きで生命

大学で学ぶうえで必要な日本語力や基礎学

を見る」面白さを感じています。

力を習得するためです。私が通った東京外

大学は留学を第一に考えました。シンガ

も大きな魅力でした。

ポールは大きな発展を遂げていて勢いがあ

東大入学後も、駒場で日本語学習のカリ

化学は高校のときから好きでした。元素

りますが、国土は小さく若い国です。シン

キュラムを履修しました。今では生活して

の周期表を見て、
「元素で世界を見る」面

ガポールの大学教育のあり方や、実際に進

いて日本語で困ることはまずありません。

白さに惹かれました。そのころ好きだった

学した人の話を見聞きして、
「外の世界を

学内でもサポートがとても充実しているの

のは有機化学です。

見て視野を広げたい」
、
「海外で勉強してみ

で、何でも気軽に相談できます。

大学で化学を学び始め、化学への関心は
広島県出身。2012年3月ラ・
サール高等学校卒業。同年
4月東京大学教養学部入学。
同大学理学部生物情報科学
科を経て同大学大学院理学
系研究科生物科学専攻。化
石を愛し、バイオインフォ
マティクスで進化のメカニ
ズム解明に挑む。

もいて、分子生物学や天然物合成について

たい」という思いが強くなりました。

学校が終わると、予習・復習・レポート

留学先の選択で重視したのは、研究力の

作成などの合間には、アルバイトで企業向

化学と物理を選択していました。生物は法

高さです。私自身は応用化学よりも基礎研

けに英語講師をしています。その際とても

則性が感じられず、あまり好きになれませ

究に興味があり、日本の大学の基礎研究力

役に立っているのが、日本語教育センター

んでしたが、今ではその生物学の周辺領域

の高さは魅力でした。日本文化への憧れも

や駒場での日本語習得の経験です。大学も

の化学が面白くなっています。化学科には

ありましたし、国費留学生のプログラムに

オフタイムも、充実した東京生活を送って

領域横断的な研究をされている先生が何人

も通ったので日本行きを決めました。

います。

強まると同時に広がっています。高校では、

09
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理学を修めたあとの道は多様だ。
企業に活躍の場を見つけ、
3人の卒業生に、その 選択 を聞いた。
研究者として生きる。

――日々の仕事で心がけておられることを

す。ここでの物理量には、物理模型が持つ

教えてください。

数理構造が顕著に現れます。このスピン鎖

最も重要な課題は何か、常に考えるよう

模型の数理モデルは、ひも理論や交通渋滞

にしています。理学部で学んだ習慣です。

モデルなど、さまざまな物理モデルに共通

現実のビジネスでは、技術だけを追求して

して見られることが分かっています。

も実用的な解決策は見いだせません。顧客
のニーズや産業動向などにも目を配り、本
――現在の仕事内容を教えてください。

びました。情報科学科やコンピュータ科学

質的な課題を探るようにしています。

――この分野に進まれたきっかけは?

音楽と学問、
2つの道で迷った末に後者を選んだ松井准教授。
「万物を理解したい」
との決意を胸に、
数理物理の道へと進んだ。
その先で直面した困難を、
いかに乗り越えたのか。

数学に関心を持ったのは小学生のころで
す。中学校で物理を習い、世の中の仕組み

モノがインターネットにつながるIoTに

専攻の卒業生は、IT業界のほか、特許庁な

当社の役員のなかに、グループ初の女性

関する研究開発に取り組んでいます。モノ

ど文理をつなぐ分野でも活躍しています。

役員がいます。その方の言葉で印象的なの

が直接インターネットにつながると、産業

勤務10年目のとき、働きながら大学院

や生活のあり方が大きく変わる可能性があ

に進学し、3年かけて博士号を取得しまし

ということ。社内には男性も女性もいて、

数学と物理の中間領域である数理物理を

ります。IoTは広い産業分野と関わる基盤

た。職場や家族の理解、綿密な時間管理が

チャンスも均等ですが、仕事でお客様から

研究しています。物理を学んでいましたが、

技術です。そのなかで、私は製造分野で

必要になりますが、こんな働き方・学び方

の受けが悪いときなど、
「自分が女性だか

実験の結果を見ただけでは納得できない性

具体的な研究対象は、量子スピン鎖と呼

のときは、学問の世界の厳しさを分かって

IoTをどう活用するかを研究しています。

もあります。産休中に子育てをしながら学

らなのか」と、つい引け目を感じてしまい

分で、物理現象の背後にある理論を突き止

ばれる一次元の磁性体です。現代物理学で

いませんでした。
「万物を理解するべく物

製造現場では、物理的なモノと一緒にさ

位をとった友人もいます。私も学位取得時

がちです。気づかないうちに遠慮していな

めたいと、この分野に進みました。

は、原子・分子スケールのミクロな物理現

理を極めたい」という野望に燃え、理学部

まざまなデータが企業間でやりとりされま

には結婚していて、博士号をとった後に女

いか。自分を見つめる視点を持ち続けるよ

物理学科へ進学を決めました。

す。このデータをうまく活用すれば、たと

児を授かりました。

うに気をつけています。

は、
「女性社員は必要以上に謙遜しがち」

を数学で表現できることに感動しました。
進学の際は、幼いころから続けていたピ

――どんな研究をされているのですか?

モデルにはきれいな数学的構造があり、異

アノとの選択で迷いました。音楽は人に感

なる物理現象のなかに同じ数学モデルが見

動を与えられますが、狭き門です。ならば

られることもあります。

学問を極めようと進学を決意しました。そ

物理現象はさまざまな微分方程式に従う

象を量子力学で記述します。原子や分子が

ことが知られていますが、その方程式を解

多数集まると、粒子単体の性質からは想像

大学院で数理物理の分野に進むと、困難

えば製造ラインの無駄を省いて生産効率向

くことは困難です。数理物理は、物理現象

もできない振る舞いを見せます。特に面白

が待ち受けていました。現実世界と乖離し

上が見込めます。ただし、企業間でデータ

を単純なモデルに置き換え、紙と鉛筆で解

いのは、異なる性質を持つ2つの相の境界

た無味乾燥な数式の羅列が、万物の理解と

を共有・活用するには、相互の利益を損な

けるようにする学問と言えます。こうした

点である相転移点の直上で見られる現象で

どんな関係があるのか……。自分の研究に

わないように、データの利用権限などを予
め決めておく必要があります。それが「デ
ータオーナーシップ」と呼ばれる問題です。
情報科学はもちろん、ビジネスの実態や契
約にまつわる法律など、幅広い知識と総合
力が求められる仕事です。
――学生時代はどのような研究をされてい
ましたか?
研究室のテーマはアルゴリズムでした。
アルゴリズムは計算手順のようなもので、

価値を見いだせなくなった時期もあります。

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。
情報科学科卒業
株式会社日立ソリューションズ
技術革新本部 研究開発部
主任研究員

Toshiko Matsumoto

それ如何で計算効率が大きく変わります。
卒論で取り組んだのは、DNAの配列デ
ータを圧縮するアルゴリズムの開発です。

DNAはまったくランダムに並んでいるわ
けではなく、配列には一定の規則性があり
ます。それを計算に入れて、効率的な圧縮
法を開発しました。
――就職を選ばれたのはなぜでしょうか?

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入
社。10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、12年3月
に同博士課程修了。博士（情報科
学）
。

辛抱して研究を続けるうち、多くの学会
物理学専攻修了
数理科学研究科／
理学部数学科兼担

へ足を運ぶようになりました。そこでさま
准教授

Chihiro Matsui

ざまな人に出会い、言語も文化も異なる人
たちが、同じ問題に興味を持って研究して
いることに驚きと感動を覚えました。
研究は孤独な作業ですが、先人たちが積

2007年東京大学理学部物理科卒業、
09年同大学院理学系研究科物理学
専攻修士課程修了、12年同博士課
程修了。同大学院情報理工学系研
究科数理情報学専攻助教を経て17
年より現職。

み上げた理論があり、世界のどこかで同じ
問題と向き合っている人がいる。新しい結
果を一緒に喜べる仲間がいる。無機質だと
思っていた数理物理の世界が、鮮やかな色
彩を持って見えた瞬間でした。数学の問題
が解けたときと似た感覚です。
――学生のみなさんにメッセージを。
積極的に外に出て行って、知らない世界
を見てほしいと思います。人のつながりを
つくり、経験を蓄積していけば、必ず成長
することができます。

理学部を卒業して、大学院に進学せずに

女子学生の皆さんに伝えたいこと。私自

今の会社に就職しました。合併で社名が変

身、物理学科に女子学生がいるのか心配で

わったり、親会社に出向したりはありまし

したが、自分の気持ちを曲げずに本当によ

たが、同じ会社に勤めています。

かった。今の時代はむしろ、
「女性だから

当時の情報科学科は、約8割の人が大学

こそ」優遇されるチャンスもあります。面

院に進学していました。自分の進路を考え

白そうだと思える道に、勇気を持って進ん

たとき、人とは違う道を歩もうと就職を選

でください。
「女性だから」という理由で
できないことはありませんから。

10
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さまざまなアプローチの研究があるなかで、

04

05

進路データ紹介

自分がやりたいと感じたのは生物のデータ
解析でした。メタゲノム解析には、大学院
生のころから取り組んでいます。
プログラミングは中学生のころから親し
んでいました。ただ、高校生まで生物にあ
まり興味はなく、選択は物理・化学でした。
生物学の面白さは、駒場の授業で知りまし
――どのような研究をされていますか?
深海にどんな微生物がいるのかを、メタ
ゲノム解析で調べています。深海の海水や

が、その生態はほとんど解明されていませ

た。理科何類かにかかわらず自然科学科目

ん。名前すらない微生物も数多くいます。

の基礎講義は必修だったので、そのとき生

微生物は、社会で広く応用されています。

物学を初めて本格的に勉強したのがきっか

海底堆積物をJAMSTECの有人潜水調査船

酵母や乳酸菌などは発酵食品に欠かせませ

けです。学科選択には、私の新しいもの好

「しんかい6500」や無人探査機「かいこう」

んし、青カビの代謝産物ペニシリンには細

きの性格も関係しています。私の学年が3

などで採取し、そこに含まれる微生物のゲ

菌を殺す作用があり、抗生物質として利用

期生、学科はまだできたばかりでした。

ノム情報を解析する。深海微生物のゲノム

されています。2015年にノーベル生理学・

――研究職としてJAMSTECを選択された

を対象にしたバイオインフォマティクス研

医学賞を受賞された大村智先生も、その受

理由は? 研究か就職かで悩んだことは?

究です。2018年11月には、深海調査研究

賞理由は、土壌微生物の代謝産物から新規

大学院の研究室に、JAMSTECに在籍さ

船「かいれい」に2週間ほど乗船してサン

の抗生物質を発見したことでした。深海の

れていた人がいて、その人から話を聞いて

プリングの現場を体験してきました。

未知の微生物からも、これらのように社会

面白そうだと。深海を題材にすれば新しい

に役立つ物質が見つかるかもしれません。

何かを発見できそうな気がしました。

深海のサンプル採取は困難で、深海微生
物を調査できる研究機関は世界でも少数で

――なぜメタゲノム解析を?

研究の面白さに惹かれ、研究者の道を志す

以外の道を歩む人も半数近くいます。在学

ようになる学生も多くいます。理学部に

中に研究以外の分野に興味が湧いて別の道

理学部の卒業生は、例年のように約9割

は、国内外で活躍する第一線の研究者がい

を歩み始め、あるいは、理学で学んだこと

が大学院へ進学し、そのほぼ半数が博士課

て、最先端研究を行うためのさまざまな研

を他分野で活かそうとする。民間企業や官

程へと進みます。理学系研究科・理学部

究設備があります。研究者を目指す学生が

公庁への就職、起業など、理学を修めた先

は、組織として研究と教育に重点を置き、

思う存分研究に打ち込める環境が、ここに

輩たちのキャリアは、近年とみに多様に

は整っています。

なっています。

研究者への確かな道筋

「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

博士課程修了者のほぼ半数は研究職に就

理学の先に多様な道が開けるのは、ここ

は、学部の性質上、進学時点で研究者を志

きます。大半が国内外の大学・研究機関に

での学びや経験が、普遍的な力になるから

す学生が多いのが大きな理由のひとつで

職を得るほか、毎年一定数が、狭き門と言

です。日々の研究を通じて磨き上げた、物

しょう。

われる日本学術振興会（学振）の特別研究

事の本質に迫る探究心や論理的思考力は、

員（PD）に採用されます。

変化の激しい現代社会、各方面から強く求

多様化する卒業生のキャリア

められるようになっています。だからこ

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

一方で、修士・博士課程修了後、研究者

Graduates at the Forefront
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メタゲノム解析とは、
環境中の微生物のゲノム情報を
網羅的に調べる研究手法だ。
深海には、
多くの未知の微生物がいる。
平岡氏はその生態解明に挑んでいる。

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。

研究職か就職かについては、生物情報科

す。深さ1万mのマリアナ海溝や海底の地

生物とプログラミングの両方をやりたく

学科ならではかもしれませんが、二者択一

中深くにも多くの微生物が生息しています

て生物情報科学科に進みました。学科には

で考えたことはありません。企業出身の教

2017年実績*

授や、大学からベンチャー企業に移った先
生もいました。研究者か企業かではなく、
生物情報科学科卒業
海洋研究開発機構（JAMSTEC）
海洋生命理工学研究開発センター
特任研究員

どちらも行き来できる。同期の進路もアカ

Satoshi Hiraoka

人もいます。私自身も今は研究を楽しんで

した人もいれば、博士まで行って就職した

域創成科学研究科情報生命科学専
攻修士課程修了、18年同研究科メ
ディカル情報生命専攻博士課程修
了。博士（科学）
。同年より現職。

%

いますが、将来的に民間企業に就職する可
能性も頭のどこかで考えています。

2013年東京大学理学部生物情報科
学科卒業、15年同大学大学院新領

95

デミアと企業とさまざまです。修士で就職

進振りについても、迷う人も多いようで
すが、もっと気楽に考えていいと思います。
私自身はやりたいことが先にあり、それが

東大理学部
卒業
301名

そこでの選択が人生のすべてを決めるわけ
ではありません。自分の興味に従って進路
てくるはずです。

54

49

179名

%

%

※博士課程単位取得後
退学者含む

他大学から
就職・その他

就職・その他

就職・その他

5%

たまたま理学部生物情報科学科でしたが、

を選び、そこで本気で頑張れば、次が見え

325 名

51 %

46%

製造業

40名
IT・
情報通信

学振PD
（国外）

製造業

1名

28名

18名

学振PD
（国内）

12名

官公庁

金融

13名 14名

学術・
研究

7名

12

大学・
研究所など

87

名

IT・
情報通信 学術・
研究 官公庁

6名

5名

5名

教育・
金融 学習支援

4名

4名
*未回答分を除く
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東京大学理学部は、2017年に創設140年を迎えた。明治時代から日本科学の礎を築き、
戦後にはノーベル賞・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。

History of the School of Science

日本の科学、
揺籃の地

え子には1907
（明治40）
年に「うま味」の

学フィールズ賞を受賞した小平邦彦博士

成分を発見した池田菊苗博士
（1864-1936）

である。複素多様体論に関
（1915-1997）

モースが産んだ、
歴史ある施設

には、卒業生で初のノーベル賞を江崎玲於

附属臨海実験所は、神奈川県

奈博士が受賞（物理学賞）
、理由は「半導

理学部は、それぞれの時代に新たな学問

体のトンネル効果の発見」である。21 世

徳川幕府内に暦を司る「天文方」が設立さ

分野を開拓してきた。当初発足した学科に

紀にもノーベル物理学賞の受賞が続いた。

れ、天体観測の技術や知識の蓄積が、後の

次いで、1923
（大正11）
年の関東大震災を

2002年の小柴昌俊博士、2008年の南部陽

理学部に引き継がれた。同年に徳川幕府が

きっかけに地震学科が新設された。1941

、2015年の梶田隆
一郎博士
（1921-2015）

開設した「小石川御薬園」は、理学部設立

（昭和16）
年には地球物理学科へと名前を

章教授（理学系研究科出身）の3名だ。理

東京大学の創設は今からおよそ140年前
（明治10）
年、そのとき理学部も設
の1877
立された。だがその淵源は、さらに200年
（貞享元）
年、
近く遡ることができる。1684

がいる。

（昭和48）
年
する業績が認められた。1973

世界のなかの東大理学部

時に「理学部附属植物園」 となった。

変え、現在の地球惑星物理学科につながる。

1860（万延元）年には、後の化学科の母体

1958（昭和33）年には生物化学科が誕生す

「自発的対称性の破れの発見」
、
「ニュート

となる「蕃書調所精錬方」が、やはり徳川

る。1940年代ごろから米国を中心に分子

リノ振動の発見」で、いずれも素粒子物理

幕府内に設立された。

生物学が急速な発展を見せ、国内の大学で

学における画期的な成果だ。2016年には、

初めて分子生物学を専門に担う学科が設置

理学系研究科出身の大隅良典博士が、
「オー

された。

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。

コンピュータが社会に浸透し始めた1975

由はそれぞれ「宇宙ニュートリノの検出」
、

殖技術を活用し、現在の真珠産

キャンパスにほど近い小石川の

る。三浦市三崎町にあることか

業の基礎を築き上げた。

地にある。
「小石川植物園」の名

イチョウは裸子植物である。

20 世紀に入ると実験所は研

で親しまれ、国の名勝および史

平瀬の発見は、精子を持つコケ

れている。半島は東を東京湾、

究を切り上げたが、約100年の

跡に指定されている本園の素顔

植物やシダ植物と、精子を持た

西を相模湾に面し、実験所は2

時を経て再び両者の交流が始ま

は、植物学の研究・教育を目的

ない被子植物をつなぐ、植物進

つの湾の交わる箇所にある。周

る。御木本氏の生誕150年にあ

とする教育実習施設である。

化の過程を解明する重要なピー

辺海域では世界的にも稀な豊か

たる2008年、ミキモトと東大

な生物相が見られる。

がシンポジウムを開催したの

つ日本最古の植物園だ。1684（貞

このイチョウは、今も生き続

がきっかけだ。

享元）年、徳川幕府が設けた「小

けている。本園ほぼ中央に位置

ら、
「三崎臨海実験所」とも呼ば

実験所では、多様性に富んだ

りは 4.9m、推定樹齢は 300 歳

戦後、三浦市に短い間存在して

京大学設立時に附属植物園とな

にもなる。

トファジーの仕組みの解明」で、初のノー

学・分子生物学・動物分類学・

いた真珠養殖産業を復活させる

り、一般にも門戸を開いてきた。

ベル生理学・医学賞に輝いた。

進化生物学など多岐にわたる。

「三浦真珠プロジェクト」を、東

園内には、台地・傾斜地・低

実験所の始まりは、1886（明

大はミキモトや京急電鉄、地元

地・泉水地などの多彩な地形が

治 19）年にまで遡る。世界有

高校など協力を得て進めている。

あり、さまざまな植物が配置さ

数の歴史を持つ臨海研究施設の

三浦半島を再び真珠で輝かせる

れている。その数、約4,000種。

設立には、我が国の人類学と考

試みが進行中だ。

後に分離して工学部の母体となる）
。

年代に入り、生命を「情報」として捉える

©東京大学宇宙線研究所

も生命科学に大きな影響を与えた。2000

©東京大学大学院数理科学研究科

惑星環境学科につながっていく（工学科は

140年に及ぶ歴史のなかで、理学部は多

物標本と植物学関連図書約2万

モース博士が関わっている。

冊を有し、学内外の多くの植物

れた1877年に来日、理学部動物

栃木県日光市には、
「日光分

学教室の初代教授に就任した。

園」がある（通称「日光植物園」）
。

Takaaki Kajita

的に臨海実験所を設置。日本政

に原子の「土星モデル」を提唱した長岡半

が、世界的な賞の受賞者だ。最初の栄冠は、

1937年 数学科卒業

東京大学特別栄誉教授

府に対して恒久的な実験所の建

が、櫻井博士の教
太郎博士
（1865-1950）

1954（昭和29）年に日本人としても初の数

徳川幕府が
天文方設立

理学部設置
● 数学物理学
及び星学科
● 地質学

徳川幕府が
小石川御薬園を
開設

徳川幕府蕃書調所
精錬方設立

1880年 1881年

帝国大学が
東京帝国大学に改称

1886年 1893年

97年 1901年 02年 07年

物理学科内に
地震学講座
設立

元理学部長

19年

23年

理論物理学科と
地質学科が
実験物理学科が
地質学科と
鉱物学科に分離 物理学科に再統合
星学科が
天文学科へ改称

及び採鉱学科

● 化学科

生物学科が
動物学科と
植物学科に分離
臨海実験所設置

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）

物理学科が
理論物理学科と
実験物理学科に
分離

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

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

小石川植物園ほぼ中央にある大イチ
ョウ。この木を研究材料に、平瀬作
五郎はイチョウに精子が存在するこ
とを突き止めた。

の研究・教育のため、1902 年

1925（大正14）年に御木本氏から東

大に寄贈された養殖真珠。手書きの
メモは理学部の五島清太郎教授によ
るもの。

に設立された。
小石川の本園は、日本の近代

学制変更に伴う
新制の東京大学設立

39年

1941年 47年 49年

1958年

人類学科新設

地震学科が
地球物理学科に
改称

地球物理
観測所設置

1964年 67年

生物化学科
新設

1970年 74年 75年 76年 78年

物理学科が、
物理学科・
天文学科・
地球物理学科に
再び分離

地理学科新設

● 生物学科

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）

設を勧告していた。

東京帝国大学が
東京大学に改称

東京大学が
帝国大学に改組

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

東京では栽培の難しい山地植物

直後、博士は神奈川県下に一時
Kunihiko Kodaira

1877年

研究者が利用に訪れる。

モース博士は、本学が創設さ

くの世界的人材を輩出してきた。その象徴

1860年

さらには、60 万点を超える植

古学の礎をつくったエドワード・

（明治36）
年
山川博士の教え子には、1903

1684年

スとなった。

本園は、世界有数の歴史を持

分野は、発生生物学・細胞生物

展は科学のあり方をも大きく変え、なかで

東京大学創設

ウの精子の発見である。

する大イチョウがそれだ。幹周

び採鉱学科」は、後の地学科、現在の地球

櫻井錠二博士
（1858-1939）
が名を連ねる。

助手・平瀬作五郎によるイチョ

三浦半島の西南端に位置してい

1896年の、理学部植物学教室

に当たる。1877
（明治10）
年、東

理学部は、たしかにその一翼を担っている。

展させる形で生命情報科学科を新設した。

附属植物園本園は、本学本郷

の地でなされたからだ。それは、

石川御薬園」が、その遠い前身

に情報科学科が設立された。情報科学の発

や、
「日本近代化学の父」と呼ばれる
1931）

幸吉氏は、実験所が開発した養

いるのだ。同社創業者の御木本

こうして再開した両者の交流

学科・天文学科の母体であり、
「地質学及

グラムを設置し、2007年には、それを発

学史に刻まれる重要な発見がこ

は、さらなる展開を見せている。

理学のフィールドは世界中にある。東大

源流」と称される山川健次郎博士
（1854-

日本の近代植物学
発祥の地

生に、本実験所が深く関わって

命科学研究を行っている。その

（昭和50）
年には、情報学の研究・教育ため

バイオインフォマティクスを司る教育プロ

る。日本で初めて、世界の植物

（小石川・日光植物園）

海産動物を材料に、最先端の生

「数学物理学及び星学科」は、数学科・物理

創設当時の理学部には、
「日本物理学の

植物学発祥の地としても知られ

附属植物園

変させた地でもある。世界に名
立たる真珠の「ミキモト」の誕

理学部設立時に発足した学科は、
「数学
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三崎は、世界の宝石事情を一

附属臨海実験所

（三崎臨海実験所）

物理学科、
天文学科、
地球物理学科を
物理学科として統合
動物学科と植物学科、
人類学科を
生物学科に統合

地球物理観測所を
地球物理研究施設に
改組

1983年 84年 1990年

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）
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）

情報科学研究所 を
改組し
情報科学科を新設
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）

情報科学研究所設置

99年 2001年 05年 06年

地学科を
地球惑星環境学科
に改称

ビッグバン
宇宙国際研究
センター設置

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
天文学教育研究
センター設置
遺伝子実験施設設置

07年

生物情報科学学部
教育プログラム
設置

アクチュアリー・
統計プログラム
設置
生物情報科学学部
教育特別
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
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Profiles of the Department Chairs

Yoshio Takahashi

Satoshi Ide

Earth & Planetary
Environmental Science

Earth & Planetary Physics

学科長紹介

Mikio Furuta

Masami Hagiya

Kaoru Yamanouchi

Mathematical Sciences

Information Science

Chemistry

Osamu Nureki

Biophysics & Biochemistry
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Satoshi Yamamoto

Tomonori Totani

Tetsuji Kakutani

Shinya Kuroda

Physics

Astronomy

Biological Sciences

Bioinformatics
& Systems Biology

17

