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　　　学ってなんだろう。この世界を作っている宇宙、物質、　
　　　生命、さらには数や情報などの理（ことわり）を理解し
ようとする学問です。理学を学ぶ理学部には、数学科、情報科
学科、物理学科、天文学科、地球惑星物理学科、地球惑星環境
学科、化学科、生物化学科、生物学科、生物情報科学科の10
学科があります。そこでは、特有の基礎や解析手法を学びつつ、
とことん実験したり、観察したり、考えたりします。この徹底
した実践をすると、自然は、これまで誰にも知られていない秘
密を見せてくれるようになるのです。

それではこうした個人の楽しみに依存する理学は役に立たない
学問なのでしょうか。理学は、宇宙や物質や生命の根本原理の
理解を通して、私たちの知的生活を豊かにし、科学技術の土台
を支えています。現代社会において、大切なのはグローバルか
つ論理的に考える力で、これは理学をする中で身につきます。
これが、理学部出身者の多様なキャリアパスを生み出している
のだと思います。理学は、最高の楽しみを得つつ、役にも立つ
学問です。さあ、皆さん、理学部で、一緒に理学をしませんか。

理

東京大学大学院
理学系研究科長・理学部長

Fukuda Hiroo
福田 裕穂

Contents

理学部の10学科には、どんな教員がいて何を研究しているのだろう？
10学科の違いやそれぞれの特徴は？

この小冊子は、学部や学科を選ぶ学生の皆様からの、
このような疑問に答えるため制作されました。
理学部進学を考える際の「虎の巻」になれば幸いです。

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。

〈 理学部 〉
理学を学ぶ10学科

　
　　 数学科
　　 情報科学科
　　 物理学科
　　 天文学科
　　 地球惑星物理学科
　　 地球惑星環境学科
　　 化学科
　　 生物化学科
　　 生物学科
　　 生物情報科学科

〈 理学系研究科 〉
理学を深める5専攻

　
 

 物理学専攻
 天文学専攻
 地球惑星科学専攻
 化学専攻
 生物科学専攻
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リガクの

探求
「理学の将来・君の未来」
　
理学部の10の学科は、
君たちが基礎の学問を究め、
高く遠く飛ぶための場を用意している。

伝統と最先端の研究によって、
君たちの可能性を
最大限に発揮してほしい。
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量子の世界

抽象的な
数と形の世界

生命の
ミクロの世界

地球

惑星系

宇宙・銀河系
地球惑星環境学科地球惑星環境学科

生物化学科生物化学科

生物情報科学科生物情報科学科 情報科学科情報科学科

数学科数学科

化学科化学科

物理学科物理学科

天文学科天文学科生物学科生物学科

地球惑星物理学科地球惑星物理学科



美しく体系化された数学を究め、活用し、発展させよう。

数学にはいくつもの側面があります。体系
化された理論を学び、それを土台に新たな理
論の構築を目指す“ 学問 ”の側面。諸科学を
記述する“言葉 ”として、種々の科学のなかで
理論化されていく側面。実社会のさまざまな
営みのなかで“ 実用 ”に供される側面……。
純粋数学独自の理論形成によるだけでなく、
数学はこのように社会の各方面と相互に刺激
し合いながら、躍動感を持って発展し続けて
います。

数学は非常に長い歴史を持つ、さまざまな
学問や技術の基盤となる学問です。数学で得
られる事実には、地域や時代を超えた普遍性
があり、その抽象性は汎用性をもたらしま
す。そのために、あるひとつの定理や方程式
が、物理現象の解明だけでなく、経済現象の
予測にも用いられるなど、多様な領域で社会
を支えることができるのです。また、計算機
の出現に見られるように、数学の成果が文明
を根底から変革することもありますし、現代
社会における金融技術のように、数学が直接
社会に影響を及ぼすこともあります。その傾
向は今後さらに強まることでしょう。

を表現する能力を身につけます。数学を通じ
て身につけられる、高度な論理的思考力と物
事を深く追究する姿勢は、一般社会でさまざ
まな仕事をするうえでも大きな助けとなりま
す。技術が進歩し、社会が複雑化するにつれ、
物事の数理的本質を深く洞察する姿勢がます
ます求められるからです。

数学――その真の醍醐味は、常識を覆すよ
うな斬新な発想から、それまで想像もできな
かったような新理論が生まれ、いまだかつて
誰にも答えられなかった問題が解決されるこ
とにあります。数学とは創造性に富み、驚き
や感動に満ちた営みなのです。

二木昭人 教授

理学部数学科 2016年度学科長

Message from Professor

（東京大学創設）理学部
数学物理及び星学科発足

（帝国大学に改組）数学科

数学物理及び星学科から分離して
数学科発足

（帝国大学令改正）数学科
（理学部改編）数学科
大学院数理科学研究科設置

1877年

1886年

1881年

1919年
1949年
1992年

History

数学科

驚きや感動に
満ちた営み、それが数学

数学科では、19 ～ 20 世紀に発展した現
代数学の基礎を学びます。数理科学研究科大
学院に進学すると、さらに進んだ勉強をし、
研究の道を歩むことができます。数学科では
また、社会で脚光を浴びている高度な数学理
論を学ぶこともできます。たとえば、数理フ
ァイナンスや暗号理論、コンピュータネット
ワーク、数値計算、アルゴリズム開発等コン
ピュータに関わる数理などです。

数学科の教育は、学生自身の発表と質疑応
答を通じ、数学理論を学ぶ少人数セミナーの
講究形式を特徴とします。日々の学習と研究
により、論理を正確に組み立て、自身の考え

研究室ダイアグラム

半数を超える学生が大学院に進学していき
ます。一方で、数学科卒業生の採用を希望
する官庁・企業も多く、統計・年金関連
や、コンピュータ関係、金融関連など多方
面にわたります。最近、数学を必要とする
業種がさらに多様化しつつあり、コンサル
タント会社、暗号開発関連会社などへの就
職もみられます。

卒業生の進路

代数

応用数理

解析

幾何

髙木寛通

小木曽啓示
志甫 淳
今井直毅
寺田 至

川又雄二郎
辻 雄
斉藤義久
松本久義

斎藤 毅
寺杣友秀
高木俊輔
三枝洋一

逆井卓也

金井雅彦
坪井 俊
足助太郎
林 修平

河野俊丈
二木昭人
植田一石
松尾 厚

小林俊行
古田幹雄
河澄響矢
吉野太郎

高山茂晴
山本昌宏
佐々田槙子

中村 周

下村明洋

片岡清臣
平地健吾
緒方芳子
関口英子

河東泰之
舟木直久
木田良才
宮本安人

時弘哲冶

白石潤一

新井仁之
吉田朋広
一井信吾
齊藤宣一

稲葉 寿
WILLOX RALPH
加藤晃史
長谷川立

儀我美一
俣野 博
坂井秀隆

数学科
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目の前の情報技術に飽き足らなければ、ぜひ情報科学科に。

例年、90%の学生が修士課程に進学し、10%が企業などに就
職します。修士課程、博士課程の卒業生は、その大半が学んだ
ことをそのまま発展させられるような職場に就職します。コン
ピュータやITなど情報処理産業や研究機関の中枢での活躍を期
待され、即戦力として採用されるのが当学科、及び大学院卒業
生の特徴です。

理学部附属情報科学
研究施設設立

現在に至る
情報科学科設立

1970年

1975年

卒業生の進路

情報技術が社会に広まり身近になった昨
今、人とコンピュータとの関わりも多様にな
り、コンピュータに触れる機会が確実に低年
齢化しています。情報科学科へ進学する学生
さんのなかには、中学生や、場合によっては
小学生のころから自分でプログラムを書いて
きたという人もかなり増えてきています。

情報科学に携わる身としては、こうした変
化を嬉しく感じると同時に、大きな懸念も抱
いています。大学に入るまでプログラムなど
書いたことがないという学生さんが、情報科
学科への進学を敬遠するのではないかという
懸念です。その人は、たまたま高校を卒業す

ないようなコンピュータを作ること、その上
で動くアプリケーションを構想すること、そ
のための原理を探求することです。情報科学
科の教育カリキュラムもそれを目的に設計さ
れています。そのために、現在の情報技術を
全般的に学ぶことは避けて通ることはできま
せん。未来のコンピュータを作るためには、
現在のコンピュータを使いこなし、そのため
の原理を理解せねばならないからです。しか
し、それは単なる通過点に過ぎません。

情報技術は絶えず〈指数関数的に〉発展し
て来ました。今後も指数関数的に発展を続け
ることでしょう。その発展を見据え、自らも
その発展に関与し貢献するために必要になる
のは、指数関数を直線に置き換えて見通しを
よくする〈対数的な〉目です。それにより、
計算と知能に関する根源的な理解が可能にな
ります。情報科学科は、計算と知能への探求
を情報科学の研究と教育の中心に据え、それ
をもとに未来の情報技術を目指しています。

萩谷昌己 教授

理学部情報科学科 2016年度学科長

Message from Professor

情報科学科

指数関数的な発展を導く
対数的な目

るまでのあいだ、そういう環境に身を置くこ
とがなかっただけのことです。ひょっとした
ら、これまで世界の誰も作れなかったような
新しいプログラムを開発する能力を秘めてい
るかもしれません。情報科学科では、プログ
ラミングをゼロから学ぶ機会も提供していま
す。重要なのは好奇心と学ぶ意欲です。経験
の有無にかかわらず、「コンピュータは面白
そうだ」と感じる学生さんを、情報科学科は
歓迎します。

逆に、生半可にプログラミングの経験があ
ることは、ともすると弱点にもなりかねませ
ん。学期が進むにつれて授業は指数関数的に
難しくなり、経験があるからと油断している
と、授業についていけなくなる恐れがありま
す。

また、プログラミングの知識や技術を身に
つけることが、情報科学のすべてではありま
せん。学問としての情報科学の本当の目的は、
既存のコンピュータやアプリケーションを使
いこなすことではなくて、未来のまだ存在し

情報科学科

基礎分野

アルゴリズム

Vorapong Suppakitpaisarn 蓮尾一郎  
角谷良彦

計算の理論

小林直樹  
塚田武志

プログラミング言語
1011010111100010

1011010111

コンピュータシステム

平木 敬　
加藤真平

須田礼仁

数値計算

今井 浩　
萩谷昌己

新計算モデル

杉山 将  
佐藤一誠

機械学習/人工知能

本位田真一

ソフトウエア

吉本芳英

計算科学

相澤彰子

テキスト/言語処理

高野明彦

Web

五十嵐健夫  
坂本大介

HCI/グラフィックス

宮野 悟
中井謙太　
井元清哉
渋谷哲朗　
山口 類
Ashwini Patil

ゲノム情報科学

応用分野 研究室ダイアグラム

History
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物理学を学んで、自ら考え、道を切り開く人間力を身に付ける。

（東京大学創設）物理学科

理論物理学科、実験物理学科に
分かれる

（帝国大学に改組）物理学科

（帝国大学令改正）物理学科に統合
（理学部改編）天文学科、
地球物理学科、物理学科を
物理学科に統合

物理学科、天文学科、地球物理学科に
分かれる
現在に至る

1877年

1901年
1886年

1919年
1951年

1967年

卒業生の進路

長谷川修司 教授

理学部物理学科 2016年度学科長

Message from Professor

物理学科

物理学を織りなす
「縦糸」と「横糸」

研究室ダイアグラム

物理学とは、実験と理論を両輪に、我々を
取りまく森羅万象を一つ一つ解き明かし、普
遍的な法則や概念にまとめ上げていく学問で
す。その対象は文字通り至るところにありま
す。七色の虹や美しい対称的な形の雪の結晶
などの身近な現象から、宇宙はどのようにし
て出来上がり、この先どうなってゆくのか、
さらにはそれを認識する我々という生命はど
のようにできたのかという壮大な問いまで。
また最近では、経済・社会現象までも物理学
の対象となっています。

解を広げてきました。そして今なお、社会や
テクノロジーにも影響を及ぼしながら、まさ
に現在進行形で「進化」しています。

物理学科では、世界的にも卓越した物理学
者である 40 名近くの教授・准教授・講師が
在籍し、物理学の広い分野をカバーして教育
・研究を行っています。学部３・４年時では、
量子力学、統計力学、電磁気学、相対論など
物理学の基礎となる講義だけでなく、充実し
た実験カリキュラムも用意されており、理論
・演習・実験をバランスよく学ぶことができ
ます。４年時には専門分野で最前線の研究に
触れる機会もあり、大学院での研究へとつな
がっています。

物理学科では、物理学の知識やスキルの習
得を通じ、情報収集力や分析力、論理性、コ
ミュニケーション力、計画性、忍耐力などを
身につけることができます。教員や優秀な同
級生、先輩後輩との交流による切磋琢磨は、

「自分で考え自分で道を切り拓いていける人
間力」を徹底して鍛えてくれます。それらは
研究者に限らず、どんな知的職業でも必要な
基礎的能力です。物理学科でのびのびと学び、
人間として成長して欲しいと願っています。

特に、物質の成り立ちを求める要素還元論
的な物理学は、これまで大きな成功を収めて
います。物質が分子や原子からなること、原
子の中には原子核が存在することを突き止め、
それらを成り立たせている素粒子を発見して
います。今や質量の起源をも解明し、ダーク
マターをはじめとする未知なる粒子にも迫ろ
うとしています。こうした探索の結果、素粒
子の世界が宇宙の始まりとつながることを解
き明かしたのも物理学の大きな成果です。

要素還元論的な物理の方法を物理学の「縦
糸」とすると、異なる現象の関係をつなぎ、
物理学の対象を広げる「横糸」の役割を担う
分野もまた重要です。たとえば熱力学や統計
力学は、対象やスケールの違いを超えて様々
な系に適用でき、それらの上に築かれた物性
物理学や非平衡物理、生物物理、量子情報な
どでは、物理学の対象をさらに拡張しつつあ
ります。このように、物理学の概念や手法は、
縦横に網目のように絡み合いながら自然の理

実験

理論

素粒子物理学

原子核物理学

物性物理学

一般物理学
（フロンティア分野）

相原博昭
浅井祥仁
駒宮幸男
横山将志

櫻井博儀
早野龍五
Kathrin Wimmer

安東正樹
中澤知洋
馬場 彩
山本 智

金子邦彦
酒井広文
佐野雅己
高瀬雄一
能瀬聡直
樋口秀男
湯本潤司

岡本 徹
北川健太郎
島野 亮
高木英典
長谷川修司
林 将光
福山 寛
藤森 淳

濱口幸一
松尾 泰
諸井健夫

大塚孝治
福嶋健二

上田正仁
村尾美緒

小形正男
桂 法称
常行真司
藤堂眞治
宮下精二

須藤 靖
横山順一
吉田直紀

宇宙物理学

物理学科

例年、ほぼ全員が修士課程へと進学しま
す。修士課程、博士課程卒業生は、大学
関係や官民の研究所、産業界をはじめ多
彩な分野で活躍しています。就職希望者
に対しては、就職資料室を設け、就職担
当教員に加えて、専任の職員がアドバイ
スをする体制が整っています。しっかり
したモチベーションがあれば、就職の問
題はありません。

History
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宇宙には無限の可能性がある。君たちの未来のように。

学部卒業生の大部分は修士課程に進学します
が、1割程度の学生は公務員、教員、一般企業
に就職しています。

（東京大学創設）星学科

（帝国大学令改正）天文学科
（帝国大学に改組）星学科

（理学部改編）物理学科
物理学科、天文学科、
地球物理学科に分かれる
天文学科として現在に至る

1877年

1919年
1886年

1951年
1967年

卒業生の進路

　この宇宙は、いつどのように誕生したの
か。宇宙が現在の姿に進化するなかで、地球
はいかにして生まれ、生命を生み出し育むに
至ったのか。そして、宇宙の未来はどうなる
のか――。こうした根源的かつ夢とロマンに
あふれた問いに、果敢に答えようとするのが
天文学です。古今東西を問わず、人類の普遍
的な知的好奇心を満たし、人々に大きな夢を
与える学問。それが天文学です。そのため、
天文学における発見は常に社会に大きなイン
パクトを与えてきました。
　先史時代を含む多くの古代遺跡には、当時
の人類が天体観測を行っていたことを物語る
痕跡があります。農耕を始めた人類は、栽培
に適した時期を知るために空を見上げ、太陽
や星々の動きを観測し、見出した法則性にも
とづき暦をつくり上げてきました。天文学の
学問体系が整備されるようになったきっかけ
は、17世紀に発明された望遠鏡を抜きにし
ては語れません。ガリレオ以降、望遠鏡は肉
眼では見えなかった天体の姿を次々と明らか
にし、知識の集積と体系化が急速に進みまし
た。近年の望遠鏡の技術革新も著しく、新た
な天体現象の発見や観測事実にもとづく新概
念の構築が次々となされており、天文学は
21世紀の科学の中心を担っています。
　天文学科の教育は、本郷の天文学教室と三
鷹の天文学教育研究センターの2つの組織で
行われます（いずれも理学部の組織です）。

尾中 敬 教授

理学部天文学科 2016年度学科長

Message from Professor

天文学科

惑星の誕生から宇宙の
進化までを探る。

松永典之

田辺俊彦

宮田隆志

梅田秀之

柴橋博資

高田将郎

茂山俊和

田村元秀川中宣太

尾中 敬

左近 樹

小林尚人

酒向重行

田中培生

戸谷友則

藤井通子 嶋作一大

河野孝太郎

田村陽一

土居 守

峰崎岳夫

本原顕太郎

諸隈智貴

吉井 譲

［ 恒星 ］

［ 系外銀河 ］

［ 星間物質 ］

［ 系外惑星 ］
理論

観測

天文学科

など、実際に天文観測を行う機会も数多く、
4年になると指導教員について研究グループ
に分かれ、課題研究に取り組みます。いずれ
も天文学の最先端に触れることができます。
　天文学は今後も大きな発展が期待される学
問です。日本の貢献は世界からも評価され、
これからもさまざまな大望遠鏡の建設や観測
衛星の打ち上げを計画しています。天文学科
では、将来こうした計画を担い、さらには新
たな計画を立ち上げ、天文学を開拓していく
若く優秀な人材を求めています。

天文学教室は4名の教授と3名の准教授、5
名の助教が所属し、天文学教育研究センター
には3名の教授、4名の准教授、5名の助教
がいます。学生数は1学年10名を切る小さ
さで、家族的な雰囲気で学部生活を送ること
ができるのも天文学科の特徴です。センター
附属の研究施設として、105cmのシュミッ
ト望遠鏡を持つ木曽観測所があり、学部教育
にも利用されています。
　天文学には物理学の理解が不可欠です。そ
のため、物理学科と同じ授業を午前中に履修
し、学科専門の授業は午後に行われます。3
年次ではかなりの時間が基礎的な物理学の習
得に割かれますが、木曽観測所での観測実習

History
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地 球と惑星、その不思議を解き明かそう。

学部卒業後、大半が修士課程に進学します。年
によっては1割程度の学生が就職を選択します
が、就職先は資源開発系の企業など、さまざま
です。大学院卒業後も、就職先は民間企業から
研究機関まで多岐にわたります。

（東京大学創設）物理学科
（帝国大学に改組）物理学科
物理学科に地震学講座設置

（帝国大学令改正）物理学科

地球物理学科に改組

物理学科、天文学科、
地球物理学科に分かれる

地球惑星物理学科を新設

（理学部改編）物理学科
（物理学、天文学、
地球物理学の3課程）

地震学科として独立

現在に至る

1877年
1886年
1893年
1919年

1941年

1967年

1990年

1949年

1923年

卒業生の進路

　地球や惑星はどのような構造をしているの
か。惑星内部でどのようなことが起きている
のか。こうした星々はいつどのようにして形
成されたのか。地球や惑星の未来はどうなる
のか――。
　私たちが住む地球やその仲間の惑星には、
多くの不思議が未解明なまま残されたままで
す。それらの不思議を、物理的な視点を基礎
として、解き明かそうとするのが地球惑星物
理学です。例えば、固体地球深部の構造、地
震の発生・伝達メカニズム、大気や海洋の循
環、気候変動予測、太陽系や惑星の進化、宇
宙空間でのプラズマ現象などが活発に研究さ
れています。さらに近年では、惑星探査や宇
宙における生命発生の探求などまで研究対象
が広がり、ミクロの世界からマクロな宇宙空
間まで、多様なテーマに取り組んでいます。
多岐にわたる研究対象にアプローチするた
め、研究手法も多様です。代表的なものを挙
げるだけでも、数物的思考に基づく理論計算
や観測データをもとにした解析、さまざまな
機器を使った実験、コンピュータによる大型
の理論解析や数値シミュレーションなどがあ
ります。同一の対象に異なる手法を用いてア
プローチすることで、新たに見えてくる事実
もあります。

　カリキュラムだけでなく、教育・指導体制
も学科独自の工夫をしています。それが「ア
ドバイザー制度」で、学生1人に教員2人がア
ドバイザーとしてつき、履修計画から海外留
学までさまざまな相談に応えられるようにし
ています。
　ぜひ皆さんも、人間活動の基礎でもありフ
ロンティアでもある地球や惑星についてとも
に学び、未だ解き明かされぬ謎に一緒に挑ん
でいきましょう。

升本順夫 教授

理学部地球惑星物理学科 2016年度学科長

Message from Professor

地球惑星物理学科

地球や惑星の生い立ち、
今を理解し、これから
を見据える。

　地球惑星物理学科では、駒場の2年次Aセ
メスター（秋学期）と、本郷に来てからの3
年次に地球惑星物理を学ぶための物理学の基
礎を学びます。2年次Aセメスターに学ぶ科
目は、学問分野の全体像を俯瞰できるように
するためのものです。その後の3・4年次の
カリキュラムは、固体地球、大気海洋、宇宙
惑星など、各分野における専門基礎を体系的
に学べるように構成しています。3年次は、
計算機を使ったプログラミング手法や多様な
装置を扱う実験にも一定の時間を割き、研究
を進めるための基礎的能力を習得します。ま
た、観測手法を体験しながら学ぶ実習では、
国内のさまざまな場所に出かけ、ときには船
で海洋に出て観測するチャンスもあります。
4年生になると、少人数で教員と向き合う演
習や特別研究がカリキュラムの中心になりま
す。先に挙げた地球や惑星に関する数々の不
思議を解き明かすための、研究色の強い学習
内容です。

櫻庭 中

［ 核 ］

［ 地殻・マントル ］

［ 海洋 ］

［ 大気 ］

［ 宇宙・惑星 ］

井出 哲

ロバート・ゲラー

三浦裕亮

佐藤 薫

小池 真

升本順夫

東塚知己

日比谷紀之

田中祐希

星野真弘

横山央明

天野孝伸

生駒大洋

関華奈子

三浦 彰

阿部 豊 西田圭佑

河原 創

比屋根肇

吉川一朗

吉岡和夫

観測・実験
理論・データ解析・
シュミレーション

地球惑星物理学科

高麗正史

安藤亮輔

河合研志

History
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（東京大学創設）地質学科
（帝国大学に改組）地質学科
地質学科、鉱物学科に分かれる

（帝国大学令改正）地理学科が新設

地学科を地球惑星環境学科に改組

（理学部改編）地学科（地質学、鉱物学、
地理学の 3 課程）

現在に至る

1877年
1886年
1907年
1919年

2006年

1949年

地球・惑星・環境の過去や現在を知り、将来を展望する人材を育てる。

　46億年に及ぶ太陽系や地球の歴史は、あ
る事実を私たちに知らしめます。地球や人間
をはじめとする生命は、幾多の奇跡の集積に
よって誕生したものであること。人間の営み
により、自身の生存基盤である地球環境に急
激な変化が起きていること。それは揺るぎな
い事実です。私たち人間が住む地球は、固体
地球－地球表層－大気海洋－生命が互いに関
係し合う複雑なシステムを形成しています。
今の地球で起きている現象を調査・探求する
ことは、この「地球システム」の仕組みの解
明の基礎となります。
　地球環境の将来の姿の予測は、地球の過去
と現在の両面を、地学・化学・生物・物理の
手法を総動員して理学的に探究することでは
じめて可能になります。地球惑星環境学科で
は、それぞれの専門分野に長けた教員と、さ
まざまな夢を持つ学生が一丸となり、地球や
惑星、地球環境とそれらを貫くシステムの理
解に突き進んでいます。
　研究アプローチも多岐にわたります。フィー
ルドワークとそこで得られた観察結果や試料の
詳細な解析、リモートセンシング、室内でのモ
デル的研究、計算機を用いたシミュレーション
など、さまざまな角度から地球や惑星、環境の
実像に迫ります。

高橋嘉夫 教授

理学部地球惑星環境学科 2016年度学科長

Message from Professor

地球惑星環境学科

地球の過去・現在・未来に思いを巡らし、
人生の道標をつかむ。

　学科のカリキュラムは、多様な研究手法を
修得できるように工夫されています。国内3
回と国外1回、それぞれ１週間程度の「野外
調査」は、地球や環境を見る目を養うため、
地層観察、岩石・鉱物・化石の観察と採集を
行い、地形や生態系の理解を深めます。ほぼ
毎日、午後に室内で行う「実習」では、物・
化・生・地の手法の修得を目的とし、顕微鏡
観察、化学実験、数値計算などに取り組みま
す。加えて、それらの理論的基盤となる講義
があり、４年次にはこれらの学習・実習の集
大成として、各自が設定したテーマで卒業論
文を仕上げます。本学科には、学生ごとに机
が割り当てられた学生室があり、必要なとき
は装置や計算機を使い、いつでも教員に質問
できる環境で、学習・研究を進めることがで
きます。
　本学科の特徴は、扱う対象の多様性と、そ
れを貫く普遍性にあります。進路を決めかね
ている人も、本学科で扱う多様なテーマの中
に、必ず自分の好きなことを見出すことがで
きるはずです。本学科で、科学の重要性や面
白さを存分に学びとってください。
　この学問の目指す先は大きく２つ。ひとつ
は、太陽系・地球・生命の起源と進化に迫る

「夢の探求」。もうひとつは、地球環境・資源
・災害などの問題の解決と持続可能な社会の
実現を目指す「安全・安心の追求」です。地
球惑星環境学科で学ぶ皆さんには、これらの
テーマの中から、自分の人生を牽引する大き
な目標を手にすることを期待しています。
46億年から見ればほんの一瞬の我々の人生
を、その目標に向かうことで、キラッと光る
輝きにしていこうじゃないですか。

地球惑星環境学科

對比地孝亘

須貝俊彦

鈴木康平
山室真澄
茅根 創

飯塚 毅

遠藤一佳
砂村倫成
萩原成騎

田近英一

清水以知子

フィールド

フィールド・分析・モデル

分析・モデル

生命

環境

固体地球
ダイナミクス
（地震・火山）

固体地球
物質科学

固
体
地
球
惑
星
科
学

地
球
生
命
環
境
学

池田安隆
田中秀実
小澤一仁

高橋嘉夫
多田隆治
茂木信宏
関根康人
高橋 聡

河合研志

杉田精司
永原裕子
三河内岳
小暮敏博
吉岡和夫
関華奈子

学部卒業後、大半が修士課程に進学します。年
によっては1割程度の学生が就職を選択します
が、就職先は資源開発系の企業など、さまざま
です。大学院卒業後も、就職先は民間企業から
研究機関まで多岐にわたります。

卒業生の進路

研究室ダイアグラム

History
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学部卒業生のほとんどが修士課程へと進学し
ます。修士課程を修了すると、およそ半分が
博士課程に進みます。残る半数が企業や研究
機関に就職します。就職先は非常に幅広い分
野にわたっています。

卒業生の進路

蕃書調所精錬方が東京小川町に発足
（化学教室の発祥）
（東京大学創設）理学部化学科
理学部化学科　本郷に移転

（帝国大学に改組）理科大学化学科

（理学部改編）理学部化学科
化学教室発祥100周年
化学教室発祥150周年

（帝国大学令改正）理学部化学科

1861年

1877年
1885年
1886年

1949年
1961年
2011年

1919年

Central Scienceとしての化学を拓く。

　自然の理（ことわり）を化学の視点から明
らかにしたい――。理学部化学科・理学系研
究科化学専攻には、そういう知的好奇心にあ
ふれた学生が集い、将来の化学研究や化学技
術の発展を牽引する人材として、アカデミア
や社会へと羽ばたいていきます。化学科・化
学専攻では、これまで 150 年以上の歴史を
経て育まれた体系的な講義と実験実習を通し
て、「Central Science」としての化学の視
点を身につけ、より専門的な化学を学ぶため
の基礎学力を養うことができます。
　化学とは、物質とは何かを探求し、そして
自ら新しい物質を創造することのできる魅力
あふれる学問であると認知されています。も
ちろんそれは化学の魅力を端的に表していま
すが、化学の魅力はそれだけに留まりません。
化学により明らかにされた（またはこれから
明らかにされる）普遍的な法則を基盤とする
ことで、物理学、生物化学、地球科学などの
理学系研究分野の発展に寄与できることも

合田圭介 教授

理学部化学科 2016年度学科長

Message from Professor

化学科

基礎からイノベーション
まで化学で拓く

大きな魅力のひとつです。これが、化学が
「Central Science」と位置づけられる所以
です。化学科は、大まかに物理化学、無機・
分析化学、有機化学に分類されますが、実際
の研究室では、生物学、物理学、電気電子工
学、機械工学、情報科学など、さまざまな専
門領域を持つ研究者が集まっています。これ
も化学が理学において中心的な役割を果たし
ていることを示しています。
　このような化学の魅力に惹かれ、学部生の
大部分は大学院に進学しています。大学院で
は、世界トップレベルの充実した環境で先導
的な研究を進めながら、課題設定の能力と解
決力、分野横断的な幅広い視点を身につけて
いきます。大学院での研究成果は、学術の発
展と深化に直接貢献するだけでなく、革新的
な実用へと繋がる場合も少なくありません。
　国際的な感覚をもったリーダーの育成に力
を入れていることも、化学科の教育の大きな
特徴です。ネイティブ講師による英語での発
表や議論実習に加え、海外からの留学生と一
緒に学部のすべての講義を英語で受けられる
環境を国内で初めて用意しました。化学科進
学後に英語で苦労していた学生が、ほどなく
して問題なく授業を理解している姿を見る
と、教員としても頼もしく感じます。講義の
英語化を始めて 2 年となりますが、英語化に
関する最も大きな問題は、英語力そのものに

研究室ダイアグラム

化学科

関連研究施設等

岡林 潤

鍵 裕之

小松一生

平田岳史

岩崎純史

Ilies Laurean

原野幸治

中村栄一

石谷暖郎

井手口拓郎

スペクトル化学研究センター

地殻化学実験施設

地殻化学実験施設

地殻化学実験施設

超高速強光子場科学研究センター

革新分子技術 総括寄付講座

革新分子技術 総括寄付講座

革新分子技術 総括寄付講座

グリーンサスティナブル
ケミストリー社会連携講座

スペクトル化学研究センター

固体化学

長谷川哲也
廣瀬 靖
近松 彰

分析化学

小澤岳昌
竹内雅宜
吉村英哲

生物無機化学

塩谷光彦
田代省平
宇部仁士
竹澤悠典

無機化学

西原 寛
山野井慶徳
草本哲郎
坂本良太

物理有機化学

磯部寛之

天然物化学

佐竹真幸

有機合成化学

小林 修
山下恭弘
宮村浩之

生物有機化学

菅 裕明
狩野直和
後藤佑樹
加藤敬行

化学反応学

佃 達哉
小安喜一郎
山添誠司

構造化学構造化学

合田圭介
三上秀治
Cheng Zhenzhou

物性化学

大越慎一
中林耕二
生井飛鳥

量子化学

山内 薫
加藤 毅
帰家令果
Lötstedt Erik Viktor
廣井卓思無機・

分析化学

有機化学

物理化学

あるのではなく、英語を使用すること対する
心理的障壁であることが分かってきました。
その心理的障壁を学部 3 年生という早い段階
で取り除き、大学院に進学するころには真に
グローバルな視点を持って大きな仕事をする
助けになると信じています。
　化学科・化学専攻では、化学が好きという
気持ちに突き動かされて研究に励む教員と学
生が、皆さんと一緒に感動を共有できること
を心待ちにしています。

History
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生物化学科設置
現在に至る

1958年

不思議だらけの生命。その謎を分子のしくみで解く。

深田吉孝 教授

理学部生物化学科 2016年度学科長

Message from Professor

生物化学科

生命科学を切り拓く
基礎研究の力
　いまから半世紀以上も前、20世紀も後半
に入ると、世界の生物学では爆発的な変化が
起きました。1953年のDNAの二重螺旋構
造の発見や1960年代の遺伝暗号の解明を機
に、生物を分子の働きによって解明する「分
子生物学」が勃興します。それは、20世紀
前半までの生物学とはまったく異なる新たな
分野でした。そのころ、我が国の「分子的な
生物学」の教育と研究を担うことをミッショ
ンとして、理学部にあった化学科のほか、生
物系の学科や物理学科の協力により、生物化
学科が1958年に産声をあげました。

生物化学科は、東大のなかで「せいか」と
いう略称で親しまれています。その本質は、
" Department  of  Biophysics  and 
Biochemistry"という英語名からわかる
ように、多くの謎に満ちた生命現象を、現代
生物学だけではなく、生物物理学（Biophysics）
や生物化学（Biochemistry）の研究手法を駆
使して理解しようとする研究姿勢にあります。
　東京大学には生命現象を扱う学部・学科
がたくさんありますが、他の学科と比較して
生物化学科には２つの特色があります。ひと

つは生命現象の根本的な原理を解明する基礎
研究に特化し、世界最先端の分子レベルの研
究を目指している点です。生命科学のブレー
クスルーは基礎研究からしか生まれないとい
う強い信念を持ち、研究と教育に取り組んで
います。もうひとつは、生物が示す面白い現
象について、それを単に記述するだけではな
く、その背後に潜む仕組みを分子レベルで徹
底的に理解しようとする姿勢です。
　分子生物学のキーワードである「分子」と
は、遺伝子DNA、RNA、あるいは蛋白質な
どの生体高分子化合物のことで、生命体を作
る最小の分子ユニットです。生命体ではこれ
らの分子が物理・化学の基本原理に従って相
互作用しながら、単純な挙動の繰り返しと組
み合わせにより、複雑で多様な生命現象を作
り上げています。不思議な生命現象も、突き
詰めれば分子の挙動で説明できると考えます。
　生物化学科では幅広い生命現象を研究テー
マに扱っています。たとえば、「一分子の形
や挙動」を通した生体分子の作動原理や、
RNAの機能解析を通した「細胞の動態と機
能」、生物リズムをはじめとする行動のプロ
ファイルや記憶学習など「動物の行動を制御
する脳機能」まで。多様な現象にアプローチ
するには、広範な分野の知識や実験手法が求
められます。数理・情報科学・物理学・化学
の理論と生化学・分子生物学の実験を組み合
わせ、生命機能を担う分子群を相互に関連づ
け、ブロックを積み重ねるように生命現象を
理解していきます。

生物化学科

個
体

組
織

細
胞

分
子

濡木 理
 西増弘志
西澤知宏

（構造生命科学）
上村想太郎

島 知弘
（一分子遺伝学）石谷隆一郎

（構造生命科学）

飯野雄一
豊島 有

（分子行動遺伝学）

國友博文
富岡征大

（分子行動遺伝学）

眞田佳門
倉林伸博

（高次生体制御）
名川文清

（分子生物学） 塩見美喜子
石津大嗣 
佐藤 薫

（RNA生物学） 

吉種 光
（神経機能生化学）

深田吉孝 
小島大輔

 清水貴美子
（神経機能生化学）

理論・原理・情報処理 実験・観察

学部卒業生のほぼ全員が修士課程に進学しま
す。そのうち６０％ほどが博士課程へ進学し
ます。修士・博士のどちらも、就職希望者の
多くは、製薬・食品など大手企業の研究部門
に就職します。

卒業生の進路

History
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学部卒業生のおよそ3分の2が修士課程に進
み、残りの学生の多くが他大学の大学院への
進学、医学部への学士入学を選択します。修
士課程からはおよそ半数が博士課程へ進み、
半数が企業へ就職します。

（東京大学創設）生物学科
（帝国大学に改組）動物学科、
植物学科に分かれる

（帝国大学令改正）動物学科、
植物学科
人類学科を設置

（理学部改編）生物学科に統合
現在に至る

1877年
1886年

1919年

1939年
1949年

卒業生の進路

研究室ダイアグラム
「シンカ」は留まらない。

生物学科

　駒場のみなさん、こんにちは。
　理学部生物学科は、学生の間では「り・な
・ま（理・生）」と呼ばれているそうです。
いかにも緩そうな通称ではありませんか。
　その理学部生物学科は、1877（明治10）
年、東京大学創設とともに設置された歴史の
ある学科です。2017年には140周年を迎え
ます。歴史が長いということは誇れることで
すが、もっともっと大切なことは、ここで学
んでいるみなさんが楽しんで、満足して「生
き物」について勉強し、研究できるかという
ことだと思います。
　みなさんが生物学科に進学すると、授業の
多くを、理学部2号館という古いですが趣の
ある建物で受けることになります。また、実
習は理学部2号館に加え、附属施設である植
物園、臨海実験所でもおこなわれます。さら
に、建物から外に出る野外実習も用意されて
います。ピペットマンを置いて野に出るのも

（たまには？）良いかも知れません。

石田貴文 教授

理学部生物学科 2016年度学科長

Message from Professor

「りなま」で学ぶ
多様な生物学

　理学部生物学科、「りなま」はブラックな
学科ではないので御安心下さい。当然です
が、いわゆる「昆虫少年」・「キノコウォッチ
ャー」・「生物おたく」も歓迎です。記事を介
しただけでは、実際の雰囲気や本音は伝わら
ないかもしれません。興味をもってくれた人
は、ぜひ理学部2号館に来てみてください。
自分の「目」で見て、肌で感じて、進学を検
討してもらえたら幸いです。

　「りなま」で学ぶに当たっては、生き物を
見る目を養って欲しいと思います。その目と
は、「先入観を持たずに物事を見る」のでは
なく、「先入観無くして物事を見ることは出
来ないと自覚した目」です。「知」に偏るこ
となく、「識」を高め、あるがままの生き物
の姿を見つめることで、 新たな発見が生まれ
ると信じています。
　生物学を学ぶに当たって、大事なキーワー
ドと考えているのは「進化」です。進化なく
して今の生き物は存在しませんし、生物学も
成り立ちません。「りなま」では多様な生き
物を扱います。その中には、モデル生物と呼
ばれる材料もありますが、モデル生物ではな
い、ヒトも含めた「非純系」の色々な生き物
も研究・学修の対象になります。生物の「多
様性」を忘れないで欲しいと思いつつ、広く
浅く学ぶのではなく、掘り下げ一層深化させ
てくれることを期待します。色々な側面をも
った生物学に接し、共に学んでいきましょう。
ところで、「りなま」を卒業すると、その先
には何があるのでしょう？大学院に進学して
研究者になる？答えはYesです。多くの先輩
が研究者になって活躍しています。が、卒業
生の進路は多岐を究めていて、起業家も、官
僚も、会社員もいますし、中には「ファンタ
ジー作家」、「某国特命全権大使」になった先
輩もいます。

生物学科

集団社会

組織器官

細胞

分子

個体

田嶋文生
井原泰雄

理論

ゲノム

発生

阿部光知

塚谷裕一

吉田 学
古泉博之
塚原達也

入江直樹
古賀皓之
阿部光知

平野博之
近藤真理子
武田洋幸
島田敦子
福田裕穂
伊藤恭子

杉山宗隆
平良眞規
近藤侑貴
遠藤暁詩
田中若奈

中村遼平

上島 励
東馬哲雄

野崎久義

野崎久義
植田信太郎
近藤真理子
入江直樹

進化

邑田 仁
植田信太郎
田嶋文生
井原泰雄
近藤 修

塚谷裕一
近藤真理子
古賀皓之

角谷徹仁
藤 泰子
熊谷真彦
大橋 順

生理

朴 民根
神田真司

種子田春彦
寺島一郎

真行寺千佳子
三好美咲

石田貴文

石田貴文
館野正樹
久保健雄

榎本和生
岡良 隆
矢守 航
國枝武知

古泉博之
冨樫和也
木瀬孔明

神田真司

久保健雄
深澤太郎

岡 良隆

情報伝達系

角谷徹仁
藤 泰子

中野明彦
植村知博
真行寺千佳子
上村想太郎

島 知弘
小口祐伴
白崎善隆
小森智貴

近藤 修

邑田 仁

構造

上園幸史
上村想太郎
島 知弘

小口祐伴
白崎善隆
小森智貴

History
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生命システムを情報の力で読み解く。

生物情報科学科

　生物情報科学とは、遺伝子やタンパク質が
織りなす複雑なシステムとしての生命の構築
原理を、実験科学と情報科学の両面から解き
明かそうとする新しい学問領域です。現代は、
ヒトゲノムプロジェクトに端を発するバイオ
・ビッグデータ時代と言えます。新しい手法
やアイディアによってバイオ・ビッグデータ
を紐解くことにより、個別の遺伝子やタンパ

黒田真也 教授

理学部生物情報科学科 2016年度学科長

Message from Professor

生命を読み解き、新たな
知を拓く２つの目

ク質の解析に留まらず、生命の根幹を支える
新たな原理を見出だすことが期待されていま
す。さらには、ゲノムや代謝産物の個別情報
の医療応用、食物の品種改良、環境問題の解
決をはじめとして、これまでの生命科学研究
とは一線を画した形でも人類へ貢献していく
ことが可能になるでしょう。
　生物学の分野では、水を使う実験研究を「ウ
ェット」、計算機を使う研究を「ドライ」と
呼びます。このどちらがなくしても21世紀の
生命科学を切り開くことはできません。生物
情報科学科では、ウェットとドライの双方を
バランスよく習得できるようにカリキュラム
を設計しています。この両方を、学部教育の
段階で基礎から学ぶのは世界的にも初の試み
で、そのため講義や実験もユニークなものば
かりです。
　2年生の4学期には、ドライの基礎を情報科
学科の学生とともに学ぶ一方で、ウェットと
ドライの基礎を当学科の教員から学びます。
3年生になると午前は専門の講義、午後は実
験という生活が始まります。Sセメスター（春
学期）の月曜午後はドライの実習に、火曜か
ら金曜までの午後は生物化学科の学生ととも
にウェットの実験に取り組みます。それら両

生物情報科学学部
教育特別プログラム
生物情報科学学部
教育プログラム
理学部生物情報科学科
設置
1期生進学

2001年

2006年

2007年

2009年

History

生命現象の
モデル化

大規模生命
データの分析

生物情報科学科

システム生物学・
オーミクス

バイオインフォ
マティクス

木立尚孝 柚木克之

岩崎 渉

笠原雅弘

黒田真也

高橋朋子

津田宏治 鈴木 穣

浅井 潔

高木利久

森下真一 程久美子

研究室ダイアグラム

方の知識と技術を踏まえて、Aセメスター（秋
学期）の午後は、充実した演習室でじっくり
とバイオインフォマティクスの課題に取り組
みます。４年生になると、最初の2ヵ月で3つ
の研究室を自由に選んで体験し、その後、希
望する研究室に配属されて卒業研究に取り組
みます。実習や卒業研究では、計算機資源の
みならず次世代シーケンサを始めとする最先
端の実験機器も使用します。
　生物情報科学という分野自体が若くて新し
く、自らの手で新たな知を開拓するチャンス
が大きく広がっています。ウェットとドライ
の双方を基礎から体系的に学んだ人材は国際
的にも貴重であり、当学科の卒業生が、本領
域のフロントエンドに立って活躍することは
間違いありません。従来の生命科学に満足で
きない人や、時代に即した生命科学研究のア
プローチを模索したい人には極めて魅力的な
学科と言えます。卒業後はほぼ全員が大学院
修士課程に進みます。その後は博士後期課程
に進む学生と就職する学生とにわかれます
が、どちらに進んでも多方面での活躍が期待
されます。

これまでの卒業生のほぼ全員が大学院の修士
課程に進んでいます。その後は大学院の博士
課程に進む学生と就職する学生が半々程度で
す。就職先はIT産業から企業の研究機関な
ど、多彩です。

卒業生の進路
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　理学は、自然界の普遍的真理を追究する純粋科学です。私たちの文明の
基盤を築くとともに、自然観を絶えず深化・発展させてくれます。
　理学部で学ぶことで、専門の知識や技倆、研究能力を得られるだけでな
く、自ら問題を発掘し、その解決法を考案し、問題解決の意義を論理的か
つ魅力的にアピールする能力が身につきます。

　2年生のAタームから理学部の教官による専門科目の講義が始まりま
す。進学が内定している学科の講義はもちろんのこと、理学部の他学科の
講義も受講し、専門を学ぶ上での基礎を固めていきます。3年生からは各
学科の講義が主となりますが、他学科の講義も受講可能です。また、多く
の学科で演習や実習、実験が始まり、午前中は講義、午後は演習・実習・
実験という生活になります。4年生になると、卒業研究が始まり、研究者
としての一歩を踏み出します。

　理学部では、本郷キャンパス（情報科学科、物理学科、天文学科、地球
惑星物理学科、地球惑星環境学科、化学科、生物学科）、浅野キャンパス（生
物化学科、生物情報学科）、駒場キャンパス（数学科）にて最先端の教育
環境を整えています。日本各地にある附属研究施設のうち、本郷キャンパ
ス近くの理学部附属小石川植物園では、毎年5月に学部長主催の教職員学
生交歓会が催され、楽しみの一つとなっています。この植物園の分園は日
光にあります。神奈川県三浦市には臨海実験所、埼玉県和光市にある原子
核科学研究センター、三鷹市の天文学教育研究センターや岐阜県の木曽観
測所など、多くの附属施設と連携して教育と研究に取り組んでいます。こ
れらの優れた教育・研究環境から、梶田隆章教授（2015）をはじめとす
る多くのノーベル賞受賞者や、小平邦彦元教授（1954）のフィールズ賞
などが生まれたと言えるでしょう。

理学の魅力に迫る

長谷川哲也 教授

理学系研究科化学専攻 2016年度教務委員長

工学部情報系との違い
　よくある質問として、工学部の情報系の学
科との違いは何かというものがあります。一
概に答えることは難しいのですが、情報「そ
のもの」を対象として、理論からシステム・
応用までを体系的に学ぶことができる点が特
徴といえます。たとえば、情報科学科では、
計算機のハードウェアの設計から始めてその
計算機のためのコンパイラやアプリケーショ
ンまでを設計実装する実験がありますが、こ
のように計算機をゼロから作り出す経験は他
学科にはない独自のものです。また、工学部
が比較的実用的な応用に重きを置いているの
に対して、理学部情報科学科は原理や理論に
重きを置いているという言い方もできると思
われます。

情報科学科の教育
　情報科学科では、コンピュータ分野の先端
的な研究を手掛けていますが、学部教育にお
いては、その前提となるコンピュータの原理
や、理論的な背景を知り、ものごとを抽象化
してとらえる力、また何もないところからモ
ノをつくれるだけの技術力をつけることを重
視しています。
　土台の部分から勉強することは一見回り道
のように思えるかもしれませんが、卒業後ど
の分野に進んだとしてもこの基礎体力が必ず
役立つはずです。

学科の特徴を比べよう
１０ある学科の特徴を、「別の視点」から見てみた。
他学部との違いは？ほかの学科との違いや協力体制は？
理学部教務委員から、学科を選ぶ時のポイントを紹介する。

理学部の講義

どのような教育環境か

　3年生を対象に、Native speakerによる「科学英語」の授業を開設し
ています。この授業は、英語コミュニケーション能力（speaking ・
hearing）の増進を目的としており、海外の研究者と英語で交流する際の
ベースとなる英語力を身につけることができます。
　また、選抜された学生を海外の大学や研究機関に短期派遣するプログラ
ム（理学部学生国際派遣プログラム）や、海外の学生を理学部へ短期間受
け入れ国際交流を行うプログラム（UTRIP）も用意しています。

　学部卒業後は約80～90％の学生が大学院修士課程に進学します。その
うちの約40％は博士課程へと進みます。博士課程への進学率の高さが、
理学部の特徴と言えます。

国際化する理学とは

卒業後の進路

数学科 情報科学科
数学科に向いている人
　考えることが好きな人、物事を根本から問
い直すことが好きな人、奥深いことを誰にで
もわかる平易な言葉で表現することに喜びを
感じる人が向いています。

数学科の雰囲気
　数学の真理の前には先生も学生も平等なの
で自由な雰囲気です。先生の板書の書き間違
いを指摘するのも大歓迎、人間関係を強要さ
れることはなく、等しく数学の実力で評価さ
れます。

将来の進路
　数学科は進路選択、職業選択の幅の広い、

「つぶしの効く」学科です。研究者や教育者
やアクチュアリーといった伝統的な進路の他
に、近年ではクオンツやデータサイエンティ
ストのような数学を活用した職種が誕生する
など数学者の活躍の場が大きく拡がっていま
す。アメリカの職業評価結果によると数学を
使った職種がトップ10の中にいくつも登場
しています。また物理、生物をはじめとする
理学分野はもちろん、工学、経済学などの多
くの研究分野で高度な数学が使える人材が求
められており、他の分野の研究において数学
を駆使した先端的研究をするために、まず数
学を勉強する、というのも有効な戦略である
と思われます。数学科・数理科学研究科は、
学際的交流、産学連携の活動を活発に行って
おり、将来他分野へ進むことを希望している
人も含め、数学だけではない広い視野を持っ
た学生を歓迎します。また、数理キャリア支
援室が設置されており、キャリア支援が充実
しています。（数理科学研究棟303号室）

物理学科の分野とノーベル賞
　物理学科・物理学専攻は、素粒子から光、
物性、宇宙まで、物理のあらゆる分野を網羅
する、世界でも最大規模の物理学の研究教育
拠点です。物理学科の2015年トピックスは、
専攻の教員でもある梶田隆章宇宙線研究所長
のノーベル物理学賞受賞です。今後ますます
重要となる重力波研究の分野でも、東京大学
は世界に存在感を示しています。そのほかに
も、光や物性、基礎物理の分野でも物理教室
は強力なメンバーを擁するとともに、最近
は、量子情報や非平衡、生物普遍性などの新
しい分野にも積極的に進出しています。これ
らの分野を分けることなく一体的に運営して
いることも、国内の他大学には見られない特
徴です。それを可能にしているのは、物理学
という体系化された学問を共通に学び、それ
を基礎に様々な分野へと展開を行っているか
らです。

物理学科の教育
　物理学科の学生は、充実した講義や演習、
学生実験により、物理学を体系的に学ぶこと
ができます。３年生の少人数セミナーをはじ
め、４年生からは研究室に配属されての理論
演習や特別実験で、マンツーマンの教育を受
けることができます。それらをサポートする
教務、事務、技術職員、就職担当のスタッフ
も充実しており、学生への細やかな対応に心
がけていることも物理学科の特徴です。
　図書閲覧室、自習コーナーも充実してお
り、学部生が交流や議論ができるスペースを
新設しました。物理学科では皆さんを待って
います。

物理学科 天文学科
天文学科の特徴
　様々な天体現象や宇宙そのものの成り立ち

（宇宙論）まで、宇宙を研究対象とする独立
した学科であることが最大の特徴です。この
ような学科を持つ大学は、国内に数箇所しか
ありません。現代の天文学は様々な観測波長
で行われていますが、天文学科は特に光赤外
天文学や電波天文学に重点を置いています。
これに理論天文学を加えた様々な研究者が在
籍しており、「天文・宇宙」 という共通の研
究対象でつながった学科として理想的な環境
を提供しています。現代の天文学は主に物理
学を駆使して宇宙の解明を目指しており、宇
宙物理学という呼び方もほぼ同義で使われま
す。そのため、物理学科の中で宇宙を研究す
る研究室とは、同じ天文学分野として境界が
曖昧になりつつあります。さらには、近年発
展している系外惑星天文学を通じて、地球惑
星物理・環境学科との関連が深まってきてい
ます。大学院の天文学専攻では、国立天文台
やJAXAの研究者とともにX線天文学や重力
波天文学まで分野を広げ、天文・宇宙分野で
は国内外でも最大級の専攻として世界的な研
究成果を生み出しています。

カリキュラムと進学選択
　物理学を基礎としますので、天文学科の学
生は物理学科の基礎科目を修得する一方で、
宇宙・天文分野の研究者となることを目指し
て、天文学科の講義や演習・実習を通じ、知
識を身につけていきます。宇宙・天文分野へ
の進路を決めているなら、天文学科へ進学す
ることで、充実した宇宙・天文関係の講義や
演習に学部教育から接することができるの
は、大きなメリットと言えるでしょう。

Message from Professor

　「学生支援室」を設置し、皆さんの学習面・将来の進路・日常生活の悩
みまで幅広く相談に応じています。また、理工連携キャリア支援室では、
就職や進学に関する相談に幅広く応じています。

学生を支援する
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地球惑星物理学科 地球惑星環境学科 生物化学科化学科
身近な現象の物理を解明する学問　
　地球惑星物理学は、地球や惑星の上で生起
する様々な現象を個別に、あるいは、全体を
１つのシステムとしてとらえ、その物理を解
明する学問分野です。観測・実験・計算機技
術の発展によって、地球表層の大気や海洋、
地球内部の理解の深化が進んでおり、宇宙開
発の発展によって、その対象は太陽系、宇宙
空間、さらには、太陽系外惑星にまで広がっ
ています。

純粋科学と応用科学
　気象や地震の本質を理解して予測し、災害
を減らしたいという欲求は、地球惑星物理学
の大きな動機付けの１つとなってきました。
このように純粋科学と応用科学としての２つ
の側面があることも地球惑星物理学の特色で
す。人間活動が地球全体に影響するようにな
った現代では、応用科学としての対象も、台
風や集中豪雨、地震、火山噴火等に関連した
自然災害のみならず、温室効果気体の増加に
よる温暖化等の地球環境変化や気候変動に及
んでいます。

地球惑星物理学科の教育
　3年生までは、物理学科や天文学科の学生
と一緒に、地球惑星物理学の基礎となる物理
学や数学を中心に学び、学科独自の授業とし
て、計算機や観測、実験などの研究に必要な
技術を実習します。4年生での学びは、地球
惑星物理学そのものが中心となります。特
に、Sタームでは、地球惑星物理学のキーイ
シューを少人数で学ぶ「特別演習」が、Aタ
ームでは、個別指導により最先端の研究に触
れる「特別研究」が行われます。

生物化学科の領域　
　生物化学科は「せいか」という名で親しま
れています。その本質は、"Department of 
Biophysics and Biochemistry"という英
語名からわかるように、物理と化学を道具に
生物を理解しようとする融合領域の学科で
す。

基礎研究と徹底解明
　東京大学には生命現象を扱う学部・学科が
たくさんありますが、他の学科と比較して生
物化学科には２つの点で特色があります。１
つは生命現象の根本的な原理を解明する基礎
研究に特化し、世界最先端の研究を目指して
いる点です。基礎研究からしか真のブレーク
スルーは生まれないという信念があります。
もう１つは、生物が示すいろいろな面白い現
象について、それを単に記述するだけではな
く、背後に潜むしくみを分子レベルから徹底
的に理解しようとする姿勢です。このキーワ
ードである「分子」とは、遺伝子DNA、
RNA、蛋白質などの生体高分子化合物のこ
とで、生命体を作る最小のユニットです。生
命体ではこれらの分子が物理化学の原理に従
って相互作用しながら、単純な挙動から複雑
な営みに至る様々な生命現象を作り上げてい
ます。
　生物化学科では「一分子の形や挙動」、「細
胞の動態」から「生物のリズム」、「動物の行
動、脳機能」まで幅広い生命現象を扱い、数
理・情報科学・物理化学の理論と生化学・分
子生物学の実験の組み合わせにより分子を相
互に関連づけ、ブロックを積み重ねるように
生命現象を理解していきます。

人類の「夢」と「安全・安心」の追求
　地球惑星環境学は、地球惑星や生命の誕生 
と進化の歴史、現在の地球の環境や資源の問 
題などをフィールド調査や化学的・生物学的 
アプローチを基に解明し、地球の将来を展望 
する学問分野です。これらには、人類の「夢」 
を体現したテーマと、人類の「持続的発展（安 
全・安心）」に貢献するテーマの両方が含ま 
れていることが、この分野の魅力です。その 
対象は、空間的には原子レベルから太陽系全 
体にまで広がり、46億年前から未来までの 
長い時間スケールを扱います。

教員と学生が一体となり様々な問題に挑戦 
　地質や地形の調査から明らかにする大自 
然の成り立ち、隕石の分析や惑星探査によ 
る太陽系の理解、生命の誕生と進化の謎、 全
球凍結などの過去の気候変動、環境問題や
資源形成の機構解明などの多彩な分野をカ
バーする多くの教員と、様々な夢を持つ学
生が一体となって、地球が呈示する問題の
解決に挑戦しています。

基礎から応用まで、顔の見える教育 
　地球惑星環境学の基礎となる国内外での野 
外調査、化学分析や遺伝子解析、数値シミュ 
レーションなどの手法を習得する実習や、学 
生自身が選んだテ ーマに主体的に取り組む 
卒業研究などを通じて、大気－海洋－固体－ 
生命が織りなす地球というシステムを様々な 
視点から研究することを学びます。比較的少 
人数の学科であり、教員と学生とが、「互い 
に顔が見える教育・研究」を実践しているの 
も、本学科の大きな魅力のひとつです。

自然の理を化学する
　理学部化学科は、自然の理(ことわり)を化
学の視点から明らかにしたいという知的好奇
心にあふれた学生が集い、将来の化学研究や
化学技術の発展を牽引する人材としてアカデ
ミアや社会へと羽ばたいていく場所です。

化学の基礎から研究最前線まで
　化学科の学生は、これまで150年以上の
歴史を経て育まれた体系的な講義と実験実習
を通して、「Central Science」としての化
学の視点を身につけ、将来より専門的な化学
を学ぶための基礎学力を養うことができま
す。卒業後に大部分の学生は大学院に進学
し、世界トップレベルの充実した環境で先導
的な研究を進めながら、課題設定の能力と解
決力、分野横断的な広い視点を身につけてい
きます。大学院での研究成果は、学術の発展
と深化に直接貢献するだけでなく、革新的な
実用へと繋がる場合も少なくありません。

世界に羽ばたくために
　化学科では国際的な感覚をもったリーダー
の育成に力を入れていることも、教育の大き
な特徴です。ネイティブ講師による英語での
発表や議論実習に加え、海外からの留学生と
一緒に学部のすべての講義を英語で受けられ
る環境を国内で初めて用意しました。
　化学科では、化学が好きという気持ちに突
き動かされて研究に励んでいる教員と学生
が、皆さんと一緒に感動を共有できることを
待っています。

生命原理システムを解明する
　ビッグデータ時代の到来に伴う、生命科学
のもっとも華々しい時代を支える新しい学問
領域、その最先端を切り開くのが生物情報科
学です。遺伝子やタンパク質の個別の機能を
解明しようとする従来型の生命科学の枠にと
らわれず、それらが織りなすシステムとして
の生命原理を、大規模計測装置や計算機とい
った先端的技術を利用して、これまでにない
新しいアイディアで解明していきます。本学
科は、そのための人材を基礎から教育する学
科として、世界に先駆けて設立されました。

生物情報科学科カリキュラム
　本学科のカリキュラムのいちばんの特色
は、何と言っても生命科学（ウェット）と情
報科学（ドライ）の両分野を学ぶ点です。こ
れまでは対局にあると考えられていた両分野
を俯瞰する新たな視点から、ウェットもドラ
イも身につけることができるユニークな講義
や、実験・演習が用意されています。そのた
めの教育体制として、理学系研究科生物科学
専攻、新領域創成科学研究科メデイカル情報
生命専攻、情報理工学系研究科コンピュータ
科学専攻に属する教員が連携してそれぞれの
専門的教育に携わるという研究科横断的体制
をとっています。

大学院への進学
　大学院進学の選択もはば広く、学内のさま
ざまな専攻（大学院）、他大学さらには海外
へ進学する学生もいます。また、生物情報科
学分野の人材は国際的にもまだまだ少なく、
学術領域はもちろん官公庁や産業界などの多
様な分野へ就職しています。

生物学科
生物学科カリキュラム
　生物学科のカリキュラムは人類学を主とし
て学ぶA (Anthropology) 系と基礎生物学
を主として学ぶB (Biology) 系の2つのコー
スに分かれます。
≪2年次≫　進学内定後の2年次Aセメスター
ではA系・B系の区別はなく、遺伝学・分子
生物学・進化生物学などの、生物学の基礎的
な講義「選択科目」を学びます。
≪3年次≫　3年次は基本的に午前中に講義、
午後は実習があります。講義では学科全体に
共通な講義・実習「選択必修科目」の他に、
A系とB系に独自の実習「必修科目」や、講
義・少人数講義「選択科目」があります。実
習では生物学の基礎的実験技術を学びます
が、A系の実習の特徴は、医学部と連携した
人類解剖学実習、B系の実習の特徴は、理学
部附属臨海実験所や理学部附属植物園や日光
分園を利用した、様々な動物や植物と直接触
れ合う実習があります。
≪4年次≫　4年次の「生物学科特別実習I・II
・III」では3年次のA系・B系選択とは関係な
く、生物学科の3研究室に順に配属され、そ
の研究室の特定のテーマで研究し、研究の基
本（研究の進め方・実験技術・文献の読み方
の修得）を学びます。

生物学の奨め
　生物学科では多彩な研究分野で世界をリー
ドしている、約50名の研究者が教育に携わ
っており、手厚い丁寧な教育を受けることが
できます。生物学科に興味のある方は是非、
総合科目E「現代生物学」を履修して下さい。
13名の教員が各専門分野の基礎と最先端を
紹介します。

生物情報科学科

学科の特徴を比べよう
※ 学科別の特徴は、2015年度理学部教務委員会の先生方にご協力いただきました。
石井志保子 教授（数学科）、五十嵐健夫 教授（情報科学科）、小形正男 教授（物理学科）、戸谷友則 教授（天文学科）、佐藤 薫 教授（地球惑星物理学科・地球惑星環境学科）、
佃 達哉 教授（化学科）、石谷隆一郎 准教授（生物化学科）、平野博之 教授・久保健雄 教授（生物学科）、程久美子 准教授（生物情報科学科）
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東京大学大学院理学系研究科・理学部
広報委員会・教務委員会

〒113－0033
東京都文京区本郷7－3－1

kouhou@adm.s.u-tokyo.ac.jp
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