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このような疑問に答えるため制作されました。
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を馳せ、野山に出かけて動植物の多様性に目を見張っ

た経験はだれでも持っていることでしょう。実は私自

身、そのような幼いころの感動がきっかけで理学の道

に足を踏み入れ、今に至っております。理学は自然の

摂理を対象としています。宇宙、物質、生命の中に潜

む謎に挑戦する研究者のプロフェッショナルな集団が

理学部なのです。自然現象は極めて多彩で、それらほ

ぼすべてをカバーする10学科で理学部は構成され、そ

れぞれ先端的な研究を行い、それらに基づいて教育を

行っています。理学の研究・教育活動は研究室の中だ

けには留まりません。標高5640 m地上最高地点にあ

る天文台から水深数千メートルの海底・海溝、そして

極地から熱帯地域まで、理学のプロフェッショナル集

団はフロンティアを目指しています。

　理学は探究心に基づく学問です。そして自然現象の

裏に潜む原理の解明を目指しています。昨今は、役に

立つ研究の方が重視される傾向がありますが、実は一

見役に立たないと思われる理学の研究こそ、人類社会

の活動に強いインパクトを与えてきました。例えば、

ダーウィンの進化論が研究現場だけでなく人々の考え

方を変え、量子論がエレクトロニクスの基礎を築き、

地球の理解が身近な地震、気候温暖化の課題解決に役

立ち、化学や分子生物学の発展が医療革命をもたらし

ました。理学部は息の長い研究と夢を持ってそれに関

わる皆さんをサポートします。

　そしてまた、理学の研究には国境がありません。学

生の皆さんが行う研究成果も英語で世界へ発信される

でしょう。そのための準備として、理学部は様々な国

際交流プログラムを用意しています。異質な文化に触

れ、世界を肌で感じ、世界へ羽ばたけるように全力で

サポートします。

　皆さん、理学部で私たちと一緒に新たな発見を求め

て、理学の世界を探検しませんか。



リガクのリガクの

探求探求
「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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物質の世界

抽象的な
数と形の世界

生命の
ミクロの世界

地球
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実在する現象から遍在する原理を見抜く

数学は長い歴史をもつ学問です。「数」とい
う概念の発見を数学のスタート地点であると
するならば、知的活動とほぼ同時に始まった、
といって過言ではないでしょう。科学の歴史
において、数学の起源と科学の起源は切って
も切れない関係にあり、数学とその他の諸科
学が分離してからも、双方は相互に影響を与
え合いながら発展してきました。たとえば、
物理現象を記述するための数学は、物理とお
互いに大きな影響を与えつつ現在も発展をし
続けている現代数学の大きな課題の一つです。
数学において最も大切なことは、さまざま
な現象からその原因を探り当てるということ
でしょう。これは数学だけではなく、他の自
然科学にも共通することです。現象の原因が
突き止められたなら、それから得られる帰結
を予測し、その正しさを証明することも大き
な役割です。数学における正しさは論理の正
しさに立脚しています。また、物事を説明す
るための概念を構築する、というのも現代数
学の大きな特徴であるといえます。現代数学
における概念の多くは、なぜそのようなもの
を考える必然性があるのか、というところか
ら考えねばならず、しばしば多大の時間を必
要とします。
現代数学は大きく分けて代数学、幾何学、
解析学と分類されていて、扱う対象、研究の
手法も様々です。しかしその境界はあいまい
で、多くの興味ある研究は、それらのいくつ
かにまたがってなされることもしばしばで
す。いろいろなものの関係が見えてくるとき
の発見の面白さが数学をやることの醍醐味と
いえるかもしれません。

とは重要な課題であり、そのための手法を開
発することも数学の大きな役割の一つです。
理学部数学科で行われる講義の多くは19－
20世紀に飛躍的に発展してきた数学に立脚し
ています。これらは現代数学の入り口とも言え、
現代数学を学ぶ上で重要であるのみならず、数
学を他の自然科学に応用していくための素地と
しても重要です。こういった数学を基礎に、よ
り高度な数学を身に着け、数学的な議論を行う
訓練として、数学科では4年生で少人数制の
セミナーが義務づけられています。

寺杣友秀 教授
理学部数学科 2018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

原因の解明、正しさの証
明、手法の開発

また、他の自然科学との関連で考えるなら
ば、たとえば、計算機科学の多くの概念は数
学の考え方に大きな影響を受けていることに
気づくでしょうし、自然科学のみならず、経
済学などの社会現象の解析手法にも数学の考
え方が取り入れられています。社会科学にお
いては、いかに客観的に、普遍的な説明がな
されるか、ということは重要であり、数学は
そのためのなくてはならない言語ともいえま
す。また数理モデルを用いて、未来を予測す
ること、リスクへの対処法などを解析するこ

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
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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。

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。

萩谷昌己 教授
理学部情報科学科 2018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

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。
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アルゴリズム

Vorapong Suppakitpaisarn 平石秀史

離散数学

塚田武志

プログラミング言語

コンピュータシステム

中田登志之
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
本多淳也

機械学習/人工知能

小林直樹

ソフトウエア

吉本芳英
松本正晴

計算科学

相澤彰子

テキスト/自然言語処理

高野明彦

Web

五十嵐健夫
福里 司  

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
福永津嵩

ゲノム情報科学

応用分野

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

History
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大きな夢と、実現する力と、少しの勇気を身につけて！

（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

山本 智 教授
理学部物理学科 2018年度学科長

Message from Professor

物理学科

大きく広がる
物理学の世界

研究室ダイアグラム

現在、世界は経験したこともないさまざまな課
題に直面し、容易に先を見通せない時代を迎えつ
つあります。今、大学生という最も成長できる年
齢にある皆さんが、この時代を生き抜くために求
められていることは、原点に立ち戻って課題を整
理し、その本質を見抜き、それを解決に導く力を
身に着けることです。実は、これはまさに物理学
の方法論です。物理学は、実験と理論を両輪に、
我々を取りまく森羅万象の本質を一つ一つ解き明

大きな役割を果たし、その上に物性物理学、非平
衡物理、生物物理、量子情報などの世界が大きく
発展しつつあります。また、レーザーを駆使した
フォトンサイエンスは、極低温物理の世界を革新
し、超精密な時計を実現し、アインシュタインの
最後の宿題である重力波の検出を成功させまし
た。このように物理学は大きく発展しつつありま
すが、常に一つの謎が解決すると、また新たな謎
が生まれてきます。自然はそれほど深いものです。
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年時には研究室に所属し
て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。

かし、普遍的な法則や概念にまとめ上げてきまし
た。この方法論は、物理学自体を常に深化させる
とともに、天文学、地球科学、化学、生物学など
の理学の分野のみならず、工学、情報学や経済学
の分野にまで対象を広げてきました。今や、物理
学はありとあらゆる科学の基礎とそれらの発展を
支えていると言ってもよいでしょう。同時に、物
事を原点から論理的に考える力は、科学の世界の
みならず、現代社会のあらゆる分野で求められて
いることでもあります。
19世紀末から発展してきた近代物理学は、さ

まざまな実験事実をもとに、物質が分子や原子か
らなることを突き止め、さらに原子核を構成する
素粒子を発見してきました。21世紀に入り、質
量の起源をも解明し、ダークマター、ダークエネ
ルギーの正体にも迫ろうとしています。今や物質
の成り立ちの探求は、宇宙の始まりとつながりつ
つあります。一方、熱力学や統計力学は、対象や
スケールの違いを超えて多様な系を理解する上で

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
横山将志

櫻井博儀
Kathrin Wimmer

安東正樹
日下暁人
馬場 彩
山本 智

酒井広文
佐野雅己

井手口拓郎
岡田康志

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

福嶋健二

金子邦彦
古澤 力

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

例年、ほぼ全員が修士課程へと進学します。修士課程、博士後期課程修
了生は、大学関係や省庁や民間の研究所、産業界をはじめいろいろな分
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。それ
はなによりも現代社会が物理学の方法論を求めているからです。

History

虎の巻 0908 虎の巻

物理学科での学びで、ぜひ大きな「夢」を育ん
でください。自分が成し遂げたいことが見つかる
といいですね。そして、充実したカリキュラムで
鍛えた強い「力」と少しばかりの「勇気」をもって、
その「夢」に向かって自分の道を切り開いて行っ
てください。私たち物理学科の教員は、そのよう
な皆さんを全力で応援します。



多分野と連携し、宇宙の謎に迫る。

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

　天文学は、医学と共に最も歴史ある学問とさ
れています。天文学者の一般的イメージは、望
遠鏡で夜空を眺める浮世離れした人々と思って
おられる方も多いかもしれません。しかし現代
の天文学は、その研究対象に高エネルギー物理
の探求や生物の起源をも包含しつつ、最先端光
工学技術を用いて宇宙のフロンティアを切り拓
く、最もホットな学問分野のひとつなのです。
　実際、宇宙は謎だらけです。宇宙や銀河や星
はいつどのように誕生したのでしょう。宇宙の
大部分を占めるダークエネルギーの正体は何な
のでしょうか。地球のような生命を育む場所は
他にはないのでしょうか？　このような謎に答
えようとして、有史あるいはそれ以前からも、
人類は多くの知見を宇宙から得て、知の地平を
広げてきました。地動説、相対性理論、ビッグ
バン・宇宙（加速）膨張、系外惑星などなど。
　天文学は社会に役立つのか、とよく聞かれま
すが、このような宇宙を舞台とする人類の世界
観の革新こそが天文学の存在意義でしょう。天
文学では、人工衛星では到達し得ない遠方の天
体を研究するために望遠鏡と検出器を用いま
す。それらの技術は近年飛躍的に発展し、天文
学は21世紀においてさらなる発展を遂げると
期待されます。

田村元秀 教授
理学部天文学科 2018年度学科長

Message from Professor

天文学科

人類の世界観を革新する、
天文学の醍醐味

松永典之

田辺俊彦 成田憲保

宮田隆志

梅田秀之 高田将郎

茂山俊和

田村元秀
相川祐理

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

土居 守 廿日出文洋

峰崎岳夫

本原顕太郎

諸隈智貴

［ 恒星 ］

［ 銀河・宇宙論 ］

［ 星間物質 ］

［ 系外惑星 ］
理論

観測

物理学の習得に加えて観測実習など実際に天文
観測を行う機会もあります。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。国内外の望遠鏡やそのデータ
を利用しつつ、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。天文学科では、国内はもとより国際的に
活躍し、将来の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で行われます。天文
学教室には教授4名、准教授4名、助教4名が、
天文学教育研究センターには教授3名、准教授
3名、助教5名が所属し、広い天文学分野をカ
バーできる体制を敷いています。センター附属
の木曽観測所には口径1mのシュミット望遠鏡
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履修しつつ、学科
専門の授業も履修します。3年次では基礎的な

History

虎の巻 1110 虎の巻

研究室ダイアグラム



宇宙惑星のロマンから、天気地震のリアルまで。

学部卒業後、9割近くが修士課
程に進学し、博士課程への進学
者も多くいます。学部・大学院
卒業後に就職する人の進路は、
官公庁、民間企業、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。
いつどのようにして形成されたのか。その未来は
どうなるのか――。私たちが住む地球やその仲間
の惑星には、多くの不思議が残されています。
　明日の天気はどうなるか。大気や海洋の動きは
どのような環境変動を引き起こすのか。地震や火
山噴火は予測できるのか――。地球の活動は、私
たちの暮らしにかかわる不思議も生みだします。
　それらの不思議を、物理的な視点を基礎とし
て、解明しようとするのが地球惑星物理学です。
なかでも活発に研究されているのが、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についてです。さ
らに近年は、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。主なものでも、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やフィール
ドにおける観測、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。
同一対象に異なるアプローチを用いることで、
新たに見えてくる事実もあります。

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。
　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。

井出 哲 教授
理学部地球惑星物理学科 2018年度学科長

Message from Professor

地球惑星物理学科

地球や惑星のロマンと
リアルに物理学で挑戦
する。

　地球惑星物理学科では、駒場の2年次Aセメス
ターと、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年次に
学ぶのは、学問分野の全体像を俯瞰できるように
するための科目です。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年次には、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、火山での地震観測、船舶による海洋観測な
ど、フィールドに出るチャンスもあります。4年

櫻庭 中 佐藤雅彦

［ 核 ］

［ 地殻・マントル ］

［ 海洋 ］

［ 大気 ］

［ 宇宙・惑星 ］

井出 哲

三浦裕亮

佐藤 薫

今村 剛

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

桂華邦裕

生駒大洋

関華奈子

大平 豊

西田圭佑
廣瀬 敬

河原 創

比屋根肇

笠原 慧

吉川一朗

吉岡和夫

橘 省吾

観測・実験
理論・データ解析・
シミュレーション

高麗正史

安藤亮輔
田中愛幸

ウォリス サイモン

河合研志

History
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研究室ダイアグラム



（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

　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。
　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

高橋嘉夫 教授
理学部地球惑星環境学科 2018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。

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。

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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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。

對比地孝亘

須貝俊彦

鈴木庸平
山室真澄
茅根 創
板井啓明

狩野彰宏

飯塚 毅

遠藤一佳
砂村倫成
荻原成騎

田近英一

フィールド

フィールド・分析・モデル

分析・モデル

生命

環境

固体地球惑星
物質科学

固体地球
ダイナミクス
（地震・火山）学

科
星
惑
球
地
体
固

学
境
環
命
生
球
地

安藤亮輔
田中秀実

ウォリス サイモン

小澤一仁

高橋嘉夫
多田隆治
茂木信宏
高橋 聡

関根康人

杉田精司
小暮敏博

廣瀬 敬
橘 省吾



学部卒業生のほとんどが修士課程に進学します。修士課程を修了する
と、およそ半分が博士課程に進み、残る半分が企業や研究・教育機関
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
思いどおりの化学、思いがけない化学　どちらも最高に楽しい！

　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、そのような知的好奇心に
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

塩谷光彦 教授
理学部化学科 2018年度学科長

Message from Professor化学科
化学で拓く未来：基礎から
イノベーションまで

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、総じて物理化学、無機・分析
化学、有機化学に分類されますが、実際の研
究室には、生物学、物理学、電気電子工学、
機械工学、情報科学など、さまざまな専門性
を持つ研究者が集まっています。このことも
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。

関連研究施設施施 等

岡林 潤岡林 潤岡 スペクトトル化学研ルルルルルルルルル 究センター

鍵鍵 裕之鍵鍵 裕鍵鍵 地殻化学実実実実験施設実

小松一生小松一生小松一生小松一生生生 地殻化学地殻化学地殻化学地殻化学地殻化地殻化殻 実験実実実験施設実実

平田岳史平田岳岳史史 地殻化学地殻化学実験施設施設施設施設実験施設施設設

角森史昭角森史史昭昭 地殻化学地殻化地地殻地殻地地殻 実験施設験施設験実験施設

岩崎岩崎純史純 超高超高速強超高超高速超超高超超 光子場科光子場光子場科子子子 学研究セ学学学 ンターンターンンターター

原野幸原野幸治原野幸治野原野幸治治治治野幸治 革新分革新分分子子技術 総技術 総技術 総技術 総技 括括括寄付講寄寄括 座座術技術技術 括寄付講括寄付講括寄付講寄寄括寄付講座座座

鳥居鳥居寛之鳥居寛之鳥居居居寛之之之之 放射性同放射性同性同性同性同同位元素研位元位元位元 研研研研研研研究室究究究究究究元元素研元素元素研研 室

谷川勝至谷川勝至谷川勝至谷川勝至谷川勝谷川勝至勝至勝至 放射性同放射性同放射性同放射性同性同位元位位元素研位元素研研素研研研研研位 究室究究究究室究究元素元素

中村中村栄一村栄中村中村栄村栄 革新分子革革革革新分子子革革新分子革 子技術 総技術術 総技術技術術 括寄付講寄寄括寄付講寄括括 座座座座術 総術 総術 総術術 総

平松光太平松光平平平松光太平 郎郎 スペクスペクトルルルル化学研ルルルル 究センター

固体化学

長谷川哲哲也也
廣瀬 靖靖
近松 彰彰

分析化学

小澤岳昌岳昌
竹内雅宜雅宜
吉村英哲英哲

生物無機化学

塩谷光彦塩谷光彦
田代省平田代省平
宇部仁士宇部仁士
竹澤悠典竹澤悠典

無機化学

西原 寛西
山野井慶徳
草本哲郎
坂本良太坂本良太坂本良太

物理有機理有機化学化学

磯部寛之磯部寛之
佐藤宗太佐藤宗太
藤野智子藤野智子

池本晃池本晃喜

天然物化天然物化天然物化然物物物 学学学

佐竹真幸

有機有機機合成機機機機 化学化学化学化学化化

小林 修小小林林林林林
山下恭弘
宮村浩之宮村浩宮村浩宮村浩宮

生物有機生物有機機機機化学

菅 裕明菅 裕明菅
後藤佑樹藤佑樹樹樹樹樹
加藤敬行藤敬行行行行行行

化学反応学

佃 達哉
小安喜一郎
高野慎二高 郎

構造化学

合田圭介
三上秀治
Cheng Zhenzhou

物性化学

大越慎一大越慎一
中林耕二中林耕
生井飛鳥生井飛

量子化学

山山内 薫
加加藤 毅
帰帰家令果
LLötstedt Erik Viktor
廣廣井卓思
山山田佳奈

無機・
分析化分析 学

有機化機化化学学

物理化学

　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。ネイティブ講師の少人数指導によ
る英語での研究発表や議論の実習に加え、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学部は4年、
大学院は8年となりますが、英語化に関する
最も大きな問題は、英語力そのものにあるの
ではなく、英語を使用することに対する心理
的障壁であることがわかってきました。その
心理的障壁は学部3年生という早い段階で取
り除かれ、大学院に進学する頃には真にグ
ローバルな視点をも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。

虎の巻 17 16 虎の巻

研究室ダイアグラム

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

History



生物化学科設置

現在に至る

1958年

生命の神秘に向き合い夢中になれることをみつけよう

飯野雄一 教授
理学部生物化学科 2018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の二重らせん構
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、
" Depa r tment  of B iophys ics  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（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
ルーや医薬応用さえも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、あるいはタンパク質など
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
テーマとして扱っています。たとえば、「分
子の形やダイナミクス」を通した生体分子の
作動原理。膜タンパク質の形と働きの解明と
医薬への応用。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。この多様性
と呼応してアプローチも多彩です。数理・情
報科学・物理学・化学の理論と生化学・分子
生物学の実験など、それぞれを得意とする
人々が協力して、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。従って、理一、
理二、理三、時には文系からのさまざまな
バックグラウンドの学生の進学を受け入れて
います。

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
佐藤 薫 
村上 遼

（RNA生物学） 

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

吉種 光
（神経機能生化学）

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％ほどが博士課程に進学し
ます。修士・博士のどちらも、就職希望者の
多くは、製薬・職員などの大手企業の研究部
門に就職します。

卒業生の進路

History

虎の巻 1918 虎の巻

研究室ダイアグラム



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。修士課程からは約半数が博士課
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
生き物を、なまで丸ごと理解する。

生物学科

岡 良隆 教授
理学部生物学科 2018年度学科長

Message from Professor

「りなま」で学ぶ
多様な生物学

集団社会

組織器官

細胞

分子

個体

ゲノム

発生

阿部光知
三浦 徹

三浦 徹

塚谷裕一
久保健雄

吉田 学
古泉博之
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

近藤侑貴
遠藤暁詩
塚谷裕一
田中若奈
深澤太郎
三浦 徹

中村遼平

岡 良隆

久保健雄
深澤太郎
三浦 徹

岡 良隆

情報伝達系

角谷徹仁
藤 泰子

神田真司
近藤 修

上園幸史

中村遼平

構造

井原泰雄
大橋 順

理論/情報解析

入江直樹

大橋 順

東馬哲雄
三浦 徹
川北 篤

野崎久義

野崎久義
近藤真理子

入江直樹
上島 励

上島 励
井原泰雄
近藤 修

久保健雄
大橋 順
三浦 徹

塚谷裕一
近藤真理子

角谷徹仁
藤 泰子
大橋 順

進化生理

岡 良隆
朴 民根
神田真司

種子田春彦
寺島一郎
三浦 徹

三好美咲

石田貴文

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

石田貴文
舘野正樹

久保健雄
三浦 徹

History

虎の巻 2120 虎の巻

　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。その名
の通り、私たちは「なまの生き物を丸ごと理解
する」という目的で教育・研究を行っています。
　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。長い歴
史を誇るとともに、もっと大切なことは、ここ
で学んでいるみなさんが楽しみながら「生き物」
について勉強し、研究するということです。
　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（小石川・日光）、
臨海実験所（三崎）等でもおこなわれ、建物の
外に出て直接自然に触れることができます。

　「りなま」では、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
発見が生まれるのです。
　生物学を学ぶに当たって大事なキーワードは
「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、ヒト
も含めた、モデル生物ではない色々な生き物も
研究・学修の対象になります。生物の「多様性」

を忘れないとともに、広く浅く学ぶのではな
く、「生き物の理」を一層掘り下げ深化させて
ください。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
の進路は多岐に渡り、起業家も、官僚も、会社
員・社長もいますし、なかには作家やイラスト
レーターになった先輩もいます。
　興味をもってくれた人は、ぜひ理学部2号館に
来て、「りなま」を自分の「目」で見て、肌で感
じて、進学を考えてもらえたら幸いです。



ビッグデータで生命科学を変える。

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

黒田真也 教授
理学部生物情報科学科 2018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

タンパ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
れら両方の知識と技術を踏まえて、Aセメス

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

システム生物学・
オーミクス

バイオインフォ
マティクス

浅井 潔
木立尚孝 藤井 雅史

岩崎 渉

笠原雅弘

黒田真也

高橋朋子

津田宏治

鈴木 穣

高木利久

森下真一

松井 求

福永津嵩 程久美子

研究室ダイアグラム

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

虎の巻 2322 虎の巻



　理学は、自然界の普遍的真理を追究する純粋科学です。それは、明日直ぐ
に役立つものではないかも知れませんが、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、専門の知識や技術、研究能力だけでなく、自ら問題
を発掘し、その解決方法を考案し、問題解決の意義や結果を論理的かつ魅力
的にアピールする能力が身につきます。

　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。英語コミュニケーション（speakingとhearing）能力の増進を目的と
しており、海外の研究者と英語で交流する際の基盤となる英語力を身につけ
ることができます。
　このほか、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）も実施しています。

　理学部では、本郷キャンパス（物理学科、情報科学科、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。
　このほか、日本各地に附属研究施設があります。本郷キャンパス近くには理
学部附属小石川植物園があり、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。分園が日光にもあります。神奈川県三浦市
には臨海実験所、埼玉県和光市には原子核科学研究センター、三鷹市には天文
学教育研究センター、岐阜県木曽には木曽観測所があります。
　こうした優れた教育・研究環境から、梶田隆章特別栄誉教授（2015）、小柴昌
俊特別栄誉教授（2002）、大隅良典博士（2016）、南部陽一郎博士（2008）、江
崎玲於奈博士（1973）のノーベル賞が生まれたと言えるでしょう。

【 理学の魅力 】

田近 英一 教授
理学系研究科地球惑星科学専攻 2017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」から見てみる。
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しよう。

【 国際化 】

【 教育環境 】

　2年生のAタームから理学部の教員による専門科目の講義が始まります。ここ
では、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
義も受講するなどして、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。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、卒業研究等が始まり、研究者としての一歩を踏み出します。

　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。また、
そのうちの約40％が博士課程に進学します。博士課程への進学率の高さが、
理学部の特徴と言えます。なお、大学院は、物理学専攻、天文学専攻、地球
惑星科学専攻、化学専攻、生物科学専攻の5専攻です。

【 理学部での講義 】

【 卒業後の進路 】

数学科 情報科学科
数学を学んでみませんか？
　数学は諸科学の中でも際だって永い歴史をも
つ学問です。例えば、古代数学のひとつ、バビ
ロニア数学は紀元前１９００年ごろに誕生しま
した。皆さんご存知の「ユークリッド原論」が
編纂されたのも紀元前、しかも近年までわたし
達人類の知性の規範として唯一無二の役割を果
たしてきました。そんなに古い歴史をもつ数学
には未解決問題などもはやほとんど残されてい
ないのではないかと思っている人もいるかもし
れません。しかし現実はまったく異なります。
新たな理解が新たな問題を絶え間なく生み出し
ます。わたしたちはかつてないほど多くのそし
て魅力的な未解決問題に囲まれています。そん
な数学の歴史に次の新たな一頁を加えるのは、
もしかするとあなたかも知れません。
　応用範囲の広さもまた数学の特徴のひとつで
す。自然科学はもとより、工学、経済学、さら
には社会学や言語学などにおいても数学が重要
な役割を担うことは少なくありません。将来他
分野で活躍するためにまず学部時代に数学を学
ぶ、というのもまた賢明な選択のはずです。数
学科の教員にはいわゆる純粋数学以外の分野を
専門とするものもいます。さらに、産学連携等
の活動を通じ、数学の活躍する場をより広げよ
うという試みも積極的になされています。「数
学は喰えない」という考えは、もはや時代遅れ
と言わざるを得ません。

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、生物、情報まで、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。物理学科の最近の話題は、なんと言
っても、専攻の教員でもある梶田隆章宇宙線研
究所長のノーベル賞受賞です。また今後、益々
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。素粒子や宇宙など
の分野だけでなく、光や物性、基礎物理の分野
でも物理学科・専攻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外の他大学には見ら
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、生
実験により、物理学を体型的に学ぶことができ
るとともに、３年生の少人数セミナー、４年生
では研究室に配属されての理論演習や特別実験
などで、マンツーマンの教育を受けることがで
きます。また、サポートする教務、事務、技術
職員、就職担当などのスタッフも充実してお
り、学生へのきめ細やかな対応を行っているこ
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も新設し
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

　理学部では「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。

【 学生支援 】
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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、自然界に存在する原子・分
子から新しい物質・反応・現象に至るまでを対
象として、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
た学生が集う場所です。化学科で研鑽を積んだ
学生は、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
いています。

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。

　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
ディアにより、新たな分野を開拓することで解
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、2年次では駒場
キャンパスで生物学の基礎科目を学びます。生
物学科のカリキュラムは、2年次では駒場キャ
ンパスで生物学の基礎科目を学びますが、3年次
では人類学を主として学ぶA （Anthropology）
系と基礎生物学（動物学・植物学）を主として学
ぶB（Biology）系の2つのコースに分かれます。
主に本郷キャンパスの理学部2号館で、午前中
は講義、午後は実習に取り組みます。講義とし
ては、両系に共通な講義や演習の他、A系とB 
系に独自の講義があります。A系の実習の特徴
としては医学部と連携した人体解剖学実習や野
外での発掘・霊長類行動観察実習、B系の実習
の特徴としては附属臨海実験所や植物園・日光
分園を利用した、動物や植物に直接触れる実習
や、野外実習が挙げられます。4年次には、3
年次での系選択とは関係なく生物学科の3研究
室に配属され、その研究室の特定のテーマで研
究の基礎を学びます。多彩な生物・生命現象を
研究対象とし、分子（ミクロ）からオルガネラ、
細胞、組織、個体、集団（マクロ）のさまざま
なレベルにおいて、その生命現象がどのような
仕組みで発現し、進化してきたのかの研究がな
されていることが生物学科の特徴です。

生物学の奨め
　多彩な研究分野で世界をリードしている多く
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、2017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。
二木昭人 教授（数学科）、五十嵐健夫 教授（情報科学科）、松尾 泰 准教授（物理学科）、梅田秀之 准教授（天文学科）、小暮敏博 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）、大橋 順 准教授（生物学科）、程 久美子 准教授（生物情報科学科）
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Information

本園の小石川植物園は、日本でもっとも古い植物園。栃木県日光市に
は、日光分園がある。

三鷹に本部を置く3分野（電波天文学・銀河天文学・恒星物理学）と、
長野県木曽郡にある木曽観測所、チリ国にあるアタカマ観測所より
構成される。

学生のための海外渡航支援制度

理学部は、多くの学生が海外での研究活動を経験できる支援プログラム
を持っています。まず、学部３・４年生向けには、選抜された優秀な学
生を研究実習（インターンシップ）や短期講座受講（サマースクールなど）
のために２週間から３ヶ月程度の間、海外の大学や研究機関に派遣する
理学部学生国際派遣プログラム（SVAP）を行っています。大学院生に
なるといっきに幅が広がり、多くの学生がヨーロッパやアメリカなど、
世界各国の主要大学・研究所に行くことができます。

こうした支援プログラムは、理学系研究科・理学部で実施しているほか、
数学、物理、地球惑星科学、化学、生物など、理学部の多くの学科・専攻
が関わるリーディング大学院プログラムで行っています。

もちろん、支援プログラム以外でも、海外の現場にフィールドワークに
出かけたり、巨大装置を使用した実験をしに行ったり、国際会議に参加
するなど、ほとんどの研究室では、スタッフが日常的に海外と日本を行
き来しています。留学生も多く、研究室の中に国際的な環境が整ってい
るのも、理学部の特徴のひとつです。

植物園 （本園・分園）

 理学系研究科附属施設 （遠隔地）  キャンパスマップ 

天文学教育研究センター

世界に羽ばたく理学生

通称三崎臨海実験所は、神奈川県三浦半島の西南端に位置し、世界で
もっとも古い臨海実験所のひとつとして設立された。

原子核に関係した、さまざまな研究・教育活動の多くを、埼玉県和光
市にある「理化学研究所和光キャンパス」内の支所で行っている。

臨海実験所 （三崎）

原子核科学研究センター

学科・専攻のほか、本郷キャンパス内にある附属施設でも、教育・研究活動を実施しています。
スペクトル化学研究センター／地殻化学実験施設／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
フォトンサイエンス研究機構／生物普遍性研究機構／宇宙惑星科学機構／素粒子物理国際研究センター（理学部関連全学センター）

 理学系研究科・理学部附属施設 （本郷キャンパス）

本郷キャンパスアクセス

◆ 地下鉄利用

→本郷三丁目駅（地下鉄丸の内線）徒歩10分

→本郷三丁目駅（地下鉄大江戸線）徒歩10分

→湯島または根津駅（地下鉄千代田線）徒歩10分

→東大前駅（地下鉄南北線）徒歩6分

◆ バス利用

◇ 御茶ノ水駅（JR中央線、総武線）

→都バス▼茶51駒込駅、王子駅行／東43荒川土手行

　－東大（赤門前、正門前、農学部前バス停）下車

→学バス▼学07東大構内行－東大（龍岡門、病院前、

　構内バス停）下車

◇ 上野駅および御徒町駅

→都バス▼都02大塚駅前－本郷三丁目駅下車

→学バス▼学01東大構内行－東大（龍岡門、病院前、

　構内バス停）下車

駒場Ⅰキャンパスアクセス

◆ 私鉄利用

→京王井の頭線（吉祥寺方面行）－駒場東大前駅下車

→京王井の頭線（渋谷行）－駒場東大前駅下車
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