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類は2足歩行を始めて以来、身の回
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をもち、その謎を解き明かすことで生活を豊
かにしてきました。東京大学理学部では、自
然界の根源的な問いに答えるべく、10の学
科で数学、情報科学、物理学、天文学、地球
惑星科学、化学、生物学を学びます。自然界
を支配する理を、アプリオリに受け入れるの
ではなく、そこに潜む原理や真理を実験・観
測・理論的考察をもってとことん探究します。
理学部は学問の礎をつくるところ、工学部

は科学技術の応用（出口）を重視する学問と
いわれますが、両者の異なる側面が、今日の
われわれの生活を豊かにする科学技術を支え
ています。理学の純粋な知的好奇心から始ま
った基礎研究が、最先端技術に応用されて役
立っているものがたくさんあるのです。たと
えば、携帯電話でも利用されているGPSマ
ップは、アインシュタインの相対性理論がな
ければ正確な位置情報を出すことはできませ
んでした。理学は日常生活とも密接にかかわ
る学問だと考えてよいでしょう。

東京大学大学院
理学系研究科長・理学部長

Masahiro Hoshino 
星野 真弘
1981年東京大学理学部地球物理学科卒業。理

学博士。宇宙空間物理学を専攻。米国NASA／

GSFC研究員、宇宙科学研究所助教授などを経

て、1999年より東京大学理学系研究科地球惑星

科学専攻教授。2020 年４月より研究科長・学部

長を兼任。

ようこそ理学部へ

また東京大学理学部では、理学の教育研究
と並行して国際化にも力をいれています。化
学科ではすでに英語で講義を行っております
が、他の学科でも将来世界で活躍できる優秀
な人材を輩出すべく海外派遣や受入れを積極
的に展開しています。多様な文化などグロー
バルな視点もぜひとも体得していただければ
と思います。
皆さんも自然界の不思議に目を向けて、そ
の謎解きに挑戦してみませんか。
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リガクのリガクの

探究探究
「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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諸現象の原理にたちかえり、誰も知らない風景を見る

数学の対象は「量」と「形」であり、それら
の関係や変化を探ることです。数学の方法は強
固な論理に裏付けられており、数学の成果は永
久不変です。数や図形などの「量」や「形」は
人類が太古から理解してきた概念です。数学で
は、具体的な数や量から、その本質を抽出して
研究を進めます。対象の本質を、定義や公理な
どの約束で規定したうえで、論理によって明ら
かにしていきます。これが数学で特徴的な「抽
象性」です。抽象化を経由すると、微積分のよ
うに量の変化を追及することが自然に考えられ
ます。数学の抽象性には、はじめは親しみが持
てないかもしれません。一方で、古代のアルキ
メデス以来、数学は実世界の課題を目覚ましい
方法で解決してきました。数学の抽象性は、実
世界の具体的な課題解決に大きな威力を発揮し
ます。最近では、暗号理論、金融工学への寄与
という事例があります。
「数学」とは、与えられた問題を、習った方
法を使って解くことではありません。数学の
極意は、問題を解くことができる枠組みを構
築し（問題の定式化）、問題を解くために新た
な方法を創造すること（理論体系の構築）に
あります。それには、対象の多様性から本質
を見抜く能力が必須です。こうした数学の特
徴は、多様な現実の課題の解決に重要です。
最近では、数学科出身人材への社会からの需
要と期待もこれまで以上に高まっています。
数学における証明は厳密で、構築された理
論は証明が正しければ、永遠の真理となり時
代が変わっても覆りません。数学の言葉や思
考様式に馴染みがないと、数学の証明は窮屈
に見えますが、慣れればたいへん便利で快適
なものです。なぜならば、数学の議論は国籍
や年齢などに一切関係なくまったく自由で客

年次では、数学の方法を学ぶ訓練として、指導
教員のもと、専門分野を絞った少人数制のセミ
ナーへの参加が必須です。古くて日々新しく、
抽象と具象が常に交差し、深くて意外と間口が
広い数学の世界が諸君を待っています。

山本昌宏 教授
理学部数学科 2020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

知の限界を探究し、
諸現象の原理を解明する
永久不変の学問

観的であり、数学研究の最前線に若くして参
加しうるからです。数学科では、一流の研究
者と世界で堂々と渡り合うための知識や方法
論を学び、将来の数学研究者として、アカデ
ミアのみならず社会の課題を解決する能力を
発展させるお手伝いをします。
数学科では、数学を総体的に習得するために

「代数」や「幾何」、「解析」、「応用数理」とい
った諸分野をまず一通り学びます。数学科の2

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、コンサルティング会
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。

今井 浩 教授
理学部情報科学科 2020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。

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

虎の巻 0706 虎の巻
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自然現象の物理が分かれば、世界は違って見えるかもしれない。 卒業生の進路

常行真司 教授
理学部物理学科 2020年度学科長

Message from Professor

物理学科

変化し続ける
物理学の世界

研究室ダイアグラム

物理学は全ての自然科学の基盤であると同
時に、自然科学の最先端にあってダイナミッ
クに変化し続ける学問です。
歴史を紐解くと、17世紀には古典力学、
18-19世紀には熱力学や統計力学、電磁気学、
流体力学、そして20世紀初頭には相対性理
論と量子力学が確立しました。これらは先人
たちが自然現象の本質を解き明かし、普遍的

宇宙望遠鏡はダークマターの存在を明らかに
し、カミオカンデとスーパーカミオカンデは、
ニュートリノ天文学の幕を開きました。「ア
インシュタインの最後の宿題」と言われた重
力波も2016年に検出されました。また、
最先端の物性計測と理論解析から、次元性や
トポロジーで物質の性質が決定的に変わるこ
とも明らかになりました。非平衡物理や生物
物理、量子情報、AI（人工知能）の利用な
ども大きく進展しています。物理学は今後も
私たちの自然観をより豊かにし、未来社会を
切り拓く原動力となるでしょう。
理学部物理学科には約40名の教授・准教
授・講師が、大学院の物理学専攻には物性研
究所や宇宙線研究所、カブリ数物連携宇宙研
究機構なども加えて約130名の教員が在籍

な概念や法則としてまとめ上げたものです。
産業革命は物理学の発展抜きに語れません。
20世紀には、物質の成り立ちを探る原子

核物理学や素粒子物理学が発展し、原子、原
子核、素粒子と、物質の構成要素が順次明ら
かになりました。磁性や電気伝導のように、
原子が集まることで現れる性質を研究する物
性物理学も生まれました。これらは半導体や
磁気デバイス、レーザー技術と光通信、太陽
光発電や蓄電池、医療用MRI、原子力利用
など、現代社会を支えるさまざまな産業技術
につながりました。
20世紀末から今世紀にかけて開発された

多様な実験・観測装置は、物理学に新たな展
開をもたらしました。例えば走査プローブ顕
微鏡は物質表面の不均一な構造を、ハッブル

ほぼ全員が大学院に進学します。大学院修士課程、博士後期課程の
修了生は、大学、国や民間の研究所、産業界、官庁などに進み、研
究経験や研究で得たスキルと課題解決力を生かして活躍しています。

虎の巻 0908 虎の巻

し、最先端の研究に取り組んでいます。興味
を持てる研究分野が、そのなかからきっと見
つかるはずです。自然界の成り立ちや仕組み
を理解したいという好奇心と探求心にあふれ
る方、曇りのない目と柔軟な発想で自然科学
の新しい地平を切り拓きたい方、あるいは社
会の課題解決に物理学を役立てたい方を、私
たちは心から歓迎します。

（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

History



理学の力で大宇宙の神秘に迫り、そして感じる。

学部卒業生の大部分は修士課程に進学します
が、公務員、教員、一般企業などに就職する学
生もいます。

卒業生の進路

　天文学は、もっとも歴史ある学問のひとつで
す。天文学者というと、望遠鏡で夜空を眺める
浮世離れした人々というイメージをお持ちの方
も多いかもしれません。しかし現代の天文学
は、その研究対象を基礎物理法則の探求や生命
の起源にまで広げ、人類の宇宙理解のフロンテ
ィアを切り拓く、もっともホットな学問分野の
ひとつなのです。
　星や銀河、そして宇宙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
ダークマターやダークエネルギーの正体は？
　われわれの体をつくるさまざまな元素はど
のようにつくられたのか？地球のような生命

戸谷友則 教授
理学部天文学科 2020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

り、幅の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
の口径1m望遠鏡には最近、世界最強レベル
の広視野カメラ「巴御前」が搭載され、突発
天体の謎に挑みます。また、チリ・アタカマ
高地では口径6.5mのTAO望遠鏡の建設が進
んでいます。
　現代天文学の基礎は物理学です。天文学科
生は基礎物理学の講義を履修しつつ、天文学
科の専門科目も履修します。3年次では、観測
実習などで実際に天文観測を行う機会もあり
ます。4年生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。
そこでは最先端の観測データや理論研究に触
れることができます。
　天文学は今後もますます大きな発展が期待
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、世界の天文学を開拓し
ていく優秀な人材を求めています。ぜひ、大
宇宙のロマンに挑戦してみてください。

を育む場所は他にはないのか？こうした根源
的な謎に答えようと、有史以来、人類は宇宙
に思いを馳せ、知の地平を広げてきました。
地動説、相対性理論、ビッグバン宇宙論、系
外惑星など、その例は枚挙にいとまがありま
せん。宇宙を舞台とする壮大なスケールでの
人類の世界観の革新、それこそが天文学の使
命であり存在意義といえるでしょう。
　現代の天文学の最前線では、きわめて微弱
な遠方の天体を検出するために地上の巨大望
遠鏡や人工衛星を用いています。それらに搭
載されるのは最新工学技術を満載した検出器
です。理論と観測が密接に相互作用しながら
発展しているのも天文学の魅力で、観測デー
タを理解するために大規模な数値シミュレー
ションも盛んに行われています。もちろん、
理論でも観測でももっとも重要なのは独創的
で斬新なアイデアです。
　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てお

虎の巻 1110 虎の巻

研究室ダイアグラム

（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

History



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。
　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

　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 2020年度学科長

Message from Professor

地球惑星物理学科

宇宙や惑星のロマンと
地球のリアルに、物理学
で挑戦する。

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。

History

虎の巻 13

研究室ダイアグラム

12 虎の巻



（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

田近英一 教授
理学部地球惑星環境学科 2020年度学科長

Message from Professor

地球惑星環境学科

太陽系・地球・生命の起源
と進化の謎を解き明かし
新しい世界観を構築する

History

虎の巻 1514 虎の巻

理学の眼で地球や惑星の謎を探り、新たな世界観を構築する。

　現在の地球を理解するためには、過去の地
球について学ぶことが役立ちます。それは、
地球がこれまで経験してきた出来事を知り、
私たちが直感的に理解できる日常感覚や経験
を超えた現象を学ぶことで、地球システムの
挙動が初めて理解できるからです。それによ
り、地球温暖化や自然災害などの理解も深ま
り、よりよい予測につながります。太陽系内
外の惑星や小天体について学ぶことも、結果
的に、現在の地球をよりよく理解することに
つながります。
　地球惑星環境学科では、地球や惑星、環境
や生命に関するさまざまな知識や手法を身に
つけるカリキュラムを用意しています。地球
や惑星について学ぶためのさまざまな「講義」
に加え、顕微鏡観察や化学実験、データ解析
などの「実習・演習」が行われます。さらに、
地球を理解するためにフィールドへ出かける
ことも学科の大きな特色です。フィールドで
の学習には、地球を調べる方法を学ぶための
「野外調査」と、地質や地形の多様性を学ぶ
ための「野外巡検」があります。日本では見
ることのできない古い時代や大規模な地質・

地形を観察するため、「海外巡検」も実施し
ています。
　4年次には、各自の関心に応じてテーマを
設定し、卒業研究を行います。専門分野の教
員の指導のもと、独自のフィールド調査や、
最先端の分析装置・計算機などを使った研究
を行うことができます。
　地球惑星環境学科がカバーする対象は多種
多様です。それを理解するために、物理学や
化学、生物学、数理科学などあらゆる知見を
駆使し、フィールド調査や観測、化学分析、
室内実験、データ解析、理論・数値シミュ
レーションなど、多様な手法を用います。さ
らには、太陽系・地球・生命の起源と進化な
ど、純粋な知的好奇心に基づく“基礎科学”か
ら、地球環境問題や自然災害、資源・エネル
ギーなど、社会と密接に関連した分野まで、
大きな広がりを持つことも学科の大きな特色
です。学生のみなさんは、それぞれの得意分
野を活かし、関心に応じたテーマや手法を見
つけることができます。
　地球惑星環境学科で学ぶことによって、皆
さんの地球の見方は必ず変わるはずです。そ
れはきっと、皆さんの世界観をも変えること
になるでしょう。皆さんも地球惑星環境学科
で、私たちが生きているこの世界の成り立ち
について、ぜひ一緒に学びませんか？

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、
就職先は地球・環境・資源などに関わる企業をは
じめとして情報系なども多く、さまざまです。大
学院修了後も、就職先は民間企業から研究機関ま
で多岐にわたります。本学科で理学の基礎や論理
的思考を学んだ学生さんは、どんな分野でも力を
発揮できる人材であると我々は確信しています。

卒業生の進路

研究室ダイアグラム



学部卒業生のほとんどが修士課程に進学しま
す。修士課程修了後、およそ半数が博士課程に
進み、残る半数が企業や研究・教育機関に就職
します。就職先は幅広い分野にわたっています。

卒業生の進路

セントラルサイエンスの世界へ！

　「なぜだろう？」「なんだろう？」‒‒好奇心
と呼ばれるこの心の動きが、理（ことわり）を
追い求める私たちの駆動力です。この好奇心を
もの（物質）に向け、そこから新しいことを
理解しようとする学問が化学です。
　化学は、原子と分子に司られた「理」を追い
求める学問です。その探究の過程で、新しいも
のをつくりだし、さらにそこから新しいことを
見つけ、発展させ得る。それが化学のもうひと
つの特徴です。世の中のさまざまな物質や仕組
みが、原子と分子により成り立っています。そ
のため化学は、物理学や生物学、地球科学など
のさまざまな異分野と深く関係し、そのことか
ら「セントラルサイエンス」とも称されます。

磯部寛之 教授
理学部化学科 2020年度学科長

Message from Professor化学科
原子・分子の世界
セントラルサイエンスへ

　理学部化学科・理学系研究科化学専攻では、
「物理化学」「無機・分析化学」「有機化学」の
3つの分野を基軸とし、体系的な講義と実験
実習を通じて化学研究のフロンティアを開拓
します。さらに、化学を基盤に、学際的な学
問分野を切り開くことができる人材の育成を
目指しています。
　化学科では、学部4年次から卒業研究が始
まり、そこから最先端の研究に携わり始めます。
第一線で活躍する教員、研究者、大学院生に囲
まれながら、知識と熱意・探究心を身につけて
いきます。卒業研究を通じて化学に魅せられた
学生たちの多くは、理学系研究科化学専攻の大
学院修士課程に進学し、さらに専門性を高め、
独創的な研究成果を挙げています。
　国際的に活躍する人材の育成に力を入れて
いることも、化学科の教育の特徴です。化学
科では、海外のトップクラスの大学で2年間

の教育を受けた数名の学生を、学部3年次に
転入学生として受け入れ、すべての講義を留
学生と共に英語で受けられる環境を整えてい
ます。化学科の学生は、中学校・高等学校・
教養学部で学んできた語学としての英語が、
学問を深めるために役立つ実学であることを
実感しながら、将来、国際的な場で活躍する
ための素養を身につけていきます。
　原子・分子の世界が大好きで、その最先端
を開拓している教員、研究者、大学院生が、
化学科で皆さんを待っています。

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

たった一度の人生、やりたいことを貫こう。

濡木 理 教授
理学部生物化学科 2020年度学科長

Message from Professor

生物化学科

生命原理を解き明かし、
医療応用を可能にする
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、
" 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（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。

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、アカデミアの研究職や製薬・食品な
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



（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

研究室ダイアグラム

History

生き物の側から問いを投げかけてくる。

生物学科

塚谷裕一 教授
理学部生物学科 2020年度学科長

Message from Professor

ナマの生き物は、
知恵と驚きの宝庫
　生物学科には今、私たちが学生の頃にはな
かった愛称がある。「りなま」というのがそ
れだ。「理生」と書くらしい。理学部にあって、
ナマの生き物を扱う学科、という意味だろ
う。よく似た学科の、生物化学科や生物情報
学科との違いを端的に表す愛称だと思う。
　時代が移った結果、私たちが学生の頃と今
とは、生物学において使えるテクニックも、
生物学を取り巻く社会情勢も、大きく様変わ
りした。しかしそのなかでも、一貫して変わ

細胞の謎、タンパク質やDNA・RNAの謎。
これらのすべてを一刀両断に解く最終定理は
存在しない。
　したがって、これらの謎はそれぞれのレベ
ル、それぞれの生物について個々に解いてい
くしかない。もちろん、他のレベル、他の種
類にも当てはまる解が見つかることも多いか
ら、謎の数は決して無限ではなく有限だろ
う。だがそれでもその数は実に膨大だ。それ
を解くのは生やさしいことではない。
　それでも解きたくなるのはなぜか。それ
は、生き物の側から問いを投げかけてくるか
らだ。謎にチャレンジし、解を見つけてやろ
うというのは、理学に共通する基本精神だろ
う。生物学科はその精神のもと、生物の謎を
解き続ける舞台である。

らないことがある。生物学科では、ナマの生
物の側から問いかけられてくる謎を解き続け
ているということだ。
　その謎は多岐にわたる。何しろ地球上には
まだまだ名前もついていない生物が膨大にあ
る。生物の本質のひとつは、その多様性だ。
もとは単一の、奇跡的に生まれた単細胞の生
命がさまざまに変化を遂げ、多様性を増して
いったからこそ、「いま、ここ」でその生物
の謎を解こうとするヒトなる生物が生まれた
のだ。その多様性がまず謎を発している。ま
たその多様な生物がそれぞれに発する謎は、
階層性においても実に多様である。地球規模
の謎、日本のような地域レベルの謎、森のよ
うな集合体が発する謎、一つひとつの生命の
個体が発する謎、器官レベルの謎、組織の謎、

20 虎の巻 虎の巻 21

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、それ
以外は企業や研究所へ就職します。

卒業生の進路



ビッグデータで生命医科学を変える。

生物情報科学科
角田達彦 教授
理学部生物情報科学科 2020年度学科長

Message from Professor

生命現象を推理し、
新たな知を創る2つの力

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

研究室ダイアグラム

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や製薬企業・ベンチャー、国
や企業の研究機関、官公庁など多彩です。

卒業生の進路

虎の巻 2322 虎の巻

　生物情報科学は、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」といえます。新しい
手法やアイデアによってバイオ・ビッグデー
タをひも解くことにより、個別の遺伝子やタ
ンパク質の解析に留まらず、生命現象のメカ
ニズムやダイナミクスを統合的に理解し、生
命の根幹とな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、ゲノムや転
写・代謝産物の挙動や多様性の医療応用、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。このどちらが欠けても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
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、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
した生命医科学研究のアプローチを模索したい
人にはきわめて魅力的な学科といえます。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。 



　理学（science）は、自然界の普遍的真理を追究する学問分野です。純粋な知的好奇
心に基づく基礎科学ですので、明日す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、論理的に考
えて自ら解決する能力、さらには結果や問題解決の意義を論理的かつ魅力的にプレゼン
テーション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た
め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複数のプログラム
（理学部学生国際派遣プログラム／海外研究プログラム）や、海外の学生を理学部へ短
期間受け入れて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、生物情報科学
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系研究科附属植物園
（本園、通称：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、楽しみのひとつとなっています。植物園（分園）は日光にもあります。さらに、
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、大隅良典博士（2016）、梶田隆章特別栄誉教
授（2015）、南部陽一郎博士（2008）、小柴昌俊特別栄誉教授（2002）、江崎玲於奈
博士（1973）らのノーベル賞が生まれました。

■　理学の魅力

田近英一 教授
2019年度教務委員長／地球惑星科学専攻 

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、コンピュータ・計算
に関する理論からシステム・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は？サポートや協力体制は？
学科を選ぶときは、いろいろと浮かんでくるたくさんの疑問。
理学部の教員に、「学科を選ぶときのポイント」を聞いてみたー。

■　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
りますが、他学科の講義も受講可能です。また、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年生になると多くの学科で卒
業研究が始まり、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50
％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いえます。大
学院理学系研究科は、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専攻から構成されます。

■　理学部での講義

■　卒業後の進路

数学科 情報科学科
数学科の教育・研究環境は、「駒場キャンパ
ス」にあります。
　数学科は、学部教育組織として理学部に属
していますが、大学院は理学系研究科ではな
く、駒場にある大学院「数理科学研究科」に
なります。独立した大学院で、代数、幾何、
解析という伝統的な純粋数学分野に、応用数
理も加えた数理科学全般にわたる日本最大の
研究拠点を形成し、日本の数学研究をリード
しています。したがって、皆さんが数学科に
進学すると、その後の大学院も駒場キャンパ
スの数理棟という優れた研究環境で、数学に
集中した時間を過ごすことができます。

数学的思考の幅広い応用と職業選択
　数学科には卒業論文の制度はなく、4年生
になると各自の希望に応じた研究室に配属さ
れ、セミナーを通して個別指導を受けること
で卒業の要件としています。
　数学は、厳密科学の典型として、また、科
学の言語として唯一無二の役割を果たしてき
ました。数学が知的な刺激に満ちた独自の発
展を遂げながら、多くの応用分野や理工学・
定量的社会科学で、本質的な役割を演じてき
たことは言うまでもありませんが、近年で
は、計算能力の飛躍的拡大とデジタルデータ
の膨大な蓄積を背景に、それまで無縁と思わ
れていたビジネスや生活の隅々にまで、数学
的思考が有効であることが認識されてきまし
た。このため、社会からの数学科卒業生に対
する期待もかつてないほど大きく、数学科に
進学して研究者や教員という伝統的な職業を
目指すばかりではなく、大変幅広い職業選択
が可能です。数学科は皆さんの参加を待って
います。

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。これまで、梶田隆章宇宙線
研究所長をはじめ4名のノーベル賞受賞者を
輩出してきました。素粒子や宇宙、光や物性、
量子情報、生物物理学を含む広い分野で、物
理学科・専攻は強力なメンバーを擁するとと
もに、2018年度には「知の物理学研究セン
ター」を設立し、物理の立場から深層学習・
人工知能などの新しい分野に積極的に進出し
ています。これらの様々な分野を分けること
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大きな特徴です。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スタイルにあり
ます。

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。学部
生が交流や議論ができるスペースも充実して
います。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構造や歴
史まで、理学の中でも宇宙という最大の研究
対象を持った独立した学科であることが最大
の特徴です。国内でこのような学科を持つ大
学は数箇所しかありません。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。よって、物理学科の中で宇宙を
研究するグループとはもちろん、近年では系
外惑星天文学を通じて地球惑星物理学科、生
物学科との関連も深まっています。その中で
天文学科は東京大学の最も古いルーツである
幕府天文方の流れをくみつつ、最先端の科学
技術を駆使した光赤外天文学、電波天文学や
理論天文学を専門とする様々な研究者が在籍
し、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実現してい
ます。さらに大学院では、重力波、X線天文
学などの研究者も加わり幅広い観測波長、研
究対象をカバーし、天文・宇宙分野では日本
で最大の専攻として世界第一線の研究成果を
生み出し続けています。

カリキュラムと進学選択
　物理学を基礎とするので、物理学科の基礎
科目を修得しつつ、天文学科が開講する講義
や演習・実習を通じて天文学の知識も身につ
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によ
り、質・量ともに充実した宇宙・天文関係の
講義や演習に早くから接することができるこ
と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

虎の巻 2524 虎の巻

的好奇
私た



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
伴う温暖化等の地球環境の変化や気候変動に
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。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
個人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、DNA（遺伝子）、
RNA、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、さまざま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さまざまな視
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
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研究室に所属し、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、
進化してきたのかなど、多様な視点から研究
が行われているのが生物学科の特徴です。

生物学のススメ
　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の特徴を比べよう

※ 学科別の特徴は、2019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。
時弘哲治 教授（数学科）、吉本芳英 准教授（情報科学科）、濱口幸一 准教授（物理学科）、柏川伸成 教授（天文学科）、ウォリス・サイモン 教授（地球惑星物理学科・
地球惑星環境学科）、小澤岳昌 教授（化学科）、西増弘志 准教授（生物化学科）、川北 篤 教授（生物学科）、程 久美子 准教授（生物情報科学科） 虎の巻 2726 虎の巻
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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、知の物理学研究センター
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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