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当学科では多くの教員が多彩な研究を行っており、P3～ 5に挙げた12のテー
マ例にもその特徴が良く表れています。基本は生命・電気・電子・情報の４領
域４頂点で、それぞれの頂点を深く極めるテーマもあれば、二つの頂点を組み
合わせた辺に位置するテーマもあり、また三つの頂点を必要とする面に相当す
るテーマや、四頂点全てを融合させたこの学科ならではのテーマもあります。
各頂点で得られた理論・技術を組み合わせることで融合領域へ展開し、また融
合領域で得られた豊富な事例を集約させることで各頂点を結晶させます。私た
ちは知に対して貪欲であり続けたいと願っています。

様ざまな研究フィールド

なぜ
生命科学と電気電子情報か

各研究テーマの4領域の
アイコン上の★は、そのテー
マがどの辺りの領域に位置
するかを示しています。

今、時代を支えているキーサイエンス、キーテクノロジーには、
生命科学、環境エネルギー、ナノテクノロジー、情報通信、といった分野があります。

これらの分野はいくつもの科学技術が密接に絡みあい、相互に高めあって発展しています。
こうした傾向は今後、ますます加速するでしょう。

「生命体は電子の流れを仲立ちとした情報体」であることをもとに、
本学科・専攻は生命科学と電気電子情報とを融合して、

これら各領域を深く極めるテーマにも、複数の領域を組み合わせたテーマにも挑戦しています。

学ぶ目標がはっきりと見えている人にも、これから、学びたいことを探し始める人にも、
複数の領域が立体的におりなす教育プログラムは、先端研究との出会いをさまざまな角度から可能にしています。

「将来の夢は何ですか？」
これまで考え続けてきた問いへの答えはここでの学びを通して、きっと見つかるはずです。

みなさんの夢を実現するために、異なる分野の最先端で活躍する
優秀な20名あまりの教授陣がお手伝いします。

医・薬・理・工にわたり、卒業生が活躍する場は無限に広がっています。
幅広い専門知識と豊かな創造力を育み、世界の第一線へと羽ばたいてください。

生命体は電子の流れを仲立ちとした情報体

？
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社会を支えるシステム制御
人やセンサが得た情報や知

見を上手に共有して

新たな価値を創出する社会
をデザイン

世の中にあるエネルギーや社会インフラは、自然原理で動
く環境や実物、人の意志とデジタル空間を融合したサイバー
フィジカルシステム（CPS）で構成されています。高度化し
たCPSを支えるためには要素技術の性能向上だけでなく、常
に全体最適を導くシステム化が不可欠です。特に、リアルタ
イムの判断では人やセンサが得る情報や知見を上手に共有し
て分散協調的に実装することが必要です。社会的イノベーショ
ンをもたらすCPSの制御技術の確立を目指して、実学に基づ
くシステム制御の基盤理論構築と応用研究を推進しています。

CPSの一例であるスマート環境モニタリングシステムを用いた土砂崩れの
捕捉。カメラは分散的な情報処理と近傍との情報交換によって自律的に
動作し、協調的に土砂崩れ発生個所を重点的かつ広範囲に捉えようとす
る様子を実験で示している。情報運用者は統合された映像だけを利用し
て、適切な判断を迅速に下すことが可能となる。

生体が発する様ざまな信
号を計測し

日常生活をサポートする技
術への応用を目指す

　脳の神経細胞や体を動かす筋肉細胞が活動するとき、いろ
いろなイオンが移動して電流が流れます。このため私たちの
体からは無数の電気的・磁気的な信号が出ています。この信
号を解析することができると様ざまな工学的応用が可能とな
ります。
　例えば、睡眠時の心電の変動から睡眠の状態を推定したり、
筋電から体の動きを捉えてロボットの操作を行ったり、脳波
から人間の意図を推測してコンピュータの操作を行ったりと
いった応用が考えられています。

脳が活動すると微弱な電気信号が発生する。これは脳波と呼ばれる
生体信号であり、写真のように頭部に電極を装着し、脳波計を用い
ることで測定できる。計測した脳波を解析することで人間の意図を
推測し、機器のコントロールなどに応用することができる。

AI と確率的情報処理
AI の動作を理論的に

追求する

より安心・安定・高性
能な知能をつくる

　近年、AI が道路状況を判断して自動運転したり、人に関
わる膨大な属性、行動データから社会問題の原因を探ったり
することが可能になってきました。これらは、3年生頃に学
ぶ信号処理、情報理論、パターン認識などの講義で学ぶ技術
が基礎となって作られています。また、綺麗なグラフィック
スを描くためのGPUが高速計算に利用され、人間の脳を凌
駕する性能を発揮できることもあります。このような面白い
研究ができる丁度良い時代に産まれた私たちは、とても幸運
だと感じます。

左図：指定物体の自動追跡を行っている様子。右図：脳の神経回路
を模してディープニューラルネットワークを組んで画像・音声処理
をしたり、膨大なデータから因果関係グラフを推定したりできる。

太陽光発電
環境にやさしいエネル

ギー供給で

持続可能な社会の実現
を目指す

　産業革命以降、人類は化石燃料を大量に消費することで豊
かな社会を築き上げてきました。しかし、化石燃料は有限で
あると同時に、その大量消費の代償として、地球温暖化、そ
れに伴う異常気象などによる被害が近年顕在化しています。
自然エネルギーをはじめ、化石燃料の代替エネルギー開発は、
未来への持続可能な社会の実現に不可欠な最重要課題の一つ
です。気候に左右される太陽光発電をいかにして安定化させ
普及させるか…、分散ネットワーク化しての発電システム制
御や、統計推測・機械学習の技法も導入した日射予測など、
様々な技術を開発・融合させています。

分散設置された太陽光発電システムでの様々な情報をオンラインで
収集・統合制御することで、時々刻々と変動する電力需要に合った
高効率なエネルギー供給システムを実現することが可能となる。

生命科学と電気電子情報がおりなす豊かなフィ 
 研究分野

生体信号の工学応用
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半導体ナノテクノロジー
ナノテクノロジーと半

導体が拓く

未来の世界

　トランジスター、発光ダイオード（LED）、レーザー、太陽電
池などの半導体デバイスは、現在のエレクトロニクス社会を支
えています。このような半導体と微細加工技術であるナノテク
ノロジーを組み合わせると、自然界には存在しない物質や構造
を作ることができます。電気・情報生命工学科では、このよう
な新しい物質や構造が示す新しい現象を発見するとともに、そ
れらを使った半導体デバイスを作ることによって、インパクト
の高い研究を進めています。

ナノテクノロジーの道具の一つである分子線エピタキシャル成長
(MBE) 装置（左）を使えば、原子一つのレベルで物質の構造を制
御できる。このようなMBE装置を使うことにより、材料や量子力
学に関する基礎研究を行うとともに、どこにでも貼り付けることの
できる LEDや高い変換効率を持つ太陽電池（右）などを作製して
いる。

量子生物学
スーパーコンピュー

タで紐解く

遺伝子突然変異機構

　遺伝子DNAではよく知られているようにアデニン（A）̶
チミン（T）、グアニン（G）̶ シトシン（C）が対となって生命
情報を伝達しています。我々はシトシンのプロトン化に伴う
化学変化を、量子力学を用いて理論的に考察しております。
我々は、シトシンが水分子を仲介に、自ら持つアミノ基を放
出し、ウラシルに変化する様子をスーパーコンピュータで見
出しました。こうして元々のシトシン塩基がウラシルとなり、
C-G 対形成に伴う遺伝情報伝達に誤報が生じてしまい、突
然変異の原因となる可能性があります。

外部から水分子がシトシンに接近し、水分子中の水素原子が外れ、
アミノ基（ＮＨ２）に引き寄せられるまさにその瞬間の状態で、理論
でしか見出すことができない。この後、アンモニア（ＮＨ３）となり、
さらにシトシンから外れ、その結果シトシンはウラシルに変化する
（脱アミノ化）。

次世代エネルギーマネジメント
変電所からエアコンまで

環境や人に優しい

未来のエネルギーネット
ワークをデザイン

次世代スマートハウス。
電力消費をデジタルで自動計測できるスマートメーター、エアコン、
電気自動車、太陽光発電、ヒートポンプ給湯機、燃料電池、照明機
器、蓄電池などをホームエネルギーマネジメントシステムから無線
通信で自動制御して、ひとのくらしをより安心で快適に。

合成生物学
科学と工学の融合によ

る生命科学

生体高分子を用いたシステ
ムの再構築とデザイン

生物リズムなど、いくつかの生命現象は試験管内で再構成できるが、
現在の知識や技術では、最も単純な細胞ですら創ることができない。
「細胞を創る」ためには、いったいどんな技術や知識が必要だろう
か？従来の学問の枠にとらわれない柔軟な発想と、学際的な取り組
みが不可欠だ。

　今までの生物学は、主に生命機能を担う分子を探し、その
メカニズムを探ることを大きな課題にしてきました。これに
対し、遺伝子やタンパク質などの生体分子を組み合わせて、
生物リズムや形作りといったダイナミックな生命機能を試験
管や特定の細胞の中で再構築したり、新たにデザイン・設計
したりするアプローチが合成生物学 ( 構成的生物学・設計生
物学 ) です。電子・情報生命工学科では、このアプローチを
推進し、より深い生命システムの理解や、医療技術開発の基
礎となる知識や技術の確立を目指しています。

　再生可能エネルギー電源の大量導入や、発電と同等の価値
を有する節電（デマンドレスポンス）の普及に向け、情報と
エネルギーの連携による最先端のエネルギーマネジメントシ
ステム（EMS）技術の研究開発と社会実装を目指しています。
常に電力の安定供給を実現できる次世代スマートグリッド技
術や、建物内の発電・蓄電・消費電力をリアルタイムで計測
し，住人のライフスタイルや住環境への要望に合わせて電気
機器等を自動的にコントロールする技術を、世界有数の実証
研究設備で開発しています。

ールドで最先端研究を行っています。



免疫センサ
病変たんぱく質を小型

センサで検出し、

在宅医療・長寿社会を
目指す

　近年、先進国では高齢化に伴う医療介護費の増大が社会問
題となっています。その軽減には病気を早期発見して治す予
防医学の進展が重要です。ヘルスモニタリングや患者見守り
システムの構築には、医学的見地だけでなく工学の知見も必
要です。特に、在宅医療・訪問医療の重要性は、QOL（ク
オリティ・オブ・ライフ）の観点から、ますます高まってい
ます。お医者さんが持ち運べる、超音波を使った小型な免疫
センサや血液デバイスの研究を行っています。医工学融合分
野はエンジニアのこれからの新たな使命でもあり、またそれ
を担う人材育成が急がれています。

電気信号を機械振動に変換する圧電薄膜を使えば、微小な超音波セ
ンサを作製することができる。検体を微小流路から導入し、抗原抗
体反応に伴う質量付加を圧電薄膜の固有振動変化から高感度検出す
る（左）使い捨てできる小型センサチップを一枚の半導体ウエハか
ら一度に５００個以上量産可能である（右）。

数理生物学とバイオインフォマティクス
「生きている」仕組み

を

数理と情報で紐解く

　生物は単細胞生物であろうと脳を持つ高度な動物であろう
と、生き抜くための問題解決能力を持っています。私たちは
数学的視点、物理学的視点から生物の振る舞いを見つめ、そ
の仕組みを明らかにしようとしています。そこから有用なア
ルゴリズムを取り出して、工学的な応用も検討していきます。
また、近年、超高速シーケンサーなどの実験・測定機器の著
しい進歩により、大量の生物データ（生物ビックデータ）が
蓄積しています。従来、生物学は仮説駆動型の研究が中心で
したが、今後はこのような生物データから直接生物学的知見
を発見するデータ駆動型の研究が重要になっていくことが予
想されます。そのためデータ駆動型の生命科学を実現するた
めの基盤的な情報技術の研究開発も行っています。

バイオインフォマティクスの役割。ハイスループットな実験機器（左）
から大量の生物データ（中央）が産出され蓄積されています。バイオ
インフォマティクスでは、このような生物データからデータ駆動型の
研究により新しい生命科学の知見を得ることを目的としています（右）。

脳神経系の新機能と疾患発症メカニズムの解明
神経細胞の遺伝子やタンパ

ク質の働きを調べ、

脳の基礎研究から応用研究
まで広くカバー

多くの動物は脳や目の中に光センサーを持っていて、ものを
見ること( 視覚 )とは別の働きをしています。この光センサー
は、体内のリズムの調節や季節や方位を知るのに使われていま
すが、その仕組みはよくわかっていません。また、アルツハイ
マー病などの脳神経疾患は遺伝子やタンパク質の変異が原因と
されていますが、なぜその変異が重篤な症状を発症させるのか
は解明されていません。我々は、環境応答や記憶・思考といっ
た脳機能を担う遺伝子やタンパク質分子の構造・機能やふるま
いを調べるという基礎的な研究を通して、脳の新機能を発見し
それを制御できる新技術の発明や、将来的に診断や治療につ
ながる脳神経疾患の発症メカニズムの解明を目指しています。

脳の光センサー遺伝子を解析することで、様 な々動物の脳が光を感じる仕組み
を解明します。DNA配列には、光センサー分子の構造という生命情報がコードさ
れています（左）。また、「タンパク質のふるまい」という新たな切り口から、脳神経
疾患の発症メカニズムを分子レベルで明らかにする研究を行なっています（右）。

地球にやさしい電気鉄道・電気自動車

電気駆動技術が拓く

便利で快適な社会

　電気鉄道や電気自動車など、電気で駆動される乗り物であ
る “ 電動モビリティシステム ” は、エネルギー消費を抑えな
がら、移動という人の基本的欲求を満たすことが求められて
います。これらの期待に応えるべく、パワーエレクトロニク
ス技術やモータドライブ技術などを基盤として、大容量非接
触給電、電力変換装置の高効率化，回生電力有効活用などの
研究により、電動モビリティシステムの普及と高エネルギー
効率化を目指します。

省エネルギー化に寄与する、新たな電気駆動技術は、研究室内のモー
タ制御実験システムで基礎検証を行った後、実際の鉄道車両駆動用
インバータに実装して実証を行います。
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■本学科の特徴
　私たちの学科では、生命・電気・電子・情報
という広い学問領域の中で、皆さんが自分の適
性や本当に学びたいことを見出し、将来の夢を
実現してもらうための新しい教育プログラムを
設けています。
　皆さんはこのプログラムの中で、幾つかの学
問領域の本質に触れ、異なる分野の「ものの見
方・考え方」（多様な思考プロセス）に出会い、
既存の学問領域の垣根を越えた視点から物事を
捉えることができるようになるでしょう。

医学系・理学系の生命科学分野と電気・電子・情報系を融合し

生命動態
エネルギー

インフォマティクス
エネルギー

システム
エネルギー

マテリアルズ
物質科学
デバイス工学

普遍性と
多様性の生物学

情報生命

情報科学

通信工学

制御工学

たカリキュラムで最先端領域の研究・技術を修得。
はじめから目標を決めている人も、自分探しをしながら目標を見つけたい人も、
無理なく最先端レベルに到達できる仕組みです。

生物学史
時間生物学

システム生物学
原子力発電概論
原子力理工学概論

基礎の数学
数学A1（線形代数）
数学B1（微分積分）
数学Ｄ（微分方程式）
力学A・B

超音波デバイス
マシンデザイン
ネットワーク

ブレイン・マシンインターフェース
フォトニックシステム
フォトバイオロジー
マトリクス計算特論
パワーエレクトロニクス特論

ゲノム情報工学
ゲノム創薬科学
確率的情報処理特論
集積回路
モデリングと制御

細胞分子生物学
パワーエレクトロニクス特論
情報と制御
情報学習論
光物性工学
光電子素子

新エネルギー工学・
　　　太陽光発電
神経科学の最前線
数値解析特論
設計生物学
生命システム論

超電導応用特論
電子・光子材料学特論
システム生物学
時間生物学
半導体工学特論
誘電体電子物性

薬理学・毒物学
量子材料学特論
先進電気エネルギーシステム
バイオインフォマティクス特論
分子センサデバイス特論
　　　　　　　　　　　など

電力工学
現代電力系統技術
電気法規・施設管理

電子回路B
磁性と超伝導
神経科学の最前線

画像処理
計測工学
バイオインフォマティクス

生命科学B
遺伝子工学
生物有機化学
生化学
数理生物学
発生生物学

薬理学Ａ
食・栄養科学
免疫学
合成生物学
生理学

電磁気学Ｂ・同演習
システム解析
パワーエレクトロニクス
エネルギー変換
電気機器
電力回路
電子回路A
C/Javaプログラミング

回路理論Ｂ・同演習
数学Ｃ（ベクトル解析）
制御工学
数値解析
数学E（関数論）

確率・統計
基礎統計熱力学
半導体の物理
物性基礎論
電子デバイス
誘電体材料
Cアプリケーションデベロップメント

量子論
物質の量子論
物質の電子論
最適化の理論と応用

情報理論
信号処理
パターン認識
多変量解析
計算機アーキテクチャ

プログラム設計とアルゴリズム
オペレーティングシステム
データビジュアリゼーション
数値シミュレーション
電気エネルギーシステムと環境
プラズマエレクトロニクス

生命科学A
化学B1
理工学基礎実験1A・1B・2B
C/Javaプログラミング入門

電磁気学要論・同演習
　（物理未履修者クラス）
電磁気学A・同演習
回路理論A・同演習
電気・情報生命工学実験A・B・C

電気・情報生命工学フロンティア
科学技術と倫理
プロジェクト研究A・B
卒業研究A・B

専門科目（選択）

先端科目（選択）

大学院授業科目（選択） ★4年生でも一部の大学院科目の履修が可能です。

基礎科目（必修）

カリキュラム
Education System

■ 学部教育 新しい教育プログラム

最先端の研究に挑む

一流の教授陣から学ぶ

教科書に書かれていないことを
“体で覚える”

　20 世紀後半から、生命科学・電気電子情
報の各領域でも、それらが出会う領域でも、
様ざまな技術の創出や新しい発見が爆発的
速度で進んでいます。 本学科・専攻では、各
領域それぞれを追究するテーマにも、融合
的なテーマにも挑戦することができます。

　本学科・専攻は本学理工系最大数の教員
を擁するグループのひとつです。豊富な科
目と研究テーマが用意されています。

　3年後期から皆さんは各研究室に配属されます。
指導教員から個別指導を受け、卒業研究に向けてよ
り高度な内容に取り組んでいきます。そこでは研究
の進め方、実験装置の使い方、論文の書き方、国内外
の学会での発表の仕方など、教科書には書かれてい
ないことを“ 体で覚え” ます。
　研究室では教員以外に、大学院・学部の先輩、同
級生と共に勉強し、通常の授業が終わると再び研究
室に戻る、研究室ベースの学生生活となります。

　本学科では、英語や数学などの学科間での共通科目に加え、学科
独自の専門教育科目を学びます。 専門教育科目は、「基礎科目」「専
門科目」「先端科目」の三階層に分類されており、さらに修学のため
のロードマップにおける研究分野としてまとめられています。
 
■基礎科目
　当学科における共通知識として習得すべき科目の集合です。全員
が履修します。
■専門科目
電気・電子・情報・生命といった広範な学問領域において、各々の
核となる専門知識への導入科目です。
本学科では、ある分野での重要な基礎知識を身に付けるために必
要な幾つかの専門科目を、ロードマップにおける研究分野として呼
んでいます。 たとえば、入学当初から、生命科学分野を学びたいと
目標が明確な人は、「生命科学 B」「生化学」等生物系の科目を集中
的に受講し、関連の深い先端科目や先取り履修制度による大学院科

目に早い時期から着手することができます。一方、学んでいく過程
で様ざまな分野に興味を抱きはじめる人もいるでしょう。たとえば
制御に興味を持ってスタートした学生は、まず「回路理論」「システ
ム解析」等の科目からとりかかるでしょう。履修途中で計測技術を
医療などに応用する医療工学分野に惹かれた場合は、新たに生命科
学等の科目を増やし、上記の制御理論に属する科目と組み合わせ、
さらに関連の深い先端科目に進むことができます。
■先端科目
専門に特化した科目の集合です。みなさんは個々の興味、研究テー
マに基づいて自由にこれらの科目を選択し、基礎科目・専門科目を
ベースとしたより進んだ専門知識を習得します。
専門科目や進路の選択については、いつでも教員に相談できるよ
う、ガイダンスのためにシステムも整っています。また重要科目で
は、皆さんがいつでも質問できるよう、ティーチングアシスタント
（TA）が手厚くサポートします。

　大学院修士課程では、幅広い分野をカバーする各教員の研究分野
の中で個人の研究テーマを設定し、日夜研究に励むことを通して、
高度な問題解決能力を身に付けることができます。また、学会での
発表や論文投稿などを通じて、プレゼンテーション能力や、学術的
に理路整然と説明する能力などを養うことができます。更に大学院
博士後期課程に進んで先端学術領域を究め、研究者の途を歩む人も
少なくありません。

■大学院推薦・飛び級制度
　学部での成績が優秀な学生には、大学院への推薦制度があります。
飛び級制度により在学期間を短縮することも可能です。例えば、学
部卒業後努力次第では、博士の学位を最短３年で取得可能です。ま
た、公の各種奨学金制度が利用できるほか、学科独自の奨学金制度
の拡充にも努力しています。

■ 大学院教育 学部生の多くが進学する大学院

ゼミ合宿の様子

※本カリキュラムは 2019年 4月 1日現在のものから抜粋したものであり、今後変更の可能性があります。
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理系の研究室では、主に「実習」と
「研究」とがあるようです。それぞれ
どのような違いがあるのでしょうか。

　「実習」とは、すでに多くの人
が繰り返し行い、原理が確立され
た実験を行い、「正しい結果」が
出ることで手順が正しく行われた
ことを確認するものです。一方、 
「研究」は、未だ誰も行っていな
い実験を積み重ねて、未知の現象
や原理を明らかにするものです。
この世でひとつだけの、オリジナ
リティのあるものでなければ「研
究」とは呼べません。
   ではなぜ、すでに明らかになっ
ている事象を「実習」によって確
認するのでしょうか。「実習」で
は、技術の習得だけでなく、結果
を考察することによって、実験の組
み立て方や結果の解釈の仕方を学
ぶという目的があります。「実習」
により基本的な技術と思考法を鍛
錬した後に、卒業研究や大学院に
おける先端的な研究を行うことによ
って、単なる専門知識の羅列では
なく、どのような分野でも創造的な
研究・開発を実践できる「研究力」
を身につけることができるのです。

理系の高校生の中には、「物理と
化学」「化学と生物」といった２
つの組み合わせだけを勉強してき
ている人も数多くいると思います。

物理・化学・生物の分野にまたが
る電気・情報生命工学科の授業に
ついていけますか？

　物理・化学・生物の３つすべて
を究めて入学する人はむしろ少数
です。電気・情報生命工学科に入
学される学生さんの多くは、「物
理と化学」または「化学と生物」
の２科目を重点的に学習して入学
します。高校で物理を学んでこな
かった学生さんのために当学科で
は、「電磁気学要論」クラスを開
講し、高校レベルの基礎的な内容
から解説しています。
　このように、物理系や生物系あ
るいは情報系の多くの必修科目に
はクラス分けや選択制が採用され
ており、無理なく学べるように指導
しています。当学科の定員は 145
名とクラス分けが可能な規模とな
っているため、スケールメリットを
生かしたきめ細かい指導が可能に
なっています。「当学科への入学
が許可される学力」と「学問への
興味」、そして「やる気」の３つさ
えあれば、必ず当学科のカリキュ
ラムを履修でき、必ず卒業できる
よう責任を持って指導しています。

「研究室」と「研究テーマ」は、
どのように決定するのでしょうか。

　１、２年生の間から、オリエン

テーション、電気・情報生命工学
フロンティア、クラス担任制度な
どを通して、教員と触れ合う機会
が豊富に設定されているため、研
究分野だけでなく教員の研究のス
タイルや考え方も知ることができ、
自分に合った研究室と研究テーマ
を探すことができる仕組みになっ
ています。

納得いく研究結果を得るためには、
どのような苦労があるのでしょうか。

　研究とは、これまで人類が誰
もやらなかったことをやる事です。
勉強は、教えられた事を自分で再
現できるようになれば OKですが、
研究では、それらを組み合わせて
応用し、何とかゴールに辿り着か
なければなりません。多くの場合、
指導教員がゴールまでの道筋を示
してくれますが、この時に基礎が
しっかりとできていれば、自分が
大きな地図の中でどこを歩いてい
てどこに行こうとしているのかが良
く分かり、達成できた時には大き
な充実感を得られることでしょう。

最先端の研究はできますか。

　もちろんです。最先端の知識だ
けが必要なのであれば Internet で
十分でしょう。しかし、最先端の
研究を行うには教科書に書かれて

高校で学んだことは、大学での学習・研究においてどう活かされるのでしょうか？
高校と大学の学びの違いは、どんなところにあるのでしょうか？  「実習」と「研究」の違いって？……
みなさんにとって新たなステージである大学の学びについて、率直な疑問に応えます。

「大学で学ぶ」とは!?
&Ｑ

Q1

Q2 Q3

Q4

Q5

A A

A

A

A

A

いない“秘密”を直接教授から教え
てもらう必要があります。この学
科では 3年生後期から研究室に配
属され、教授からの直接指導で研
究のやり方を体で覚えることがで
きます。多くの学生が研究成果を
英文論文として国際会議や欧文ジ
ャーナルなどで発表しています。

太陽光発電に興味があり、将来、
発電装置の開発をはじめ、自然エ
ネルギー分野の研究や開発に携わ
りたいと思っています。こういっ
た分野に進むためには、高校で習
う物理や化学の学習の中で、どの
ような内容を学習しておくのがよ
いでしょうか？

　東日本大震災以降、防災やエネ
ルギー分野の研究は、これまで以
上に重要な社会的課題となってい
ます。たとえば、発電素子は発光
ダイオードやトランジスタなどと
同様に半導体でできています。し
たがって、物質や元素の性質を扱
う学問が近いといえるでしょう。
しかしながら、自然エネルギーの
利用拡大には、太陽電池の開発だ
けでなく、蓄電や電気の安定的な
供給のための仕組みづくりも必要
です。また、自然エネルギーに関
連して、省電力化やサマータイム
といった人間の活動や体内時計と
関連するような研究もあり、今後
さらに進めるべき研究は、半導体
分野のみならず生命分野から情報
分野まで幅広い分野にまたがって
います。したがって、特に興味を
持つ分野があれば、その領域を特
に深く学習し、その分野に関連す
る研究領域も同時に探ってみるの
がよいでしょう。当学科では、上
記のすべての分野を広くカバーし
ているため、大学入学後の学習を
通して、それぞれの個人の興味や
得意分野が生かせる研究領域を選
ぶことができます。

「脳波を測定することで、人が考
えていることを知ることができ

る」といったことが言われていま
す。どうしてそのようなことが可
能なのでしょうか？　また、人の
考えていることをどの程度まで知
ることができるのでしょうか？

　私たちが見たり、聞いたり、感
じたり、考えたりするのはすべて
「神経細胞」の働きがもとになっ
ています。神経細胞は、脳全体で
は千数百億個にもなり、それらが
互いに情報をやり取りしながら一
人の人間としての機能をはたして
います。神経細胞の情報伝達は「電
気信号」によるものです。たとえ
ば右手人差し指を動かすことをイ
メージするときと、左手人差し指
を動かすことをイメージするとき
は、脳内の異なる部位の神経細胞
が異なる電気信号を発生します。
　この電気信号は、頭の表面に電
極をはりつけて検出することがで
きるので、そのパターンを調べる
ことによって、直接脳を傷つける
ことなく脳の活動状況を調べるこ
とができます。観測される信号は
せいぜい数マイクロボルト (10-6
ボルト ) ですし、電極に到達する
までに雑音がたくさんのってしま
うので、脳情報の解読は容易では
ありませんが、日進月歩で研究が
すすめられています。
　また、脳波だけでなく、例えば

脳血流中のヘモグロビンを測定す
ることから人のストレス度を予測
する研究も行われています。
　このような分野で必要とされる、
生命と電気と情報の知識をもった
人材を当学科では育成しています。

電気・情報生命工学科では，企業
や外部の研究機関と共同で研究を
行うことはあるのでしょうか？

　電気・情報生命工学科の各教員
は、専門とする分野の高度な知識
と豊富な経験を有していることか
ら、関連する外部の企業や研究機
関から共同研究の申し出を多数受
けています。共同研究を実施して
いる研究室では、所属している学
生（学部 4年生、修士課程の学生、
博士課程の学生）が積極的に共同
研究に参加しているケースが多く
みられ、定期的に実施される打合
せでは、企業や研究機関で第一線
の研究開発に携わっている担当者
の方々と対等な立場で議論をしま
す。　
　この様な経験は、学生の研究能
力、プレゼンテーション能力、お
よびコミュニケーション能力を向
上させるだけではなく、企業や研
究機関における研究開発について
の理解を深め、将来の進路を考え
る上で良い機会となります。

Q6

Q7

Q8

A

A

A
高校と大学の
学びの違いを考える

Q&A
Education System
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春季休業

入学式 履修科目も決まり、いよいよ授業開始新入生オリエンテーション＠軽井沢

　1～ 2年時には、多くの必
修科目・選択必修科目を履修
する必要があります。たとえ

ば、1年次の生命科学、回路理論、電磁気学、C言語
または Java のプログラミングなどです。いずれも、電
気・情報・生命を横断的に学ぶ当学科では不可欠な基
礎知識です。もし高校で物理が未履修であっても、該
当する科目には未履修者用講義が用意されています。
また、クラス担任制により学習面から生活面まできめ
細かいサポートも行います。
　3年生の 9月に研究室配属となりますが、その際、
所定の単位を取得していることなどが要件となります。

1・2年生の学習
チェックポイント

冬季休業

学年別ガイダンス

早慶野球戦

未履修者のための
物理補習授業開始
（1年）

早稲田学生文化・芸術祭

春学期末試験

９月卒業式
９月入学式

創立記念日

早稲田祭
理工展
ラグビー早明戦

早慶野球戦
EWEソフトボール大会

夏季休業

EWEソフトボール大会

秋学期末試験

学生が研究紹介する＜オープンキャンパス＞

新入生オリエンテーションで学科の学びを知る

ゼミ合宿（4年）

プロジェクト研究A
スタート（3年）

研究室配属（3年）

卒業研究発表（4年）

卒業研究着手判定
（3年）

早慶レガッタ

オープンキャンパス

10

全学年共通行事

キャンパスライフ
Campus Life

電気・情報・生命の幅広い研究分野を抱える当学科では、多様な学生が集い共に学んでいます。
先輩たちに１～２年前の学びを振り返ってもらい、キャンパスライフを「追体験」してみましょう！

4月 

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1 年生ガイダンス

入学式
オリエンテーション（1年）

卒業式（4年）

■医療工学の研究に向けて
私は高校生の時に生命の仕組み、特に脳や
神経に興味を持っていました。そして、生物
選択でなくてもそれらを学べる学科として電
気・情報生命工学科に出会いました。
実際に本学科に入学してみて感じたことは、
今まで異なる分野だと思っていたものがあら

ゆる側面でつながっているということです。
本学科には実に幅広い分野を学ぶという特徴
があります。数学が必修であることはもちろ
んのこと、力学や電磁気、分子生物学、化学、
プログラミングなどが一年生の必修となって
います。それらの教科は一見関連がないよう
にも思えますが、互いに融合しあって最先端
の分野が成立しています。そして、私が高
校生の頃に思い描いていた生命系の分野に
は、生物を直接扱って解明していくアプロー
チ以外にも、実は電気信号や情報処理など
様々なアプ
ローチの仕
方があるこ
とに大学に
入学してか
ら気づくこ
とができま
した。大学
生になった
ら苦手な物
理とは早々

にお別れして生物を学ぼうと思っていた私に
とっては驚きであり、本学科で学べるありが
たさを感じました。
今では私は医療工学に興味を持っています。
生命系と電気系どちらも学べる本学科にいた
からこそ興味を持てた、そして研究ができる
分野です。もし、まだ何を学んでいくのか決
められていない方、やりたいことがいくつも
ある方がいたら、ぜひ本学科に入学して幅の
広さ、そして最先端に繋がっていく感覚を感
じてほしいと思います。

■興味の赴くままに
私は高校生の頃から科学技術で名も知らぬ
多くの人々の暮らしを助けたいという漠然とし
た希望を持っていました。一方で学んでみた
いと思う分野は多岐にわたりました。そしてど
のような理論や技術がどのように使われている
か無知だった私は工学部に進むことは決めて

いたものの学科を決めることには苦心していま
した。何をもって世の中を一変させるか決め
かねていたのです。そこで特に興味のあった
情報技術と生命分野を学びつつ融合領域を探
求できる本学科に進学しました。生命分野は
高校で未履修でしたが未履修者を想定して授
業が進んだため理解しながら受講できました。
最先端の研究を紹介していただける機会も多く、
学びの先が垣間見えるようになりました。
広い分野を学べる本学科の学生は興味のあ

る分野もそれぞれ多様です。それゆえ友人と
の会話でも
それぞれ着
眼点が異な
ることがあ
り刺激を受
ける日々で
す。専門が
定まってい
くにつれて
互いが知ら
ない分野や

事象を語り合い、新たな知を触発できるような
人間関係が学部のうちから自然とできていくの
も魅力的なことだと思います。
本学科に入って学んだことや初めて知った先
端領域のキーワードをもとに様々な分野を調べ
ていくうちに新たにエネルギー分野と情報分野
の掛け合わせにも興味が出てきたため、広く
深く学ぶ姿勢をとって専門を決めていきたいと
考えています。これから学んでいく知識をいか
に融合させていくかということを意識して学び
を続けていきます。

大崎文暉・2年生
（岐阜県立岐阜北高等学校）

茂木彩音・2年生
（鷗友学園女子高等学校）

異なる興味や知識が衝突する面白さ

最先端に繋がる幅の広さ

１　

 　
２　
　
３　

 　
４　

  

５　

理工学基礎実験１A
理工学基礎実験１B
理工学基礎実験１A
理工学基礎実験１B
理工学基礎実験１A
理工学基礎実験１B 分子生物学 A

国際知財政策 A

理工学基礎実験１A
理工学基礎実験１B

力学 A
力学 B

化学B1

■茂木彩音さん　1年春･秋学期の時間割（上段が春学期、下段が秋学期）

細胞生物学A
生理学

数学 A1( 線形代数 )
数学 A1( 線形代数 )

中国語初級ⅠB
中国語初級ⅡB

Academic Lecture
 Comprehension1
Academic Lecture
 Comprehension2

数学 B1( 微分積分 )

電磁気学 A
電磁気学 B
電磁気学 A・演習

Communication 
Strategies2
Communication 
Strategies1

電磁気学 B・演習

基礎の数学

電気・情報生命工学フロンティア

数学 B1( 微分積分 )

Javaプログラミング入門
Javaプログラミング

月　　　　       火　　　          水　　　　 　   木　　　          金       　   土

１　

 　
２　
　
３　

 　
４　

  

５　

理工学基礎実験１A
理工学基礎実験１B
理工学基礎実験１A
理工学基礎実験１A
理工学基礎実験１A
理工学基礎実験１B 分子生物学 A
理工学基礎実験１A
理工学基礎実験１B

化学B1
中国語初級 IA

■大崎文暉さん　1年春･秋学期の時間割（上段が春学期、下段が秋学期）

細胞生物学A

数学A１（線形代数）
数学A１（線形代数）

認知とコミュニケーション

力学A
力学B

Academic Lecture 
Comprehension1

数学 B1（微分積分）

電磁気学 A
電磁気学 B
電磁気学 A・演習

Communication 
Strategies2
Communication 
Strategies1

電磁気学 B・演習

基礎の数学
Cプログラミング
中国語初級ⅠB
中国語初級ⅡB
Cプログラミング入門

電気・情報生命工学
フロンティア

Academic Lecture 
Comprehension2

数学 B1（微分積分）
月　　　　       火　　　          水　　　　 　   木　　　          金       　   土

※他、春学期教職科目として以下を履修
　（木７限・教職概論／金５限・教育心理学／金６限・教育基礎総論1／土２限・道徳教育論）
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■今後の研究や社会人になって役立つ学問
小学生の頃から数理系の教科が得意で、大
学での理工系学部への進学はその頃からの目
標でした。しかし、何の分野を学びたいのか、
どんなことを研究したいのか、まだ専門的な
学問を修めていない高校生の時点で、このよ
うな決断をするのはそう容易ではありません

でした。そこで、漠然とした興味のあった生
命分野に加え、自分の得意分野も学んで活か
せると考えた本学科に進学を決めました。こ
こでは電気・電子・情報・生命の 4分野を扱
い、研究室も研究テーマも様々です。研究室
配属前に、「プロジェクト研究 A」という授
業があり、学科の先輩や先生方のサポートを
受けながら研究における基礎的な実験をした
り、自由に研究テーマを挙げてプレゼンテー
ションをします。この授業を通していわば研
究の前段階を体験することができ、私自身も
興味のある分
野を具体的に
想像すること
ができました。
現在、私は
バイオイン
フォマティク
ス研究室に
所属してしま
す。ここでは情
報科学、確率

統計学、数学などをツールとして、生命の設
計図であるDNAやそれに付随するRNAなどの
情報を解析して新しい生物学的知見を見出す、
またはそれらの解析をするためのアルゴリズ
ムの開発をしています。最先端の研究をする
にはやはり知識が必要で、わからないことは
自ら調べて勉強し、時には先輩に助言をいた
だき、研究室の仲間と切磋琢磨しながら充実
した研究生活を送っています。本学科で学ん
だ多角的な視野をもって、研究に臨みたいと
思います。

野崎安利紗・4年生
（成蹊高等学校）

自身の興味を
突き詰めることのできる環境

１　

 　
２　
　
３　

 　
４　

  

５　

■野崎安利紗さん　3年春･秋学期の時間割（上段が春学期、下段が秋学期）
月　　　　       火　　　          水　　　　 　   木　　　          金       　   土

情報理論

免疫学

数理生物学

プロジェクト研究A
バイオインフォマティクス

多変量解析

電気・情報生命工学実験B

電気・情報生命工学実験B

デジタル家電の興亡

ゼミ

ゼミ

電気・情報生命工学実験C

電気・情報生命工学実験C

プログラム設計とアルゴリズム

薬理学B

■４つの分野を学ぶこと
私は高校生の時まだ大学で何の分野を専攻
としたいか考えていませんでした。そのため
電気、電子、情報、生命の４つの分野を幅広
く学ぶことができる本学科は私にとって魅力
的でした。このような漠然とした理由で本学
科に入学しましたが、いま振り返ってみると

２つの観点から本学科に入学したことは間
違っていなかったと感じています。１つ目
は４つの分野を学び、それらを比較してか
ら、自分が最も興味がある分野を決定するこ
とができる点です。私自身、現在まで４つの
分野を学んできて、ようやく最近自分が興味
のある分野を見つけることができ、それを専
攻とすることができています。２つ目は本学
科に所属するとどの分野を専攻としても情報
系の知識を得ることができる点です。現在の
社会は計算機の普及や IT 化に伴って、情報
系を学んでい
る人の需要が
高まっていま
す。電気、電
子、生命分野
を専攻として
もシミュレー
ションをする
機会があるた
め、プログラ

ムをかける人の需要は高まっております。本
学科ではどの分野を専攻としたとしても１年
生の時に必修としてプログラミングを勉強す
るので、研究室に所属するまでにはプログラ
ムがかけるようになり、社会の需要に応える
ことができます。
私自身最近ようやく専攻が決まり、研究室
に配属されたばかりですが、４つの分野を学
んだ強みを生かして研究に励み、社会に貢献
していきたいです。

岩田直也・4年生
（佐倉高等学校）

幅広い分野を学ぶことで見出せた
興味と強み

１　
 　

２　
　
３　

 　
４　

  

５　

月　　　　       火　　　          水　　　　 　   木　　　          金       　   土
■岩田直也さん　3年春･秋学期の時間割（上段が春学期、下段が秋学期）

情報理論

数理生物学

電子デバイス

プロジェクト研究A

制御工学

電気・情報生命工学実験B

電気・情報生命工学実験B

電力回路

憲法I

遺伝子工学
ゼミ

ゼミ

超音波デバイス
誘電体材料
電気・情報生命工学実験C

電気・情報生命工学実験C

電気エネルギーシステムと環境

計測工学

■友人や先輩との有意義で刺激的な学び
　狭い視野にとらわれず、臨機応変な広い視
野で自身の進路を決定したいと考えていた私
にとって、高校時代から強く興味を持ってい
た生命分野だけではなく、電気・電子・情報
分野が融合し、これらを専門的に学んだ上で
進路を決定できる本学科は非常に魅力的だっ

たため、進学を決めました。初めは、多種多
様な分野を同時に学ぶことに不安もありまし
たが、多くを体系的に学ぶからこそ分野間の
繋がりを意識できるようになり、授業の進行
と共に学習意欲の高まりを感じています。
　人数の多い本学科では、友人の多くがまさ
に十人十色の秀でた能力と人格をもっており、
互いに勉強を教え合ったり議論をしたりする
ことで、多くの刺激を受けています。さらに、
日々の授業では、学科の先輩方が TAとして
学習を手伝って下さるので、心強いと共に研
究室の様子を聞けるなど、たいへん有意義な
時間を過ご
しています。
　これから
は、2 年 間
で得られた
多様な学び
を経て、よ
り専門的な
分野を選択
し、そして

学んでいくことになります。今までは、机上
で得るのみであった知識が実用化されていく
様子を見ることが、非常に楽しみであると共
に、創造力を身につけて自ら発信できるよう
に心がけていきたいです。より一層身を引き
締めながらも、これまで以上に学びを楽しみ
たいと思います。

■自分の興味を発見できる場所
僕は小さい頃から物理や化学が好きで、大
学で理系に進みたいと思っていました。高校
の時に電気や電子に興味を持ちつつも、本当
にこの分野が自分に合っているのか不安に
なっていた時にこの学科を見つけました。電
気情報生命工学科では電気や電子だけでなく、

情報、生命の分野も学ぶことができるので、
進学先に迷っていた僕にはぴったりだと思い
ました。
高校では広く浅く基本的な知識を学ぶ授業

でしたが、大学では高校での知識を生かしつ
つ、一つ一つの分野に対して深く学ぶことが
できます。はじめは電気分野に興味があった
のですが、情報分野や生物分野も学んでいく
につれて、どのように社会に役立っているの
かがはっきりとみえてくるので本当に驚きや
感心が多いです。このように幅広い分野を学
べるのが本
学科の特徴
だと思いま
す。
C プログ

ラ ミ ン グ
の授業では、
全く知識が
ない状態か
らでも、一

年間講義を受けたり、演習を積むことによっ
て、はじめはパソコンに慣れるのも一苦労
だった僕でも今では自分で簡単なゲームを作
れるようになりました。個人個人でよく考え
る授業なので、プログラムが完成した時には
とても達成感があります。
将来の目標が明確でない人も、電生では
様々な分野を学べるため、自分の目標を見つ
けることができると思います。僕自身もこれ
から多くのことを学び、将来の目標を見つけ
ていきたいと思っています。江草順平・3年生

（神奈川県立厚木高校）

石原 京・3年生
（渋谷教育学園渋谷高校）

電気から生物まで、様々な分野を学びながら
自分の目標を見つけていく

広い視野で、
自らの可能性を広げられる学びの場

１　

 　
２　
　
３　

 　
４　

  

５　

中国語初級 IB

数値解析

物性基礎論

理工学基礎実験２B
電気機器

システム解析

理工学基礎実験２B

■江草順平さん　2年春･秋学期の時間割（上段が春学期、下段が秋学期）

理工学基礎実験２B

理工学基礎実験２B

心理療法

Cプログラミング入門 中国語初級 IA
Cプログラミング

半導体の物理

数学D（微分方程式）
数学D（微分方程式）

バドミントン基礎

Academic Reading 1
Academic Reading 2

回路理論・演習
回路理論B・演習プログラム設計とアルゴリズム

Concept Building
And Discussion 1
Concept Building
And Discussion 2

憲法Ⅰ
憲法Ⅱ

回路理論 A
回路理論 B

電気・情報生命工学実験A

電気・情報生命工学実験A

月　　　　       火　　　          水　　　　 　   木　　　          金        　   土

エネルギー変換

エネルギー変換

エネルギー変換

１　

 　
２　
　
３　

 　
４　

  

５　

■石原 京さん　2年春･秋学期の時間割（上段が春学期、下段が秋学期）

Concept Building 
And Discussion1
Concept Building 
And Discussion2

月　　　　       火　　　          水　　　　 　   木　　　          金       　   土

理工学基礎実験2B
電気機器
理工学基礎実験2B
電気・情報生命工学実験A
理工学基礎実験2B
電気・情報生命工学実験A
理工学基礎実験2B

生物有機化学
東アジア文化研究
数値解析
遺伝学
物性基礎論

地域研究：中南米

分子生物学B
半導体の物理
数学C（ベクトル解析）
表現とコトバ
数学D（微分方程式）

Academic Reading１
Academic Reading２

回路理論A
回路理論B

薬理学A
基礎統計熱力学
プラズマエレクトロニクス
地域研究：東ヨーロッパ
経営管理論

回路理論A・演習
回路理論B・演習
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■ My dream comes true
Neurochemis t ry ,  Mo lecu la r  B io logy, 
Behaviour and Neurosciences, Functional 
foods, Biomedicine, Chrono Nutrition, and 

Neuropsychopharmacology.
I have always been interested to continue my 
doctoral studies in Japan, specifically Tokyo. 
Waseda University is in Tokyo which sense me 
the ideal place of study for its modern global life, 
best transportation network, social security, rich 
cultures, seasonal festivals, cleanliness and helpful 
locals. My dream to study at Waseda University 
comes true. I am currently doing my research to 
investigate the neurochemical and molecular 
mechanisms that underlie the anxiolytic effects 
of γ-oryzanol as a new therapeutic target on 
chronic stress-induced anxiety-like behaviour and 
in near future, I would like to analyse the chrono-
nutritional and chrono-pharmacological aspects 
of it. As an international student, I always receive 
a warm reception and get a precise academic 

and research environment in my laboratory and 
language never makes a barrier in my studies.
In addition, Waseda University offers me the best 
opportunities and possibilities to add new research 
views and perspectives, very high research 
facilities, knowledge reservoir, diversified student 
community, greater recognition and credibility. As 
a student of Waseda, I always earn decisive public 
responses which make me more satisfied and 
confident to step forward for better future.
The huge prospect of Waseda University 
education system aids me to explore the new era 
of Biomedical science research and I do believe, 
after finish my Ph.D. program, I will most definitely 
contribute globally for the advancement of 
biomedical science research and public health 
sectors with my acquired skills and knowledge.

This department offers me the best 
opportunities to add new research views

Akter Salina・博士3年生
（Bangladesh）

■研究者として社会に貢献していきたい
私は、高校時代は化学と生物を勉強してお
り、大学受験では主に生物系の学部・学科を
受験しておりました。しかしその一方で、物

理やプログラミングなども学んでみたいとも
思っておりましたので、最終的にこの電気・
情報生命工学科に進学することにしました。
大学入学後は、基本的には生命系の講義を

中心に受けておりましたが、その他にも電気
系、電子系、情報系といった、別分野の講義
も数多く受講しました。その中で、電子系の
学問、特に量子力学を用いた物性の理論計算
に興味を持ちました。最終的には、生命系で
はなく電子系の研究室を選び、現在に至るま
で日々研究に励んでおります。
研究室に入った後も、電子系以外に学んだ

ことは非常に役に立っております。電気系で
学んだ物理法則や、情報系で学んだ統計処理
手法、プログラミング手法は、現在の研究に
おいて欠かせない知識となっております。ま
た、これらのような直接的な利用の他に、様々
な分野で学んだ数学的手法や概念などが間接

的に応用できる場合も少なくありませんでし
た。
この学科では、高校時代に興味を持ってい
たもの以外を含む、幅広い分野の学問を学ぶ
ことができます。これらを学ぶことで、多種
多様な学問同士を相互に利用できるようにな
るだけでなく、これまでの固定観念を打ち破
り、幅広い視野で自分を見つめ直すことがで
きるようになるのが、この学科の良いところ
だと思います。
私は現在、先進理工学研究科電気・情報生
命専攻、博士後期課程に所属しておりますが、
卒業後は研究者として活躍し、社会に貢献し
ていきたいと考えております。そのために私
は今後も、自分の専門分野にとらわれず、幅
広い視野で勉学・研究に励んでいきたいと
思っております。

幅広い学びが視野を広げる

東条 樹・博士1年生
（開智高等学校）

研究室での日々の議論プロジェクト研究Ａで研究に触れる 研究室内発表会 ゼミ合宿の様子

■他分野の知識が繋がった時が楽しみ
高校生の頃、生命に漠然と興味を持ってい

たものの、大学で具体的に何を学んでいきた
いのか決まっていませんでした。実際に大学
の授業を受けてから自分の専門を選択したい
と考えていた私にとって、この学科の多様な
領域を学んだ上で進路を選択できるという特
徴は大変魅力的で、進学先に決めました。
現在研究室では、「超音波顕微鏡など医療

診断装置への応用を目指した圧電材料の開
発」というテーマで研究を行っています。多
領域の知識が必要とされるこの研究を進める
中で、１，２年生で幅広く学んできたことが
活かされているなと日々実感しています。研
究室生活では、共同研究先の企業の方との会

議や、学会発表に参加させていただく機会も
数多くあり、学部生時代にはできなかったさ
まざまな経験をすることができます。これら
の経験を通して、研究以外にも多くの能力が
身に着き、知見を広げることもできました。
特に国際学会では、発表以外にも学生ボラン
ティアとして、海外の研究者と関わる機会を
多くいただきました。そのおかげで、英語で
のコミュニケーション能力やプレゼンテー
ション能力に自信をつけることができたと感
じています。これからも研究室生活の中でさ
まざまな経験を積み、卒業後にそれらの経験
を活かして、社会で活躍していきたいと考え
ています。

幅広い勉強を通していろいろな分野に対する
興味を持つ事ができた

正宗千明・修士2年生
（湘南白百合学園高等学校）

将来につながる生命科学の基礎を学び、夢にチャレンジ！

■自分の選択肢を広げられる学科
子供の頃から病気や障がいで苦しむ人々の助
けになる仕事がしたいと思い、医薬品もしくは脳
波で機械を動かす技術（ブレイン・マシン・イン
ターフェイス）を学びたいと考えていました。電
気・情報生命工学科を知ったのは、高校時代に進
路選択に迷っていた時です。本学科を選択したの
は、双方の学問の基礎を学んでから専門領域を
選択するカリキュラムをとっているからです。

この学科では、電気・情報・生命と異なる3分野
を学ぶことができます。私は高校で生物を学習し
ていなかったため、入学当初は電気または情報
分野を専門にし、さらに生物の知識も身に着け
たいと考えました。しかし、学科で生物学を学ぶ
内に、生体メカニズムの緻密さ・複雑さに関心を
もつようになりました。特に免疫システムの一つ
である『抗体』に大変興味を惹かれました。私は
基礎実験から医療まで幅広く利用される抗体に
ついてより深く学びたいと思い、抗体を扱ってい
る研究室に進みました。
この学科の特色は、将来大きな成果に結びつ
けることを目指す基礎的な研究から、研究成果
がすぐに人の生活に役立つような実用的な研究
まで、多様な研究ができることです。この学科に
幅広い選択肢があったおかげで、私は自分が本
当に興味のあること・適性のあることを見つけ出
すことができたと思っています。

■未知のタンパク質への挑戦
私の研究テーマは、多くの生物に共通し
て存在しているが、機能が未解明のタンパク質
を解析することです。タンパク質の機能解析方法
は様々ですが、私は初期解析に適した抗体を用
いた研究方針を立てました。抗体とは、生物がも
つ免疫システムの一種で、生体に入った異物（抗
原）を認識して結合することができます。この働き

のおかげで、体内から異物を排除して生物は健
康を保つことができます。この抗体の特性を利用
することで、様々な実験を行うことが可能になり
ます。私はまず、研究対象のタンパク質と結合す
る抗体の作製に取り組みました。そして作製した
抗体を利用して、タンパク質がどの器官に局在し
ているか、どのような分子と相互作用しているか、
光による影響を受けるかというという観点から研
究を進め、新たな発見をすることに成功しました。
私は研究を通して様々な経験をし、また研究に
取り組む中で様々な能力を培いました。試行錯誤
を繰り返すことで、専門性や論理的思考力、粘り
強さなどを磨いていくことができます。また、研究
発表の機会なども多く、プレゼンテーション能力
も身につきます。さらに、他の研究者の方 と々ディ
スカッションすることで知見を広げることの大切
さを学びました。このような経験は、将来どのよう
な分野に進んでも必ず役立つと思います。
就職先では、抗体の働きを利用した抗体医薬
品などのバイオ医薬品の研究を行います。抗体
医薬品は、特定の抗原をもつ組織・細胞にのみ作
用します。そのため、従来よりも副作用が少ない
有効な治療を行えることが期待できます。まだ治
療法のない難病に苦しむ患者さんを救うことや、
治療中の患者さんの生活の質（QOL）を向上させ
ることを目標に、精一杯研究に励みたいと考えて
います。

蓮沼佑太
2015年度修士課程修了
中外製薬株式会社勤務
（早稲田高等学校） 
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当学科が推薦すればほぼ確実に就職できる＜推薦依頼企業＞の数は、2018年度実績では 294社にのぼります。
本学キャリアセンターへの求人は、10000社を超えています。2019年度就活生向けには 2019年 5月現在ですでに 270社
を超える企業から、推薦依頼を頂いています。

◉当学科・専攻の2004年度から2017年度までの卒業生の主な進路をまとめました（企業名等敬称略）。

◉博士課程修了者の主な進路
◉大学／早稲田大学、東京大学、京都大学、大阪大学、茨城
大学、岐阜大学、カリフォルニア大学（米国）、コロンビア
大学（米国）◉研究機関／キュリー研究所( フランス、パ

リ)、アメリカ国立衛生研究所（米国）、NTT 基礎研究所、
NHK放送技術研究所、産業技術総合研究所、鉄道総合技術
研究所、電力中央研究所、三菱総合研究所、日本原子力研究
開発機構、国立高等専門学校機構（鶴岡工業高等専門学

校）、国立精神・神経医療研究センター、理化学研究所◉企
業／東芝、富士フィルム、本田技術研究所、ルネサステクノ
ロジー、シーディー・アダプコ・ジャパン、ＪＳＯＬ、ピー・
エス・ピー、カルソニックカンセイ

Ａ：電気機器・情報機器 
日本アイ・ビー・エム（日本ＩＢＭ）（株） 4
ソニー（株） 3
東芝三菱電機産業システム（株） 3
（株）日立製作所 2
横河電機（株） 2
日本電気（ＮＥＣ）（株） 2
（株）キーエンス 1
（株）タンガロイ 1
ニチコン（株） 1
パナソニック（株） 1
ローランド（株） 1
三菱電機（株） 1
東芝メモリ（株） 1
日本光電工業（株） 1
富士通（株） 1

Ｂ：機械・重工・プラント 
本田技研工業（株） 2
（株）ＩＨＩ 1
（株）大林組 1
トヨタ自動車（株） 1
三菱重工業（株） 1
千代田化工建設（株） 1
日産自動車（株） 1
日本製鉄（株） 1

Ｃ：鉄道・航空・運輸
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）（株） 3

全日本空輸（株） 2
九州旅客鉄道（ＪＲ九州）（株） 1
首都高速道路（株） 1
東京急行電鉄（株） 1
東京地下鉄（株） 1

Ｄ：電力・エネルギー  
中部電力（株） 2
東京瓦斯（東京ガス）（株） 2
電源開発（株） 1
東京電力ホールディングス（株） 1

Ｅ：情報通信サービス・ソフトウェア 
（株）エヌ・ティ・ティ・データ（ＮＴＴデータ） 3
東日本電信電話（ＮＴＴ東日本）（株） 3
ＫＤＤＩ（株） 2
ＳＣＳＫ（株） 2
（株）ＪＳＯＬ 1
（株）エルテックス 1
（株）オービック 1
（株）コーエーテクモホールディングス 1
（株）ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ） 1
（株）ブレインパッド 1
（株）リクルートジョブズ 1
（株）日本アイ・ビー・エム・ビズインテック 1
ＴＩＳ（株） 1
ソフトバンク（株） 1
ベース（株） 1
伊藤忠テクノソリューションズ（株） 1

三菱ＵＦＪトラストシステム（株） 1
三菱ケミカルシステム（株） 1
三菱電機インフォメーションネットワーク（株） 1
東京ガスｉネット（株） 1
日本オラクル（株） 1
 
Ｆ：精密機器・医療機器 
オリンパス（株） 4
（株）リコー 1
テルモ（株） 1

Ｇ：医薬・化学・食品 
花王（株） 2
（株）Ｊ－オイルミルズ 1
（株）ブルボン 1
ハウス食品（株） 1
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（Ｐ＆Ｇ）
（株） 1
南日本ハム（株） 1
日本たばこ産業（ＪＴ）（株） 1
富士フイルム（株） 1
武田薬品工業（株） 1
 
H：金融・商社・コンサルティング 
（株）野村総合研究所 2
（株）メタルワン 1
（株）三菱ＵＦＪ銀行 1
（株）大和総研ホールディングス 1
ＰｗＣコンサルティング（同） 1

Ｓｐｉｂｅｒ（株） 1
アクセンチュア（株） 1
アビームコンサルティング（株） 1
ゴールドマン・サックス証券（株） 1
丸紅（株） 1
興和（株） 1
三井住友海上火災保険（株） 1
三井物産（株） 1
住友商事（株） 1
 
I：メディア 
日本放送協会（ＮＨＫ） 3
（株）アーズ 1
（株）フジテレビジョン 1
（株）主婦の友インフォス 1

J：教育・研究・公務員 
（学）豊島岡女子学園(豊島岡女子中学・高等学校） 1

K：その他 
（株）シグマクシス 1
（株）テクノプロ 1
（株）リクルートライフスタイル 1
セコム（株） 1
王子マネジメントオフィス（株） 1
日本ナショナルインスツルメンツ（株） 1

◉ 2018年度の学部卒業生・修士修了生の就職先卒業後の進路

Future

　当学科・専攻の2001 年設立から2018 年度まで
の卒業生の主な進路をまとめています。「就職先が、
こんなに質・量ともに充実しているところは珍し
い」とよくいわれますが、まさに、電気・電子・
情報領域（電気系）の幅広い企業から、医療・バ
イオなどの生命系企業まで、日本の経済をリード
する企業が名を連ねています。

A：電気機器・情報機器 （人）
日立製作所 46
ソニー 36
富士通 32
東芝 28
三菱電機 29
東芝三菱電気産業システム 25
日本IBM 23
パナソニック 22
シャープ 12
ＮＥＣ 10
横河電機 9
富士電機 7
アズビル 7
ローム 6
日本ヒューレット・パッカード 6
キーエンス 5
パイオニア 4
京三製作所 3
日本電気 3
沖電気工業 2
京セラ 2
日本信号 2
任天堂 2
村田製作所 2
明電舎 2
ＮＥＣエレクトロニクス 2
オムロン 2
アジレント・テクノロジー 2
ファナック 2
ＮＥＣエンジニアリング 2
古河電気工業 2
大崎電気工業 1
カシオ計算機 1
ＴＤＫ 1
日本電子 1
福井村田製作所 1
三菱スペース・ソフトウエア 1
三菱プレシジョン 1
日本ＳＧＩ 1
三菱電機照明 1
営電 1
エルピーダメモリ 1
日立産機システム 1
日立ディスプレイズ 1
東京エレクトロン九州 1
山小電機製作所 1
パナソニックシステムネットワークス 1
ダイキン工業 1
東芝ライフスタイル 1
テクノプロ・デザイン社 1
ソニーLSIデザイン 1
ルネサスエレクトロニクス 1
フクダ電子 1
（株）タンガロイ 1
ニチコン（株） 1
ローランド（株） 1
東芝メモリ（株） 1
日本光電工業（株） 1

Ｂ：機械・重工・プラント
トヨタ自動車 35
本田技研工業 22
デンソー 14
新日鐵住金 13
三菱重工業 13
富士ゼロックス 9
小松製作所 8
日産自動車 7
日揮 6
フジクラ 5
首都高速道路 5
大林組 5

クボタ 4
清水建設 4
住友電気工業 4
ＩＨＩ 4
千代田化工建設 4
戸田建設 3
ＪＦＥスチール 3
富士重工業 3
ＳＭＣ 3
スズキ 3
川崎重工業 2
パナソニック溶接システム 2
マツダ 2
東洋エンジニアリング 2
ボッシュ 2
小田原エンジニアリング 1
鹿島建設 1
関電工 1
きんでん 1
京王設備サービス 1
神戸製鋼 1
三機工業 1
キャタピラージヤパン 1
大成建設 1
太平エンジニアリング 1
トステム 1
豊田自動織機 1
ＤＯＷＡホールディングス 1
ＪＸ日鉱日石金属 1
日産車体 1
日本発条 1
日立建機 1
富士機械製造 1
ブラザー工業 1
京セラミタ 1
三井海洋開発 1
ＪＦＥエンジニアリング 1
日立アプライアンス 1
アルパインマニュファクチャリング 1
新日鉄エンジニアリング 1
三波工業 1
三井金属鉱業 1
武蔵エンジニアリング 1
大気社 1
コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン 1
ヤマハ 1
日本製鉄（株） 1

Ｃ：鉄道・航空・運輸　
東日本旅客鉄道 31
東海旅客鉄道 15
東京地下鉄 9
全日本空輸（総合職） 8
全日本空輸（パイロット） 2
西日本旅客鉄道 2
日本航空インターナショナル（総合職） 2
東日本高速道路 2
小田急電鉄 2
九州旅客鉄道 2
東京急行電鉄 2
京王電鉄 1
京成電鉄 1
成田国際空港 1
日本貨物航空 1
日本航空インターナショナル（パイロット） 1
日本郵船 1
ジャルエクスプレス 1
日本航空 1
首都高速道路（株） 1

Ｄ：電力・エネルギー　
東京電力 36
東京ガス 27

中部電力 17
九州電力 11
関西電力 10
電源開発 10
東北電力 4
北陸電力 4
国際石油開発帝石 4
四国電力 2
中国電力 2
大阪ガス 2
沖縄電力 1
コスモ石油 1
新日本石油 1
北海道電力 1
JX日鉱日石 1
東京電力ホールディングス（株） 1
　
Ｅ：情報通信サービス・ソフトウェア
ＮＴＴデータ 55
東日本電信電話（ＮＴＴ東日本） 25
ＫＤＤＩ 17
日本電信電話 10
日本ユニシス 8
ＮＴＴコミュニケーションズ 8
ＮＴＴファシリティーズ 8
ソフトバンク 7
ＮＴＴドコモ 6
ＳＣＳＫ 6
ＮＴＴコムウェア 5
新日鉄住金ソリューションズ 4
サイバーエージェント 4
ワークスアプリケーションズ 4
ＴＩＳ 4
日立システムズ 3
ニッセイ情報テクノロジー 3
日立ソフトウェアエンジニアリング 2
富士通エフ・アイ・ピー 2
楽天 2
ドワンゴ 2
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 2
ＤｅＮＡ 2
アルファアイティーシステム 2
グリー 2
西日本電信電話 2
アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ 2
三菱UFJインフォメーションテクノロジー 2
日本電気通信システム 2
日本オラクル 2
あとらす二十一 1
アルファシステムズ 1
インクス 1
シーテック 1
ＳＡＰジャパン 1
ＮＥＣシステムテクノロジー 1
ソフトウエアサービス 1
ウィルコム 1
日本電気航空宇宙システム 1
ＮＥＣソフト 1
日立エンジニアリング・アンド・サービス 1
ＮＴＴデータエンジニアリングシステムズ 1
富士通アドバンストソリューションズ 1
富士通システムソリューションズ 1
古河インフォメーション・テクノロジー 1
ブリヂストンソフトウェア 1
菱化システム 1
シスコシステムズ合同会社 1
エスピック 1
ＮＳソリューションズ東京 1
日本ＩＢＭ・ソリューション・サービス 1
アイ・ティ・フロンティア 1
無限 1
ジャパンケーブルネット 1
ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ 1

ＩＩＪテクノロジー 1
ビービット 1
ＵＦＪＩＳ 1
東芝インフォメーションシステムズ 1
日本郵政 1
みずほ情報総研 1
トラスト・テック 1
日立情報制御ソリューションズ 1
ランド・ホー 1
トーテックアメニティ 1
トランジション 1
グーグル 1
日立フーズ＆ロジスティクスシステムズ 1
ＮＨＫメディアテクノロジー 1
Profit Cube Inc． 1
JRCエンジニアリング 1
富士通ＬＳＩソリューション 1
サイエンスパーク 1
Acroquest Technology 1
エトナ 1
IHIエスキューブ 1
スタートトゥデイ 1
ソリューション・ラボ・東京 1
パナソニック電工防災システムズ 1
accessport 1
じほう 1
三井情報 1
アヴァンサ 1
ＮＣＩ 1
東芝ソリューション 1
三菱電機情報ネットワーク 1
銀河ソフトウェア 1
フロムスクラッチ 1
ぐるなび 1
アクセルマーク 1
レコチョク 1
アマゾンジャパン 1
セプティーニ・ホールディングス 1
ニコンシステム 1
JTB情報システム 1
日本ヒューレット・パッカード 1
日本マイクロソフト 1
ビヨンド・パースペクティブ・ソリューションズ 1
ラック 1
IMS Japan 1
（株）JSOL 1
（株）エルテックス 1
（株）オービック 1
（株）コーエーテクモホールディングス 1
（株）ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ） 1
（株）ブレインパッド 1
（株）リクルートジョブズ 1
（株）日本アイ・ビー・エム・ビズインテック 1
ベース（株） 1
伊藤忠テクノソリューションズ（株） 1
三菱ＵＦＪトラストシステム（株） 1
三菱ケミカルシステム（株） 1
三菱電機インフォメーションネットワーク（株） 1
東京ガスｉネット（株） 1
 
Ｆ：精密機器・医療機器
キヤノン 34
リコー 17
オリンパス 14
大日本印刷 9
凸版印刷 8
日本光電工業 5
テルモ 5
東芝メディカルシテムズ 4
ニコン 3
島津製作所 2
スタンレー電気 2
セイコーインスツル 2

       　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オリンパスメディカルシステムズ 2
ペンタックス 1
アロカ 1
シグマ 1
シーメンス・ジャパン 1
長田電機工業 1
シチズン電子 1
セイコーエプソン 1
寺岡精工 1
東京計器 1
トプコン 1
日立メディコ 1
コニカミノルタセンシング 1
旭化成マイクロシステム 1
ローデ・シュワルツ・ジャパン 1
ホーチキ 1
GEヘルスケア・ジャパン 1
東京エレクトロングループ 1
日本ストライカー 1
ACメディカル 1

Ｇ：医薬・化学・食品
富士フイルム 14
旭硝子 7
ブリヂストン 6
花王 6
サントリーホールディングス 5
キリンビール 4
キッコーマン 3
三菱化学メディエンス 3
コニカミノルタ 3
東レ 3
日本たばこ産業 3
味の素 2
大正製薬 2
Ｐ＆Ｇジャパン 2
旭化成エレクトロニクス 2
田辺三菱製薬 2
大陽日酸 2
三井化学 2
旭化成 2
協和醗酵工業 2
中外製薬 2
ＴＯＴＯ 2
ヤクルト本社 2
協和発酵キリン 2
雪印メグミルク 2
積水化学工業 2
J-オイルミルズ 2
アサヒビール 1
アストラゼネカ 1
伊藤園 1
エーザイ 1
ヱスビー食品 1
王子製紙 1
カゴメ 1
キユーピー 1
キリンビバレッジ 1
住友ゴム工業 1
ゼリア新薬工業 1
積水メディカル 1
大日精化工業 1
日清製粉グループ本社 1
日本ガイシ 1
グラクソ・スミスクライン 1
日本ベーリンガーインゲルハイム 1
ユニリーバ・ジャパン 1
明治製菓 1
明治乳業 1
サノフィ・アベンティス 1
医学生物学研究所 1
ノバルティスファーマ 1
日本製紙 1

アステラス製薬 1
旭化成ファーマ 1
コニカミノルタエムジー 1
アルフレッサ ファーマ 1
原田 1
ホギメディカル 1
不二製油 1
ＪＸ日鉱日石エネルギー 1
ニチレイロジグループ 1
ニプロ 1
ニチレイバイオサイエンス 1
健康体力研究所 1
リンガーハット 1
medbridge healthcare 1
キリン 1
フロイント 1
カネカ 1
オルトメディコ 1
大正富山医薬品 1
日清紡ホールディングス 1
（株）ブルボン 1
ハウス食品（株） 1
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（Ｐ＆Ｇ）（株） 1
南日本ハム（株） 1
武田薬品工業（株） 1

Ｈ：金融・商社・コンサルティング　
野村総合研究所 41
アクセンチュア 14
みずほフィナンシャルグループ 8
三菱東京ＵＦＪ銀行 6
野村證券 5
三井住友銀行 5
三菱商事 4
アビームコンサルティング 4
丸紅 4
日建設計 3
日本総合研究所 3
りそな銀行 3
日本生命保険 3
東京海上日動火災保険 3
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3
三井住友海上火災保険 3
三井物産 3
住友商事 3
四国銀行 2
日立ハイテクノロジーズ 2
三菱総合研究所 2
シンプレクス・テクノロジー 2
アーサー・Ｄ・リトル（ジャパン） 2
大和証券 2
大和総研 2
大和証券ＳＭＢＣ 2
三井住友カード 2
伊藤忠商事 1
日本アイ・ビー・エムシステムズ・エンジニアリング 1
近畿大阪銀行 1
シティバンク銀行 1
新光証券 1
杉村萬国特許事務所 1
住友生命保険 1
東京証券取引所 1
東京中小企業投資育成 1
バークレイズ・キャピタル証券 1
ＢＮＰパリバ証券 1
ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス 1
北海道銀行 1
モルガン・スタンレー証券会社 1
菱電商事 1
東京海上日動リスクコンサルティング 1
マネックス証券 1
ＺＳアソシエイツ 1
日本マスタートラスト信託銀行 1

富士通研究所 1
コニカミノルタテクノロジーセンター 1
富士テクニカルリサーチ 1
東亜電気工業 1
パレクセル・インターナショナル 1
日本鉄道電気設計 1
ＧＣＡサヴィアン 1
エムスリー 1
伊藤忠マシンテクノス 1
クロノバ 1
響国際特許事務所 1
MHIソリューションテクノロジーズ 1
ユリーカ 1
スローガン 1
ＩＳホールディングス 1
エム・シー・ファシリティーズ 1
トーア再保険 1
三井住友信託銀行 1
三越伊勢丹システム・ソリューションズ 1
損害保険料率算出機構 1
コーポレイトディレクション 1
ローランド・ベルガー 1
三洋貿易 1
日本能率協会コンサルティング 1
（株）メタルワン 1
（株）大和総研ホールディングス 1
PwCコンサルティング（同） 1
Spiber（株） 1
アクセンチュア（株） 1
ゴールドマン・サックス証券（株） 1
興和（株） 1

Ｉ：メディア
ＮＨＫ 12
リクルートホールディングス 7
フジテレビジョン 6
朝日新聞社 4
テレビ朝日 4
日本テレビ放送網 3
東海テレビ放送網 1
熊本県民テレビ 1
中京テレビ放送 1
電通 1
東急エージェンシー 1
名古屋テレビ放送 1
博報堂 1
文化放送 1
ビーコンコミュニケーションズ 1
九州朝日放送 1
集英社 1
Leverages 1
テレビ山口 1
毎日新聞 1
（株）アーズ 1
（株）主婦の友インフォス 1

Ｊ：教育・研究・公務員　
電力中央研究所 5
国家公務員総合職 4
東京都職員Ⅰ類 3
新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 2
日本銀行 2
千葉県職員 2
東京都立産業技術研究センター 2
日本入試センター 1
神奈川県教員 1
川崎市職員 1
京華学園（京華中学・高等学校） 1
佼成学園（佼成学園中・高等学校） 1
国家公務員一般職 1
材料科学技術振興財団 1
自衛隊幹部候補生 1
実践学園（実践学園高等学校・中学校） 1

中小企業基盤整備機構 1
鉄道総合技術研究所 1
東京消防庁消防官 1
東京都教員 1
東京23区職員 1
富山県教員 1
取手市職員 1
長崎県警察官 1
日本海事協会 1
文理佐藤学園（西武学園文理高等学校） 1
早稲田大学 1
製品評価技術基盤機構 1
東京医科歯科大学 1
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） 1
日本原子力研究開発機構 1
ゆうちょ銀行 1
千葉大学 1
敬倫塾 1
エス・ジーエデュケーション 1
鉄道建設・運輸施設設備支援機構 1
横浜市 1
独立行政法人医薬医療機器総合機構（PMDA） 1
文部科学省 1
けいせい塾 1
金融庁 1
独立行政法人 国際協力機構 1
（学）豊島岡女子学園(豊島岡女子中学・高等学校） 1

Ｋ：その他
ＬＩＸＩＬ 5
シミック 3
ヤフー 4
ヤマハ 2
ＷＤＢエウレカ 2
オリエンタルランド 2
リクルートキャリア 2
森ビル 2
クラブツーリズム 1
オービック 1
大塚商会 1
セプテーニ・ホールディングス 1
損害保険料率算出機構 1
スタッフサービス 1
ソニー企業 1
ソニー・コンピュータエンタテインメント 1
ソニーピーシーエル 1
東電ホームサービス 1
トンボ鉛筆 1
パラマウントベッド 1
富士テレコム 1
ポニーキャニオン 1
マクニカ 1
山二ガス 1
有楽土地 1
ＹＫＫＡＰ 1
ＥＭＣジャパン 1
レイス 1
茨城県厚生農業協同組合連合会 1
日本ワークス 1
東京中央農業協同組合 1
四電エナジーサービス 1
ベネッセコーポレーション 1
（株）シグマクシス 1
（株）テクノプロ 1
（株）リクルートライフスタイル 1
セコム（株） 1
王子マネジメントオフィス（株） 1
日本ナショナルインスツルメンツ（株） 1

日本の経済をリードする企業からの求人に
すべてお応えできなくて、恐縮しています。

＜2018年度実績＞ ＜2018年度実績＞

Ａ：電気機器・情報機器

Ｂ：機械・重工・プラント

Ｃ：鉄道・航空・運輸

Ｄ：電力・エネルギー

Ｅ：情報通信サービス・ソフトウェア

Ｆ：精密機器・医療機器

G：医薬・化学・食品

Ｈ：金融・商社・コンサルティング

Ｉ：メディア

Ｊ：教育・研究・公務員

Ｋ：その他

学部卒業生の進路
学部卒業生、修士修了生の
就職先のカテゴリー

就職
20%（26人）

進学
76%（99人）

その他
4％（5人）

21%

8%

8%
5%

23%

5%

8%

13%

5%
1% 5%



最先端に取り組む
多彩な教師陣

「超電導」という素晴らしい現象を豊かな社会づくりに役立てるために私たち
は研究・開発に励んでいます。例えば、超電導送電ケーブルをはじめとする電力
機器や究極のエネルギーの源の一つとして期待されている核融合用の大型超電導
マグネット、超電導リニアモーターなどのエネルギー・輸送分野への応用を目指
した研究、高磁場全身用MRI（アルツハイマー病の早期発見等）やがん治療用加
速器（遠隔転移等の進行がんへの効果が期待されるα線核医学治療等）などの医
療応用を目的とする超電導マグネットの研究・開発を行っています。

■学歴　1977年 早稲田大学理工学部電気工学科卒業
　　　　1983年 早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了、工学博士
■略歴　早稲田大学理工学部助手、専任講師、助教授を経て、1990年より現職
　　　　2014年～18年 早稲田大学理事（研究推進担当）

石山 敦士教授
Atsushi Ishiyama

［超電導応用研究室］ 
担当科目：電磁気学、エネルギー変換
電気機器

　本研究室では知能というものを人工的に創り上げることを目標としています。
これは現時点でも部分的には可能なのですが、人間並みの汎用性を持たせるため
には、「組み合わせ爆発」とか「次元の呪い」などと呼ばれてきた評価が難しい
タイプの高次元分布研究が必要です。これらは画像処理をはじめ、遺伝子一疾患
関連解析など医療分野においても力を発揮します。研究スタイルは、紙と鉛筆で
数式を解く理論計算と、プログラムしてシミュレーションすることの二本柱です。

■学歴　1997年 京都大学医学部医学科卒業
　　　　2003年 京都大学大学院医学研究科博士課程修了、博士（医学）
■略歴　理化学研究所脳科学総合研究センター特定協力研究員、東京工業大学
　　　　大学院総合理工学研究科助手、早稲田大学理工学部専任講師、准教授
　　　　を経て、2013年より現職
　　　　業績・ティーチングアワード（2016秋、2017春）を受賞

高次元分布は直感的な理解が難しいた
め、平面に射影させた図。ミクロのルー
ルによって大きく異なるマクロ状態が
出現する。

井上 真郷教授
Masato Inoue

高次元分布研究を知能に繋げる、医学情報処理の真髄を極める

［確率的情報処理研究室］
担当科目：プログラミング、情報理論、
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　生きものに観られるダイナミックな活動である体内時計（生物リズム）と形作
り（発生）の原理を、できるだけシンプルで解析しやすい生物（シアノバクテリ
ア）を用いて解析しています。リズムや形作りに必要な遺伝子を特定し、そのメ
カニズムを理解し、試験管内や細胞を使って実際に再現することができるか挑戦
しています。また、生命には様ざまな理解の可能性があるため、人文系やアート
から見た生命観についても学際研究や制作活動を行っています。

■学歴　1995年 名古屋大学農学部農学科卒業
　　　　1999年 名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了、博士（理学）
■略歴　日本学術振興会特別研究員、名古屋大学大学院理学研究科助手、
　　　　早稲田大学理工学部准教授を経て、2012年より現職
　　　　業績・文部科学大臣表彰若手科学者賞（2008）、グッドデザイン賞（2017）
　　　　第22回文化庁メディア芸術祭賞（文部科学大臣賞）（2019）を受賞

岩崎 秀雄教授
Hideo Iwasaki

バクテリアを用いて体内時計や形作りの原理を解明する

［細胞分子ネットワーク研究室］
担当科目：生命科学B、生物学史、
細胞分子生物学、システム生物学、時間生物学

シアノバクテリアの液体培養。光合成
を行うため、光照射条件で培養する。
体内時計や形作りの研究に用いている。

教員紹介
Faculty Members

　電力機器、電子回路、光ファイバ、バイオセンサ…現代の暮らしに不可欠な重
要なデバイスです。一見全くの別物に見えますが、全て「誘電体」が無ければ成
り立ちません。誘電体は、電気の絶縁、光の伝搬制御が可能な重要な材料です。
これらの研究を通して、一緒に世界の産業発展に貢献していきましょう！
　電気から光まで幅広い知識を身に付けられ、研究所での研究や学会発表も多い
ので、就職先も放送、電力、鉄道からメーカー、研究所に至るまで引く手あまたです。

■学歴　1973年 早稲田大学理工学部電気工学科卒業
　　　　1978年 早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了、工学博士
■略歴　早稲田大学理工学部専任講師、助教授を経て、1985年より現職
　　　　業績・2015 年 平成 27 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰　
　　　　科学技術賞受賞　リサーチアワード総長賞（2016 年度）を受賞

大木 義路教授
Yoshimichi Ohki

電気を絶縁し光の伝搬も制御する常に重要な材料「誘電体」

［誘電体材料研究室］ 
担当科目：電磁気学、物性基礎論、
誘電体材料

化学気相堆積法で数nm厚の次世代トラ
ンジスタ用絶縁膜を作製中。背後の装
置は高速イオンを打ち込むための加速
器。

脳の遺伝子を組み込んだ酵母を観察・
分析している。研究室での実験は、遺
伝子単離から細胞培養、個体解析まで
幅広い。

　動物では網膜・皮膚・脳などに光センサーがあり、視覚や生物時計あるいは方
位感知などに関わっています。私たちの研究室では、分子や細胞や動物を対象と
して、分子生物学をはじめ最先端の研究手法を駆使しながら、「生き物がどうやっ
て外界の情報を受け取り、利用しているのか」を研究しています。目や脳といっ
た神経系の情報処理の新しい仕組みを発見し、光センサーを工学的に利用したり、
薬学や医学に応用する方法の開発を目指しています。

■学歴　1988年 京都大学理学部生物物理学科卒業
　　　　1993年 京都大学大学院理学研究科博士課程修了、博士（理学）
■略歴　日本学術振興会特別研究員、東京大学教養学部助手、東京大学大学院理　　
　　　　学系研究科助手、講師、早稲田大学理工学部准教授を経て、2011年より現職
　　　　業績・科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞（2005年度）を受賞

岡野 俊行教授
Toshiyuki Okano

脳・神経系での情報受容機構へ分子細胞生物学からアプローチする

［分子細胞生物学研究室］ 
担当科目：生命科学A、免疫学、
フォトバイオロジー

　今世紀に入ってからのゲノム解析の進展などによる生命情報の蓄積と、DNA
など生体高分子を合成する技術の進展とにより、生命の「部品」を組み合わせ
て新規なシステムを合成する、合成生物学が勃興しています。この組み合わせの
場合の数が膨大なため、システムを効率よく合成するために、数理モデルの活用
が重要になっています。さらに当研究室では、生命の共通規格である、20種類、
というアミノ酸の数を変化させることで、生命の起源から新世代の生物工学まで
を追及しています。

■学歴　1994年 東京大学理学部生物化学科卒業
　　　　1999年 東京大学大学院理学系研究科博士課程満期退学、同年博士（理学） 取得
■略歴　JSTなど各所での研究員の後、東京大学大学院総合文化研究科助手、
　　　　東京工業大学大学院総合理工学研究科助教授・准教授を経て、2016年より現職
　　　　業績・平成27年度日本学術振興会賞を受賞

木賀 大介教授
Daisuke Kiga

合成生物学による人工生命システムの創生により生命の起源から新世代の生物工学まで

［合成生物学研究室］ 
担当科目：合成生物学、システム生物学、
生化学、設計生物学

遺伝子を組み合わせたシステムを数理
モデルに基づいて設計することで、こ
のシステムを持つ生きた細胞を設計通
りに挙動させることができる。

設計された挙動を示す
生きた細胞

　人工的に作られた物質や自然界に存在する物質の多くは電子の振舞いがその物
性に大きく影響を与えています。半導体を中心に様々な結晶を作製し、そのナノ
メーターオーダーの微細構造、低次元構造、量子構造を開発することによって各
種新材料における電子や光子の振舞いを制御することを研究しています。また、
人体内における電子や光子の振舞いにも対象領域を広げた研究を行っています。

■学歴　1983年 早稲田大学理工学部電気工学科卒業
　　　　1988年 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了、工学博士
■略歴　Purdue University Principal Research Scientist、千葉大学工学部
　　　　助教授を経て、2000年より現職

小林 正和教授
Masakazu Kobayashi

光とともに歩む

［電子・光子材料学研究室］ 
担当科目：電磁気学、電子回路、電子デバイス

新たに開発された電子材料の特徴を半
導体レーザ光線を用いて探査する。

HTS-SC用高温超電導.コイルシステム進
行がんへの治療効果が期待されているアル
ファー（α）線核医学治療の普及を目指して、
α線放出RI（ RadioIsotope）生産のための超
小型・高強度・エネルギー可変の加速器（高
温超伝導スケルトン・サイクロトロン：HTS-
SC）の開発を行っています。

「超電導」の研究を通して未来につながる新分野に挑戦する
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Faculty Members

　当研究室では物理・化学・生物の境界領域に属する新物質群に着目し、そのよ
うな物質のなかで電子がどのように振る舞うかを理論計算により実験に先駆けて
予測しています。さらに期待される電子物性や発現可能な光学現象等の量子物性
の基礎研究を行い、新しい量子材料の物質設計を目指しております。固体材料に
焦点を当てた「量子材料学」、生体機能を電子の振る舞いから探る「量子生物学」、
電子の量子論を検討する「量子理論」に大別し、研究を進めています。

■学歴　1978年 慶應義塾大学工学部計測工学科卒業
　　　　1983年 慶應義塾大学大学院工学研究科博士課程修了、工学博士
■略歴　日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所（現NTT基礎研究所）主任研究員
　　　　を経て、1995年早稲田大学理工学部助教授、1997年より現職

武田 京三郎教授
Kyozaburo Takeda

スーパーコンピューターを使って量子の世界を探ってみよう

［量子材料学研究室］ 
担当科目：物質の量子論、物質の電子論、
量子材料学特論

スーパーコンピューターを使って設計
された蛋白質ナノチューブ。この中を
イオンが透過することが理論的に明ら
かとなった。

　薬はいつ飲めば一番効果がでて、副作用を軽減できるかなど、薬を飲む一番適
切なタイミングを調べる学問「時間薬理学」を体内時計の観点から打ち立てるこ
とです。体内時計の仕組みを解明することで、発達障害、時差ぼけ、躁うつ病、
痴呆症、睡眠障害などの精神疾患の解明・治療薬の研究を行います。食事のタイ
ミングが体内時計を作るという、「時間栄養学」の仕組みを明らかにし、生体リ
ズムを整えるのに適した食事や栄養の摂取方法を明らかにし、生活習慣病の発症
原因の解明に寄与します。

■学歴　1976年 九州大学薬学部薬学科卒業
　　　　1981年 九州大学大学院薬学研究科博士課程修了、薬学博士
■略歴　九州大学薬学部助手、助教授、早稲田大学人間科学部助教授、教授を 　　
　　　　経て、 2003年より現職

柴田 重信教授
Shigenobu Shibata

健康科学に寄与する生体リズムの仕組みの解明と応用研究

［薬理学研究室］ 
担当科目：生理学、薬理学、時間生物学

生命科学の研究に欠かせない色々な遺
伝子改変マウスが作られている。マウ
スの輪回しにはサーカディアンリズム
が見られる。

バイオインフォマティクス（生命情報科学）とは、生命科学と情報科学が融合し
た学際研究分野です。当研究室では、人工知能（AI）・機械学習などの最先端の情報
科学、数学、確率・統計、物理学などの幅広い知見を駆使し、この先長く活用される
バイオインフォマティクスの理論や方法論の研究開発を行っております。さらに、
公共あるいは共同研究を通して提供を受ける生命科学ビッグデータから、情報科
学を用いて新しい生物学的知見を発見し、生命科学にブレイクスルーを起こすこ
とを目指しています。

■学歴　2002年　東北大学理学研究科数学専攻修士課程修了
2009年　東京工業大学総合理工学研究科知能システム科学専攻博士後期課
程修了 (社会人博士)、博士（理学）

■略歴　株式会社富士総合研究所研究員、みずほ情報総研株式会社コンサルタント、
東京大学大学院新領域創成科学研究科特任准教授を経て、2014年より現職
日本バイオインフォマティクス学会（JSBi）理事
業績・科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞（2017年度）を受賞
平成28年産業技術総合研究所理事長賞（研究）を受賞

浜田 道昭教授
Michiaki Hamada

バイオインフォマティクスで生命科学にブレイクスルーを起こす

［バイオインフォマティクス研究室］ 
担当科目：プログラミング、バイオインファマ
ティクス、バイオインフォマティクス特論

世界トップレベルの性能を誇る RNAの
２次構造予測ツール CentroidFoldを含
むWebサーバ（http://rtools.cbrc.jp/）。2
次構造を形成する塩基対の正確な予測
に対して他のツールやアルゴリズムよ
り優れていることが数学的に証明され
ています。

　電気鉄道や電気自動車など "電動モビリティシステム "のエネルギー面での高
性能化、高機能化のためには、地上からスマートに電力を供給する非接触給電技
術、運動エネルギーを蓄積し再利用する蓄電装置応用技術、意のままに動かし・
止めるためのモータ制御技術などの向上が重要です。本研究室では、パワーエレ
クトロニクス技術やモータドライブ技術を基盤に、電気鉄道や電気自動車を対象
として、ピーク電力を減らし、高効率にエネルギー変換を行うためのハードウェ
アに関する研究を行っています。

■学歴　1991年 早稲田大学理工学部電気工学科卒業
　　　　2000年 博士(工学、早稲田大学理工学研究科）
■略歴　1991年 財団法人鉄道総合技術研究所入所，2007年千葉大学
　　　　工学部助教授、准教授、教授を経て、2018年より現職

近藤 圭一郎教授
Keiichiro Kondo

電気鉄道や電気自動車を対象に、電気エネルギーをムラ無く、無駄なく使う技術を探求する

［電動モビリティシステム研究室］ 
担当科目：回路理論A、同演習、パワーエレ
クトロニクス、回路理論B、同演習

学生が考えた新しい技術を実際の鉄道
車両で実験をすることも可能です。

見えなかった指紋が浮かぶ新装置。

　量子物理学をベースにして、経験的に求められたパラメータを使用しない第一
原理から物質の諸性質をシミュレートする研究、10兆分の1秒という極めて短
いパルス幅のレーザーを用いて半導体における電子のダイナミクスを1兆分の1
秒という時間スケールで調べる研究などを行っています。最近では、分光学を応
用して、非侵襲的すなわち生体になんら変化をもたらさないで、光で病気の診断
を可能にする装置の研究開発にも力を注いでいます。

■学歴　1980年 早稲田大学理工学部電気工学科卒業
　　　　1985年 早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了、工学博士
■略歴　早稲田大学理工学部助手、静岡大学工業短期大学部専任講師、早稲田大学
　　　　理工学部専任講師、助教授を経て、1997年より現職

宗田 孝之教授
Takayuki Sota

量子物理学を核に、医理工領域の様々な課題に取り組んでいます

［光物性工学研究室］ 
担当科目：電磁気学、量子論、電子回路

　環境に配慮した電気エネルギーの安定供給は、持続可能な社会活動を実現する
ために必要不可欠です。当研究室では、太陽光や風力発電などの環境に優しい再
生可能エネルギー源の導入と、電気エネルギーの安定供給の双方を、継続実現可
能な次世代の最適な電気エネルギー供給形態をトータルデザインするとともに、
その実現に向けた先進的方法論をコンピュータシミュレーションと次世代電気エ
ネルギーシステム模擬実験を通して、研究開発しています。

■学歴　1989年 早稲田大学理工学部電気工学科卒業
　　　　1994年 早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了、工学博士
■略歴　早稲田大学理工学部助手、茨城大学工学部講師、福井大学大学院工学研究
　　　　科准教授を経て、2009年より現職、2014年より
　　　　早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構（ACROSS）機構長を兼務　
　　　　業績・リサーチアワード総長賞（2016年度、 2017年度）を受賞
　　　　平成31年度 文部科学大臣表彰・科学技術賞（研究部門）

林 泰弘教授
Yasuhiro Hayashi

環境に優しく持続可能な未来の電気エネルギーシステムをデザインする

［先進電気エネルギーシステム研究室］ 
担当科目：電気エネルギーシステムと環境、
先進電気エネルギーシステム

世界有数で国内初の次世代電気エネル
ギーマネジメントシステム統合研究開
発プラットフォーム（次世代電気エネ
ルギーシステム模擬実験設備ANSWER
と次世代スマートハウス）。

真正粘菌という細胞がつくる輸送管
ネットワークのしくみを IT ネットワー
ク解析のための理論で解析する。

　生命科学は生命を形作る部品の名前を覚える暗記科目ではありません。「生き
ている」ということのしくみを知るには、遺伝子やタンパク質などの部品同士の
関わり方を知ることが重要なのです。そのために、私たちの研究室では、物理学
や数学の立場から生命現象を考えていきます。例として、細胞集団の協調性のメ
カニズム、生体内の輸送管ネットワークがなぜ効率的なのかなどの問題について、
数理的手法により取り組んでいます。

■学歴　1989年 東京工業大学応用物理学科卒業
　　　　1997年 東京工業大学大学院生命理工学研究科博士課程修了、博士（理学）
■略歴　理化学研究所基礎科学特別研究員、科学技術振興機構さきがけ研究21
　　　　研究員、早稲田大学理工学部准教授を経て、2009年より現職

高松 敦子教授
Atsuko Takamatsu

数学と物理で生命現象のしくみを明らかにする

［生命システム研究室］ 
担当科目：生命科学A、数理生物学、
時間生物学、生命システム論
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当学科でサポートする資格には、中学校教諭一種免許状（理科）、高等学校教諭一種免許状（理科）、第一種・
第二種・第三種電気主任技術者、第一級陸上無線技術士があります。大学院終了時に取得可能な学位は、
修士課程では修士（工学）または修士（理学）、博士後期課程では博士（工学）または博士（理学）です。

■本学科で取得できる資格

教員紹介
Faculty Members

世界で最も厚さの薄い青色発光ダイ
オード（LED）。この LEDの作製方法に
ついて、英国科学誌である『Nature誌』
が “Lifting the blues!” と伝えました。

　当研究室では、新しい種類の半導体や新しいナノ構造（微細構造）を作製する
ことにより、今までには存在しなかった特性を人工的に創り出すことを目指して
研究を進めています。そして、これらの新しい半導体材料や微細構造の優れた特
性をデバイスへ応用する研究を行っています。このように、基礎研究から応用研
究までの幅広い研究に取り組み、得られた成果を実用化することにより、将来の
快適な暮らしを創造することにつなげたいと考えています。

■学歴　1983年 東京大学工学部電気・電子工学科卒業
　　　   1985年 東京大学工学部電気・電子工学科卒業 修士課程修了　
　　　   1993年 博士（工学、東京大学工学系研究科）
■略歴　1985年日本電信電話株式会社入社、日本電信電話株式会社・NTT物性　
　　　　科学基礎研究所所長を経て、2013年4月より現職
　　　　業績・2015年 平成27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰　科学技術賞受賞

牧本 俊樹教授
Toshiki Makimoto

新しい半導体材料やナノ構造で快適な暮らしを創造しよう

［半導体工学研究室］ 
担当科目：物性基礎論、半導体の物理、
半導体工学特論

計算機を用いて実験を行い、その結果
の可視化を通して、アルゴリズムの有
効性を確認している。

　データを解析するための方法を研究し、様々な分野へ応用することに取り組ん
でいます。データには温度のような物理量、人がつけた商品の評価点など様々な
性質のものがありますが、通常全くランダムなものではなく、何らかの数学的（確
率的）な構造が内在します。その構造を「学習」することで、未観測・未評価のデー
タの予測や推定が可能となります。この「学習」の手続きをつくることが、研究
の主な目的となります。具体的な応用例としては、電力需要や地震の予測、脳の
情報処理機構の推定、車の自動運転、工場の設備の異常検知、画像の超解像など
多岐にわたります。

■学歴　1987年 東京大学工学部計数工学科卒業
　　　　1992年 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、博士（工学）
■略歴　東京大学工学部助手、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員、
　　　　早稲田大学理工学部助教授を経て、2005年より現職

村田 昇教授
Noboru Murata

データに内在する数学的な構造を発見し情報処理に利用

［情報学習システム研究室］ 
担当科目：確率・統計、多変量解析、信号処理

動脈硬化のマーカたんぱく質の抗原抗
体反応を高周波超音波振動の変化によ
り検出した例。世界最高水準の感度を
誇る。

　固有振動している橋げたに車が通ると、その重みによって固有振動数は変化し
ます。同様にナノサイズの橋げたに抗原が付着すると、その固有振動数は変化し、
その変化量から逆に抗原濃度を推定できます。研究室では微小な超音波振動変化
から25メートルプールにスプーン一杯分の抗原高感度検出（世界最高水準）に
成功しています。そのほか、手術中にその場で超音波画像により組織を観察する
技術などを目指した超音波医工学研究を行っています。数多くの大手電気メーカ
と実用化研究を行ってきた経験を生かして実際に役立つものづくりを行います。

■学歴　2001年 同志社大学工学部電子工学科卒業
　　　　2006年 同志社大学大学院工学研究科博士後期課程修了、博士（工学）
■略歴　産業技術総合研究所関西産学官連携センター特別研究員、日本学術振興会
　　　　PD（東北大学）、名古屋工業大学機械工学科助教を経て、2015年より現職
　　　　業績・リサーチアワード総長賞（2016年度）を受賞
　　　　科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞（2018年度）を受賞

柳谷 隆彦准教授
Takahiko Yanagitani

超音波を用いた「医工学融合」デバイスに挑戦

［分子センサデバイス研究室］ 
担当科目：電磁気学、プラズマエレクトロニク
ス、超音波デバイス、分子センサデバイス特論

新しい空調制御系設計を目的に実施し
た自動車室内温度環境の計測試験。

　航空機、自動車、船舶、工作機械等の実システムを、コンピュータや電子機器
を使って思い通りに動かすことを制御といいます。制御は現代の社会や生活を支
える基盤技術の一つであり、その適用分野は多岐にわたっています。本研究室で
は、「良い制御」を実現する数理的なモデリングと理論、およびこれらの実シス
テムへの適用について研究を行っています。扱っている制御対象には、移動体（自
動車や船舶）、人間機械系（自動車のステアリング）等があります。

■学歴　1987年 慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業
　　　　1995年 早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了、博士（工学）
■略歴　石川島播磨重工業株式会社、大阪大学大学院工学研究科講師、早稲田大学
　　　　理工学部助教授を経て、2007年より現職

渡邊 亮教授
Ryo Watanabe

情報の力で実際のシステムを自在に動かす

［アドバンス制御研究室］ 
担当科目：制御工学、モデリングと制御、
回路理論B、同演習

多地域電力市場の概念図と検証用シス
テムを用いた入札風景。応用として環
境エネルギーや交通インフラシステム
を模擬した検証システムを自ら構築し、
提案手法の有効性を確認しています。

環境・エネルギー、交通、生命体、経済をはじめとする社会に実存するシステ
ムは大規模かつ複合系として構成されています。そのようなシステムに介在する
人や機械は限られた情報から意思決定を行わなければならなりません。システム
全体が望ましい機能を発現する制御方策とは何かという視点から、数理モデルに
裏付けられたメカニズムをシステム制御理論的に解明し、実システムへの応用を
目指しています。

■学歴　2011年東京工業大学工学部制御システム工学科卒業
　　　　2016年東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程修了、博士（工学）
■略歴　日本学術振興会特別研究員DC1、
　　　　早稲田大学理工学術院次席研究員（JST  CREST研究員）を経て、
　　　　2019年より現職。2018年カリフォルニア大学アーバイン校に短期研究滞在。
　　　　業績・2015年度計測自動制御学会学会賞（論文賞）、
　　　　2018年度同学会学術奨励賞（研究奨励賞）を受賞

和佐 泰明講師
Yasuaki Wasa

限られた情報から賢い意思決定と制御でシステムの機能を発現する

［システム制御研究室］ 
担当科目：システム解析、最適化の理論と応用

神経情報伝達を担う構造「シナプス」には
神経伝達物質受容体が密集している。分
子１個の動きを観察することにより、シナプ
ス内の受容体が、絶え間なく入れ替わって
いることが明らかになった。

膨大な情報処理を行う脳は、よくコンピュータに例えられます。しかし、脳を構成する部
品であるタンパク質や脂質は一生を通じて常に入れ替わっている、という点で、脳とコン
ピュータは大きく異なります。常に部品が入れ替わっているなかで、どのように脳という構
造が保たれ、記憶・学習・思考といった高次の機能を果たすことができるのでしょうか？当
研究室では、生体を構成する分子の物性と動態というナノスケールの生命情報から、脳
の働きや脳神経疾患発症機構を解明することを目指しています。

■学歴　1995年 東京大学理学部生物学科卒業
　　　　2000年 東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、博士（理学） 
■略歴　理化学研究所脳科学総合研究センター研究員・基礎科学特別研究員、
　　　　パリ高等師範学校（ENS）研究員、日本学術振興会特別研究員（ENS、理化学研究所）、
　　　　名古屋大学大学院理学研究科特任講師、JSTさきがけ専任研究者、慶應義塾大学医学部特任講師。2019年より現職。
　　　　業績・第14回日本学術振興会賞（2018年）受賞。

坂内 博子教授
Hiroko Bannai

生体分子の物性と動態から脳のしくみを明らかにする

［生物物理学研究室］
担当科目：生命科学Ｂ、
脳神経生理・病理学、生物物理学特論

コンピュータを用いて再現した同期モー
タ（1/4モデル）内部の電磁現象。様々な
情報を抽出し、機器の設計に活かす。

　我々の生活に深く浸透している最も身近なエネルギー、すなわち電気エネル
ギーに焦点を当て、如何にして発生させるか、効率よく変換するか、無駄なく利
用するか、上手に貯蔵するか、それらの過程においてどうすれば環境に負担をか
けないか……などを考えながら研究を行っています。具体的には、コンピュータ
を用いて電磁現象をシミュレーションする技術、様々な電磁応用機器システムを
対象とした最適化設計技術、太陽光／風力発電などの再生可能エネルギーの活用
技術の開発に取り組んでいます。

■学歴　1989年 早稲田大学理工学部電気工学科卒業
　　　　1993年 早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了、博士（工学）
■略歴　早稲田大学理工学部助手、専任講師、助教授を経て、2006年より現職
　　　　2016年より早稲田大学先進理工学部長・研究科長
　　　　業績・ティーチングアワード総長賞（2015秋）を受賞

若尾 真治教授
Shinji Wakao

見ることのできない物理現象を目に見えるように計算機で再現する

［コンピュータ援用電磁工学研究室］ 
担当科目：電磁気学、数値解析、電気機器

2019年秋着任予定
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A：西早稲田キャンパスに2008年 2月に竣工した63号館の全景。地上７階。B1Fは電気系実験室、1Fはレストラン、2Fには複数の大教室、3Fは情報フロア、
4-7Fは研究室として利用されています。電気・情報生命工学科は6Fフロアを利用しています。
B：建物西側に位置する採光用の回廊。写真右側に道を隔てて、都立戸山公園があります。
C、D：建物内部ロビーから回廊を隔てて、戸山公園を望む。ロビーは2F部分まで吹き抜けになっており、開放感溢れるつくりになっています。ロビーは情報ギャ
ラリーともなっていて、ハイビジョン大画面液晶パネルが複数設置されています。ベンチも多数用意され、学生たちの憩いの場所になっています。

E：3Fにある情報フロアのリフレッシュ・スペース。勉強の合間の休憩場所としてはもちろんのこと、講義の待ち
時間での勉強にも利用されています。左側の窓の外には、2F屋上の緑化されたスペースが広がります。
F：3F情報フロアにはコンピュータ・ルームが7室あり、合計459台のコンピュータ端末が設置されています。
それらは講義で利用されていないときは、誰でも利用可能になっています。
G：2Fにある300名の教室。隣に同じ大きさの教室があり、間仕切りを取れば600名の大教室となります。講義、
大学の諸行事の他、研究会、学会等にも利用されます。
H：1Fロームスクエア。自習、サークル打ち合わせ、昼休みのくつろぎの場として利用されています。

西早稲田キャンパス63号館

Ａ Ｂ

Ｃ
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先端生命医科学センター（50号館）
A：早稲田大学先端生命医科学センター（早稲田大学50号館）の全景。2008年 3月に竣工された本センターでは、電気・情報生命工学科の生命系の5研究室が、
研究を行っています。本センターには他に、早稲田大学からは先進理工学部生命医科学科、創造理工学部総合機械工学科、教育学部生物学専修などに属する生
命系の研究室があります。本センターは、早稲田大学と東京女子医科大学が融合研究を行う目的で共同出資して作られたもので、約3分の1のエリアでは東京
女子医科大学の研究者が研究を行っています。
B、C：早稲田大学50号館の正式名称は、東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科学研究教育施設ですが、両大学の融合研究施設の意味をこめて「TWIns」
の愛称で親しまれています。

D、E：東京女子医科大学との共有部分には、学生ラウンジやディスカッションスペースが多数用意され
ており、大学間・研究グループ間の交流が図られています。
F：ゆったりとした講義室では、大学院講義、各種セミナー、研究室ゼミなどが開かれています。
G：学生実験スペース。本学科では2年生後期からの実習（電気・情報生命工学実験）のうち、生命系
の実験を本センターにて行います。
H、I：共通実験設備。TWInsには最先端の生命科学研究に欠かせない多数の実験装置類（H）や動物飼
育設備（I）が整備されています。
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キャンパス紹介
Our Campus


