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生命の応答と変換
TARAセンターでは、時空間生命制御、生命情報機能、総合人
間科学、新物質創製、ナノロジー、マルチメディア情報の各研
究アスペクトを中心に、独自の研究を発展させて参りました。
生命系はTARAプロジェクトと深く連携して、国際的に高く評価
される共同研究が展開されています。特に、生体分子を化学
的に捉えることや、生体信号を情報変換することで生命機能
を測定するなど、生命系と物質系や情報系の融合研究も深化
しつつあります。そこで、６つのアスペクトを『生命の応答と変
換』の１つに統合し、最先端の生命科学研究を推進すると共
に、多様な学問分野との融合を図りつつ、新しい学際研究の
拠点形成を目指します。また、
「知の深化（＝独創的研究の展
開）」
と
「知の活用（＝新たな社会的価値の創出）」の軸に加え、
「知の萌芽（＝若手研究者の育成）」の新機軸を打ち出し、専任
教員は学類・大学院を担当し、積極的に学生・大学院生を受け
入れています。
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江崎玲於奈学長就任
TARA構想（研究審議会了承）
TARAセンター準備室として科学技術相談室の設置
TARAセンター設置準備委員会発足
TARAセンター設置（文部省令12号）
村上和雄センター長就任
TARA研究棟（A棟）完成
TARA研究棟（B棟）完成
北原保雄学長就任
古川尚道センター長就任
後藤勝年センター長就任
国立大学法人筑波大学を設置
岩崎洋一学長就任
瀧田宏樹センター長就任
深水昭吉センター長就任
山田信博学長就任
浅島誠センター長就任
永田恭介学長就任
花岡文雄センター長就任
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