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寄付講座（77講座）

部　局　名 寄付講座・寄付研究部門名称 設置期間
寄附総額

（百万円）
寄　附　者　名

法学政治学研究科 金融法（みずほフィナンシャルグループ） 2020.4 ～ 2023.3 60 株式会社みずほフィナンシャルグループ

(2017.4 ～ 2020.3) (90) (更新)

(2012.4 ～ 2017.3) (150) (更新)

(2007.4 ～ 2012.3) (150) (更新)

金融商品取引法（野村財団） 2021.9 ～ 2024.8 75 公益財団法人　野村財団

(2018.9 ～ 2021.8) (90) （更新）

トランスナショナルロー（末延財団） 2020.4 ～ 2023.3 90 公益財団法人　末延財団

医学系研究科 骨・軟骨再生医療講座 2021.7 ～ 2024.6 84 CPC株式会社

株式会社協和

関東化学株式会社

株式会社ニチレイ

(2018.7 ～ 2021.6) (118) （更新）

(2015.7 ～ 2018.6) (76) （更新）

(2012.7 ～ 2015.6) (75) （更新）

(2009.7 ～ 2012.6) (75) （更新）

(2007.7 ～ 2009.6) (50) （更新）

(2005.7 ～ 2007.6) (40) （更新）

(2002.7 ～ 2005.6) (90) （更新）

免疫細胞治療学 2019.6 ～ 2022.5 180 タカラバイオ株式会社

(2014.6 ～ 2019.5) (225) （更新）

(2009.6 ～ 2014.5) (170) （更新）

(2004.6 ～ 2009.5) (150) （更新）

先端臨床医学開発講座 2019.10 ～ 2022.9 153.96 アンジェス株式会社

(2016.10 ～ 2019.9) (153.96) （更新）

(2013.10 ～ 2016.9) (120) （更新）

(2010.10 ～ 2013.9) (120) （更新）

(2007.10 ～ 2010.9) (120) （更新）

(2004.10 ～ 2007.9) (120) （更新）

コンピュータ画像診断学/予防医学 2020.5 ～ 2025.4 775 株式会社ハイメディック

シーメンスヘルスケア株式会社

(2015.5 ～ 2020.4) (646.604938) （更新）

(2010.5 ～ 2015.4) (464) （更新）

(2005.5 ～ 2010.4) (250) （更新）

臨床試験データ管理学講座 2019.4 ～ 2022.3 75.59 株式会社インテリム

株式会社ウェルビー

ACメディカル株式会社

エイツーヘルスケア株式会社

FMD K&L Japan株式会社

小野薬品工業株式会社

株式会社クロエ

ニプロ株式会社

日本たばこ産業株式会社

日本メディア株式会社

株式会社ニュー・エイジ・トレーディング

株式会社NOBORI

プラヴィダテクノロジーズ合同会社

メディデータ・ソリューションズ株式会社

Medrio,Inc.

(2016.4 ～ 2019.3) (78) （更新）

(2013.4 ～ 2016.3) (75) （更新）

(2010.4 ～ 2013.3) (90) （更新）

(2007.4 ～ 2010.3) (120) （更新）

関節機能再建学講座 2019.1 ～ 2021.12 75 京セラ株式会社

(2016.1 ～ 2018.12) (75) （更新）

(2013.1 ～ 2015.12) (90) （更新）

(2008.1 ～ 2012.12) (150) （更新）

重症心不全治療開発講座 2021.4 ～ 2024.3 120.5 株式会社AQuA

小野薬品工業株式会社

株式会社サンメディカル技術研究所

泉工医科工業株式会社

センチュリーメディカル株式会社

テルモ株式会社

ニプロ株式会社

日本アビオメッド株式会社

日本新薬株式会社

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

日本メドトロニック株式会社

フクダライフテック東京株式会社

持田製薬株式会社

(2018.4 ～ 2021.3) (111.8) （更新）

(2013.4 ～ 2018.3) (144.5) （更新）

(2008.4 ～ 2013.3) (305) （更新）

分子構造・動態・病態学 2019.4 ～ 2022.3 65 日本電子株式会社

カールツァイス株式会社

(2014.4 ～ 2019.3) (132.5) （更新）

(2009.4 ～ 2014.3) (150) （更新）

肺高血圧先進医療研究学講座 2018.4 ～ 2023.3 250 アクテリオンファーマシューティカルズジャパン株式会社

(2013.4 ～ 2018.3) (250) （更新）

東京大学寄付講座・寄付研究部門設置状況（部局別）
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部　局　名 寄付講座・寄付研究部門名称 設置期間
寄附総額

（百万円）
寄　附　者　名

医学系研究科 運動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座 2020.4 ～ 2023.3 93 あゆみ製薬株式会社

日本臓器製薬株式会社

小野薬品工業株式会社

SOMPOホールディングス株式会社

ニューベイシブジャパン株式会社

一般社団法人医療データサイエンティスト医療AI機器開発機構

MS&ADインターリスク総研株式会社

株式会社イノテック

中外製薬株式会社

一般財団法人日本予防医学協会

株式会社ディー・エヌ・エー

合同会社イブキ

(2017.4 ～ 2020.3) (105.5) （更新）

(2014.4 ～ 2017.3) (90) （更新）

骨免疫学 2019.5 ～ 2022.4 99 中外製薬株式会社

あゆみ製薬株式会社

株式会社ノエビア

株式会社ミキハウス

(2016.5 ～ 2019.4) (90) （更新）

地域医薬システム学 2017.1 ～ 2022.3 156.4 クオールホールディングス株式会社

株式会社アイセイ薬局　

薬樹株式会社

ファーマクラスター株式会社

株式会社JMDC（日本医療データセンター）

株式会社サノ・ファーマシー

株式会社サンテ

株式会社スパーテル

有限会社ブルークロス

株式会社メディセオ

アルフレッサ株式会社

イーピーエス株式会社

株式会社EP綜合

株式会社EPファーマライン

往来技術株式会社

株式会社グッドサイクルシステム

古屋憲次

日医工株式会社

ニプロ株式会社

株式会社ホロン

株式会社アドヴァケーション

沢井製薬株式会社

東和薬品株式会社

Meiji Seikaファルマ株式会社

医療経済政策学 2020.2 ～ 2023.1 100 中外製薬株式会社

日本メジフィジックス株式会社

ハートフロージャパン合同会社

旭化成メディカル株式会社

アルケア株式会社

日本システム技術株式会社

あゆみ製薬株式会社

テルモ株式会社

ニプロ株式会社

(2017.2 ～ 2020.1) (112.5) （更新）

生物統計情報学 2021.4 ～ 2026.3 350 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

(2017.3 ～ 2021.3) (425) （更新）

分子神経学 2017.4 ～ 2022.3 150 村田 泰隆

先進代謝病態学 2020.7 2023.6 84 小野薬品工業株式会社

ノボノルディスクファーマ株式会社

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

(2017.7 ～ 2020.6) 114 （更新）

在宅医療学講座 2018.4 ～ 2023.3 261 野口和輝

株式会社JSH

日本在宅医療株式会社

東和薬品株式会社

沢井製薬株式会社

株式会社アインファーマシーズ

先進循環器病学 2021.4 ～ 2024.3 136 日本メドトロニック株式会社

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

フクダ電子東京中央販売株式会社

バイオトロニックジャパン株式会社

SIMPLEXQUATUM株式会社

(2018.4 ～ 2021.3) (105) (更新)

医療AI開発学 2018.8 ～ 2023.7 265 阪神調剤ホールディング株式会社

株式会社ＥＭシステムズ

総合放射線腫瘍学 2021.4 ～ 2026.3 125 エレクタ株式会社

株式会社千代田テクノル

再生医療・細胞治療研究 2021.4 ～ 2024.3 111 日産化学株式会社

株式会社ニコン

香港維健医薬集団有限公司

工学系研究科 アドバンテストＤ２Ｔ 2019.10 ～ 2022.9 90 株式会社アドバンテスト

(2016.10 ～ 2019.9) (90) （更新）

(2013.10 ～ 2016.9) (90) （更新）

(2010.10 ～ 2013.9) (90) （更新）

(2007.10 ～ 2010.9) (90) （更新）
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部　局　名 寄付講座・寄付研究部門名称 設置期間
寄附総額

（百万円）
寄　附　者　名

工学系研究科 都市持続再生学 2017.10 ～ 2022.9 115 三井不動産株式会社

三菱地所株式会社

森ビル株式会社

株式会社大林組

鹿島建設株式会社

清水建設株式会社

大成建設株式会社

株式会社竹中工務店

積水ハウス株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

(2012.10 ～ 2017.9) (113) (更新)

(2007.10 ～ 2012.9) (156) (更新)

ユビキタスパワーネットワーク寄付講座 2018.6 ～ 2023.5 138.5 東日本旅客鉄道株式会社

東芝エネルギーシステムズ株式会社

電源開発株式会社

富士電機株式会社

株式会社明電舎

株式会社日立製作所

(2013.6 ～ 2018.5) (112.5) (更新)

(2008.6 ～ 2013.5) (130) (更新)

パワーフロンティア寄付講座 2018.6 ～ 2023.5 112.5 三菱電機株式会社

住友電気工業株式会社

日本ガイシ株式会社

株式会社東光高岳

東海旅客鉄道株式会社

(2013.6 ～ 2018.5) (150) (更新)

(2008.6 ～ 2013.5) (200) (更新)

建築構成材デザイン工学（AGC旭硝子） 2019.4 ～ 2022.3 99 AGC 株式会社

(2016.4 ～ 2019.3) (99) (更新)

(2013.4 ～ 2016.3) (99) (更新)

(2010.4 ～ 2013.3) (99) (更新)

グローバル消費インテリジェンス寄付講座 2019.4 ～ 2022.3 100 ソフトバンクグループ株式会社

(2014.4 ～ 2019.3) (258) (更新)

建築生産マネジメント 2017.4 ～ 2022.3 250 株式会社大林組

鹿島建設株式会社

清水建設株式会社

大成建設株式会社

株式会社竹中工務店

次世代IoT 活用の創出 2017.4 ～ 2022.3 150万米ドル 非公開

基盤材料マネジメント工学 2017.10 ～ 2022.9 195 日本製鉄株式会社

JFE スチール株式会社

株式会社神戸製鋼所

日新製鋼株式会社

i-Construction システム学 2021.10 ～ 2024.9 306 一般社団法人　日本建設業連 合会 

一般社団法人　建設コンサル タンツ協会 

一般社団法人　全国地質調査 業協会連合会 

一般社団法人　全国測量設計 業協会連合会 

一般社団法人　日本建設機械 施工協会

(2018.10 ～ 2021.9) (311.85) (更新)

ブロックチェーンイノベー ション 2018.11 ～ 2022.1 90 株式会社三井住友フィナン シャルグループ 

株式会社ホットリンク

マネーフォワードフィナン シャル株式会社

株式会社グッドラックスリー

株式会社ジェイ・エス・エス

株式会社ジッパー

光量子情報処理学 2019.4 ～ 2027.3 400 日亜化学工業株式会社

自動車の設計教育 2019.7 ～ 2022.6 87 株式会社Nアンドパートナーズ

シェフラージャパン株式会社

旭鉄工株式会社

株式会社小松製作所

株式会社テイン

千葉泰常

健康長寿生命機能工学 2019.11 ～ 2024.10 150 一般財団法人未踏医科学研究財団

下水道システムイノベーション 2020.4 ～ 2025.3 190 東京都下水道サービス株式会社

航空宇宙革新構造設計 2020.4 ～ 2023.3 140 株式会社IHIエアロスペース

復興デザイン研究体講座 2021.4 ～ 2024.3 60 復建調査設計株式会社

アジア航測株式会社

AI経営寄付講座 2021.6 ～ 2024.5 300 PwC Japan合同会社

アントレプレナーシップ教育デザイン 2021.7 ～ 2024.6 120 株式会社経営共創基盤

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ

株式会社松尾研究所

ＫＤＤＩ株式会社

世界モデル・シミュレータ寄付講座 2021.7 ～ 2026.6 550 株式会社スクウェア・エニックス・AI&アーツ・アルケミー

ソニーグループ株式会社

日本電気株式会社

人文社会系研究科 上廣死生学・応用倫理講座 2017.4 ～ 2022.3 220 公益財団法人　上廣倫理財団

(2012.4 ～ 2017.3) (216.5) （更新）

(2007.4 ～ 2012.3) (150) （更新）

理学系研究科 知の物理学研究 2020.7 ～ 2025.6 160 ダイキン工業株式会社

量子ソフトウェア 2021.6 ～ 2024.5 87 日本電気株式会社

富士通株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

日鉄ソリューションズ株式会社

株式会社電通国際情報サービス

日本ユニシス株式会社

SCSK株式会社

blueqat株式会社

株式会社日本総合研究所

凸版印刷株式会社
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部　局　名 寄付講座・寄付研究部門名称 設置期間
寄附総額

（百万円）
寄　附　者　名

農学生命科学研究科 植物医科学 2019.4 ～ 2024.3 50 株式会社ニッポンジーン

株式会社サカタのタネ

(2014.4 ～ 2019.3) (121) （更新）

(2011.4 ～ 2014.3) (90) （更新）

(2006.4 ～ 2011.3) (180) （更新）

味覚サイエンス（日清食品） 2017.4 ～ 2022.3 150 日清食品ホールディングス株式会社

(2012.4 ～ 2017.3) (250) （更新）

(2007.4 ～ 2012.3) (250) （更新）

食と生体機能モデル学 2020.5 ～ 2025.4 258.4 フォーデイズ株式会社

(2015.5 ～ 2020.4) (125) （更新）

微生物代謝工学 2020.4 ～ 2024.3 80 協和発酵バイオ株式会社

(2016.4 ～ 2020.3) (80) （更新）

バイオマス・ショア 2016.8 ～ 2022.3 103 三菱瓦斯化学株式会社

三菱商事株式会社

ENEOS株式会社

日新商事

山嵜俊博

中国電力株式会社

木材利用システム学 2019.10 ～ 2023.3 126 農林中央金庫

(2016.10 ～ 2019.9) (135) （更新）

醸造微生物学（キッコーマン） 2021.10 ～ 2026.3 180 キッコーマン株式会社

(2016.10 ～ 2021.9) (200) （更新）

養生訓を科学する医食農連携（メディカルビアーラ）寄付講座 2017.2 ～ 2022.3 160.5 株式会社メディカルビアーラ

微生物潜在酵素（天野エンザイム）寄付講座 2017.10 ～ 2022.9 150 天野エンザイム株式会社

微生物膜輸送工学 2018.10 ～ 2024.3 250 公益財団法人　発酵研究所

食品機能学 2019.4 ～ 2024.3 156.4 食品産業コンソーシアム

持続可能な自然再生科学研究 2019.9 ～ 2024.8 150 株式会社サンタミネラル

食の健康科学（ニップン） 2020.3 ～ 2023.2 60 日本製粉株式会社

ＯＳＧ　国際防疫獣医学 2021.11 ～ 2026.10 150 株式会社OSGコーポレーション

フィールドフェノミクス 2021.11 ～ 2025.3 93 北海道更別村

総合文化研究科 ｽﾙﾀﾝ・ｶﾌﾞｰｽ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ中東研究 2011.4 ～ 毎年24～25 オマーン国

ギフテッド創成寄付講座 2020.4 ～ 2023.3 60 一般社団法人インクルーシブパレット

教育学研究科 子育て・保育研究 2020.4 ～ 2023.3 60 株式会社ポプラ社

凸版印刷株式会社

薬学系研究科 育薬学寄付講座 2020.4 ～ 2025.3 185 株式会社アインファーマシーズ

株式会社メディカル一光

I&H株式会社

株式会社わかば

株式会社トモズ

有限会社イトーヤク

株式会社ユヤマ

株式会社池田模範堂

佐藤製薬株式会社

東邦ホールディングス株式会社

(2015.4 ～ 2020.3) (237.5) （更新）

(2009.10 ～ 2015.3) (195) （更新）

(2004.10 ～ 2009.9) (199) （更新）

医薬政策学 2020.10 ～ 2024.9 78.9 武田薬品工業株式会社

ミリマンインク

(2015.10 ～ 2020.9) (147.5) （更新）

(2011.4 ～ 2015.9) (150) （更新）

(2006.4 ～ 2011.3) (150) （更新）

ヒト細胞創薬学 2017.4 ～ 2022.3 100 横河電機株式会社

富士フイルム和光純薬株式会社

旭硝子株式会社

株式会社 LSI メディエンス

新領域創成科学研究科 先進ヒューマンモビリティ安全設計学 2016.4 ～ 2022.3 175 株式会社京三製作所

ユニバーサルスポーツ健康科学（ゼビオ） 2019.4 ～ 2022.3 71 ゼビオホールディングス株式会社

革新的学びの創造学 2020.4 ～ 2025.3 200 株式会社ナガセ

情報理工学系研究科 先端人工知能学教育 2021.6 ～ 2026.5 - トヨタ自動車株式会社

株式会社ドワンゴ

オムロン株式会社

パナソニック株式会社

株式会社野村総合研究所

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社みずほフィナンシャルグループ

三菱重工業株式会社

(2016.6 ～ 2021.5) 900 （更新）

次世代金融支援システム講座（日本住宅ローン） 2019.7 ～ 2023.6 120 日本住宅ローン株式会社

情報学環 DNP学術電子コンテンツ研究寄付講座 2018.11 ～ 2021.10 81 大日本印刷株式会社

(2015.11 ～ 2018.10) (81) （更新）

公共政策学連携研究部・教育部 資本市場と公共政策 2021.4 ～ 2025.3 92 みずほ証券株式会社

(2017.4 ～ 2021.3) (92) （更新）

(2012.4 ～ 2017.3) (90) （更新）

(2007.4 ～ 2012.3) (100) （更新）

エネルギーセキュリティと環境 2019.4 ～ 2022.3 67.5 国際石油開発帝石株式会社

(2016.4 ～ 2019.3) (67.5) （更新）

(2013.4 ～ 2016.3) (90) （更新）

(2010.4 ～ 2013.3) (90) （更新）

再生可能エネルギーと公共政策（日本政策投資銀行） 2020.9 ～ 2023.8 60 日本政策投資銀行
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寄付研究部門（26部門）

部　局　名 寄付講座・寄付研究部門名称 設置期間
寄附総額

（百万円）
寄　附　者　名

附属図書館 アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門 2019.4 ～ 2024.3 350 公益財団法人　上廣倫理財団

(2014.4 ～ 2019.3) (350) （更新）

総括プロジェクト機構 2020.4 ～ 2025.3 186 トヨタ自動車株式会社

住友電気工業株式会社

前田建設工業株式会社

岩谷産業株式会社

川崎重工業株式会社

(2016.10 ～ 2020.3) (68) （更新）

(2010.11 ～ 2016.9) (445) （更新）

「プラチナ社会」総括寄付講座 2017.4 ～ 2022.3 254.5 株式会社地球快適化インスティテュート

三井不動産株式会社

信越化学工業株式会社

オリックス株式会社

積水ハウス株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

豊田通商株式会社

(2012.4 ～ 2017.3) (265) （更新）

「革新分子技術」総括寄付講座 2015.4 ～ 2022.3 311.5 東和薬品株式会社

日本電子株式会社

三菱化学株式会社

株式会社地球快適化インスティテュート

「Mohammed bin Salman Center for Future Science and Technology
for Saudi-Japan Vision 2030 at the University of Tokyo」総括寄
付講座

2020.4 ～ 2025.3 1,550万米ドル MiSK Foundation

国際建築教育拠点(SEKISUIHOUSE-KUMALAB) 2020.6 ～ 2025.5 200.0 積水ハウス株式会社

2020.10 ～ 2025.9 180 一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本科学技術連盟

一般財団法人日本品質保証機構

トヨタ自動車株式会社

積水化学工業株式会社

株式会社ベリサーブ

小林クリエイト株式会社

前田建設工業株式会社

三菱重工業株式会社

医療法人財団利定会

医療法人むつみホスピタル

株式会社Ccvision

一般社団法人ハートコミュニケーションズ

日本電気株式会社

医科学研究所 先端ゲノム医療の基盤研究 2015.10 ～ 2021.9 111 株式会社ムトウ

大陽日酸株式会社

生産技術研究所 非鉄金属資源循環工学寄付研究部門 2017.1 ～ 2021.12 150 JX金属株式会社

(2012.1 ～ 2016.12) (150) （更新）

ニコンイメージングサイエンス寄付研究部門 2020.4 ～ 2023.3 60 株式会社ニコン

(2017.4 ～ 2020.3) (60) （更新）

(2012.4 ～ 2017.3) (100) （更新）

豊島ライフスタイル寄付研究部門 2018.10 ～ 2021.9 105 豊島株式会社

自動運転の車両運動制御寄付研究部門 2018.12 ～ 2022.11 150 株式会社ジェイテクト

アジア都市TOD寄付研究部門 2019.12 ～ 2024.3 294.8 四川拓徳仕嘉工程諮詢有限会社

ウイルス医療学寄付研究部門 2020.4 ～ 2024.3 150 GCAT株式会社

持続可能性志向インタースペース寄付研究部門 2021.10 ～ 2024.9 195 PwC コンサルティング合同会社

先端科学技術研究センター 先端物流科学 2019.7 ～ 2024.6 160 ヤマトホールディングス

SBSホールディングス

鈴与グループ

日本政策投資銀行

株式会社モノフル

国際高等研究所カブリ数物連携宇宙
研究機構

宇宙のダークサイド（浜松ホトニクス）寄付研究部門 2019.4 ～ 2024.3 100 浜松ホトニクス株式会社

(2014.4 ～ 2019.3) (100) （更新）

未来ビジョン研究センター スタートアップエコシステム研究プロジェクト 2021.4 ～ 2024.3 90 住友生命保険相互会社

総合研究博物館 ミュージアム・テクノロジー 2020.10 ～ 2023.9 60 株式会社丹青社

(2017.10 ～ 2020.9) (90) （更新）

(2014.10 ～ 2017.9) (90) （更新）

(2011.10 ～ 2014.9) (60) （更新）

(2008.10 ～ 2011.9) (60) （更新）

(2005.10 ～ 2008.9) (90) （更新）

インターメディアテク寄付研究部門 2019.4 ～ 2024.3 400 日本郵便株式会社

(2016.4 ～ 2019.3) (240) （更新）

(2013.4 ～ 2016.3) (270) （更新）

(2009.4 ～ 2013.3) (300) （更新）

太陽系博物学寄付研究部門 2020.4 ～ 2023.3 60 株式会社東京ドーム

(2017.4 ～ 2020.3) (60) （更新）

(2014.4 ～ 2017.3) (60) （更新）

国際デザイン学寄付研究部門 2021.6 ～ 2024.5 75 リシュモンジャパン株式会社

空間情報科学研究センター 不動産情報科学研究部門 2019.4 ～ 2022.3 90 株式会社 LIFULL

三井住友トラスト基礎研究所

数理・情報教育研究センター データサイエンス社会実装寄付部門 2018.9 ～ 2022.3 120 長谷川智彦

臨床生命医工学連携研究機構 次世代臨床医用計測技術研究ネットワーク拠点 2020.4 ～ 2025.3 300 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

サービスVR 2019.10 ～ 2022.9 84 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

東日本旅客鉄道株式会社
近畿日本鉄道株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社ソリッドレイ研究所
株式会社東京ドーム
森ビル株式会社

「太陽光を機軸とした持続可能グローバルエネルギーシステム」総括
寄付講座

「Quality とHealthを基盤におくサービスエクセレンス社会システム
工学」総括寄付講座

バーチャルリアリティー教育研究セ
ンター
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