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村上陽一郎 略歴 

 

略歴 

 1936年 東京に生まれる 

 

 1962年 東京大学教養学部教養学科（科学史科学哲学分科）卒業 

 1968年 東京大学大学院人文科学研究科比較文学・比較文化専攻博士課程単位取得満期退学 

 

 1965年 上智大学理工学部助手 

 1968年 上智大学文学部講師 

 1971年 上智大学理工学部助教授 

 1973年 東京大学教養学部助教授 

 1986年 東京大学教養学部教授 

 1989年 東京大学先端科学技術研究センター教授 

 1992年 東京大学工学部教授  

 1993年 東京大学先端科学技術研究センター長 

 1995年 東京大学退官 

     国際基督教大学教養学部教授 

 1997年 東京大学名誉教授 

 1999年 国際基督教大学 OTHMER記念科学教授 

 2002年 国際基督教大学大学院教授 

 2008年 国際基督教大学退任、同客員教授、名誉教授 

 2009年 東京理科大学大学院科学教育研究科嘱託教授、同研究科長 

 2010年 東洋英和女学院大学学長 

 2014年 東洋英和女学院大学学長退任 

 

その他の教歴（順不同） 

  国立ウィーン工科大学客員教授 

  東京大学大学院総合文化研究科科学技術インタープリター養成プログラム特任教授 

  放送大学客員教授 

  中部大学客員教授 

  北京人民大学客座教授 

  大連工科大学客座教授 

 

 非常勤講師 

  岡山大学 お茶の水女子大学 慶応義塾大学 高知医科大学 埼玉大学 上智大学 

  聖心女子大学 清泉女子大学 都立航空工業短期大学 新潟大学 日本女子大学 



  広島市立大学 山梨医科大学 

 

政府等の委員・役職歴（順不同） 

  OECD 科学技術政策委員会 副議長・委員 

  UNESCO-COMEST (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology) 委員 

  首相諮問機関 21世紀日本の構想を考える懇談会第 3分科会「安心とうるおいの生活」委員 

  外務省 日仏科学技術連絡会議 委員 

  外務省 日米「科学技術と社会」コアメンバー会議 委員 

  科学技術会議 政策委員会 委員 

  文部省 21世紀医学・医療を考える懇談会 委員 

  文部科学省 社会技術フォーラム 委員 

  文部科学省 社会技術研究システム・公募型プログラム 領域統括 

  日本ユネスコ国内委員会 委員 

  科学技術庁 21世紀の社会と科学技術を考える懇談会 副会長 

  科学技術庁 科学技術と社会・国民との相互の関係の在り方に関する調査委員会 会長 

  科学技術庁 研究の資源配分と国際協力の責任分担に関する検討委員会 主査 

  科学技術庁 原子力政策長期計画策定会議第一分科会 委員 

  科学技術庁 参与 

  科学技術庁 生命倫理委員会クローン小委員会 委員 

  科学技術庁 生命倫理委員会ヒト胚小委員会 委員 

  科学技術庁 脳科学委員会 委員 

  科学技術政策研究所 顧問 

  科学技術振興機構社会技術研究開発センター 21 世紀の科学技術リテラシー 領域総括 

  科学技術振興機構社会技術研究開発センター 科学技術と社会の相互作用 領域総括 

  科学技術振興機構社会技術研究開発センター 社会システム／社会技術論 研究総括 

  日本学術振興会 先端科学（FoS）シンポジウム事業委員会 委員長 

  学位授与機構 運営委員会 委員 

  通商産業省 感性産業研究会 メンバー 

  経済産業省 原子力安全・保安院 検査の在り方に関する検討会 委員 

  経済産業省 原子力安全・保安院保安部会 委員（部会長） 

  経済産業省 産業技術審議会、産業科学技術開発部会 委員 

  長野県 子ども未来センター検討委員会 委員 

  21世紀未来博基本構想検討委員会 委員 

 

大学・学会・学術研究機関等の役職歴（順不同） 

  Pontifical Academy of Social Sciences メンバー 

  Sociology of the Sciences, Yearbook 編集委員 

  Swedish Collegium for Advanced Studies of Social Sciences 国際諮問委員会 委員 



  科学技術社会論学会 評議員 

  科学基礎論学会 理事 

  科学基礎論学会 編集委員長 

  日本科学哲学会 評議員 

  研究・技術計画学会 編集委員 

  日本学術会議 科学者コミュニティと知の統合委員会 委員 

  日本学術会議 連携会員 

  日本学術会議「科学基礎論」研連委員長 

  学会誌刊行センター 理事 

  国際高等研究所 学術参与 

  大学セミナーハウス 共同セミナー企画委員 

  大学セミナーハウス 常務理事 

  東京大学工学部・工学系研究科 外部評価委員会 委員 

  東京大学人工物研究センター 外部評価委員会 委員 

  東京大学先端科学技術研究センター 参与 

  学校法人 東洋英和女学院 評議員 

  岐阜大学 運営審議会 委員 

  新潟大学 人文学部外部評価委員会 委員 

  京都大学 再生医学研究所倫理委員会 委員 

  総合地球環境学研究所 評価委員会 委員 

  21世紀 COEプログラム「『平和・安全・共生』研究教育」拠点リーダー 

  医科学情報ネットワーク委員会 委員 

  横断型基幹科学技術研究団体連合 理事 

  神奈川保険・福祉・医療系大学整備計画策定委員会 会長 

  国際予防医学リスクマネージメント連盟 顧問 

  国立長寿医療センター研究所 外部評価委員会 委員 

  生命誌研究館 評価委員 

  野間科学医学資料館 評議員 

  NTTデータシステム科学研究所 所長 

 

民間の団体の役職歴（順不同） 

  公益法人 中山人間科学振興財団 代表理事（理事長） 

  一般法人 日本アスペン研究所 副理事長 

  公益法人 本田財団 評議員 

  公益法人 野村財団 理事 

  公益法人 マクドナルド・チャリティーズ・ハウス・ジャパン 理事 

  公益法人 花王芸術・科学財団 評議員 

  公益法人 倶進会 評議員 



  一般法人 カワイサウンド技術・音楽振興財団 評議員 

  NPO法人 日本音楽国際交流会 副理事長 

  『ILLUME』編集顧問 

  武田計測先端知財団 評議員 

  花の万博記念「コスモス国際賞」選考専門委員会 委員長 

  大来記念日本音楽国際交流会 副理事長 

  アガトスの会 理事 

  京都賞 哲学思想部門選考委員会専門委員会 委員長 

  毎日出版文化賞 選考委員 

  毎日新聞社「21世紀を幸せにする科学」作文コンクール 選考委員長 

  日経アジア賞選考委員会 委員 

  神奈川科学技術アカデミー教育委員会 委員 

  など 

 

受賞歴 

 1973年 第 1回哲学奨励山崎賞受賞  

 1985年 第 39回毎日出版文化賞受賞  

 2015年  瑞宝中綬章受章 

 2016年 広島市立大学名誉博士 

  2016年 科学技術社会論・柿内賢信記念賞（特別賞）受賞 

以上 


