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2-5　構成員

2-5-1　現在の構成員
伊　藤　光　男 所長

馬　場　宏　明 研究顧問
長　倉　三　郎 研究顧問，名誉教授
田　中　郁　三 研究顧問
井　口　洋　夫 研究顧問，名誉教授
廣　田　榮　治 名誉教授
木　村　克　美 名誉教授
諸　熊　奎　治 名誉教授
丸　山　有　成 名誉教授
吉　原　經太郎 名誉教授
花　崎　一　郎 名誉教授
岩　村　　　秀 名誉教授

理論研究系　研究主幹(併)　中　村　宏　樹

分子基礎理論第一研究部門

岩　田　末　廣 教　授
岡　本　祐　幸 助教授
池　上　　　努 助　手
杉　田　有　治 助　手
陳　　　飛　武 非常勤研究員
西　川　武　志 リサーチ・アソシエイト
Baeck Kyoung-Koo 文部省外国人研究員　'98.6.22 ～ '98.8.21，'98.12.21 ～ '99.2.20
佐　藤　克　彦 学振特別研究員

分子基礎理論第二研究部門

中　村　宏　樹 教　授
谷　村　吉　隆 助教授
朱　　　超　原 助　手
奥　村　　　剛 助　手
宮　崎　州　正 非常勤研究員
丸　山　　　豊 非常勤研究員
Shin, S. 文部省外国人研究員　'98.6.24 ～ '98.8.23，'99.1.4 ～ '99.3.3
Chaudhuri, S. 学振外国人特別研究員　'98.3.5 ～ '98.10.7
Wang, Y. 学振外国人特別研究員　'99.3.23 ～ '01.3.22
Mil'nikov, G. V. 学振外国人招へい研究者　'99.3.1 ～ '99.12.31

分子基礎理論第三研究部門（客員研究部門）

池　田　研　介 教　授（立命館大理工）
季　村　峯　生 助教授（山口大医療技術短期大学部）
天　能　精一郎 助　手

分子基礎理論第四研究部門

平　田　文　男 教　授
米　満　賢　治 助教授
佐　藤　啓　文 助　手
岸　根　順一郎 助　手
Sethia, A. 非常勤研究員
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桑　原　真　人 非常勤研究員
Kovalenko, A. F. リサーチ・アソシエイト
小　川　卓　広 学振特別研究員
秋　山　　　良 学振特別研究員
森　　　道　康 学振特別研究員

分子構造研究系　研究主幹(併)　齋　藤　修　二

分子構造学第一研究部門

齋　藤　修　二 教　授
森　田　紀　夫 助教授
森　脇　喜　紀 助　手
藤　原　英　夫 助　手
Ahmad, I. K. 学振外国人特別研究員　'96.3.28 ～ '97.1.27，'97.2.22 ～ '98.8.21
Whitham, C. J. 特別協力研究員　'98.10.22 ～ '99.2.21

分子構造学第二研究部門（客員研究部門）

谷　本　光　敏 教　授（静岡大理）
鍔　木　基　成 助教授（姫路工業大理）
尾　関　博　之 助　手

分子動力学研究部門

北　川　禎　三 教　授
加　藤　立　久 助教授
松　下　道　雄 助　手
水　谷　泰　久 助　手
内　田　　　毅 非常勤研究員
齋　藤　有　紀 非常勤研究員
Varotsis, C. A. 文部省外国人研究員　'98.1.8 ～ '98.7.7
Kim, Y. 文部省外国人研究員　'98.6.19 ～ '98.8.18，'98.12.20 ～ '99.2.19
Proniewicz, L. M. 文部省外国人研究員　'98.12.1 ～ '99.3.31
Kruglik, S. G. 学振外国人特別研究員　'97.3.19 ～ '98.7.18
Maiti, N. C. 学振外国人特別研究員　'98.1.31 ～ '00.1.30
Hu, Y. 学振外国人特別研究員　'98.11.15 ～ '00.11.14

電子構造研究系　研究主幹(併)　西　　　信　之

基礎電子化学研究部門

西　　　信　之 教　授
渡　邊　一　也 助　手
中　林　孝　和 助　手
穴　澤　俊　久 学振特別研究員

電子状態動力学研究部門

藤　井　正　明 教　授
鈴　木　俊　法 助教授
高　口　博　志 助　手
酒　井　　　誠 助　手
王　　　　　利 非常勤研究員
Mo, Y. X. 学振外国人特別研究員　'97.3.27 ～ '99.3.26
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電子構造研究部門（客員研究部門）

松　本　吉　 教　授（総研大）
高　柳　正　夫 助教授（東京農工大大学院生物システム応用科学）
井　口　佳　哉 助　手

分子エネルギー変換研究部門（外国人客員研究部門）

Munro, I. H. 教　授（イギリス　ダレスベリ研究所副所長）　'97.10.4 ～ '98.8.18
Tembe, B. L. 教　授（インド　インド工科大学準教授）　'98.12.1 ～ '99.3.31
Wójcik, M. J. 助教授（ポーランド　ヤジロニアン大学教授）　'97.12.12 ～ '98.12.14
Bu, Xian-He 助教授（中国　南開大学教授）　'98.12.15 ～ '99.6.14

分子集団研究系　研究主幹(併)　藥　師　久　彌

物性化学研究部門

藥　師　久　彌 教　授
中　村　敏　和 助教授
中　澤　康　浩 助　手
Maksimuk, M. Y. 非常勤研究員
Simonyan, M. 文部省外国人研究員　'98.6.11 ～ '99.6.10
中　野　千賀子 特別協力研究員

分子集団動力学研究部門

小　林　速　男 教　授
宮　島　清　一 助教授
緒　方　啓　典 助　手
藤　原　秀　紀 助　手
安　達　隆　文 非常勤研究員
Narymbetov, B. Z. 学振外国人特別研究員　'98.4.1 ～ '00.3.31

分子集団研究部門（客員研究部門）

野　上　　　隆 教　授（電通大電気通信）
武　田　　　定 助教授（群馬大工）
長谷川　真　史 助　手

相関領域研究系　研究主幹(併)　渡　辺　芳　人

相関分子科学第一研究部門

渡　辺　芳　人 教　授
井　上　克　也 助教授
小　崎　紳　一 助　手
細　越　裕　子 助　手
熊　谷　　　等 非常勤研究員
速　水　真　也 非常勤研究員
松　井　敏　高 学振特別研究員
Roach, M. P. 学振外国人特別研究員　'97.11.2 ～ '99.11.1

相関分子科学第二研究部門（客員研究部門）

荒　川　一　郎 教　授（学習院大理）
御　崎　洋　二 助教授（京大大学院工）
小　江　誠　司 助手
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分子クラスター研究部門（流動研究部門）

三　好　永　作 教　授
田　中　桂　一 助教授
長　門　研　吉 助教授
原　田　賢　介 助　手
Tapas, K. G. 非常勤研究員
溝　口　麻　雄 非常勤研究員
Bailleux, S. 学振外国人特別研究員　'98.4.1 ～ '00.3.20
Belov, S. 学振外国人招へい研究者　　'99.1.30 ～ '99.3.30

極端紫外光科学研究系　研究主幹(併)　宇理須　恆　雄

基礎光化学研究部門

小　杉　信　博 教　授
田　原　太　平 助教授
高　田　恭　孝 助　手
竹　内　佐　年 助　手
Ågren, H. A. 文部省外国人研究員　'98.11.3 ～ '99.1.31
Sarkar, N. 学振外国人特別研究員　'98.3.21 ～ '98.6.30
Arzhantsev, S. Y. 学振外国人特別研究員　'98.11.27 ～ '00.11.26
藤　野　竜　也 特別協力研究員

反応動力学研究部門

宇理須　恆　雄 教　授
見　附　孝一郎 助教授
間　瀬　一　彦 助　手
水　谷　雅　一 助　手
宮　前　孝　行 非常勤研究員

界面分子科学研究部門（流動研究部門）

上　野　信　雄 教　授
櫻　井　　　誠 助教授
松　本　益　明 助　手
野々垣　陽　一 助　手

極端紫外光研究部門（外国人客員研究部門）

Lisy, J. M. 教　授（アメリカ　イリノイ大学教授）　'98.4.1 ～ '98.8.27
Umapathy, S. 教　授（インド　インド科学研究所準教授）　'98.9.1 ～ '99.2.28
Kovalenko, A. F. 助教授（ウクライナ　凝縮系物理学研究所研究員）　'97.10.4 ～ '98.7.31
Pettersson, L. G. M. 助教授（スウェーデン　ストックホルム大学物理研究所講師）　'98.8.1 ～ '99.1.31

研究施設

電子計算機センター　センター長(併)　岩　田　末　廣

青　柳　　　睦 助教授
南　部　伸　孝 助　手
高　見　利　也 助　手
大　野　人　侍 助　手
伊　藤　正　勝 非常勤研究員
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分子制御レーザー開発研究センター　センター長(併)　齋　藤　修　二

分子位相制御レーザー開発研究部

佐　藤　信一郎 助教授
渡　邊　一　雄 助　手

放射光同期レーザー開発研究部

猿　倉　信　彦 助教授
大　竹　秀　幸 助　手

特殊波長レーザー開発研究部

平　等　拓　範 助教授
栗　村　　　直 助　手
Pavel, N. I. 学振外国人特別研究員　'99.3.1 ～ '01.2.28

分子物質開発研究センター　センター長(併)　小　林　速　男

パイ電子開発研究部

山　下　敬　郎 助教授
田　中　彰　治 助　手
Zaman, M. D. 非常勤研究員

融合物質開発研究部

藤　井　　　浩 助教授
船　橋　靖　博 助　手

機能探索研究部

永　田　　　央 助教授
桑　原　大　介 助　手
伊　藤　　　肇 助　手

分子配列制御研究部

鈴　木　敏　泰 助教授
阪　元　洋　一 助　手

装置開発室　室長(併)　北　川　禎　三

渡　邉　三千雄 助教授
浅　香　修　治 助　手

極端紫外光実験施設　施設長(併)　小　杉　信　博

鎌　田　雅　夫 助教授
木　下　豊　彦 助教授（併）（東大物性研）
濱　　　広　幸 助教授
田　中　　　均 助教授（理化研）
田　中　慎一郎 助　手
保　坂　将　人 助　手
下　條　竜　夫 助　手
江　田　　　茂 助　手
More, S. D. 学振外国人特別研究員　'98.10.14 ～ '00.10.13
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錯体化学実験施設　施設長(併)　田　中　晃　二

錯体合成研究部門（流動研究部門）

西　田　雄　三 教　授
小　澤　智　宏 助　手
川　口　博　之 助　手

錯体触媒研究部門

塩　谷　光　彦 教　授
櫻　井　　　弘 教　授（京都薬科大）
溝　部　裕　司 助教授（東大生産技術研）
田　中　健太郎 助　手
Bu, X.-H. 特別協力研究員　'98.5.1 ～ '98.12.14

錯体物性研究部門

田　中　晃　二 教　授
藤　田　　　誠 助教授
拓　植　清　志 助　手
楠　川　隆　博 助　手
杉　本　秀　樹 非常勤研究員
高　橋　雅　樹 学振特別研究員
Yu, Shu-Yan 学振外国人特別研究員　'97.9.1 ～ '99.8.31
Biradha, K. 学振外国人特別研究員　'98.9.1 ～ '00.8.31

配位結合研究部門（客員研究部門）

足　立　吟　也 教　授（阪大大学院工）
飛　田　博　実 助教授（東北大大学院理）

技 術 課 課　長　酒　井　楠　雄

第１技術班 班　長　松　戸　　　修

理論研究系技術係

技　官 鶴　澤　武　士
技　官 鈴　木　陽　子

分子構造研究系技術係

技　官 熊　倉　光　孝
技　官 林　　　直　毅
技　官 小　林　かおり
技　官 長　友　重　紀

電子構造研究系技術係

係　長 木　下　敏　夫
技　官 片　柳　英　樹

第２技術班 班　長　西　本　史　雄

分子集団研究系技術係

係　長 今　枝　健　一
技　官 賣　市　幹　大
技　官 大　石　　　修
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相関領域研究系技術係

極端紫外光科学研究系技術係

係　長 水　谷　伸　雄
技　官 永　園　　　充
技　官 足　立　純　一

第３技術班

電子計算機技術係

主　任 水　谷　文　保
技　官 手　島　史　綱
技　官 南　野　　　智
技　官 内　藤　茂　樹

装置開発技術係

係　長 鈴　井　光　一
技　官 内　山　功　一
技　官 豊　田　朋　範
技　官 矢　野　隆　行
技　官 小　林　和　宏
技　官 近　藤　聖　彦

第４技術班 班　長　山　中　孝　弥

分子制御レーザー開発技術係

極端紫外光実験技術係

係　長 蓮　本　正　美
主　任 山　崎　潤一郎
技　官 近　藤　直　範
技　官 林　　　憲　志

第５技術班 班　長　加　藤　清　則

分子物質開発技術第一係

係　長 永　田　正　明
技　官 戸　村　正　章
技　官 野　村　幸　代

分子物質開発技術第二係

係　長 吉　田　久　史
主　任 高　山　敬　史
技　官 酒　井　雅　弘

錯体化学実験技術係

技　官 水　川　哲　徳

＊　整理日付は1999年 3月 1日現在。ただし，外国人研究者で1998年度中に３か月を超えて滞在した者及び滞在が予定されてい
る者は掲載した。

＊　職名の後に（　）書きがある者は客員教官等で，本務校を記載している。



分子科学研究所の概要　19

名門部 門部究研成合体錯 門部究研学科子分面界

授　教 授教助 手　助 授　教 授教助 手　助

数者任就 8 8 81 4 5 9

数者出転 7 8 61 3 4 7

員　　現 1 0 2 1 1 2

名門部 門部究研ータスラク子分 門部究研性活造構機有

授　教 授教助 手　助 授　教 授教助 手　助

数者任就 2 3 3 1 4 4

数者出転 1 1 2 1 4 4

員　　現 1 2 1 － － －

授　教 授教助

門部究研構機換変ーギルネエ子分 81 61

門部究研光外紫端極 71 31

長　所 授　教 授教助 手　助 官　技 員究研勤常非 ＊

数者任就 4 03 45 751 821 99

数者出転 3 31 82 801 88 97

員　　現 1 71 62 94 04 02

2-5-2　創立以来の人事異動状況（1999年１月１日現在）

(1)　専任研究部門等

(2)　流動研究部門

＊非常勤研究員＝IMSフェロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）は併任で外数。

有機構造活性研究部門は、平成７年３月31日限りをもっ
て廃止。（　）は併任で外数。

(3)　客員研究部門

(4)　外国人客員研究部門

職　名
区　分

職　名
区　分

職　名

職　名

区　分

区　分

職　名
区　分

授　教 授教助

数者任就 18 29

員　　現 7 8
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