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2-5　構成員
2-5-1　構成員＊

中　村　宏　樹	 所長
西　　　信　之	 研究総主幹（併）

長　倉　三　郎	 特別顧問，名誉教授
井　口　洋　夫	 特別顧問，名誉教授
伊　藤　光　男	 特別顧問，名誉教授
茅　　　幸　二	 特別顧問，名誉教授
岩　田　末　廣	 名誉教授
岩　村　　　秀	 名誉教授
木　村　克　美	 名誉教授
齋　藤　修　二	 名誉教授
花　崎　一　郎	 名誉教授
廣　田　榮　治	 名誉教授
丸　山　有　成	 名誉教授
諸　熊　奎　治	 名誉教授
吉　原　經太郎	 名誉教授
北　川　禎　三	 名誉教授

理論分子科学研究系　研究主幹（併）　平　田　文　男

分子基礎理論第一研究部門
永　瀬　　　茂	 教　授
大　塚　勇　起	 助　手
河東田　道　夫	 専門研究職員
SLANINA,	Zdenek	 専門研究職員
高　木　　　望	 専門研究職員
　田　理　恵	 専門研究職員

GAO,	Xingfa	 専門研究職員

分子基礎理論第二研究部門
信　定　克　幸	 助教授
安　池　智　一	 助　手
久保田　陽　二	 専門研究職員

分子基礎理論第三研究部門
平　田　文　男	 教　授
鄭　　　誠　虎	 助　手
吉　田　紀　生	 専門研究職員
丸　山　　　豊	 専門研究職員
宮　田　竜　彦	 専門研究職員
生　田　靖　弘	 専門研究職員
KOBRYN,	Oleksandr	 専門研究職員
米　満　賢　治	 助教授
山　下　靖　文	 助　手
田　中　康　寛	 専門研究職員
前　島　展　也	 特別訪問研究員
宮　下　　　哲	 特別訪問研究員
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分子基礎理論第四研究部門（客員研究部門）
木　寺　詔　紀	 教　授（横浜市大院国際総合科学）
佐　藤　啓　文	 助教授（京大院工）

分子構造研究系　研究主幹（併）　岡　本　裕　巳

分子構造学第一研究部門
岡　本　裕　巳	 教　授
井　村　考　平	 助　手
堀　本　訓　子	 研究員
西　村　勝　之	 助教授

分子構造学第二研究部門（客員研究部門）
寺　嶋　正　秀	 教　授（京大院理）
片　山　　　睦	 助教授（理研ゲノム科学総合研究セ）

分子動力学研究部門
横　山　利　彦	 教　授
中　川　剛　志	 助　手
小　澤　岳　昌	 助教授
竹　内　雅　宜	 助　手
比　田　直　輝	 研究員
MUHAMMAD,	Awais	 研究員

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
十　代　　　健	 助　手
西　條　純　一	 助　手
岡　部　智　絵	 研究員

電子状態動力学研究部門
大　森　賢　治	 教　授
香　月　浩　之	 助　手
穂　坂　綱　一	 研究員
須　磨　航　介	 学振特別研究員
大　島　康　裕	 教　授
長谷川　宗　良	 助　手

電子構造研究部門（客員研究部門）
北　島　正　弘	 教　授（物材機構材料研）
馬　場　正　昭	 助教授（京大院理）

分子エネルギー変換研究部門（外国人客員研究部門）
ALLAKHVERDIEV,	Suleyman	I.	外国人研究職員（ロシア科学アカデミー基礎生物学研究所　主席研究員）
	 　'06.10.2 〜 '07.6.30

分子集団研究系　研究主幹（併）　小　林　速　男

物性化学研究部門
藥　師　久　彌	 教　授
山　本　　　薫	 助　手
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KOWALSKA,	Aneta,	Aniela	学振外国人特別研究員　'06.10.25 〜 '08.10.24
中　野　千賀子	 特別協力研究員
中　村　敏　和	 助教授
古　川　　　貢	 助　手
原　　　俊　文	 研究員

分子集団動力学研究部門
小　林　速　男	 教　授
宮　本　明　人	 共同研究員
CUI,	Heng-Bo	 共同研究員
SUN,	Hao-Ling	 共同研究員

分子集団研究部門（客員研究部門）
小　島　憲　道	 教　授（東大院総合文化）
河　本　充　司	 助教授（北大院理）

相関領域研究系　研究主幹（併）　藥　師　久　彌

相関分子科学第一研究部門
青　野　重　利	 教　授（兼）（岡崎統合バイオサイエンスセンター）
吉　岡　資　郎	 助　手（岡崎統合バイオサイエンスセンター）
江　　　東　林	 助教授
石　 　智　也	 助　手
HE,	Zheng	 研究員

相関分子科学第二研究部門（客員研究部門）
曽　田　一　雄	 教　授（名大院工）
前　田　大　光	 助教授（立命館大理工）

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
初　井　宇　記	 助　手
KIMBERG,	Victor	 学振外国人特別研究員　'06.8.7 〜 '08.8.6
菱　川　明　栄	 助教授
伏　谷　瑞　穂	 助　手
松　田　晃　孝	 研究員

反応動力学研究部門
宇理須　恆　雄	 教　授
手　老　龍　吾	 助　手
MAO,	Yanli	 研究員
鈴　木　　　晃	 共同研究員
伊　藤　雅　幸	 共同研究員
見　附　孝一郎	 助教授
片　 　英　樹	 助　手
八　木　　　創	 研究員
黄　　　超　群	 研究員

極端紫外光研究部門（外国人客員研究部門）
王　文　平	 外国人研究職員（合肥工業大学　助教授）　'06.4.1 〜 '07.3.31
DASCALU,	Traian,	Eugeniu	外国人研究職員（レーザーとプラズマ物理国立研究所　研究主任）
	 　'06.10.1 〜 '07.2.28
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計算分子科学研究系　研究主幹（併）　

計算分子科学第一研究部門
岡　崎　　　進	 教　授（兼）（計算科学研究センター）
三　浦　伸　一	 助　手（計算科学研究センター）
WANG,	Jianyi	 専門研究職員
千　葉　真　人	 専門研究職員
吉　井　範　行	 専門研究職員
山　田　篤　志	 専門研究職員
三　上　泰　治	 専門研究職員
安　藤　嘉　倫	 専門研究職員
森　田　明　弘	 助教授（兼）（計算科学研究センター）
石　田　干　城	 助　手（計算科学研究センター）
SOKOLOV,	Vladimir	 研究員
石　山　達　也	 専門研究職員

計算分子科学第二研究部門
齊　藤　真　司	 教　授（計算科学研究センター）
金　　　　　鋼	 助　手（計算科学研究センター）
矢ヶ崎　 　磨	 研究員
小　林　千　草	 専門研究職員

計算分子科学第三研究部門（客員研究部門）

研究施設

錯体化学実験施設　施設長（併）　田　中　晃　二

錯体物性研究部門
田　中　晃　二	 教　授
和　田　　　亨	 助　手
宮　里　裕　二	 研究員
木　村　将　浩	 研究員
丹　内　秀　典	 研究員
岡　村　　　玲	 共同研究員
筒　井　香奈子	 共同研究員
川　口　博　之	 助教授
松　尾　　　司	 助　手
渡　邉　孝　仁	 研究員
赤　木　史　生	 研究員
富　川　友　秀	 研究員
有　井　秀　和	 研究員

配位結合研究部門（客員研究部門）
石　井　洋　一	 教　授（中央大理工）
林　　　高　史	 教　授（阪大院工）

錯体触媒研究部門（客員研究部門）
北　川　　　宏	 教　授（九大院理）
近　藤　　　満	 助教授（静大理）
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分子スケールナノサイエンスセンター　施設長（併）　小　川　琢　治

分子金属素子・分子エレクトロニクス研究部門
小　川　琢　治	 教　授
田　中　啓　文	 助　手
日　野　貴　美	 研究員
菅　原　由　隆	 研究員
夛　田　博　一	 教　授（委嘱）（阪大院基礎工）
鈴　木　敏　泰	 助教授
阪　元　洋　一	 助　手
田　中　彰　治	 助　手

ナノ触媒・生命分子素子研究部門
魚　住　泰　広	 教　授
山　田　陽　一	 助　手
大　江　洋　平	 研究員
木　村　　　力	 共同研究員
竹　中　和　浩	 共同研究員
前　田　泰　成	 共同研究員
大　高　　　敦	 共同研究員
鈴　鹿　俊　雅	 共同研究員
杉　原　隆　広	 特別訪問研究員
永　田　　　央	 助教授
長　澤　賢　幸	 助　手
櫻　井　英　博	 助教授
東　林　修　平	 助　手
神　谷　育　代	 研究員
藤　井　　　浩	 助教授（兼）（岡崎統合バイオサイエンスセンター）
倉　橋　拓　也	 助　手（岡崎統合バイオサイエンスセンター）

ナノ光計測研究部門
松　本　吉　泰	 教　授
渡　邊　一　也	 助　手
松　本　健　俊	 助　手
中　井　郁　代	 専門研究職員
佃　　　達　哉	 助教授
根　岸　雄　一	 助　手
角　山　寛　規	 研究員
CHAKI,	Nirmalya	Kumar	 研究員
七　分　勇　勝	 研究員
中　尾　　　聡	 専門研究職員
柳　本　　　泰	 特別協力研究員

先導分子科学研究部門（客員研究部門）
加　藤　晃　一	 教　授（名市大薬）
笹　川　拡　明	 助　手

極端紫外光研究施設　施設長（併）　小　杉　信　博
加　藤　政　博	 教　授
持　箸　　　晃	 助　手
島　田　美　帆	 研究員
木　村　真　一	 助教授
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伊　藤　孝　寛	 助　手
櫻　井　陽　子	 研究員
BIELAWSKI,	Serge	 学振外国人招へい研究者　'06.11.28 〜 '06.12.23
隅　井　良　平	 特別訪問研究員
IM,	Hojun	 特別訪問研究員
繁　政　英　治	 助教授
彦　坂　泰　正	 助　手
金　安　達　夫	 研究員
原　　　　　徹	 助教授（理研）

分子制御レーザー開発研究センター　センター長（併）　松　本　吉　泰

分子位相制御レーザー開発研究部

放射光同期レーザー開発研究部
猿　倉　信　彦	 教　授（委嘱）（阪大レーザーエネルギー学研究セ）

特殊波長レーザー開発研究部
平　等　拓　範	 助教授
石　月　秀　貴	 助　手
佐　藤　庸　一	 専門研究職員
曽　根　明　弘	 共同研究員
酒　井　　　博	 共同研究員
バンダリ	ラケシュ	 共同研究員
金　原　賢　治	 共同研究員
阿　部　亜　紀	 共同研究員
堀　米　秀　嘉	 共同研究員
高御堂　哲　司	 共同研究員
玉　置　善　紀	 共同研究員
鈴　土　　　剛	 共同研究員
齋　川　次　郎	 特別訪問研究員
大　石　　　裕	 特別訪問研究員

装置開発室　室長（併）　宇理須　恆　雄

安全衛生管理室　室長（併）　小　川　琢　治
戸　村　正　章	 助　手

岡崎共通研究施設（分子科学研究所関連）

岡崎統合バイオサイエンスセンター

戦略的方法論研究領域
青　野　重　利	 教　授
吉　岡　資　郎	 助　手（兼）
澤　井　仁　美	 研究員
李　　　　　江	 特別協力研究員
桑　島　邦　博	 教　授（委嘱）（東大院理）
藤　井　　　浩	 助教授
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倉　橋　拓　也	 助　手（兼）
鬮　目　理　人	 研究員

生命環境研究領域
當　舎　武　彦	 学振特別研究員
　木　淳　一	 教　授（阪大蛋白研）

計算科学研究センター　施設長（併）　岡　崎　　　進
岡　崎　　　進	 教　授
齊　藤　真　司	 教　授（兼）
森　田　明　弘	 助教授
大　野　人　侍	 助　手
三　浦　伸　一	 助　手（兼）
石　田　干　城	 助　手（兼）
金　　　　　鋼	 助　手（兼）
松　田　成　信	 専門研究職員
篠　田　恵　子	 専門研究職員
村　越　　　稔	 専門研究職員
伊　藤　　　暁	 専門研究職員
山　田　清　志	 専門研究職員

技 術 課	 課　長　加　藤　清　則

一班（機器開発技術班）　班　長　鈴　井　光　一

機器開発技術一係	
係　　長	 水　谷　伸　雄
技術職員	 矢　野　隆　行

機器開発技術二係	
係　　長	 青　山　正　樹
技術職員	 近　藤　聖　彦

二班（電子機器・ガラス機器開発技術班）　班　長　吉　田　久　史

電子機器開発技術係	
技術職員	 内　山　功　一
技術職員	 豊　田　朋　範

ガラス機器開発技術係	
係　　長	 永　田　正　明

三班（極端紫外光技術班）　班　長　堀　米　利　夫

極端紫外光技術一係	
係　　長	 蓮　本　正　美
技術職員	 近　藤　直　範

極端紫外光技術二係	
係　　長	 山　崎　潤一郎
技術職員	 林　　　憲　志
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極端紫外光技術三係
係　　長	 中　村　永　研
主　　任	 酒　井　雅　弘

四班（光計測技術班）　班　長　山　中　孝　弥

光計測技術係
技術職員	 上　田　　　正
技術職員	 千　葉　　　寿

五班（計算科学技術班）　班　長　水　谷　文　保

計算科学技術一係
主　　任	 手　島　史　綱
技術職員	 澤　　　昌　孝
技術職員	 岩　橋　建　輔

計算科学技術二係
主　　任	 内　藤　茂　樹

計算科学技術三係

六班（ナノサイエンス技術班）　班　長　 　山　敬　史

ナノサイエンス技術一係
主　　任	 水　川　哲　徳
技術職員	 藤　原　基　靖

ナノサイエンス技術二係
技術職員	 牧　田　誠　二
技術職員	 中　野　路　子

七班（研究・広報技術班）

研究・広報技術係
技術職員	 石　村　和　也
技術職員	 渡　邊　廣　憲
技術職員	 賣　市　幹　大
技術職員	 岡　野　芳　則
技術職員	 大　石　　　修
技術職員	 原　田　美　幸
技術職員	 南　野　　　智

＊	 整理日付は２００６年１２月１日現在。ただし，外国人研究者で２００６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員等で，本務校を記載している。
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2-5-2　人事異動状況

(1)　分子科学研究所の人事政策

分子科学研究所では創立以来，研究教育職員（教授，助教授，助手）の採用に関しては厳密に公募の方針を守り，

しかもその審議は全て所内５名，所外５名の委員で構成される運営会議人事選考部会に委ねられている。さらに，厳

密な選考を経て採用された助教授および助手は分子科学研究所教員の流動性を保つため内部昇格が禁止されている。

施設の助教授・助手については例外規定が設けられているが，実際には分野の特殊性から同じ施設で，助手から助教

授と助教授から教授への昇格が認められた例があるだけである。また，助手が６年を越えて勤務する際には毎年，本

人の属する研究系の主幹あるいは施設長が主幹・施設長会議においてそれまでの研究活動と転出の努力を報告し，同

会議で承認された後，教授会議でも同様の手続きを行い承認を得るという手続きをとっている。

教授と助教授の研究グループの研究活動に関しては，毎年教授・助教授全員が所長と研究顧問によるヒアリング，

また３年おきには研究系あるいは施設ごとに国内委員と国外委員による点検・評価を受けている。さらに，教授と助

教授の個人評価は国外委員により confidential	 report の形で所長に報告されている。このように完全な公募による教員

の採用，国内外の外部研究者による評価ならびに内部昇格禁止等の内部措置により，分子科学研究所に勤務する助教

授および助手は研究業績を上げて，大学や研究機関に転出していくことを当然のこととしている。教員の流動性とは，

全ての研究者が等しく，その能力に応じて研究環境が整った大学や研究機関で研究する機会が与えられることであり，

その結果，個々の研究者がさらに研究能力をのばして各研究分野で指導者としての人材に成長することに大きな貢献

をするものである。

(2)　創立以来の人事異動状況（2007 年１月１日現在）

①　専任研究部門等

所　長 教　授 助教授 助　手 技術職員
非常勤研究員

（IMSフェロー）

就任者数 6 43 72 227 149 184

転出者数 5 26 55 188 111 166

現　　員 1 17(2) 17 39 38 18

（　）は委嘱で外数。

②　客員研究部門

教　授 助教授

就任者数 117 127

現　　員 9 7

③　外国人客員研究部門

分子エネルギー変換研究部門 極端紫外光研究部門

教　授 助教授 教　授 助教授

就任者数 34 29 34 22

現　　員 2 0 2 0

人数は，延べ招へい人数（招へい決定者を含む。継続は除く。）

職　名
区　分

職　名
区　分

職　名

区　分
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