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2-5　構成員
2-5-1　構成員＊

大　峯　　　巖. 所　長
小　杉　信　博. 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
中　村　宏　樹. 特別顧問，名誉教授
岩　田　末　廣. 名誉教授
岩　村　　　秀. 名誉教授
宇理須　恆　雄. 名誉教授
北　川　禎　三. 名誉教授
木　村　克　美. 名誉教授
小　林　速　男. 名誉教授
齋　藤　修　二. 名誉教授
西　　　信　之. 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
藥　師　久　彌. 名誉教授
吉　原　經太郎. 名誉教授

理論・計算分子科学研究領域　研究主幹（併）　永　瀬　　　茂

理論分子科学第一研究部門
永　瀬　　　茂. 教　授
LUO,.Guangfu. 研究員（IMS フェロー）
榊　　　茂　好. 研究員
GUO,.Jingdong. 研究員
SUBRAMANIAN, Karthikeyan. 専門研究職員
ZHOU,.Xin. 専門研究職員
信　定　克　幸. 准教授
安　池　智　一. 助　教
柳　井　　　毅. 准教授
倉　重　佑　輝. 助　教

理論分子科学第二研究部門
平　田　文　男. 教　授
吉　田　紀　生. 助　教
清　田　泰　臣. 学振特別研究員
丸　山　　　豊. 専門研究職員
PHONGPHANPHANEE,.Saree. 専門研究職員
米　満　賢　治. 准教授
田　中　康　寛. 助　教
西　岡　圭　太. 研究員（IMS フェロー）
宮　崎　真　長. 受託研修員
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計算分子科学研究部門
齊　藤　真　司 教　授
金　　　　　鋼 助　教
矢ヶ崎　 　磨 研究員
東　　　雅　大 学振特別研究員
野　田　真　史 専門研究職員
SINDHIKARA, Daniel Jon 専門研究職員
江　原　正　博 教　授（兼）（計算科学研究センター）
福　田　良　一 助　教
田　代　基　慶 専門研究職員（分子科学研究所特別研究員／特任助教）
奥　村　久　士 准教授（兼）（計算科学研究センター）
伊　藤　　　暁 助　教
石　田　干　城 助　教
岡　崎　　　進 教　授（委嘱）（名大院工）
高　塚　和　夫 教　授（委嘱）（東大院総文）

理論・計算分子科学研究部門（客員研究部門）
吉　澤　一　成 教　授（九大先導研）
杉　田　有　治 教　授（理研基幹研）

光分子科学研究領域　研究主幹（併）　大　森　賢　治

光分子科学第一研究部門
岡　本　裕　巳 教　授
成　島　哲　也 助　教
西　山　嘉　男 専門研究職員（分子科学研究所特別研究員／特任助教）
大　島　康　裕 教　授
水　瀬　賢　太 助　教
林　　　雅　人 研究員

光分子科学第二研究部門
大　森　賢　治 教　授
香　月　浩　之 助　教
武　井　宣　幸 助　教
後　藤　　　悠 研究員
平　等　拓　範 准教授（併）

光分子科学第三研究部門
小　杉　信　博 教　授
長　坂　将　成 助　教
山　根　宏　之 助　教
見　附　孝一郎 准教授
片　 　英　樹 助　教
PRAJONGTAT, Pongthep 特別協力研究員
菱　川　明　栄 教　授（委嘱）（名大院理）

光分子科学第四研究部門（客員研究部門）
兒　玉　了　祐 教　授（阪大院工）
近　藤　　　寛 教　授（慶應大理工）
上　野　貢　生 准教授（北大電科研）
高　橋　俊　晴 准教授（京大原子炉実験）
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物質分子科学研究領域　研究主幹（併）　横　山　利　彦

電子構造研究部門
横　山　利　彦 教　授
中　川　剛　志 助　教
　木　康　多 助　教
才　田　隆　広 研究員
唯　　　美津木 准教授
邨　次　　　智 助　教
MAITY, Niladri 研究員
ZHANG, Shenghong 研究員
西　條　純　一 助　教

電子物性研究部門
中　村　敏　和 准教授
古　川　　　貢 助　教
山　本　　　薫 助　教

分子機能研究部門
江　　　東　林 准教授
永　井　篤　志 助　教
LIU, Xiaoming 研究員（IMSフェロー）
GUO, Zhaoqi 研究員
西　村　勝　之 准教授
飯　島　隆　広 助　教
谷　生　道　一 専門研究職員（分子科学研究所特別研究員／特任助教）

物質分子科学研究部門（客員研究部門）
太　田　信　廣 教　授（北大電科研）
安　倍　　　学 教　授（広大院理）
加　藤　立　久 教　授（京大高等教育機構）

生命・錯体分子科学研究領域　研究主幹（併）　魚　住　泰　広

生体分子機能研究部門
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　教
桑　島　邦　博 教　授（兼）（岡崎統合バイオサイエンスセンター）
眞　壁　幸　樹 助　教（兼）（岡崎統合バイオサイエンスセンター）
藤　澤　敏　孝 専門研究職員
加　藤　晃　一 教　授（兼）（岡崎統合バイオサイエンスセンター）
山　口　拓　実 助　教
杉　原　隆　広 特別訪問研究員
藤　井　　　浩 准教授（兼）（岡崎統合バイオサイエンスセンター）
倉　橋　拓　也 助　教

生体分子情報研究部門
古　谷　祐　詞 准教授
木　村　哲　就 助　教
塚　本　寿　夫 専門研究職員（分子科学研究所特別研究員／特任助教）
宇　野　秀　隆 特別訪問研究員
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錯体触媒研究部門
魚　住　泰　広. 教　授
大　迫　隆　男. 助　教
ZHOU,.Haifeng. 研究員
浜　坂　　　剛. 専門研究職員
山　田　陽　一. 特別訪問研究員
皆　川　真　規. 特別訪問研究員
SARKAR,.Shaheen.Md.. 特別訪問研究員
BAEK,.Heeyoel. 特別訪問研究員
佐　藤　太久真. 特別訪問研究員
永　田　　　央. 准教授（併）
櫻　井　英　博. 准教授（併）

錯体物性研究部門
田　中　晃　二. 教　授
大　津　英　揮. 助　教
小　林　克　彰. 専門研究職員（分子科学研究所特別研究員／特任助教）
PADHI,.Sumanta.Kumar. 研究員
中　根　大　輔. 研究員
正　岡　重　行. 准教授
近　藤　美　欧. 助　教

生命・錯体分子科学研究部門（客員研究部門）
西　原　　　寛. 教　授（東大院理）
大　山　　　大. 准教授（福島大共生システム理工）
上　野　隆　史. 准教授（京大物質−細胞統合システム拠点）.

極端紫外光研究施設　施設長（併）　加　藤　政　博

光源加速器開発研究部門
加　藤　政　博. 教　授
阿　達　正　浩. 助　教
井　村　敬一郎. 研究員
石　川　理　沙. 研究員
田　中　誠　一. 研究員

電子ビーム制御研究部門
大　東　琢　治. 助　教

光物性測定器開発研究部門
木　村　真　一. 准教授
松　波　雅　治. 助　教
西　　　龍　彦. 特別訪問研究員
OZKENDIR,.Osman.Murat. 特別訪問研究員

光化学測定器開発研究部門
繁　政　英　治. 准教授
岩　山　洋　士. 助　教
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分子スケールナノサイエンスセンター　センター長（併）　横　山　利　彦

ナノ分子科学研究部門
平　本　昌　宏. 教　授
嘉　治　寿　彦. 助　教
中　尾　　　聡. 研究員
鈴　木　敏　泰. 准教授
阪　元　洋　一. 助　教
永　田　　　央. 准教授
河　尾　真　宏. 研究員（IMS フェロー）
今　　　宏　樹. 研究員
櫻　井　英　博. 准教授
GARIKAPATI,.Narahari.Sastry. 外国人研究職員（Indian.Institute.of.Chemical.Technology）　'11.12.1 〜 '12.3.31
東　林　修　平. 助　教
森　田　悠　紀. 研究員
PANDA,.Gautam. 学振外国人招へい研究者　'11.9.26 〜 '12.7.25
MURUGADOSS,.Arumugam. 学振外国人特別研究員　'09.11.1 〜 '11.10.31
TAN,.Qitao. 学振外国人特別研究員　'10.8.5 〜 '12.8.4
田　中　彰　治. 助　教

ナノ計測研究部門
岡　本　裕　巳. 教　授（併）
横　山　利　彦. 教　授（併）
西　村　勝　之. 准教授（併）

ナノ構造研究部門
永　瀬　　　茂. 教　授（併）
加　藤　晃　一. 教　授（併）
唯　　　美津木. 准教授（併）

先導分子科学研究部門（客員研究部門）

分子制御レーザー開発研究センター　センター長（併）　岡　本　裕　巳

先端レーザー開発研究部門
加　藤　政　博. 教　授（併）
平　等　拓　範. 准教授
石　月　秀　貴. 助　教
佐　藤　庸　一. 専門研究職員
常　包　正　樹. 専門研究職員
BHANDARI,.Rakesh. 専門研究職員
東　　　康　弘. 共同研究員
大　石　大　輔. 共同研究員
藤　　　貴　夫. 准教授
野　村　雄　高. 助　教

超高速コヒーレント制御研究部門
大　森　賢　治. 教　授（併）

極限精密光計測開発研究部門
岡　本　裕　巳. 教　授（併）
大　島　康　裕. 教　授（併）
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機器センター　センター長（併）　大　島　康　裕

装置開発室　室長（併）　加　藤　政　博

安全衛生管理室　室長（併）　田　中　晃　二
戸　村　正　章. 助　教

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　教（兼）
澤　井　仁　美. 専門研究職員（分子科学研究所特別研究員／特任助教）
山　中　　　優. 研究員
桑　島　邦　博. 教　授
眞　壁　幸　樹. 助　教
中　村　　　敬. 専門研究職員（分子科学研究所特別研究員／特任助教）
CHEN,.Jin. 専門研究職員（特任助教）
竹　中　健　朗. 専門研究職員
藤　井　　　浩. 准教授
倉　橋　拓　也. 助　教（兼）
CONG,.Zhiqi. 研究員（IMS フェロー）
大　朏　彰　道. 研究員

生命環境研究領域
加　藤　晃　一. 教　授
山　口　拓　実. 助　教（兼）
神　谷　由紀子. 専門研究職員（分子科学研究所特別研究員／特任助教）
矢　木　真　穂. 専門研究職員（特任助教）
植　草　義　徳. 研究員

計算科学研究センター　センター長（併）　齊　藤　真　司
齊　藤　真　司. 教　授（兼）
金　　　　　鋼. 助　教（兼）
江　原　正　博. 教　授
MUKHERJEE,.Debashis. 外国人研究職員（Indian.Association.for.the.Cultivation.of.Science）
. 　'11.8.28 〜 11.27
福　田　良　一. 助　教（兼）
BOBUATONG,.Karan. 研究員
奥　村　久　士. 准教授
伊　藤　　　暁. 助　教（兼）
石　田　干　城. 助　教（兼）
大　野　人　侍. 助　教
石　谷　隆　広. 専門研究職員
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技 術 課　課　長　鈴　井　光　一

機器開発技術班　班　長　青　山　正　樹

機器開発技術一係
水　谷　伸　雄. 係　　長
矢　野　隆　行. 主　　任

機器開発技術二係
近　藤　聖　彦. 主　　任
高　田　紀　子. 技術職員

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
内　山　功　一. 主　　任
豊　田　朋　範. 技術職員

ガラス機器開発技術係
永　田　正　明. 係　　長

光技術班　班　長　堀　米　利　夫

極端紫外光技術一係
蓮　本　正　美. 係　　長
近　藤　直　範. 技術職員

極端紫外光技術二係
山　崎　潤一郎. 係　　長
林　　　憲　志. 主　　任

極端紫外光技術三係
中　村　永　研. 係　　長
酒　井　雅　弘. 主　　任

光計測技術係
千　葉　　　寿. 技術職員（委嘱）（岩手大技術部）
岡　野　泰　彬. 技術職員

機器利用技術班　班　長　山　中　孝　弥

機器利用技術一係
牧　田　誠　二. 技術職員
藤　原　基　靖. 技術職員
齊　藤　　　碧. 技術職員

機器利用技術二係
岡　野　芳　則. 主　　任
中　野　路　子. 技術職員
上　田　　　正. 技術職員
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低温技術班　班　長　 　山　敬　史

低温技術係
水　川　哲　徳 主　　任

計算科学技術班　班　長　水　谷　文　保

計算科学技術一係
手　島　史　綱 主　　任
澤　　　昌　孝 技術職員

計算科学技術二係
岩　橋　建　輔 技術職員
長　屋　貴　量 技術職員

計算科学技術三係
内　藤　茂　樹 主　　任
松　尾　純　一 技術職員

学術支援班

学術支援係
賣　市　幹　大 技術職員
原　田　美　幸 主　　任
南　野　　　智 技術職員
寺　内　かえで 技術職員

＊ 整理日付は２０１１年１２月１日現在。ただし，外国人研究者で２０１１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，本務所属を記載している。



分子科学研究所の概要　23

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，准教授，助教）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准教授，助教は分子科学研究所教員の流動性を保つため原則として内部昇任が禁止されて

いる（例外は２件のみ）。教授，准教授の研究グループの研究活動に関しては，毎年教授・准教授全員が所長による

ヒアリング，また約３年おきに研究領域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，准教授の個人評価は confidential report の形で所長に報告されるなど，所長は教授，准教授の研究グルー

プの活性化と流動性に心がけている。なお，助教が６年を越えて勤務を継続する場合は，毎年，本人の属する研究領

域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の状況を報告し，同会議で承

認された後，教授会議では本人の属するグループの教授または准教授によって同様の手続きを行い，１年延長の承認

を得るという手続きをとっている。平成２３年度より，年俸制職員の特任准教授である若手独立フェロー制度を試行

することになった。年俸制職員の定めに従って任期は５年である。対象は，博士号取得２年以内（見込み含む），あ

るいは博士号取得後，海外で研究中の人は帰国後１年以内（滞在中含む）である。今後，准教授へのテニュアトラッ

ク化する方向で詳細を検討中である。

(2)　創立以来の人事異動状況（2012年１月１日現在）

①　専任研究部門等（分子研のみ　岡崎共通研究施設は含まず　休職・休業含む）

所　長 教　授 准教授 助　教 技術職員
若手独立フェロー /

特任准教授

分子科学研究所特別

研究員 /特任助教
IMSフェロー

就任者数 7 44 76 255 154 0 13 206

転出者数 6 32 59 214 116 0 6 201

現　　員 1 12(3) 17 41 38(1) 0 7 5

（　）は委嘱で外数。

②　客員研究部門

教　授 准教授

就任者数 137 144

現　　員 8 4

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 * 外国人客員 **

教　授 助教授 教　授 助教授 教　授

就任者数 34 29 34 22 10

＊外国人客員研究部門は，２００７年３月３１日限りをもって廃止。
＊＊２００７年度以降の就任者数。

職 名
区 分

職　名
区　分

職　名

区　分


	2-5　構成員
	2-5-1　構成員
	2-5-2　人事異動状況




