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付録 3

財団法人　高輝度光科学研究センター　スタッフ（2000）

放射光研究所

上坪　宏道（所長･副理事長）
菊田　惺志（副所長･理事）

研究顧問 勝部　幸輝
所長付 宮原　義一 古宮　　聰 梅咲　則正 鈴木　芳生

古沢　安則

加速器部門 熊谷　教孝（部門長）
（運転・軌道解析グループ）

大熊　春夫（グループリーダー）
伊達　　伸 高雄　　勝 早乙女光一 正木　満博
有本　　靖 田中　　均 中村　　剛 高野　史郎
大島　　隆 田村　和宏

（制御グループ）
田中良太郎（グループリーダー）
福井　　達 増田　剛正 山下　明広 古寺　正彦

（線型加速器グループ）
花木　博文（グループリーダー）
鈴木　伸介 水野　明彦 出羽　英紀 安積　隆夫
小林　利明 柳田　謙一 谷内　　努 冨澤　宏光

（円型加速器グループ）
米原　博人（グループリーダー）
松井佐久夫 武部　英樹 大橋　裕二 佐伯　　宏
大石　真也 張　　超 青木　　毅 細田　直康
宮原　義一 中里　俊晴 川島　祥孝 妻木　孝治
高嶋　武雄 佐々木茂樹 小路　正純 惠郷　博文
深見　健司 馬込　　保 原　　雅弘

（客員グループ・フェムト秒領域のビーム生成と利用）
上坂　　充

（加速器部門付）
谷内友希子 足立　昌俊 小林　和生 清水　　純
安　鉦　根 今井　憲一 岡島　茂樹 神田　浩樹
功刀　資彰 坂口　篤志 庄司　善彦 菅谷　頼仁
中野　貴志 橋本　　智 浜　　広幸 福井　崇時
堀田　智明 牧野　誠司 依田　哲彦 Hicks,Kenneth
Rangacharyulu,Chilakamarri 石川　貴嗣 大場　隆人
近藤　　薫 堂下　典弘 宮部　　学 中山　章子
金　載　栄 田野島慎一郎 藤巻　寿隆 野田　　隆
勝部　貴光 平山　英之 秋宗　秀俊 安東愛之輔
岩田　高広 河合　秀幸 木下　博雄 郡　　英輝
清水　　肇 神藤　勝啓 竹田　　繁 能町　正治
日出富士雄 藤原　　守 前田　和茂 宮本　修司
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與曽井　優 Shagin,Peter M． Wang,Sun-Chong Chang, Wen-Chen
椎野　裕樹 三部　　勉 和田　　学 正木由佳子
市原　寛智 関　　大介 鳥光　　悟 佐藤　　泰

ビームライン部門 菊田　惺志（部門長）
（計画調整グループ）

下村　　理（グループリーダー）
竹下　邦和 木村　洋昭 後藤　俊治 大石　泰生

（光源・基幹チャンネルグループ）
北村　英男（グループリーダー）
備前　輝彦 青柳　秀樹 原　　徹 田中　隆次
高橋　　直 Maréchal,Xavier 佐野　　睦 Rugmai,Supagorn

（光学系・輸送チャンネルグループ）
石川　哲也（グループリーダー）
Alexei, Souvorov 山片　正明 山崎　裕史 竹下　邦和
望月　哲朗 Alfred,Baron 矢橋　牧名 後藤　俊治

（放射線物理グループ）
秦　　和夫（グループリーダー）
鈴木　昌世 谷口　真吾

（制御グループ）
熊谷　教孝（グループリーダー）
大端　　通 松下　智裕 田中良太郎 木村　洋昭
古川　行人 中谷　　健 石井　美保

（機器開発グループ）
八木　直人（グループリーダー）
豊川　秀訓 鈴木　昌世 岡田　京子

（ビームライン部門付）
竹内　政雄 岸本　智子 清家　隆光 飯田　　敏
梅野　正隆 岡村　英一 北村　　優 久保田佳基
黒澤　忠弘 坂井　一郎 崎原　克彦 篠田　圭司
志村　孝功 高田　昌樹 近浦　吉則 難波　孝夫
西堀　英治 福井　一俊 水野　　薫 Andrei,Riazantsev
梅咲　則正 石川賢一郎 今井　寿乃 梶原堅太郎
小柳　元良 白石　一郎 中村　和義 湯浅　龍太
山本美佳子 石澤　康秀 清水　康宏 渡辺　篤雄
泉　　邦英 大鳥　範和 尾崎　　徹 木村　真一
黒岩　芳弘 近藤　泰洋 坂田　　誠 桜井　　誠
清水川　豊 鈴木　芳文 高橋　俊晴 中川　英之
二澤　宏司 半田　克巳 福島　　整 Alexander,Gori
Igor,Manouilov Rugmai,Supagorn 伊藤　　拓 奥野　　満
加藤　健一 佐田　　毅 田中　友和 松波　雅治
玉作真由美
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実験部門 菊田　惺志（部門長）
（物質科学研究グループⅠ）

下村　　理（グループリーダー）
依田　芳卓 中山　博幸 Aniruddha DEB 櫻井　吉晴
佐藤　　泰 山田　高広 平岡　　望

（物質科学研究グループⅡ）
大野　英雄（グループリーダー）
小原　真司

（生物学・化学研究グループ）
八木　直人（グループリーダー）
岩本　裕之 鈴木　　拓 劉　　如 山崎　克人
佐々木裕次 井上　明美 Jeffrey Jon Harford

（医学・イメージング研究グループ）
鈴木　芳生　（グループリーダー）
梅谷　啓二 竹内　晃久 高野　秀高和

（客員グループ・物性理論）
馬越　健次（グループリーダー）
野澤　和生 中沢　　誠

（実験部門付）
小林めぐみ 裏出　良博 奥　　康成 片岡　幹雄
国島　直樹 坂井　信彦 塩谷　亘弘 杉村　和朗
竹中　幹人 津坂　佳幸 那須　三郎 樋口　秀男
松本　健志 森　　浩一 森川　耿右 渡辺　益美
奥村　泰章 田村　純平 福島　和人 西村　江美
青木　貞雄 小笠原康夫 篭島　　靖 上條　長生
黒田　啓一 佐藤　史郎 清水　健治 武田　　徹
田村　繁治 取越　正己 橋本　竹治 松井　純爾
百生　　敦 盛　　英三 吉田　　博 伊藤　真義
北村　ゆり 平野　雅嗣 井上　有希

利用促進部門 植木　龍夫（部門長）
加藤　和男 広野　等子 酒井　久伸

（利用支援グループ）
下村　　理（グループリーダー）
梅咲　則正 三浦　圭子 山本　雅貴 本間　徹生
佐藤　真直 Obuti, Marcia M. 牧田　知子 廣沢　一郎
足立　伸一 伊藤　真義 西堀麻衣子

（回折構造物性支援グループ）
下村　　理（グループリーダー）
坂田　修身 淡路　晃弘 水牧仁一朗 鈴木　芳生
大石　泰生 依田　芳卓 Baron,Alfred 山片　正明
山崎　裕史 西堀麻衣子 柏原　泰治 池田　　直
舟越　賢一

（生命科学支援グループ）
八木　直人（グループリーダー）
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井上　勝晶 上杉健太朗 鈴木　芳生 梅谷　啓二
三浦　圭子 森山　英明 河本　正秀 高井　健吾

（分光構造物性支援グループ）
石川　哲也（グループリーダー）
大橋　治彦 石井　真史 鈴木　基寛 為則　雄祐
木村　洋昭 宇留賀朋哉 森脇　太郎 谷田　　肇
池本　夕佳 室　隆桂之

（周辺技術グループ）
西田　勇夫（グループリーダー）
横田　　滋 安積　則義 高嶋　武雄 張　　超
胡　　南珍 呉　　樹奎 工藤　統吾 佐藤　一道

（情報・計算機グループ）
八木　直人（グループリーダー）
吉永　孝介 武部　英樹 間山　　皇

（利用促進部門付）
青山　光輝 井上　直行 印道　征一 甲斐　智也
川瀬　武彦 小林　俊幸 嶋田　恵朋 高崎　大輔
竹本　道教 中嶋　一馬 東山　将弘 三浦　孝紀
岡島　敏浩 岸本　謙二 金島　　岳 近藤　久雄
都留　常暉 毎田　　修 岡島　由佳 茶谷　絵理
中山　博史 芳我　裕一 田中　好美 浅井　裕仁
入江　崇起 小口　拓世 川瀬　守弘 岸本　　輝
草加　康晴 清水　太一 瀧元　直樹 田中　政行
西本百合子 福居　知樹 前野　泰三 中丸　幸雄
山下　栄樹 日下　勝弘 清水雄一郎 村田　隆紀
上田　孝之 金子　房恵 寺上　光司 西田　　聡
堀川　壮介 山下　明子

施設管理部門 瀬崎　勝二（部門長）
鈴木　威男 辻　　雅樹 山平　正勝 畑　　謙造
飛永　隆史 大谷　　弘 塚本　匡秀 上谷つぐみ
梶　　義則 山戸　哲司 山田　公秀

（施設管理部門付）
松芳　春夫 中西　丈二 大西　　博 坂本　達亮
辻本　繁樹 東山　宗伯 細川　利弘 山本　典和
宮本　省志 西原真由美 土井　　勝 青野　忠義
黒羽　重行 椎葉　常保 仲西　春男 平野　吉彦
山崎　賢一 齋野　恵太 富尾　眞熙 戸井本千秋

安全管理室 多田順一郎（室長）
南部　俊博 都筑　之彦 藤原　茂樹 當眞　一裕
渡辺　眞樹 金谷　一巳 大北　正勝 水谷　　勝
岡田　邦廣 秋山　茂則 内屋　彩子 赤坂　信弘
高城　徹也 奥谷　潤哉 向井　弘樹 坂東　礼子
林　　善二 小川　洋樹 野田　隆司 薄葉　　勲
金木　　清 三島　伸一
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日本原子力研究所　スタッフ（2000）

関西研究所・播磨
大野　英雄（所長）

管理部 小牧　晢（所長代理）
小俣　晋司 加部東正幸 川上　　進 平松　則人

放射光科学研究センター 下村　理（センター長）
野村　藤靖 原見　太幹 水木純一郎 佐々木貞吉

放射光業務課 中明　勝彦（課長）
小川　弘伸 尾野　彰一 土居　賢真 吉田　　聡

利用系開発グループ 原見　太幹（グループリーダー）
小西　啓之 浅野　芳裕 塩飽　秀啓 林　由紀夫
丸下　元治

極限環境物性研究グループ 下村　　理（グループリーダー）
浜谷　　望 内海　　渉 片山　芳則 綿貫　　徹
石松　直樹 岡田　　卓 赤尾　尚洋

構造物性研究グループ 水木　純一郎（グループリーダー）
西畑　保雄 高橋　正光 稲見　俊哉 松本　徳真
吉井　賢資 米田　安宏 福田　竜生 東　　勇介

表面科学研究グループ 馬場　祐治（グループリーダー）
関口　哲弘 鈴谷賢太郎 細谷　明徳 寺岡　有殿
吉越　章隆 赤松　　憲 下山　　厳

重元素科学研究グループ 馬場　祐治（グループリーダー）
村松　康司 斉藤　祐児 安居院あかね 小嗣　真人

電子物性研究グループ 藤森　　淳（グループリーダー）
瀬戸　　誠 岡根　哲夫 三井　隆也 藤森　伸一
井野　明洋 河村　博行

先端基礎研究グループ 藤森　　守（グループリーダー）
堀田　智明 管谷　頼仁 松村　　徹 住浜　水季
三部　　勉
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播磨　理化学研究所　スタッフ（2000）

所長（理事兼務）井上　　直（兼）
勝部　幸輝（研究顧問）

構造生物化学研究室 前田　雄一郎（主任研究員）
藤澤　哲郎 武田　壮一 佐野　健一 牧野　浩司
杉本　泰伸 大田　美香 南方　志帆 西川　幸宏
越智　敦彦 小田　俊郎 奥　　敦子 Kostyukova,Alla
Krieger,Inna 松本　富美子 瀧　　景子 中村　志芳
田村陽次郎 谷森　　達

構造生物物理研究室 宮野　雅司（主任研究員）
山本　雅貴 菅原　光明 月原　冨武 岩槻　荘市
入倉　大祐 井上　　豪 井上　勝晶 佐藤　　衛
橋本　　博 熊坂　　崇 堀　　哲哉 八木　直人
森山　英明 裏出　良博 山下　栄樹 伏信　進矢
岡田　哲二 古市真木雄

理論構造生物学研究室　三木　邦夫（主任研究員）
宮武　秀行 岩崎わかな 岸上　明生 禾　　晃和
久野　玉雄 武田　一旗 庄村　康人 田之倉　優

Ｘ線超放射物理学研究室 北村　英男（主任研究員）
山岡　人志 田中　隆次 並河　一道 原　　徹　
熊谷　桂子

Ｘ線干渉光学研究室 石川　哲也（主任研究員）
大竹　淑恵 田中　義人 香村　芳樹 岡　　俊彦
黒田　啓一 Krishnamurth,Vemura 石川　大介
箕曲　在道 Nikulin,Andrei 中島　俊信 Riazantev,Andorei
打越　純一 山村　和也 遠藤　勝義 田中　良和
玉作　賢治 河村　直己 Signorato,Riccardo 吉川　英樹
首藤　健一 中山　　貫 Alexander,Gorin Manouilov,Igor
佐野　泰久 山内　和人 斎藤　　彰

放射光物性研究室　辛　埴（主任研究員）
大浦　正樹 高田　恭孝 金井　　要 徳島　　高
Chainani,Ashish 宮原　恒曰立 川面　　澄 渡邊　正満
原田　慈久 小林　啓介 石黒　英治 Cai,Yon
菅　　滋正 鈴木　　拓

研究技術開発室　神谷　信夫（室長）
朴　　三用 引間　孝明 野尻　正樹 緒方　一博
中迫　雅由 佐々木元子 姚　　閔 松本　　治
神谷　四郎 松　　泰司 河野　能顕 中井　忠志
田中　　勲 Tahir,Tahirov 山登　一郎 中川　敦史
渡邊　信久 三城　　明 中島　寛樹
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生体物理化学研究室　城　宜嗣（主任研究員）
中村　寛夫 岸野　元彰 足立　伸一 田村　浩二
尾林　栄治 李　　東善 吉川　信也 斉藤　正男
森本　幸生 樋口　芳樹 栗栖　源嗣 豊島　　近
金子　高穂 今井　清博 佐藤　博雄 鈴木　光次
古谷　　研 磯貝　泰弘 野口　　巧 青山　　浩
菊池　晶裕 汲田　英之 斉藤　　憲 富田　　毅
野中　孝昌 山口　　宏 神山　　勉 望月　正雄
Kort,Remco 土屋　輝昌 大石　友彦 平澤　　亨
杉浦　美羽 才野　敏郎

光合成科学研究室　北村　英男（主任研究員）
沈　　建仁

細胞情報伝達研究室 横山　茂之（主任研究員）
Vassylyev,Dmitry 白水美香子 関根　俊一 木本　路子
木川　孝則 胡桃坂仁志 前田　佳代 松村　清隆

磁性研究室播磨分室 勝又　紘一（主任研究員）

メンブレンダイナミクス研究グループ 前田雄一郎（グループリーダー）
生体マルチソーム研究チーム 藤吉　好則（チームリーダー）
宮澤　淳夫 奥田　明子 福永　優子
速度論的結晶学研究チーム 加藤　博章（チームリーダー）
中津　　亨 市山　　進 清水　哲哉 松本　　崇
今中　常雄
翻訳後修飾による動的調節機構研究チーム 谷口　寿章（チームリーダー）
松原　　守 波多野直哉 松崎　英樹 高岡　　裕
山内英美子 小畑　利之

ストラクチュローム研究グループ　倉光　成紀（研究担当グループリーダー）
横山　茂之（調整担当グループリーダー）

遺伝情報系蛋白質研究チーム 倉光　成紀（チームリーダー）
増井　良治 角田　佳充 濱田　賢作 野嶽　勇一
西尾　和也 三浦　圭子 小林慎一郎 三瓶　厳一
佐藤　伸哉 都築　千鶴 福山　恵一 本島　浩之
石嶋　　潤 須藤　恭子 河本　正秀 加藤　龍一
河合　剛太 真岡　伸子
物質・ｴﾈﾙｷﾞｰ代謝系蛋白質研究チーム 三木　邦夫（チームリーダー）
喜田　昭子 宮原　郁子 広津　　建 金成　　勲
機能未知蛋白質研究チーム 横山　茂之（チームリーダー）
濡木　　理 安田　潤平

量子材料研究グループ 辛　埴（グループリーダー）
量子材料研究チーム 勝又　紘一（チームリーダー）
田中　良和 城　　健男 岸本　俊二 Lovesey,Stephen
金道　浩一


