
■代表的な研究者のウェブサイト（本文 p.187）	 

	 

Alexei	 R.	 Khokhlov［ゲルの構造と物性］	 

Physics	 Department,	 Moscow	 State	 University	 

http://polly.phys.msu.ru/en/personal/khokhlov.html	 

	 

Allan	 S.	 Hoffman［刺激応答性ゲル，医用ゲル］	 

Departments	 of	 Bioengineering	 and	 Chemical	 Engineering,	 University	 of	 Washington	 

http://depts.washington.edu/bioe/people/core/hoffman.html	 

	 

Chi	 Wu［ゲルの物理化学，ゲルの力学物性］	 

Department	 of	 Chemistry,	 The	 Chinese	 University	 of	 Hong	 Kong	 	 

http://www.chem.cuhk.edu.hk/faculty_wu.htm	 

	 

Costantino	 Creton［ゲルの物理化学，ゲルの力学物性］	 

The	 City	 of	 Paris	 Industrial	 Physics	 and	 Chemistry	 Higher	 Educational	 Institution	 (ESPCI)	 

http://www.espci.fr/usr/creton/	 

	 

David	 J.	 Beebe［ゲルのマイクロシステム応用］	 

Department	 of	 Biomedical	 Engineering,	 University	 of	 Wisconsin	 

http://www.engr.wisc.edu/bme/faculty/beebe_david.html	 

	 

Francoise	 M.	 Winnik［高分子集合体］	 

Universite	 de	 Montreal	 

http://www.pharm.umontreal.ca/propos_faculte/fichesProfs/f_winnik.html	 

	 

Hugh	 R	 Brown［ゲルの物理化学，ゲルの力学物性］	 

Faculty	 of	 Engineering,	 University	 of	 Wollongong	 

http://www.materials.com.au/index.php?page=profiles&profile=20	 

	 

Jindrich	 Kopecek	 ［医療用応答性ゲル］	 

Department	 of	 Bioengineering	 and	 of	 Pharmaceutics	 and	 Pharmceutical	 Chemistry,	 University	 of	 Utah	 

http://www.pharmacy.utah.edu/pharmaceutics/groups/kopecek/members/henry/henry.html	 

	 

Kinam	 Park	 ［医療用応答性ゲル］	 

Department	 of	 Biomedical	 Engineering,	 Purdue	 University	 

http://web.ics.purdue.edu/̃kpark/	 

	 

Karel	 Dusek［ゲルの理論］	 

Institute	 of	 Macromolecular	 Chemistry,	 Academy	 of	 Sciences	 of	 the	 Czech	 Republic	 



http://www.hexagon.dk/pages/Conferences/Conferences%202004/MP%202004/Speakers/Dusek%20Karel1.

htm	 

L.	 Andrew	 Lyon［ゲル微粒子］	 

School	 of	 Chemistry	 and	 Biochemistry,	 Georgia	 Institute	 of	 Technology	 

http://web.chemistry.gatech.edu/̃lyon//Lyon_Group/Home.html	 

	 

Ludwik	 Leibler［自己修復マテリアル］	 

Matiere	 Molle	 et	 Chimie	 (ESPCI-CNRS,	 UMR	 7167),	 ESPCI	 

http://www.mmc.espci.fr/eng/welcome.htm	 

	 

Marek	 W.	 Urban［自己修復マテリアル］	 

School	 of	 Polymers	 and	 High	 Performance	 Materials,	 The	 University	 of	 Southern	 Mississipi	 

www.usm.edu/urbanrg	 

	 

Miklos	 Zrinyi	 ［ゲルアクチュエータ］	 

Department	 of	 Pharmaceutics,	 Semmelweis	 University	 

http://www.sote.hu/english/content/people/people.php?inst_id=98&emp_id=5689	 

	 

Nicolas	 A.	 Peppas	 ［医療用ヒドロゲル］	 

Department	 of	 Chemical	 Engineering	 ,University	 of	 Texas	 at	 Austin	 

http://www.bme.utexas.edu/faculty/peppas.cfm	 

	 

Ronald	 A.	 Siegel	 ［刺激応答性ゲル］	 

Department	 of	 Pharmaceutics,	 University	 of	 Minnesota	 

http://www.pharmacy.umn.edu/faculty/siegel_ronald/home.html	 

	 

Sanford	 A.	 Asher［構造色ゲル，コロイド結晶］	 

Department	 of	 Chemistry,	 University	 of	 Pittsburgh	 

http://www.pitt.edu/̃asher/homepage/index.html	 

	 

Sung	 Wan	 Kim［温度応答性ゲルの医療応用］	 

Department	 of	 Bioengineering	 and	 of	 Pharmaceutics	 and	 Pharmceutical	 Chemistry,	 University	 of	 Utah	 

http://www.pharmacy.utah.edu/pharmaceutics/groups/kim/	 

	 

Timothy	 P.	 Lodge［自己集合体ゲル，ゲルの構造解析］	 

Department	 of	 Chemistry	 and	 Chemical	 Engineering	 and	 Material	 Science,	 University	 of	 Minnesota	 

http://www.chem.umn.edu/directory/faculty.lasso?serial=456	 

	 

Zhibing	 Hu［構造色ゲル，ゲル微粒子］	 

Department	 of	 Physics,	 University	 of	 North	 Texas	 

http://www.phys.unt.edu/faculty/Hu.htm	 



	 

	 

青島	 貞人［刺激応答性高分子の合成］	 

大阪大学大学院理学研究科	 	 

http://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/aoshima/	 

	 

青柳	 隆夫［温度応答性ゲル］	 

物質・材料研究機構生体材料センター	 

http://www.nims.go.jp/bmc/group/smartbiomaterials/index.html	 

	 

秋吉	 一成［ナノゲル，シャペロン工学］	 

東京医科歯科大学生体材料工学研究所	 

http://www.labonet.net/akiyoshi/	 

	 

安積	 欣志［ゲルアクチュエーター］	 

産業技術総合研究所	 関西センター	 	 

http://unit.aist.go.jp/rice/research/jinkousaibou.html	 

	 

安中	 雅彦［ゲルの構造と物性］	 

九州大学大学院理学研究院	 

http://www.cstm.kyushu-u.ac.jp/gcoe/jpn/members/member.php?id=29	 

	 

伊藤	 耕三［環動ゲル］	 

東京大学大学院新領域創成科学研究科	 

http://www.molle.k.u-tokyo.ac.jp/	 

（動画あり）	 

	 

浦山	 健治［液晶ゲル，レオロジー］	 

京都大学大学院工学研究科	 

http://www-6.polym.kyoto-u.ac.jp/	 

	 

岡野	 光夫［温度応答性ゲル/表面，細胞シート工学］	 

東京女子医科大学先端生命医科学研究所	 

http://www.twmu.ac.jp/ABMES/	 

	 

奥崎	 秀典［導電動性アクチュエーター］	 

山科大学大学院医学工学総合研究部	 

http://www.ab11.yamanashi.ac.jp/̃okuzaki/okuzaki.html	 

	 	 	 

長田	 義仁［ソフトナノマシン,	 ゲルアクチュエーター，高強度ゲル］	 

理化学研究所	 



http://www.riken.jp/msls/_/Welcome.html	 

	 

片岡	 一則［グルコース応答性ゲル，高分子ミセル］	 

東京大学大学院工学系研究科	 

http://www.bmw.t.u-tokyo.ac.jp	 

	 

川口	 春馬［ゲル微粒子］	 

神奈川大学工学部	 

http://www.eng.kanagawa-u.ac.jp/teacher/science.html	 

	 

菊池	 明彦［温度応答性ゲル/表面］	 

東京理科大学基礎工学部	 

http://kikuchilab.com/home/	 

	 

龔
ぐん

	 剣
ちぇん

萍
ぴん

	 ［高強度ゲル，ゲル表面摩擦，ゲルマシン］	 

北海道大学大学院理学研究科	 

http://altair.sci.hokudai.ac.jp/g2/index.html	 

（動画あり）	 

	 

佐田	 和己［高吸油性高分子ゲル］	 

九州大学大学院工学研究院	 

http://www.cstm.kyushu-u.ac.jp/shinkai/	 

柴山	 充弘［ゲルの構造と物性］	 

東京大学物性研究所	 

http://shibayama.issp.u-tokyo.ac.jp/indexj.html	 

★	 One	 Point	 Lecture	 by	 Shibayama	 Lab.（ワンポイント講義）	 

http://shibayama.issp.u-tokyo.ac.jp/One_Point/index.html	 

（動画あり）	 

	 

須丸	 公雄［光応答性ゲル］	 

産業技術総合研究所	 

	 

高田	 十志和［ゲルの構造と物性］	 

東京工業大学大学院理工学研究科	 

http://www.op.titech.ac.jp/polymer/lab/takata/index.html	 

本文関連リンク先（p.87）	 

http://www.op.titech.ac.jp/polymer/lab/takata/contents/document/research/research_avi/Shrinki

ng%20Behavior.avi	 

http://www.op.titech.ac.jp/polymer/lab/takata/contents/document/research/research_avi/Transpa

rent-Opaque%20Switching%20Behavior.avi	 

	 



	 

	 

竹岡	 敬和［構造色ゲル］	 

名古屋大学大学院工学研究科	 

http://web.mac.com/ytakeoka1/home/About_Soft_Materials.html	 

（動画あり）	 

	 

田中文彦［ゲルの理論］	 

京都大学大学院工学研究科	 

http://www.phys.polym.kyoto-u.ac.jp/index.html	 

	 

鴇田	 昌之［ゲルの物性］	 

九州大学大学院理学研究院	 

http://web.mac.com/bigmasa6421	 

	 

長崎	 幸夫［ナノゲル，ゲル表面］	 

筑波大学数理物質科学研究科	 

http://www.ims.tsukuba.ac.jp/̃nagasaki_lab/index.htm	 

	 

浜地	 格［超分子ゲル］	 

京都大学大学院工学研究科	 

http://www.sbchem.kyoto-u.ac.jp/hamachi-lab/	 

	 

英	 謙二［有機ゲル化剤］	 

信州大学繊維学部	 

http://fiber.spacetag.jp/lib2/index.html	 	 

	 

原口	 和敏［有機/無機ナノコンポジットゲル］	 

(財)川村理化学研究所	 

http://www.kicr.or.jp/intro/material/index.html	 

	 

古川	 英光［ゲルの構造解析］	 

山形大学大学院理工学研究科	 

http://furukawa.yz.yamagata-u.ac.jp/	 

	 

松本	 昭［ミクロゲル］	 

関西大学化学生命工学部	 

http://www.achem.kansai-u.ac.jp/Jugo_h_s/jugo_top.html	 

	 

宮田	 隆志［生体分子応答性ゲル，ゲル膜］	 

関西大学化学生命工学部	 



http://www.chemmater.kansai-u.ac.jp/sentan/index.html	 

	 

吉田	 亮［自励振動ゲル，温度応答性ゲル］	 

東京大学大学院工学系研究科	 

http://cross.t.u-tokyo.ac.jp	 

	 

渡邉	 正義［イオンゲル，構造色ゲル］	 

横浜国立大学大学院工学研究院	 

http://mwatalab.xsrv.jp/	 

	 

■関連学会	 

高分子学会	 高分子ゲル研究会	 

http://www2.spsj.or.jp/gel/index.html	 

	 

■ゲル研究企業	 

株式会社日本触媒	 

http://www.shokubai.co.jp/ecology/contribution.html	 

（環境保全活動のページ．PartⅡ15 章 4-3 項の土壌用保水剤に関連）	 

	 

エステン化学研究所	 

http://www.kyotanabe.jp/0000001108.html	 


