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平成 20 年度理工学研究科博士後期課程学位授与式

９月３０日，水戸キャンパス事務局において平成２０年度茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程
学位授与式が行われ，７名の新博士が誕生しました．応用粒子線科学専攻では研究業績に優れ期間短縮
が認められた課程博士１名と専攻教員の指導による論文博士２名に学位が授与されました．今回学位を
授与された方々には専攻の全教員ならびに全学生から心よりお祝いを申し上げ，今後は研究者として一
層のご発展を期待いたします．応用粒子線科学専攻の学位授与者と博士論文題目を下表に示します．

平成 20 年度９月博士論文題目一覧
氏名

博

士

論

文

題
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主指導教員

諸岡 聡

鉄鋼材料のミクロ組織と変形特性の中性子散乱・回折による定量的研究

友田 陽

中野 純

原子力環境におけるオーステナイトステンレス鋼の照射誘起応力腐食割れに関する研究

友田 陽

Baek-Seok
Seong

Quantitative analysis of the nano-sized precipitates in low carbon steels and the
solute carbon in austenite of TRIP steels by neutron scattering techniques（中性
子散乱法による低炭素鋼中ナノ析出物と TRIP 鋼中オーステナイト固溶炭素の定量解析）

友田 陽

研究室紹介
今回は量子基礎科学講座の佐久間研究室を紹介します．
本研究室は水戸キャンパスの理学部 G 棟 1 階に教員・学生居室，実験室があり，電池材料を中心とした固
体の構造と原子の動きについて研究しています．X 線，中性子線による散漫散乱の測定から，熱振動におけ
る原子間相関効果を導出することが重要な課題です．最近，原子間相関効果から原子間の力定数を導出し，
この力定数の距離依存性から格子振動の分散を計算できることが分かりました．これらの関係の定式化およ
び分散を計算するためのプログラム開発を行っています．格子振動の分散からは，結晶中の音速，比熱など
様々な物性値が得られます．
大学院生は比較的少ない研究室ですが，特徴としては，中国，インドネシアなど，外国からの留学生が半
数近くを占めています（写真１）．研究室からは，課程博士で 4 名（今年度末にもう１名）
，論文博士で 1 名
が学位を取得しました．外国の大学，日本原子力研究開発機構，東海村など，放射線に係わる分野で卒業生
が活躍中です．
理学部の実験棟では，遊星ポットミルなどで実験試料を作成し，X 線回折装置，電気伝導度測定装置，示
差熱測定装置などを用いて，結晶構造，原子熱振動，イオン伝導率，相変化などを研究しています．中性子
散乱の実験はこれまで日本原子力機構の原子炉（JRR-3）を利用してきましたが，12 月から稼働する J-PARC，
特に茨城県材料構造解析装置（iMATERIA）を用い，産業利用も含
めた材料構造研究を行っていきたいと考えています．散漫散乱強
度の測定は通常の測定に比べて時間がかかるため，５年ほど前ま
では 1 年間に１試料の散漫散乱測定にとどまっていました．これ
からは測定試料数が飛躍的に増加させることができ，原子間相関
効果の結晶結合，原子間距離，温度依存性などの系統的な研究が
期待できます．
10 年以上に渡りインドネシア原子力研究所と共同研究を行う
とともに，新型研究用原子炉 OPAL が最近建設されたオーストラ
リア原子力研究所とも研究交流があります．10 月下旬にシドニ
ー近郊の研究所を訪問し，中性子回折実験とともにセミナー
（Progress at J-PARC）を行ってきました．

写真 1

大学院生による研究紹介セミナー
の後で

（佐久間 隆）

新任教員の挨拶
原子力基 礎工学 講座 千葉 敏
昨年度こちらでお世話になりました深堀の後任として，今年度から客員教員として皆様の末席に参列させ
ていただくことになりました原子力機構の千葉 敏（さとし）と申します．大学で正規の講義を担当するの
は初めてでわからないことばかりですので，よろしくお願いします．
私の専門は原子核工学ですが，核反応が関係する理工学に広く興味を持っています．核反応は原子炉の中
で起こって大きなエネルギーを与えてくれると共に，発生する中性子が周囲の材料に当たって様々な反応を
起こします．従って，原子炉や，将来のエネルギー源となるであろう核融合炉の設計を行うためには核反応
を正確に把握する必要があります．大学時代は中性子と原子核の『反応断面積（核データ）
』の測定を勉強し
ましたが，そうこうしているうちに，そういう断面積がどのようにして決まるのか，測定できない反応をな
んとか理論的に予測できないか，という基礎的な問題に興味を持つようになり，原子核物理の世界に立ち入
るようになりました．また，天文学の中には，宇宙や星の中で元素がどのようにできるかというテーマに挑
戦しておられる方々がおり，そのような計算に核データが必要なため宇宙核物理の方々との共同研究も始ま
りました．その中には超新星の爆発機構や，ニュートリノと原子核の反応と言った物理でも最先端のテーマ
も含まれています．一方，原子核自身の計算をするためには核力を用いる必要がありますが，残念ながら核
力はまだ完全に理解されたとは言えない状況にあります．その中でも，特に中性子と陽子の数が極端に異な

る場合に原子核がどのように振る舞ったり，どういう構造になるかがよく分からないという事実があります．
そうかと思うと世の中にはほとんどが中性子でできた不思議な星，中性子星があります．中性子星は，半径
はわずか 10km 程度ですが，重さは太陽の約 1.4 倍と超高密度の星で，その構造には核力の性質，特に中性子
が多く，温度が低く，密度が高い状況での核力が関係します．これはなかなか地上では実現できない状況な
ので，極限状況における核力の様相を探る原子核物理の対象として，とても興味深い物体です．中性子星の
研究から得られる核力の情報は，核データの計算や超新星の爆発機構にも影響を与えます．というわけで，
原子力機構で私の所属するグループには核物理的見地から中性子星を専門に研究している研究者がいます．
私自身もグループにそういうテーマを導入した初期にはかなりのウェイトをその研究に割きました．そして，
その結果を使って，教科書で読んだことしかなかった一般相対論の方程式を使って中性子星の構造を初めて
計算した時や，宇宙線に含まれる反陽子の起源の一部が中性子星同士の衝突である可能性を発見した時は結
構感動しました．
以上，いろいろ書きましたが，申し上げたいのは，
「核反応」というキーワードに限っただけでも，一見無
関係に見える理工学のいろいろな分野の間には水面下に張られた網の目のような思わぬ相関があり，専門を
異にする研究者が協力することで１＋１が３にも４にもなり得ることを実感していることと，多くの分野の
方々と接するにつれ，
「世の中には（自分よりはるかに）頭のいい人が多いんだなぁ」という感想を持つに至
ったことです．同様のサプライズを，茨城大学で皆様と共有させていただければと希望しています．
こんな事ばかり書いて堅苦しいだけの人間と思われてもいけませんので，少し個人的なことも書かせてい
ただきます．私の自宅は水戸にあります．趣味（と言えるほどのものではないのですが）は散歩と読書です．
愛犬のレオ（ヨーキー）をつれて水戸駅周辺の Café に立ち寄り，テラス席でレオを膝に乗せながら行う読書
や原稿書きは，私にとって，とても幸せな時間を与えてくれます（この原稿もまさにそうやって書きました！）．
道行く人々（特に若い女性）の多くは私の膝の上にいるレオを見て『まぁ，かわいい！』と言い，それから
私の顔に目を移すとあわてて視線をそらして立ち去っていきます．そういう“物の哀れ”を感じることがで
きるのもこのような犬連れ散歩の醍醐味です（本当に犬好きの人は話しかけてくれることが多いですが）．読
書の方は乱読で，古典物も，村上春樹も，宮本輝も，三浦綾子も好きですが，共通しているのはブックオフ
で 105 円で売っているという条件です（従って最新のトレンドには全くついていってません）
．それからゴル
フを少々やりますが，これは回転する飛翔体に対する空気抵抗の効果や空間のゆがみに対する重力の効果を
確認する実験を兼ねてやってますので腕前は一向に上がりません．幸い，年と共にエージシュート（当然，
ハーフでの話しです）の確率は上がってきましたがショットあたりの単価は毎年低下しています．エネルギ
ーを考える場合にも発電効率とか発電単価は重要な要素ですから，そういう意味で私のゴルフは大変エコで
あると言うことができましょう．とは言え，ゴルフ場が巨大な自然破壊であると言われれば，ごもっとも，
とお答えするしかありません．それから，諸般の事情で一時中断中のチェロも機会があれば再開したいと思
っています．
グローバル化の波にのまれて，日本でも昨年アメリカで起こったサブプライムローン問題に端を発する金
融危機が実体経済に影響を与え始めています．このために団塊の世代の大量退職で好転している学生さんの
就職の状況も，近い将来に悲惨な状況になるのではないかと危惧しています．この現象は，よくよく聞くと
とても正気の沙汰とは思えないいろいろな仮定に基づく『金融工学』なる虚学が誇大化した結果，起こるべ
くして起こったビッグクランチです．このような虚学は，多くの若き天才達が集まって自然が語りかける言
葉に謙虚に耳を傾け，様々な仮定や仮説を出し合い議論を重ね，知恵を絞りに絞って構築された量子力学の
完全な対極に当たると言ってもいいでしょう．私たちが現在，量子力学と，それに基づく技術の恩恵に浴す
ることができるのは本当に幸せなことです．日本には資源が無く，今も昔もそして将来も加工貿易で国を支
えていくしかありません．そのためには適切な規模でのエネルギーが，適切な価格で，適切な安定供給性と
環境適合性を確保した上で必要であって，原子力と，それを支える理工学は真の『実学』として，その重要
性はいささかも揺らぐことはありません．幸い，原子力業界は３０年間続いた冬の時代を乗り切って，今や
原子力ルネッサンスと呼ばれるほど活気のある春を迎えています．応用粒子線科学は量子現象や原子力を含
む幅広い学問で，私としては自分がそれなりに貢献できる分野ではないかと（勝手に）想像しています．こ
れまでは研究一筋で活動を行ってきましたが，今回，茨城大学で教育活動の機会を与えていただいたことを
天恵と受け止め，大先輩である皆様のご指導を仰ぎつつ微力ですが力を尽くさせていただきたいと思ってい
ます．どうぞよろしくお願いします．

教員と研究分野及び最近の業績一覧
講座名
量子基

教員名
教授

坂田 文彦

量子多体系の構造と機能，及びそれを記述する集団運動力学を明らかにするため，
クォーク・グルオン多体系，ハドロン多体系，原子・電子多体系，分子・電子多
体系など，今日まで物理，化学，生物が個別に取り扱ってきた多様な対象の多体
系としての特殊性と一般性とともに，多様な階層に属する対象の相互の関係を明
らかにする物質発展の力学とを明らかにするために，総合原子科学の理論展開を
進めている．これらの課題は，様々な量子ビームを用いたそれぞれの先端領域で
の実験研究や，新材料物質物性科学，生体分子，生命科学等の実験研究との情報
交換が重要であるばかりでなく，理論的研究による総合化が特に重要であり，こ
れらの課題の理論的側面からの研究を進めている．

教授

佐久間 隆

固体物性．Ｘ線・中性子線を利用して，二次電池や燃料電池の材料である，固体
電解質の構造や原子熱振動の研究を行っている．散漫散乱の解析から，熱振動に
おける原子間の相関効果を明らかにし，第二近接原子間からの寄与を初めて分離
した．リチウム二次電池に利用される，正極材料中の結晶粒の大きさと焼結温度
との関係を中性子回折で決定した．インドネシア原子力研究所などと，国際協力
研究 (RUTI)を行っている． オーストラリア原子力研究所において，講演を行っ
た．

准教授

桑原 慶太郎

主に中性子散乱，X 線回折の微視的実験手法を用いて，希土類元素やウラン元素
を含む強相関 f 電子系化合物の磁性や超伝導などの量子多体現象を明らかにする
ための基礎研究を行っている．特に，高い対称性を有する強相関 f 電子系の低温
での高次多極子の秩序形成とその低エネルギーダイナミクスを調べる研究を国内
外の研究者と共同で進めている．

教授

高妻 孝光

紫外および可視光励起によるレーザーラマン分光法を用いてタンパク質の構造と
ダイナミクスを研究している．特に，タンパク質における電子移動反応・プロト
ン移動反応，タンパク質における弱い相互作用の構造とダイナミクスを調べてい
る．近年では，紫外共鳴ラマンスペクトルや電子スピン共鳴スペクトル，分子生
物学的手法を駆使することによって，アレルギーや睡眠に関係するタンパク質の
活性化のしくみ，弱い相互作用によるブルー銅タンパク質の電子状態変化のしく
みなどを明らかにしてきている．

准教授

米澤 保雄

長鎖 DNA の会合・凝縮，それに伴うタンパク質の合成機構を解明する．生体高分
子の構造と機能の相関のシミュレーション解析を行う．生化学反応の電子情報を
解析し DNA チップに代表されるバイオデヴァイスを開発する．

教授

友田 陽

中性子散乱回折を中心に各種量子ビームを用いた材料の構造・組織と機能を研究
し，鉄鋼をはじめ社会基盤材料の低環境負荷（エコマテリアル）化をねらってい
る．循環型持続可能社会における元素戦略を考えて相談しながら，学生が研究テ
ーマ設定を主体的に行うようにしている．最近のトピックスは，自動車用材料（鉄
鋼とアルミ合金）の組織と力学特性の関係，鋼の高窒素化および侵窒焼入れによ
る高機能化，鉄鋼製造プロセスのその場中性子回折実験による組織制御，巨大ひ
ずみ加工による各種材料のナノ組織化と超微細粒材料の力学物性等である．

教授

高橋 東之

溶融塩や電解質溶液に匹敵するイオン伝導性を示す固体化合物−超イオン導電体−
について，超イオン導電性発現と伝導機構の解明，およびガラス化合物での超イ
オン導電性とガラスの遅い緩和機構解明の２つを研究の柱としている．最近では
中性子回折，中性子弾性散乱測定からAgI系ガラス中でのAgIの中距離秩序形成を
明らかにした．また，リチウム系ガラスからの析出準安定相が高い電気伝導度を
示すことを新たに見いだした．現在は，電池材料としても強い関心が持たれてい
るプロトン伝導ガラスに重点をおき，プロトン伝導機構の解明を目指している．

礎科学
講座

構造生
物学講
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研究分野と最近の業績

材料科
学講座

エネル

講師

西野 創一郎

自動車の軽量化に関わる要素技術（自動車用鋼板およびマグネシウム合金のプレ
ス成形，金型コーティング皮膜の耐久性評価，多層スポット溶接，プレス製品の
疲労強度評価，防音材料の微視組織・吸音特性評価）について研究を行っている．
研究室のモットーは現場主義（現場に行き，現物を見て，現実を考える）であり，
製造現場を体験することによって学生を成長させようと考えている．１０社以上
の企業と共同研究を実施しており，成果を自動車技術会において発表している．
また，全日本学生フォーミュラ活動を支援しており，実際のものづくりを通じた
教育にも力を注いでいる．

助教

米村 雅雄

リチウム二次電池正極材料および固体電解質の結晶構造と物性の関係について研
究を行っている．昨年度，米国アルゴンヌ国立研究所で行った中性子回折測定で
得られた固体電解質の結晶構造を解析中である．非常に複雑な超格子構造であり，
X 線回折データと中性子回折データを併用して構造の精密化を行っている．また
複数の企業と共同研究を行い，基礎的な分野だけでなく，実用正極材料の組成，
構造と物性の関係など応用開発分野に研究対象を広げている．
さらに，
現在 J-PARC
に建設中の茨城県材料構造解析装置と高エネ機構高分解能粉末回折装置の開発に
参加し，次世代の材料研究に必要な中性子回折計の設計および解析技術開発を担
当している．これまでの成果は，ICNS などで発表している．

教授

池畑 隆

イオンや電子，プラズマなどの荷電粒子群を電磁場で制御し，新しい機能を持つ
材料やデバイスを開発する研究をおこなう．具体的には，食品中残留農薬を迅速
に測定できる，レーザーイオン化質量分析装置を開発し，1ppb の感度を達成した．
さらに実用化をめざした研究を進めている．プラズマ研究では，絶縁物の表面処
理に効果的なデュアルプラズマイオンプロセス法を考案し，検証のための研究を
進めている．またカーボンナノチューブを用いた小型電子源なども試作している．
担当授業は，プラズマ物理学，電気磁気学などである．

教授

小澤 哲

自然界・人間社会に見られる非線形現象を計算機シミュレーションの手法により
研究する．非線形格子モデル，反応流体モデル，人口社会モデル，社会情報伝達
モデルなどを使って，相転移，秩序形成，臨界現象，非線形情報伝達，パニック
の問題などを動的に追跡する．これらの知見を原子力の危機管理と関連して議論
する．

准教授

佐藤 直幸

環境循環型持続的社会に貢献する地球に優しいプラズマ器具やプラズマ支援新規
材料合成法の開発を行っている．真空容器が不要な小型大気圧プラズマを試料に
照射する新しいナノスケール研磨ツールの開発を地元企業数社と展開している．
電磁場とプラズマの相互作用実験で得られた知見をプラズマプロセスに応用し，
ナノテクノロジーに必要な粒子の運動量制御を駆使して，ZnO 透明導電膜の低抵
抗率化を狙っている．また，プラズマ中にフラーレンを昇華させ，フラグメント
（破砕）や重合の質量分析を通して，DLC 等の炭素系機能性薄膜の合成や C 60 イオ
ンガンソースの高機能化を進めている．

准教授

湊 淳

半導体レーザや LED を用いた可視光通信の研究を，２年ほど前から始めている．
変調方法を工夫することで，安価に簡単な構成で音声の通信が実現できるように
なった．半導体レーザを用いた方法は，被災地などでの非常時の通信手段に使え
る．LED を用いた方法は，照明が将来 LED に置き換わったときの 情報通信や，道
路の信号機からの情報発信などの利用が考えられる．

教授

千葉 敏

核反応が関係する理工学．原子炉，核融合炉の設計や，宇宙における元素合成（特
に核分裂の効果）に必要な核反応断面積の理論計算．最近は原子力の高度化や放
射性廃棄物処理，星での元素合成に必要な中性子断面積のうち，半減期が短く測
定が不可能な反応を，重イオンを用いる多核子移行反応によって調べるための実
験方法の模索および必要な理論体系の構築を行っている．また，加速器を用いる
ホウ素中性子捕獲反応（ガンの放射線治療）に必要な中性子源反応特性の研究も
行っている．

教授

遠藤 章

精密な人体モデルと粒子線輸送計算コードを用いて，高エネルギーハドロン，重
イオンの被ばくに対する線量評価法の研究を行っている．また，最新の代謝モデ
ル等を用いて，体内に摂取した放射性核種による被ばく評価法の開発を進めてい
る．これらの研究は，宇宙空間における長期滞在計画の立案，放射線や放射性医
薬品を用いた病気の検査や治療の研究に役立てられる．

ギー・
リスク
情報科
学講座

基礎原
子力科
学講座

教授

平出 哲也

陽電子（ポジトロン）は電子の反粒子であり，反物質の中で最も容易に手に入れ
ることができる．我々の世界は物質で満たされており，ここに反物質が存在する
と，E=mc2 に従って消滅し，質量がエネルギーに変換されて放出される．つまり，
陽電子を物質中に入れると物質中のひとつの電子とともに消滅し，その質量エネ
ルギー分の電磁波を多くの場合二つ放出する．そのエネルギーはちょうど電子（陽
電子）ひとつ分のエネルギーで５１１keV となる．この５１１keV の電磁波（ガン
マ線）を計測し，陽電子の物質中における寿命（ピコ秒からナノ秒：1 ピコ秒で
光は 0.3ｍｍしか進まない．
）や，電子の運動量分布に依存した５１１keV からの
ずれ（ドップラーシフト）を測定する実験を行い，サブナノからナノメートルの
物質科学，ピコ秒からナノ秒の物理化学の研究を行う．最近 5 年間に国際会議招
待７件，他に国際会議のサマリーなども担当．

国際会議に出席して
韓国における鉄鋼研究のメッカの一つである Pohang University of Science and Technology (POSTECH) に
おいて，穏やかな天候のなか，2008 年 9 月 28 日から 10 月 2 日の 5 日間にわたり The 1st International
Conference on “Interstitially Alloyed Steels” (IAS 2008)が開催されました．会議のトピックスは，
鋼中の合金元素（主に，ホウ素，炭素，ヘリウム，水素，窒素，水素）の挙動でした．参加人数は約 40 人（日
本人参加者 8 人）と比較的少人数でしたが，講演中やその後の懇親会など，密度の濃い充実した議論が行わ
れました．
私は，｢Weak beam TEM study on stacking fault energy of high nitrogen steel｣（著者：小島真由美（茨
城大学）
，足立吉隆（物質・材料研究機構（NIMS）），友田陽（茨城大学），片田康行（NIMS）
，坂公恭，金子靖
子（名古屋大学））の講演題目で，オーステナイト系ステンレス鋼の転位組織へ及ぼす窒素の影響について口
頭発表を行いました．鋼に窒素が添加される（高窒素鋼）と，延性を失うことなく強度が上昇し，耐食性も
向上することから高パフォーマンス鋼として近年，高窒素鋼が注目されており，微細組織や変形組織に及ぼ
す窒素の影響について検討が進められています．この中で，TEM を用いて実際に高窒素鋼の積層欠陥エネル
ギーを算出し，積層欠陥エネルギーへ及ぼす窒素の影響をまとめた本発表は良い評価を頂くことができまし
た．質問は，積層欠陥と窒素の存在状態の関連性に集中し，たくさんの参考になるコメントを頂きました．
未熟な言語能力で聞き難い発表となってしま
いましたが，共著者の方々が暖かな目で見守って
下さり，質疑応答では応援して下さったおかげで
なんとか終えることができました．たくさん失敗
をして，勉強不足を痛切に感じましたが，国際会
議に参加し，自ら発表をすることで良い経験を一
度にすることができました．一つは，自分の研究
内容について深く考え，次の課題を見つけること
ができたこと，もう一つは英語を勉強しなければ
ならない環境（発表のための英語，会議中常に英
語で会話が交わされる）にいることで，一気に英
語能力が向上した（？）ことです．この経験を今
後に反映させるため継続して努力していきたい
と思います．最後に，このような貴重な経験を与
会場となった POSCO International Center の外観．会議中が
天候に恵まれ，昼休みは開放的なキャンパスを散歩して過ご
した．

えてくださった応用粒子線科学・友田 陽教授に
心から感謝いたします．また，本研究において献
身的なご協力を賜りました，NIMS 足立 吉隆 博
士，片田 康行

博士に御礼申し上げます．
（小島 真由美）

茨城県材料構造解析装置の建 設状況
茨城大学は，現在茨城県から委託を受けて茨城県が J-PARC に建設中の２台の中性子分光器の管理運営を任
されている．そのため，学内にフロンティア原子科学研究センターを設立し，ビームラインの維持管理をす
る部門だけでなく，広く原子科学を支える研究を行うことを進めている．今回は，平成 20 年 12 月よりの共
用開始に向けて着々と進む装置建設の様子を報告する．
この装置の建設の開始は，平成 16 年度にまでさかのぼる．中性子は空気中を飛ばすと空気で散乱されてし
まい，非常に中性子強度が失われる．そのためこの装置では，散乱された中性子が検出器へ到達する飛行経
路も真空に状態にするため，非常に巨大な真空槽を作成した．しかも検出器と真空槽の間は，1mm という薄
いアルミニウム板で半畳分のサイズの窓を設置しなければならないため，真空に耐える窓の設計や真空槽そ
のものの構造設計には困難を極め２年以上を要した．検出器から実際のデータになるまでのエレクトロニク
ス系も J-PARC 用に高エネルギー加速器研究機構(KEK)の物構研により新規に設計された物であり，KEK の素
核研オンライングループによる高速データ収集ソフトウェアと組み合わされる事で，世界最大級の輝度をも
つ中性子散乱実験に耐える仕様となった．中性子ガイド管，真空散乱槽，強烈な放射線を閉じこめる遮蔽体，
検出器などが昨年から今年にかけて順次設置された．最新の写真を下記に示す．本体は分厚いコンクリート
と鉄の遮蔽体（緑）の中にあり，外部から見ることはできない．遮蔽体脇の 2F 建ての居室は，2F がこの装
置の制御を行うキャビンとなっている．制御用ソフトウェアも順次完成しており，測定はいつでも可能な状
況である．さらに，ユーザーの供用開始にむけ，自動試料交換ロボットの導入を進めている．
J-PARC は 5 月末に初の中性子を発生させた．茨城県材料構造解析装置でもその中性子を用いて，幾つかの
回折線を検出した (参照：下記の回折図形) ．現在，装置としては，総合的なテストを開始しているところ
である．
（米村雅雄）
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中性子ビーム産業利用のボトルネック解消に関す
る研究

中，友田）
佐久間 隆

量子基礎科学講座

本田技研 共同研究 (1050 万円)

イオン導電材料の構造解析研究

友田 陽

中性子材料科学講座

科研費基盤研究(B) (410 万円)

中性子散乱・熱膨張同時測定による相変態解析手法の開発

友田 陽

中性子材料科学講座

科研費萌芽研究 (110 万円)

耐食・耐磨耗・耐疲労特性改善のための浸窒焼入れ表面改

友田 陽

中性子材料科学講座

科研費特定領域研究 (200 万円)

高密度格子欠陥を有する物質・材料のメカニクス解明

友田 陽

中性子材料科学講座

日本原子力研究機構 受託研究 (150 万円)

SCC 挙動への変動応力影響評価法の検討

友田 陽

中性子材料科学講座

腐食防食協会 共同研究 (315 万円)

低合金鋼／Ni 基合金境界部の SCC き裂進展・停留挙動に

質法の開発

関する考察
友田 陽

中性子材料科学講座

住友金属工業㈱ 共同研究 (105 万円)

鋼板組織制御の研究

友田 陽

中性子材料科学講座

鉄鋼協会・産発プロジェクト展開鉄鋼研究（委

中性子利用鉄鋼評価技術の基礎検討に係わる研究

友田 陽

中性子材料科学講座

JFE 条鋼㈱（委任経理金） (50 万円)

中性子小角散乱による鋼材中の介在物定量測定法の開発

高橋 東之

中性子材料科学講座

科研費基盤研究(C) (110 万円)

リン酸塩ガラスの超プロトン導電性発現に関する研究

米村 雅雄

中性子材料科学講座

（株）コンポン研究所 共同研究 (315 万円)

電極反応の中性子解析および理論解析
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株式会社三和精機 共同研究 (40 万円)
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大東通信機株式会社 共同研究 (30 万円)

ヒューズの製造工程におけるスポット溶接の研究

西野 創一郎

中性子材料科学講座

山野井精機株式会社 受託研究 (115.5 万円)

難加工材の３次元精密順送プレス技術の開発

西野 創一郎

中性子材料科学講座

DOWA サーモテック株式会社

粒子線解析による金型コーティング皮膜の摺動損傷評価

西野 創一郎

中性子材料科学講座

株式会社日立製作所 共同研究 (200 万円)

昇降機レールブラケット溶接レス化の研究

西野 創一郎

中性子材料科学講座

株式会社日立製作所 共同研究 (100 万円)

昇降機荷重テストウエイトレス化の研究

西野 創一郎

中性子材料科学講座

株式会社日立製作所 共同研究 (50 万円)

塑性加工による昇降機軽量化の研究

池畑 隆

エネルギー ・リスク

JST シーズ発掘試験 共同研究 (500 万円)

食品残留農薬の迅速スクリーニング分析用試料抽出法の
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新規プラズマプロセスの調査・研究

情報科学講座

円)

千葉 敏

基礎原子力科学講座

国立天文台 共同研究 (3.1 万円)

千葉 敏

基礎原子力科学講座

科研費基盤研究(C) (50 万円)

中性子誘起核分裂反応断面積の理論的予測手法の開発

遠藤 章

基礎原子力科学講座

科研費基盤研究(C) (18.5 万円)

日本人ボクセルファントムによる CT 診断時の臓器線量計

平出 哲也

基礎原子力科学講座

科研費基盤研究(C) (130 万円)

第一世代星の r 過程における核分裂サイクルの役割と初
期宇宙の化学進化の解明

算と Web システムの開発
ＰＥＴによる癌診断等の高度化を目指した生体模
擬物質中の陽電子挙動の研究
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