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平成 21 年度理工学研究科博士後期課程学位授与式
３月２４日，水戸キャン
パス事務局において平成２
１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，３６名の
新博士が誕生しました．応
用粒子線科学専攻では課程
博士８名と論文博士 1 名の
計９名に池田学長より学位
記が授与されました．晴れ
て博士となられた皆様に心
よりお祝いを申し上げます。
研究者として一層のご発展
をお祈りいたします．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 21 年 3 月期

博士論文題目一覧

氏名
塩田佳徳
酒井伸也

博
士
論
文
題
目
強伸線加工および焼鈍による鉄鋼の組織形成と力学特性に関する研究
抗体をモデルタンパク質とした RNA アプタマーの創製とその特徴的な分子認識能に関する研究

高野明雄

半導体における二次イオン質量分析法の深さ方向分析に関する研究

池畑

山下

自動車車室内騒音の防音設計及び防音材料開発プロセスの研究

友田 陽

Development of User Communities of E-learning & Risk Management in South Asian Countries by

小澤

剛

DASSAN
AYAKE
MUDIYA
NSELAGE
GAMUNU
香 蓮
李

建宏

主指導教員
友田 陽
小澤 哲
隆

哲

Installing Cooperative Servers
超イオン導電体の構造と散漫散乱の研究

佐久間

隆

マルテンサイト鋼の再結晶を利用した結晶粒微細化の研究

友田

陽

作山昌史

軟 X 線式除電システムの開発

池畑

隆

加藤正仁

準安定オーステナイト系ステンレス鋼の微細結晶粒超塑性の発現と成形への適用

友田

陽

平成 20 年度博士前期課程修士論文発表会
２月１９日，日立キャンパス E2 棟 2 階インテリジェント教室において平成 20 年度修士論文発表
会兼審査会が開かれ、22 名の修了予定者が 2 年間の研究成果を発表しました。発表会終了後、E5
棟 8 階のラウンジにおいて祝賀会が開かれ、最後の関門を突破した安堵も手伝って大いに盛り上が
りました。修士論文の発表者と題目、指導教員を以下に示します。
福島大輔

亜硝酸還元酵素の電子伝達複合体形成に関する研究

高妻孝光

佐藤弘樹

高時間分解能の陽子飛行時間測定装置の開発

坂田文彦

大原宏太

CeO2 の高エネルギーイオン照射損傷の研究

佐久間隆

石橋寿啓

ECAP 加工材の粒子線解析によるナノ組織と特性に関する研究

友田

陽

杉浦亮太

粒子線回折を利用したプレス成形製品の強度信頼性評価

友田

陽

山田哲広

超硬材料WC-Co へのイオン窒化および軽水炉構造材の応力腐食割れの研究

友田

陽

丸橋光秀

フォーム成形における形状凍結性評価と成形ﾌﾟﾛｾｽ解析

友田

陽

桒田英憲

電気抵抗溶接の接合メカニズムに及ぼす鋼板種類および組合せの影響

友田

陽

柴田浩司

生体分子のアミノ酸残基メチル基の立体配座

新村信雄

清水秋彦

12SrO-12BaO-12PbO-64P2O5 ガラスにおけるプロトン伝導機構

高橋東之

楠山昌紀

ナノ材料の電界放射特性を利用した電子源・イオン源の研究

池畑

宇都浩平

ＩＣＰを用いたZnO 透明導電膜の合成実験

佐藤直幸

小池友也

正パルスバイアス法を応用した環境調和型真空容器内面洗浄法のための基礎研究

池畑

五耒亮平

大気圧プラズマイオンのパルス照射によるスパッタリング発現の試み

佐藤直幸

佐藤弘基

メタン混合デュアルプラズマを用いたダイヤモンド薄膜形成の試み

池畑

隆

佐藤広輝

デュアルプラズマ配位における帯電中和条件の検証実験

池畑

隆

菅谷聡一

ECRﾘﾓｰﾄﾌﾟﾗｽﾞﾏ合成のZnO 透明導電膜における膜抵抗のプラズマパラメータ依存性

佐藤直幸

鈴木奈穂美

画像による生体情報の計測

湊

淳

吉岡祥平

非線形格子中の欠陥に対する波動の衝突についての計算機実験

小澤

哲

K. L. R.

光学的傾斜角度測定装置の開発と測量への応用に関する研究

湊

淳

Patu Vaise

Implementation of Multimedia type content and techniques to improve e-learning strategies

小澤

哲

劉

フォトニックバンド計算の高速化に関する研究

湊

淳

隆
隆

JAYASEKARA
野

新しいシラバスによる「粒子線科学入門」が開講されました

平成 21 年度の粒子線科学入門の集中講義が
と波動性，2. 主な粒子線とその特徴，3. 粒子
４月２４，２７，２８日にいばらき量子ビーム
研究センターで行われました．レーザー，X 線，
電子線，イオン線，中性子線などの各種粒子線
の基礎を通して，粒子線の発生から物質との相
互作用，及び，測定技術を通して，共通する物
理現象が最先端の研究へどのように応用され
ているかを安全対策も含めて解説されました．
講義の到達目標は，粒子線の基礎と応用に関し，
粒子線の発生と物質との相互作用の基礎から
発展する現在進行中の研究開発の概要を理解
して，自分の研究の位置付けを考えられること
です．講義内容は，1. 粒子線の定義 - 粒子性

学への応用，12. 表面の分析や処理への応用，
13. 放射線利用と放射線化学，14. 粒子線に対
する防護の考え方，15. 粒子線科学のための確
率・統計 であり，13 名の教員が分担して講義
を行いました．日本原子力研究開発機構の連携
の先生方にも協力して頂き，基礎から最先端の
理論や実験結果を懇切丁寧に解説して頂きま
した．講義風景の一部をご紹介いたします．こ
の講義の後に，日本原子力研究開発機構におい
て，大強度陽子加速器 J-PARC 等の見学を含む
粒子線科学実習が行われます．特に，アルファ，
ベータ，及びガンマ線の発生とエネルギー分析，
更には中性子の発生と物質との相互作用（放射
化）について，集中講義の知見が実習によって
体得できるようになっています. (佐藤直幸)

線と物質との相互作用，4. 各種粒子線の発生
原理と方法，5. 各種粒子線の測定技術，6〜8.
粒子線を用いた研究 I，II，III，9. 生命科学
への応用，10. 材料科学への応用，11. 構造工

平成 21 年度

粒子線科学入門

担当教員

佐藤直幸

所属

理工学研究科

クラス

A0 クラス

開講時期

前期

単位数

2

曜日・時限

4 月集中

対象年次・学生

1

備考

時間割ｺｰﾄﾞ；26705

英訳名

Introduction to Beam Science

概要

レーザー，X 線，電子線，イオン線，中性子線などの各種粒子線の基礎を学び，粒子線の発生
から物質との相互作用，及び，測定技術を通して，共通する物理現象が最先端の研究へどのよ
うに応用されているかを安全対策も含めて紹介する．

キーワード

レーザー，X 線，放射線，粒子線，プラズマ（電子とイオン），中性子，原子科学，材料プロセス科
学，構造生物学，J-PARC，シミュレーション，粒子線防護

到達目標

粒子線の基礎と応用に関し，粒子線の発生と物質との相互作用の基礎から発展する現在進行
中の研究開発の概要を理解して，自分の研究の位置付けを考えることができる．

授業計画

1. 粒子線の定義 - 粒子性と波動性
3. 粒子線と物質との相互作用
5. 各種粒子線の測定技術
7. 粒子線を用いた研究 II
9. 生命科学への応用
11. 構造工学への応用
13. 放射線利用と放射線化学
15. 粒子線科学のための確率・統計

2. 主な粒子線とその特徴
4. 各種粒子線の発生原理と方法
6. 粒子線を用いた研究I
8. 粒子線を用いた研究 III
10. 材料科学への応用
12. 表面の分析や処理への応用
14. 粒子線に対する防護の考え方

１．4 月中に集中で実施する．
２．7 月の応用粒子線科学特別実習（必修）の基礎となる．
３．専門から遠い分野の話題も，基礎知識として取り組むこと．
４．これから修士研究を進めるテーマとの関連を考えながら，自分のアイディアに取り組むという
姿勢で聴講すること．

成績の評価方法

講義内容に関するレポート（複数テーマ）の内容で評価する．

教科書・参考書

教科書：資料を配布する．
参考書：講義の中で紹介する．別途資料を配布する場合もある．

〔研究紹介〕
米国 SSRL での研究に参加して

私は現在、タンパク質中における弱い相互作
用について研究しています。弱い相互作用は生
体分子中で構造の維持や機能の発現に大きな
役割を担っており、タンパク質の機能を理解す
るためには無視できないものです。この研究を
進めるため、海外の研究者の方々と共同で、金
属タンパク質の X 線吸収スペクトルを測定して
います。X 線吸収スペクトルは金属タンパク質
の活性中心の電子状態や構造を調べる上で重
要な方法であり、海外では活発に研究が行われ
ています。私の測定はアメリカのスタンフォー
ド シンクロトロン 軌道放射光実験施設
(SSRL)で行っていて、実際に自分でサンプルを
準備し、SSRL で測定し、データ解析を現在行っ
ているところです。
海外の方々と実験する事を通して、私の実験
への取り組み方や意識が大きく変化しました。
サンプルの準備段階では今までより細かいと
ころまで気になる様になり、論文を読むにして
も測定方法を勉強するにしても、実験する側の
視点が少し持てるようになりました。初めて自
分の準備したサンプルを測りデータを整理し
ていた頃は、これが論文に載るのか・・・と思
うとどこかでミスをしてるのではないかと不
安になり、何度もやり直しをしてなかなか前に
進めず不安だけが募る毎日を過ごしていまし
た。しかし丁度その時期に行われた原子力学会
北関東支部若手研究者発表会においてポスタ
ー発表をさせていただき、そこで優秀発表賞を
受賞する事ができたのをきっかけに、今まで重
苦しくなっていた気分が何となく軽くなり、勉
強していればそのうち分かる様になるんだろ
うな、とポジティブに捉えられるようになりま
した。
それから、２００９年の５月末はカナダで、
７月末は日本で開催された国際学会でもポス

博士前期課程 2 年

冨樫ひろ美

ター発表をさせていただく機会を与えていた
だきました。７月の前半に SSRL でのビームタ
イムが、二つのビームラインを利用しながら行
なうものだったことも手伝って準備不足は否

SSRL の測定中の写真
めませんでしたが、良い経験になりました。そ
して今よりもっと勉強することにより、確かな
知識と実験技術を身につけ、研究を推進するこ
とに自信を深めることができたと思います。タ
ンパク質の X 線吸収スペクトルは、最近になっ
て測定と解析方法が確立されつつある分野で
あり、最先端の研究に携われる喜びを感じてい
ます。X 線吸収スペクトルをきちんと理解し、
研究に役立てられるようにするには、まだまだ
時間がかかります。また、自分の一つ一つの実
験に自信を持てるようにする事も大変な事で
す。しかし、これから博士後期課程に進みいず
れは研究者として働いていきたいと思ってい
るので、苦しい事があっても立ち止まらずに研
究を進めていきたいと思います。

〔研究紹介〕
応用粒子線科学専攻の講義の ビデオ 収録とインターネット配信
本学にバーチャルキャンパスシステムが導
入されたのは、1998 年で、以来、大学活動の
IT 化が様々な方面で行われている。それ以前に
も大学業務の IT 化努力が無かったわけではな
いが、以前の IT 化との相違はインターネット
技術とマルチメディア技術の応用にある。大学
の業務は教育・研究・事務（管理運営）に大別
されるが、これらの技術は、その何れに対して
も大きな影響力をもっている。大学業務の IT
化の成否が、大学の運命を決めるとも考えられ
る。
世界中で E-ラーニングが流行りだしたのも、
時期を同じくしている。その原因はインターネ
ット技術とマルチメディア技術の進歩・普及に
ある。E-ラーニングは「教育+事務」の IT 化で
ある。ここで「事務」をどの程度含ませるかに
よって、「教員個人レベルの E-ラーニング」か
ら「大学のオフィシャル E-ラーニング」まで
様々な形態が存在し得る。「事務」の部分は、
通常 LMS と呼ばれるソフトウェアを使って実施
する。有償ソフト・フリーソフト、種々あるが、
Moodle というフリーソフトが半ば世界標準に
なっている。これによって、「事務」のかなり
の部分が省人力化できるが、ユーザ登録、授業
登録、システム管理、セキュリティ管理、著作
権管理など、専門の知識と経験を有する人材の
「人力」が不可欠である。
E-ラーニングは、
「教育の IT 化」であり、
「教
育の機械化」である。したがって、「機械的な
教育」には、威力を発揮する。トレーニング的
な性格が強い授業では有効である。これに対し
て、難解・深淵な内容を理解させる授業におい
ては、補助的な手段に留まっている。本来、教
育は、教師と学生の対話で成立する。学生の反
応を見て、話し方を変えるという自由度や教え
ることによって教え方を学習し改善するとい
った要素は、現在のコンピュータでは実現でき
ない。しかし、一方で、現在のコンピュータは
多彩なプレゼンテーション能力と強力な情報
伝達能力をもっている。教科書+板書を主体と
する講義を学生がノートするという伝統的な
授業形態の利点を踏襲しつつも、さらにコンピ
ュータの特色を活用し、授業を改善する努力は

必要であろう。そのためには、授業内容を詳細
に分析して、授業のどの局面でコンピュータの
いかなる能力を運用するかを決定することが
肝要である。期待される効果としては、以下の
ものがある。
（1）授業をビデオ収録し配信すると、広範囲
の人がいつどこでも受講できるシステムが確
立すること。これは、同時に強力な PR 効果に
なり得ること。
（2）教材のデジタル化を行うと、その改訂が
容易に為され、教材の高品位化が実現すること。
（3）デジタル教材を事前に配布することによ
り、学生のノートする作業が効率化し、本来の
作業（ノートに纏めることで理解を深めるこ
と）が容易になること。
（4）
「授業と教材の全面的公開」は「授業の自
己点検・他者による評価」と同義であるため、
これによって、授業の内容と質は自動的に向上
すること。
上述の考え方に従がって、応用粒子線科学専
攻では、授業のE-ラーニング化を実施している。
2006年から「原子科学と倫理」のビデオ収録を
開始している。この授業は、毎年、年末に集中
講義の形で実施されており、数名による非常勤
講師（一部本学専任教員）のスライド形式の授
業（一部、討論形式の授業、ビデオ閲覧を含む）
である。この３年間の当該授業は全てハイビジ
ョンビデオ収録され（2008年からフルハイビジ
ョン）
、総計９０時間分の授業ビデオとそのス
ライド教材の蓄積がある。2009年も12月にこの
授業が計画されており、ビデオ収録の予定であ
る。
本年度から「応用粒子線科学入門」のビデオ
化を試行的に開始した。内容はシラバスでは
「レーザー，X線，電子線，イオン線，中性子
線などの各種粒子線の基礎を学び，粒子線の発
生から物質との相互作用，及び，測定技術を通
して，共通する物理現象が最先端の研究へどの
ように応用されているかを安全対策も含めて
紹介する」となっている。講義は2009年4月に
集中講義の形式で、いばらき量子ビーム研究セ
ンターのC303教室で実施された。図はフルハイ
ビジョン撮影されたビデオファイルから静止

画を切り出したものである。解像度が十分ある
ため、スライドの小さい文字も明瞭である。図
の(a)と(b)は室内照明を消した状態(c)と(d)
は室内照明をつけた状態での撮影である。講演
者にビデオ収録専用の無線マイクを付けたの
で、音声は極めて明瞭に記録されているので、
図の(b)、(d)程度のズーム撮影をすれば、室内
照明の有無に関わらず、半自動的に授業を完全
収録することが可能である。今後、ビデオ収録

(a)

(b)

の対象授業を順次拡大し、最終的には、全授業
の完全フルハイビジョン収録を目指す。また、
それと並行して、ユーザ登録、授業登録、シス
テム管理、セキュリティ管理、著作権管理など
を行う人材確保に努力し、運用面での整備を目
指す考えである。
(小澤哲，湊 淳)
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