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平 成 1 6 年 度応用粒子 線科 学専攻 入学式
学長式辞
茨城大学長 宮田武雄
皆さん、入学おめでとうございます。
この度、茨城大学大学院理工学研究科応用粒子
線科学専攻に入学、進学した皆さんに、本学を代
表して、心から歓迎の意を表します。
また、当専攻の創設に関与された関係者の皆様
にも、お慶びを申し上げます。
茨城大学は地域性と総合性を特色としていま
すが、応用粒子線科学専攻は、この特色を有する
典型的な教育研究部門であります。
茨城県東海地区における研究拠点を背景に、特
にわが国唯一の研究設備を活用することを視野
に入れた応用粒子線科学専攻は、わが国における
オンリーワンの教育研究部門であります。そのよ
うな意味で、極めて明確な地域性を有するものと
云うことができるでしょう。
また、応用粒子線科学専攻の対象とする分野
は、従来型の狭い専門領域に留まらず、物理系、
化学系、生物系などの広い自然科学を包含するの
みならず、場合によっては生命倫理や環境問題な
ど人文科学や社会科学に及ぶ幅広い課題を内在
しております。そのような意味で、総合性という
側面を持つ科学技術と云うことができるでしょ
う。
一方、将来性を考えたとき、応用粒子線科学専
攻に入学、進学した皆さんは、まことに先見性に
富んだ選択をしたと思います。時代が求める分野

における高度の専門家となることに誇りを持ち、
専門学力の確実な習得と、斬新な研究に取り組み、
専門分野の学問体系を学ぶことに加えて、自ら課
題を探求し解決する達成感を、楽しんで下さい。
さらに、自らの研究課題を深く究めると共に、他
の領域の知見にも関心を持ち、良い研究成果を挙
げるに留まらず、良い研究者になっていただきた
いと思います。
さて、学生生活における自己管理について、お
願いしておきたいと思います。
大学時代は人生の中で比較的自由度の大きい
時代です。それだけに、自己管理が大切です。学
位を取得するまでの「学習の自己管理」に加えて、
「生活の自己管理」にも十分に配慮して下さい。
安全の維持に常に気を配ると共に、様々な誘惑に
負けないようにしましょう。もちろん、心身共に
健康管理が大切なことは、言うまでもありません。
ちょっとした不注意から、長年の努力の積重ねを
無に帰してしまうことのないように、くれぐれも
自分を大切にして下さい。
学生時代をどのように過ごすかは、将来の人生
の広さと深さに大きく関わります。特に、明確な
問題意識を持って学習する大学院時代は、自分の
人生に大きな影響力を持っています。未来に向か
う時間軸と、世界に拡がる空間軸を意識し、その
中で自分の大いなる可能性を発見し、逞しく心豊
かな自分を創っていただきたいと思います。茨城
大学で学んだ皆さんが、21 世紀の科学技術を担う
プロフェッショナルとして、自信に満ちて飛ぴ立
つことを祈りつつ、式辞といたします。
入学おめでとうございました。

専 攻の 概要
量子基礎科学講座
大強度陽子加速器で生成される多様な二次ビ
ーム(粒子線)を用いた原子核物理、素粒子物理に
かかわる理論的研究を展開する。また加速器駆動
核変換科学などの新技術開発に関する量子基礎
科学及び大強度中性子ビームによる原子スケー
ルでの静的・動的な特性の解明を目指した物性基
礎技術開発を展開する。これにより、原子核理論
物理、放射線物理及び物性物理などの基礎研究分
野までを含めた教育・研究体制を構築し、研究
者・技術者の養成を行う。

構造生物学講座
原子・分子レベルでの生命現象(構造と機能)の
理解を目指し、特に中性子構造生物学における生
体物質の水素原子に関する詳細な構造情報及び
分子の運動情報を解明し、中性子結晶構造解析、
従来の X 線結晶構造解析、分光学的手段段による
構造解析(核磁気共鳴スペクトル、電子スピン共
鳴スペクトル、赤外吸収スベクトル、ラマンスベ
クトル)等の各種方法の特色及び相関する分野の
研究者・技術者の養成を行う。また、構造生物学
の基盤技術、生体分子の高純度精製法、結晶成長、
装置開発、データベース構築等についての技術開
発を行う。

中性子材料科学講座
これまでの X 線を用いた測定では不可能であっ
た原子配列中の軽元素原子の位置、微視的磁気構

造、物体内部のミクロ構造や応力状態、表面・界
面の原子配列構造等原子レベルでの物質を解明
し、様々な従来の解析技術も相補的に用いて、未
来技術を支える原子スケール材料科学の確立、新
材料開発及び材料・構造物の安全性・信頼性向上、
材料・製品のエコマテリアル化に関する分野の研
究者・技術者の養成を行う。

エネルギー・
エネルギー・リスク情報科学
リスク情報科学講座
情報科学講座
電子とイオン個々の振る舞いとそれらの集合
体であるプラズマの挙動や個人の特徴と人間集
団としての動きを、ミクロな特徴をもった個々と、
その集合体であるマクロ集団の挙動という共通
の問題として捉え、エネルギー、環境、リスク問
題等の異なる分野の課題について、計測、制御、
物理シミュレーションなどの共通手法により解
明するとともに、核融合・新技術の社会に大きな
影響をもたらす技術者・研究者の倫理問題も取り
上げ、倫理性の高い研究者・技術者の養成を行う。

基礎原子力科学講座（
基礎原子力科学講座（連携大学院）
連携大学院）
人類社会に調和した総合原子力科学の発展を
目指した研究及び教育を行い、原子力利用に幅広
い視点で対応できる人材を養成する。持続性のあ
る革新的原子力エネルギーシステムの研究と長
寿命放射性廃棄物の核変換技術の研究，陽電子・
ポジトロニウム化学，陽電子等を利用した物質科
学研究，原子力及び放射線利用に不可欠な線量計
測・評価に関する研究を行う。

各講座 の構 成
講 座
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研
究
分
野
理論物理学、原子核理論、多体系の量子論、計算物理
固体物性、X 線・中性子回折、超イオン導電体
素粒子理論、場の量子論
生物物理、中性子構造生物学、タンパク質結晶成長
バイオインフォマテックス、バイオデバイス、生体分子の構
造・機能相関
生物無機化学、生体分子科学
材料強度物性学・材料組織制御学・粒子線回折学・エコマテ
リアル学
固体イオニクス・ガラス科学・固体物性実験
軽量化設計学・材料強度学・材料加工学(塑性加工学)
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研
究
分
野
プラズマ・イオンエ学、真空エレクトロニクス、イオン化質
量分析
プラズマ生成・制御、プラズマ計測、プラズマプロセスエ学
非線形システムの計算機シミュレーション
感性工学、数理工学、画像処理、光計測工学
原子炉設計、長寿命放射性核種の核変換システム
被ばく線量測定・評価
陽電子化学

開講科 目
（１）博士前期課程
粒子線科学入門、原子科学と倫理、多体系の量子論特論、核科学基礎特論、基礎量子力学特論、高エネ
ルギー物理学特論、粒子線科学特論、X 線・中性子分光特論、中性子タンパク質構造解析学特論、タン
パク質結晶成長学特論、分子生物学特論、構造牛物学特論、システム生物学特論、バイオインフォマテ
ックス特論、中性子材料強度物性学特論、エコマテリアル特論、中性子機能性材料学特論、粒子線結晶
解析学特論、機械強度設計学特論、材料加工学特論、プラズマ物理学特論、プラズマ発生・制御学特論、
エネルギー・プラズマ科学特論、リスク情報科学特論、物理シミュレーション特論、光計測工学特論、
陽電子科学特論、放射線化学特論、放射線工学基礎、放射線工学特論、原子力基礎特論、エネルギーサ
イクルシステム特論

（２）博士後期課程
核物理特講、結晶科学特講、ニュートリノ物理学特講、中性子生物機能解析学特講、生体分子科学特講、
生体高分子科学特講、材料設計学特講、固体物性学特講、固体力学特講、プラズマ物性特講、プラズマ
プロセス工学特講、リスク管理学特講、感性工学特講、陽電子科学特講、放射線工学特講、環境負荷低
減原子力システム特講

専攻 発 足までの 足どり
2001 年度
2001.12.25 新専攻設置構想について理学部・工学部で計画

2002 年度
2002. 5.24
2002. 6.14
2002.10.25
2002.12.24
2003. 1.14
2003. 1.27
2003. 1.28
2003. 3.11

文部科学省高等教育専門教育課にて説明（第１回）
文部科学省高等教育専門教育課にて説明（第 2 回）
文部科学省高等教育専門教育課にて説明（第 3 回）
ひたちなかテクノセンターにて準備セミナー
文部科学省高等教育局専門教育課にて説明（第 4 回）
サイエンスフロンティア２１推進委員会と意見交換
4 者連絡会の開始
原研・サイクル機構・県と茨大
原研-茨大連絡会の開始

2003 年度
2003. 4 月 平成 16 年度概算要求
2003. 4.23 文部科学省高等教育局専門教育課にて説明（第 5 回）
2003. 5.21 文部科学省交渉（第 6 回）
2003. 6.16 文部科学省交渉（第 7 回）
（応用粒子線科学専攻の名称で合意）
2003. 7 月 構想審用資料提出
2003. 7.24 県と産学共同研究施設の相談 以降、継続的に開催
2003. 7.25 文部科学省ヒアリング
2003. 7.30 構想審の審査結果通知
2003. 9. 1 財務省へ文部科学省案提出
2003.10. 6 SF21 構想に係わる産学官共同研究施設等整備検討委員会
2003.11.4-5 平成 15 年度茨城大学高度技術研修「中性子回折の産業利用」
2004. 2.18 茨城大学独立専攻「応用粒子線科学」設置準備国際シンポジウム
2004. 2 月 21 世紀ＣＯＥプログラムに応募「大強度中性子源を用いた中性子構造科学（Structure
Based Science Developed by the Highest Intensity Neutron Source）（代表：新村信雄）」

2004 年度
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.

4. 1
4.12
4.15
4.16
4.23

茨城大学大学院理工学研究科応用粒子線科学専攻発足
16 年度入学試験
応用粒子線科学セミナー（写真１）
合格発表
16 年度応用粒子線科学専攻入学式・
ガイダンス（写真２）
博士前期課程 36 名
博士後期課程 12 名

写真１ T. Holden 博士 講演風景

写真２ 応用粒子線科学専攻第一期入学生（左端は友田専攻長）

今後の 主 な行事予 定
6月
2004. 6.15 理工学研究科応用粒子線科学専攻開設式および開設記念学術講演会
茨城県立図書館視聴覚ホール（旧県庁跡）

7月
2004. 7. 1 17 年度推薦選抜試験
2004. 7.2-3 第 31 回生体分子科学討論会 （水戸キャンパス）

9月
2004. 9.27 17 年度一般選抜、社会人特別選抜、外国人留学生特別選抜試験

入学試 験情 報
応用粒子線科学専攻では以下の要領で博士前期課程、博士後期課程の学生を募集します。
大学、学部、学科を問わず、意欲ある学生の入学を期待します。
入学試験
募集人員
出願期間

試験日時
試験場
選抜方法

推

薦 選 抜

１０名
平成 16 年 6 月 14 日
(月)から 6 月 17 日
(木)
7 月 1 日(木)10 時
面接（口頭試問を含
む）の結果と、
学業成績証明
書、推薦書、健
康診断の内容等
を総合的に検討
して決定する。

第２志望

一

般 選 抜

社会人
特別選抜

外国人留学生
特別選抜
１５名
若干名
平成 16 年 9 月 6 日(月)から 9 月 9 日(木)

9 月 27 日(月)９時
9 月 27 日(月)13 時 30 分
茨 城 大 学 理 学 部
専門科目（基礎科目（数学，物理， 面接（口頭試問を含む。
）
化学，生物，情報：各科目は
４問出題：計 20 問）以上の
問題から任意に２題選択）
外国語英語（英和辞書使用可。ただ
し、電子辞書使用不可。
）
面接（口頭試問を含む。
）
理学系の専攻（数理科学、自然機能科学、地球生命環境科学専攻）
を第２志望とすることができる。

受験に関する問い合わせ先
〒310-8512 水戸市文京２－１－１
茨城大学理学部入試係
〒316-8511 日立市中成沢町４－１２－１ 茨城大学工学部入試係
一般選抜試験の筆記試験に課されている基礎科目は、概ね理工系学部の専門基礎レベルです。
１６年度入試問題（基礎、英語）については以下のアドレスに掲載されています。

http://www.appl-beam.ibaraki.ac.jp/

研究 プ ロジェク ト情報
「中性子利用促進研究会」
中性子利用促進研究会」（仮称
（仮称）
仮称）プロジェクトが
プロジェクトがスタートします
スタートします。
します。
茨城大学大学院応用粒子線科学専攻を中心に、学内教官、原研、高エネ研、県工業技術センターその他の公
的機関研究者が民間企業研究者とチームを作り、以下のような研究会を発足させます。各研究会では、研究
紹介、情報交換、技術指導等のほかに、２，３の研究課題を取り上げて先行的に共同実験を開始します。現
在準備中の研究会は以下の７分科会であり、必要に応じて全体会を開催し、情報および意見交換を行う予定
です。興味をお持ちの方は、各代表者にご連絡下さい。なお、標記研究会には東大原子力総合研究センター
（東海村）等による分科会もあります。

第１分科会 次世代電池材料プロジェクト
次世代電池材料プロジェクト
代表者 佐久間 隆
概 要：二次電池および燃料電池は、家庭用から産業用までの広範囲なエネルギー源として注目を集めている。新たに
開発された電池関連材料は、新聞紙上で連日紹介されている。現在のところ、電池材料の開発に、ミクロ構造の知識は前
提となっていない。しかし、次のステップへ移行するためには、原子レベルの構造や動的挙動などの基礎研究にもとづく、
材料開発の必要性が生じると考えられる。中性子散乱研究は、リチウムや水素等、原子番号の小さな元素を含む材料の構
造、また、水素原子拡散などの研究に適しており、これらの元素の制御が必要な次世代の電池材料の開発に欠くことがで
きない手段となる可能性がある。本分科会では、中性子回折・散乱を利用した電池材料の開発に取り組む。

第２分科会 ナノ磁性材料
ナノ磁性材料プロジェクト
磁性材料プロジェクト
代表者 西原 美一
概 要：磁性材料は記録用媒体としてはばひろく利用されているが、新材料を用いた不揮発性メモリーの研究開発は情
報化社会の進展とともにますます活発になっている。それにともない、磁性材料に要求される特性も高度化してきており、
構造のナノメートルサイズの制御から原子層サイズでの制御が今後ますます必要になると考えられている。また、トンネ
ル磁気抵抗効果を利用した新しい不揮発性メモリーの開発も多くの研究機関で取り組まれており、実用化をめざした技術
的進展が期待されている。あたらしいスピン分極制御メモリーの開発と今後の発展が期待されているスピンエレクトロニ
クス技術の突破口を開くには、ナノスケールから原子層サイズでの構造とスピン密度の分極率についての評価が欠かせな
いものと考えられる。さらに、新しい物質でのスピン密度の分極率についての研究も基礎研究として重要となっている。
このような先端技術の開発には、大強度中性子などによる新しい測定による情報を得ることが重要である。本フォーラム
では中性子応用によるナノ磁性材料の構造解析やスピン分極率評価の可能性、新しい磁気メモリーやスピンエレクトロニ
クス技術の開発の突破口を切り開くために中性子応用が役に立つか等についての議論を行う。

第３分科会 新薬創生プロジェクト
新薬創生プロジェクト
代表者 新村信雄
概 要：基本的なタンパク質や創薬ターゲットタンパク質の中性子回折法による水素・水和構造研究を通して、ドラグ
デザイン等の基本データを提供し、将来の新薬創成を目指すプロジェクトである。これは国内外を通じて唯一のプロジェ
クトである。

第４分科会 生体分子
生体分子科学
科学プロジェクト
科学
プロジェクト
代表者 高妻孝光
概 要：以下の２テーマについて推進する。
（１）分光学的方法による蛋白質の構造と機能
（２）バイオツールとしてのラマン分光装置の開発

第５分科会 環境調和型構造材料プロジェクト
環境調和型構造材料プロジェクト
代表者 西野 創一郎
概 要：持続可能な循環型社会への転換が急がれる現在において、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）、製品
の生産から再生プロセスにおけるゼロエミッションは焦眉の研究課題である。グリーン調達の進む中で、エコマテリア

ル・エコプロダクト開発は企業の存亡に関わる状況になりつつある。本研究会では、新構造材料の開発、製造・成形プロ
セス開発と信頼性評価・特性予測技術の発展に、中性子回折・散乱を利用する。具体的に、まずは以下のテーマを取り上
げる。
○ナノ組織材料開発と加工熱処理シミュレータ開発； ○高精度・低加圧曲げ加工法開発とフォーム成形法； ○アルミ
ニウムおよびマグネシウム板の加工と集合組織利用； ○新しい応力測定法の開発とその応用；○疲労破壊と寿命予測・
信頼性向上

第６分科会 次世代電子情報
次世代電子情報デバイスプロジェクト
デバイスプロジェクト
代表者 大貫 仁
概 要：情報デバイスの高性能化、小型・高密度化に伴い、デバイスを構成する材料は微細化・薄型化し、材料界面構
造がデバイス特性および信頼性に与える影響はますます顕在化する傾向にある。したがって、ナノスケールでの材料界面
構造の制御技術の開発が次世代の電子・情報デバイス発展のキー技術であると言える。本研究会では、次世代電子情報デ
バイスのさらなる高性能化・高信頼化を目的としてデバイスを構成する材料界面のナノ構造の評価解析に中性子散乱を利
用する。同時に構造とデバイス特性および信頼性との関係も評価する。具体的には、当面、以下のテーマを取り上げる。
○超高記録密度磁気記録媒体の界面構造と磁気記録特性； ○高速・高密度実装材料技術（高分子／金属界面の構造と密
着性および高周波伝送特性）
；○超高速 LSI 用 Cu 配線材料（CMP 後の Cu 配線表面構造と信頼性）

第７分科会 プラズマ利用新製品開発
プラズマ利用新製品開発プロジェクト
利用新製品開発プロジェクト
代表者 佐藤 直幸・
概 要：プラズマ中荷電粒子（電子と各種イオン）の運動量を制御することにより，これまでには得られない表面処理
が可能となる．環境に優しい酸化物エレクトロニクス材料やフラーレン-ナノチューブベースの炭素系材料を低温プラズ
マで処理することにより，新規機能性材料の創製と装置開発を行っている．具体的には，以下のテーマを取り上げる。
○酸化物エレクトロニクス材料の低温合成装置； ○DLC やナノクリスタルダイヤモンド極超薄膜の低温合成装置； ○
高速掃引型プローブによる３次元プラズマ分布測定装置； ○高気圧高周波プラズマを用いたバリ除去装置； ○プラズ
マイオン注入法による３次元形状物の表面改質装置；

○コンパクトな冷陰極電子源
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金（５０万円）
西野創一郎
佐藤

直幸

中性子材料科学
エネルギー・
リスク情報科学

天田金属加工機械技術振
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