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茨城県中性子産業利用シンポジウムが開催される
茨城県東海村の日本原子力研究所東海研究所に、J-PARC (Japan Proton Accelerator Research
Complex) の建設が進んでいる。中性子散乱装置が設置される物質・生命科学研究施設は、平成20
年度に稼動する予定である。茨城県では、2台の中性子散乱装置(材料構造解析装置、生命構造解析
装置)を建設し、世界で初めて中性子散乱の産業応用を目指している。この目的のため、平成17年2
月4日（金）に、茨城県中性子産業利用シンポジウムが、つくば国際会議場の中ホール300で開催さ
れた。このシンポジウムの主催は茨城県、また、共催は日本原子力研究所，高エネルギー加速器研
究機構，茨城大学および株式会社ひたちなかテクノセンターである。
このシンポジウムには、日本原子力研究所理事長、高エネルギー加速器研究機構機構長など、日
本の原子力科学、放射線科学に関わる研究機関や、茨城県副知事、また、茨城大学からは、中性子
科学の学術的価値また産業利用への重要性をふまえ、学長をはじめとし、多数の教員および大学院
生が参加した。以下に述べるように、個別研究会の報告８件のうち、応用粒子線科学専攻から４件
（内１件はポスター）また理学部から１件の合計５件の発表を行うなど、シンポジウムの参加者に
茨城大学のこの分野での活動状況を認識してもらう機会となった。
シンポジウムでは、はじめに「世界最強の陽子加速器J−PARC」と題し、J−PARCプロジェクトデ
ィレクターの永宮正治先生による講演があった。この後、2つのセッションに分かれ、茨城県中性
子利用促進研究会の個別研究会に関する報告を行った。以下に茨城大学から発表された、研究会の
題目および講演者を示す。
（1）新薬創生研究会
（2）環境調和型構造材料開発研究会
（3）次世代電池開発研究会
（4）ナノ磁性材料研究会
（5）生体分子科学研究会（ポスター）

新村 信雄
友田
陽
佐久間 隆
西原 美一
高妻 孝光

これらの発表のあと、「ナノ構造材料の開発」と題する招待講演がNEC特別主席研究員・名城大
学教授の飯島澄男先生により行われた。
茨城県により建設される 2 台の中性子散乱装置の管理および運営に、茨城大学が参加する可能性
がある。中性子科学の産業利用において、茨城大学が取り組む意気込みは、このシンポジウム参加
者に伝わったと考えられる。

ノー ベル物理 学賞受賞 者・小柴 昌俊先生 の科学セ ミナー開 催される
平成 17 年 5 月 28 日(土)、茨城大学理工学研究科、(財)小平記念日立教育振興財団、平成基礎科学財団
共催による科学セミナーが日立市民会館において開催されました。2002 年ノーベル物理学賞受賞者の小
柴昌俊先生を主宰として、これから理科系をめざす中高生を主な対象に、科学のおもしろさについて講
演していただきました。
「本気でやればおもしろい基礎科学」
ニュートリノを捕える
小柴昌俊 先生 ノーベル物理学賞受賞
東京大学特別栄誉教授、平成基礎科学財団理事長
学習する脳の不思議
武田 暁 先生
東京大学・東北大学名誉教授、平成基礎科学財団
1000 名あまりの聴衆の参加があり、大変な盛況となりました。

研究 室紹介
学生による研究室紹介の第２回目は、構造生物学講座の高妻研究室を紹介します。

高妻研究室

高妻研究室では、紫外共鳴ラマンス
ペクトルによるタンパク質の構造と
機能に関する研究、ブルー銅タンパ
ク質の構造と機能に関する研究、タンパク質分子
内および分子間に働く弱い相互作用に関する研究
を行っています。紫外共鳴ラマンスペクトルとは、
タンパク質にレーザーを当てることで、タンパク
質内の分子振動を観測し、構造を解析します。ブ
ルー銅タンパク質の構造と機能に関する研究とタ
ンパク質分子内・分子間に働く弱い相互作用に関
する研究では、遺伝子工学的手法により、目的の
タンパク質の突然変異体を作成し、構造変化によ
るタンパク質の機能解析を行っています。また、
毎年 5 月には千葉県の海岸よりアナアオサを、9 月には長野県よりオシダを採集し、タンパク質
の抽出実験を行っています。
研究内容

研究室のメンバーは、エジプトやイラン、中国からの留学生を含む、学部生 4
人、修士 10 人、博士 3 人の総勢 17 人で日々研究を行っています。時には英語
が飛び交うシーンもあり、とても国際色豊かな研究室です。
研究室の生活

応用 粒子線科 学専攻の 趣旨・特 色
本専攻は理工学研究科の独立専攻であり、多様な学部や学科の出身者を入学対象としています。中性子
線をはじめ、陽子線、γ線、電子線、X線、レーザー等を利用して、タンパク質などの生体物質、固体・
液体・気体、プラズマ状態の物質の構造解析とその応用を中心とした教育と研究を行い、旧来の枠組み
にとらわれない新しいタイプの研究者・技術者の養成を目指しています。量子基礎科学、構造生物学、
中性子材料科学、エネルギー・リスク情報科学の基幹4講座と基礎原子力科学の連携講座で構成されて
います。
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教育研究分野
古典・量子有限多体系の発展力学に関する計算機物理を展開
している。茨城県が構想する J-PARC を中核とした科学技術
クラスター形成を推進するため、ソフトウェア企業、国外研
究者と連携して、分子生命科学を視野に入れた研究展開を行
っている。
Ｘ線・中性子線回折実験により、超イオン導電体中の原子分
布および原子の動的振る舞いを明らかにする。特に、原子分
布の乱れや熱振動における原子間の相関効果と、散漫散乱と
の関係に着目している。
素粒子物理学・高エネルギー物理学に関連した理論的研究・
教育をおこなっている。特に、高い対称性（ゲージ対称性、
超対称性など）を持つ場の理論の非摂動論的、構成論的定式
化とその応用を研究している。
中性子回折法により、タンパク質や核酸の水素・水和構造を
決定し生理機能解明を行う。またそのための中性子回折装置
建設、大型良質タンパク質結晶育成、水素・水和構造データ
ベース構築等の技術開発を行う。
生命活動において重要な役割を果たしているタンパク質の
機能を生化学的および分子生物学的方法によって調べ，構造
と細胞内機能との相関について，共鳴ラマン等のスペクトル
的方法や，電気化学，速度論的方法を駆使して解明する。
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。
「中性子ナノ解析を用いたエコマテリアル開発」を目標に、
地球環境負荷を考慮し持続可能な循環型社会実現の要であ
る工業材料を中性子散乱回折実験にいくつかの実験手法を
併用して研究している。
「超イオン導電性発現機構の解明」を目的として、リチウム
電池や燃料電池材料など実用材料への展開を考慮しながら
ガラス・結晶質の固体電解質を合成し、構造と物性の相関に
ついて研究している。
「製造現場で役立つ現場主義」をモットーに、自動車軽量化
に係る周辺技術（プレス加工、溶接，耐久性評価）、粒子線
回折応力測定の産業利用を研究している。学生フォーミュラ
活動を支援している。
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リチウム二次電池などの電気・化学エネルギー変換デバイス
を構成する物質を新たに創り出し、中性子回折を用いた構造
という視点から、さらに優れた特性のデバイスを開発してい
る。
プラズマやイオン、電子などの荷電粒子群を高度に制御し、
新しい機能を持つ材料や電子デバイスを開発する研究を行
う。そのために必要な装置の開発も行う。またプラズマ物理
学、電気磁気学の授業を担当する。
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、社会情報
伝達モデルなどを使って、秩序形成、臨界現象、パニックの
問題などを動的に追跡する。
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、粒子の運動量を制御しながらナノテク
ノロジーに必要とされる環境調和型の機能性薄膜を低温で
合成する研究を行う。
画像処理、シミュレーション手法の感性工学への応用、光計
測技術の開発と応用など、人間、環境、教育などへの応用を
考えながら、情報処理技術とハードウェア技術との組み合わ
せによる新技術開発を行う。
原子力エネルギー利用の持続的発展のために、マイナーアク
チニド（MA）等長寿命放射性廃棄物の低減化を目指す核変換
技術開発、MA の核データ測定、粒子線加速器のシステム設計
研究を行う。
粒子線及び原子力エネルギーの利用における人の安全を確
保するために、人体影響評価の基本となる粒子線と人体との
相互作用の解析、線量の測定・評価に関する研究を行う。
電子の反粒子である陽電子は電子とポジトロニウム（Ps）を
形成する。陽電子・Ps の魅力ある個性を利用し、ナノサイズ
の構造評価、ピコ秒からナノ秒時間領域の現象の研究を行
う。

応用 粒子線科 学専攻在 籍者数（ 平成１７ 年６月１ 日現在）
博士前期課程（定員：各学年とも２５名）
Ｍ１ ２７名 （うち外国人５名）
Ｍ２ ３３名 （うち外国人４名）
博士後期課程（定員：各学年とも９名）
Ｄ１ ８名
（うち外国人１名）
Ｄ２ １１名 （うち外国人２名）
（応用粒子線科学専攻は昨年度発足した。現在年度進行中のため、Ｄ３に在学する大学院生はいない。
外国人の出身国は、中国、韓国、インド、インドネシア、イランおよびエジプトである。）

学生 募集情報
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方の入学を歓迎いたします。
博士前期課程
博士前期課程
博士前期課程
博士前期課程
入学試験
（外国人留学生特別
（推薦選抜）
（一般選抜）
（社会人特別選抜）
選抜）
募集人員
10 名
15 名
若干名
若干名
平成 17 年 6 月 13
平成 17 年 9 月 5 日(月)
平成 17 年 9 月 5 日
平成 17 年 9 月 5 日
出願期間 日(月)から 6 月 16
から 9 月 8 日(木)
(月)から 9 月 8 日(木) (月)から 9 月 8 日(木)
日(木)
試験日時
7 月 1 日(金)
9 月 26 日(月)
9 月 26 日(月)
9 月 26 日(月)
試験場
茨城大学工学部
茨城大学理学部
茨城大学理学部
茨城大学理学部
面 接 ( 口 頭 試 問 を 学力検査、面接、学業 面接、学業成績証明書 面接、学業成績証明書
含む)の結果と、学 成績証明書の結果を総 の結果、推薦書の内容 の結果を総合して選
を総合して選考する。 考する。
業成績証明書、推 合して選考する。
選抜方法
薦書の内容等を総
合的に検討して決
定する。

入学試験
募集人員
出願期間
試験日時
試験場
選抜方法

博士前期課程
（大学に 3 年以上在学する者に係る特別選抜）
若干名
事前審査申し込み
平成 18 年 1 月 10 日(火)から 1 月 12 日(木)
平成 18 年 2 月 15 日(水)から 2 月 17 日(金)
3 月 6 日(月)
茨城大学工学部
面接、学業成績証明書の結果を総合して選考する。(事前審査を受け、出願資格を認定される
必要があります。)

博士後期課程
博士後期課程
博士後期課程
（一般選抜）
（社会人特別選抜）
（外国人留学生特別選抜）
募集人員
9名
若干名
若干名
平成 17 年 9 月 5 日(月)から 9 平成 17 年 9 月 5 日(月)から 9 平成 17 年 9 月 5 日(月)から
出願期間
月 8 日(木)
月 8 日(木)
9 月 8 日(木)
試験日時
9 月 28 日(水)
9 月 28 日(水)
9 月 28 日(水)
試験場
茨城大学理学部・工学部
茨城大学理学部・工学部
茨城大学理学部・工学部
筆記試験(英語：但し、掲載 筆記試験は免除し、面接、口 筆 記 試 験 ( 英 語 及 び 日 本
された研究論文などがある 述試験及び出願書類を総合し 語：但し、掲載された研究
論文などがある場合はその
場合はその提出を持って行 て行う。
選抜方法
提出を持って行うことがで
うことができる)、面接、口
きる)、面接、口述試験及び
述試験及び出願書類を総合
出願書類を総合して行う。
して行う。
詳細については、学生募集要項をご請求ください
〒310-8512 水戸市文京 2-1-1 茨城大学理学部入試係 TEL 029-228-8335
〒316-8511 日立市中成沢町 4-12-1 茨城大学工学部入試係 TEL 0294-38-5223
入学試験
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