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初の 応用粒子 線科学専 攻修了生
応用粒子線科学専攻は，平成１６年度に茨城大学
大学院理工学研究科の独立専攻として開設されまし
た．中性子線を利用し，生命の仕組みや物質の構造
を解明する最先端科学で，粒子線利用を前面に打ち
出した専攻として，全国の大学として初の試みを開
始いたしました．それから２年が経過した昨年度末，
本専攻から初の博士課程前期（修士）修了生を送り
出すことができました．
専攻に開設された「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」
「基礎原子力科学」
（日本原子力研究開発機構との連
携大学院）の５講座から，合計３１人の修了生が出
ました．修了生全員に，本専攻の全教員からお祝い
申し上げます．
第１期生ということもあり，就職に関しては，非
常に心配をいたしましたが，幸いにも全員の就職お

よび進学先が決定し（中ほどの記事を参照），非常に
良い状態で第１期生が巣立っていくことができ，本
専攻の創設および運営にご尽力いただきました関係
者の皆様に御礼申し上げます．
応用粒子線科学専攻は，水戸と日立キャンパスに
またがった複合的な専攻運営を行っているため，日
頃はキャンパス間の学生の交流をもつことができま
せんでした．そのため，できる限り合同の行事を行
いたいという願いもあり，全員の修士論文発表会を
日立キャンパスで行い，その後ささやかながら専攻
教員主催の祝賀会を行い，交流を楽しむことができ
ました（写真１）
．また全学の卒業式を行った後，水
戸キャンパスにおいて修了者全員の修了証書授与式
を行いました．
来年度は，博士課程後期（博士）修了者も順調に
出る見込みで専攻が完成いたします．

平成 １７年度 修士論文 発表題目 一覧
第１会場（工学部・システム工学科東棟２階インテリジェント教室）
発表者
論
文
題
目
中性子散乱による窒素添加オーステナイト鋼の内部構造と変形特性に関する研究
池田 圭太
中性子回折を用いた高強度鉄鋼材料の組織と変形特性における研究
諸岡 聡
中性子回折によるオーステナイト系ステンレス鋼鍛造および鋳造機械部品の残留
金 暁俊
応力測定に関する研究
自動車用 TRIP-DP 鋼の変形挙動と破壊に関する研究
陳 世昌
マルテンサイト鋼の動的再結晶を利用した結晶粒微細化法に関する研究
李 建宏
唐澤 健
バナジウム酸リチウム系ガラスの合成と電気伝導
香 蓮
散漫散乱による PbX (X=S，Se，Te) における原子熱振動の相関効果
飯泉 克章
590MPa 級高張力鋼板の低サイクル疲労強度に及ぼす加工残留ひずみの影響
臼井 亮
フォーム成形法による高張力鋼板の低荷重・高精度プレス加工とプロセス解析
川村 善徳
プレス金型用コーティング皮膜の力学的性質と面圧損傷の相関性
齋藤 大
プラズマイオン照射に伴うフラーレン C60 サンプルからの尖塔構造形成
質量選択的運動量制御による酸化亜鉛薄膜の合成に向けたプラズマプロセス装
中野 恭嗣
置の開発
小竹 航
多極管型 CNT 電界放射電子源の基礎特性
佐々木 良太 正パルスバイアス・プラズマ表面改質法の確立と TiN 成膜に向けた基礎実験
中尾 領揮
デュアルプラズマ配位を用いたプラズマイオンプロセスの実証研究
発表者
論
文
題
目
第２会場（工学部・共通棟１００番教室）
小林 陽一郎 2Zn insulin の x 線回折法による結晶評価と中性子構造解析
崎山 健太郎 牛膵臓トリプシンインヒギター(BPTI)の種々の方法による結晶育成と結晶評価
八木 大地
β-lactoglobulin の大型単結晶育成及び X 線回折法による結晶評価
江幡 年宣
α−amylase の単結晶育成とその評価
本橋 信一郎 馬 cytochrome c の結晶育成と Wilson Plot 法を用いた結晶評価
青野 智子
ブルー銅タンパク質シュウドアズリンにおけるリモートサイトの効果
Ligand Binding of Lipocalin-type Prostaglandin D2 Synthase from Mouse
井島 史博
Brain
ブルー銅タンパク質シュウドアズリンの特異的構造を利用したバイオセンサー
大塚 由紀恵
に関する研究
川上 りみ
金属表面へのタンパク質の吸着挙動に関する研究
Aspergillus terreus 由来ブラストサイジン S デアミナーゼの 構造と機能に関す
野坂 麻美
る研究
吉田 祐介
脱窒菌由来の銅型亜硝酸還元酵素の発現と精製
KASHANI
FAR
Expression and Purification of Mouse Brain Prostaglandin D2 Synthase
SHAHRAM
松枝 信之
時間依存平均場近似による重イオン非弾性散乱の理論
西﨑 千博
中性子外部被ばくによる臓器線量・実効線量の年齢依存性に関する研究
Young Age Broadening 現象の機構解明
小室 葉
-溶融石英中の遅延ポジトロニウム形成橋 洋平
デジタルオシロスコープによるβ-γ陽電子消滅寿命測定法の改良
（発表順，敬称略）

平成 １７年度 修了生の 就職，進 学先一覧
（１）就職先
住友金属工業㈱，住友鋼管㈱，㈱アンテックス，セイコープレシジョン㈱，三菱重工㈱，中村屋，㈱ジ
ェネシス，東芝セラミックス，日立サイエンスシステムズ，㈱日立 HBM，セントラルエンジニアリング
㈱，JA，㈱武蔵野フーズ，横浜ゴム㈱，関東自動車工業㈱，日本貨物鉄道株式会社（JR 貨物），㈱ニコ
ン，ヤマハ㈱，㈱日立サイエンスシステムズ，㈱日立ディスプレイズ，日立工機㈱

（２）進学先
大学院博士後期課程進学（本専攻）６名

構造 生物講座 新村信 雄教授提 案プロジ ェクト
- ヒューマン ・フロン ティア・ サイエン ス・プロ グラムに 採択
新村信雄教授が，米国の H.A. Hauptman 教授（申請代表者：1985 年ノーベル化学賞受賞）と仏国
の A. Podjarny 教授（共同申請者：ゲノム構造生物研究所第二所長）と申請を行った研究プロジェ
クトが，国際共同研究「ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（以下，ＨＦＳＰ）
」
に採択されました．
HFSP は，生態が持つ複雑なメカニズムの解明を中心とする基礎研究を国際的に共同して推進し，
その成果を広く人類全体の利益に供することを目的としています．
今回採択された新村グループによる研究は，本学が参加する J-PARC（大強度陽子加速器施設：東
海村）構想の中で人間の生理メカニズム関与物質の解明，新薬創成の研究開発などに弾みをつける
ものです．
（茨城大学ＨＰから転記）
１． 研究プロジェクト課題
「中性子開設実験データを基にした新しい生体物質結晶構造解析」
２． 申請代表者及び共同申請者（チーム）
申請代表者： Herbert A. Hauptman (Hauptman-Woodword 研究所所長，米国，数学分野，1985
年ノーベル化学賞受賞)
共同申請者： 新村信雄教授（日本，茨城大学大学院教授，物理学分野）
共同申請者： Alberto Podjarny (ゲノム構造生物研究所第二所長．仏国，化学分野)
３． 採択結果等
チームに対して，３年間，毎年３５万米国ドルの研究費が与えられる．本研究プロジェクト
の開始は，本年１０月．
（今期の募集では約６５０件の「趣意書」が提出され，２段階にわたる審査の結果，うち５４
件（チーム）が正式な申請書の提出を認められた．そして，この５４件のうち２０件が採択さ
れた．なお，本研究プロジェクトは，提出された申請書のなかで一番高い評価が得られた旨が
採択通知に書かれていた．）

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．
博士前期課程
（大学に３年以上在
博士前期課程
博士前期課程
博士前期課程
入学試験
（推薦選抜）
（一般選抜）
（社会人特別選抜） 学するものに関する
特別選抜）
募集人員
１０名
１５名
若干名
若干名
平成 18 年 6 月 12 日
平成 19 年 1 月 9 日
出願期間
(月)から 6 月 15 日 平成 18 年 9 月 4 日(月)から 9 月 7 日(木)
(火)から 1 月 11 日
(木)
(木)
平成 19 年 1 月 30 日
平成 18 年 7 月 3 日
平成 18 年 9 月 25 日(月)
試験日時
(火)
(月)
試験場
茨城大学工学部
茨城大学理学部
茨城大学工学部
面接（口頭試問を含 学力検査，面接， 面接，学業成績証明 面接，学業成績証明
む）の結果と，学業成 学業成績証明書の 書の結果，推薦書の 書の結果を総合して
選抜方法 績証明書，推薦書の内 結果を総合して選 内 容 を 総 合 し て 選 選考する．（注１）
容等を総合的に検討 考する．
考する．
して選考する．
なお大学院博士前期課程の第二回入学試験を平成 19 年 1 月に行う予定です．詳細は 10 月以降にホームペー
ジにて掲載の予定です．
(注 1) 事前審査が必要となります．事前審査申込期間は平成 18 年 12 月 11 日(月)から 12 月 13 日(水）

博士後期課程
博士後期課程
（社会人特別選抜）
（外国人留学生特別選抜）
募集人員
若干名
若干名
出願期間
平成 18 年 8 月 7 日(月)から 8 月 10 日(木)
試験日時
平成 18 年 8 月 29 日(火)
試験場
受験票に記載予定
筆記試験（英語：但し，掲 筆記試験は免除し，面接，口 筆記試験（英語及び日本
載された研究論文がある 述試験及び出願書類を総合し 語：但し，掲載された研究
論文がある場合は，その提
場合は，その提出を持って て選考する．
出を持っておこなうこと
行うことができる），面接，
選抜方法
ができる），面接，口述試
口述試験及び出願書類を
験及び出願書類を総合し
総合して選考する．
て選考する．
なお大学院博士後期課程の第二回入学試験も行う予定です．詳細は 10 月以降にホームページにて掲載の予定
です．
詳細については，募集要項要綱をご参照ください．
入学試験

博士後期課程
（一般選抜）
９名

受験に関する問い合わせ先
〒310-8512 水戸市文京 2-1-1
〒316-8511 日立市中成沢町 4-12-1

茨城大学理学部入試係 TEL 029-228-8335
茨城大学工学部入試係 TEL 0294-38-5222

教員 と研究分 野及び最 近の業績 一覧
講座名
量子基礎科

教員名
教授

坂田

教育研究分野と昨年の業績
文彦

学講座

理論物理学．特に原子核集団運動の微視的理論，不可積分多体系の古典論
と対応する量子論，非線形，非平衡系物理．更にランジュバン方程式やフ
ォッカー・プランク方程式の微視的基礎付けなど．最近は準位交差領域の
平均場理論の安定性の問題を通して，一体相関と２体相関の競合関係につ
いての理論を発表した．更に平均一体場理論の枠組みの中で展開してきた
原子核大振幅集団座標の方法と，化学反応で福井によって提起された固有
反応経路決定の類似性から，第１原理に基づく生体分子反応機構にも研究
領域を広げつつある．

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．”Physics of Solid
State Ionics” (Research Signpost) の編集を行い，出版した．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．

構造生物学

教授

新村 信雄

講座

中性子構造生物学（タンパク質や核酸等の生体物質の水素原子や水素原子
を含む水和構造を中性子回折実験で決定する．）J-PARC に建設される茨城
県生命物質構造解析装置の設計を行っている．これを中心課題に置いた中
性子構造生物学の国際シンポジウムを茨城大学で開催した．ブタインスリ
ン，RNase A の中性子回折実験を行い，データ解析中．ベータラクトグロ
ブリンの結晶成長相図を作製し，準安定状態での大型結晶育成技術開発を
行った．上述の研究成果を国際結晶学会，国際中性子科学会で招待講演と
して発表した．将来の J-PARC 利用を含めての中性子構造生物学に対して国
際グラント（Human Frontier Science Program）が認められた．

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ます．
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ます．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ます．

中性子材料
科学講座

助教授

米澤

保雄

病気療養中

教授

友田

陽

量子ビーム解析を用いたエコマテリアル（環境調和型材料）開発を目標
に，科研費基盤Ａなどの外部資金を得て，高窒素オーステナイト鋼，巨大
ひずみ付与によるナノ結晶鉄鋼，自動車用 Al 合金部品ほかの中性子残留
応力測定，応力誘起マルテンサイト変態を利用した高強度鋼などの研究を
行った．研究室実験装置のみでなく，高エネ機構，原子力機構，チェコ NPI，
韓国 HANARO の中性子散乱実験装置や物質材料研究機構の電子顕微鏡など
も借りて実験を行い，大学院生が学協会講演大会で発表し賞をいただいた．
また，米国や韓国の会議等で中性子利用材料研究の招待講演を行った．

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．現在は，電池材料としても
強い関心が持たれているリチウムイオン導電体とプロトン伝導ガラスに重
点をおき，日本板硝子財団からの研究助成も受けて，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．

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
て研究を行っています．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ます．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ます．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
いでいます．

助手

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ます．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す．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ます．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ます．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ま
す．これまでの成果は，ICNS などで発表しています．

エ ネ ル ギ

教授

池畑 隆

プラズマやイオン，電子などの荷電粒子線を高度に制御し，新しい機能を

ー・リスク

持つ材料やデバイスを開発する研究を行う．またそのために必要な装置の

情報講座

開発も行う．授業ではプラズマ物理，電子物理，電気磁気学を担当する．
研究成果では複合プラズマ源を用いて 10keV 窒素イオン照射を実施し，当
研究室が提案する正パルスバイアスイオン注入法の原理検証に成功した．
また絶縁物の表面処理に有効と考えるデュアルプラズマイオンプロセス法
を考案した．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．以上の成果は，国際会議 PBII&D2005, ICRP6/SPP23，電気学会プ
ラズマ研究会，電気学会東京支部茨城支所研究発表会，応用物理学会で発
表された．
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．

助教授

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C60イオンガンソースの高機能化を進め
ている．
助教授

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
います．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
現できるようになりました．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ます．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
が考えられます．

基礎原子力

教授

水本 元治

科学講座

原子力エネルギー利用の持続的発展のために，原子炉の運転に伴い生成さ
れる高レベルの放射性廃棄物中に存在するネプツニウム，アメリシウムな
どのマイナーアクチニド（MA）と呼ばれる長寿命放射性核種の低減化を目
指す研究開発を実施している．特に加速器を用いた放射性核種の核変換シ
ステム（ADS）の開発を目的として，大強度陽子加速器のシステム設計研究
を進めるとともに，加速器中性子源を用いて MA の中性子との反応率（中性
子核データ）の高精度のデータ取得を目的として，装置の開発および測定
研究を実施している．

教授

遠藤

章

日本人成人男性及び女性のコンピュータ断層撮影画像から，ボクセル
(Voxel)と呼ばれる微小な直方体によって臓器構造を詳細に表現した人体
モデルを用いて，人体中の放射線の挙動を計算シミュレーションにより解
析する研究を進めている．熱エネルギーから 1GeV までの中性子，100MeV
までの光子及び 100GeV までのミューオンによる線量を同時に測定可能な
次世代放射線モニタのプロトタイプ“DARWIN”を開発した．引き続き平成
18 年度から 3 カ年計画で，実用機の完成を目指した研究を展開する．

助教授

平出

哲也

反物質である，陽電子（ポジトロン）を用いて研究を行う．反物質である
から我々が住む物質の世界ではサブナノ秒からナノ秒程度で消滅する．そ
の際に放出される光（γ線）を計測していろいろな研究を行う．陽電子自
身や電子なども研究の対象となる．陽電子による手法は，短い時間の現象
を観測するが，小さい領域（オングストローム程度）にも敏感であり，サ
ブナノ秒，サブナノスケールの研究を行える．物質研究としては，水も含
めて液体，高分子などから，鉄鋼なども対象とする．鉄中のヘリウムバブ
ルや微量不純物クラスターなども陽電子の得意な研究対象である．現在，
ポジトロン・ポジトロニウム化学国際ワークショップ国際委員．
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受入者氏名
友田

陽

所 属 講 座
中性子材料科学

資

金 名

研

究

題

目

共同研究（住友金属工業㈱） 鋼板組織制御の研究
(105 万円)

友田

陽

中性子材料科学

友田

陽

中性子材料科学

共同研究（㈱中村自工）

銅のロウ付け接合に関する研究

(30 万円)
共同研究（㈱カオス）

新しい表面改質法の開発

(10 万円)
友田

陽

中性子材料科学

茨城大学社会連携支援経費

粉末成形製品の品質向上

（地域密着型新ものづく
り）(20 万円)
高橋
高橋

東之

中性子材料科学

東之

中性子材料科学

西野創一郎

中性子材料科学

西野創一郎
西野創一郎

中性子材料科学
中性子材料科学

(財)日本板硝子材料工学助

バナジウム酸リチウム系ガラスのナノ結晶複合

成会(120 万円)

化による電子・イオン伝導制御

平 成 17 年 度 茨 城 大 学 教

J-PARC 中性子散乱装置建設・運用に関する学内

育・研究支援経費(95 万円)

教育研究体制の確立

平 成 17 年 度 茨 城 大 学 教

学生フォーミュラ活動によるものづくり体験教

育・研究支援経費(120 万円)

育と技術伝承の試み

共同研究（㈱パーカーコー

防音材料の内部構造と防音性能との関連性に対

ポレーション）(240 万円)

する粒子線解析技術の応用

共同研究（㈲アイエス技術

鋼板塑性加工の最新情報と研究

研究所）(10 万円)
西野創一郎

中性子材料科学

共同研究（トヨタカローラ

自動車の軽量化技術に関する研究助成金

新茨城㈱）(100 万円)
西野創一郎

中性子材料科学

共同研究（㈲砂押精工）

マグネシウム温間成形技術の確立

(10 万円)
池畑

隆

エネルギー・リスク
情報科学

池畑

隆

エネルギー・リスク

佐藤

直幸

エネルギー・リスク

情報科学
情報科学
平出哲也

基礎原子力科学講座

JST 受託研究

正パルスバイアス・プラズマイオン注入を特徴と

(300 万円)

するプラズマナノ表面処理技術

共同研究（IDX テクノロジ

超高感度レーザー質量分析装置ＲＩＭＭＰＡ用

ーズ）(30 万円)

試料導入バルブの開発

科学研究費基盤研究（B）
(850 万円)

機能性複合化合物材料の合成に向けた選択
的運動量制御型プラズマ成膜技術の開発

科学研究費基盤研究（C）

PET による癌診断等の高度化を目指した生体模

(180 万円)

擬物質中の陽電子挙動の研究
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