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■

太田 弘道

教授

キーワード

│ 熱伝導率 │ 融体 │ 熱物性顕微

鏡 │ 微小領域の伝熱物性 │ 高温融体（ガラ
プロフィール │ 茨城大学工学部マテ
リアル工学科

スなど）の伝熱物性

教授（2008/9 〜）│

東北大学 工学博士（1984/3）

私のライフワーク 誰も見られなかった物を見てみよう。なぜ
見られなかったかを探り、考え、乗り越える。それで、何かが、
きっと変わる。測定が困難な物質の熱物性を研究しています。

代表的な研究内容
研究室で開発した高温融体用表面
加熱 / 表面測温レーザフラッシュ装
置（国内唯一）を用いて、製鋼スラ
グなどの超高温（1,000℃以上）融

熱物性の計測技術や高温融体の研究をベースとして、連続鋳造、熱電材料、
ガラス固化技術、複合材料、薄膜／被膜など多様な材料の伝熱物性の評価技
術の研究を行っております。各種の材料の伝熱物性、特にガラスなどの高温融
体の熱物性の評価に関する技術課題に対応が可能です。

体の熱的性質の測定を行っていま
す。

■

小峰 啓史

准教授

キーワード

│ 磁性材料 │ 磁気メモリ │ スピ

ントロニクス │ ナノワイヤ構造 │ 熱電変換
プロフィール │ 茨城 大学工学部メ

材料 │ ユビキタス電池 │ 省電力デバイス

ディア通信工学科 准教授 2007/4 〜
│ 慶應義塾大学博士課程 理工学研
究科卒

2001/3

私のライフワーク 究極の省電力デバイスを目指し、材料･デ
バイス･方式の研究をしています。また、熱エネルギーを回収す
るためのユビキタス電池の開発もしています。

代表的な研究結果
磁気ディスクのサーボトラック信号
の書き込み時間を大幅に短縮する
「パターンドマスター磁気転写法」
を開発。これによりハードディスク

情報ストレージの高性能化に関する方式、デバイス、材料についての研究開
発を行っています。
特に低消費電力が期待できる磁気メモリの開発では、低電流動作の材料探
索やナノワイヤ積層構造について実験とシミュレーションの両面から研究を行っ
ています。また、ナノワイヤ構造を利用した新型熱電変換素子の研究も行って
おり、成膜･真空装置は電気計測の治具等でご協力頂いたり、磁気記録やデバ
イス系の解析に関するご相談に対応可能です。

装置の出荷時間とコストを大幅に
削減

■

篠嶋 妥

教授

キーワード

│ 計算機シミュレーション │ 分子

動力学法 │ モンテカルロ法 │ フェーズフィー
プロフィール │ 茨城大学工学部マテ

ルド法 │ 材料挙動

リアル工学科 │ 東京大学大学院工
学系研究科

金 属 工学 専 攻修了

1986/3

私のライフワーク

計算機実験を先導的に活用した材料開発が目

多結晶体を熱処理して結晶粒を粗

標です。UMLモデリング法のような新しいプログラム開発技法を

大化させる計算機実験を行うこと

取り入れた、スマートなプログラムを書きたいと思っています。

ができます。本方法によって、急速
アニール法の有効性を示し、それ
が特許申請につながりました。

電子レベルからマクロスケールまでをカバーする材料実験シミュレーション技
術を研究としており、計算手法としては分子動力学法、モンテカルロ法、フェー
ズフィールド法を使っています。目的とする各種特性（機械的強度や電気的特
性など）を有する合金などの金属材料の開発に際しては、計算機シミュレーショ
ン手法を活用した製造プロセスの最適化や開発期間の短縮などに貢献できます。

銅の結晶粒成長

■

島影 尚

教授

キーワード

│ 超伝導エレクトロニクス │ 超伝

導薄膜 │ ジョセフソン素子
プロフィール │ 茨城 大学工学部電気電
子工学科 │ 通信総研超伝導研究室（〜
1996）
、米 NIST
（1998 〜2000）
、情報通
信研究機構総合企画部（2000 〜2010）

私のライフワーク 大学では楽しく勉強し、研究室では楽しく
議論し、我が家では楽しく我が子と遊び、外では楽しく飲むこ
とで毎日の生活を楽しんでいます。

高温超伝導ジョセフソン素子の研
究を行なっています。 マイクロ波
などの電磁波センサーや磁気セン
サーなどに応用が可能な技術です。

超伝導デバイスに関する研究開発を行なっています。薄膜作製の手法として、
レーザアブレーションによる薄膜形成技術を有しております。また、同じグルー
プ内には微細な薄膜パターンを作成するフォトリソ技術、エッチング技術もあり
ます。レーザアブレーションを用いた薄膜形成のニーズに対してご支援が可能
です。

レーザーアブレーションによる薄膜
作製

■ 武田 茂樹

准教授

プロフィール │ 茨城 大学工学部メ

キーワード

│ アンテナシステム │ アダプティ

ブアンテナ │ 無線通信 │ 通信用信号処理
│ RFID

ディア通信工学科 │ 鳥取大学博士課
程工学研究科

情報生産工学専攻修

了

私のライフワーク

大学では、電磁波システム研究室を運営していま

す。この研究室では、主に無線通信に使用されるアンテナ（電磁波）

（アンテナ）＋（システム）
=
（電磁波システム）

と無線システム・回路の融合技術分野を研究対象としています。

アンテナ、無線システム、ICタグなどを研究しています。アンテナは電磁波を利用
したシステムにおいて、電磁波の出入口として重要な役割を果たすものです。このア
ンテナは実現したいシステム全体を考慮して設計することにより、よりニーズにあった
ものを提供できるようになります。また無線システムに関しては、逆に、アンテナや
電波伝搬特性を考慮した設計が必須になります。ICタグは、アンテナと無線システム
の融合により実現されるものであり、各周波数帯域におけるICタグの挙動を明確化
することにより、今まで以上にこの技術を有効活用できる応用が見いだせるものと考
え、研究を進めています。今後は、ICタグの技術がセンサネットとも融合し、家電な
どの電子機器がスマートフォンなどの情報端末により、簡易かつ低コストに管理され
るようになると考えています。

SYSTEM

■

田代 優

講師

キーワード

│ パワー半導体 │ ワイヤーボン

ディング │ 銅めっき技術 │ 高温超電導酸化
プロフィール │ 茨城大学工学部マテ

物 │ 衝撃波加工技術

リアル工学科 講師 │ 熊本大学博士
（工学）
（1994/3）

私のライフワーク ユビキタス社会を支える電子・情報材料の
高性能化に関する研究や「ものづくり」教育プログラムの開発を
積極的に行なっています。

代表的な研究内容
超高純度めっきプロセスで 8 インチ
ウエハ上に作製した模擬配線の写
真超高純度めっきプロセスで 8 イン
チウエハ上に作製した模擬配線と

電子･ 情報デバイスの高性能化･高信頼化を目的とした材料科学的研究をして
います。特に、高速 LSI 用 Cu 配線の銅のめっき技術やパワー半導体のワイヤー
ボンディングを担当していますが、薄膜材料を中心とする幅広いプロセス技術分
野の経験が豊富です。いわゆるプロセスインテグレーション技術者として幅広い
対応が可能です。また、各種熱物性値測定や腐蝕・防食技術に興味があります。

通常プロセスで作製した模擬配線
の抵抗率の比較（JST 育成研究）
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╔௵䛧䚸䝇䝔䞁䝺䝇㗰䛸Ⅳ䝩䜴⣲䛸䛾ΰྜ≀䜢⁐⼥
䛧䛯⢓ᛶ⋡ ᐃヨ㦂䚸⁐⼥䝩䜴⌛㓟ሷ䛾⇕ఏᑟ⋡
ᐃ䚸ഴᩳᶵ⬟ᮦᩱ䛾ᒁᡤⓗ䛺⇕≀ᛶ ᐃヨ㦂䚸
㗪㐀䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻ᚲせ䛺෭䜔䛧㔠䞉䝇䝸䞊䝤䛾
⇕≀ᛶ ᐃ䛺䛹䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䛣䜜䜙䛾◊✲䜢⾜䛖䛻㝿䛧䚸᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵ
ᵓ䚸䠄ᰴ䠅ఀ⸨㗪㐀㕲㗰ᡤ䚸䠄ᰴ䠅䝧䝔䝹䛺䛹Ⲉᇛ┴ෆ
䛾◊✲ᡤ䛺䜙䜃䛻♫䛸༠ຊ䛧䛶䚸⌧ᅾ◊✲䜢㐍䜑
䛶䛔䜎䛩䚹
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⨨䛿ᅜෆ䛷Ṥ䛹䛒䜚䜎䛫䜣䚹
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ㄢ㢟䛾䜂䛸䛴䛸䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾୰
䛷䚸ຍ㏿ჾ㥑ືኚ䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛔
䛯㛗ᑑ᰾✀䛾᰾ኚᢏ⾡䛿ㄢ㢟
ゎỴ䛾᭷ຊೃ⿵䛾䜂䛸䛴䛷䛩䚹
ƌE䜢ᕼ㔘ᮦ䛸䛧䛯D䜔WƵ䜢ྵ䜐❅
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䛧䛶ᥦ䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᐇ⏝⇞ᩱタィ䛾
䛯䜑䛻ᚲせ䛺⇕ఏᑟ⋡䝕䞊䝍䝧䞊䝇
䛾ᩚഛ䛿ᛴົ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾䜘
䛖䛺⫼ᬒ䛛䜙䚸ƌE䜢ᕼ㔘ᮦ䛸䛧䛯D
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⋡䛸ẚ⇕䜢ᐇ 䛧䛯ୖ䛷⇕ఏᑟ⋡䜢
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䝯䞊䝍䛸䛧䛯⇕ఏᑟ⋡ホ౯ᘧ䜢సᡂ䛧
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