
平成１９年度 基礎物理学専攻修士論文発表会 プログラム
＊発表会参加者は発表内容について守秘義務があります。

発表２０分  質問５分 計２５分

実験系1日目 場所：本館２階 ２８４物理輪講室

2月１8日（月）  氏  名
指導
教員 
（主）

司会 論文題目

9:40-10:05 1 高瀬 研以智 旭 南日 卓 不安定核 32Al のアイソマー準位の磁気モーメント測定

10:05-10:30 2 井上 壮志 旭 南日 卓 原子 EDM 測定のための 129Xe 核スピンメーザーの開発

休憩１５分

10:45-11:10 3 南日 卓 中村 東 龍二 8He の分解反応

11:10-11:35 4 津布久 佳宏 河合 東 龍二
東工大小型衛星プロジェクトにおける理学モニター部の開
発と性能評価

11:35-12:00 5 松本 英高 垣本 東 龍二
チャカルタヤ山における Knee 領域以上宇宙線の化学組
成の研究

休憩６０分

13:00-13:25 6 東 龍二 垣本 石村 拓人 
TA実験におけるFD DAQシステムの確立およびイベント選
別システムの開発

13:25-13:50 7 田中 識史 河合 石村 拓人
アバランシェ・フォトダイオード・アレーを用いた次世代PET
の要素技術開発

13:50-14:15 8 N.V. Pazmino 河合 石村 拓人
Substructure spectral analysis of HETE-2 burst 
GBR060115

休憩１５分

14:30-14:55 9 石村 拓人 河合 丹下 勉
MITSuME 望遠鏡の自動観測・解析システムの高度化と
観測

14:55-15:20 10 青木 孝之 實吉 丹下 勉 ステレオ法を用いた車両姿勢検出

休憩１５分

15:35-16:00 11 丹下 勉 松原 青木 孝之 あかり衛星による近赤外宇宙背景放射の観測的研究

16:00-16:25 12 古木 仁 實吉 青木 孝之 各脚独立制御による四脚歩行ロボットの研究

16:25-16:50 13 松原 綱之 久世 青木 孝之 新型半導体光検出器 MPPC の放射線耐性の研究

実験系2日目 場所：本館２階 ２８４物理輪講室

2月19日（火）  氏  名
指導
教員 
（主）

司会 論文題目

10:00-10:25 1 木山 裕一朗 久世
東ヶ崎 洋
生

Belle 実験における CsI 検出器の新データ収集システム
の開発

10:25-11:50 2 三枝 裕司 久世
東ヶ崎 洋
生

Silicon On Insulator (SOI) 技術を用いたピクセル検出器
の開発

休憩１５分

11:05-11:30 3 東ヶ崎 洋生 久世 広津 敏尚 Belle 実験における B0 中間子のレプトン対への崩壊の探
索

11:35-11:55 4 平山 雄三 岩崎 広津 敏尚 μSRスペクトロメータ用検出器の開発

休憩６５分

13:00-13:25 5 広津 敏尚 堂谷 平山 雄三
X 線天文衛星「すざく」による低質量 X 線連星 XB1323-
619 の観測

13:25-13:50 6 加藤 菜々子 堂谷 平山 雄三 宇宙用 X 線 CCD 検出器の低バックグラウンド化

13:50-14:15 7 奈良 俊一 實吉 平山 雄三 ステレオカメラを用いた歩行者認識

理論系 場所：本館1階 Ｈ113講義室



2月19日（火）  氏  名
指導
教員 
（主）

司会 論文題目

9:30-9:55 1 日下 惠介 坂井 下元 健吾 準安定真空におけるダイナミカルな超対称性の破れ

9:55-10:20 2 大倉 千和 坂井 下元 健吾 B = 11 スカーミオンへの 3-シェルラショナルマップの適用

10:20-10:45 3 岩崎 皓 伊藤 下元 健吾
AdS/CFT 対応を用いた強結合領域でのグルーオン散乱
振幅の解析

10:45-11:10 4 三輪 貴志 伊藤 下元 健吾 スピン鎖模型による AdS/CFT 対応の解析

休憩１５分

11:25-11:50 5 道岡 義久 岡 三輪 貴志
シュウィンガーダイソン方程式によるクォーク質量関数の
研究

11:50-12:15 6 下元 健吾 武藤 三輪 貴志
Nuclear matrix elements for neutrinoless double-beta 
decay with tensor component

12:15-12:40 7 松田 伸哉 細谷 三輪 貴志 無泡時空の構造と粒子の運動について


