
２０．２．１４訂正
平成２０年２月１８日（月）

物性理論 会場 ：本館Ｈ１１３講義室

時間 氏名 論文タイトル 指導教員 審査員

13:30-14:00 山本　雅士 カーボンナノチューブの反電場・反磁場の強度および分布 安藤恒也 安藤、斎藤、村上

14:00-14:30 沙川　貴大
The Uncertainty Relations between Measurement Errors in Simultaneous Measurement of a Qubit
System

上田正仁 上田、西森、細谷、安藤、上妻

休憩

14:40-15:10 小野　友也 擬１次元スピンギャップ系の磁場誘起臨界現象の研究 斎藤晋 斎藤、西森、田中、押川

15:10-15:40 平澤　梨良 多層グラフェンにおける輸送現象と磁気的性質 西森秀稔 西森、安藤、斎藤、押川

15:40-16:10 上野　裕亮 Microscopic Formation Process of Fullerenes 斎藤晋 斎藤、安藤、金森

休憩

16:20-16:50 和田　慎太郎 Non-Compact Lie Algebraic Description of Desorption Phenomena using Optical Near Fields 小林　潔 小林、南、松下

16:50-17:20 伊藤　秀朗
Bifurcation Phenomena in a Stochastic Coupled Two-dimensional Limit-cycle Oscillator System with
Nonlinear Mean-field Interactions（ノイズ影響下における非線形平均場相互作用する２次元リミットサ
イクル振動子系の分岐現象）

椎野正壽 椎野、上田、西森

物性実験Ａ 会場 ：本館Ｈ１１４Ａ講義室

時間 氏名 論文タイトル 指導教員 審査員

 9:00- 9:30 久保田　悠美
A study of successive magnetic phase transitions in the honeycomb lattice spin system RuCl3 （蜂の

巣格子スピン系 RuCl3 における逐次磁気相転移の研究）
田中秀数 田中、江間、井澤

 9:30-10:00 川上　潤
Magnetic Excitation Measurements under Pressure in Quantum Spin System KCuCl3 by Neutron

Inelastic Scattering
田中秀数 田中、奧田、村上

10:00-10:30 佐々木　裕司 層厚収縮を伴わないスメクティック Ａ-Ｃ 液晶相転移における誘電分散の研究 江間健司 江間、田中、西森、大熊、松下

休憩

10:40-11:10 鈴木　賢一 超伝導渦糸固体の動的量子融解 大熊哲 大熊、西田、奧田

11:10-11:40 森田　克洋
Ｓ＝1/2籠目格子反強磁性体 Ａ２Ｃｕ３ＭＦ１２（Ａ＝Ｃｓ，Ｒｂ， Ｍ＝Ｚｒ，Ｈｆ，Ｓｎ，Ｃｅ）の単結晶育成と磁

化測定
田中秀数 田中、西田、井澤

11:40-12:10 神代　賢一 アモルファス膜渦糸固体相における秩序・無秩序転移 大熊哲 大熊、西田、井澤

昼休み

13:00-13:30 小川　悠介 ＭｎＳｂエピタキシャル薄膜の成長と複合型導波路光アイソレータへの応用 宗片比呂夫 宗片、安藤、吉野

13:30-14:00 髙橋　宏輔 量子ドット素子における光伝導の研究 河野公俊 河野、奧田、藤澤

14:00-14:30 深澤　拓也 凍結割断法によるバナナ型液晶P-8-0-PIMBと棒状液晶5CB混合系のＢ４相の電子顕微鏡観察 江間健司 江間、吉野、山本

休憩

14:40-15:10 富田　裕平 超伝導・絶縁体転移近傍超伝導超薄膜の磁気抵抗 西田信彦 西田、吉野、大熊

15:10-15:40 望月　勇吾 走査トンネル顕微鏡による高温超伝導体Ｂｉ２Ｓｒ２ＣａＣｕ２Ｏｘの渦糸状態測定 西田信彦 西田、山本、大熊

15:40-16:10 大澤　藍子 Ａｅｒｏｇｅｌ 中における
４
Ｈｅの固化

奧田雄一
井澤公一

奧田、河野、大熊

休憩

16:20-16:50 金　秀鉉　　　 広領域観察可能なＴＥＭ－ＳＴＭシステム開発と半導体物性の研究 高柳邦夫 高柳、山本、斎藤、西田、橋詰

16:50-17:20 高野　浩史 走査型トンネル分光顕微鏡法（STM/STS）によるＰｒＯｓ４Ｓｂ１２の渦糸格子測定 西田信彦 西田、高柳、大熊

17:20-17:50 岩楯　裕介 有機系ナノ構造体の走査プローブ顕微鏡による特性評価 橋詰富博 橋詰、高柳、斎藤

物性実験Ｂ 会場 ：本館Ｈ１１４Ｂ講義室

時間 氏名 論文タイトル 指導教員 審査員

 9:00- 9:30 服部　司 ＴＥＭ－ＳＴＭ用高分解能同期計測システムの開発 高柳邦夫 高柳、山本、上妻

 9:30-10:00 寺口　聡 高分解能走査透過型電子顕微鏡像の動力学回折シミュレーション 高柳邦夫 高柳、山本、吉野

10:00-10:30 横谷　真樹 Ｓｉ（111）表面上のインジウム吸着構造からのＳＴＭ発光 山本直紀 山本、高柳、吉野

休憩

10:40-11:10 野々山　裕介 六方格子プラズモニック結晶から表面プラズモン放射 山本直紀 山本、高柳、南

11:10-11:40 米原　健矢 冷却原子集団－単一光子間における軌道角運動量に関する３次元エンタングルメントの研究 上妻幹男 上妻、南、金森

11:40-12:10 福田　浩司 光周波数コムに位相安定化した複数光源を用いた原子、分子の量子状態操作 金森英人 金森、南、上妻

昼休み

13:00-13:30 中島　秀太 強く相互作用する冷却
６
Ｌｉ原子気体の実験的研究 上田正仁 上田、上妻、金森、南、奧田

13:30-14:00 渡邉　史徳 固体水素中に捕捉された分子に対する高感度光熱変換分光法の開発 金森英人 金森、松下、大熊

14:00-14:30 高砂　和浩 ＧａＡｓ量子井戸における励起子分極の位相緩和抑制 南不二雄 南、松下、小林

休憩

14:40-15:10 藤原　正規
一体成形反射対物レンズの開発 －液体ヘリウム温度における可視・紫外発光検出による単一分子
分光－

松下道雄 松下、小林、奧田、金森、上妻

15:10-15:40 柏木　孝介 条件付き単一光子の保存と再生に関する研究 上妻幹男 上妻、南、金森

15:40-16:10 木平　孝和 強度相関による半導体単一量子ドットの多励起子構造の研究 南不二雄 南、松下、小林

休憩

16:20-16:50 渡辺　麻耶 ＧａＭｎＡｓを磁性層とする二重障壁トンネル接合におけるスピン注入磁化反転機構の解明 吉野淳二 吉野、田中、宗片

16:50-17:20 植野　友理子 硫黄終端GａＡｓ（００１）表面上に成長したＭｎＡｓの走査トンネル顕微鏡観察 吉野淳二 吉野、橋詰、山本

17:20-17:50 梶浦　亮 ＧａＡｓ半導体構造における表面弾性波の伝播特性及び、電気伝導特性に関する研究 藤澤利正 藤澤、吉野、河野

　*修士修了予定者　発表２０分、質疑応答５分、合計２５分

　*博士進学予定者　発表２５分（５分の英語による要旨の発表を含む）、質疑応答５分、合計３０分

平成１９年度　物性物理学専攻　修士論文発表会　プログラム
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