
平成２１年２月１６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 渡辺　　優 量子操作の情報論的可視化 西森　秀稔 西森、上妻、細谷、上田

14:00-14:30 井口　光治 量子クラスター展開法によるBEC-BCSクロスオーバー 斎藤　晋 斎藤、安藤、西森、上田

14:30-15:00 福沢　俊幸 グラフェンにおけるホール効果の理論 安藤　恒也 安藤、斉藤、村上

物性実験A 会場 ：本館Ｈ１１２講義室

時間 氏名 論文タイトル 指導教員 審査員

 9:00-9:30 森川　道弘 ホログラフィ干渉法を用いた 
３
Ｈｅ－

４
Ｈｅ 混合液中の気泡の核形成の観測 奥田　雄一 奥田、河野、田中

 9:30-10:00 田村　雄太 境界条件を制御した壁のずれ振動による液体 
３
Ｈｅ の横波音響応答 奥田　雄一 奥田、河野、井澤

10:00-10:30 三森　智宏 Aerogel 中におけるアルゴンの固化 奥田　雄一 奥田、田中、大熊

休憩　　　１０分

10:40-11:10 矢野　みどり S= 1/2 籠目格子反強磁性体 Ａ２Ｃｕ３ＳｎＦ１２（Ａ＝Ｃｓ，Ｒｂ） の単結晶育成と比熱測定 田中　秀数 田中、西森、江間

11:10-11:40 川谷　朗稔 二重層状ペロブスカイト構造をもつ Ｓｒ３Ｆｅ２Ｏ７ｰδ とその関連物質の磁気特性 田中　秀数 田中、奥田、吉野

11:40-12:10 梅垣　いづみ
Ｅｌｅｍｅｎｔａry　Ｅｘｃｉｔａｔｉｏｎｓ　in　One-dimensional  Quantum Sine-Gordon Spin System KCuGaF6

under Magnetic Field　（一次元量子 サイン・ゴルドン スピン系　ＫＣｕＧａＦ６ の磁場下の素励起）
田中　秀数 田中、西田、井澤、斎藤、椎野

昼休み　　５０分

13:00-13:30 鈴木　啓久 渦糸固体の秩序無秩序転移と可逆不可逆転移 大熊　　哲 大熊、西田、奥田

13:30-14:00 山崎　祐介 回転駆動させた渦糸リングの動的秩序化 大熊　　哲 大熊、西田、井澤

14:00-14:30 高橋　　諒 ｇ 因子制御半導体二重量子ドットにおける電子スピン・核スピン相互作用の研究 河野　公俊 河野、奥田、吉野、藤澤、大熊

休憩　　　１０分

14:40-15:10 古屋　　陽 低温での単一タンパク質振動分光の試み 松下　道雄 松下、南、金森

15:10-15:40 吉弘　達矢 単一核スピンの量子状態観測に向けた低温 ＬａＦ３ 結晶中の単一 Ｐｒ
３＋

 の発光検出 松下　道雄 松下、南、上妻

15:40-16:10 平野　充遥 光活性化アデニル酸シクラーゼの液体ヘリウム温度の単一タンパク質分光 松下　道雄 松下、南、江間

休憩　　　４０分

16:50-17:20 羽賀　岳尋
ベント形分子・ロッド形分子の混合系液晶の発現する二軸性スメクティック相と Fisher くり込みの熱測
定による研究

江間　健司 江間、田中、井澤

17:20-17:50 牛山　崇幸 有機薄膜トランジスタの高性能化に関する研究 橋詰　富博 橋詰、高柳、斎藤

物性実験Ｂ 会場 ：本館Ｈ１１６講義室

時間 氏名 論文タイトル 指導教員 審査員

　9:00-9:30 鈴木　　慧 走査トンネル顕微鏡による第２種超伝導体 ＹＮｉ２Ｂ２Ｃ の渦糸運動の測定 西田　信彦 西田、大熊、山本

 9:30-10:00 酒井　俊明 量子演算に向けた分子の回転・振動状態のラビ振動観測 金森　英人 金森、藤澤、上妻

平成２０年度　物性物理学専攻　修士論文発表会　プログラム



10:00-10:30 名雪　正寿 マルチゲート積分器を用いた広波長領域におけるヨウ素分子の長寿命準位探査 金森　英人 金森、南、松下

休憩　　１０分

10:40-11:10 笠原　嘉晃
ルビジウム原子気体のボース・アインシュタイン凝縮の生成および磁気双極子相互作用に起因する物
性探索のための基礎研究

上妻　幹男 上妻、大熊、金森

休憩　　３０分

11:40-12:10 有川　　学 電磁誘起透明化を用いた真空スクイーズド状態の保存と再生 上妻　幹男 上妻、南、金森、西森、藤澤

昼休み　　５０分

13:00-13:30 田中　翔一 低次元半導体の顕微ラマン分光 南　不二雄 南、松下、吉野

13:30-14:00 藤嶋　敏之
微粒子マニピュレーション法によるフォトニッククラスタの作製とそれを利用したフォトニック構造物にお
ける光伝搬の研究

南　不二雄 南、松下、上妻

14:00-14:30 小川　翔之 単一コアシェル型半導体量子ドットの明滅現象の観察 南　不二雄 南、松下、金森

休憩　　１０分

14:40-15:10 佐野　健太郎 ガス雰囲気その場観察 ＴＥＭ 法による  Ａｕ/ＴｉO２ 触媒機構の研究 高柳　邦夫 高柳、山本、橋詰

15:10-15:40 大橋　宣宏 球面収差補正  ＨＡＡＤＦｰＳＴＥＭ 法のシミュレーションによる研究 高柳　邦夫 高柳、山本、吉野

15:40-16:10 菊島　史恵 Ｓｉ（111） 表面上の窒化物半導体の ＭＢＥ 成長 山本　直紀 山本、高柳、吉野

休憩　 １０分

16:20-16:50 加藤　雅博 プラズモニック結晶からの ＳｍｉｔｈｰＰｕｒｃｅｌｌ 放射 山本　直紀 山本、高柳、松下

17:20-17:50 鎌田　　大 量子ホール状態における電子波束伝播の時間分解測定に関する研究 藤澤　利正 藤澤、吉野、安藤、大熊、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



2008.6.30

物性理論

月日： 平成２０年８月７日（木）

会場： 本館Ｈ２８４ＡＢ輪講室

時   間 氏   名 論文タイトル 指導教員 審査員

14:00-14:30 奥村 　圭司
Comparative Study of Reward Time Learning Neural Networks toward an
Integrated Model of the Basal Ganglia

椎野　正壽 斎藤、田中、村上、松下

14:30-15:00 松田 　佳希 Distribution of Lee-Yang zeros and Griffiths singularities in the lsing spin glasses 西森　秀稔 安藤、斎藤、村上、椎野

15:00-15:30 加藤幸一郎 密度汎関数理論によるカーボンナノチューブ・カーボンナノ構造体の詳細研究 斎藤　 　晋 安藤、西森、村上、橋詰

15:30-16:00 櫻井　 誠大 カーボンナノチューブにおける圧力誘起構造相転移と新構造体の電子状態の研究 斎藤　 　晋 安藤、西森、吉野、椎野

物性実験

月日： 平成２０年８月１８日（月）

会場： 本館Ｈ２８４ＡＢ輪講室

時   間 氏   名 論文タイトル 指導教員 審査員

15:00-15:30 井上　　 甚 超伝導渦糸系の動的秩序化とモードロックフリージング 大熊　 　哲 奥田、西田

　*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２０年度９月修了　物性物理学専攻　修士論文発表会　プログラム
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