
東京工業大学理学部物理学科 
 

注）卒論発表会出席者には 
発表内容について 
守秘義務があります 

 

学士論文研究発表会 

素粒子・原子核・宇宙理論分野 
 

日  時：平成２１年３月４日（水）13:30－17:10 

場  所：本館３階 理学系第２会議室 

発表時間：２０分（発表１５分＋議論５分） 

 
注意：４年生は必ず最初から最後まで出席し，１人１回以上質問すること。 

 

時間 氏名 論文題目 指導

教員 
副審

査員

13:30-13:50 仲山 将順 量子測定理論概要 細谷 武藤

13:50-14:10 山中 優輝 量子力学における物理的実在と局所性 細谷 伊藤

14:10-14:30 金井 祐樹 重力理論における大域的自由度 
椎野

細谷 伊藤

14:30-14:50 宇賀神知紀 ブラックホール熱力学とその微視的起源 椎野

細谷 伊藤

14:50-15:10 瀧  直也 量子電磁気学の経路積分量子化 伊藤 細谷

15:10-15:30 イ テリム ゲージ理論に基づく電弱統一理論の構成 伊藤 細谷

休憩（２０分） 

15:50-16:10 山根 翔平 散乱断面積とファインマンダイアグラム 武藤 岡 

16:10-16:30 小林  悟 標準理論の構築とアノマリー 武藤 岡 

16:30-16:50 松島 宏佑 核子の軸性ベクトル流の保存則 岡 武藤

16:50-17:10 成田新太郎 場の理論における自発的対称性の破れ 岡 武藤

 



●セッション1　（9:00 - 10:40） 司会： 出口茂樹 (中村研)　 時計： 田中直樹 (中村研)

氏　　名
指導
教員

副審
査員

9:00 - 9:20 石橋 寛之 河合 久世

9:20 - 9:40 中嶋英也 河合 柴田

9:40 - 10:00 益田智弥 河合 柴田

10:00 - 10:20 岡村 勇介 柴田 久世

10:20 - 10:40 鈴木 研人 柴田 垣本

●セッション2　（10:55 - 12:15） 司会： 鈴木研人 (柴田研) 時計： 石橋寛之 (河合研)

氏　　名
指導
教員

副審
査員

10:55 - 11:15 飯島裕章 旭 中村

11:15 - 11:35 土屋真人 旭 柴田

11:35 - 11:55 瀬戸口雄紀 久世 垣本

11:55 - 12:15 藤井祐樹 久世 中村

●セッション3　（13:20 - 15:00） 司会： 藤井祐樹 (久世研) 時計： 瀬戸口雄紀 (久世研)

氏　　名
指導
教員

副審
査員

13:20 - 13:40 木村健吾 久世 旭

13:40 - 14:00 石森理愛
垣本
常定

中村

14:00 - 14:20 西野大輔
垣本
常定

旭

14:20 - 14:40 加藤拓也
垣本
常定

久世

14:40 - 15:00 河田鷹介 中村 實吉

●セッション4　（15:15 - 16:55） 司会： 加藤拓也 (垣本研) 時計： 河田鷹介 (中村研) 　

氏　　名
指導
教員

副審
査員

15:15 - 15:35 田中直樹 中村 實吉

15:35 - 15:55 出口茂樹 中村 實吉

15:55 - 16:15 岩田啓明 實吉 旭

16:15 - 16:35 押田康太郎 實吉 久世

16:35 - 16:55 伊藤誠 實吉 垣本

学生代表 ：木村健吾（久世研）
会  場 係 ：準備>土屋真人(旭研）　飯島裕章(旭研）　　片付>益田智弥(河合研）　木村健吾(久世研）

時　間

タイトル

時　間

　<<<　休憩:10:40 - 10:55　>>>

時　間

時　間

超高エネルギー宇宙線の到来方向とAGNとの相関

超高エネルギー宇宙線ν・γの探索

不安定核ビーム実験のためのビームイオン光学計算

卒業研究発表会
素粒子・原子核・宇宙実験分野

LHCを用いた電子陽子衝突実験におけるHiggs粒子生成の研究

TA実験におけるハイブリッドトリガーシステムの開発

日　　　時：平成21年3月4日(水)  9:00-16:55
会　   場:本館H112講義室
発表時間：20分（発表15分 + 議論5分）

＊注意：　4年生は必ず最初から最後まで出席し、1人1回以上質問をすること。

*終了後、教員の方は会場にお残りください。

<<<　休憩:15:00 - 15:15　>>>

<<<  昼休み:12:15 - 13:20  >>>

タイトル

タイトル

タイトル

フラッシュADCを用いたデータ収集システムの構築
および液体シンチレータ発光波形の研究

β線検出器の設計と陽子過剰核23Alの電気四重極モーメントの測定

原子EDM探索のための129Xe核スピン偏極セル評価装置の開発

Double Chooz実験に用いる光電子増倍管の研究

積層型静電アクチュエータの微細化

高解像度観測によるX線星雲RCW89の移動速度の測定

サブミリ分解能をもつ多画素シンチレータの性能評価

HV制御によるAPDとBGOシンチレータの温度依存相殺システムの開発

荷電粒子の物質中でのエネルギー損失と飛程

スパークチェンバーの設計

24O非弾性散乱実験のための液体水素標的の開発

宇宙線による重イオン用ドリフトチェンバーの性能評価

ステレオカメラによる周囲環境認識

ステレオカメラのインテリジェント化



平成 20 年度 物理学科 学士論文研究発表会 物性物理理論系 
 

 

日  時：平成２１年３月４日（水）１３：２０～１６：３５ 

場  所：大岡山本館 Ｈ１１６講義室 
 

 

 
  

各発表は１５分（発表）＋５分（質問）とする。（発表時間は厳守のこと）  

卒研生は最初から最後まで出席し、必ず１回以上質問し積極的に議論に参加すること。 

卒研生・指導教員以外の聴衆（特に学部３年生）からの質問も歓迎する。  

 

時間 氏名 指導教員 副審査員 タイトル 

 

13:20-13:40 

 

家田 雅志 椎野 正壽 西森 秀稔 Markov Decision Processes の基礎 

 

13:40-14:00 

 

小川 駿 椎野 正壽

 

村上 修一

 

Poincare-Bendixson 理論とその周辺 

 

14:00-14:20 

 

 

松本 遼 

 

村上 修一

 

安藤 恒也

 

 

スピン軌道相互作用系でのスピンダイナミクス 

 

 

14:20-14:40 

 

和田 真樹 

 

村上 修一

  

西森 秀稔 ビスマス超薄膜における量子スピンホール相 

 

14:40-15:00 

 

金子 隆威 西森 秀稔

 

村上 修一

 

量子ランダムエネルギー模型における量子アニー

リングの困難性 

 

15:00-15:15  休憩（15 分） 

 

15:15-15:35 長内 淳樹 西森 秀稔 椎野 正壽

 

二次元クロック模型の相転移 

 

15:35-15:55  野呂 昌生 安藤 恒也 斎藤 晋 グラフェンの電場応答 

 

15:55-16:15 

 

有村 泰典 安藤 恒也 斎藤 晋 グラフェンの磁場応答 

 

16:15-16:35 

 

坂井 冬樹 斎藤 晋 安藤 恒也 DNA・カーボンナノチューブ複合体の構造と安定性



No. 時間 発表者 論文タイトル 主査 副査

1 10:20-10:40 井上 雄太 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ダイナミクスの研究 吉野 田中

2 10:40-11:00 杉本 聡志 走査トンネル顕微鏡によるGaAs(001)表面上のCrAs成長表面の観察 吉野 山本

3 11:00-11:20 浅田 友里 TEM-CL法による半導体ナノワイヤーの研究 山本 吉野

4 11:20-11:40 竹内 健悟 プラズモニック結晶の表面プラズモンポラリトン 山本 井澤

5 11:40-12:00 小柳　聖 50pm電子線プローブの直接観察 高柳 西田

12:00-13:20

6 13:20-13:40 宮沢 政行 急冷蒸着アモルファスNb薄膜の結晶化と電気伝導 西田 吉野 

7 13:40-14:00 ムハマッド　ハフィス 超伝導探針走査トンネル顕微鏡 西田 山本

8 14:00-14:20 井口 大輔 βパイロクロア酸化物超伝導体RbOs2O6の高圧比熱 井澤 西田

9 14:20-14:40 友國 恒介 熱伝導率による鉄砒素系超伝導体Ba(Fe1-xCox)2As2の超伝導状態の研究 井澤 大熊

14:40-15:00

10 15:00-15:20 津川 裕斗 周期駆動された渦糸系の可逆不可逆転移 大熊 井澤

11 15:20-15:40 松村 有夏 モードロック共鳴法による動的秩序化の観測 大熊 田中

12 15:40-16:00 雨宮 泰樹 強く異方的な籠目格子反強磁性体Cs2Cu3CeF12の単結晶育成と磁性研究 田中 大熊

13 16:00-16:20 山田 基樹 マグノンの流れの観測を目指した磁場分布解析プログラムの作成 田中 吉野

1 10:20-10:40 河田　剛 ZnO-Tetrapod発光の時間・空間分解測定 南 江間

2 10:40-11:00 湯浅　譲 近接場分光法による固体ナノ構造の観察 南 金森

3 11:00-11:20 田原 弘量 GaSeにおける非マルコフ的緩和現象 南 松下

4 11:20-11:40 上田　慧 ロックインアンプを用いた高感度な光吸収測定装置の開発 松下 南

5 11:40-12:00 中村 一平 単一核スピンの光検出に向けた光源の波長安定化とRFの二波長同時照射 松下 金森

12:00-13:20

6 13:20-13:40 船木 岳朗 赤外量子カスケードレーザーを用いた光位相安定化二重共鳴分光法の開発 金森 松下

7 13:40-14:00 佐藤 知紘 オゾン層問題関連分子のサブミリ波分光法による圧力幅測定 金森 南

8 14:00-14:20 赤城　裕 ルビジウムボース凝縮体のノイズ分光 上妻 奥田

9 14:20-14:40 野口 篤史 冷却原子集団を用いて発生させた条件付単一光子の保存と再生 上妻 金森

14:40-15:00

10 15:00-15:20 増本亮太 Aerogel中での4Heの固化における質量輸送のメカニズム 奥田 上妻

11 15:20-15:40 荒井 美穂 超流動ヘリウム３A1相における横波音響応答 奥田 江間

12 15:40-16:00 石綿 友樹 高感度示差走査型熱量計の試作 江間 南

13 16:00-16:20 木村 浩樹 高感度示差走査型熱量計による液晶相転移の研究 江間 奥田

以上

休憩

（物性実験分野）

休憩

休憩

日時：平成21年3月4日（水）10:20-16:20
場所：本館H114A, H114B講義室
発表時間：　講演15分，討議5分

４年生は，開始から終了までの間，いずれかの会場で講演を聴いてください．
司会は指導教員の方にお願いします．原則として自分の講演の２コマ先の講演の時間係を担当してください．午前，午後の
最初の２講演は，サイクリックに午前，午後それぞれの最後の２人の講演者が担当することとします．
第１鈴：12分，第2鈴：１５分，第3鈴：２０分

A会場（H114A）

B会場 (H114B) 

平成20年度物理学科卒業研究発表会プログラム

休憩



日時： 2008年8月7日（木）　13:00～14:00
会場： 本館2階284A号室 (物理学科輪講室)

時間 氏名 論文タイトル 指導教員 副査

13:00-13:20 宮坂　翔 株価変動の統計的性質 椎野正壽 松下

13:20-13:40 瀬戸口　由加 スメクティックA 2 -スメクティックA 2b相転移に伴う熱異常の測定 江間 健司 田中

13:40-14:00 清水　実 有機導体（EDO-TTF）2PF6における光誘起相転移の超高速時間分解測定 腰原 伸也 吉野

発表会終了後，14:00から9月修了の修士論文発表会が続きますので時間厳守でお願いします．

2008年9月卒業論文発表会プログラム


