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修士論文題目 (1993年度)

北海道大学大学院

山形大学大学院

埼玉大学大学院

東京大学大学院

〝

〝

理学研究科 物理学専攻

理学研究科 物理学専攻

理工学研究科 物理学専攻

理学系研究科 物理学専攻

工学系研究科 物理工学専攻

工学系研究科 超伝導工学専攻

東京工業大学大学院 理工学研究科 応用物理学専攻

お茶の水女子大学大学院 理学研究科 物理学専攻

慶鷹義塾大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

中央大学大学院

上智大学大学院

日本大学大学院

静岡大学大学院

富山大学大学院

金沢大学大学院

京都大学大学院

大阪大学大学院

理工学研究科

理工学研究科

理工学研究科

理学研究科

理学研究科

理学研究科

理学研究科

物理学専攻

物理学専攻

･物理学専攻

物理学専攻

物理学専攻

物理学専攻

物理学第一専攻

基礎工学研究科 物理系専攻

大阪市立大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻

関西学院大学大学院 理学研究科 物理学専攻

甲南大学大学院 自然科学研究科 物理学専攻

岡山大学大学院 理学研究科 物理学専攻

岡山理科大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻

広島大学大学院 理学研究科 物理学専攻

愛媛大学大学院 理学研究科 物理学専攻

九州大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻

琉球大学大学院 理学研究科 物理学専攻
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修士論文題 目

北海道大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.La.1.6_GNd0.4SrGCu04の超伝導と構造相転移に対する圧力効果

2.へど-ドープ高温超伝導体(Y1-ccaq)Ba2Cu307_6のNMR

3.RS-AR5混晶系の結晶構造と相転移

4.ランタン柵財ヒ物における酸素欠損と超伝導特性

5.RS-AR5混晶系の格子定数とARS低温結晶構造解析

6.パルス誘導ブリルアン散乱測定装置の開発と強誘電体相転移への応用

7･重岡酎ヒ物高温超伝導休Bi2Sr2CaCu208+6の低温STM･STS

8.ロッシェル塩-アンモニウムロッシェル塩混晶系の比熱

9.銅軟化物高温超伝導休La2_cMcCuO4(M-Ba,Sr)のx-0.12付近における磁性と超伝導

10.ZnSe系薄膜における共鳴光第二高調波発生現象

ll.3Ⅱe-4Ⅱe希釈冷凍機を用いた極低比熱測定システムの開発と希釈重い電子系

Uo.07Tho.93Ru2Si2の比熱測定

12,2テルル化IV族遷移金属HfTC2とZrTe2の電子状態

13.六万品チタン酸バリウムにおける極性光学ソフトフォノンの研究

14.第二超伝導転移の-現象論

15.希釈5f電子系UcThl_cPf2Si2(x≦0.07)における単一Uサイトの効果

16.(TMTSF)2Xのスピン密度波と超伝導

17.GaAs-AIGaAs量子井戸の作成とその光物性

18･(BEDT-TTF)2Cu(SCN)2の超伝導相におけるSTM分光

19.CeRu2Si2のランダム希釈効果

20.パルス誘導ブリルアン散乱による強誘電体TGSの相転移の研究

山形大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.CPAによる単原子一次元結晶におけるランダム電子系の安定相

2.平均場理論による二元(sp5)化合物結晶の凝集エネ･ルギーと物性

3.金属葉の成長環境によるフラクタル次元の変化について

4.積雪の熱伝導率測定システムに関する研究

5.アルカリ-ライド結晶の電解着色
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赤羽 修

河原 直樹

天野 青垣

千田健一郎

西村 寿彦

島田 幸洋

真鍋 力

野田菜摘子

河野 健二

相曽 景-

佐藤 克己

青木 康祐

古谷 孝

的場 宏純

飛弾野龍也

武重宏呂修

北野 公一

長尾 景志

松平 和之

古田 陽琴

阿蘇 秀一

木皿 裕文

庄子 真一

高橋 桂

宮城 純



修士論文題 目

埼玉大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

1.高分解能磁気緩和実験によるスメクティツク液晶中のプローブ分子の動的挙動に関する研究

2.無限大次元における強相関電子系

東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻

1.高温超伝導体の常伝導輸送

2.PrimaryPhotoprocessesinHalorhodopsinbyFemtosecondTime-resolved

Spectroscopy(フェムト秒時間分解分光によるハロロドプシンの光初期過程)

3.StudyoftheantiferromagneticIIeisenbergmodelonthekagom6lattice

(龍目格子上の反強磁性ハイゼンベルグモデルの研究)

4.Compa,rativeStudyofFormalismsforQuantumLiouvilleTheory

(王子 リューヴィル理論の定式化の比較研究)

5.CrossoverofCorrelationsinOne-DimensionalElectronSystelnSStudiedby

QuantumMonteCaJloMethodwithLargeClusterDecomposition

(1次元電子系における相関関数の数値的研究)

6.MultifraJ:talpropertiesofquasiperiodicelectronicsystems(準周期電子系の

マルチフラクタル性)

7.DestructionofN6elorderinanantiferromagneticHeisenbergsplnSystem

coupledtoanitinerantHolesystem (遍歴するホールの系と結合した反強磁性

ハイゼンベルグスピン系におけるネール秩序の崩壊)

8.高強度短パルスガラスレーザーシステムの開発

9.CePd7の高エネルギー分光の理論

10.重陽子弾性散乱の偏極分解能削定

ll.多孔質ガラス表面に吸着したヘリウム4薄膜の超流動転移

12.水素結合における水素原子の分布に関する理論的研究

13.QISM Approa,ChtotheQua,ntumCalogercrMoserModel

(量子カロゲロ-モーザー模型の圭子逆散乱法を用いた解析)

14.レーザー干渉計用懸架システムのアクティブ制御

15.Themolecula,rstructureofproteinsrecogmi edbythechaperoninGroEL

(シャペロンGroEIパこより認識されるタンパク質の分子構造)
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小野 高志

林 巧

小林 信入

金 奴廷

浅川 仁

麻谷 崇史

飯野陽一郎

弛滞 一浩

石井 晴彦

板谷 治郎

岩本 康隆

上坂 友禅

上野 剛

上野 哲

宇治野秀晃

大輝 晶子

岡崎 彰



修士論文題目

16.TheoreticalInvestigationofTurbulenceModelingofEddy-ViscosityType

(渦粘性型乱流モデリングの理論的研究)

17.キャリアー数の極端に少ない重い電子系化合物Yb4As3の輸送現象及びその圧力効果

18.NumeriCalpropertiesoftheIIubbardmodelbynumeriCalrenormalization

gTOupmethod(数値的くりこみ群によるハバード模型の性質)

19.RiemannianGeometryofldealFluidandMHD-fhidMotions(理想流体及び

理想電磁流体の運動のリーマン幾何学)

20.永久電流におけるクーロン相互作用の効果

21.最近接クーロン反発をとり入れたC1102面の基底状態

22.First-PrinciplesStlldyofElectronicStructureofStrontiumTitanateSurface

(チタン酸ストロンチウムの表面電子構造の第一原理的研究)

23.2チャンネル朝永ラッティンジャー液体の伝導度

24･スクイーズされたパルス光の.アンチバンチングの観測

25.超強磁場下におけるYl_cNdcC03の遍歴電子メタ磁性

26.ANewMethodforTheoreticalSimulationoftheAtomicForceMicroscope

(原子間力顕微鏡の理論シュミレーションの新手法)

27.気球搭載用電子識別装置の開発

28･Light-inducedchangesofchlorine-adsorbedSisurfacesstudiedwitha

scanningtllnnelingmicroscope(塩素吸着シリコン表面の光誘起変化の走査 トンネル

顕微鏡による研究)

29.JFTl2Mにおけるマイクロ波反射計を用いた密度揺動測定

30.磁気誘導励起子ポラリトンによる反射光の偏光変調の研究

31.結合光共振器の制御

32.BaEhanov-BaxterModelandTetrahedronEquation(Bazhanov-Baxter模型

とTetrahedron方程式)

33.Burgers'eqllationsinMHDandrelativisticMIID(MⅡD及び相対論的MIID

におけるBurgers方程式)

34.衛星搭載用シリコンPIN検出器実装方法の研究

35･Photoemissionstudyoforgamicconductors(DMe-DCNQI-d7)2Cuand
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岡本 正芳

奥貫 幸夫

奥村 幸治

小野 俊彦

加藤 弘詔

川名 輝子

木村 栄伸

木村 敬

小芦 雅斗

拍井 克彦

佐 木々成朗

佐貫 智行

首藤 健一

篠原 孝司

柴山 明

白土 呂孝

城石 正弘

鈴木 勝博

鈴木 清詞

関山 明



修士論文題目

IC-(BEDTITTF)2Cu(NCS)2(有機導体(DMe-DCNQI-d7)2Cu及び

IC-(BEDTITTF)2Cu(NCS)2の光電子分光)

36.Electricconductivitiesofatwo-dimensionalla,tticeinaninCoⅡ皿enSurate

maSneticfield(不整合磁場中の二次元格子の電気伝導)

37.ElectronicStatesoftheDisclinationinMonolayerGTaphite(単原子層グラファ

イト中の回位における電子状態)

38.微小変調によるレーザーカオスの制御

39.ファイバーを用いたNⅡ3分子のエバネッセント波分光

40.位置検出型蛍光比例計数管の改良

41.高エネルギー分光における二次光学過程の理論

42.フェムト秒光源によるコヒーレントフォノンの生成

43,Qua,ntumHeisenbergModelwithLong-Ra･ngeFerromagneticInteractionsat

IJowTemperatllreS(低温における長距離強磁性相互作用を持つ量子ハイゼンベルグ模型)

44.NumeriCalstudyonsomeaspectsoftheHaldaneproblem

(ハイデン問題に対する様々な観点についての数値的研究)

45.StructureofDictyosteliumdiscoidellmaLtinla,belledbyheavya,tons

(重金属で標識したディクチオ型細胞性粘菌アクチンの構造)

46･StronglyCorrelatedLatticeFermioninInfiniteDimension(無限次元強相関

格子フェルミオン)

47.パイライト型遷移金属硫化物の光電子･逆光電子分光

48･ExactlySolvableModels,FiniteSizeCorrectionsandCorrelationLengths

(厳密に解ける模型の有限補正公式とハイゼンベルグ模型の相関長の計寡)

49.MonteCarloCalCula,tionforthe2DSquareLatticet-JModel(2次元正方格子

t-J模型のモンテカルロ法による計算)

50.DynamiCalPropertiesofOne-dimensionalElectronSystemnearMott

nansition(モット転移近傍の1次元電子系の動的性質)

51.フェムト秒分光法による主鎖･側鎖共役型ポリジアセチレン中の光励起の超高速緩和

52･KITCNQおよびBaトcKcBi03の電子構造の高圧分光

53.シアニン色素J会合体中の超短光パルスの非線形伝播
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高橋 雅仁

田村 了

塚本 隆之

特 哲雄

中川健一郎

中沢 誠

中平 常

中野 博生

西山 由弘

庚重 憲嗣

前橋 英明

間宮 -敬

水田 秀行

宮崎 智彦

森 道康

安田 雅彦

山口 伸也

山口 冬樹



修士論文題目

54.C60アルカリ化合物の電気的性質

55.Phaseproblemsinquantumoptics(量子光学における位相の問題)

56.Thefinestructureofnativethinfilamentsisolatedfromnaturalactomyosin

(myosinB)(天然アリトミオシン(ミオシン B)から単離した天然の細いフィラメントの

微細構造)

東京大学大学院 工学系研究科 物理工学専攻

1.1次元励起子系の線形及び非線形光学応答

2.超強磁場におけるⅠⅠ-ⅤⅠ族半導体のサイクロトン共鳴とポーラロン効果

3.色素Ⅱ会合体の非線形光学効果

4.結晶性高分子の構造形成

5.変数変換にもとづく数値積分の研究

6.歪み障壁量子井戸の作製とフォトルミネッセンスによる評価

7.強励起されたZnSe励起子系の時間分解分光

8.強敵喝中の超流動ヘリウム3

9.アルカリ金属C60化合物の光物性

10.微小球レーザーの発振モード特性と制御

ll.バリウム原子のレーザー冷却に関する研究

12.掛 目関系の多電子構造と1電子的取り扱い

13.核共鳴散乱を用いた薄膜状放射光分光素子の研究

14.ヨウ化鉛系無機･有機層状物質のフォトルミネッセンス

15.チャープパルス定常増幅法を用いた高出力色素レーザーの研究

16.2次非線形光学定数の絶対測定

17.STM トンネル電流ゆらぎの発生機構

18.高密度励起下における1次元Frenkel励起子系の光学応答

19･GrowthofstrainedSiGe/Siquantumwellsbymolecularbeamepitaxyand

luminescencecharacterizationoftheirstructuralintegrity(歪SiGe/Si量子井

戸の分子線 エピタキシャル成長とフォトルミネッセンス法による構造評価)

20.有限温度における一次元量子スピン鎖の性質

21.2重位相共役鏡を用いた半導体レーザーの注入同期
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綿貫 徹

邸 茜カく

孟 宇

井上 純一

今中 康貴

宇井 博貴

浦井 雄一

大浦 拓哉

太田 和伸

小笠原 剛

奥田 哲治

兼安 孝幸

木村 友紀

草間 滋

小林 正治

小山 一郎

最首 達夫

紫村 大

庄司 一郎

杉田 敏

鈴浦 秀勝

砂村 潤

田中 謙二

田村 雅之



修士論文題目

22.有磁場高周波放電電極上の自己バイアス電位分布の研究

23.強放唱におけるアルカリドープC60超伝導体の磁化と臨界磁場

24.STMによる高分子の表面･界面物性の研究

25.パターン基板上への立方晶GaNのMOVPE成長

都筑 和泰

徳永 将史

中嶋 健

長原 正樹

26･RoundoffErrorAnalysisoftheConjugateGradientMethod(共役勾配法の丸め 放生 剛

誤差解析)

27.フォトリフラクティプ効果を用いた光連想メモリー

28.超高分解能Ⅹ線エネルギーシフター

29.高分子電解質ゲルにおけるクーロン場と体積相転移に関する研究

30.行列の固有値問題の並列計算に関する研究

31.高分子･液晶混合系における秩序形成のダイナミクス

32.歪ポテンシャルを導入した二次元電子系の輸送現象

33.ある一般化された高次非線形シュレディンガー方程式とその解

34.赤外分光法による局所緩和スペクトロスコピーの研究

藤宮 光治

淵上 勝弘

古滞 浩

堀田 之彦

舛田 紀子

町田 友樹

松井 快

若尾 泰通

東京大学大学院 工学系研究科 超伝導工学専攻

1･ElectronEnergyLossSpectroscopyofLaョ_cSrcCuO4,La2Cul_∬ZncO4 PuttamonSuwit

a･ndCuGeO3(La2_cSrcCuO4,La2Cul_cZncO4及びCuGe03の電子エネルギー損失分光)

2.高温超伝導体単結晶の合成と物性評価

3.Ni酸化物における金属一絶縁体転移

4.マイクロ波応答による高温超伝導体の超伝導状態の研究

5.揮一次元有機伝導体のSDW のダイナミクス

6.Co系酸化物の輸送現象

7.CuGeO3および周辺物質の磁性

8.低温における酸化物超伝導体のトンネルスペクトロスコピー

9.高温超伝導体へのZnドーピング効果

10.高温超伝導体における磁歪現象

ll.固体表面の原子位置トンネル分光
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奥谷 昌之

金枝 雅人

北野 晴久

北林 弘之

今野 進

笹子 佳孝

高木 昭彦

日夏 貴史

鹿田 憲之

山口 渡



修士論文題 目

東京工業大学大学院 理工学研究科 応用物理学専攻

1･Al/Al 203/Alトンネル型微小ジョセフソン接合の製作と電流電圧特性の測定

2.超音波による4Eeの固液界面に関する研究

3.超流動4He中の収束超音波の非線形現象の研究

4.新しい磁性蓄冷材の物性研究

5.磁性蓄冷材を用いたGM冷凍機の特性研究

6,液体中での電子とイオンの再結合過程における電場の効果

7.放電流通一質量分析法によるラジカル反応の研究

8.車軸藻節間細胞におけるアクチン･ミオシンによる小額粒滑り運動の温度特性

お茶の水女子大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.希釈反強磁性体MncMgl_cTi03の濃度一温度敬気相図

2.希釈反強磁性体MncMgl_cTi03の強磁場下における磁気的性質

3.微生物の遊泳とその代数構造

4.表面脱離の確率過程論

5.ランダム媒質中の圭子チャンネル

6.水溶液系における水の動的構造

7.TDRによるアスコルビン酸水溶液系の研究

8.二次元三角格子反強磁性体RFeMn04の希釈効果

9.二次元三角格子反強磁性体希釈系LuFeMg04の磁気的性質

10.興奮反応拡散系における界面ダイナミックス

ll.外部電場中における高分子混合系の相分離ダイナミックス

慶鷹義塾大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

1.断熱過程での温度変化について

2.生理的塩漉度水溶液を含有するGiantLiposomeの調製方法とその光学顕微鏡下での

ChaJaJ:terization

3.球殻導体の光吸収

4.Bi系酸化物高温超伝導体における侵入磁束の空間分布と磁気シールド特仕

5.想起過程に与えるダイナミクスの影響
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徳田 寛和

柏木 皇

岸 秀信

幕内 秀和

矢吹 正徳

鶴崎 奉行

栗本 崇

内田 套

東方 綾

深谷 敦子

川村 昌子

児下 典子

野口 敦子

三好 幸子

匹田 昭子

菊田 慈子

株本 悦子

鈴木 真理

本山 美穂

青野 友裕

明石謙一郎

浦田 意和

荻原 英夫

九鬼 康之



修士論文題目

6.韓砿牲Fe-N薄膜の巨大磁化発現機構

7.拘束された高分子系のスケーリング則

8.X線回折法による希土類金属ETの一次敬気相転移の研究

9.ウニ卵受精における細胞内Ca?+濃度変化PII変化及び卵細胞表面変化の関係の追究

10.擬一次元系の結晶成長

ll.罪-原理分子動力学法を用いたCdクラスタの解析

12.繰り込み群と臨界現象

13.チタンサファイヤレーザーを用いたメタンの分光学的研究

14･Si(111)再構成表面におけるダイナミクスの表面第二高調波発生法による研究

15.Pd被覆Ni微粒子の界面磁性

16.ⅠⅠⅠ-V,ⅠⅠ-ⅤⅠイ脚 体の高圧相からのアモルファス化

中央大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

1.量子力学の統計的解釈

2･カー効果および直交位相スクイージングの組合せによる光子数スクイーズド状態の生成

3.光ソリトンの量子化と古典論との対応

4.2次元対流のCMLモデル

5.シミ斗レーション回路による1次元準周期系の研究

6.高水素圧下における新しい水素化過程

7･局所交流磁場測定による超伝導パラメータの決定 ;Bi2Sr2Ca208+∂単結晶

8.チタン水素系における新しい高圧相

9.C104をドープしたポリチオフェンの導電性

10.異方性摂動下にあるヴィスカスフィンガリングのダイナミクス

ll.細菌コロニーのパターン形成

12･Ca(0Ⅱ)2水溶液上CaCO3微粒子のクラスター凝集

13.バクテリア･コロニーの形態形成

上智大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

1.スピンバイエルス系CuGe03とカーボンクラスターC70の相転移の研究

2.C2F6による低エネルギー電子衝突励起過程の研究
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楠見 和久

竹蔵 尚之

忠隈 昌博

田中百合子

田連 直行

谷川 博之

谷脇 貞善

塚本 武雄

三上 朗

山口 誠

山本 良恭

松尾 洋介

宮崎 俊樹

波速 栄作

松本 高敏

安瀬 徳彦

大熊 信行

大帝 正江

中村 謙五

古宮伸一郎

北川 義之

小松 賢治

中山 智雄

脇田 順一

黒江 晴彦

高木 朋子



修士論文題目

3.有機超伝導体の交流帯磁率

日本大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

1.Bal_cLaqPr03の磁性

2.槻 向したY1-cPrcBa2Cu30yの超伝導磁化特性

3.Fibonacci格子における固有振動とその局在の振舞

4.Nb3Sn複合多芯超伝導線の電磁現象

5･SU(2)QED2における励起ボソン

6.1次元準周期系における固有振動

7.NbTi複合多芯線の近接効果による磁化特性

8.Bi2Sr2Cal_cPrcCu208+孫 の超伝導と磁性

9.日本における最初のサイクロトロン

静岡大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.光の弱局在系での自然放出の抑制･増大に関する研究

2.低温･高圧下におけるBaTi03の弾性的性質

3.モ-ドロックYAGレーザーの作製とその評価

4.Antbraceneの誘電率測定よる光学特性の研究

5.圭子1次元反強磁性体におけるハルデンギャップについて

6.ランダム媒質中を伝播する光のコヒーレンスとスペックル相関

富山大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.水分子の遠赤外分光

2.テトラポッド状ⅠⅠ-ⅤⅠ化合物結晶の成長機構

3.近赤外領域でのレーザー分光

4.Sm化合物の熟･磁気･電気的性質

5.炭酸ガスレーザー･ラジオ披二重共鳴分光

6.酸化物高温超伝導体の伝導現象

7.完全性の異なるシリコン結晶の回折強度の測定と解析

8.短ミリ波帯分光計の開発と分子のミリ波分光

9.メチルアルコール分子の遠赤外分光
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横田 -秀

笹倉 宏樹

遠藤 敏彦

大内 .隆信

片山 真一

加藤 広己

金子 真人

斉藤 俊一

森田健太郎

呉 春毅

大角 和正

大和 英弘

岡田 智樹

鈴木 秀夫

田部 俊洋

藤原 誠司

岩崎 剛大

海野 草浩

片山 朋英

毛涯 克洋

高田 正光

田中 厚

経田 昌幸

外山 晃正

永井 勝之



修士論文題 目

10.量子力学的状態に起因するリーマン構造

ll.遠赤外分光計の製作と分子分光

12.LiEとKH分子の遠赤外分光

金沢大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.CE3NH3PbBT3の相転移

2.EoV04を用いた新型熱交換器の試作

3.重い電子系CeRu2Si2の磁性

4.Nb3X4(Ⅹ-S,Se,Te)の比熱と電気抵抗の圧力効果

5.Nb3Ⅹ4(X-S,Se,Te)の交流磁化率測定

6.Nb3Te4のHg添加効果

7.蛍光顕微鏡･原子間力顕微鏡一体型システムの開発

8.アクトミオシン系滑り運動の現象論的モデルの構築

9.荷電粒子系の分子動力学計算

10.構造相転移の分子動力学

ll.局所密度汎関数法による固体電子論の考案

12.単純金属のオーバーハウザー不安定と相転位

京都大学大学院 理学研究科 物理学第一専攻

1.高圧下におけるテルル及びセレンの光学的性質

2.YBCO/PBCO超格子薄膜の熱流磁気効果

3.NaCl:Ⅰにおける-中心型緩和励起子の存在とその発光特性

4.低温･高敬喝における超伝導ゆらぎについて

5.高密度水銀気体の交流伝導度

6.ニッケルの遍歴強磁性

7.バクテリアコロニーのパターン形成

8.層状半導体一報縁体混晶Pbl_cCdcⅠ2におけるPb2+クラスターの励起状態

9.熱対流乱流のシェルモデル

10.Shear且owのもとでの準安定状態の二元流体の核成長について

11･KBr中の021中心の酌司転換と発光過程一圧力効果､温度効果及び不純物効果
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溝田 毅

山本意一郎

;王 東兵

高橋 尚志

豊島 康其

高野 康

谷口 弘三

高根沢 隆

河合 孝夫

中野 勝志

中山 繁男

斉戸 宣夫

橋本 保

山村 晋也

関根 正樹

池田 弘

伊高 健治

-瀬 公孝

岩畔 一之

岡田 一夫

岡部 拓也

林崎 創

顧 昇

鈴木 絵理

宗 千栄子

十河 誠治



修士論文題目

12.ナフタレン結晶におけるプロトン常温偏極

13.低域混成波電流駆動プラズマの電子サイクロトロン波加熱

14.倒 相己憶合金のシンプルなモデルとそのダイナミクス

15.純電子プラズマの生成

16.高分子フイルムの塑性変形:ネック伝播 (不均一降伏)と自励振動

17.1次元拡張ハバードモデルにおける交代クーロン積分のCDW-SDW相転移への効果

18.原子状水素のヘリウム蒸気中における拡散

19.時間反乾対称性の破れの検証実験のためのLa核偏極

20.大域結合カオス系の集団運動

21.Rb原子の砲気光学トラップとレーザー分光

22.電子サイクロトロン波加熱によるトカマクプラズマの磁気流体不安定性の抑制

大阪大学大学院 基礎工学研究科 物理系専攻

1.T12223のNMRによる研究

2.メスバウ7-共鳴回折の非局所理論

3.平面波バンド計算法の改良とその水素ヘリウム系への応用

4.NiAs 型Ml_eX(M-Fe,Co;X-S,Se)の電子帯構造と磁気的光学的特性

5.半導体･絶縁体界面における共鳴2次高調波発生の理論

6.ダイヤモンドの原子空孔と不純物の間の電荷移動型光反応のESRによる研究

7.超高圧下におけるⅡ2SとCeのX線回折

8.液体酸素の気液界面の静磁場による変形の理論

9.高温･高圧下における有機化合物･カンフェンの挙動

10.Si(111)3cl-Na表面の表面内殻準位シフトと角皮分解光電子分光

ll.正確な交換項を用いたLMTO法による電子状態計算

12.(411)AGaAs基板上にMBE成長したGaAs/AIGa･As 超平坦へテロ界面

13.ダイヤモンドの複合欠陥における光反応の可視･赤外分光による研究

14.重い電子系超伝導体CeCu2Si2の磁性

15.有秩分子結晶における電子状態と磁性

16.高圧下における重い電子系のNQRによる研究

17.マルチチャネル近藤効果における伝導電子間斥力の効果
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滝沢 良二

田測 士郎

永井 智浩

仲村 恵右

日比野 有
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堀田 尚二

前川 貴史

守田 智

薮原 秀彦

吉村 智

久世 恭

青木 英治

阿部和多加

池田 浩幸

石川 真治

石田 和人

一宮 真樹

伊藤 知樹

太田 明宏

奥田 太一
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金子真次郎

金原 旭成

神野 健

川本 徹

木下 淳

楠瀬 博明



修士論文題 目

18.Ⅱaldanegap反強磁性体NENP及びTMNINの磁場中秩序の探索

19.金屑人工格子のメスバウアー分光

20.スピン偏極逆光電子分光装置開発

21.希土類ヘキサボライドの光電子､逆光電子分光

22.有機分子磁性体の研究

23･鋼軟化物超伝導体における電荷揺らぎによるdcyペアの形成

24.分子動力学によるフォルステライトの圧力誘起非晶質相転移のシミュレーション

25.斜入射 MBE法によるGaAs 逆メサエッチ基板上に作製したGaAs/AIGaAs ェッジ

量子細線の評価

26.ユウロピウムカルコゲナイドのラマン分光

27.中性子照射 Siの格子欠陥

28.ⅠⅠ-ⅤⅠ族半導体の圧力誘起構造相転移とその分光的研究

29.有機物伝導体DCNQI-Cu塩のCll-NMR

30.Cu2Sb型金属間化合物 MnZnSb,MnGaGe,MnAIGeの磁性の圧力効果

31.瀬一次元無機物質超伝導体IncNb3Ⅹ4(X-S,Se,Te)の核敬気共鳴

32.Si(111)面上のGe表面変性エピタキシャル成長初期過程の研究

33.水酸化カルシウムの高圧単結晶構造解析一圧力誘起非晶質相転移の機構について-

34.固体ヨウ素の超高圧下でのホール効果

35.MBEによるGaAs 加工基板上の圭子細線構造の作製

36.SiCおよびⅠⅠⅠ-Ⅴ族窒素化合物の圧力誘起相転移

37･Cl/Si(111)からの光 ･電子刺激イオン脱離

38.GaAs段差基板上にMBE成長したInGaAsにおけるIn組成の横方向変化

39.立方晶ベロブスカイト型 Mn化合物の電子状態

大阪市立大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻

1.N-イソプロピルアクリルアミドゲルの体積相転移における圧力効果

2.軟X線用多層膜回折格子の回折効率

3.CE30Ⅱ,Z/8バンド･スペクトル線圧力広がりの光音響測定

4.高効率波長可変ラマンレーザーの波形解析

5.熱陰極電離真空計型 トランスファーゲージの試作
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幸田 幸宏

小林 康浩

重岡 浩昭

志野 直行

瀧口 雅史

辻 俊伸

出島 雅美

冨田 信之

畑農 菅

藤本 亮二

堀口 剛司

増田 浩己

松崎 宏泰

松本 真治

安田 時行

矢野 公一
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志水 久

中本 知伸

川島 勉

岡部 浩史

高瀬 祥司

足利 朋義



修士論文題目

6.F中心の共鳴二次発光スペクトルの温度依存性

7.GaAs/AIAsタイプ-II超格子の準直接遷移型励起子発光に対するr-X混成効果

8.RbI薄膜結晶の光学特性

9.メゾスコピック系における磁場中の電気伝導:Stadium/CircleBilliardsでの比較

10.4hard-diskビリヤード:カオス散乱の半古典論と圭子論

ll.S-1/2三角格子反強磁性体のSpin-Peieds転移

12.熟電離型イオン源による各種イオンビーム生成:Tl+ィォン､Li~イオン

関西学院大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.X線回折法によるKl_C(NH4)CI結晶のガラス転移の研究

2.FokkerPlanck方程式に対する結合ガウス分葡近似

林 啓二

今滞 克之

大橋 輝彦

伊藤 健

奥田 敏弘

山岸 大治

塚原 秀和

梶木 卓

伊賀 淳郎

3.高分子鎖のフラクタル次元と非線型緩和一格子模型を用いたSAWの統計力学的アプローチ- 今坂 正博

4.チトクロムC断片と断片複合体の構造形成一平衡論および速度論的研究-

5.計算機シミュレーションによるNiAl/AIAs界面構造の解析

6.混晶系Cdl_cZncTeに於ける強誘電性相転移の理論的研究

7.FerIOelectricBehaviorsinSemicondllCtiveCdl_cZncTeAlloys

8.EPOXY樹脂への溶媒吸収および膨潤現象に関する研究

甲南大学大学院 自然科学研究科 物理学専攻

1.フォトデタッチメント反応による､中性水素原子ビーム発生装置の開発

2.レーザー牌射型金属蒸気イオン源の開発

竹中 秀和

津田 有三

長堀 貴俊

米田 安宏

和田 健

福原 宏

向春 保里

3.ExperimentalStudyofFormationKineticsinaDischarge-PumpedF2Laser 高橋 美保

4.ExcitonicEnergyStatesandExcitonRelaxationDynamicsinCoroneneCrystalS中谷 茂

5.PelaxaiionofExcitonsfromthe_FreeExcitonStatetotheSelf-napped 中村 正

ExcitonStateinPyreneSingleCrystals

岡山大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.-次元S-1/2反強磁性鎖における横磁場効果

2.極低温4軸X線回折計を用いたK2S04の構造解析

3.UPt3のB相の磁気的不安定性と安定構造について

森 重責

小島 憲二

榎本 直樹

4.重い電子系の超伝導体UPt3の臨界圧力下における温度一 敬噺日図の数値計算による研究 平野 芳彦
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修士論文題 目

5.α-ZnP2の光学的性質

6.ESRによる有機強磁性体β相pINPNNの研究

7.YIGにおけるマグノン系自励発振の分岐現象

8.不規則Fe-Co合金のX線磁気円二色性による研究

9.固相反応法による鉄シリサイド形成過程と価電子帯電子構造

10.電子線を用いた薄膜接合系の非破壊分析のモンテカルロ･シミュレーション

ll.Si単結晶基板上へのPbTiO3薄膜の作製とその評価

岡山理科大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻

1.四角故の相転移の理論的研究

2.OptimizedBondOrbitalModelforC60

3.準結晶の安定性に関する理論的研究

4.硫安系混晶【(NH4)1_nRn]2SO4,(R-K,Rb,Cs)の相転移

5.だ向相転移理論とX線散乱旗度

6.重イオン衝撃による周体表面からの2次電子放出

7.TiD個体樟的に対する垂水クライスター衝撃における加速効果と核融合収量の評価

8.高圧溶融法によるZnSe単結晶の育成

9.固体表面および磁場による水の物性の変化

10.ねじれ振り子による圭子渦系の研究

ll.バイプレイティ.yグ.リード法による磁束ピン止めの研究

12.新しい希釈冷凍機の特性と超低温温度測定の研究

広島大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.PaJametricXRadiationfromThickCrystal(厚い結晶からのパラメトリックX線)

2.アルミニウムー希土窺元素希薄合金における低磁場電流磁気効果

3.超高真空原子間力顕微鏡による化合物半導体へき開面の観察

4･走査型原子間力/トンネル顕微鏡によるシリコン表面の研究

5.静電気力顕微鏡による帯電現象の3次元的観察

6.超音波によるセリウム三元化合物の4J電子状態の研究

7.CeRu2の超伝導 一熟的･弾性的性質の磁場効果-
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修士論文題目

8.UNiSnの磁気相転移と構造変化

9.Sr2_cLaqRu04の電気伝導と磁性

10･La2-y-cNdyBacCu04の構造と超伝導

愛媛大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.鉄基アモルファス合金(Fe-Y)の磁性

2･Y2Fe17lCMGNf(M-Si,Al)金属間化合物の磁性

3.超急冷ホイスラー合金Cu2MnAll_cYぉの構造と磁性

4.超イオン導電体Nal+2cZr2_cM･C(PO4)3-NlM-Mg,Mn;N-A1203]の

イオン伝導とその弾性的性質

5.Nb,YBCO及びBSCCOの静磁気特性と臨界電流

九州大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻

1.高速飛糊体の加速過程を連続的に吉己録する新しい光学計測法

2.高感度干渉計利によるレーザアブレーション過程に関する研究

3.無機強誘電体PZT薄膜の異常光起電力(APV)効果

4.卵白ゲルの乾燥過程における力学物性変化

5.MD法による平面衝撃波伝播の計算と非可逆性に関する研究

6.S-1一次元ハイゼンベルグ反強磁性体TMNINと圭子モンテカルロ法による数値解･

効兵相互作用が競合するS-1/2-次元イジング系物質TMCONの磁性

～Ⅱalda,ne系物質TMNINとの対応

7.モデルポテンシャル法を用いた分子軌道計算における分子及び固体の電子状態

8.時間分解表面波測定によるタングステン酸ゾル･ゲル転移における動力学的研究

琉球大学大学院 理学研究科 物理学専攻

1.プロトンNMRとCuNQRによる酸化物高温超伝導体の反強磁性相の研究

2.t-Jモデルにおける反強磁性相の擬フェルミオン温度Green関数による取扱い

3.液体の静的構造:固体壁近傍の静止流体における原子分布

4.七一Jモデルにおける超伝導相の擬フェルミオン温度Green関数による取扱い
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