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修士論文題目 (1995年度)

北海道大学大学院 理学研究科 物理学専攻

ク エ学研究科 応用物理学専攻

山形大学大学院 理学研尭科 物理学専攻

東北学院大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻

茨城大学大学院 理学研究科 物理学専攻

筑波大学大学院 物理学研究科 物理学専攻

', 工学研究科 物理工学専攻

,̂ ', 物質工学専攻

埼玉大学大学院 理学研究科 物理学専攻

千葉大学大学院 理学研究科 物理学専攻

東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻

,̂ 工学系研究科 物理工学専攻

', '/ 超伝導工学専攻

お茶の水女子大学大学院 理学研究科 物理学専攻

東京都立大学大学院 理学研究科 物理学専攻

中央大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

早稲田大学大学院 理工学研究科 物理学及応用物理学専攻

明星大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

新潟大学大学院 理学研究科 物理学専攻

富山大学大学院 理学研究科 物理学専攻

福井大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻

信州大学大学院 理学研究科 物理学専攻

名古屋大学大学院 理学研究科 物理学専攻

京都大学大学院 理学研究科 物理学第-専攻

/, 'y 化学専攻

', 人間 ･環境学研究科 人間 ･環境学専攻

'/ ', 文化 ･地域環境学専攻

大阪大学大学院 理学研究科 物理学専攻

/y 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

広島大学大学院 理学研究科 物性学専攻

九州大学大学院 理学研究科 物理学専攻

福岡大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻
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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.SrTi03の量子常誘電領域におけるセントラルピークの異常

2.プ リルアシ散乱によるLi2Ge7015の強誘電性相転移機構の研究

3.ラマン ･アリルアン散乱によるKHC03の相転移機構の研究

4.0次元水素結合系物質K3D(SO4)2の高圧下ラマン散乱

5.パルス誘導光散乱法の開発 と構造相転移への応用

6.重い電子系化合物 UPt3の超伝導相の磁気的性質

7.重い電子系化合物 URu2Si2の弾性的性質

8.高温超伝導体の混合状態におけるホール効果

9.RPd2A13(氏-Pr,Nd),CeNi2A13およびU｡Thl_｡Pt2Si2の核磁気共鳴

10.Cuスピネル磁化物のNMR

ll.ZnSe-MgS超格子中の励起子

12.CdMnTeの赤外発光

13.溶液中β-カロチンのフォトンエコー

14.ソルビトールC6H8(OH)6の 10-5- 106Hzにおける誘電緩和

15.RSl_｡ARS｡混晶 (x-0.28)の強誘電相の結晶構造

16.ポリマー中色素における光学位相緩和現象の解明

17.ZnSe系超格子の励起子分子の研究

18.電子ラマン散乱分光による酸化物高温超伝導体の電子応答の研究

19.ZnSe量子井戸における励起子の過渡的縮退四光波混合

20.フォトニックバンド構造のモード解析 とブラッグ反射の測定

21.6配向子モデルによるKDPの散漫散乱

22.動的クラスター変分法による分布関数の時間発展

23.強相関遍歴電子系のキュリーワイス別の新 しい微視的理論

24･真空蒸着法による有機導体 (BEDT-TTF)2Ⅰ3の薄膜成長

25.(TMTSF)2C104の超伝導相近傍における乱れの効果

26･(TMTSF)2C104におけるSDW のネライデ ィング

27lSTM/STSによるBi2Sr2CaCu208+6の局所電子構造に関する研究

28.La2_｡Sr｡CuO4超伝導体におけるCuサイト不純物効果

29･La2-｡-yNdyBa｡Cu04の構造相転移と超伝導
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渡辺 学

渡辺 俊雄

高坂 繁弘

渡辺城太郎

吉岡 伸也

池田 昌隆

桑原慶太郎

鈴木 岳

大久保秀俊

辻 成悟

熊野 英和

豊 耕司

早坂 知行

鈴木 大輔

本間 忠明

内田 知宏

鳥羽 功一

麻山 展男

栗林 亮介

福島 徹哉

仁神 崇

川田 明良

尾上 宏治

下谷 啓

岡島 良樹

星川 晃範

阿部 倫久

柴田 朗宏

坂本 隆其



修士論文題目

北海道大学大学院工学研究科応用物理学専攻

1.ランダム磁場下の2次元電子系 一 局在性に関する有限サイズ ･スケーリング解析 一 後藤 佳史

2.2次元フォトニック ･バンド構造 一 美空間における数値計算 -

3.強局在振動モードの非線形寿命

4.非線形ランダム格子系におけるモード単色化現象

5.DetectionofLaserDiodeFrequencyShiftbyShortPulseIrradiation
(喪光パルス照射による半導体レーザ周波数シフトの検出)

6.強騒音下における未知音源の探索

7.ブラインドデコンポリューション法による光子数制限された天体像回復

8.カルコゲナイドガラスにおける光誘起異方性の測定

9.tip-tilt制御による高空間分解能天体分光法

10.Ag-As-Sガラス中のイオン伝導に関する研究

ll.極地氷床中の空気包接水和物結晶におけるゲスト分子の配向

12.高周波電気伝導度測定による氷床コア中の酸の解析

13.ラマン分光法によるCO2クラスレート･ハイドレートの生成過程に関する研究

14.氷 Ihにおける二種類の水素結合に関する研究

15.NMRによるpoly(β-n-propylL-asparta,te)のヘリックスセンス反転に関する研究

16.磁気共鳴によるGellangum とMn(ⅠⅠ)との相互作用に関する研究

17.X線散漫散乱の測定によるNi-Si合金の局所原子配置

18.Cu-Al-Mn合金の等温時効によるマルテンサイト変態温度の変化

19.Cu-Zn-Al合金マルテンサイト相の時効による規則構造変化と安定化

20.Ag-Zn合金β相の規則構造変化と相変態

21.DNA塩基配列における生物種によらない普遍的な長距離相関

- イントロン形成モデルの提案とそれによる長距離相関形成の検証 -

22･高温超伝導体 CaLaBa･Cu30yの熱電能

23.ピン止めされた周期的媒体の流動現象における時間的秩序化過程とその臨界性

- 電荷密度波のノイズスペクトルによる検証 -

24.鋼酸化物 Bi2Sr2CuOyの超伝導と低温比熱

25.高非線形ファイバーにおけるフェムト秒非線形屈折率応答に関する研究

26.フェムト秒時間分解縮退 4光波混合分光法による有機材料の3次元非線形光学特性に

関する研究

27.立方晶 (110)面における表面弾性波 - waterloadingの効果-

28.二次元周期超格子におけるフォノンの透過率
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ジョデ イ･ヘリ

中野 実

原 邦夫

サソノ ･ラハルジョ

焦 燥

井上麻由美

野谷 盛仁

穂積 綱樹

宮本 陽子

池田 倫子

杉山 健

高木 菅史

深洋 裕

風間 友江

川原 聡

大坂 恵一

杉野 幹二

高橋 邦治

星 裕之

寺本 貴宏

林 浩 一

松田 健一

真山 博幸

伊藤 民武

斉藤 健

他端 厚

佐川 泰久



修士論文題目

29.異種媒質中にある量子ドットの音響フォノンモード

30.時空間干渉効果に依存 した光のスペクトル変化

31.直交偏光の金属粗面散乱に伴 うりタデ-ション測定

32.雑音要因に無感な高感度干渉型光ファイバ磁歪センサ

33.水中における強非線形音響衝撃波の伝播

34.半導体量子ドットの電子状態と電子間相互作用

35･GaAs/AIGaAsヘテロ接合の低電子濃度領域における電子移動度

36.半導体量子 ドットにおける磁化のゆらぎ

山形大学大学院理学研究科物理学専攻

1･二次元物質 (C2H5NH3)2CdC14の固有発光

東北学院大学大学院工学研究科応用物理学専攻

1.Fe上_｡Ru｡Sb2(0≦I≦1)の結晶構造 と電気的性質

2.CoS2_｡As｡系化合物の磁気的および電気的性質

3.クロムテルル系化合物の磁気体積効果

4.Cu3Au型鉄族規則合金の磁気体積効果

茨城大学大学院理学研究科物理学専攻

1.X線異常散乱法を用いたAgBrの構造解析

2.小 自由度カオスのコントロール理論

筑波大学大学院物理学研究科物理学専攻

1.'Gri凪ths相'におけるIsingスピングラスの平衡緩和現象

2.Hllbbard模型における強磁性 一 密度行列 くりこみ群の方法による解析 -

3.金属-絶縁体転移系Li｡Mgl_｡V204のNMR

4.DynamicsofexcitonsandexcitonicmoleculesinhighlyexcitedCllClnanocrystals
(高密度励起下におけるCuClナノクリスタル中の励起子 ･励起子分子のダイナミクス)

5.GaAs半導体中のドライプロセス導入欠陥の研究

6.吋 の新 しい電子状態

7.走査 トンネル顕微法の低温物理研究への応用
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鈴木 啓司

鎌田 理之

長嶋 直紀

相川 真弘

村上 裕一

鈴木由希子

田村 圭

手塚信一郎

山田 壮克

千葉 朗

津田 克則

菅原 康洋

書田 剛

橋本 理夫

安田 浩史

小森 達雄

坂本 晴美

茂川 和裕

池沢 道男

石井 稔浩

青井 裕

丹 博樹



修士論文題目

8.固体ヘリウム3薄膜の低温比熱

筑波大学大学院工学研究科物理工学専攻

1.超球座標法によるクーロン三体系の研究

2.周回路における交通流

3.CsCuC13の結晶構造と磁気対称性

4.白色光マイケルソン干渉計を用いた線形および非線形超高速分光

5.10mBeamAnalysisofBondElectronDistributioninSingleCrystals

(単結晶隼おける結合電子分布のイオンビーム解析)

6.非結像光学系による最適波面分布の実現

7.ポンプ ･プローブ法による1次元フォトニッククリスタルの非線形光学特性の評価

8.2次元フェルミオンの数値計算の工夫

9.Diskモデルによる滑り現象の研究

10.相互作用する二次写像系の分岐現象

ll.砂山モデルに見られる状態の再帰性

12.半古典手法による電子 ･原子衝突の研究

13.フラーレン単結晶における光誘起効果

14.非晶質半導体 Sb2Se3膜の光誘起結晶化

15.(GeS2)1_｡(Bi2S3)｡系非晶質半導体の高圧下の光物性

16.有限なサイズをもつ系の光学的及び熱的性質

17.遷移金属イオンを含むナノ構造の作製とその物性の評価

18.Bi系銅酸化物超伝導体の常伝導相における磁性の研究

19.BaPblーDBi｡03の光吸収による電子構造の研究

20.ThestlldyofNi-sllbstitutioneffectofsinglecrystallineBi21Sr2CaCu208_6
(Bi2Sr2CaCu208_6単結晶におけるNi置換効果の研究)

21.Co低濃度領域のCoAg薄膜の磁性と伝導現象

22.ガスデポジション法により作成した強磁性体金属ナノクリスタル膜の磁気特性

23.固溶系であるFe/非磁性遷移金属グラニュラー膜の磁気抵抗効果

24.NaNiO2単結晶作成と評価

25.マルテンサイト変態を示すAu-Cd合金のカイネテイクス

26.層間化合物 Cu｡TiS2の構造

27.ゾル-ゲル硝子にドープした色素分子の永続的ホールバーニング
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八幡 和志

坂本 有能

信濃 草書

小磯 武

藤 貴夫

田辺 淳

梶川 雅史

上田 浩

石塚 徹

大野 修治

緑川 菅史

山本 一久

田中 知也

大野 一隆裕

坂倉 真之

谷山 実

野木 健一

蓑 陽一

時田 裕文

山本 祥万

上野 健一

風祭 貴保

塩沢 光一

清水 大輔

藤川 範幸

松尾 隆二

州分 倫子

高橋 直樹



修士論文題目

筑波大学大学院工学研究科物質工学専攻

1.酸化物高温超伝導薄膜への準粒子注入効果と電界効果の研究

2.InP中ドナークラスターの電子状態

3.電子スピン共鳴法による水素化アモルファス Si中の局在準位の研究

4.水素原子援用分子線エピタキシ一法によるSi基板上 GaAsの太陽電池への応用

5.酸化物超伝導体 La2_=Sr｡C1104単結晶の磁化特性に関する研究

6.アモルファス合金の安定性に及ぼす水素の影響

7.原子状水素援用分子線エピタキシ一法によるGaAs/Geヘテロ成長

8.超高純度銅の転位の運動に関する研究

9.ホットウォール法による希薄磁性半導体 Pbl_｡Mn｡Te薄膜の作成とその磁気抵抗測定に

よる物性の研究

10.Ti-Ni-Fe合金におけるR相変態の電子顕微鏡による研究

ll.V3Siテープの磁束 Pinning特性

12.Ag薄膜の力学特性に関する研究

13.B-C(-N)系グラファイト様化合物及びその高圧相の合成と性質

14.分子線エピタキシ法によるMnSb薄膜の作製とその磁気光学効果の研究

15.Si(111)基板上へのB吸着による原子層ドーピングとB吸着表面の安定性

16.YBCO型単結晶における磁気抵抗の角度依存性と負磁気抵抗

17.Ti-Ni系合金の二方向形状記憶効果

18.Ti-Ni-Cn合金薄膜の形状記憶特性

19.浮遊帯溶融法によるTi-Ni-Feの合金単結晶の作製と評価

20.アモルファス合金中の水素の拡散挙動に関する研究

21.CeRu2Ge2のドハース ･フアンアルフェン効果

22.一次元炭素結晶の構造最適化

23.酸素固体の電子状態に関する第-原理研究

24.Ti-Ni系合金におけるR相の時効効果とマルテンサイト変態の応力ヒステリシスに

関する研究

25･Pb(Fel/2Nbl/ら)03における散漫相転移のメスバウア-分光と誘電率測定による研究

26.Ni-Al-Mn合金におけるマルテンサイト変態の研究

27.Ti-Pd-Ni系合金の高温形状記憶特性改善に関する研究

28.固体金属における炭素拡散係数の圧力 ･温度依存性 と鉄系金属の相変態

29.過剰庄法における温度勾配の影響及び融剤金属とグラファイトの共晶温度の測定
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有江 寛之

石山 武

梅田 亨英

川端 章夫

児玉 安広

柴崎みどり

須藤 篤史

関 善仁

竹内 孝

多見谷 隆

根本 善弘

原田 宣

増田 佳丈

宮西晋太郎

森 亮介

山田 重樹

中条 至誠

橋永 貴典

山村 秀一

石井 たみ

池沢 晴久

加藤 弘樹

堀 祐三

高妻 誠

関堂 宏

張 到松

鈴木 裕

庄司 敦史

高鍋 隆一



修士論文題目

30.酸化物高温超伝導薄膜のバイエピタキシャル接合

31.Lal.5】〕al.5Cu3_IFe｡Olの結晶構造

32.NdSr2Cu3-｡M｡Oz(M-Nb,Ta)の結晶構造

33.Y系銅酸化物超伝導体単結晶の作成と磁気抵抗測定によるPr置換効果の研究

34.レーザーアブレーションにより生成されるSi発光粒子の挙動と発光分光

35.GaAs基板上へのGaNのMOMBE成長

36.Clドーピングにより誘起されるZnSe中の結晶欠陥の構造解析

一 拡張X線吸収微細構造解析法 -

37.拡張X線吸収微細構造解析によるClドープZnTeの評価

38.レーザーアブレーションによるSi中オフセンタ-Nの非平衡ドーピング

39.Bi系酸化物超伝導体薄膜のジョセフソン接合への応用

埼玉大学大学院理学研究科物理学専攻

1.磁気的性質にみるマグネタイト(Fe304)の10K付近の異常

2.スメタティック液晶中におけるプローブ分子の拡散運動

3.混合境界条件によるスタジアムビリヤードでの量子一古典対応

石田 祐一

木原 賢

谷口 扶美

星 博之

飯塚奈美子

竹内 淳

小川 卓史

小林 高志

有田 康彦

五月女博明

鈴木 成己

古揮 功一

松邑 勝治

千葉大学大学院理学研究科物理学専攻

1.タングステンブロンズ型強誘電体物質Ba2NaNb5015の低温における短距離秩序 菖蒲 敬久

2.包接化合物Thiourea一cc12Br2の分子間相互作用による構造相転移 高木 淳

3.中性子散乱による層間化合物Fe=TiS2の磁気相転移と結晶構造 本多 秀夫

4.複数波数による変調を受けた異方的強結合超伝導についてのElia5hberg▲方程式の数値的研究 須江 信洋

5.異方性媒質中のフォトニックバンド構造 西沢 秀樹

6.スピン･バイエルス物質CllGeO3単結晶試料の核磁気共鳴 一 電子状態と核磁気緩和 菅原 英

7.低次元化合物磁性体の非線形帯磁率 成田 直之

8.ホール ･ドープ系マンガン酸化物La2_=Sr｡MnO4,Lal_｡Sr缶Mn03の磁気的性質 渡辺 利幸

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻

1.ElectronicStrllCtlユreOfHelicallyCoiledCarbonNano-Tubes

2.MotionofMatrixElementsandClassicalandQuantumIntegrableSystems

3.OpticalResponseofQuantumHallSystems
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赤木 和人

阿久津利直

浅野 建一



修士論文題目

4･QuantumStateandDynamicsoflnterstitialHydrogeninCrystallineSilicon

5.核磁気共鳴法から見たホウ素炭化物超伝導体の磁気的性質

6.(NH3)K3C60結晶の構造相転移

7.新 しい分子性導体ペンタセンの帯磁率

8.ベロフスカイト型酸化物における電荷整列相転移の分光的研究

9.Photoemissionstudyoftwo-dimensionalMott-Hubbardsystems:La2_=Sr｡CuO4
andL礼l.17_｡Pb｡VS3.17

10.SusceptibilityoftheAntiferromagneticHeisenbergChainatZeroTemperature

ll.CaVO3_β系における微視的磁性の核磁気共鳴法による研究

12.ⅠⅠⅠ-Ⅴ族希薄磁性半導体の磁性と伝導

13.StatisticalPhysicsofInterfaceGrowth

14.カーボンナノチューブの電気伝導と磁場効果

15.NllmericalStudyofthe3-dimensionalGaussianlsingSpinGlassinaTransverseField

16.Quantllmtllnnelingofasingle且uxoninalongJosephsonjunction

17.強磁場高圧下におけるMn3GaCの磁気的な振舞

18.第 3音波を用いた超流動ヘリウム膜のKosterlitz-Thouless転移の研究

19.精密非線形分光によるCuCl励起子分子の分散関係の研究

20.周期的アンダーソンモデルとRVB基底状態を持つ可解モデル

21.CeR112B2とその類似化合物 CeRumBnの低温物性

22.2光子合光法によるCu20励起子系の共鳴発光の研究

23.Photoemissionstudyofintermetal1icsuperconductors･.Boro-carbidesand
Chevre1-phasecompounds

24.S-1､一次元反強磁性物質Y2BaNi05の中性子散乱研究

25.強磁性金属を含む微小接合における伝導現象

26.自己モード同期フォルステライト･レーザーを光源とする時間分解分光装置の製作

27.Co(Sl_正Se｡)2の遍歴電子メタ磁性

28.ピコ秒時間分解 CARS分光装置の製作とその応用

29.電子回折および走査 トンネル顕微鏡によるSi上の金属吸着構造の研究

30.ヘリウム液面上Wigner結晶における特異な伝導現象

31.新しい Ce-NHn系金属間化合物の低温物性

32.NiS2における輸送現象の圧力効果

33･AStudyofSi(100)/HSurfacebytheTight-BindingMolecularDynamicsMethod
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石井 賢司
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大岩 顕
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杉田 篤史
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関根 佳明

田上 勝規



修士論文題目

34.Si(111)上のInの吸着構造と表面電気伝導

35.LaCoO3結晶の金属一絶縁体転移

36.MotionofCurvesSpecifiedbyAccelerations

37.フラーレンC76結晶の構造と相転移

38.2価イオンをドープしたPr3+:YAGにおける永続的ホールバーニング

39.Ce3Pd2｡Si6における電子比熱と輸送現象の圧力効果

40.ハバード模型におけるハーフ ･フィルド付近の考察

41.Vortexdynami csinthinsuperfluid4Hefi1msabsorbedonporousglasses

42.半導体発光素子における量子雑音

43.擬一次元ハロゲン架橋金属錯体の超高速緩和過程

44.2光子分光による磁場中の Cu20励起子の研究

45.VariationalMonteCarlostudyofthethree-bandHubbardmodel

46.EffectsofUmklappScatteringonElectronicStates

47.XXZモデルの諸問題

48.Cll-01次元鎖結晶の光物性

49.微小 トン右 レ接合におけるクーロンプロツケイドの研究

50.QllantumDepinningofChargeDensityWave

51.One-ParticleSpectralWeightoftheTwo-DimensionalHubbardModel

52.SupercondllCtOr-tO-InsulatorTransitioninSuperconductingGranularFilms

53.PhotoemissionstudyofweaklymagneticY(Col一｡AI芯)2

54.ElectroabsorptionandFemiOsecondFluorescenceinSubstitutedPolyacetylenes

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻

1.反射分光法による色素単分子膜の均一帽の研究

2.非古典光の発生と量子カオス

3.すれすれ入射条件下の動力学的X線非対称反射の研究

4.近接場光学顕微鏡の試作

5.流動場下における線状 ミセル系の準弾性光散乱

6.PhaseConjugationWaveGenerationfromSemiconductorMicrocavities
(半導体微小共振器による位相共役波発生)

7.電場下における強誘電性液晶のゆらぎのダイナミックス

8.液晶性分子等方相の高分解能光散乱スペクトロスコピー
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修士論文遺目

9.領域分割法の自由境界問題への応用

10.STM トンネル電流における1/fゆらぎの物理的起源

ll.新構造を有する間接遷移型半導体量子井戸の発光特性

12.高輝度放射光のためのX線分光器

13.ポリマー微小球レーザーの開催特性

14.回転楕円ミラー型電子分光器の開発と内部転換電子放射への応用

15.HolographicManipula,tionofRareGasAtoms
(ホログラフィック法による希ガス原子の制御)

16.Si(113)表面のGa吸着構造の研究

17.X線領域の強度相関

18.Mg-Zn-RE(RE:希土類元素)系準結晶の電気伝導

19.ラングミュア膜の気液相転移と臨界現象

20.結晶性高分子混合系の相溶性と結晶化

21.2次元電子系に導入された歪ポテンシャル変調の磁気抵抗振動による研究

22.交流磁場を使った中性原子の磁気光学 トラップ

23.準弾性光散乱法による蛋白質結晶成長初期過程の研究

24.超伝導ネットワークの磁場中超伝導状態の研究

25.疑似位相整合有機導波路による光第2高調波発生

26.正10角形相準結晶の近似結晶の構造と電気伝導

27.メガガウス超強磁場における輸送現象測定技術の開発と高温超伝導体､半金属-の応用

28.外部励起型フォトリフラクテイブ位相共役鏡の高性能化の研究

29.立方晶 GaNのMOVPE成長とその評価

30.高周波放電プラズマと放電電極表面との相互作用についての研究

31.α-(BEDT-TTF)2KHg(SCN)4の電子基底状態

32.GaAs(lln)面上歪量子井戸の光学異方性

33.表面下不純物原子に局在する電子のSTM直接観察

34.常微分方程式に対するSinc-Galerkin法の研究

35.量子ホール系の端状態と量子輸送現象

36.狭バンド幅X線モノクロメーターの開発

37.AFM による高分子ブレンド系の研究

38.不等間隔X線干渉計

39.パラメトリック増幅による超短パルス波長可変紫外光源
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森成 隆夫

失橋 牧名

山口 秀樹

山崎 裕史
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修士論文題目

40.ポンプ ･プローブ法を用いた高次高調波のパルス幅と希ガスイオンの再結合時間の測定

東京大学大学院工学系研究科超伝導工学専攻

1.高温超伝導体のスピン ･電荷秩序

2.高温超伝導体のマイクロ波応答

3.Nd4Ba2Cu2010lBa3Cu508系擬2次元平衡状態図に関する研究

4.フラーレンとその化合物の合成と物性

5.非ラッチングモードにおける単一磁束量子論理回路の解析

6.層状化合物のトンネル物性

7.微小交流磁界重畳法による酸化物超伝導体の磁気測定

8.高温超伝導体のZn置換効果

9.水への酸素溶解に対する磁場効果

10･Bi2Sr2CaCu208+yの混合状態におけるマイクロ波応答

ll.パイライト型 Ni硫化物の強相関絶縁体 一金属転移

12.新規酸化物超伝導体の設計と合成

お茶の水女子大学大学院理学研究科物理学専攻

1.クレーター形成率と大量絶滅の統計的相関

2.非平衡開放系の集団運動 一 結合振動子系と群れ -

3.光カー効果による超高速緩和現象の時間領域計測

4･TheoreticalStudyofTwo-electronExcitedStatesinHeH+Molecular二on

5.交換相互作用競合系 Fe｡Mnl_｡Ti03の交流帯磁率

東京都立大学大学院理学研究科物理学専攻

1.2次元乱流のモデルシミュレーション

2.-横流中で回転振動する円柱の誘起する二次流について

3.一次元フェルミーバスター ウラム格子におけるフォノン数ゆらぎ

4.CMLのフローズン ･ランダム ･パターンのアトラクターの有効次元

5.ランダム磁場イジングモデ)I,の相転移

6･高温超伝導体 R(ヨal_｡Sr｡)2Cu307(R=Yb,Pr)の3d内殻光電子分光法による
f電子数の評価
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修士論文題目

7.ポリアニリンフイルムの電子状態 - スピンダイナミクスを主 として -

8.TTF-TCNQの磁気共鳴

9.AIC60(A-Rb,Cs)の核磁気共鳴

10.ハロゲンをドープ したフラーレンの物性

ll.温度可変型極低温移動管装置の開発

12.モットーハバード型酸化物 BaBil_CMC03の電子構造

中央大学大学院理工学研究科物理学専攻

1.不均一磁場下の量子ホール効果

2.シミュレーション回路による2次元準周期系の研究

3.鉛直に置いたガラス管中を流れる粉粒体の挙動

4.超高圧下における金属中の酸素の原子体積 と圧縮特性

5.1次元準結晶の格子振動についての回路による検証

6.細菌コロニーの成長界面における自己アフィン性

7.磁場とカオス 一 周期ポテンシャルと磁場の下における電子の古典及び量子論的ふるまい

8.予測問題に応用されたニューラルネットワーク

9.強いマイクロ波の下での半導体の動的不安定現象

10.Callan-Syman乞ik方程式による質量生成

ll.高水素庄下におけるニッケル水素化物の空孔生成

12.自己組織化臨界現象の計算機シミュレーションと平均場近似

13.導電性ポリアニリンの電気的輸送現象

14.熱変成高分子の電気的輸送現象

15.相互結合型ニューラルネットワークによる組合わせ最適化問題の解法について

16.Bi2Sr2CaCu208+6単結晶の局所磁化緩和率の測定

17.確率的セルラオートマ トンとdiode-resisterNetwork

18.ポリマーの自触媒作用による複製

19.シミュレーション回路による一次元準周期系格子とその格子から作 られる中心対称格子

との関係

20.局在電子 ･格子系の多重安定性

21.強いマイクロ波下の2次元ホットキャリヤ現象の研究

22.滞れ成長界面のダイナミックス

23.bcc金属における水素誘起空孔の研究
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修士論文題目

24.C104をド･-プ したポリ (3- オクチルチオフェン)の電子スピン共鳴

早稲田大学大学院理工学研究科物理学及応用物理学専攻

1.チャネリング条件下でのパラメトリックX線放射の動力学的理論

2.量子モンテカルロ法による永久電流の計算

3.シュレーデ ィンガー方程式の数値的解法によるトンネル粒子の計算

4.異常巻 きアンモナイトの形態進化 一 非定常揺 らぎからのアプローチ ー

5.結合写像系地震モデルの時空間構造

6.伝染病モデルにみる内的ゆらぎとカオス

7.リード付 き卵形ビリヤードの分岐現象とその量子力学的効果

8.Qlladratictwistmapの相空間構造

9.Co-evolutioninNetworksofCollpledSimpleElements

10.ベロフスカイト型結晶の強誘電性

ll.LiNb03の強誘電性 と自発分極

12.強誘電体の変調構造 と2次元電子格子系

13.FerroelectricityinHoMn205

14.Time-ScaleandSpace-ScaleMagneticFluctuationsofYFeMnO4andLuFe(MnrMg1-=)04

15.Fe2Ti05の異方的スピングラス性

16.NdMnTi05の強誘電性

17.EuMn205の磁気及び誘電相転移

18.極高真空領域でのESDイオン

19.W<310>の高分解電界放出電子分光

20.Nb<111>チップからの電界放出電子分光

21.酸素吸着 LaB6(100),(110),(111)表面上の原子振動

22.六ホウ化 ランタンの表面フォノン

23.Al(111)面上のNa吸着の振動解析

24.Ag/Si(001)微斜面における高温時のステップの挙動

25.SurfacesegregationandsurfacestructuresinCu/Sisystems

26.走査型 LEED顕微鏡によるCu/Si(111)"5×5"ドメインの観察

27.C-BaTio3:Eu3+光ルミネッセンスの結晶場解析

28.カラギーナン水溶液の電気物性
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修士論文題目

29.高分子グルの高次構造

30.ACカロリメトリー法による相転移の研究

31.小角 X線散乱による超分子構造の研究

32.等温発光減衰式の理論的導入

33.ODESR法を用いてのガラス転移点付近でのラジカルイオン対再結合過程の研究

34.イオン照射による高分子固体内ミクロ構造変化の顕微 FT-IRによる研究 - Ⅰ

(イオンの物質へのエネルギー付与に関する一考察)

35.イオン照射による高分子固体内ミクロ構造変化の顕微 FT-IRによる研究 - ⅠⅠ
(G値とトラック半径について)

36.硫酸アンモニウムの光学活性

37.PLZT(8/65/35)の相転移

38.グルタミン酸結晶の光学活性

39.タンパク質リゾチーム結晶の光学活性

40.光第二高調波発生による分子超薄膜のオーバーターンの観察

41.フォトリフラクテイブ結晶を用いたノベルティーフィルターの開発とその特性評価

42.SHG顕微鏡による2次元メーカーフリンジ法の開発 と強誘電結晶の単分域化評価

明星大学大学院理工学研究科物理学専攻

1.Er原子の4d領域における多重光イオン化

2.ポーラスシリコンの発光機構

新潟大学大学院理学研究科物理学専攻

1.メソスコピックな時間領域における前駆ガウス過程

2.Hubbard-Beeby理論に基づ く超イオン導電体の低励起モードに関する研究

3.圧力下における固体 LiHの電子状態の理論的研究

4.2次元 Ising模型における相転移の理論的研究

5.高温超伝導体の異常な磁気的性質に関する理論的研究

6.液体金属及び溶融塩の静的構造並びに動的構造のシミュレーション

7.パラジウム合金一水素系の熱力学的性質の研究

8.核磁気共鳴法を用いた鋼カルコゲナイド超イオン導電体の研究

9.超イオン導電ガラスの超音波による研究
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松井 英幸

鈴木 宏克

後藤 隆弘

上川 裕之

長谷川 寛

浜中 建一

松本 英哉

池田 涼子

板垣 洋輔

内海 博三

横井 雅浩

可児 淳一

窪田 英吾

山本雄一郎

石島 博

井上 和久

板垣 和宏

牧野 斉

古谷 理

松本 好勝

大森 力

古石 貴裕

中村 暁子

長井美砂子

松下 真樹



修士論文題目

富山大学大学院理学研究科物理学専攻

1.比熱装置の立ち上げと希土類化合物の物性測定

2.テトラポッド型 ZnOの結晶学的研究

3.星間分子の実験室分光 I CH毒8oHのマイクロ波スペクトル

4,ⅠⅠⅠ-Ⅴ族化合物半導体結晶中の格子欠陥

5.CeNi2Ge2の単結晶作成とドハース効果

6.ギ酸メチル分子のマイクロ波分光

7.ダイオードレーザーの分光学への応用

8.希釈冷凍機によるmK領域の抵抗測定

9.フェルミオンによる量子群の表現

10.新 しいSm化合物の近藤効果

ll.波長可変炭酸ガスレーザーを用いた分光

12.高階微分を含む正準理論

13.遠赤外 レーザー分光

14.メタノール分子 (13cH30H)のマイクロ波分光

15.コヒーレントX線の回折と散乱

16.高温域の熱電能測定

17.フラクタル的関数について

18.準結晶およびその関連相の結晶学的研究

19.分子スペクトルの理論的研究

福井大学大学院工学研究科応用物理学専攻

1.XY三角格子RbFeX3(Ⅹ-Cl,Br)とIsing三角格子 CsCoBr3の磁性とNMR

2.基底一重項系の不純物効果

3.低温蒸着･pdハライド薄膜の光学的性質

4.3d6電子配置をもつイオン結晶の電子状態と磁性

5.ハルデン系NENPのESR

6.CdI2薄膜の分光学的キャラクタリゼーション

信州大学大学院理学研究科物理学専攻

1.立方晶ラーベス相構造をもつ金属間化合物の電子構造と磁性
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浅野 丈晴

阿部 聡子

池田 美穂

石松 直樹

大圏 仁

岡 一彦

荻原 俊一

金森 智修

上林 詩織

木村 光一

高木 茂王

中村 孝夫

永瀬 -

野村和佳子

原田 敬次

三輪麻里子

村上 智志

吉田 健司

段 云波

NoviGranito

増井 史則

丸山 弘

大原 幸彦

内川 徹哉

松岡 倍志

高木 清二



修士論文題目

2.赤外フーリエ分光による誘電体構造相転移発現機構の研究

3.希土類元素を含む金属間化合物の磁性

4.Smll｡Gd｡Co4BのNMR

5.金属間化合物 (Er,Y)2Co17の磁性研究

6.金属間化合物RMn6Sn6の磁性 (氏:希土類元素)

名古屋大学大学院理学研究科物理学専攻

1.ハイゼンベルグ模型と超対称 七一J模型に於ける2バンド効果

2.DCNQI塩における強相関電子の状態密度

3.CeCuA13,CeCuGa3のNMRによる研究

4･U2Cu=Ga17-3(8≦T≦12)の磁性

5.重い電子系 Ce化合物の高圧下NMR

6.UPt3の超伝導転移に伴う自発磁化の探索

7.hcp固体3主Ieの断熱消磁冷却

8.(CnH2n+1NH3)2CdCl4結晶中の励起子および電子正孔対の嬢和過程の研究

9.フェムト秒時間分解分光法によるKBr結晶中の正孔自己束縛過程の研究

10.2次元酸化物系 CaVnO2n+1(n-2-4),La3Ni207の物性研究

ll.ミスフイツJl化合物の金属一絶縁体転移と異常金属相

京都大学大学院理学研究科物理学第一専攻

1.C60薄膜及び単結晶の光学スペクトル

2.2次元超伝導体の､高磁場における臨界磁場H｡2の振舞い

3.スパース結合オートマタの力学的性質

4.量子固体 ･液体ヘリウム3における音波測定

5.レーザー励起ペンタセン分子を用いたナフタレン結晶中の陽子動的偏檀

6.m=2及びm=3の鋸歯状振動

7.ポリオチ尿素の非晶質強誘電性のX線異常散乱を用いた検証

8.Cr化合物におけるK発光スペクトルに関する研究

9.冷却原子におけるコヒーレント過渡現象

10.非局所結合素子系の時空カオスとその特異性

ll.自由空間中に作製したカルコゲン･マイクロクラスターの安定性
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脇田 博美

毛利 有延

梅滞禎一郎

解 淑燕

菱田 知成

板倉 利文

鈴木 慎一

青山 了

今村 和貴

杉原 信明

神原 浩

安田 祐子

高橋 一郎

山田 健治

谷口 聡

安井 幸夫

秋元 郁子

石田 英一

佐々木 徹

志賀 仁

社家 -平

祐川 光成

鶴谷 直樹

栃尾 連紀

豊田 健二

中尾 裕也

早川鉄一郎



修士論文題目

12.超流動ヘ リウム4膜に吸着された2次元偏極原子状水素の超流動転移の探索

13.インパルス結合ニューラルネットワークの力学的性質

14.超流動ヘ リウム中の核生成における巨視的量子 トンネル現象

15.融液薄膜におけるアイソタクチックポリスチレンの結晶成長

16.中性子散乱による液体カルコゲン混合系のダイナミクスの研究

17.ラメラ系のUndulationlnstabilityのダイナ ミクス

18.ポリアセチレンの極低温下高導電性に関するドーパントの効果

19.液体ヘ リウム中のアルカリ原子からの赤外発光

20.準光学伝送を用いたミリ波電子サイクロトロン加熱系

21.有機超伝導体 FC-(BEDT-TTF)2X
(Ⅹ-CulN(CN)2]Cl,CulN(CN)2]Br,Cu(CN)tN(CN)21)の圧力下におけるFermi面

22.CoaTSenlngTwinFormation

23.Lockedmodeの構造

24.工 pモデルの-粒子スペクトル

京都大学大学院理学研究科化学専攻

1.クロリン二量体の合成 と物性

2.電子移動反応の反応自由エネルギー曲線の研究

3.分子性超伝導体 rc-(BEDT-TTF)2CulN(CN)21Clの作製と物性

4.1,4- ジアミノアントラキノン(DAAQ)をドナーとする電荷移動錯体の構造 と物性

5.金属一配位子錯塩を成分とした有機伝導体の開発

6.RISM-SCF法によるメンシュトキン反応の溶媒効果について

7.アセ トン分子の光解離反応に関する研究

8.N年3分子におけるBerry位相効果に関する研究

9.9,9｣ ビアントリルー水およびアルゴンクラスターの励起状態ダイナミックス

10.超臨界流体中における電荷移動反応の研究

ll.ラマン分光法を用いた液体ベンゼンの構造の研究

12.固体パラ水素結晶中にトラップしたメタン分子の赤外分光

13.液体水素中の分子分光

14.Ni(111)表面 と水素分子の相互作用

15.重水素核間のスピン拡散を利用 した結合間角度の決定

16.過渡回折格子法による液相中における光励起種のダイナミクスの研究
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福田 昭

石橋 秀亮

大久保亮一

津村 信蔵

志賀 孝広

福田 順一

増井 孝彦

松浦 徹

松永 圭左

山内 康兜

山崎 義弘

書滞 雄郎

依田俊一郎

和田 幸久

鄭 誠虎

久保田正博

久米 博之

柴田 路宏

川口 弘晃

模井 英夫

中村 恒夫

石田 千城

山本 晃司

栗林 正剛

三木 正章

書淳 勇

柳田 博史

伊藤 滴

岡崎 俊也



修士論文患 目

17.過渡回折格子法による高圧流体の輸送性質の研究

18.中 ･高密度流体中におけるイオン的化学反応に関する研究

19.光熱分光法における種々の信号成分の研究

20.ベロブスカイト関連構造をもつ強電子相関遷移金属酸化物の研究

1･(Sr-Ca)Ru03の物性 2lLal+=Ba2-｡Cu30yの超伝導性

21.高濃度近藤効果を示す化合物 YbCu5_｡Ag｡の構造と物性

22.YBa2Cu307_6のFe,Co,Ni置換による価数変化と物性

23.ベロブスカイト型 AFel一｡Co｡03(A-Sr,Ca)の強磁性

24.YBa2Cu307_6の超薄鹿の電界効果

25.微細加工基板上に作成された人工格子細線の磁性および伝導性

26.SmCo薄膜を含む多層膜の磁化過程と磁気抵抗効果

-スピンバルブ膜 ･交換スプ1)ング多層膜-

27.57Feメスバウアー効果によるCo/An 人工格子のスピン分極

28.高度両性分子の創出に向けての設計と合成

29.脂質二分子膜法によるペプタイボールの単一チャンネル挙動の解析

30.アラメチシンおよび多量体化したアラメチシンのつくるイオンチャンネル

31.中性溶質分子の摂動による溶媒和ダイナミクスの研究

32.塩素化銅フタロシアニン超薄膜の構造と成長

33.電子顕微鏡法による2,4,6lTriS(1,3-dithio1-2-ylidene)I1,3,5-cyclohexanetrione
結晶多形薄膜の構造解析

34.3d遷移金属フタロシアニン錯体の電子エネルギー損失スペクトル

京都大学大学院人間 ･環境学研究科人間 ･環境学専攻

1.量子系における統計力学の基礎に関する数値的研究

2.低次元量子スピン系における量子ゆらぎと秩序構造

神田 大介

竹林 良清

原 崇

木山 隆

辻井 直人

吉岡 渉

川崎 修嗣

駒井 栄治

杉田 康成

長演 太郎

溝田 直

河本 郁子

小出 典宏

松原 晃

吉本 義孝

入江 聡

桑本 清志

越野 雅至

斎藤 圭司

路次美紀子

京都大学大学院人間 ･環境学研究科文化 ･地域環境学専攻

1.核磁気緩和によるS-1/2-次元Ising型反強磁性体 CsCoC13の非線形励起の研究 定兼 知行

2.ハルデンギャップ系磁性体の核磁気共鳴

3.BO-CIOTCNQ伝導性LB膜の電子スピンに関する実験的研究

4.篭目格子反強磁性体 NaFe3(OH)6(SO4)2の磁性とNMR

5.高分子ゲルの破断面に現れるパターンの解析
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佐藤 修一

塚田 清

田中 信行

田中 良己



修士論文題目

6.競合する相互作用をもつ磁性体の磁性とNMR

大阪大学大学院理学研究科物理学専攻

1.電荷密度波における巨視的量子現象の研究

2.色素一非晶質系の蓄積フォトンエコー

3.Sm2+添加ガラスのホールバーニング

4.ポリマー中色素分子 (0×4)の半導体レーザーを用いたホールバーニング分光

5.n-InSbの電気双極子誘起電子スピン共鳴

6.ポーラスシリコンの可視発光特性とその機構の解明

7.重水素及びヘリウムイオン照射によるシリコンの非晶質化

8.シリコン結晶中に析出した金微粒子のHRTEM観察

9,SiCの光学的および電気的特性の研究

10.重い電子系におけるSDW 転移

ll.中性子散乱実験によるCe(Ru上_rRh｡)2Si2のSDW 転移の研究

12.Dyln3の磁気的性質

13.U(Rul_｡Rh｡)2Si2の磁性

14.量子スピン鎖の磁化過程の研究

15.角転送行列を用いた次元古典格子系及び次元量子系の研究

16.低振動数ラマン散乱と光誘起結晶化現象によるGe-(S,Se)ガラスの構造次元性の研究

17.Ge(S｡Seト｡)2ガラスの励起電子緩和過程のフォトルミネッセンス測定による研究

18.バリスティック電子の出射分布の試料形状による影響

19.GaAs/AIGaAs2次元電子系における磁気電子フォーカス効果

20.CeNiSnの異方的混成ギャップと磁気抵抗

21.DyCuの強磁場磁性 High FieldMagnetisminDyCu

大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻

1.超高圧下における固体水素の有効分子間力

2.超高圧 ･パルス超強磁場下での磁化測定技術の開発

3.圧力相転移による半導体ナノ結晶の生成と光学特性の変化

4.走査型近接場光学顕微鏡の非局所応答理論 ･半無限媒質 (基板)の効果

5.誘電体球のWhisperingGallerymodeと球中の原子との相互作用
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西山 昌秀

三宅 博之

野田 英

羽田 明弘

江口 伸

杉尾 晃

広瀬 健次

宮崎 隆行

中川 元雄

佐藤 和郎

山本 良之

佐藤 真直

辻野 和哉

中村 学

日永田泰啓

奥西 功一

中村 充孝

和田 佳樹

春田 -政

井上 真吾

東 恒

掛谷 一弘

寺岡 道明

今田 早紀

岩田 裕史

牛田 浮

大石 周



修士論文題目

6.有機分子磁性体の低温磁性

7.Caの圧力.誘起超伝導

8.スピン偏極逆光電子分光装置の開発

9.DAC中における固体酸素の磁化測定

10･【001】リッジGaAs基板上へのInGaAs/AIGaAsヘテロ構造のMBE成長

ll.反強磁性パラマグノンの2-モード交換による異方的超伝導

12.斜入射MBE法によるGaAs/AIGaAsT字形量子細線の作製

13.磁性体の圧力相転移の分光的研究

14.ダイヤモンドの照射欠陥のアニール過程と構造のESRによる研究

15.リソグラフィ技術を用いた超高圧下電気抵抗測定法の開発

16.銅酸化物におけるNi不純物の磁性

17.Pair-DCEF法とその応用

18.VLS成長法によるSiナノホイスカーの生成とその構造の評価

19.GaAs(110)徴斜面上へのAIGaAsステップ構造形成におけるⅤ族分子線の影響

20.Fano効果と磁気円偏光二色性 coPt3のPtN6,7吸収端

21.Ni(001)C(2×2)-S,W(001)における光電子回折､光電子ホログラフィー

22.(411)AGaAs基板上にMBE成長したGaAs/AIGaAs共鳴トンネルダイオード

23.Fe3_cSicO4スピネルのホッピング伝導の組成依存性

24.ダイヤモンドの格子欠陥の赤外 ･可視分光による研究

25.高温 ･高圧によるC6｡の構造変化

26.モット転移における反強磁性相関効果

27.位相変調メスバウア-分光の開発と応用

28.角度分解逆光電子分光によるM｡TiS2のバンド分散の研究

29.YBa2(Cul一｡N㍍)307のNQRによる研究

30.FePd合金の規則化過程に及ぼす磁場効果

31.YNi2B2CのNMRによる研究
1

32.MBEによる(775)BGaAs基板上の高密度 GaAs/AIAs量子細線の形成

33.走査型 トンネル顕微鍬 こよるLi吸着si(111)表面の研究

34.フォトニックバンドの新しい計算法とその応用

35.固体 H2Sの超高圧相と圧力 ･温度相図

36.Y系銅酸化物高温超伝導体の57Feメスバウア-分光

-1202-

岡田 敦彦

岡田 慎吾

小田 史彦

甲斐 芳英

上久保徳貴

川西 智浩

岸 健

北洋 貴博

北嶋 久義

来村 和潔

黒田 郁子

古門 聡士

後藤 宏建

佐藤 和樹

獅子堂達也

篠田 潤

篠原 啓介

嶋津 季朗

白木 裕介

高橋 秀明

竹野内勝也

筒井 智嗣

寺内 崇

徳永 陽

所 久人

橋本 和則

東脇 正高

平田 義胤

福留 秀暢

本多 淳史

光平 規之



修士論文遺目

37.CeRu2のNMR/NQRによる研究

38.遷移金属一 白金合金における軌道磁気モーメント

39.MagneticCircularDichroisminCoreAbsorptionof3dTransitionMetalCompounds

(CoS2,FePd3,Fe3Pt)

40.(411)AInP基板上のInGaAs/InAIAsへテロ構造のMBE成長

41.アルカリハライド中の励起子の電子 ･正孔交換分裂における立方異方性

42.高温超伝導体における非磁性不純物効果のCu-NQRによる研究

43.ヨードアニルの圧力誘起金属化

44.分子磁性体における磁気異方性と磁場誘起相転移

45.高圧力下におけるアルカリハライドの自己束縛励起子

46/三角格子 LiNi02のNMRによる研究

47.凝縮相中における準位交差系の動力学

48.GaAs(100)面上のK及びcsの吸着過程の研究

49.精密温度制御チョクラルスキー法によるInGaSbの結晶成長の研究

50.(411)AGaAs基板上にMBE成長したInGaAs/AIGaAs歪量子井戸の光学的特性

大阪市立大学大学院工学研究科応用物理学専攻

1.熱接触電推型プラズマ源による負イオン生成

2.朝永-ラツティンジャー流体の光学的フェルミ端特異性

3.シンプレクティツク写像における安定および不安定多様体の漸近展開

4.軟 X線領域プラズマ分光用イメージング分光器の開発 と多層膜回折格子の回折効率の計算

5.NaI薄膜における励起子状態に対する格子不整合効果

6.all-trans-β-ap0-8'-carotenol単結晶作成とその光学的特性評価

7.光励起遠赤外 リングレーザー出力の異方性

8.シード光注入塑水素赤外誘導ラマンレーザーの変換効率

9.アモルファスA1203および石英ガラスにおけるCO2レーザ-照射による発光現象

10.NIPA/H20ゲルの相分離過程におけるパターン形成

広島大学大学院理学研究科物性学専攻

1.X線の異常分散効果を利用した CsH2P04の分極反転と強誘電性分域孔構造の観測

2.遷移金属合金の電子状態と磁性
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修士論文題目

3.パルスレーザー光照射による過渡熱起電力効果のシミュレーション

4.SiO2ガラスの低温領域における低周波誘電分散

5.半導体における電流フィラメント構造

6.構造相転移に伴 う回位の発生と電顕観察 - CuPt合金の場合-

7.層状半導体 Bi2_｡Sn才Te3の輸送現象

8.アモルファスGe｡Sel_｡,Ge｡Sll｡の電子状態の研究

9.合金化溶融亜鉛めっきの鉄一亜鉛合金と鉄 との界面の組織解析

10.スピン軌道磁気モーメントとX線光吸収磁気総和則

ll.トンネル効果を利用 したLa2_｡Sr｡Cu04の超伝導エネルギー ･ギャップ､及び電子状態
密度の観測

12.高分解能逆電子分光装置の開発 とMo4011の電子状態の研究

13.結晶構造解析におけるスプリットアトム法の分解能

14.遠い磁気音波を用いた電流駆動プラズマのMHDシミュレーション

15.SrRu03の電子状態

16.bccUの磁性

17.二次元コロナ磁気アーケードにおけるエネルギー解放

18.MnY(Y-S,Se,Te)の育成と電子状態の研究および気相成長炉の製作

19.Mnを含む希薄磁性半導体薄膜単結晶の成長と電子状態の研究

九州大学大学院理学研究科物理学専攻

11焼結体 Bi2Sr2CaCu208+6の音速の温度依存性における履歴と酸素量Sの関係

2･(110)配向YBa2Cu307_∂薄膜の作製および評価 とその超伝導特性

3.NiBi3の超伝導について

4.Y系高温超伝導薄膜成長時における成膜パラメータの効果

5･EXAFSstudyofincommensulatephasetransitioninBaMnF4

6.超格子回折のDAFS

7.低温におけるシリコンのペンデル縞

8･電場中?BaTi03の構造相転移

9.XMnF3の立方一正方相転移におけるドメイン分布

10.PbZr03の構造解析

ll.分子動力学法による(CH3)3NHClの高温相のシミュレーション

12.錯体イヒ合物の結晶構造モード解析による3d電子軌道状態の解析
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修士論文題目

13.炭素水素カリウムの中性子非調和構造解析

14.結晶中の球状蛋白質分子の中心位置決定

15.2次元モデルグラニエラー系におけるパーコレーション過程

16.オレゴネ一夕モデルにおけるTuringパターン

17.希釈ハイゼンベルグ型反強磁性体に於けるスピン波と局所励起

福岡大学大学院理学研究科応用物理学専攻

1.KDPとADPにおけるSeO…ーのESRスペクトル

2.化学振動子系の同調 とカオス

3.Y (イットリウム)系酸化物高温超伝導体の配向試料作成とその磁気特性

4.延伸 したポリテトラフルオロエチレンフイルムの構造と物性

5.Gd系銅酸化物超伝導セラミックスの作成と電流一電圧特性 ･磁気特性の測定

6.欠陥型化合物半導体 Ga2Se3の構造 と物性

7.K ドープ C6｡の結晶育成 と電流によるK6C6｡相の変化

8.XMgf､3中の55Mn2+における19F核起微細相互作用の研究

9.鏡面反射を持つ個葉の量子収率の測定

10.(NH4)3H(SeO4)2の誘電特性

ll.高圧下における固体 C7｡の構造

12.B-Z反応系における光誘起効果

13.ポリアルキレンテレフタレートの熱処理と融解 ･結晶化
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