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修士論文題目 (1996年度)

茨城大学大学院 理工学研究科 数理科学専攻

'y 〃 自然機能科学専攻

埼玉大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻

〃 理学系研究科 物理学専攻

〃 工学系研究科 物理工学専攻

'y JJ 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

東京都立大学大学院 理学研究科 物理学専攻

慶磨義塾大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

上智大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

日本大学大学院 理工学研究科 物理学専攻

〃 〃 豊子理工学専攻

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

金沢大学大学院 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

膚州大学大学院-理学研究科 物理学専攻

名古屋大学大学院 理学研究科 物質理学専攻

･y 工学研究科 応用物理学専攻

京都大学大学院 理学研究科 物理学第-専攻

･' /̂ 化学専攻

･y 人間 ･環境学研究科 文化 ･地域環境学専攻

立命館大学大学院 理工学研究科 数理科学専攻

･' /' 物質理工学専攻

大阪大学大学院 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 理工学研究科 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

･y 〝 物性学専攻

山口大学大学院 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

高知大学大学院 理学研究科 物理学専攻

九州大学大学院 理学研究科 物理学専攻
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修士論文題目

茨城大学大学院理工学研究科数理科学専攻

1･生態系の自己組織化のダイナミクスー 砂丘のパ字-ン形成 -

2･1次元反強磁性HeisenbergmodelのHaldanegap

3.格子モデルによる生態系の研究

4.免疫系における自己非自己認識システムの揺らぎによる複雑化過程

茨城大学大学院理工学研究科 自然機能科学専攻

1.リートベルト解析におけるバックグラウンド関数

埼玉大学大学院理工学研究科物理学専攻

1.動的分子場近似による重い電子系のメタ磁性の理論

2.狭いギャップを持つ2-bandHubbard模型の研究

3.(Fez_aERu才)2Pの磁性と電気伝導

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻

1.時間依存するパラメータをもつ量子非調和振動子の解析

2.Fleeenergies andcriticalexponentsofA(ll),Bil),cil),andAi2n)_1fucmodels

3.窒化鉄の磁性と電子構造

4.貨幣経済におけるコミュニケーションの進化

5.ゲームの複雑さ

6.二次元カゴメ格子反強磁性m-MPYNN塩のスピンギャップ状態とドーピング効果,

7.気体分子のオルソポジトロニウム ･ピックオフ消滅有効電子数の系統的測定

8.AnattempttoextractultracoldantiprotonsfromaPenningtrap-As afirStSteptOW d8

ther飴earChofinitialcaptwingproceぉofantiprotonsinto.atoms and/ormolectllc6-

9.Channelingwith290MeV/uCionsinaSicrystal

10.発光ダイオードを用いたサブポアーソン光発生メカニズムの研究

ll.(TMTSF)2Ⅹ(Ⅹ-PF6,AsF6)のSW 相における電気伝導特性

12.高温超伝導体における非線型マイスナー効果

13.(TMTSF)2AsF6塩のスtt.･ン密度液相における熱力学量

14.有機超伝導体 Fc-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2の磁束侵入長の研究
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山崎 将人

井上 知之

荒木 数行

長野 忍

中村 好夫

内田 弘之

浦崎健太郎

佐藤 貴樹

宮寺 隆之

堺 和光

鎌田 善己

｣､松 大介

松島 正尚

小林 竜也

山野 拓也
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伊藤 良明



修士論文題目

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻

1.An alysisofstronglycorrela.tedelectronsystemsbyextendedAhamov-Bohmperiod 有田亮太郎

(拡張AB周期による強相関電子系の解析)

2.First-PrinciplesApproachtotheLatticeDynam icsofCrystals

(結晶格子力学への第一原理的アプローチ)

3.共鳴X線発光スペクトルに対するクラスターサイズ依存性の研究

4.厚いヘリウム膜の超流動転移

5.スピン･バイエルス物質cuGe03の高圧構造物性

6.超高真空極低温走査 トンネル顕微鏡による表面電子状態の研究

7.核磁気共鳴法を用いた､Ca∇205におけるスピンギャップの研究

8.亜酸化銅における電気伝導の履歴特性の光による制御の研究

9.High-energyspcctroscopicstudiesofperovskite-typeRuoxides

(ベロプスカイド型Ru酸化物の高エネルギー分光)

有馬 伸明

井手 粥

井上 修

今井 俊夫

岩城 隆雄

岩瀬 秀夫

岡川 宏

岡本 淳

10.非線形光学現象を利用する強度相関測定法による､塩化第-銅の励起子分子の二光子吸収 沖中 啓二

に伴う光の統計性の研究

ll.2次元液体3Heの比熱の理論的解析

12.超高圧下の固体水素

13.TwDdimensionalAnraysofSmallnlnnelJunctionswithGateEkctrodes

(ゲート電庫のついた微小 トンネル接合の二次元アレイ)

14.周期的磁性体ゲート下の2次元電子系の磁気抵抗振動

15.スピン分解光電子分光法による磁性体薄膜の電子状態の研究

16.フォルステライトレーザー増幅器の製作とポリジアセチレンのフェムト秒吸収分光への応用

17.微小 トンネル接合糸における帯電効果とJosephson効果

18.フラーレンC70結晶の相転移と低温構造

19.QuantumlntegrableModels弧dlntegrableBoundari窃 (量子可棟分模型と可棟分境界)

20.MagneticExcitationsinDisorderedSpin-PeierlsSystems

(乱れたスピン･バイエルス系における磁気励起)

21.Low-dimensionalRe批tion-diffusionSystems (低次元反応拡散系の研究)

22.d波超伝導のポーテックス近傍における局所状態密度

小倉 正舟

掛札 智広

賀滞 秀人

加藤真由美

鎌倉 望

衣笠 浮

木村 充

助場 皇

小森 ･ 靖

斎藤 雅子

笹本 智弘

佐藤 洋一

23.Low-energyelectronicstructureoftheRondoinsulatorYbB12andsubstitutedcompounds 須崎 友文

Yb1-4ucB12(近藤絶縁体 YbB12及び置換体 Ybl-GLu｡B12の低エネルギー屯子構造)

24.ElectronicSta.tes.inQuasi-One-DimensionalOrganicConductors 妹尾 仁嗣

(擬1次元有機導体の電子状態)

25.電子回折および走査 トンネル顕微鍬 こよるSi(111)上のCa,Srの吸着構造の研究 関口 武治
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修士論文題目

26･Tr an sportPropertiesofaCarbonNanotubeinMagneticFields

(磁場下におけるカーボンナノチューブの電気伝導)

27.(DMe-DCNQI)2Cuの強磁場加圧下での金属 ･絶縁体転移

28.低温 ･強磁場下における有機擬一次元磁性体F5PNN,MeNNの磁性

29.励起酸素原子ビーム源の作製とその生成機構

30.DisorderEffectsinSpin-GapSystems (スピン･ギャップ系に於ける乱れの効果)

311Photoemissionstudyof3dtransition-metaloxideswithstrongel∝troncorrelation:

Lal-xSr｡VO3a.ndCrO2 (強相関3d遷移金属酸化物Lal_SSrrVO3,Cr02の光電子分光)

32.ClassicalIntegrableDiscreteSystems (古典離散可積分系)

33.エッジを持たない二次元電子系の量子ホール効果とブレークダウン現象

34.MagnetoresistanceofFerromagneticParticleFilms (強磁性微粒子膜の磁気抵抗)

35.亜酸化銅におけるパラ励起子の量子統計性の分光学的研究

36.StudiesofSurfaceElectriCalConductivityandStructuralandPhaseTtan sitions

onSi(111)Su血ces(シリコン(111)表面における表面電気伝導及び構造相転移の研究)

37.Six-vertexmodelwithan impurityandthequantum groupUq(se-2)

(6頂点模型における量子群 Uq(sê2)と不純物効果)

38.七一Jモデルにおける磁束状態

39.RbC6｡における磁気相転移

40.ポリチオフェンとポリフェニルアセチレンのフェムト秒分光

41.金属グラニュラー薄膜におけるクーロンプロツケイド

42･Integrablecoupledspin-圭Heisenbergchains(可積分な結合されたスピンハイゼンベルグ鎖)

43.近藤格子系CeTSb2(T-Ni,Cu,Pd,Ag)の磁気的性質

44.イオンビーム衝撃による清浄表面からの放出2次電子個数分布の研究

45.フェムト秒分光装置の製作およびチオフェンオリゴマーへの応用

46.SiO2表面からのポジトロニウム放出の研究

47.多孔質に吸着したヘリウム薄膜の熱伝導法による超流動流速測定

48.TIan sportProperti窃OfTwかdimensionalArraysofSmallTunnelJunctions

(微小 トンネル接合2次元アレイにおける輸送現象)

49.光 ･高周波二重共鳴によるEu3+:YA103の研究

50.スピンバイエルス物質α′-NaV205の磁気励起の中性子散乱による研究

51.StablegeometriesofGeatomsonSi(001)surfacestudiedbythefirst-principles

calCulation (第-原理的計算によるSi(001)表面上のGe原子の安定配置)

52.高強度短パルスレーザーによる再結合型軟X線.レーザーの研究

53.フラーレン化合物C6｡-,C7｡- トルエンの結晶構造
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世利 祐司

高 芳徳

高橋 光恵

竹内 亨

谷本 菅浩

辻岡 俊之

土田 隆之

得竹陽一郎

虎松 恒-

中 幡子

中島 雄二

原 祐次

姫田 幸宏

藤山 和海

松瀬 朗浩

水島 茂幸

村本 成洋

室 裕司

森下雄一郎

森田 茂樹

森中 康弘

矢野 達也

山口 尚秀

山口 誠

書浜 知之

吉本 芳美

梁 佳旗

楊 偉才



修士論文題目

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻

1.位相変調を用いた結合光共振器の制御

2.六万品 GaNのMOCVD成長と評価

3.超強磁場におけるⅠⅠⅠ-Ⅴ族半導体のサイクロトロン共鳴の研究

4.2重位相共役鏡による高出力半導体レーザーの注入同期

5.57FeBO3結晶によるⅩ線核共鳴多波回折

6.グラフォイルに吸着された2次元 3He

7.歪量子細線レーザの作製と評価

8.半導体微小共振器中励起子による非線形光学応答

9.超短パルス高出力Cr4+:Forsteriteレーザーシステムの研究

10.電子顕微鏡による転位運動素過程の原子レベル直接観察

11･Quantum TtansportinTwo-ChannelFtaL:tionalQuantum HallEdges

(21チャンネル分数量子ホール系のエッジにおける量子輸送)

12.ゴムの大変形下での分子運動性の研究

13.Bi系鋼酸化物超伝導体の輸送現象

14.量子ホール効果の電場ブレークダウン現象の研究

15.分子分散系ポリマーにおけるフォトリフラクティプ効果の研究

16.ベロアスカイト型Mn醇化物の金属-絶縁体転移 一 中性子散乱による研究 -

17.Ce化合物の共鳴逆光電子分光

18.走査 トンネル顕微鏡によるGaAs 表面欠陥運動のその場観察

19.Si(111)ヽ乃×ヽβ,6×6-An の構造と相転移に関する研究

20.らせん構造を有する高分子鎖のモルフォロジー

21.少数キャリア近藤系Ce｡.9La｡.1Pの高圧下における磁性 一 中性子散乱による研究 -

22.高次高調波発生におけるリュ-ドベリー状態の影響と高強度光電場下での自己位相変調

23.無機スピンバイエルス物質CuGe03の不純物置換効果

24.化合物半導体の分極反転エピタクシー

25.二重指数関数型変数変換を用いたSturm-Liouville型固有値問題の数値解法

26.超伝導/半導体接合ネットワークの作製と磁場中超伝導状態

27.ポリチオフェンの励起子分光

28.高速磁場変調下における核共鳴前方散乱の動的過程

29.･Bi2Sr2CaCu208+,め混合状態におけるホール効果

30.新しい量子構造を有するGaP系半導体の発光特性

-848-

赤羽 真一

秋山 傑

有本 共生

飯田 健一

五十嵐 博

池上 弘樹
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市場 冬樹

井上 武

井上 雅史

井村健一郎

江津 直史

大泉 宗徳

大野 美

大房 直樹

梶本 亮一

金井 要

兼松えりか

川口 善也

国井美保子

久保田正人

熊崎 貴仁

小出 ･直城

黄 晋二

度原 敬弘

斎藤 志郎

桜井 康平

清水 達夫

志村 隆広

杉田 卓史



修士論文題目

31.ダイヤモンド結晶におけるX線パラメトリック散乱

32.F-1基底状態Rb原子のレ∵ザ- トラップの試み

33･位相コヒーレント光散乱法による液体ダイナミクスの研究

34･Si(100)面上のAgの吸着過程と構造に関する研究

35･マンガン酸化物における光誘起絶縁体/金属転移

36.半導体層状構造におけるトンネル効果と電子波干渉

37･アントラセンーPMDAにおける励起子 ･電荷結合系による電荷輸送の研究

38.強誘電性および反強誘電性液晶の非線形電気光学スペクトロスコピー

'39.線状高分子電解質水溶液系における高分子形態とイオン揺らぎの研究

40.多重光散乱法による不均一系の動的物性研究

41.原子ホログラフィーに関する研究

42.自由境界問題に現れる連立 1次方程式に対する反復解法の収束特性の解析

43.レーザ ･トラッピング法による複雑液体の局所力学物性の研究

44.軽い遷移金属化合物の軟 X線ラマン分光

45.Mn系酸化物の理論的研究

46.多光子共鳴イオン化法による水素分子のオルソ･パラ転換過程の研究

47.量子スピン系 Cul_=Zna,Ge03の電子基底状態

48.液晶系における転傾欠陥の消滅過程の研究

49.液体系を対象とした第一原理分子動力学法の研究

50.MicroscopicMechanismofSecondHarmonicGenerationinAntiferromagneticCr203

(反強磁性体 Cr203における倍高調波発生の微視的機構)

51.反射第2高調波エリプソメトリを用いた半導体薄膜の非線形光学特性の研究

52.回折条件下におけるCTR散乱に現れる表面効果の研究

声3.Lal-3Sr才MnO3結晶のラマン散乱

54.CuCl励起子共鳴励起下における高密度励起現象

55.MorphologyDependentRelaxationProce弱OfExcitonsinPolyサphenylenevinylene

(ポリサ フェニレンどこレンにおける分子形態に依存した励起子の緩和過程)

56.光共振器を用いた高性能振動検出器の開発

東京大学大学院工学系研究科超伝導工学専攻

1.外界からの振動信号により自己組織化するリカレントニキーラルネットワーク

2.光誘起磁性の研究
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鈴木 環輝

瀬谷 佳子

高木 晋作

武内 修

田中 剛人

徳増 基己

内藤 裕一

永田 武史

長峯 祐子

西尾 明彦

瑞 亜範子

桶川 善之

凍 俊介

原田 慈久

前園 涼

馬込 保

阿部 謙三

箕浦 謙

宮田 正靖

武藤麻紀子

森田 挙

矢代 航
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山本 晋

山本 正彦

湯滞 貴弘

浅野 書宏

浦野 千春



修士論文題目

3.強相関半導体FeSiにおけるキャリアドーピング効果

4.酸化物超伝導体におけるキャリア制御と輸送特性

5.拡散過程に対する磁場効果

6.酸化物超伝導体単結晶における量子化磁束のダイナミクス

7.走査型 トンネル顕微鏡による超伝導体の量子化磁束の観察

8.1次元銅酸化物の電気的 ･磁気的性質

9.フラーレン化合物の合成とその物性

10.酸化物此LIJ.･樽体Sl11123のAt.･'晶成戊LI4':における液棚小lf7JA払iJE'･妃仙sl暮1211粒子の挙動

東京工業大学大学院理工学研究科応用物理学専攻

1.強い重力場をもつ時空での熱的平衡条件について

2.化学反応における磁場効果

3.イジング模型の相転移と臨界現象その数学的に厳密な解析について

4.Edwards-Andersonmodelにおける熱力学的橿限

5.Heavy-Electron系の低温領域における物理量の振舞い

6.GaSeの縮退四光波混合

7.TTF-CAの光誘起中性-イオン性相転移の初期過程

8.原子EDM測定のためのXe核スピンメーザーの開発

9.超音波による固体ヘリウム4の結晶成草の研究

10.C2H2およびC2D2の三重項励起状態の近赤外高分解分光

ll.位相制御された二つの単一モードレーザーを用いた二重共鳴分光

12.準光学的共振器を用いたサブミリ波分光

13.ポリシランの電子状態及びナノストラクチャー構造の研究

.14.変形連想記憶モデルの統計的性質

15.拡張されたシナプスをもつ連想記憶モデルの解析

16.非対称結合を持つニューラルネットワークの連想記憶特性

東京都立大学大学院理学研究科物理学専攻

1.ポリピロールとポリ (3･オクチルチオフェン)の磁気共鳴

2.ポ1)アニリンの系におけるキャリアーの連動 一 磁気共鳴法を用いて-

3.(NH3)K3C60のNMR
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渡辺 雅雄
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杉浦 大書



修士論文題 目

4.レーザー ･コンプトン散乱 :偏橿陽電子の生成および偏極度の測定

5.ラマン散乱によるフラーレンの光重合に関する研究

6.CeC02の超伝導と電子輸送特性

7.Yb系超伝導体の低温物性

8.モリブデン酸化物を基礎とした新しい低次元結晶育成と電子構造研究

9.自己組織化における偶然と必然

10.高分子系のメソスケールにおける相分離動力学シミュレーション

ー 経路積分法によるアプローチ -

ll.モンテカルロシミュレーションによる3成分溶媒 ･界面活性剤系の研究

12.ユニバーサル有限サイズスケーリングと境界条件

慶鷹義塾大学大学院理工学研究科物理学専攻

1.希土類金属holmium の磁場誘起結晶相転移とhelifan 磁気構造

2.第-原理分子動力学法によるセレンの研究

3.異常緩和とランダムウオーク

4.結晶構造変化を許した第一原理分子動力学法によるSi結晶のシミュレーション

5.結合させた化学振動子系のふるまい

6.巨大磁気抵抗効果 (ColossalMagnetoresistanceCMR)の研究

7.渦のダイナミックスの数値解析

8.結合非線形振動子モデルとその解析

9.走査型顕微鏡を用いた微小強磁性領域の磁区構造観察

10.酸化物高温超伝導体における磁束の粘性力

ll.超伝導体と強磁性体からなる複合構造体の磁気特性

12.VOPcを用いた3次の非線形光学効果

13.薄膜リング共振器を用いた固体色素レーザー特性の解析

14.臨界溶液現象の圧力変化

15.アモルファスGe合金のホッピング伝導に及ぼす圧力効果

16.圧力による液体金属の構造変化の研究

17.サブポアソン光を診断光とした高感度非線形吸収分光

18.利得変調を利用したHeTNeレーザーの安定化と同位体シフトの測定

19.メタン倍音振動遠移の高精度差周波測定
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修士論文蓮 目

20.X線回折法によるNi3Pt合金の秩序化過程の研究

上智大学大学院理工学研究科物理学専攻

1.反強磁性体NiO(001)のLEEDによる解析

2.低速電子線によるメタン及びフルオロメタンの励起過程

3.有機超構造体における非線形光学効果

4.励起子共鳴領域におけるソリトン的伝搬

5.超伝導体の混合状態での磁束の運動の研究

6.スピン ･バイエルス系無機物質のラマン散乱

7.4.3pm蛍光ラム ･ディップによるCO2レーザ-準位の回転緩和 (異種がtスによる効果)

8.Ram an ScatteringfromtheniangularIsingAntiferromagnetRbCoBr3

9.PhaseT上ansitionsandCriticalPhenomenaofTliangularAntiferromagneticSystem:

CsMn(BrallーC)3

日本大学大学院理工学研究科物理学専攻

1.FeSiの異常な物性とフェルミ液体モデル

2･層状オキン硫化物 (Rト ｡Ca才0)Cul_,NiyS (a:希土類イオン)の結晶作製とその物性

3.ペロブスカイト型酸化物中のプラセオジムイオンの電子状態と磁性

4.-酸化窒素還元酵素チ トタロ.ムP450norにおける鉄配位構造と分子機構

5.周期境界条件におけるソリトンの評価

日本大学大学院理工学研究科量子理工学専攻

1.ガン不安定性半導体におけるドメインの運動と電流振動

2.半導体レーザーにおけるカオス現象

3.カーボンクラスターの生成と光物性

4.ルビジウムクラスター ･超微粒子の生成と光物性

5.ESRstudyofthedefectphysicsinCdln2S4Singlecrystals

6.CuSe溶媒を用いた溶液ブリッジマン法によるCuGaSe2バルク単結晶の作製

7.銅マ トリックスNbTi複合多芯線の近接効果

8.Bi2Sr2CalCu2系酸化物超伝導体の臨界温度

9.Hg系高温超伝導体の常圧合成に関する研究
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修士論文題目

早稲田大学大学院理工学研究科物理学及び応用物理学専攻

1･Magnetic-Field-Inducedn ansitionsinTmMn205I.andYbMn205atLowTemperatlne

2.Low-temperatlnephasetransitioninErMn205

3･Linearmagnetoelectricefktofrareearthmangan鴎eoxides

4.SpinDynamicsofFe2TiO5

5.単原子層 h-BN/Ni(111)の電子構造の計算

6.単原子層 h-BNの電子構造の測定

7.単原子層 h-BNのフォノン

8.高分解能電界放出電子分光

9.-軸性圧力下でのfcc-FeのSDW の安定性

10.Phononsinthesystemwithmassdensitywave

岩田 展幸

小失由康晴

中村 英樹

高島 研也

川合 孝尚

蒲生 康男

長谷川泰之

内山 士郎

野上 肇

江川 皇

ll.StructuralAnalysisofChargeOrderedStateinLtlFe204:StudyonaNewTbe 納土晋一郎

Ferroelectricity

12.Prot,onDynam icsinShortandMedium HydrogenBond

13.全反射光学系を用いたSHG顕微鏡の試作

14.相互励起型位相共役鏡のしきい値付近の挙動

15.2pm波長領域における位相共役材料

16.炭酸アパタイトの結晶構造解析

17.水の40C付近の密度異常

18.水晶の不整合相

19.引力 Hubbard模型における超伝導と電荷密度の共存

20.Ktaト ｡Nb｡03の相転移と誘導分散

21.Sr2(Tal_｡Nb｡)207の相転移

22.h-BaTiO3:Eu3+の光ルミネッセンスによる結晶場解析

23.Eta.ト ,,Nb303の光ルミネッセンス

24.Si(110)上の薄膜のSTM による解析

25.前置レンズ付きcMA型角度分解エネルギー分析器の解析

26.超高真空 SEM/STM複合装置の試作と評価

27.絶縁膜上の溶融金属アイランドの挙動

28.Cu/Si系の表面構造の解析

29.線形予測モデルによるSEIRモデルの解析

30.大気対流における雲の発生とその空間構造
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金尾りんな

芦田 哲郎

石 光隆

井上 浩之

下矢 一息

石井 晶

大津 正一
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小黒 守

菅田 達哉
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藤島 洋平

安栓 拓人
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白木 一郎
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田村 祐也

佐藤 歩



修士論文題目

31.可逆セルオートマトンによるランダム系の量子拡散

32.擬集反応系の自己組織化過程にみられるアロメトリ一別

33.漉度場と結合する運動非線形振動子系における協同現象

34.超伝導一電荷密度波一超伝導系での直流ジョセフソン効果

35.細胞性粘菌Dictyosteliumdiscoideumの密度変化による振動解への分岐

36.ウェイクポテンシャルに束縛された電子による放射光

37.電磁相互作用で形成されたポテンシャルの存在する場における､ トンネル効果の考察

38.生物システムにおける観察者の二重性とその形式化

金沢大学大学院理学研究科物理学専攻

1.Sc金属のスピン-格子媛和時間

2.ランダムポテンシャル中の3He-4He系の物性

3.水銀添加化合物HgxNb3Te4の熱電能

4.高圧Seの電子状態

5.辛-原理分子動力学計算について

6.高浪度.KOH添加氷のNMR

7.重い電子系ceRu2Si2の磁性

8.Napbtbol添加氷の誘電的性質

9.4Heのランダムハバードモデルの量子モンテカルロ計算

10.分子動力学計算の可視化について

ll.-次元水素結合結晶pb(H,D)Ⅹ04(Ⅹ-P,As)の相転移

12.擬一次元物質TICu7S4の比熱

福井大学大学院工学研究科応用物理学専攻

1.高エネルギー電子ビームを用いた高次高周波で動作するジャイロトロンの設計

2.粉流体の分子動力学 -ソフトコアモデル-

3.三角格子反強磁性体FeI2の磁気相転移

4･三角かごめ格子をもつ幾何学的壮合系Cu;x2(Cpa)6･nH20【Ⅹ=F,Cl,叫 の磁性

5.集団カオス結合振動子系におけるインターミッテンシー

6.耗散的時空上におけるダブリングのないスピノール場の定式化と電磁場による散乱

7.環境放射測定用電准箱の研究
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修士論文題目

8.二成分ベナ-ル対流における一次元進行波対流運動

9.三角格子反強磁性体の磁気相転移に及ぼす容易軸及び容易面型異方性の影響

10.二成分ベナ-ル対流運動の計算横シミュレーション

ll.量子確率過程におけるトンネル効果

12.ジャイロトロンを光源としたESR

13･EdgeofChaosinRule-ChangingCellularAutomata

(ルール変化をともなうセルオートマ トンにおけるカオスの縁)

14.銅ハライド及び銀ハライドを含む固溶体非晶質薄膜の分光学的研究

15.金属表面からのエキソ電子放射

16･CiE,･系の動的臨界現象と臨界普遍性

17.高温酸化物超伝導体を用いたミリ肢帯及びサブミリ波帯高感度受信器の開発

信州大学大学院理学研究科物理学専攻

1.YCo4BおよびYco3B2の電子構造と磁性

2.希釈強磁性体の相転移

3.量子Hall効果とその周辺

4.金属間化合物RMn12_3,Fe3,の磁性 (R-Gd,Y)

5.Hf(Fe,Co)2の磁気相転移の圧力変化

6.氏-Co系のNMR (氏:希土類元素)

7.2次元エアロッド格子におけるフォトニックバンド構造の研究

8.SISサブミリ波直接検出器の開発

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻

1.Si(111)7×7表面における光誘起原子過程

2.フェムト秒時間分解分光法によるアルカリハライド結晶中の電子的素励起の格子叔和過程

の研究

3.カオス的ハミルトン系に対する解析的方法

4.2次元結晶成長のモンテカルロシミュレーション

一過飽和度による界面カイネティクスと揺らぎの変化-

5.有限温度における朝永-ラツティンジャー模型の-電子状態

6.流れの存在する溶液成長におけるステップの不安定化

7.重い電子系U2(Cu,M)17(M -Al,Ga)の低温物性
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修士論文題目

8.重い電子系 CeCuM3(M -Ca,Al)の単結晶育成とその磁性

9.Th2Zn17型重い電子系 U2Cu8A19,Ce2Cu8A19のNMRによる研究

10.鋼酸化物の超伝導対称性と低温熱伝導率

ll.鋼酸化物の熟 ･輸送特性 と異常骨伝導相

12.La2NiO4+古のラマン散乱､赤外分光

13.BaCol_,,Ni才S2のラマン散乱

14.超流動3Heにおける圧力測定

15.核断熱消磁装置作製と量子固体ヘリウム3における空格子波の研究

16.ねじれ振 り子による固体3Heの格子欠陥の測定

名古屋大学大学院工学研究科応用物理学専攻

1.非相溶系の液滴の運動の数値解析

2.安定成層乱流中の乱流拡散

3.CuBr,,Cll_｡微結晶の励起子分子

4.第2種超伝導体の周期磁場応答に対する計算機実験

5.電子 レベルでのKDPの構造と水素結合

6.ガラス中CuBr微結晶の永続的ホールバーニングの研究

7.マンガン酸化物の電荷配列相の電子状態の研究

8.トンネルコンダクタンスに対する不純物効果 一数値シミュレーションー

9.C6｡結晶における励起状態の緩和と光重合

10.∝ カロリメ トリーにおける2次元温度波伝播の解析

ll.トンネル接合における磁気抵抗効果の理論的研究

12.原子間力顕微鏡によるたんぱく質表面の相互作用評価

13.MgO-ⅤⅠ-A族金属複合膜の作製と電子顕微鏡観察

14.どうして走査型 トンネル顕微鏡でタンパク質分子が観察できるのか ?

15.ラングミュア単分子膜の ｢swive血gtransitionJ

16.走査型 トンネル顕微鏡による固液界面に形成 した有機分子二次元配向膜における官能基の

影響の研究

17.X線回折による金属内包フラーレンの構造

18.ず り流れの中の非相溶高分子混合系の構造変化

19.La2_¢Sr｡CoO4単結晶の価数制御によるCo3+イオンのスピン状態の研究
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大原 盛輝

岡田 一兵

笠原 聡史

金高 敏康

河村 有数

熊崎 隆男

酒井 正俊

榊原 篤志

柴田 彰則

鈴木 研治

高島 達哉

竹内 寧

塚越 智規

土屋 博司

西堀 英治

橋田 邦彦

東 賢二



修士論文題目

20.定常電場下でのDNA分子の水溶液からゲルへの侵入過程のシミュレーション

21.2つの渦輪の衝突による放射昔の数値解析

22･ZnSe/ZnMgSSe多重量子井戸における励起子の超高速緩和ダイナミクス

23.高分解能電子顕微鍬 こよるAuの接触 ･変形挙動の原子直視的観察

24.リン脂質 ･ジアシルグリセロール系の構造と相挙動

25.GaNの電子密度分布 一新しい解析法の試み-

京都大学大学院理学研究科物理学第一専攻

1･アルカリハライド中の021中心の超放射

2.ファラデー回転による冷却原子Rb原子のスピン歳差周波数の測定

3.C60単結晶における分子回転に関わる電子状態の光伝導､ESRによる研究

4.電子サイクロトロン第二高調波加熱によるトカマクプラズマの局所加熱

5.超臨界水の誘電緩和

6.4Heの徴斜面におけるステップの量子ゆらぎ

7.トカマクプラズマの鋸歯状振動のECEによる計測

8.有機超伝導(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3の電子構造

9.U2D2固体3Heの異常磁気緩和の理論

10.レーザー励起ペンタセン分子を用いた動陽子動的偏極 _

ll.超臨界流体水銀の音波物性

12.ElectronicStructureandSuperconductingTransitionTemperatureofthea-pModel

13.スパイク時系列データに′もとづいたニューロンモデルの検証

14.応力を受けた固体界面の不安定性とそのパタ⊥ン

15.電子線照射によるポリエチレン単結晶の構造変化

16.光イオン･光電子同時計測法を用いた中性クラスターのための光電子分光装置の製作

17.粘性の異なるNewton流体の相分経について

18.磁気共鳴映像法によるヘリウム3-4混合液体の相分離とスピン凄和の観察

19.有機金属(BDT-TTP)2Ⅹ(Ⅹ-SbF6,AsF6)における電流磁気効果とFermi 面

20.誘電二成分液体の相分離と不安定性について

21.永久電気双極子モーメント検出のためのYb原子のレーザー冷却

22.液体ヘリウム封入型放射線検出器の開発

23.大域結合ロジスティック写像における間欠性
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平田 寛将

丸 裕之

向井 孝雄

山田 寛司

渡辺 基成

池田 智宏

新井 秀幸

諌山 哲哉

石島由美子

泉原 知行

今宿 洋二

内田 就也

宇野 和也

大道 英二

岡本 佳子

小田 其弘

小田原篤弘

小池上 策

酒井 裕

阪口 幸治

白川 洋一

鈴木 毅裕

田中 英樹

中井 斉

中田 隆之

西田 英夫

藤本 正俊

正岡 聖

三代 表



修士論文題目

24.異方性のある重い電子系化合物の異常ホール効果

25･ECRPl甲maにおけるイオンせ淡の肋起

26.低温低磁場下での原子状重水素の再結合過程の研究

27.アイソタクティツタポリプロピレンのガラス状態からの秩序化

宮津 守堆

山崎 暁

山根 沸

青田 朋子

28.液体及び固体ヘリウム中のアルカリ麻子の赤外発光の圧力依存性とそのダイナミクス (要約)和田 重明

京都大学大学院理学研究科化学専攻

1.CH20H基をもつEDO-でTFドナーの合成及びその電荷移動錯体の構造と物性 鴨志田健太

2.アルキル鎖を持つ有機陰イオンRO-TCA~ (2-アルキルオキシー1,1,3,3- 関崎 秀一

テトラシアノアリル陰イオン)を用いた陽イオンラジカル塩の作成と構造 ･物性の研究

3.BEDO-DBTTFを電子供与体とする電荷移動錯体に関する研究

4.HMm F (ヘキサメチレンテトラテルラフルバレン)をドナーとした電荷移動簸体の作成

および構造と物性

5.メゾ位で直接結合したポルフィリン多量体の合成と物性

6.分子内荷電サイトによる分子内電子移動反応制御に関する研究

7.水素結合部位を介した錯体内電子移動に関する研究

8.計算機実験によるSH3ドメインのリガンド認識機構の研究

9.ファジークラスタリングを用いたタンパク質の主鎖局所構造の分類

10.固体パラ水素マトリックス中のヨウ化メチルおよびその重水素置換体の紫外光分解に関する

分光学的研究

ll.固体)†ラ水素中のヨウ化エチル､アセトアルデヒドの光分解反応の赤外分光法による研究

12･高圧法によや2-アルケニルアγトラセンの光異性化反応に対する動的溶媒効果の研究

13.中密度流体中での2,6-ジメチルニトロソベンゼンの二量化平衡反応

14.流体中でのジスルフィド化合物の光解離と再結合

15.過渡回折格子法によるコロイド系光励起ダイナミクスの研究

16.140csイオン注入による鉄中の140ce7線摂動角相関

17.Dithallium Phthalocyanine(Tl2Pc)の構造と物性

18.高圧合成を用いた新奇化合物の探索～Ln2CuSnO6(Ln-La.,Pr,Nd,Sm)の高圧合成と磁性-

19.量子スピン梯子格子化合物の合成とその磁性

20.光政超によるYBa2Cu30ト 6薄膜へのキャリアードーピング

21.｢NdOl.5-SrO-CuO｣系状態図の研究

22.微細 V-groove上の非結合型人工格子の巨大磁気抵抗効果
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千賀 武志

朴 尚洗

清水 仁

十川 亮

米嶋 龍昌

石田 和博

馬谷 滋介

内田 幹夫

曽趨 宣仁

伊藤 直樹

花井 淳也

杉原 括平

丹津 一成

石川 卓也

須賀 建夫

改森 僧書

藤城 芳江

中津 一幸

山田 高広

重藤 訓志



修士論文題目

23.超高真空温度可変走査 トンネル顕微鏡の開発

24.Diamond(100)表面への水素及び酸素吸着

25.Pr-Ba,Cu-0系化合物の研究

26･Prl-SY｡Ba2-ySryCu307-6の研究

27.H202の光解離反応に関する理論的研究

28.溶液中の電子状態理論とピロリン酸の電子構造

29.HFCO分子のポテンシャル面とダイナミクス

岸 健太郎

長谷川俊一

清丸 勝正

増井 義久

大作 理文

大官 和浩

山本 武志

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.へビーフェルミオン反強磁性体 CePdAlの核磁気共鳴

2.基底一重項磁性体 CsFeC13における核磁気媛和機構の研究

3.有様分子磁性体M-MPYNN･Ⅹ(Ⅹ-CLO4,BF4)塩のHの核磁気緩和

立命館大学大学院理工学研究科数理科学専攻

1.'ObservationalCosmologyBasedontheGravitationalLensingEffects

2.量子ホール流体における素励起

3.農作物の伝染病の伝播についての格子モデルによる数理的解析

4.Bogolubov方程式の解構造と渦の力学

5.フォトリフラクティプ結晶中における光経路の自己組織過程の研究

6.場の量子論による生体組織内の水分子集団秩序運動と記憶との関係についての考察

7.NewCosmologiCalModeltoCurethe"AgeCrises"

立命館大学大学院理工学研究科物質理工学専攻

1.X線回折法によるコレステリルパーフルオロプロビオネイト単結晶の構造相転移の研究

2.波長分散 ･粒子線誘起 Ⅹ線分析 (WDX-PIXE)によるYBa2Cu30716の組成分析

3.SbSe薄膜の組成と結晶化

4.金属微粒子から酸化物超微粒子生成の新手法の確立

5.四臭化炭素-チオ尿素包接化合物の結晶構造と相転移

6.大電流Heイオンの開発研究 一荷電変換効率の ドナー原子依存性-

7.シングルドメインSi(001)2×1表面の形成とRHEED/AES分析

8.Se-Cu系を用いた固相反応におけるサイズ効果の実験的研究
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神岡 和雄

戸田 充

藤井 裕

浅野 勝晃

鏡味 雅治

鹿鴫 基之

佐野 直樹

長尾 康広

棉本 尚也

三好 雅栄

岡田 嘉朗

寛 泰典

木村 隆幸

芝 直基

白井 邦佳

杉江 貴圭

田岡 紀之

野中 晶



修士論文題目

9.Caをドープしたボーレートガラスの構造に関する研究

10.高分解能 トロイダル分析器の設計 ･製作とLayer-by-Layer分析

ll.F+注入によるステンレス鋼の表面改質

12.SiO蒸着膜および超微粒子の構造と赤外スペクトルの相関

13.マイクロイオンビームによる元素マッピングソフトウェアの開発

大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻

1.RbClのフォノン分散曲線

2.Ndl1,SrcMnO3およびLal_3,SrXMn03の光電子分光 ･逆光電子分光

3.有限系の共鳴ブラツグ散乱 :非局所応答理論による考察

4.GaAs(110)微傾斜基板上に成長したGaAs量子細線の光学特性

5.強磁性体Niの角度分解光電子分光における磁気線二色性

6.ⅠⅠⅠ-Ⅴ族化合物の圧力誘起構造相転移

7.放射寿命に対する環境の効果

8.固体酸素の圧力誘起複合相転移

9.二次元超伝導体におけるパラマグノン機構

10.ディスプレイ型球面鏡分析器によるlT-TaS2の二次元光電子回折

ll.Fe-Rh合金の相転移に関する研究

12.(411)AGaAs基板上にMBE成長した超平坦ヘテロ界面を有するBe変調 ドープ

GaAs/AIGaAs量子井戸構造

13.重い電子系CeCu2Si2の磁性と超伝導の研究

14.重い電子系反強磁性体 CeM2Si2(M-Pd,Rh)のNMR

15.ホイスラー合金の磁性の圧力効果

16.-次元吸着系の酸素分子の磁性

17.超高真空電顕法によるシリコン薄膜の電子線照射効果の研究

18.(411)AGaAs基板上にMBE成長したInGaAs/AIGaAs歪量子井戸の超平坦ヘテロ界面

19.Si(111)3×1-K表面の角度分解逆光電子分光

20.酸素の高圧下電気抵抗測定

21.炭素同素体の電界放出

22.斜入射 MBE法によるGaAs/AIGaAsT字形量子細線の光学特性の評価

23.La系高温超伝導体における非磁性不純物効果のNMR/NQRによる研究
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福田 芳克

本田 昌伸

宮下 哲也

盛岡 友成

柳 高明

森 章活

芦田 和正

荒川 貴博

井上 幸司

上田 茂典

上原 憤司

太田 剛

大谷 実

大西 祥史

沖 宏幸

越智 正三

笠原 健司

鹿島 和幸

川崎 祐

久司 修平

黒部 淳司

古戸 聖浩

佐伯 達也

鮫島純一郎

栖原 一浩

住ノ江信二

竹川 -紀

田中 輝紀



修士論文題目

24･PhotoemissionStudyofCe-RuandRelatedCompouds

(Ce-Ru系及びその関連化合物の光電子分光)

25.擬2次元ハイゼンベルグ磁性体の圧力誘起構造相転移と磁性の変化

26.C14型TbMn2の高圧合成と磁性

27.低温 ･高圧下における固体酸素のラマン散乱測定

28･遍歴電子反強磁性体YMn2の圧力効果のNQRによる研究

29.FeGe03の高圧準安定状態における構造相変化

30.ガンマ線摂動角相関法を用いた物性研究

Bl･高圧下におけるチッ化ホウ素(BN)の融解と相図

32.高圧下における固体臭素の電子状態と電子格子相互作用

33.異種原子に誘起されたSi(111)表面の走査型 トンネル顕微鏡による研究

34.スピネル硫化物CoM2S4(M:Co,fu)の電子状態と磁性

35.複合極限下における重い電子系とスピンラダー化合物の電気抵抗測定

36.GaAs(110)徴傾斜基板上へのZnSe系化合物分子線エピタキシャル成長と評価

37.二次元ハバード模型の一粒子スペクトル

38.非古典的な光の生成に関する理論的考察

39.嘩次元磁性体の比熱測定

40.(775)BGaAs基板上にMBE成長した高密度InGaAs/(GaAs)5(AIAs)~5量子細線

41.ダイヤモンド中の不純物の電子状態と価電子制御の理論的研究

大阪市立大学大学院工学研究科応用物理学専攻

1.電子のe-Ⅴ分布を用いた四重極型質量分析計のパターン係数の導出法

2.小型CylindriCalEnergyAnalyzerの基礎的研究

3.β-carotene類似カロテノイド分子性結晶の物性制御

4.電場変調反射分光法による半導体超格子のミニバンド構造の電場効果の研究

5.GaAs/AlAs タイ71ⅠⅠ超格子における励起子分子の束縛エネルギーと動的過程

6.銅ハライド薄膜の結晶成長とその光学特性

7.CsCRbl_=Ⅰ混晶薄膜の結晶成長と光学特性

8.第二種超伝導体の渦モデルと1/f揺らぎ

9.メゾスコピック系の量子輸送 :シナイビリヤードにおける永久電流

10.ジョセフソン接合共振器中の光子場の量子ダイナミクス
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恒川 雅典

寺井 睦

中池 俊平･

中嶋 浩詞

西木戸偉材

服部 高典

桧山 晋

保前 友高

松本 税

丸山 政克

宮崎 智恵

宮津 忠

村瀬 康裕

森田 邦久

相場 清孝

山形 柳

山本 昌則･

西松 毅

永山 宜史

慎 兼範

加茂 宣卓

安藤 雅膚

宗村 敦司

溝崎 賢太

山崎 泰宏

坂本 賢治

本城 稔洋

真木 貴典



修士論文題目

関西学院大学大学院理工学研究科物理学専攻

1.複屈折量測定および光弾性応力解析に関する研究

2.変異体リゾチームとシャベロニンGroEの相互作用

3.時間分解 EPRによる光化学系 ⅠITyrosineの電子伝達速度と相対位置の研究

4.ジバルミトイルホスファチジルコリン/水系におけるリップル相形成の機構

5.カロテノイドにおける電子励起状態

6.(411)AGaAs/Al才Gal_=As 擬量子箱の光学的評価

7.C末端アミノ酸が欠損したリゾチーム誘導体の立体構造安定性について

8･高圧下における【Z(CH3)4】2CuC14(Z-N,P)化合物

9.LiTb03基板上に成長したcu/Al積層膜の結晶評価

10.AtomicPositionandPhaseTransitionsofKNbO3

ll.Epoxy樹脂のCH30H-H20混合溶媒吸収による物理的性質の変化

岡山理科大学大学院理学研究科応用物理学専攻

1.配向相転移のBetbe近似

2.4配向をとる固相N2の配向相転移

3.CsCl型結晶の不安定化現象と秩序無秩序相転移

4.銅化合物における結晶場とg因子の異方性に関する理論的研究

5.銅化合物の磁気異方性に関する理論的研究

6.多価イオンと金属固体表面との相互件用の研究

7.液体ヘリウム中での反陽子の捕獲と対消滅確率

8.イオン ･原子衝突における電子励起の衝突径数依存

9.高温プラズマ中での荷屯粒子のエネルギー損失

10.高エネルギーイオン照射による固体表面からの粒子放出

ll.分子線エピタキシ一法で成長させたLi ドープznse/GaAs 薄膜表面の反射高速電子線回折

による研究

12.分子動力学的方法によるシリコン薄膜成長の計算機シミュレーション

13.GaAs‡111)面上へのCdSe薄膜の分子線エピタキシー成長

14.傾斜 G出払基板上に成長したLi-dopedZnSe薄膜の光学的 ･電気的評価

15.金属コバルト シリコン(i-00)界面でのシリサイド反応

16.研削条件の異なるSiウェーハの表面粗さの評価
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加藤 秀薪

建 由紀子

茂東 和士

清水 僧宏

滝井 健司

中川 春光

仁尾 務

福井 俊明

森本 靖弘

柳 弘一郎

青田 光男

坂本 故

高塚 直人

山本 大昭

田中 意和

引田 僅史

中村 龍

城 哲男

伊藤 昌彦

江東 幸一

徳原 義隆

大浦 滞裕

児玉 幸崎

東江 書彦

藤井 勝基

大家 啓介

笠石 修司



修士論文題目

17.超低温における硫酸銅カリウムの核比熱の研究

広島大学大学院理学研究科物理学専攻

1.磁化率と弾性率でみるCe7Ni3の47電子状態

2.L礼l.85Sr｡.15Cu04の電気抵抗率と超伝導転移温度に対する-軸圧力の効果

3.高温超伝導体La2_CSr才Cu04の電気伝導の異方性と非金属性

4.超高純度Al単結晶における非線形電気伝導

5.PZT薄膜のミクロな圧電性に関する研究

6.格子周期を持つ摩擦におけるスティックスリップ運動の研究

広島大学大学院理学研究科物性学専攻

1.高分解能真空紫外逆光電子分光装置の開発

2.AugerElectron-PhotoionCoincidenceMeasurementsofCondensedH20andCH3CN

FollowingCoreElectronExcitation (内殻電子励起による凝縮 H20,CH3CNのAtqser

一電子一光イオン同時計測)

3.金属表面でのアルカリ原子吸着の構造安定性と電子状態

4.-次元的構造をもつ人工格子のスピン･軌道磁気モーメント

5.ThreかDimensionalInstabiutiesinaCompressibleMagnetoconvection

(圧縮性磁気対流における3次元不安定性)

6.TheTlansitionofVorticityFieldStructuresinShearFlows

(勢断流における過度場構造の遷移)

7.擬ギャップを持つ近藤格子系ceNiSnの置換効果

8.誘電体結晶K2Mn2(SO4)3のリートベルト法による秩序相構造の決定と相転移機構の考察

･9.ウラン三元系化合物の探索と単結晶uCu2Snの物性

10.閃亜鉛鉱塑MnTeおよびNiAs 型MnSb薄膜単結晶の成長と電子状態の研究

ll.クロムカルコゲナイドの電子状態の研究

12.内殻励起によるアセトニトリル分子の光解離過程

13.分子性導体DCNQI-Cu系の過渡熱起電力効果及び輸送現象

14.PhotonStimulatedIonDesorptionofAromaticPolymerThinFilmsFollowingCore

ElectronExcitation (内殻電子励起による芳香族系高分子薄膜の光刺激イオン脱離)

15,メカニカルミリングにより作製したMg-Ni系合金微粉末の高分解能電子顕徴集観察

16.水素結合型結晶の相転移にみられる水素一重水素置換効果の構造的研究
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竹下 昌利

堀内 正隆

堀池 正樹

菊川 直樹

船本 邦雄

中尾 浩康

横山 康祐

秋山 悟

池永 英司

大崎 一朗

奥谷 其

河崎 倍示

岸田 圭史

小林 克志

小前 重夫

白瀬 正治

仙波 伸也

高田健一郎

竹下 葵伸

田中 修治

藤井健太郎

藤川 佳則

測上 誠



修士論文題 目

17･NonlinearDynamicsofMagneticBuoyancyInstabilities

(磁気浮力不安定性の非線形ダイナミクス)

18.遍歴電子磁性体スピングラスの緩和現象とドメイン理論に基づ く考察

19.強誘電体KH2P04に形成されるフラクタル的分域構造の結晶厚み依存

山口大学大学院理学研究科物理学専攻

1.(CH3NH3)2AIBr5･6H20の構造相転移

2.n-アルカン融液表面のコンピュータ･シミュレーション

3.異方性超電導体における熱力学量

4.TbRu2Ge2単結晶の中性子回折

5.強誘電体Rb2ZnC14における構造相転移

6.HoRu2Si2単結晶の中性子回折

7.S-d混合液超伝導体のenergygapについての研究

8.シアノアダマンタン､タロロアダマンタン混晶系のガラス転移

9.A2BX4型結晶におけるα-β転移 (A-Ti,Cs,B-Zn,Co,Hg,Ⅹ-Br,Ⅰ)

10.尿素包接化合物の秩序平均構造のゲス ト分子による違い

ll.NH4C104の低温相の結晶構造

12.NdCo2Si2の磁気構造

愛媛大学大学院理学研究科物理学専攻

1.金属間化合物 Y2_｡M∬Fe17(M-Zr,Hf,Lu)の磁性

2.非晶質合金Fe(ZrB)の磁性

3.i子カオスとベリーの幾何学的位相の関係

4.NaZr2(poヰ)3系のNa,Kイオン伝導とその混合アルカリ効果

5.非線形ランダウ減衰による誘導散乱とエネルギー輸送の時間発展

6.イオンビームによるドリフトサイクロトロン不安定性

7.イオンビーム ･プラズマ系における不安定イオンサイクロトロン波

8.非線形ランダウ減衰による誘導散乱とエネルギー輸送

9.物体によるK-dVソリトンの散乱

10.ホモクリニック軌道における数値カオス

ll.反応拡散系における活性波の屈折
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森山 勝志

山崎 篤志

山田 倫子

梶尾 昇

川俣 其

佐治 草生

真田 雅章

皿海 靖之

武居 文彦

立間 啓之

田中 一弘

土山 司郎

藤井 宏明

藤書 修

陳 暢飛

木下 清算

松山 朋広

山内 阜

湯浅 良成

生松 一徳

岩本 住三

近藤 崇

長谷 光洋

上原 大伸

下久 美

杉井 勝



修士論文患日

12.Langevin放射圧に関する統一理論

高知大学大学院理学研究科物理学専攻

1.Cu-NQRによるYBa2Cu307_βの置換効果の研究

2･絶縁体相YBa2Cu306･超伝導金属相YBa2Cu307の高温領域のCu-NQR

3.La系高温超伝導体の特異組成近傍の超伝導抑制効果の研究

4.Tluハ バードモデルの平均場解の群論的分類

5･Egハ バードモデルの平均場解の群論的分類

九州大学大学院理学研究科物理学専攻

1.境界摂動法を用いたランダム媒質中のダイナミックスの理論的研究

2.ガラス転移の分子動力学シミュレーション

3.結合ジョセフソン素子系におけるオンオフ間欠性の可能性

4.ドリフト波乱流の発達過程における動的スケーリング則

5.分子性結晶Sn14の分子動力学法による圧力誘起構造相転移

6.粘弾性体における表面波モードの理論的解析

矢野 克典

有馬 立知

塩原 隆行

季 成根

馬場 敏行

美砂 啓

川崎 光宏

藤崎 守雄

松下 英

渡速 成

礁部 雅晴

久保田 故

7.周期的に波打った円筒形のフェルミ面を持つ導体における超音波吸収の巨大量子振動 小島幸一郎

8.周期的に波打った円筒形のフェルミ面を持つ導体における新しいタイプのヘリコン波

9.Ni超薄膜上のBi膜の超伝導転移

10.超伝導/骨伝導多層膜における電子間相互作用

ll.エピタキシャルBi薄膜の量子サイズ効果領域における電流磁気効果

12.酸化物超伝導体YBa2Cu307_6とBi2Sr2CaCu208+6のSeebeck効果

13.酸化物高温超伝導体 Bi2Sr2CalCu208+6の局所磁場分布と時間緩和

14.磁場侵入長より薄い膜厚をもつYBa2Cu307_6薄膜の作製と評価

15.SnCu超伝導薄膜の電気伝導と磁気抵抗､非弾性散乱

16.超格子構造のFRED

17.La2_∬Sr｡Cu04の格子定数温度依存性

18.スピン･バイエルス化合物CuGe03の構造特性

19.溶融AgCLAgI混合系の動的性質

20.溶融In-Te混合系の構造

徳永 潤

山内 蒙

山田 和正

川端 良兵

古賀 照美

中島 恵子

松尾 泰三

小厚 慶一

桑島修一郎

小西 知恵

波多江美里

平松 晩生

松原 良太

21.ErNiを蓄冷材に用いたGifford-McMal10n冷凍機の冷凍能力､及び新しい冷凍方式の有効性 八田 嘉郎

-865-



修士論文題目

22.EuSの磁場中での比熱とエントロピー

23.液体ヘリ･ウム面上の擬 1次元電子系の電気伝導

24.(C耳3)2NH2ClのMDシミュレーション

25.凍結オレイン酸磁性流体の粒子配列と超常磁性

26.イメージングプレート回転写真による未知結晶の指数付けアルゴリズムの開発

27.多糖類電解質高分子JC-Carrageenanのゾル-ゲル転移における構造変化

-866-

深町 孝治

荒木 俊紀

浦田 新書

野中 省治

増田 豊

漁凍 親板




