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目 録 Ⅰ (号別)

72-1(4月号)

○モデル選択とその周辺 伊庭 幸人 ‥‥‥ 1

0剛体円盤分子動力学シミュレーションにおける大規模計算と高速化の手法

磯部 雅晴 ‥‥‥21

石岡 俊也､測上 信子 ‥‥‥42

堀越 篤史 ‥‥‥60

○計算の熱力学について

○非摂動 くりこみ群 と量子 トンネル現象

○研究紹介

数理の実験工房 ～自然界のパターンと動力学の解明～

(北大電子研 情報数理研究分野)

○編集後記

72- 2 (5月号)

○確率的フィードバ ックを受ける力学系における間欠的振舞と1/fゆらぎ

橋本 昇､ 豊田 規人 … … 89

0砂山におけるSegregationとStratificationの形成過程 … ‥..野口 真保 ‥‥‥102
0研究会報告

｢量子ホール効果及び関連する物理｣
○編集後記

72-3 (6月号)

○研究会報告

｢第6回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣
○編集後記

72-4 (7月号)

○研究会報告

｢強結合超伝導 - pseudogapを中心として-｣‖‥… .…
｢新しい物質場としてのボース ･アインシュタイン凝縮系｣

○編集後記
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目 録

72-5 (8月号)

○講義ノート

｢高分子の相転移とダイナミクスー統計力学理論とシムレイシオンー｣
川勝 年洋 ‥‥‥555

0修士論文 (1998年度)

UPt3および URu2Si2の高分解能角度分解光電子分光… … 伊藤 孝寛 ‥‥‥670

高分解能光電子分光装置の建設と高温超伝導体フェルミ準位微細電子構造

佐藤 宇史 ‥‥‥689

○修士論文題目 (1998年度)

○編集後記

72-6 (9月号)

○研究会報告

｢量子効果が顕著な役割を果たす磁性現象の新展開｣ 729

0修士論文 (1998年度)

低密度パリティ検査符号の統計力学的解析 村山 立入‥‥‥876

0編集後記 902

73-1(10月号)

○研究会報告

｢非平衡非定常ダイナミクスの解明-新しい化学反応論を目指して-｣..‥‥.1

0修士論文 (1998年度)

生態系における協同現象に対する統計力学的アプローチ … 木崎 伸也 ‥‥‥138

○編集後記

73-2日 1月号)

○講義ノート

｢第44回 物性若手夏の学校｣(1999年度)‥…

○編集後記

163

73-3(12月号)

○電磁気学確立期におけるマクスウェリアンの役割

-0.Lodgeの業績を中心として- ‥‥‥‥‥… ..… … ..岡本 正志 ..‥‥423
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目 録

貴田 徳明 ‥‥‥477

間 広文… … 504

松尾 美希 ‥.… 557

‥‥‥‥‥.‥日..581

○光学応答からみた PbHP04の強誘電構造相転移 .…

○修士論文 (1998年度)

超音波によるLaトだSr｡Mn03の四重極子効果の研究

非一様温度系における運動論的熱力学

○編集後記

73-4(1月号)

○研究会報告

｢第7回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣ 583

0修士論文 (1998年度)

NiAs型遷移金属化合物の電子状態と物性 川上 卓也 … … 789

0掲示板 804

0編集後記 805

73-5 (2月号)

○研究会報告

｢多体問題 としての情報処理 一統計力学と情報科学の接点-｣ 807

0修士論文 (1998年度)

光学的手法による二重交換系マンガン酸化物の電子構造の研究

町田 晃彦 … … 907

0編集部より

2000年度 ｢物性研究｣会費納入について

○編集後記

73- 6 (3月号)

○点過程論によるエネルギー準位統計の数学的基礎付け ‥… 南 就将 ...… 957

0｢歴史としての生命 一 自己 ･非自己循環理論の構築-｣-の誘い

村瀬 雅俊 ‥‥‥1012

0修士論文 (1998年度)

計算統計力学的手法による格子タンパク質模型の研究

千見寺 浄慈 … … 1025

○掲示板

○編集後記

○目 録 (Vbl.72,73)
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目 録

目 録 ⅠⅠ (人名別 ･五十音順)

石岡 俊也 計算の熱力学について (測上 信子)

磯部 雅晴 剛体円盤分子動力学シミュレーションにおける大規模計算
と高速化の手法

72-1,42

72-1,21

伊藤 孝寛 修士論文 Upt3および URu2Si2の高分解能角度分解光電
子分光 .‥‥‥… ..‥..… .‥‥… .‥‥‥‥‥..… 72-5,670

伊庭 華人 モデル選択とその周辺‥‥‥‥‥‥‥‥‥… ‥‥‥‥‥‥… ‥‖ 72-1,1

岡本 正志 電磁気学確立期におけるマクスウェリアンの役割

-0.Lodgeの業績を中心として- ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥… 73-3,423

川勝 年洋 講義ノート 高分子の相転移とダイナミクス

ー統計力学理論とシムレイシオンー ‥‥‥‥‥… 72-5,555

川上 卓也 修士論文 NiAs型遷移金属化合物の電子状態と物性 ‥‥… ‥ 73-4,789

木崎 伸也 修士論文 生態系における協同現象に対する統計力学的

アプローチ..‥‥‥‥‥… … .… ‥‥‥… ..… ‥‥ 73-1,138

貴田 徳明 光学応答からみたPbHP04の強誘電構造相転移 ‥‥‥‥‥‥‥ 73-3,477

佐藤 宇史 修士論文 高分解能光電子分光装置の建設と高温超伝導体
フェルミ準位微細電子構造

千見寺浄慈 修士論文 計算統計力学的手法による格子タンパク質模壁
の研究

豊田 規人 確率的フィードバ ックを受ける力学系における間欠的振舞

と1/fゆらぎ (橋本 昇) ‥‥.‥‥… ‥‥… .‥‥‥‥‥… ‥‥

野口 真保 砂山におけるSegregationとStrati丘cationの形成過程 ‥‥‥…

橋本 昇 確率的フィードバ ックを受ける力学系における間欠的振舞

と1/fゆらぎ (豊田 規人).‥‥‥… ‥‥‥‥‥‥‥… ‥‥‥‥

間 広文 修士論文 超音波によるLal_xSrEMn03の四重極子効果の
研究

測上 信子 計算の熱力学について (石岡 俊也)

72-5,689

73-6,1025

72-2,89

72-2,102

72-2,89

73-3,504

72-1,42

堀越 篤史 非摂動 くりこみ群と量子 トンネル現象 ‥‥‥‥‥… … ‥‥.… 72-1, 60

町田 晃彦 修士論文 光学的手法による二重交換系マンガン酸化物の

電子構造の研究 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥… ‥‥… ‥‥… 73-5,907

松尾 美希 修士論文 非一様温度系における運動論的熱力学 … … ‥… ‥ 73-3,557

南 就将 点過程論によるエネルギー準位統計の数学的基礎付け ‥‥… .73-6,957

村瀬 雅俊 ｢歴史としての生命 一 自己 ･非自己循環理論の構築-｣
への誘い‥-- --‥‥… ‥‥.‥‥‥.… ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73-6,1012

村山 立入 修士論文 低密度パリティ検査符号の統計力学的解析 ..… … 72-6,876
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目 録

目 録 ⅠⅠⅠ (内容別)

講義ノー ト

｢高分子の相転移とダイナミクス -統計力学理論とシムレイシオンー｣

‥‥‥‥… … ‥… … …‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥ 川勝 年洋 ‥‥‥72-5,555

｢第44回 物性若手夏の学校｣(1999年度)… … ‥‥‥… ‥… ‥‥‥… ‥ 73-2,165

研究会報告

｢量子ホール効果及び関連する物理｣

｢第6回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

｢強結合超伝導 - pseudogapを中心として-｣‥‥‥‥……‥‥‥… ..

｢新しい物質場としてのボース ･アインシュタイン凝縮系｣

｢量子効果が顕著な役割を果たす磁性現象の新展開｣

｢非平衡非定常ダイナミクスの解明 一新しい化学反応論を目指して-｣..

｢第7回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

｢多体問題 としての情報処理 一統計力学と情報科学の接点-｣‥‥… …

修士論文題臥 修士論文

修士論文題 目 (1998年度)

72-2,113

72-3,235

72-4,423

72-4,520

72-6,729

73斗 1

73-4,583

73-5,807

72-5,704

UPt3および URu2Si2の高分解能角度分解光電子分光 .‥ 伊藤 孝寛 .‥… 72-5,670
高分解能光電子分光装置の建設と高温超伝導体フェル ミ準位微細電子構造

… .… ‥‥‥… ..‥‥‥‥… … … .… ‥‥‥‥‥佐藤 字史 … … 72-5,689

低密度パ リティ検査符号の統計力学的解析 ‥‥‥… ‥… 村山 立入… .‥72-6,876

生態系における協同現象に対する統計力学的アプローチ

超音波によるLaトTSrcMn03の四重極子効果の研究

非一様温度系における運動論的熱力学

NiAs型遷移金属化合物の電子状態と物性 … ‥‥‥

木崎 伸也 ‥‥‥731,138

間 広文 ‥‥‥73-3,504

松尾 美希 ‥‥‥73-3,557

川上 卓也 ‥… .73-4,789

光学的手法による二重交換系マンガン酸化物の電子構造の研究

･--- - ･- ･---‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥… 町田晃彦 .… ‥73-5,907

計算統計力学的手法による格子タンパク質模型の研究

-- -----------‥… ‥‥‥‥‥‥‥… 千見寺 浄慈 ‥… 73-6,1025

研究紹介

数理の実験工房 ～自然界のパターンと動力学の解明～

(北大電子研 情報数理研究分野)‥‥‥‥… ‥‥‥… .… … … … ‥‥ 72-1,80
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