
発表番号  発表者  研究室名  ポスタータイトル 

N01  〇福田圭佑、吉武英昭  吉武研究室  有機修飾単分散シリカ微粒子間の表面反応によるポーラス物質の合成 

N02  〇奥川拓也、野田祐輔、大野かおる、中村振一郎  大野（か）研究室  低構造対称性によるLaMnO, LaFeO, LaCrOのバンドスピン分裂 

N03  中嶋武、大野かおる  大野かおる研究室  TOMBOへのスピン軌道相互作用補正項の実装 

N04  〇捧峻太朗、石川智也、井手大星、藤原康暉、依田浩平、宮野俊太、一柳優子  一柳研究室  Coドープしたγ-Fe2O3ナノ微粒子へのCHCA修飾とイオン化支援機能 

N05  〇藤原康暉  一柳研究室  3d遷移金属を共ドープしたNiOナノ微粒子の作製とその磁気的性質 

N06  〇宮野俊太  一柳研究室  Cu-Znフェライトナノ微粒子の作製とT2緩和効果 

N07  ○井手太星  一柳研究室  希薄磁性半導体Al-Mn共ドープZnO磁気ナノ微粒子の作製と特性 

N08  ◯小林真隆、Jeremy A. Johnson、嵐田雄介、南康夫、武田淳、片山郁文  武田・片山・嵐田研究室  高繰り返しシングルショット分光を用いた超高速光誘起現象の測定 

N09  ○桑畑和明　大野かおる  大野研究室  氷表面におけるH+COの表面構造依存性の理論研究 

N10  〇阿部祐吾、石橋萌、田鍋俊彦、里見航汰、高野誠、大矢剛嗣  大矢研究室  単電子回路へのナチュラルコンピューティング実装検討 

N11  ○大和田俊、吉武英昭  吉武研究室  逆オパール型カーボンを用いたフッ化鉄系リチウムイオン電池正極材料に関する研究 

N12  〇磯野晃輔、樋口貴史、伊藤佑次郎、小板谷貴典、青木優、首藤健一、増田茂  首藤研究室  電子分光によるCu(111)上picene薄膜の価電子構造 

N13  ○久井裕介、赤松大輔、小林拓実、洪鋒雷、保坂一元  洪・吉井研究室  Yb/Srデュアル光格子時計による時計遷移周波数比の測定 

N14  〇野邑 寿仁亜、久井裕介、吉井一倫、洪鋒雷  洪・吉井研究室  399 nmフィルター型外部共振器半導体レーザーを用いたYb原子のドップラーフリー分光 

N15  ○真田燿嘉、山梨裕希、吉川信行  山梨研究室  超伝導高速除算回路の研究 

N17  〇新関和哉  小坂堀切研究室  Bow-tie cavityを用いた通信波長狭線幅2光子源の開発 

N18  〇森下航平、川口直輝、國分泰雄、荒川太郎  荒川研究室  電子ビーム露光法を用いた量子井戸単一微小リング共振器装荷型マッハ・ツェンダー光変調器の作製 

N19  ◯田村秀平、池田幸平、堀切智之、小坂英男  小坂・堀切研究室  ダイヤモンド量子間をつなぐ2段階波長変換 

N20  ◯小山尚紀、野口良史、Manjanath-Aaditya、大野かおる  大野かおる研究室  TOMBO Ver2へのBlock Davidson法の実装 

N21  〇羽田直樹、小松原拓也、國分泰雄、荒川太郎  荒川研究室  熱光学効果を用いた化合物マイクロリング共振器の共振波長の調整 

N22  〇藪下裕貴, 高澤弘樹，國分泰雄，荒川太郎  荒川研究室  プッシュプル駆動シリコン微小リング装荷型マッハ・ツェンダー光変調器の特性評価 

N23  ○本山竜央、嵐田雄介、片山郁文、武田淳  武田・片山・嵐田研究室  強誘電体LiNbO3フォノンポラリトンのシングルショット実時間分光と温度依存性 

N24  〇杉山滉、山梨裕希、吉川信行  山梨研究室  パイ接合を含む超伝導回路の特性評価 

N25  ○山下洲造、伊海雅和、渡辺彗  向井研究室  量子ドットとメタマテリアルを組み合わせた新規な単一光子発生制御素子の実現 

N26  ○上原周一、大野かおる  大野かおる研究室  TOMBOへのHartree Fock及び２次摂動計算の力のインプリメント 

N27  〇青木翼、大野かおる  大野かおる研究室  GW近似による絶縁体と半導体の内殻電子束縛エネルギー第一原理計算 

N28  ○寺田裕之　大野かおる  大野かおる研究室  周期系における超微細相互作用の計算:TOMBOコードへの実装 

N29  小西真央、植山翔太，荒川太郎  荒川研究室  組み合わせ多重五層非対称結合量子井戸を有するマッハ・ツェンダー光変調器の設計と作製 

N30  ○山田優子, 朝比奈優, 大久保章, 稲場肇, 大苗敦, 吉井一倫, 洪鋒雷  洪・吉井研究室  低繰り返し周波数光コムの開発 

N31  ○朝比奈優、山田優子、吉井一倫、洪鋒雷  洪・吉井研究室  コンパクトな光学系を用いた高速制御型Erファイバーコムの開発 

N32  〇稲村拓也、佐川博之、中川賢一、吉井一倫、洪鋒雷  洪・吉井研究室  狭線幅レーザーを用いたアセチレン分子のドップラーフリー分光と周波数安定化 

N33  ○奥村 勲、丹羽 慶輔、向井 剛輝  向井研究室  配置制御の為のPbS量子ドットのシリカコーティングによるサイズ拡大 

N34  ○依田浩平  一柳研究室  SiO2包含CoFe2O4ナノ微粒子の粒径制御とイオン化支援機能 

N35  ○谷川幸晴、小野頌太、桑原理一、大野かおる  大野かおる研究室  キャップ付きカーボンナノチューブのキャップ構造と局在エネルギーギャップの間の相関関係 

N36  〇藤本智士、向井剛輝  向井研究室  PbS量子ドットの面方位の揃った完全超格子の実現 

N37  〇伊藤優希、山梨裕希、竹内尚輝、吉川信行  山梨研究室  再構成可能な超伝導可逆論理回路の研究 

N38  ○北村隼人、橘 孝祐、池添雄貴、尾形勇耶、川田一貴、稲垣忠光、松井洸樹、松永悠樹、大矢剛嗣  大矢研究室  斬新なナノカーボン複合材料とその応用展開 

N39  ○延與梨世、中村孝秋, , 加納浩輝、黒岩良太、佐藤恒司、関口雄平、小坂英男  小坂・堀切研究室  NV中心における電子・核子もつれ状態のシングルショット 

N40  ○加納浩輝、黒岩良太  小坂・堀切研究室  光子からダイヤモンド核子への量子テレポーテーション転写 

N41  〇尾崎輝、松尾卓俊、べ・ソンミン、杉山夏輝、レビガーハンネス、首藤健一  首藤研究室  機械的剥離されたMoS2薄膜の Ar+スパッタリングによる欠陥の振動分光 

N42  ○千菅雄太、増田裕行、増子拓紀、小栗克也、後藤秀樹  武田・片山・嵐田研究室  単一アト秒パルスを用いた絶縁体電子系（Al2O3）の過渡吸収分光 

N43  ◯磯部智遥、大野かおる  大野かおる研究室  GW without BSEによる光吸収スペクトル計算 

N44  〇飯吉優一、加藤竜二、生方俊　  生方研究室  ビナフチル誘導体のジアステレオ選択的フォトクロミズム 

N45  〇畑瀬真幸、豊田雅人、生方俊  生方研究室  ビスロフィン誘導体の特性評価および表面レリーフ形成 

N46  ○新井建佑、○岩渕達也、島津佳弘  島津研究室  二流化モリブデン電界効果デバイスにおける金属絶縁体転移と電極効果 

N48  〇丸本康太、園田泰史、生方俊  生方研究室  二つのアントリル基を有する化合物の薄膜中での光反応 

N49  ○伴篤彦、嵐田雄介、片山郁文、河田陽一、吉田昭二、重川秀実、武田淳  武田・片山・嵐田研究室  THz電場誘起トンネル電流のキャリアエンベロープ位相（CEP）依存性 

N50  ○松浦壮佑、吉田草一郎，山作直貴，岡崎慎司，西島喜明，國分泰雄，荒川太郎  荒川研究室  シリコンマイクロリング共振器水素ガスセンサの提案と特性評価 

N51  増田裕行、千菅雄太、増子拓紀、小栗克弥、後藤秀樹  武田片山嵐田研究室  二重ゲート法による単一アト秒パルス発生と時間計測 

N52  ○藤澤悠太郎、栗原大輝、高梨雅也、島津佳弘、鈴木和也  鈴木和也研究室  いくつかの層状化合物における電界効果 

N54  〇小山恵嗣、高倉雅之、前川 卓、丸尾昭二  丸尾研究室  マイクロ光造形・除去加工の実現に向けた高精度3D形状計測システムの開発 

N55  ○長田昂大、石田直輝、倉見谷航洋、佐藤恒司、関口雄平、小坂英男  小坂・堀切研究室  ダイヤモンドNV中心におけるマイクロ波偏光を用いた幾何学的量子もつれ操作 

N56  佐川博之,稲村拓也,吉井一倫,洪鋒雷  洪・吉井研究室  アセチレン分子ドップラープロファイルの高精度測定システムの開発 

N57  ○田辺裕亮、関谷隆夫、小平哲也  関谷研究室  anatase二酸化チタン中にドープしたアルミニウムの局所構造 

N58  ○加藤大輝、石井裕樹、川島奨平、岩田寛、田中正俊、関谷隆夫  関谷研究室  反応性スパッタリングによるZr-O-N薄膜の光学特性 

N59  〇石井裕樹、加藤大輝、川島奨平、岩田寛、田中正俊、関谷隆夫  関谷研究室  円筒型マグネトロンスパッタリングを用いたZr-O-N薄膜の作製と電気化学特性 

N60  ○児玉翔、岩田寛、古澤将司、田中正俊、関谷隆夫  関谷研究室  円筒型マグネトロンスパッタリング装置のプラズマ密度評価 

N61  ○松井明佑　関谷隆夫  関谷研究室  チタン還元によるアナターゼ型二酸化チタン単結晶の窒素欠陥制御 

N62  ○中村洋介、坂口直駿、木村僚佑、木村康男、水柿 義直、平野愛弓、荻野俊郎  荻野研究室  脂質二分子膜への膜融合による金属ナノ粒子の導入 

N63  ○各和孝将、荻野俊郎  荻野俊郎研究室  ポーラスアルミナの導入によるマイクロロボット化学反応推進機構の高出力化 

N64  ○奈良脩平、嵐田雄介、武田淳、片山郁文  武田・片山・嵐田研究室  波形整形技術を用いた強誘電体LiTaO3のコヒーレント制御 

N65  〇田岡裕貴、嵐田雄介、南不二雄、武田淳、片山郁文  武田・片山・嵐田研究室  位相変調型光サンプリング法の開発 

N66 高柳 周平、 前田 慎一郎、 大野真也  大野真也 研究室  反射分光によるTiO_2(110)表面上の鉄フタロシアニン分子配向の評価 

発表番号  発表者  研究室名  ポスタータイトル 

C01  ◯大場優生、河津励、立川仁典  立川研究室  経路積分分子動力学法を用いたミューオニウム化分子の理論的研究 

C02  ◯佐久間柚衣、増子貴子、平岡秀一、長嶋雲兵、立川仁典  量子物理化学研究室  V字型二座配位子からなるPd2L4かご型錯体の自己集合過程に関する理論的研究 

C03  ○赤木万希也、小谷由佳、本多尚  本多研究室  Investigation of New Ionic Plastic Crystals in Some Salts Formed by Elliptical-Type Ions 

C04  ○奥 暁彬、本多 尚  本多研究室  温度応答性高分子とメタクリル酸メチルを利用した冷却塗料の開発と物性研究 

C05  ○佐々木碧、本多尚  本多研究室  温度応答性高分子Poly(N-isopropylacrylamide)を用いた新規冷却材料の開発 

C06  ○石塚慎哉、本多尚  本多研究室  フォージャサイト型ゼオライトに吸着したフタル酸ジプロピル、フタル酸ジブチルの吸着状態の研究 

C07  ○山崎真、山田重樹  山田研究室  二重ペロブスカイト型Mn酸化物の比抵抗測定 

C08  ○山上恭、山田重樹  山田研究室  LaBaMn2O6単結晶体の作製 

C09  〇塚田千遥、木下郁雄  木下研究室  光電子温度計測のための高速フーリエ変換によるスペクトルのブロードニング関数の評価 

C10  ○佐伯雄大、村田秀信、平井匡彦、青木伸之、橘勝  橘・村田研究室  簡易型荷重制御装置を用いたC60単結晶電界効果トランジスタの構築 

C11  〇重本知華、橘勝、村田秀信  橘研究室  三斜晶リゾチーム結晶のビッカース硬さ 

C12  ○山本早織、村田秀信、橘勝  橘・村田研究室  C60板状結晶の自発的パターン形成 

C13  ◯小出卓哉、増子貴子、平岡秀一、長嶋雲兵、立川仁典  立川研究室  水溶性歯車状両親媒性分子の安定性に関する理論的研究 

C14  ○小川 輝，山田重樹  山田研  NdBaMn2O6の物性 

C15  ○石井桐子  北研究室  高精度非調和振動状態解析に向けたbackflow型相関因子の開発 

C16  津村ゆり子  横山研究室  Cu(111)上に2分子積層によって構築した分子ダイオードのSTM/STS観察 

C17  ○西田脩祐、山田重樹  山田研究室  PrBaMn2O6の単結晶作製とその物性 

C18  ○市川敦規、大場優生、河津励、立川仁典  立川研究室  経路積分分子動力学法を用いた四角酸結晶におけるH/D同位体効果の理論的解析 

C19  ○安藤真輝、山田重樹  山田研究室  遷移金属酸化物の誘電性質の測定 

C20  〇権守宏通、村田秀信、橘勝  橘研究室  C60-CCl4結晶の高圧下における構造変換 

C21  ○樋口森生、奥田亘太郎、戸坂亜希、重田諭吉  重田研究室  反射高速電子回折法を用いたSi(111)面上のGe膜の初期成長構造の解析 

C22  〇中島翔太、戸坂亜希、重田諭吉  重田・戸坂研究室  α-Al２O３(0001)-√31×√31±R9°表面の 反射高速電子回折ロッキングカーブ法による構造解析 

C23  石井千晶  重田研究室  固相エピタキシー成長させたGe/Si(111)界面のインターミキシング 

C24  ◯山本魁知、兼松佑典、長嶋雲兵、上田顕、森初果、立川仁典  量子物理化学研究室  水素結合型有機伝導体、κ-H3(Cat-EDT-TTF/ST)2におけるH/D同位体効果の理論的研究 

C25  ○浦川海尋、北幸海、立川仁典  量子物理化学研究室  多原子分子の陽電子親和力に対するH/D同位体効果の理論的解明 

C26  ○舟守勇斗、早瀬太皓、村田秀信、宮澤薫一、橘勝  橘・村田研究室  C70ナノウィスカーの育成と弾性特性 

C27  ○寺崎航平、横山崇  横山研究室  STMによる生体分子観察を目指したエレクトロスプレー蒸着法の構築 
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