2010 年度 日本物理学会北陸支部
定例学術講演会 プログラム
期日：2010 年 11 月 27 日（土）
会場：富山大学理学部

特別講演と支部総会
13:00 〜 14:00

特別講演
「スーパーカミオカンデ実験 −地下における素粒子実験−」
塩澤 真人 先生（東京大学宇宙線研究所）

14:00 〜 14:30

支部総会

於：多目的ホール（Ｆ会場）

於：多目的ホール（Ｆ会場）

会場および座長一覧表
受付

A 会場

B 会場

C 会場

午前前半

9 :45〜10 :30
素粒子・原子核
戸田晃一
（富山県立大）

9 :15〜10 :30
プラズマ・放電
鎌田啓一
（金沢大）

9 :15〜10 :30
磁性
水島俊雄
（富山大）

午前後半

会場

8:45 〜 理学部エントランスホール

10 :45〜12 :00
素粒子・原子核
青木真由美
（金沢大）

10 :45〜12 :00
プラズマ・放電
升方勝己
（富山大）

10 :45〜12 :00
磁性
阿部聡
（金沢大）

D 会場

E 会場

9 :15〜10 :30
9 :45〜10 :30
結晶 / 表面・界面 物性基礎・計算機
松島房和
シミュレーション
（富山大）
林啓治
（金沢工業大）
10 :45〜12 :00
レーザー・分光
小林かおり
（富山大）

10 :45〜11 :45
物性基礎・計算機
シミュレーション
角畠浩
（富山大）

昼食時間
13 :00 〜 14 :00

特別講演

F 会場（理学部多目的ホール）

14 :00 〜 14 :30

支部総会

F 会場（理学部多目的ホール）

休憩
午後前半

14 :45〜16 :00
素粒子・原子核
青木健一
（金沢大）

午後後半

14 :45〜16 :00
プラズマ・放電
伊藤弘昭
（富山大）

14 :45〜16 :00
磁性
田山孝
（富山大）

14 :45〜16 :00
レーザー・分光
藤竹正晴
（金沢大）

16 :15〜17 :45
物理・応用物理一般
清水建次
（富山大）

16 :15〜17 :30
低温
西村克彦
（富山大）

16 :15〜16 :45
レーザー・分光
孫振東
（富山大・山東大）

講演時間は、講演 10 分、質疑 5 分の合計 15 分です。
第 1 鈴は 7 分経過時、第 2 鈴は 10 分経過時、第 3 鈴は 15 分経過時です。
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14 :45〜16 :15
X 線・放射線
飯田敏
（富山大）

講演会に関する連絡事項
■

受付

・受付は理学部の玄関エントランスホールにて 8:45 よりおこないます。
・参加者は必ず参加登録をお願いいたします。
・参加費は一般 1,000 円、学生無料です。

■

一般講演会場

・発表時間は講演 10 分、質疑応答 5 分、計 15 分です。
・第 1 鈴 7 分経過時、第 2 鈴 10 分経過時、第 3 鈴 15 分経過時です。
・発表機材としては液晶プロジェクタのみが用意されています。接続コネクタは標準的な
D-sub15 ピンです。講演のセッションが開始する前に、液晶プロジェクタで正常に表
示されるかの試験をあらかじめ行っておいてください。また、パソコンはありませんの
で発表者が用意してください。接続に要する時間も講演時間に含まれます。
・講演会場での飲食はご遠慮ください。

■

特別講演会場

・13:00 より特別講演を多目的ホールでおこないます。

■

支部総会

・特別講演終了後、多目的ホールにて支部総会をおこないます。

■

休憩所

・休憩室は 2 階 C204、206 室です。

■

喫煙について

・学内はすべて禁煙です。

■

昼食・売店について

・生協食堂（11:00 〜 13:00）が利用できます。

■

懇親会

・本年度は懇親会を開催いたしません。
・休憩室を懇親のためにご利用ください。

■

講演会本部

・講演会本部は 2 階 C205 室に設置します。

■

駐車場

・車で来学される場合は、学内駐車場に駐車願います。
・上記以外の場所に駐車すると施錠される場合があります。
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富山大学交通案内

■

富山駅（JR 北陸本線）から

■

（1）市内電車

北陸自動車道から
富山西 IC から約 10 分

大学前行 約 20 分
（2）富山地鉄バス
「富山大学経由」3 番乗り場
約 20 分
（3）タクシー
タクシー乗り場から、約 15 分
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会

場

案

内
富山西インター方面

59

（閉鎖）

富山駅方面

1F

理学部入口（他の入口は施錠されています）

⇨

特別講演・総会
F会場 多目的ホール

受付

−4−

一般講演A,B,C,D会場

一般・特別講演会場配置図（理学部棟）
2F

Ａ

会場

本部

特別講演・総会

B

会場

3F

C

会場

D

会場

4F

E

会場
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休憩室

F

会場

A 会場 午前
素粒子・原子核
前半 9:45 ～ 10:30
座長： 戸田 晃一

(富山県立大)

A-a1. 6次元ワープ／インフレーション時空におけるbaby-Skyrme模型によるブレーン宇宙
Université de MonsA, 東理大理工B，富山県大工C
Yves BrihayeA, Térence DelsateA, 児玉雄太B, ○澤渡信之B, 戸田晃一C
A-a2. 自己双対 Yang-Mills 方程式の特異解とその周辺
北里大理
中村厚
A-a3. Wigner 関数を用いた偶数格子上の量子確率過程
福井大工
笹本佳美，橋本貴明，堀邊稔，林明久

休憩

後半

10:30 ～ 10:45

10:45 ～ 12:00

座長： 青木 真由美

(金沢大)

A-a4. 二重井戸ポテンシャルの二状態近似による解析
金沢大数物A，金沢大自然B
青木健一A，○有本聖和B，小林玉青A
A-a5. 長距離相互作用系のモンテカルロBDRGによる解析
金沢大数物A，金沢大自然B
青木健一A，藤井康弘B，○小林玉青A
A-a6. Collective Fieldを導入した非摂動くりこみ群によるQCDにおけるカイラル対称性の自発的破れ
の解析
金沢大数物A，愛知淑徳大人情B，金沢大自然C
青木健一A，宮下和洋B，○佐藤大輔C
A-a7. Cactus diagram無限和のnode length iterationによる計算と自発的質量生成の解析
金沢大数物A，金沢大自然B
青木健一A，○小内伸之介B，佐藤大輔B
A-a8. 南部-Jona-LasinioモデルにおけるLegendre有効ポテンシャルと補助場ポテンシャル
金沢大数物A，金沢大自然B
青木健一A，○熊本真一郎B，佐藤大輔B

A 会場 午後
14:45 ～ 16:00

素粒子・原子核
座長： 青木 健一

(金沢大)

A-p1. Seesaw Neutrino Signals at the Large Hadron Collider
IPMU，富山大理A，京都大理B
松本重貴， ○鍋島偉宏A， 吉岡興一B， 他 ILC物理ワーキンググループ
A-p2. 輻射シーソー模型における温かい暗黒物質の可能性について
金沢大自然
青木真由美，○高野浩
A-p3. H W∓ Zバーテックスの測定による拡張ヒッグス模型の検証
富山大理
兼村晋哉, 柳生慶, ○柳瀬和也
A-p4. anomalous U(1)対称性を持つ輻射シーソー模型における２成分暗黒物質
金沢大自然，金沢大数物A
福岡寛規，末松大二郎A，○藤間崇
A-p5. 超対称ヒッグスセクターにおけるノンデカップリング効果
富山大理, 工学院大工A
兼村晋哉，進藤哲央A，○柳生慶

B 会場 午前
プラズマ・放電
前半 9:15 ～ 10:30
座長： 鎌田 啓一

(金沢大)

B-a1. プラズマフォーカス装置におけるパルスイオンビームの放射特性
富山大工
岸本竜太、西野勇紀、伊藤弘昭、升方勝己
B-a2. 低インピーダンスイオンダイオード用超高圧パルス発生装置の製作
富山大工
小林亮, 下根大佑, 伊藤弘昭, 升方勝己
B-a3. 高電圧パルスを用いた水中衝撃波の特性評価
富山大工
中谷泰彦，山本裕史，伊藤弘昭，升方勝己
B-a4. FEM発振に用いているハイブリッドブラッグ共鳴器の周波数選択性における優位性
金沢大自然、高エネルギー加速器研究機構A
加藤克将、野瀬孔太、三澤賢、柳晶子、山田尚久、岩田和馬、曽我之泰、吉田光宏A、鎌田啓一
B-a5. ブラッグ共鳴器性能評価のための測定系の製作
金沢大自然、高エネルギー加速器研究機構A
北村太郎、野瀬孔太、三澤賢、柳晶子、山田尚久、安田清貴、曽我之泰、吉田光宏A、鎌田啓一

休憩

後半

10:30 ～ 10:45

10:45 ～ 12:00

座長： 升方 勝己

(富山大)

B-a6. 20 T超伝導マグネットを用いたテラヘルツジャイロトロンの開発
福井大赤外セ，ハルオレオ大A，カールスルーエ研究センターパルス出力マイクロ波研究所B
小菅幸介，池田亮介，小川 勇，出原敏孝，立松芳典，斉藤輝雄，印牧知廣，La AgusuA，M. ThummB
B-a7. 高出力パルスジャイロトロンにおける周波数測定によるモード同定
福井大学 遠赤外領域開発研究センター
池見大樹、斉藤輝雄、立松芳典、小笠原慎弥、山田尚輝、池田亮介、小川勇
B-a8. 電子プラズマトラップ装置の構築
金沢大自然
三村徹也, 金古岳史, 加藤泰禎, 加藤真志, 曽我之泰, 鎌田啓一
B-a9. 高出力サブミリ波のパルス照射を用いたジルコニアセラミックスの焼結
福井大学遠赤外領域開発研究センター
佐古勝英，谷 晋仁，桑山一政，橋本秀一，尾関隆則，光藤誠太郎，立松芳典，出原敏孝，斉藤輝雄
B-a10. アルミナの高出力ミリ波サブミリ波を用いた焼結
福井大学遠赤外領域開発研究センター、産業技術総合研究所A
桑山一政，佐古勝英，谷晋仁，光藤誠太郎，出原敏孝，佐野三郎A

B 会場 午後
前半 14:45 ～ 16:00

プラズマ・放電

座長： 伊藤 弘昭

(富山大)

B-p1. Gyrotron FU CW Iの出力改善
福井大学遠赤外領域開発研究センター
橋本秀一、尾関隆則、酒井俊彦、立松芳典、斉藤輝雄、光藤誠太郎
B-p2. 高出力遠赤外パルスを用いたESR計測用分光装置の開発
福井大学遠赤外領域開発研究センター
竹内太郎、山口裕資，尾関隆則，光藤誠太郎，立松芳典，小川勇，出原敏孝，斉藤輝雄
B-p3. Gyrotron FU CW VIIAの放射パターンのモード解析
福井大学遠赤外領域開発研究センター
酒井俊彦、立松芳典、尾関隆則、山口裕資、竹内太郎、出原敏孝、光藤誠太郎
B-p4. 携帯用小型電界計の開発
富山大工
杉田雅英，北村岩雄，伊藤弘昭，升方勝己
B-p5. 雷光観測装置を用いた雷放電電流波形の推定
富山大工
森佑次，大田陽一，片岡憲吾，伊藤弘昭，升方勝己

休憩

後半

16:00 ～ 16:15

16:15 ～ 17:45

物理・応用物理一般

座長： 清水 建次

(富山大)

B-p6. 蟻型群ロボットによる自己組織的な餌運搬経路の時空間パターン形成
福井大工
鍛治慧析，藤田充，波田邦彦，平田隆幸
B-p7. 蟻型群ロボットにおけるフェロモン場:実験とコンピュータシミュレーション
福井大工
佐々木祐輔, 鍛治慧析, 平田隆幸
B-p8. 地磁気センサを応用した蟻型ロボットの可能性
福井大工
波田邦彦, 鍛治慧析, 平田隆幸
B-p9. 竹刀運動だけから剣道の熟練度は測れるか？
福井大工，名古屋大A，名古屋市立大B
原田晋作，高田宗樹，松浦康之A,横山清子B，平田隆幸
B-p10. 福井大学物理工学科における物理博物館の活動 Ⅳ
福井大工; 福井大遠赤セA
竹嶋大貴，森下剣，増田旭，上岡良輔，古閑義之，菊池彦光，玉川洋一，光藤誠太郎A、藤井裕A
B-p11. 旧制第四高等学校由来の物理実験機器の復元及び展示について
金沢大理、石川県立自然史資料館
安田清貴，○富沢優梨，サイエンス・ラボ, 鎌田啓一，藤竹正晴，松本宏一

C 会場 午前
磁性
前半 9:15 ～ 10:30
座長： 水島 俊雄

(富山大)

C-a1. C14Laves相Nb1-xHfxFe2金属間化合物の磁気特性
富山大工
沖本祐，西村克彦
C-a2. 三元系希土類化合物RCo2B2の磁気特性(R=Tb,Dy,Ho)
富山大工
臼井剛，西村克彦
C-a3. 反強磁性体NdCu4Agの低温磁化および熱膨張測定
富山大理
高山弥生，三浦唯，張帥，石川義和，田山孝
C-a4. GdX2(X=Al,Pt,Ni)で観測される磁気体積効果
金沢大自然
深尾大輔，荒木裕甫，大橋政司
C-a5. 希土類強磁性体DyAl2及びTbAl2の異方的磁気体積効果
金沢大自然
荒木裕甫，深尾大輔，大橋政司

休憩

後半

10:30 ～ 10:45

10:45 ～ 12:00

座長： 阿部 聡

(金沢大)

C-a6. Ce系中間原子価物質の極低温熱電能異常
富山大理
舟根真由美, 竹内道雄, 水島俊雄, 田山孝, 石川義和, 桑井智彦
C-a7. CeRu2Si2希釈・置換系の極低温領域熱電能
富山大理
田中智也，水島俊雄，田山孝，石川義和，桑井智彦
C-a8. 六方晶PrCu4Alの単結晶作製と結晶磁気異方性
富山大理
仲原磨子, 張帥, 桑井智彦, 田山孝, 水島俊雄, 石川義和
C-a9. 立方晶HoSbの単結晶の磁化と比熱
富山大理
宇尾竜一，田山孝，張帥，水島俊雄, 桑井智彦, 石川義和
C-a10. Long lived intrinsic localized modes in an antiferromagnet
金沢大自然
史偉華，西村聡逸，佐藤政行

C 会場 午後
前半 14:45 ～ 16:00

磁性

座長： 田山 孝

(富山大)

C-p1. 三本鎖磁性体Szenicsiteの磁性
福井大研究推進，福井大工A，福井大遠赤セB
藤澤真士，菊池彦光A，藤井裕B，光藤誠太郎B
C-p2. 単結晶Cu3(OH)4SO4の1H-NMR
福井大工，福井大遠赤セA，中大理工B
石川裕也、藤井裕A、菊池彦光、原茂生B、佐藤博彦B
C-p3. S=1/2デルタ鎖化合物Cu2(AsO4)(OH)3・3H2Oの核磁気緩和
福井大工, 福井大遠赤セA
高橋大介, 藤井裕A, 菊池彦光, 石川裕也
C-p4. カゴメ格子磁性体 [Cu3(CO3)2(bpe)3]・2ClO4 の磁性
福井大工、福井大遠赤セA、福井大研究推進B
中田隼人、菊池彦光、藤井裕A、藤澤真士B
C-p5. 五角形を含むスピンネットワークをもつ層状磁性体Cu5(PO4)2(OH)4の磁気的性質Ⅱ
福井大工、福井大遠赤セA、福井大研究推進B、東大物性研C
グエン・ティ・ティン・イ、菊池彦光、藤井裕A、光藤誠太郎A、藤澤真士B、松尾晶C、金道浩一C

休憩

後半

16:00 ～ 16:15

16:15 ～ 17:30

低温

座長： 西村 克彦

(富山大)

C-p6. 水素磁気冷凍用RCo2系の磁気特性
金沢大自然，NIMSA
朝本海, 西村優大, 朱亦寅, 山田啓志, 松本宏一, 沼澤健則A
C-p7. 水素磁気冷凍用球状化RT2（T：Ni，Al）系磁気作業物質の熱磁気特性
金沢大理、NIMSA、三徳B
山田啓志、朝本海、西村優大、朱亦寅、松本宏一、沼澤健則A、高田裕章B、入江年雄B
C-p8. PVDF超音波トランスデューサーの性能評価
金沢大学院自然科学研究科
塩田高基、朝日俊介、長谷川敬亮、阿部聡、松本宏一
C-p9. 超低温におけるCeRu2Si2の熱膨張・磁気歪み測定
金沢大学院自然科学研究科
大西孝信、佐々木史志、井上大貴、松本宏一、阿部聡
C-p10. 空孔率97%エアロジェル中の液体3Heの相図の決定
金沢大院自然科学研究科, 金沢大院教育A
加納裕介, 辻井宏之A, 阿部聡, 鈴木治彦, 多田篤志, 岩上欧史, 松本宏一

D 会場 午前
前半 9:15 ～ 10:30

結晶／表面・界面

座長： 松島 房和

(富山大)

D-a1. 三次元X線トポグラフィによるCZシリコン結晶育成中の転位の消滅機構の解明
富山大学理学部, JASRI/SPring-8A, 九州シンクロトロンB
奥山浩明, 飯田敏, 梶原堅太郎A, 川戸清爾B
D-a2. X線トポグラフィによるリラクサー結晶PZN-9%PT(Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-9%PbTiO3)のドメイン観察
富山大理A、秋田大教B
坂根信吾A、野間野主知A、飯田敏A、留野泉B
D-a3. Teナノ粒子の構造の変化
富山大理，弘前大理工A，JASRI/SPring-8B
奥田康裕，五葉見道、池本弘之、宮永崇史A，新田清文B
D-a4. アルキル鎖長の異なるSAMs膜の光和周波分光法による研究
北陸先端科学技術大学院大学
石田雄起 ,平佐真一，宮内良広，水谷五郎
D-a5. 水吸着させたAu(887) からのSH応答
北陸先端科学技術大学院大学
山本達也，小野道真，上村健太，Hoang Chi Hieu，水谷五郎

休憩

後半

10:30 ～ 10:45

10:45 ～ 12:00

レーザー・分光

座長： 小林 かおり

(富山大)

D-a6. Optical Sum frequency confocal microscope observation of cellulose fibers
School of Materials Science, JAISTA; Japan Science and Technology Agency, CRESTB
Hoang Chi HieuA, Nguyen Anh TuanA,B, Hongyan LiA,B, Yoshihiro MiyauchiA,B, Goro MizutaniA,B
D-a7. 応答をパルス毎に記録するテラヘルツ非線形分光器の作成Ⅱ
金沢大自然
堀洋祐，西村聡逸，佐田由梨奈，佐藤政行
D-a8. 交差ジェットを用いた新しい分子錯体生成法の開発
金沢大学院自然科学研究科
宮本泰平，藤竹正晴
D-a9. 純回転スペクトル帰属支援プログラムの開発
金沢大学院自然
塚本真弘, 佐藤侑亮, 宮本泰平, 藤竹正晴
D-a10. N-メチルアセトアミドのメチル基内部回転ポテンシャル
金沢大学院自然
佐藤侑亮, 大橋信喜美, 藤竹正晴

D 会場 午後
レーザー・分光
前半 14:45 ～ 16:00
座長： 藤竹 正晴

(金沢大)

D-p1. エチルメチルエーテル分子の骨格ねじれ振動第２励起状態におけるマイクロ波スペクトル解析
富山大理，金沢大理A
村田景悟、小林かおり、常川省三、大橋信喜美A
D-p2. N2H+イオンの回転遷移の検出
富山大理
大門貴史、可知翔太郎、篠塚力、白石哲朗、水野信号、松島房和
D-p3. 1.38μ帯のトリチウム水のレーザー分光
富山大理，富山大水素研A
榎田大也，山田雄太，榎本勝成，小林かおり，原正憲A，波多野雄治A
D-p4. 405nm帯のレーザーの開発
富山大理
東川優理奈、鈴木伸明、溝端宏徳、長谷川尚紀、森脇喜紀、松島房和、榎本勝成、小林かおり
D-p5. 光誘起ドリフトによる気体分子の核スピン異性体の分離
富山大理、山東大A
吉田裕亮、森脇喜紀、松島房和、孫振東A

休憩

後半

16:00 ～ 16:15

16:15 ～ 16:45

座長： 孫 振東

(富山大・山東大)

D-p6. RFトラップを用いたCaH+とCa+の同時捕捉とレーザー冷却
富山大理
小山達也，中口利彦，日比野誠，榎本勝成，松島房和，森脇喜紀
D-p7. BaFとYbF分子のレーザー冷却の可能性
富山大理
長谷川博史, 野口拡, 平崎雄祐, 小林かおり, 松島房和, 森脇喜紀, 榎本勝成

E 会場 午前
物性基礎・計算機シミュレーション
前半 9:45 ～ 10:30
座長： 林 啓治
(金沢工業大）
E-a1. NEMS用人工材料の設計指針としてのナノ動摩擦法則の探究（Ⅰ）
金沢工大電気電子
森 大河，桑原大輔，辻 法行，豊田一穂，林 啓治
E-a2. NEMS用人工材料の設計指針としてのナノ動摩擦法則の探究（Ⅱ）
金沢工大電気電子
畑 拓海，白石 智基，白山大樹，田中 大介，林 啓治
E-a3. NEMS用人工材料の設計指針としてのナノ動摩擦法則の探究（Ⅲ）
金沢工大電気電子
田中文也，北川 晃，豊田一穂，田中大介，林 啓治

休憩

後半

10:30 ～ 10:45

10:45 ～ 11:45

座長： 角畠 浩

(富山大）

E-a4. 長距離相互作用N体系の蒸発過程と恒星ポリトロープの熱力学的特性
金沢大学理工研究域
小松 信義，木村 繁男，木綿 隆弘
E-a5. アバランシェ現象の解析問題について
福井大工
山口達也，平田隆幸，高田宗樹
E-a6. 時間差分時系列を利用した複雑性の計量指標に関する研究
福井大工
吉川 一輝, 砂道 健太, 濱屋 拓志, 村上 貴一，平田 隆幸，髙田 宗樹
E-a7. Hodgkin-Huxley ニューラルネットワークモデルによる連続入力パターンの認識
福井大工
藤本雅史，平田隆幸

E 会場 午後
14:45 ～ 16:15

X 線・放射線
座長： 飯田 敏

(富山大)

E-p1. シンチーレーティングファイバーの読み出しに用いるMPPCの性能評価
福井大工
前川貴昭, 小森亮太, 永島幹也, 吉田拓生
E-p2. APDを用いたカロリメーターのエネルギー分解能の研究
福井大工
井上博貴、清水佑亮、吉田拓生
E-p3. CAMACのマルチチャンネル読み出し用DAQ-Middlewareの開発
福井大工，大阪大学理A，KEKB
前田翔平, 玉川洋一, 小川 泉, 味村周平A, 能町正治A, 仲吉一男B
E-p4. 2π型ガンマ線飛来方向検出器の開発
福井大学工,KEKA
上野智史, 水谷大希, 玉川洋一, 小川泉, 小林正明A
E-p5. GSOシンチレータによる粒子弁別の試み
福井大工
神野 職，山本 彰紘，玉川 洋一
E-p6. 中性子検出器信号処理用ＦＡＤＣを用いた高速炉未臨界炉雑音の測定
福井大工,大阪大理A,JAEAB
藤原直生, 水谷大希, 玉川洋一, 能町正治A, 味村周平A, 北野彰洋B

