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[1] 樋口 三郎.

LATEX からMoodle XMLへの変換ツール, February 2011.

ライトニングトーク, MoodleMoot Japan 2012 in Mie.

[2] 樋口 三郎.

大人数計算機演習における学生の学習状況の取得と TA資源配分支援のためのシステム, August 7-9
2010.

PC Conference 2010ポスター発表, 東北大学 (仙台市).

[3] Saburo Higuchi.

Correlation in constraint satisfaction problems, July 19-24 2010.

Poster presentation at StatPhys24, Cairns.

[4] Saburo Higuchi.

Susceptibility propagation and pair decimation in constraint satisfaction problems, March17 2010.

Oral presentation at Inference, Computation, Spin Glasses, Kyoto.

[5] Saburo Higuchi.

Decimation algorithm based on correlations for constraint satisfaction problems on random net-
works, June27 2009.

Oral presentation at PHYSCOMNET 2009, Seoul, Korea.

[6] 樋口三郎 and Marc Mézard.

解が孤立点である困難な離散制約充足問題の 2変数相関に着目した解探索, 9月 28日 2009.

2009年度日本物理学会秋季大会ポスター発表, 熊本大学 (熊本県熊本市).

[7] Saburo Higuchi.

Susceptibility propagation for constraint satisfaction problems, September15 2008.

Oral presentation at 5th European conference on Complex Systems, Jerusalem, Israel.
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[8] 樋口 三郎.

携帯電話 Java による物理・数学のインタラクティブな教材の実装, 3月 30日 2004.

日本物理学会第 59回年次大会口頭発表, 九州大学 (福岡県福岡市).

[9] 樋口三郎.

O(n)ループモデルと密度行列繰り込み群.

In 数理解析研究所講究録 1275繰り込み群の数理科学での応用, pages 179–182. 京都大学数理解析研
究所, July 2002.

[10] 樋口 三郎.

O(n)ループ模型の 密度行列繰り込み群による解析, 3月 30日 2001.

日本物理学会 第 56回年次大会 ポスター講演, 中央大学 (東京都八王子市).

[11] 藤原 義久, 樋口 三郎, 細谷 曉夫, 三島 隆, and 椎野 克.

Topology changes in (2+1)-dimensional quantum gravity (講演), 1991.

日本物理学会 春の分科会, 東京理科大学 (東京都新宿区).

[12] 藤原 義久, 樋口 三郎, 細谷 曉夫, 三島 隆, and 椎野 克.

(2+1)次元重力における空間のトポロジー変化とその周辺 (講演), 1991.

日本物理学会 第 46回年会, 北海道大学 (北海道札幌市北区).

[13] 天野 薫 and 樋口 三郎.

量子重力における空間トポロジーの変化 (講演), 1991.

日本物理学会 第 46回年会, 北海道大学 (北海道札幌市北区).

[14] 天野 薫 and 樋口 三郎.

量子重力における空間トポロジーの変化 II (講演), 1992.

日本物理学会 第 47回年会, 慶応義塾大学日吉校舎 (神奈川県港北区).

[15] 樋口 三郎, 糸井 千岳, and 坂井 典佑.

物質場と結合した低次元格子重力 (講演), 1992.

日本物理学会 1992年秋の分科会, 新潟大学 (新潟県新潟市).

[16] 樋口 三郎, 糸井 千岳, and 坂井 典佑.

低次元量子重力のくりこみ群による解析 (講演), 1993.

日本物理学会 第 48回年会, 東北大学川内キャンパス (宮城県仙台市).

[17] 樋口 三郎, 糸井 千岳, 西垣 真祐, and 坂井 典佑.

Matrix model におけるくりこみ群の方法 (講演), 1993.

日本物理学会 1993年秋の分科会, 高知大学朝倉キャンパス (高知県高知市).

[18] 樋口 三郎, 糸井 千岳, 西垣 真祐, and 坂井 典佑.

matrix model における繰り込み群の手法の拡張 (講演), 1994.

日本物理学会 第 49回年会, 福岡工業大学 (福岡県福岡市).
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[19] 浅野 雅子 and 樋口 三郎.

3 次元位相的場の理論の位相不変量としての分類問題 (講演), 1994.

日本物理学会 第 49回年会, 福岡工業大学 (福岡県福岡市).

[20] 樋口 三郎, 糸井 千岳, 西垣 真祐, and 坂井 典佑.

Matrix model におけるくりこみ群の方法 III (講演), 1994.

日本物理学会 1994年秋の分科会, 山形大学小白川キャンパス (山形市小白川町).

[21] 浅野 雅子 and 樋口 三郎.

3 次元位相的場の理論の位相不変量としての分類問題 II (講演), 1994.

日本物理学会 1994年秋の分科会, 山形大学小白川キャンパス (山形市小白川町).

[22] 樋口 三郎 and Ivan K. Kostov.

Dynkin 図形を target space として持つ弦の場の理論の Feynman 規則 (講演), 1995.

日本物理学会 1995年秋の分科会, 中部大学 (愛知県春日井市).

[23] 樋口 三郎, 糸井 千岳, 西垣 真祐, and 坂井 典佑.

行列模型における 2準位相関関数の普遍性と large-N くりこみ群 (講演), 1996.

日本物理学会 1996年年会, 金沢大学角間キャンパス (石川県金沢市).

[24] 八代健一 and 樋口三郎.

可積分な結合振動子系 (normal form) の量子古典対応 (講演), 1997.

日本物理学会 1997年年会, 名城大学 (愛知県 名古屋市).

[25] 樋口三郎.

非対称実ランダム行列の固有値分布 (講演), 1997.

日本物理学会 1997年年会, 名城大学 (愛知県 名古屋市).

[26] 樋口 三郎.

グラフの hamiltonian 閉路の数え上げの問題への場の理論の応用 (講演), 1997.

日本物理学会 1997年秋の分科会, 東京都立大学 (東京都 八王子市).

[27] 樋口 三郎.

ランダム格子上の Hamiltonian 閉路と 2次元格子量子重力の経路積分測度 (講演), 1998.

日本物理学会 1998年年会, 日本大学生産工学部, 東邦大学 (千葉県船橋市).

[28] 樋口 三郎 and 椎野 克.

Possibility of topology change by tunneling (講演), 1991.

京都大学 基礎物理学研究所 研究会 ‘量子重力’.

[29] 樋口 三郎 and 細谷 暁夫.

Topology change in quantum gravity and hyperbolic 3-manifolds (連続講義), 1991.

学習院大学 サマースクール ‘数理物理 ’91 微分幾何と物 理,’ 世話人荒木不二洋氏 (京都大学), 江沢洋
氏 (学習院大学).
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[30] 樋口 三郎.

全測地的境界をもつ双曲的多様体 (講演), 1991.

科学研究費総合研究 (A)‘解析写像の研究’ 分担課題 ‘リーマン面論’ ‘クライン群論’ 合同研究会 (静岡
大学), 世話人 谷口雅彦氏 (京都大), 志賀啓成氏 (京都大).

[31] Saburo Higuchi.

Renormalization group approach to matrix model (講演), 1992.

国際会議 ‘YITP ワークショップ 量子重力’ (京都大学 基礎物理学研究所).

[32] 樋口 三郎.

Matrix models of two-dimensional quantum gravity and renormalization group approach (講演),
1993.

国際会議 ‘シンプレクティック幾何とその応用’ (慶応大学), 世話人前田吉昭 氏 (慶応大学).

[33] 樋口 三郎.

有限群, 有限次元 hopf 代数から構成される topological field theories (講演), 1994.

京都大学 基礎物理学研究所 研究会 ‘弦理論と量子重力’.

[34] 樋口 三郎.

Feynman rules for string field theories with discrete target space (講演), 1995.

京都大学 基礎物理学研究所 研究会 ‘量子場の理論の新しい展開’.

[35] 樋口 三郎.

Feynman rules for string field theories with discrete target space (講演), 1995.

国際会議 ‘Analytical and Numerical Investigation of Random Geometries’ (International Center
for Mathematical Sciences, Edinburgh, Scotland, 世話人 D. A. Johnston ( Heriot-Watt Univ.).

[36] 樋口 三郎.

Counting Hamiltonian cycles on regular and random lattices, 1998.

素粒子論 札幌ウインタースクール.
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