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P07「TD-DFTB 法に基づく系間交差ダイナミクスシミュレーションに向けた
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大野 彰太 (B4)

P07「TD-DFTB 法に基づく系間交差ダイナミクスシミュレーションに向けた
            スピン軌道相互作用項の実装」　
大野 彰太 (B4)

P07「TD-DFTB 法に基づく系間交差ダイナミクスシミュレーションに向けた
            スピン軌道相互作用項の実装」　
大野 彰太 (B4)

P07「TD-DFTB 法に基づく系間交差ダイナミクスシミュレーションに向けた
            スピン軌道相互作用項の実装」　
大野 彰太 (B4)

P07「TD-DFTB 法に基づく系間交差ダイナミクスシミュレーションに向けた
            スピン軌道相互作用項の実装」　
大野 彰太 (B4)

P01「電荷の分割に基づく酸化的付加反応における金属種および配位子依存性の
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