
【出願番号】特願平６_２９７９１８ 

【出願日】昭和６０年（１９８５）８月３０日【公開番号】特開平７_１７００１７ 

【公開日】平成７年（１９９５）７月４日【登録番号】第２６５３９８６号 

【登録日】平成９年（１９９７）５月２３日【発行日】平成９年（１９９７）９月１７日  

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.石川秀人  

      2.石橋晃  

      3.森芳文  

      4.池田昌夫 

35/140 件 【発明名称】                       レジストの形成方法                        

【出願番号】特願昭６３_５５５４９ 

【出願日】昭和６３年（１９８８）３月９日【公開番号】特開平１_２２８１３４ 

【公開日】平成１年（１９８９）９月１２日【登録番号】第２６７１３５５号 

【登録日】平成９年（１９９７）７月１１日【発行日】平成９年（１９９７）１０月２９ 

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.石橋晃 

36/140 件 【発明名称】                       微細パターンの形成方法           

【出願番号】特願昭６２_２９９４０５ 

【出願日】昭和６２年（１９８７）１１月２７日【公開番号】特開平１_１４０７２９ 

【公開日】平成１年（１９８９）６月１日【登録番号】第２６７６７４６号 

【登録日】平成９年（１９９７）７月２５日【発行日】平成９年（１９９７）１１月１７ 

【出願人】       1.ソニー株式会社 

 【発明者】       1.森芳文  

      2.石橋晃 

37/140 件 【発明名称】                       電界効果トランジスタおよび半導

体集積回路装置          【出願番号】特願昭６３_２３５４２３ 

【出願日】昭和６３年（１９８８）９月２０日【公開番号】特開平２_８２６５３ 

【公開日】平成２年（１９９０）３月２３日【登録番号】第２６７６８１９号 

【登録日】平成９年（１９９７）７月２５日【発行日】平成９年（１９９７）１１月１７ 

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.石橋晃  

      2.船戸健次 

38/140 件 【発明名称】                       半導体発光装置                        

【出願番号】特願昭６０_１９１７２０ 

【出願日】昭和６０年（１９８５）８月３０日【公開番号】特開昭６２_５１２８３ 

【公開日】昭和６２年（１９８７）３月５日【登録番号】第２５９３８４５号 



【登録日】平成８年（１９９６）１２月１９日【発行日】平成９年（１９９７）３月２６ 

【出願人】       1.ソニー株式会社 

 【発明者】       1.石橋晃  

      2.石川秀人  

      3.森芳文 

39/140 件 【発明名称】                       半導体装置の製法                          

【出願番号】特願昭６２_３３２３８３ 

【出願日】昭和６２年（１９８７）１２月２９日【公開番号】特開平１_１７５２６４ 

【公開日】平成１年（１９８９）７月１１日【登録番号】第２５４１２６０号 

【登録日】平成８年（１９９６）７月２５日【発行日】平成８年（１９９６）１０月９日 

 【出願人】       1.ソニー株式会社 

 【発明者】       1.森芳文  

      2.石橋晃  

      3.船戸健次 

40/140 件 【発明名称】                       化合物半導体                              

【出願番号】特願昭６１_２２５１４ 

【出願日】昭和６１年（１９８６）２月４日【公開番号】特開昭６２_１７９７１４ 

【公開日】昭和６２年（１９８７）８月６日【登録番号】第２５４５７８５号 

【登録日】平成８年（１９９６）８月８日【発行日】平成８年（１９９６）１０月２３日 

 【出願人】       1.ソニー株式会社 【発明者】       1.森芳文  

      2.石橋晃 

41/140 件 【発明名称】                       半導体発光装置                           

【出願番号】特願昭５９_２０９３０２ 

【出願日】昭和５９年（１９８４）１０月５日【公開番号】特開昭６１_８８５７３ 

【公開日】昭和６１年（１９８６）５月６日【登録番号】第２５５７０４０号 

【登録日】平成８年（１９９６）９月５日【発行日】平成８年（１９９６）１１月２７日  

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.石橋晃  

      2.森芳文 

42/140 件 【発明名称】                       半導体レ_ザ_                              

【出願番号】特願昭６０_１９１７１８ 

【出願日】昭和６０年（１９８５）８月３０日【公開番号】特開昭６２_５１２８２ 

【公開日】昭和６２年（１９８７）３月５日【登録番号】第２５０８６２５号 

【登録日】平成８年（１９９６）４月１６日【発行日】平成８年（１９９６）６月１９日 

 【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.石川秀人  



      2.石橋晃  

      3.森芳文  

      4.池田昌夫 

43/140 件 【発明名称】                       半導体装置                

【出願番号】特願昭６０_１９１７１７ 

【出願日】昭和６０年（１９８５）８月３０日【公開番号】特開昭６２_５１２６６ 

【公開日】昭和６２年（１９８７）３月５日【公告番号】特公平８_１５２１２ 

【公告日】平成８年（１９９６）２月１４日 【ＩＰＣ】      1.   H01L 29/778 

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.板橋昌夫  

      2.石橋晃  

      3.森芳文 

44/140 件 【発明名称】                       半導体装置                                

【出願番号】特願昭６１_２６２１６７ 

【出願日】昭和６１年（１９８６）１１月４日【公開番号】特開昭６３_１１５３８５ 

【公開日】昭和６３年（１９８８）５月１９日【公告番号】特公平７_８３０２９ 

【公告日】平成７年（１９９５）９月６日 【ＩＰＣ】      1.   H01L 21/338 

【出願人】       1.ソニー株式会社 

 【発明者】       1.石橋晃 

45/140 件 【発明名称】                       半導体装置の製法                         

【出願番号】特願昭６０_５２９７４ 

【出願日】昭和６０年（１９８５）３月１５日【公開番号】特開昭６１_２１０６２３ 

【公開日】昭和６１年（１９８６）９月１８日【公告番号】特公平６_２００３９ 

【公告日】平成６年（１９９４）３月１６日 【ＩＰＣ】      1.   H01L 21/205 

【出願人】       1.ソニー株式会社 

 【発明者】       1.石橋晃  

      2.森芳文 

46/140 件 【発明名称】        化合物半導体装置とその製造方法    

【出願番号】特願２００１_２５６４１６ 

【出願日】平成４年６月３日（１９９２．６．３【公開番号】特開２００２_９４１８３ 

【公開日】平成１４年３月２９日（２００２．３．２９） 【ＩＰＣ】      1.   H01S  5/223 

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.森田悦男  

      2.冨谷茂隆  

      3.山本直  

      4.石橋晃  



47/140 件 【発明名称】                       半導体レーザーの製造方法                   

【出願番号】特願２００１_２３２１３４【出願日】平成５年７月２８日（１９９３．７ 

【公開番号】特開２００２_１００８３５ 

【公開日】平成１４年４月５日（２００２．４．５）  

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.浮田昌一  

      2.石橋晃 

48/140 件 【発明名称】         半導体レーザーおよびその製造方法                          

【出願番号】特願２００１_２３２１３３ 

【出願日】平成５年７月２８日（１９９３．７．【公開番号】特開２００２_５０８３２ 

【公開日】平成１４年２月１５日（２００２．２．１５） 【ＩＰＣ】      1.   H01S  5/327 

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.浮田昌一  

      2.石橋晃 【 

49/140 件 【発明名称】  撮像装置、撮像表示システムおよび撮像印刷システム                  

【出願番号】特願２０００_２４４５９３ 

【出願日】平成１２年８月１１日（２０００．８【公開番号】特開２００２_５４９９４ 

【公開日】平成１４年２月２０日（２００２．２．２０） 【ＩＰＣ】      1.   G01J  3/50 

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.戸田淳  

      2.石橋晃 

49/140 件 【発明名称】撮像装置、撮像表示システムおよび撮像印刷システム                    

【出願番号】特願２０００_２４４５９３ 

【出願日】平成１２年８月１１日（２０００． 【公開番号】特開２００２_５４９９４ 

【公開日】平成１４年２月２０日（２００２．２．２０） 【ＩＰＣ】      1.   G01J  3/50 

【出願人】       1.ソニー株式会社 【発明者】       1.戸田淳  

      2.石橋晃 

50/140 件 【発明名称】                       光学装置およびその製造方法                 

【出願番号】特願２０００_２１７１８５ 

【出願日】平成１２年７月１８日（２０００．【公開番号】特開２００２_３１７８１ 

【公開日】平成１４年１月３１日（２００２．１．３１） 【ＩＰＣ】      1.   G02B 27/28 

【出願人】       1.ソニー株式会社 

 【発明者】       1.戸田淳  

      2.松居恵理子  

      3.赤尾裕隆  

      4.石橋晃 



51/140 件 【発明名称】                       情報受信表示装置                          

【出願番号】特願２０００_１０１２７１ 

【出願日】平成１２年３月３１日（２０００．３．３１） 【公開番号】特開２００１_２８２１４０ 

【公開日】平成１３年１０月１２日（２００１．１０．１２） 【ＩＰＣ】      1.   G09F  【出願

人】       1.ソニー株式会社 【発明者】       1.石橋晃  

      2.松居恵理子  

      3.赤尾裕隆  

      4.戸田淳 

51/140 件 【発明名称】                       情報受信表示装置                          

【出願番号】特願２０００_１０１２７１ 

【出願日】平成１２年３月３１日（２０００．３．３１） 【公開番号】特開２００１_２８２１４０ 

【公開日】平成１３年１０月１２日（２００１．１０．１２） 【ＩＰＣ】      1.   G09F  【出願

人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.石橋晃  

      2.松居恵理子  

      3.赤尾裕隆  

      4.戸田淳 

52/140 件 【発明名称】                       光子操作装置                             

【出願番号】特願２０００_１０１２７２ 

【出願日】平成１２年３月３１日（２０００．３．３１） 【公開番号】特開２００１_２８２１４１ 

【公開日】平成１３年１０月１２日（２００１．１０．１２） 【ＩＰＣ】      1.   G09F  

 【出願人】       1.ソニー株式会社 【発明者】       1.石橋晃 

53/140 件 【発明名称】                       表示装置                                  

【出願番号】特願２０００_７７７９２ 

【出願日】平成１２年３月１５日（２０００．３．１５） 【公開番号】特開２００１_２６５２６５ 

【公開日】平成１３年９月２８日（２００１．９．２８） 【ＩＰＣ】      1.   G09F 13/00 

【出願人】       1.ソニー株式会社  

【発明者】       1.石橋晃 

54/140 件 【発明名称】  機能一次元構造体の製造方法および機能構造体の製造

方法                                                                                 

【出願番号】特願２０００_１７８４１５ 

【出願日】平成１２年６月１４日（２０００．６．１４） 【公開番号】特開２００１_７７４４５ 

【公開日】平成１３年３月２３日（２００１．３．２３） 【ＩＰＣ】      1.   H01L 51/00 

【出願人】       1.ソニー株式会社 【発明者】       1.石橋晃  

      2.森芳文 

55/140 件 【発明名称】                       半導体装置及びその製造方法                 


