
7.3 国内会議 

 

2003 年 

1. 竹内昭博，谷屋周平，大参宏昌，垣内弘章，安武潔，芳井熊安：RF-MBE 法による Si(111)基板上へ

の AlN および AlGaN 結晶成長，2003 年秋季 第 65 回応用物理学会学術講演会（福岡大）30p-G-13 

2. 森勇蔵，芳井熊安，安武潔，垣内弘章，大参宏昌，和田勝男：大気圧プラズマ CVD による Si の低

温・高速エピタキシャル成長（第 4 報），精密工学会学術講演会講演論文集，Vol. 2003S (2003)      

pp.148-148  

3. 森勇蔵，芳井熊安，安武潔，垣内弘章，大参宏昌，中濱康治：大気圧プラズマ CVD 法による SiNx

薄膜の高速形成に関する研究，精密工学会学術講演会講演論文集， Vol. 2003S (2003)      

pp.149-149  

4. 森勇蔵，芳井熊安，安武潔，，垣内弘章，大参宏昌，中濱康治：大気圧プラズマ CVD 法による SiNx

薄膜の高速形成に関する研究，精密工学会学術講演会講演論文集，Vol. 2003A (2003)        

pp.564-564  

5. 森勇藏，芳井熊安，安武潔，垣内弘章，大参宏昌，増山章，芝田雅仁，山本憲：大気圧プラズマ

CVD 法による Si の低温・高速エピタキシャル成長，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 

B01 

6. 森勇藏，芳井熊安，安武潔，垣内弘章，大参宏昌，西嶋健一，中濱康治：大気圧プラズマ CVD 法に

よる多結晶 Si 薄膜の高速形成，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 B02 

7. 森勇藏，芳井熊安，安武潔，垣内弘章，大参宏昌，中濱康治：大気圧プラズマ CVD 法による SiNx

薄膜の高速形成に関する研究－原料ガス混合条件が膜構造に及ぼす影響－，精密工学会 2003

年度関西地方定期学術講演会 B03 

8. 森勇藏，芳井熊安，安武潔，垣内弘章，大参宏昌，明田正俊：大気圧プラズマ CVD 法による SiC の

高速成膜―成膜パラメータと膜構造の相関―，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 

B04 

9. 谷屋周平，竹内昭博，大参宏昌，垣内弘章，安武潔，芳井熊安：紫外光半導体レーザー用ＡlＮおよ

び AlGaN 単結晶薄膜の作製，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 B06 

10. 中嶋大貴，三島英彦，志村考功，安武潔，大参宏昌，垣内弘章，芳井熊安，森勇藏：アトムリソグラフ

ィによる成膜基板の表面制御に関する研究，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 B08 

11. 千代丸誠，藤井由紀，安武潔，遠藤勝義，森勇藏：UHV および H２アニール Si(111)表面の構造変

化に関する研究，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 B09 

12. 池田学，有馬健太，垣内弘章，遠藤勝義，森田瑞穂，森勇藏：A25 光照射を利用した水素化アモル

ファスシリコン表面の走査型トンネル顕微鏡観察，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会

講演論文集 

13. 打越純一，岡本太一朗，森田瑞穂：A31 近赤外光干渉法によるシリコンミラーの平面度測定（第 2

報）－部分コヒーレント光による多重干渉の抑制－，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演

会講演論文集 

14. 井上晴行，片岡俊彦，和田勝男，出口智己，長尾祥浩，有馬健太，森田瑞穂：レーザー光散乱法に

よる Si ウエハの微小欠陥計測－洗浄ウエハの評価 II－，2003 年秋季 第 64 回応用物理学会学術



講演会（福岡大）2a-YC-7 

15. 打越純一, 岡本太一朗, 島田尚一, 森田瑞穂：位相シフト近赤外フィゾー干渉法によるシリコン透過

型平面の形状測定，精密工学会学術講演会講演論文集，Vol. 2003S (2003) No. SPACE      

pp.530-530  

16. 打越純一, 岡本太一朗, 近本元則, 森田瑞穂：3 交点基準を用いた絶対平面形状測定，精密工学

会学術講演会講演論文集，Vol. 2003A (2003) No. SPACE pp.458-458 

17. 西川修平，青木稔，吉井直人，有馬健太，森田瑞穂：モノメチルシラン(SiH3CH3)を原料ガスとした熱

CVD 法による SiC 薄膜の作製と評価，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会講演論文集 

18. 吉井直人，森田諭，篠崎昭仁，青木稔，森田瑞穂：異種金属ゲート MOS を用いたエネルギー障壁

高さの決定，極薄シリコン酸化膜の形成・評価・信頼性 第 9 回研究会 

19. 篠崎昭仁、森田有紀、森田諭、森田瑞穂：MOS トンネルダイオードにおける光電流の酸化膜厚依存

性，極薄シリコン酸化膜の形成・評価・信頼性 第 9 回研究会 

20. 中川寛文，山内良昭，井上晴行，押鐘寧，中野元博，片岡俊彦：三次元境界要素法によるシリコンと

その表面上のナノ微小球間との光近接場相互作用，2003 年秋季 第 64 回応用物理学会学術講演

会（福岡大） 1a-Q-2 

21. 押鐘寧, 南和男, 片岡俊彦, 井上晴行, 中野元博：点光源回折球面波を計測基準とした位相シフト

光 干 渉 計 の 開 発 ， 精 密 工 学 会 学 術 講 演 会 講 演 論 文 集 ， Vol. 2003A (2003) No. SPACE      

pp.108-108  

22. 武野紘宜，押鐘寧，堀田克広，中川寛文， 片岡俊彦，井上晴行，中野元博：フェムト秒レーザーに

よる回折限界以下の 3 次元光微細造形技術の開発，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講

演会 A03 

23. 中野元博，村山麻衣，片岡俊彦，山内良昭，堤大助：高速せん断流発生用ノズルの高精度補間関

数を用いた流れ解析，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 A16 

24. 神田貴史，押鐘 寧，中川寛文，片岡俊彦，井上晴行，中野元博：散乱型微小突起プローブを有す

る走査型近接場光学顕微鏡，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 A22 

25. 南和男，押鐘 寧，片岡俊彦，井上晴行，中野元博：点光源回折球面波を計測基準とした位相シフト

光干渉計の開発－計測精度，再現性の向上と部分拡大計測－，精密工学会 2003 年度関西地方

定期学術講演会 A32 

26. 中野元博，甘崎哲太郎，片岡俊彦，山内良昭，宮本靖久：流れによる表面微粒子運動のエバネセン

ト場照明観察，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 A35 

27. 中川寛文，山内良昭，井上晴行，押鐘寧，中野元博，片岡俊彦：三次元境界要素法によるシリコン

表面上の微小球散乱体からの光散乱，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 B10 

28. 片岡俊彦，井上晴行，和田勝男，中野元博，押鐘寧，山内良昭，出口智己，長尾祥浩：光散乱法に

よる Si ウエハ評価装置の開発 （30 分），精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 B12 

29. 押鐘寧，佐藤慎也，長尾明彦，山村和也，遠藤勝義，森勇藏：Xe ランプによる紫外吸収 CFx ラジカ

ル計測 －ラジカル密度とプラズマ電力・ガス濃度との相関－，2003 年春季 第 52 回応用物理学関

係連合講演会（神奈川大学）29a-E-3 

30. 押鐘寧，佐藤慎也，長尾明彦，山村和也，遠藤勝義：CVM 実プロセスプラズマにおける CFx ラジカ

ルの空間分解分光診断と加工特性との相関，精密工学会学術講演会講演論文集 H02 



31. 押鐘寧，佐藤慎也，長尾明彦，山村和也，遠藤勝義：狭ギャップ間の高速定常ガス流下における大

気圧・高周波 He/CF4/O2 プラズマの分光診断，2003 年秋季 第 64 回応用物理学会学術講演会（福

岡大学）31a-R-1 

32. 小野貴俊，田中和夫，尾崎典雅，重森啓介，中井光男，長井圭治，吉田正典，若林邦彦，近藤建一，

永尾浩文，五十嵐義高，片岡俊彦，中野元博：紫外および可視域分光による衝撃圧縮されたポリス

チレンの温度とユゴニオの同時計測，日本物理学会 第 58 年次大会 29aZL-13(2003 年 3 月) 

33. 小野貴俊，田中和夫，尾崎典雅，塩田剛士，吉田正典，近藤建一，M. C. Koenig，若林邦彦，永尾

浩文，T. Vinci，中井光男，重森啓介，片岡俊彦，中野元博：衝撃圧縮されたポリスチレンの温度とユ

ゴニオの同時計測，高速度撮影とフォトニクスに関する総合シンポジウム 2003(11 月 20 日～22 日盛

岡 エスポワールいわて) 

34. 青野正和，中山知信，長谷川剛，大川祐司，新ヶ谷義隆，久保理，Suk-PilKim，桑原裕司，斎藤彰，

赤井恵：低次元ナノ構造の機能を探る，2003 年秋季 第 64 回応用物理学会学術講演会（福岡大）

30p-D-2 

35. 桑原裕司，赤井恵，齋藤彰，青野正和：ナノ構造とその機能計測（キーノートスピーチ），精密工学会

学術講演会講演論文集，Vol. 2003A (2003) No. SPACE pp.675-675 

36. 高木広幸，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：X 線定在波法による Si(001)面上の Bi 細線の三次元構造

解析，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 B14 

37. 植村隆文，高見和宏，赤井恵，斎藤彰，桑原裕司，青野正和：カーボンナノチューブからのトンネル

電流誘起発光，精密工学会 2003 年度関西地方定期学術講演会 B15 

38. 高木広幸，齋藤彰，桑原裕司，三木一司，矢代航，青野正和：X 線定在波法による埋め込み Bi 細線

の三次元構造解析，2004 年春季 第 51 回応用物理学関係連合講演会（東京工科大）30p-ZC-21 

39. 丸山淳平，斎藤彰，真鍋賢，北本克行，小川泰，桑原裕司，青野正和：放射光 STM 装置を用いた

半導体表面と高輝度 X 線との相互作用の解析，2004 年春季 第 51 回応用物理学関係連合講演会

（東京工科大）29p-ZB-5 

40. 島田乃梨子，赤井恵，斎藤彰，桑原裕司，青野正和：STM によるペンタセン薄膜の電気伝導特性評

価，2004 年春季 第 51 回応用物理学関係連合講演会（東京工科大）31a-ZB-8   

41. 西原清仁，太田黒敦彦，赤井恵，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：金属微粒子を用いた金属ナノコン

タクトの制御，2004 年春季 第 51 回応用物理学関係連合講演会（東京工科大）29a-YM-3 

42. 齋藤彰、吉岡伸也、木下修一：モルフォ蝶型発色膜の作製－「切れ切れ多層膜」の本質を求めて－，

第 4 回構造色研究会（2003 年 11 月 22 日）大阪大学理学部 

43. 齋藤彰：放射光 STM の開発，放射光研究会（2003 年 12 月 27 日）東京大学工学部 

44. 齋藤彰：モルフォ蝶の青色の再現－切れ切れ多層膜の本質について－，ロレアル・カラー研究会

（2004 年 2 月 19 日） 東海大学校友会館 

45. 山本優介，赤井恵，斎藤彰，桑原裕司，青野正和：一次元有機単分子鎖構築における連鎖重合反

応のダイナミクス，第 23 回表面科学講演大会 2003 年 11 月 早稲田大学 

46. 西原清仁，太田黒敦彦，赤井恵，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：金属微粒子を用いた、量子ポイント

コンタクトの制御，第 23 回表面科学講演大会 2003 年 11 月 早稲田大学 

47. 植村隆文，高見和宏，赤井恵，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：個々の多層カーボンナノチューブか

らの発光特性解析，第 23 回表面科学講演大会 2003 年 11 月 早稲田大学 



48. 大西秀治，武尾篤，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：強誘電体 LiNbO3、LiTaO3 表面の超平坦化とそ

の構造解析，第 23 回表面科学講演大会 2003 年 11 月 早稲田大学 

49. 山本優介，赤井恵，斎藤彰，桑原裕司，青野正和：一次元有機単分子鎖構築における連鎖重合反

応のダイナミクス，関西薄膜表面物理セミナー2003 年 12 月 

50. 大西秀治，武尾篤，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：強誘電体 LiNbO3、LiTaO3 表面の超平坦化とそ

の構造解析，関西薄膜表面物理セミナー2003 年 12 月 

51. 桑原裕司：分子エレクトロニクス：人に優しいコンピューター分子素子を作ってくみ上げる－固体表面

に組み込む－，日本化学会第 83 回春季大 

52. 森勇藏，山村和也，佐野泰久，淺田一成，竹中一孝：A11 高圧力プラズマ CVM（Chemical 

Vaporization Machining） による半導体材料の切断加工－Si および SiC ウエハのダイシング－，精密

工学会関西 

53. 森勇藏，山村和也，佐野泰久，秋原孝，山本久朗：A12 数値制御プラズマ CVM  （Chemical 

Vaporization Machinning）による SOI の薄膜化加工－数値制御加工の高速化－，精密工学会関西 

54. 森勇藏，後藤英和，広瀬喜久治，岩井章人，一井愛雄，當間康，小畠厳貴：A13 超純水のみによる

電気化学的加工法の研究－水分子を解離する機能を有する電極の開発－，精密工学会関西 

55. 森勇藏，広瀬喜久治，後藤英和，遠藤勝義，森田健一，岡本弥華：A14 超純水・超高速せん断流に

よる基板洗浄法の開発，精密工学会関西 

56. 森勇藏，山内和人，三村秀和，久保田章亀，有馬健太，稲垣耕司：A15 EEM（Elastic Emission 

Machining）による広空間波長帯域の形状修正，精密工学会関西 

57. 森勇藏，佐野泰久，山村和也：数値制御プラズマCVM(Chemical Vaporization Machining)によるSOI

の超薄膜化，応用物理学会秋 

58. 森勇藏，山内和人，三村秀和，久保田章亀，遠藤勝義，有馬健太，稲垣耕司：数値制御 EEM 

(Elastic Emission Machining)による広空間波長帯域の形状修正，精密工学会春 

59. 森勇藏，山内和人，三村秀和，久保田章亀，稲垣耕司，有馬健太，遠藤勝義：EEM(Elastic 

Emission Machining)による表面広空間波長帯域の形状/粗さ修正，精密工学会秋 

60. 森勇藏，山内和人，山村和也，三村秀和，佐野泰久，久保田章亀，遠藤勝義，A. Souvorov，玉作賢

治，矢橋牧名，石川哲也：プラズマ CVM および EEM による超高精度 X 線ミラーの作製とその応用，

精密工学会秋 

61. 三村秀和，松山智至，湯本博勝，山村和也，佐野泰久，遠藤勝義，森勇藏，西野吉則，玉作賢治，

矢橋牧名，石川哲也，山内和人：高精度非球面全反射ミラーによる硬 X 線の回折限界集光，放射光

学会 

62. N. B. Arboleda，W. Agerico，三浦良雄，中西寛，稲垣耕司，広瀬喜久治，笠井秀明：Quantum 

Dynamics of Hydrogen Interaction with Si(001) -A Coupled Channel Approach-，応用物理学会 2003

年秋：「秋季大会」（宮崎ワールドコンベンションセンター・サミット、岡山大学津島キャンパス

20pYD-11 2401  

63. 森勇藏，広瀬喜久治，後藤英和，岩井章人，一井愛雄，當間康，小畠厳貴：超純水のみによる電気

化学的加工法の研究－水分子を解離する機能を有する電極の開発－，精密工学会 2003 年度関西
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ァイバ型 2 光源 PDI 形状計測装置の開発，精密工学会 2004 年度関西地方定期学術講演会 B15 



26. 中野元博，甘崎哲太郎，細谷明弘，片岡俊彦，山内良昭：エバネセント場照明を用いた界面近傍流

れによる微粒子運動の観察，精密工学会 2004 年度関西地方定期学術講演会 B19 

27. 中野元博，田中和夫，小野貴俊，尾崎典雅，片岡俊彦，山内良昭：ポリスチレン中を伝播するパルス

レーザー誘起衝撃波の速度と圧力・温度の同時計測法の開発，精密工学会 2004 年度関西地方定

期学術講演会 B20 

28. 押鐘寧，佐藤慎也，長尾明彦，山村和也，遠藤勝義：回転電極を用いた大気圧プラズマ CVM 中に

おける光学的手法によるラジカル計測，精密工学会春 L80 

29. 押鐘寧，佐藤慎也，長尾明彦，山村和也，遠藤勝義：大気圧 CVM プラズマによる Si ウエハのエッチ

ング加工プロセスの分光診断－発光および蛍光分光による加工雰囲気と生成物の評価－，2004 年

春季 第 51 回 応用物理学関係連合学術講演会 31a-ZY-10 

30. 押鐘寧，長尾明彦，山村和也，小田昭紀，遠藤勝義：大気圧プラズマ CVM プロセスにおける F，O

原子密度の空間分布のアルゴンアクチノメトリー計測，2004 年度 精密工学会 秋季大会 学術講演

会 H27 

31. 押鐘寧，長尾明彦，山村和也，小田昭紀，遠藤勝義：Ar アクチノメトリー法による大気圧プラズマ

CVM プロセス中の O 原子，F 原子密度の空間分布診断密度分布と加工痕形状との相関，2004 年

秋季 第 65 回応用物理学会学術講演会（東北学院大学）1p-S-2 

32. 太田黒敦彦，西原清仁，赤井恵，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：金属微粒子を用いた量子ポイント

コンタクトの制御，2004 年度関西薄膜・表面物理セミナー  2004 年 11 月 5～6 日  生駒山麓公園

ふれあいセンター 

33. 樋口裕一，山本優介，赤井恵，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：ポリジアセチレン重合鎖の形成とその

メカニズムの解明，2004 年度関西薄膜・表面物理セミナー  2004 年 11 月 5～7 日  生駒山麓公園

ふれあいセンター 

34. 真鍋賢，齋藤彰，北本克征，高橋浩史，広常慎治，田中義人，石川哲也，辛埴，桑原裕司，青野正

和：放射光 STM 装置を用いた実空間・原子スケールでの元素識別への試み，春季 第 52 回応用物

理学関係連合講演会 2005 年 3 月 29 日～4 月 1 日 埼玉大学 

35. 大西秀治，武尾篤，齋藤彰，桑原裕司，青野正和 ：LiNbO3、LiTaO3 表面の超平坦化とその構造解

析，2005 年春季 第 52 回応用物理学関係連合講演会（埼玉大）30p-ZQ-5 

36. 山本優介，宮村友輔，赤井恵，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：単一分子鎖への STM 探針による直

接電荷注入，2005 年春季 第 52 回応用物理学関係連合講演会（埼玉大）31a-YQ-6 

37. 植村隆文，古本雅子，中野剛志，赤井恵，齋藤彰，桑原裕司，青野正和：トンネル電流誘起発光解

析による個々の多層カーボンナノチューブからの発光特性解析，2005 年春季 第 52 回応用物理学

関係連合講演会（埼玉大）1a-YF-3 

38. 桑原裕司，赤井恵，大川祐司，青野正和：有機単分子膜の構造・反応制御とその機能評価，第 63

回高分子若手研究会 2004 年 12 月 4 日 京都大学桂キャンパス 

39. 桑原裕司，赤井恵，高見和宏，植村隆文，齊藤彰，青野正和：分子スケール機能計測手法の開発と

その応用，分子スケールエレクトロニクス研究会 2004 年 4 月 8 日～4 月 9 日 自然科学研究機構

（岡崎コンファレンスセンター） 

40. 赤井恵，西原清仁，大田黒敦彦，齊藤彰，桑原裕司，青野正和：STM 探針によるポリジアセチレン

分子ワイヤーへのポーラロン注入，分子スケールエレクトロニクス研究会 2004 年 4 月 8 日～4 月 9



日 自然科学研究機構（岡崎コンファレンスセンター） 

41. 高見和宏，赤井恵，齊藤彰，青野正和，桑原裕司：独立駆動二探針 STM によるポリジアセチレン薄

膜の電気伝導特性評価，分子スケールエレクトロニクス研究会 2004 年 4 月 8 日～4 月 9 日 自然

科学研究機構（岡崎コンファレンスセンター） 

42. 赤井恵，西原清仁，大田黒敦彦，齊藤彰，桑原裕司，青野正和：有機分子コーティングされた金属

微粒子による量子ポイントコンタクト制御，分子スケールエレクトロニクス研究会 2004 年 4 月 8 日～4

月 9 日 自然科学研究機構（岡崎コンファレンスセンター） 

43. 植村隆文，高見和宏，赤井恵，齊藤彰，青野正和，桑原裕司：多層カーボンナノチューブからのトン

ネル電流誘起発光，分子スケールエレクトロニクス研究会 2004 年 4 月 8 日～4 月 9 日 自然科学

研究機構（岡崎コンファレンスセンター） 

44. 湯本博勝，山内和人，三村秀和，松山智至，山村和也，佐野泰久，遠藤勝義，石川哲也，森勇藏：

B16 高精度 X 線ミラーのための干渉計を利用した形状計測システムの開発，精密工学会関西支部 

45. 加藤潤，久保田章亀，有馬健太，山村和也，山内和人，遠藤勝義，森勇藏：B06 STM による

Si(011)，(111)ウエハ超精密加工表面の原子構造観察，精密工学会関西支部 

46. 松山智至，山内和人，山村和也，三村秀和，佐野泰久，湯本博勝，遠藤勝義，玉作賢治，矢橋牧名，

西野吉則，石川哲也，森勇藏：走査型 X 線顕微鏡のための楕円体ミラーを用いた二次元集光ユニッ

トの開発，応用物理学会秋 

47. 湯本博勝，山内和人，三村秀和，松山智至，山村和也，佐野泰久，遠藤勝義，西野吉則，玉作賢治，

矢橋牧名，石川哲也，森勇藏：硬 X 線ナノ集光のための高精度楕円体ミラーの作製と集光特性の評

価，応用物理学会秋 

48. 湯本博勝，山内和人，三村秀和，松山智至，山村和也，佐野泰久，遠藤勝義，石川哲也，森勇藏： 

干渉計を用いた楕円体ミラーの形状計測，精密工学会秋 

49. 久保田章亀，三村秀和，山内和人，森勇藏：EEM プロセスにおいてシリカ分散超純水が Si(001)表

面のマイクロラフネスに及ぼす影響，精密工学会学秋 

50. 加藤潤，久保田章亀，有馬健太，山村和也，山内和人，遠藤勝義，森勇藏：STM による

Si(011),(111)ウエハ超精密加工表面の原子構造解析，精密工学会学秋 

51. 松山智至，三村秀和，湯本博勝，山村和也，佐野泰久，遠藤勝義，森勇藏，西野吉則，玉作賢治，

矢橋牧名，石川哲也，山内和人：ミラー集光光学系を用いた高分解能硬 X 線 CT 顕微鏡の開発，放

射光学会 

52. 湯本博勝，三村秀和，松山智至，山村和也，佐野泰久，遠藤勝義，森勇藏，西野吉則，玉作賢治，

矢橋牧名，石川哲也，山内和人：干渉計を用いた高精度表面形状計測法の開発と硬 X 線集光ミラ

ーへの適応，放射光学会 

53. 松山智至，山内和人，三村秀和，湯本博勝，山村和也，佐野泰久，遠藤勝義，西野吉則，玉作賢治，

矢橋牧名，石川哲也，森勇藏：ミラー集光系を用いた X 線顕微鏡(ナノスコピー)の開発，応用物理学

会春 

54. 湯本博勝，三村秀和，松山智至，山村和也，，佐野泰久，遠藤勝義，森勇藏，石川哲也，山内和

人：硬 X 線ナノ集光ミラーの形状計測，精密工学会学春 

55. 原英之，佐野泰久，三村秀和，山内和人：触媒を援用した化学ポリシング法による SiC の加工，精密

工学会春 



56. 久保田章亀，三村秀和，稲垣耕司，佐野泰久，山村和也，山内和人，森勇藏：EEM による SiC 表面

の平坦化，精密工学会春 

57. 一井愛雄，後藤英和，森 勇藏，広瀬喜久治，遠藤勝義，山内和人，八木圭太，半田宗一郎：超純

水のみによる電気化学的加工法の研究─水分子を解離する機能を有する触媒電極の開発─，2004

年度関西地方定期学術講演会 A09 

58. 広瀬喜久治：第一原理計算によるナノスケール構造の電子輸送予測，分子スケールエレクトロニクス

研究会プログラム，O-11, (2004). 

59. 佐々木孝，小野倫也，広瀬喜久治：第一原理に基づくオーダーN 電子状態計算，分子スケールエレ

クトロニクス研究会プログラム，P-1, (2004). 

60. 小野倫也，広瀬喜久治：金属原子鎖の構造と電子輸送特性，分子スケールエレクトロニクス研究会

プログラム，P-2，(2004). 

61. 江上喜幸，小野倫也，広瀬喜久治：第一原理計算によるナノ構造体の電子輸送特性の予測，分子

スケールエレクトロニクス研究会プログラム，P-3, (2004). 

62. 中川大輔，小野倫也，広瀬喜久治：第一原理に基づく酸化シリコン薄膜のリーク電流計算，分子スケ

ールエレクトロニクス研究会プログラム，P-4，(2004). 

63. 矢賀寛久，小野倫也，稲垣耕司，後藤英和，広瀬喜久治：第一原理分子動力学法を用いた水分子

の動的構造計算，精密工学会 2004 年度関西地方定期学術講演会講演論文集、15-16 (2004). 

64. 宮田卓哉，稲垣耕司，広瀬喜久治，遠藤勝義，森勇藏：光反射スペクトルを用いた Si 結晶表面評価 

～クリーン環境下での測定を実現する表面評価法の開発および加工表面の評価～，精密工学会

2004 年度関西地方定期学術講演会講演論文集、65-66 (2004). 

65. 広瀬喜久治：超平滑・高精度表面形成プロセスのモデリングとシミュレーション，精密工学会 2004 年

度関西地方定期学術講演会特別講演 (2004). 

66. 島田尚一，荒井智行，稲垣耕司，後藤英和，広瀬喜久治，森勇藏：超純水のみによる電気化学的加

工法の研究－水分子を解離する機能を有する電極の開発－，2004 年度精密工学会秋季大会学術

講演会講演論文集(2004). 

67. 中川大輔，小野倫也，広瀬喜久治：第一原理電子輸送特性計算による酸化シリコン薄膜のリーク電

流の予測，ゲートスタック研究会予稿集，81-86 (2005). 

68. 中川大輔，小野倫也，広瀬喜久治：第一原理計算に基づく酸化シリコン薄膜の電子輸送特性の予

測，日本物理学会第 60 回年次大会（東京理科大学野田キャンパス） (2005). 

69. 佐々木孝，小野倫也，広瀬喜久治：第一原理に基づく半無限結晶電極に挟まれたナノストラクチャ

ーの電子状態計算手法，日本物理学会第 60 回年次大会（東京理科大学野田キャンパス） (2005). 

70. 大塚順，小野倫也，広瀬喜久治：ワニエ関数を用いた誘電率の計算，日本物理学会第 60 回年次大

会（東京理科大学野田キャンパス） (2005). 

71. 江上喜幸，小野倫也，広瀬喜久治：単原子鎖におけるコンダクタンス振動現象の理論的解析，日本

物理学会第 60 回年次大会（東京理科大学野田キャンパス）, (2005). 

72. 小野倫也，中川大輔，広瀬喜久治：第一原理電気伝導計算による酸化シリコン膜のリーク電流予測，

2005 年春季 第 52 回応用物理学関係連合講演会（埼玉大）31p-ZD-11 

73. 堀江伸哉，小野倫也，広瀬喜久治，遠藤勝義：第一原理電気伝導計算による水素原子が吸着した

Si(001)表面の STM 像の解析，2005 年春：「第 60 回年次大会」（東京理科大野田キャンパス
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74. 中川大輔，小野倫也，広瀬喜久治：第一原理計算に基づく酸化シリコン薄膜の電子輸送特性の予

測，2005 年春：「第 60 回年次大会」（東京理科大野田キャンパス 25aWB-1 2041  

75. 岩本敏幸，小倉卓，寺井真之，渡辺啓仁，渡部平司，五十嵐信行，宮村真，辰巳徹，西藤哲史，森

岡あゆ香，渡部宏治，斎藤幸重，矢部裕子，五十嵐多恵子，増崎幸治，望月康則， 上徹 ：インテ

グレーションの課題（30 分），2004 年春季 第 51 回応用物理学関係連合講演会（東京工科大） 

76. 辰村光介，渡邉孝信，志村考功，梅野正隆，大泊巌：熱成長 SiO2 膜に存在する残余秩序の熱履歴

依存性，2004 年春季 第 51 回応用物理学関係連合講演会（東京工科大） 

77. 三島永嗣，志村考功，安武潔，梅野正隆 ：貼り合わせ SOI ウエーハの放射光 X 線トポグラフにおけ

る同心円状パターン II，2004 年春季 第 51 回応用物理学関係連合講演会（東京工科大） 

78. 三島永嗣，志村考功，安武潔，梅野正隆 ：放射光 X 線トポグラフィによる薄膜 SOI ウエハの同心円

状パターンの解析，2004 年秋季 第 65 回応用物理学会学術講演会（東北学院大） 

79. 三島永嗣，志村考功，安武潔，梅野正隆：放射光Ｘ線トポグラフィによる SOI ウエハの同心円状パタ

ーンの解析，精密工学会 2004 年度関西地方定期学術講演会 B09 

80. 清水教弘，本林久良，志村考功，安武潔：1.55μｍ波長帯フォトディテクター用 SGOI 薄膜の開発，

精密工学会 2004 年度関西地方定期学術講演会 B13 

81. 渡部平司：高誘電率（High-k）膜形成技術の現状と今後の展望，第4 回インテリジェント・ナノプロセス

研究会予稿原稿 p.47-55. 

82. 渡辺康匡，志村考功，渡部平司，安武潔，神山聡，有門経敏，白石賢二，梅澤直人，知京豊裕，山

田啓作：HfSiON 膜中の局所絶縁劣化箇所の C-AFM 観測－窒化による信頼性向上メカニズムの検

討－，ゲートスタック研究会（第 10 回特別研究会）講演予稿集 p.327-331. 

83. 吉田慎一，渡部平司，安武潔，Ahmet Parhat，知京豊裕，山田啓作：コンビナトリアル成膜 Pt-W メタ

ルゲート電極の仕事関数マッピング，ゲートスタック研究会（第 10 回特別研究会）講演予稿集 

p.271-274. 

84. 梅澤直人，白石賢二，大野隆央，渡部平司，知京豊裕，鳥居和功，山部紀久夫，山田啓作，北島洋，

有門経敏：Hf を基礎とした High-k ゲート絶縁膜のリーク電流を減少させる N 原子の本質的な効果：

酸素原子空孔に起因するリークパスを遮断する N 原子の役割，ゲートスタック研究会（第 10 回特別

研究会）講演予稿集 p.115-119. 

85. 間部謙三，高橋健介，五十嵐多恵子，森岡あゆ香，渡部平司，辰巳徹：ニッケルフルシリサイド電極

の HfSiON ゲート絶縁膜への適用，ゲートスタック研究会（第 10 回特別研究会）講演予稿集 

p.231-236. 

86. 高橋健介，間部謙三，森岡あゆ香，五十嵐多恵子，吉原拓也，渡部平司，辰巳徹：デュアルメタル
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