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最近公開された出願特許
2017 年 1 月 1 日～ 2017 年 11 月 30 日

特開 2017-212243 反応装置
特開 2017-209596 気相成長装置用部品の洗浄装置
特開 2017-207094 水素充填装置及び水素充填方法
特開 2017-202508 溶接方法
特開 2017-192918 水素溶解液の製造装置
特開 2017-187261 希釈冷凍機
特開 2017-187156 ガス充填方法
特開 2017-187155 冷媒供給配管
特開 2017-183365 気相成長装置
特開 2017-180889 冷媒循環装置、及び冷媒循環方法
特開 2017-180871 充填塔
特開 2017-180800 燃料ガス充填システム及び燃料ガス充填方法
特開 2017-180548 燃料ガス供給装置用模擬信号発信装置
特開 2017-179577 溶解・精錬炉の操業方法及び溶解・精錬炉
特開 2017-179574 冷鉄源の溶解・精錬炉、及び溶解・精錬炉の
                                   操業方法
特開 2017-177478 ガスバリア性樹脂基材、及びその製造方法
特開 2017-176156 温度履歴管理サーバ、温度収集端末、温度履歴
                                   管理方法及びプログラム
特開 2017-170326 排ガス処理装置、及び排ガス処理方法
特開 2017-170007 生体試料の凍結装置
特開 2017-168644 半導体装置の製造方法及び基板処理装置
特開 2017-168607 気相成長装置における汚染部品のドライ洗浄
                                   装置
特開 2017-167015 低温液化ガス中の油成分回収方法
特開 2017-166531 低温液化ガス気化装置
特開 2017-165487 生体試料輸送容器
特開 2017-164694 ガス処理装置、ガス処理方法、微粉末形成装置
                                   及び微粉末形成方法
特開 2017-163913 粒状凍結装置
特開 2017-163022 基板保持部材及び気相成長装置
特開 2017-161312 ガスサンプリング容器
特開 2017-161012 継手
特開 2017-160734 積層ゴム型免震支承の冷却方法及び冷却装置
特開 2017-160099 窒化アルミニウム微粒子、及びその製造方法
特開 2017-157167 高圧ガス設備管理システム、点検管理方法、
                                   発注方法及びコンピュータプログラム
特開 2017-155279 金属微粒子の製造方法
特開 2017-155085 液晶ポリマー粒子の製造方法
特開 2017-150698 窒素及び酸素製造方法、並びに窒素及び酸素
                                   製造装置
特開 2017-150646 充填情報提供装置、充填情報提供方法及び
                                   コンピュータプログラム
特開 2017-150613 高圧ガス容器接続用のグランドを備えた
                                   管接続具
特開 2017-149862 Ｍｎ付活フッ化物蛍光体の製造方法
特開 2017-146160 不純物の分析方法及び装置

特開 2017-146106 多重反射セル
特開 2017-145244 フェノール誘導体の製造方法
特開 2017-145243 フェノール誘導体の製造方法
特開 2017-142004 排ガス処理方法
特開 2017-138244 凍結保存・輸送兼用容器
特開 2017-133640 タッチダウン軸受、及び回転機械
特開 2017-126594 気相成長装置
特開 2017-119667 自己心拍再開後の予後を改善するための
                                   医薬組成物
特開 2017-119653 自己心拍再開後の予後を改善するための
                                   医薬組成物
特開 2017-119298 ホットワイヤー溶接システム及びホット
                                   ワイヤー溶接方法
特開 2017-119297 プラズマアーク用トーチ
特開 2017-116073 バルブ
特開 2017-115932 燃料ガス充填システム及び燃料ガス充填
                                   方法
特開 2017-113238 酸素供給方法
特開 2017-110767 液化ガスの供給・回収装置、及び供給・回収
                                   方法
特開 2017-110681 レギュレータ
特開 2017-108182 エッチング保護膜形成用デポガス、プラズマ
                                   エッチング方法、及びプラズマエッチング
                                   装置
特開 2017-104778 アンモニア除去材料、アンモニア除去方法
                                   及び燃料電池自動車用水素ガスの製造方法
特開 2017-096793 低温液化ガスの撹拌装置及び方法
特開 2017-095777 気相成長装置
特開 2017-087162 光反応容器
特開 2017-087108 水素ガス精製システムおよび水素ガス精製
                                   方法
特開 2017-081862 摘出手術後の体重減少を軽減するための
                                   医薬組成物
特開 2017-080669 空気精製装置および空気精製方法
特開 2017-080665 吸着剤、吸着剤の製造方法、一酸化炭素除去
                                   装置、および一酸化炭素除去方法
特開 2017-077534 水素ガス精製装置および水素ガス精製方法
特開 2017-077533 吸着剤、水素ガス精製装置、および水素ガス
                                   精製方法
特開 2017-077532 液体捕集器
特開 2017-076652 基板載置台及び気相成長装置
特開 2017-075062 アルミナ粒子の製造方法
特開 2017-072282 窒素製造方法、及び窒素製造装置
特開 2017-072189 低温液化ガスの整流装置
特開 2017-064738 プラズマ溶接方法
特開 2017-059445 プラズマ溶接用トーチ
特開 2017-058029 酸素バーナ及び酸素バーナの運転方法
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特開 2017-055794 高気圧外傷治療装置
特開 2017-050459 サセプタ
特開 2017-044493 低温液化ガス燃焼・爆発試験用着火電極
特開 2017-040435 窒素及び酸素製造方法、並びに窒素及び酸素
                                   製造装置
特開 2017-032242 空気液化分離方法及び装置
特開 2017-029388 シート状生体試料の収納具、収納ラック及び
                                   収納棚
特開 2017-026216 循環式ヘリウム再凝縮装置、及び循環式
                                    ヘリウム再凝縮方法
特開 2017-026084 圧縮ガスの充填方法
特開 2017-023935 液滴製造装置
特開 2017-023934 液滴製造装置
特開 2017-020929 同位体濃度算出方法
特開 2017-020667 熱交換器
特開 2017-006375 造影剤供給装置
再表 2016/153049 鉄鋼製品の加熱装置及び鉄鋼製品の加熱方法
再表 2016/148254 凍結保存装置
再表 2015/163346 溶接用トーチ及び取付治具
再表 2015/141768 非移行型のプラズマアークシステム、変換用
              　                 アダプタキット、非移行型のプラズマアーク用
                                   トーチ
再表 2015/079938 窒化シリコン膜及びその製造方法、並びにその
                                   製造装置
再表 2014/181860 メタンと窒素の分離方法
再表 2014/148536 燃焼バーナ

※再表：再公表公報
                                                            　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    計 94 件
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