油・空・水圧関係 日本国公開特許情報 ２００４年１月公開分
出願年月日
公開年月日
No.
出願人
発明の名称
出願番号
公開番号
平成15年5月16日
平成16年1月8日
セイレイ工業株式会社
クローラトラクタ
1 特願２００３−１３９６１７
特開２００４−２２５
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平成15年6月30日
特願２００３−１８８４８０
平成14年12月25日
特願２００２−３７４６７３
平成15年2月6日
特願２００３−２９６４１
平成15年2月7日
特願２００３−３１２４７
平成15年5月23日
特願２００３−１４６４３７
平成14年7月5日
特願２００２−１９６８５６
平成15年4月8日
特願２００３−１０３７１０
平成15年5月6日
特願２００３−１２８４０７
平成15年7月28日
特願２００３−２８０７４０
平成15年8月15日
特願２００３−２９３６８４
平成14年5月30日
特願２００２−１５７７２８
平成15年2月18日
特願２００３−３９１３８
平成14年5月31日
特願２００２−１５８６１５
平成15年3月18日
特願２００３−７３３２７
平成15年6月23日
特願２００３−１７７６５９
平成15年3月20日
特願２００３−７７１５４
平成15年4月14日
特願２００３−１０８８７３
平成14年5月22日
特願２００２−１４８２１３
平成14年5月31日
特願２００２−１６００６１
平成14年5月31日
特願２００２−１６０２２４
平成14年5月31日
特願２００２−１６０３２０
平成14年5月31日
特願２００２−１６０３２２
平成14年5月31日
特願２００２−１６０３２３
平成14年12月13日
特願２００２−３８３２０９
平成15年2月25日
特願２００３−４７８１２
平成15年3月3日
特願２００３−５６２６２
平成15年2月21日
特願２００３−８９２９３
平成15年5月29日
特願２００３−１５２９２８
平成15年7月10日
特願２００３−１９５１０４
平成15年7月2日
特願２００３−２７０５１３
平成14年5月30日
特願２００２−１５７３３５
平成14年5月30日

平成16年1月8日
特開２００４−２４３
平成16年1月8日
特開２００４−４５９
平成16年1月8日
特開２００４−４７９
平成16年1月8日
特開２００４−４８０
平成16年1月8日
特開２００４−６２７
平成16年1月8日
特開２００４−８７５
平成16年1月8日
特開２００４−９４５
平成16年1月8日
特開２００４−９６５
平成16年1月8日
特開２００４−９８７
平成16年1月8日
特開２００４−９９３
平成16年1月8日
特開２００４−１０２２
平成16年1月8日
特開２００４−１０７４
平成16年1月8日
特開２００４−１１１２
平成16年1月8日
特開２００４−１１８７
平成16年1月8日
特開２００４−１２２２
平成16年1月8日
特開２００４−１４２６
平成16年1月8日
特開２００４−１４７８
平成16年1月8日
特開２００４−１５８９
平成16年1月8日
特開２００４−１６３０
平成16年1月8日
特開２００４−１６３７
平成16年1月8日
特開２００４−１６３８
平成16年1月8日
特開２００４−１６４０
平成16年1月8日
特開２００４−１６４１
平成16年1月8日
特開２００４−１６８４
平成16年1月8日
特開２００４−１６９４
平成16年1月8日
特開２００４−１７０１
平成16年1月8日
特開２００４−１７１４
平成16年1月8日
特開２００４−１７４５
平成16年1月8日
特開２００４−１７５２
平成16年1月8日
特開２００４−１７６０
平成16年1月8日
特開２００４−１９２１
平成16年1月8日

特願２００２−１５７３３６

特開２００４−１９２２

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１５８３８３

特開２００４−１９３９

セイレイ工業株式会社

農業用トラクタの後部隔壁構造

アボット・ラボラトリーズ

診断テスト用血液の採取方法及び装置

アクシス リミテッド

モジュラー型在宅透析システム

イム ホンスン

便座用シート巻取器

オリンパス株式会社

内視鏡装置

ホシザキ電機株式会社

冷水処理装置

西 舜司

超深層曝気廃水処理装置

リットン・システムズ・イン
コーポレイテッド
日立建機株式会社

空気乾燥器、空気乾燥方法、乾燥器キットおよび圧
力スイング吸着システム
自走式破砕機

日立建機株式会社

自走式破砕機

株式会社ブリヂストン

株式会社不二越

ランフラットタイヤ用支持体の製造装置及び製造方
法
金型キャビテイの真空方法と真空装置、及びガス抜
き装置の目詰まり検出方法と真空支援装置
産業用ロボット

相伍工業株式会社

切断装置

富士通株式会社

微細パターン加工方法及び微細パターン加工装置

有限会社ダイ

ヒューレット・パッカード・カ 印刷動作で生じる少なくとも１つの廃棄物を回収する印刷装置、及び、
印刷中に生成される廃棄物を処理して拘束するための方法
ンパニー
スタネルコ ファイバー
溶接装置
オプティックス リミテッド
住友ゴム工業株式会社
空気入りラジアルタイヤ
光洋精工株式会社

電動パワーステアリング装置

豊田合成株式会社

助手席用エアバッグ装置

本田技研工業株式会社

船外機のシフトチェンジ装置

本田技研工業株式会社

船外機の操舵装置

本田技研工業株式会社

船外機の操舵装置

ヴアブコ・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベ
シユレンクテル・ハフツング・ウント・
コンパニー・オツフエネハンデルス
ロバート ボッシュ ゲゼルシャフト
ミット ベシュレンクテル ハフツン
グ

電子的に調整される電気−空気圧 制動装置の電磁調整弁を備えか
つＣＡＮデータバスを介して制御されるたＥＢＳ車輪変調器制御装置用
の電磁石コイルー圧力センサ装置
改良されたペダル感覚シミュレーション手段を備える電気油圧 制動シ
ステム用のマスターシリンダと、このようなマスターシリンダを備えた電
気油圧 制動システム

テキストロン インコーポ
レーティッド
小田 展生

バトラー・エンジニアリング・アンド・
マーケッティング・エッセ・エルレ・エ
ルレ

井関農機株式会社

ゴルフカーのための吊り下げペダルシステム
タイヤ空気圧 判定装置
タイヤ取付け取外し装置
コンバインにおける走行装置の伝動機構

株式会社 神崎高級工機 作業機の伝動構造
製作所
株式会社アイチコーポ
ブーム式高所作業車の作業台水平保持機構
レーション
株式会社アイチコーポ
高所作業車の作業台揺動機構
レーション
日本輸送機株式会社

フォークリフト

35
36
37
38
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42
43
44
45
46
47
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
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64

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１５９３７８

特開２００４−１９５１

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１５９９９６

特開２００４−１９６３

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１６０３３６

特開２００４−１９６９

平成14年5月29日

平成16年1月8日

特願２００２−１５６３８３

特開２００４−２０６７

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１６０３７９

特開２００４−２５６０

平成15年4月10日

平成16年1月8日

特願２００３−１０６３２０

特開２００４−３００１

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１５８４０６

特開２００４−３１３８

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１５８７７７

特開２００４−３１５５

平成14年9月18日

平成16年1月8日

特願２００２−２７１９３４

特開２００４−３２６４

平成14年9月30日

平成16年1月8日

特願２００２−２８６０４２

特開２００４−３２６６

平成15年2月7日

平成16年1月8日

特願２００３−３０７５１

特開２００４−３２９１

平成15年2月13日

平成16年1月8日

特願２００３−３４９２８

特開２００４−３２９２

平成15年2月21日

平成16年1月8日

特願２００３−４３４２３

特開２００４−３２９３

平成15年3月5日

平成16年1月8日

特願２００３−５９２３２

特開２００４−３２９６

平成15年3月14日

平成16年1月8日

特願２００３−６９７７４

特開２００４−３２９８

平成15年6月6日

平成16年1月8日

特願２００３−１６２０７６

特開２００４−３３４１

平成14年12月3日

平成16年1月8日

特願２００２−３５０６５５

特開２００４−３４２５

平成15年2月17日

平成16年1月8日

特願２００３−３８１１８

特開２００４−３４４３

平成15年3月26日

平成16年1月8日

特願２００３−８６１７６

特開２００４−３４５８

平成15年5月16日

平成16年1月8日

特願２００３−１３８７２６

特開２００４−３４８２

平成15年5月20日

平成16年1月8日

特願２００３−１４１８１７

特開２００４−３４８３

平成15年5月22日

平成16年1月8日

特願２００３−１４４５４９

特開２００４−３４８７

平成15年6月13日

平成16年1月8日

特願２００３−１６８６２１

特開２００４−３４９７

平成15年8月25日

平成16年1月8日

特願２００３−２９９５５７

特開２００４−３５１７

平成15年9月22日

平成16年1月8日

特願２００３−３２９２６５

特開２００４−３５２５

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１６０１１２

特開２００４−３５４６

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１６０１１５

特開２００４−３５４７

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１６０２１５

特開２００４−３５５０

平成14年6月3日

平成16年1月8日

特願２００２−１６０９２０

特開２００４−３５６７

平成14年9月12日

平成16年1月8日

特願２００２−２６６２５６

特開２００４−３５８１

住友重機械建機クレーン
株式会社

運転室昇降機構を備えた作業機械

日本輸送機株式会社

フォークリフト

東芝エレベータ株式会社

油圧 エレベータ

株式会社東芝

耐摩耗性部材およびその製造方法

出光石油化学株式会社

ポリアリーレンスルフィド樹脂組成物

ダイムラークライスラー・
アクチェンゲゼルシャフト

金属片、金属シート、またはその類似物の形態の繊
維強化半製品の製造方法、および装置

日立造船株式会社

ゲート開閉駆動ユニットおよびこのゲート開閉駆動ユ
ニットを具備した開閉ゲート装置

東日本旅客鉄道株式会
社

鉄骨建物のジャッキダウン工法

アイシン精機株式会社

温水洗浄便座用温水タンク

五洋建設株式会社

シールド掘進機のカッタビット交換時期検知装置及び該装置を備えた
シールド掘進機のカッタビット交換装置

日本車輌製造株式会社

自走式チュービング装置

ダエウ エンジニアリング アンド
コンストラクション カンパニー リミ
テッド

地中サクションアンカーアセンブリ

日本ドアーチエック製造株 ドアクローザ
式会社
アーベーゲー・アルゲマイネ・バウ
マシネンゲゼルシャフト・エムベー
ハー

圧密ローラ

コベルコ建機株式会社

後端小旋回型ショベル

株式会社大林組

地下通水装置

日産自動車株式会社

車両の制御装置

日本ピラー工業株式会社 ポンプ、アキュムレータ等の流体機器
エムアーエヌ・ベー・ウント・ヴェー・
ディーゼル・アクチエンゲゼルシャ
フト

圧縮混合気を使用して自己点火を行うための内燃機
関およびその作動方法

野田 恒太

小型タービン用ブレードの形状及び出力増強を計る
ブレードの組み合わせ

バトラー・エンジニアリング・アンド・
マーケッティング・エッセ・エルレ・エ
ルレ

可逆式容積装置

ダンフォス アクチーセル
スカブ

水圧 機械

株式会社日立ユニシア
オートモティブ

内燃機関のバルブタイミング変更装置

株式会社日立ユニシア
オートモティブ

可変容量型ベーンポンプ

株式会社日立製作所

スクロ−ル圧縮機

トキコ株式会社

筒状部材の嵌合固定構造および嵌合固定方法とス
エージ加工装置

トキコ株式会社

シリンダ装置のブラケット取付構造

アイシン・エィ・ダブリュ株
式会社

自動変速機の油圧 制御装置

キヤノン株式会社

能動除振装置及びその制御方法

日産自動車株式会社

シールリング及びシール装置

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

平成15年3月5日

平成16年1月8日

特願２００３−５９１４８

特開２００４−３６１２

平成15年4月30日

平成16年1月8日

特願２００３−１２５５０９

特開２００４−３６４４

平成15年5月7日

平成16年1月8日

特願２００３−１２９０４０

特開２００４−３６４９

平成15年5月15日

平成16年1月8日

特願２００３−１３７９２８

特開２００４−３６５２

平成15年5月16日

平成16年1月8日

特願２００３−１３９３６６

特開２００４−３６５４

平成15年5月19日

平成16年1月8日

特願２００３−１４１１２３

特開２００４−３６５７

平成15年7月7日

平成16年1月8日

特願２００３−１９２５４３

特開２００４−３６７１

平成15年7月8日

平成16年1月8日

特願２００３−２７１７２３

特開２００４−３６７５

平成15年7月24日

平成16年1月8日

特願２００３−２７９４４４

特開２００４−３６７６

平成14年6月1日

平成16年1月8日

特願２００２−１９６５６５

特開２００４−３７８３

平成15年3月6日

平成16年1月8日

特願２００３−６０１６５

特開２００４−３９８２

平成15年4月11日

平成16年1月8日

特願２００３−１０７３４３

特開２００４−４０３８

平成15年5月8日

平成16年1月8日

特願２００３−１３０７１０

特開２００４−６３４７

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１５８４９９

特開２００４−６４５１

平成14年9月30日

平成16年1月8日

特願２００２−２８６７８１

特開２００４−６５９４

平成15年4月11日

平成16年1月8日

特願２００３−１０８２９７

特開２００４−６８０４

平成14年5月31日

平成16年1月8日

特願２００２−１５８５１１

特開２００４−７８７６

平成14年6月3日

平成16年1月15日

特願２００２−１６１３６１

特開２００４−８００１

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５８４３

特開２００４−８０８３

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−２０３３１８

特開２００４−８２０２

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３０１２

特開２００４−８３２５

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３５１８

特開２００４−８３５６

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５５６７

特開２００４−８４４９

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６７５６

特開２００４−８５０８

平成15年6月5日

平成16年1月15日

特願２００３−１６０４２０

特開２００４−８７９８

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６６９６

特開２００４−８９４４

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７５９７

特開２００４−８９７２

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７９７５

特開２００４−８９７８

平成14年6月3日

平成16年1月15日

特願２００２−１９７９３９

特開２００４−９０３９

平成14年6月3日

平成16年1月15日

特願２００２−１６１８９８

特開２００４−９０５５

株式会社小松製作所

シリンダ駆動システム及びそのエネルギ回生方法

ヴァレオ アンブラヤー
ジュ

自動車用油圧 式連結装置

ロス オペレーティング
バルブ カンパニー

流れ制御を備えた高圧ボールポペット制御弁

キャタピラー インコーポ
レイテッド

油圧 再生システム

閔 慶▼漢▲

油圧 シリンダー

株式会社 神崎高級工機 作業車用トランスミッション
製作所
株式会社日立製作所

自動変速機の制御装置

トヨタ自動車株式会社

車両用変速機の制御装置

本田技研工業株式会社

筒型緩衝器

小栗 章

室内空気環境改善装置

ウエスチングハウス・エレクトリッ
ク・カンパニー・エルエルシー

改良型グリッドを備えた原子炉

ホルテック・インターナショナル・イ
ンコーポレーテッド

使用済み核燃料を使用済み核燃料プールから貯蔵
キャスクに移送するシステム及び方法

パテント−トロイハント−ゲゼルシ
ヤフト フユール エレクトリツシエ
グリユーラムペン ミツト ベシユレ
ンクテル ハフツング

金属／セラミック結合体の製造方法、金属複合体材
料及び高圧放電ランプ用の放電容器

松下電器産業株式会社

静電気対策部品とその製造方法

株式会社 日立インダスト ワーク支持機構
リイズ

東京エレクトロン株式会社 処理装置及び処理方法
三菱電機株式会社

回転電機の密封油供給装置

株式会社ミドテク

農用作業機制御装置

井関農機株式会社

コンバインの刈取オ−プン装置

株式会社ササキコーポ
レーション

畦形成機

東レ株式会社

おむつ

ジーイー・メディカル・システムズ・
グローバル・テクノロジー・カンパ
ニー・エルエルシー

磁気共鳴映像撮像装置

科学技術振興事業団

弓状チューブアクチュエータ及びそれを用いた関節
運動支援装置

株式会社日立メディコ

連続他動運動装置

シーメンス アクチエンゲ
ゼルシヤフト

注入装置

ライオンハイジーン株式
会社

フリーザーの省水型洗浄システム

丸順重工株式会社

重機用ふるい装置

株式会社日本電研

濾過装置

コロニー興産株式会社

家畜排せつ物の嫌気性処理槽

玉光 泰壽

油圧 式作業車に着脱可能な空き容器減容装置

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

平成14年6月11日

平成16年1月15日

特願２００２−１７０６５７

特開２００４−９１３６

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４４９０

特開２００４−９１８６

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６００９

特開２００４−９２０４

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７５５６

特開２００４−９２２３

平成14年6月11日

平成16年1月15日

特願２００２−１７０２８１

特開２００４−９２７７

平成14年6月3日

平成16年1月15日

特願２００２−１６１８５５

特開２００４−９３２５

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３４０７

特開２００４−９３８５

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５５２７

特開２００４−９４９６

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６１３０

特開２００４−９５４１

平成14年6月11日

平成16年1月15日

特願２００２−１７０１７９

特開２００４−９６９８

平成14年6月3日

平成16年1月15日

特願２００２−１６１８２４

特開２００４−９７５６

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６２４２５

特開２００４−９７７７

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６２４５５

特開２００４−９７７８

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６２５７０

特開２００４−９７８０

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６２５７１

特開２００４−９７８１

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６２６２４

特開２００４−９７８３

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３１１６

特開２００４−９７９３

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３２１９

特開２００４−９８００

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４６０５

特開２００４−９８４８

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４９８５

特開２００４−９８５９

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７３２７

特開２００４−９９１４

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７７２７

特開２００４−９９２３

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８８３５

特開２００４−９９４９

平成14年6月11日

平成16年1月15日

特願２００２−１６９３７８

特開２００４−９９７０

平成14年6月11日

平成16年1月15日

特願２００２−１６９９０８

特開２００４−９９８７

平成14年6月11日

平成16年1月15日

特願２００２−１７０２１２

特開２００４−９９９５

平成14年6月12日

平成16年1月15日

特願２００２−１７０８０５

特開２００４−１００２２

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１９７９０８

特開２００４−１００２７

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３０６１

特開２００４−１０２１０

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５８８５

特開２００４−１０２５６

アイダエンジニアリング株 プレス機械のフィードバー退避装置
式会社
マックス株式会社

圧縮空気駆動釘打機のピストンストップ機構

本田技研工業株式会社

ワーク把持装置

光洋精工株式会社

圧延機バックアップロール用軸受の研磨治具

株式会社共同精機

断裁機

墨田工業株式会社

発泡スチロール製品の成形システム

株式会社日本製鋼所

超高速射出成形機の油圧 回路

株式会社日本製鋼所

射出成形機、および該射出成形機の内部空間内へ
の潤滑油供給方法

三菱重工業株式会社

射出成形機の水圧 駆動装置

株式会社浅野研究所

成形トリミング装置、成形トリミング用型および成形ト
リミング方法

井関農機株式会社

コンバイン走行伝動機の旋回調節部

極東開発工業株式会社

ミキサ車の自重計

日本車輌製造株式会社

産業用機関車

株式会社東海理化電機
製作所

タイヤ空気圧 モニタ装置及びタイヤ空気圧 モニタ装
置における故障判定方法

株式会社東海理化電機
製作所

タイヤ空気圧 モニタ装置、タイヤ空気圧 モニタ装置
における故障判定方法、及びタイヤ空気圧 監視装
置。
連接式鉄道車両

財団法人鉄道総合技術
研究所
株式会社神崎高級工機
製作所

車軸駆動装置

日立建機株式会社

建設機械

光洋精工株式会社

ダンパーバルブ及びそれを用いた油圧 式パワース
テアリング装置

株式会社デンソー

タイヤ空気圧 センサのＩＤ登録方法及びＩＤ登録装置と、タイヤ空気圧
監視システム用ＩＤ登録ツール及び空気圧 センサ付きタイヤ

株式会社アドヴィックス

自動ブレーキ装置

三菱電機株式会社

車載機器遠隔制御装置

新潟原動機株式会社

船舶推進装置における翼角検出装置

ジヤトコ株式会社

ハイブリッド車両

マツダ株式会社

自動車の空気圧 警報装置

本田技研工業株式会社

フラップの作動装置

住友重機械建機クレーン
株式会社

建設機械に於けるブレーキ制御装置

立澤 政彦

総合システム潜水用具

住友重機械建機クレーン
株式会社

建設機械の格納式操作レバー

山九株式会社

エアキャスタを用いた大型重量物の輸送方法及び輸
送装置

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

平成14年6月3日

平成16年1月15日

特願２００２−１６１９１４

特開２００４−１０９０８

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６２７１９

特開２００４−１１１６８

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６２７６０

特開２００４−１１１７０

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３４１４

特開２００４−１１１９０

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５８０８

特開２００４−１１２５１

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５８８０

特開２００４−１１２５３

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５９７３

特開２００４−１１２５６

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７０３６

特開２００４−１１２８９

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７２３０

特開２００４−１１２９２

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７８２５

特開２００４−１１３１２

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８５２４

特開２００４−１１３３２

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６２４１９

特開２００４−１１４４５

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３７９７

特開２００４−１１４８１

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３９４７

特開２００４−１１４８４

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４０５０

特開２００４−１１４８８

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４５９７

特開２００４−１１５０２

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６５９３

特開２００４−１１５４２

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８９６０

特開２００４−１１５８８

平成14年6月11日

平成16年1月15日

特願２００２−１７００３０

特開２００４−１１６０６

平成15年6月4日

平成16年1月15日

特願２００３−１５９３７４

特開２００４−１１６４３

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３５２９

特開２００４−１１７００

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３５３１

特開２００４−１１７０１

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３５３２

特開２００４−１１７０２

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４０２３

特開２００４−１１７１０

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４３１４

特開２００４−１１７１３

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４３１５

特開２００４−１１７１４

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４７２２

特開２００４−１１７２３

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４８４９

特開２００４−１１７２７

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６４８５０

特開２００４−１１７２８

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５１９６

特開２００４−１１７３３

株式会社アルバック

スパッタカソード

株式会社小松製作所

建設機械

大石インターナショナルシ 自由断面掘削機
スコム株式会社
ユアサ建設機械販売株式 推進工法における先導掘進機の回収方法と、これに
会社
用いる先導掘進機
松下電器産業株式会社

衛生洗浄装置

株式会社クボタ

シリンダー開閉式ゲートの全開・全閉検出装置

新キャタピラー三菱株式
会社

ハイブリッド式建設機械

丸山 満

破砕機のバケット周囲機構

苑田 明彦

グラブバケット

豊田 敏則

繊維混合コンクリートセグメントおよびその製作方法

新明和工業株式会社

清掃車両のポンプ駆動装置

光洋精工株式会社

油圧 ポンプ

日本精工株式会社

ベーンポンプ

松下電器産業株式会社

給水加圧装置

日立建機株式会社

建設機械のエンジン制御装置

株式会社小松製作所

ハイブリッド式建設機械

日立金属株式会社

ジェットポンプならびにその揚程及び吐出量設定方
法

三菱重工業株式会社

風力発電装置

三菱重工業株式会社

ゲートポンプ

ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・
ミト・ベシュレンクテル・ハフツング

内燃機関における二次空気質量流量の決定方法お
よび装置

株式会社ショーワ

油圧 緩衝器

株式会社ショーワ

車両用の油圧 緩衝器

株式会社ショーワ

車両用の油圧 緩衝器

株式会社エクセディ

ロックアップクラッチ及びその製造方法

三菱農機株式会社

作業用走行車

三菱農機株式会社

作業用走行車

光洋精工株式会社

ベルト張力調整装置および内燃機関用補機ベルトシ
ステム

日産自動車株式会社

無段変速機の変速制御装置

日産自動車株式会社

無段変速機の変速制御装置

カヤバ工業株式会社

油圧 緩衝器

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５２７７

特開２００４−１１７３５

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５２７８

特開２００４−１１７３６

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５６８６

特開２００４−１１７４７

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６０５９

特開２００４−１１７６８

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６０６３

特開２００４−１１７６９

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６２５６

特開２００４−１１７７５

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６４８９

特開２００４−１１７７９

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６５４２

特開２００４−１１７８１

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６８８７

特開２００４−１１７８９

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６９９５

特開２００４−１１７９４

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６９９６

特開２００４−１１７９５

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７３９８

特開２００４−１１８０２

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６７５８７

特開２００４−１１８０８

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８１０８

特開２００４−１１８１９

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８１１８

特開２００４−１１８２２

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８３４５

特開２００４−１１８３３

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８７２１

特開２００４−１１８４４

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８８３３

特開２００４−１１８４７

平成14年6月11日

平成16年1月15日

特願２００２−１６９６２６

特開２００４−１１８６４

平成14年6月12日

平成16年1月15日

特願２００２−１７０８０４

特開２００４−１１９０２

平成15年6月6日

平成16年1月15日

特願２００３−１６２５９５

特開２００４−１１９１３

平成14年6月4日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３０１４

特開２００４−１１９５３

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３９４４

特開２００４−１１９７６

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８５９１

特開２００４−１２０６８

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８９９６

特開２００４−１２０７８

平成14年6月6日

平成16年1月15日

特願２００２−１６５１８６

特開２００４−１２２６１

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８６３６

特開２００４−１２３７２

平成14年6月7日

平成16年1月15日

特願２００２−１６６３９１

特開２００４−１４０１８

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３７１２

特開２００４−１４６５４

平成14年6月5日

平成16年1月15日

特願２００２−１６３７４７

特開２００４−１４６５５

株式会社コガネイ

電磁弁

株式会社コガネイ

電磁弁

トヨタ自動車株式会社

自動変速機の変速制御装置および変速制御方法

株式会社クボタ

電磁制御弁

株式会社クボタ

静油圧 式無段変速装置

富士重工業株式会社

自動変速機の油圧 制御装置

小松フォークリフト株式会
社

産業車両の走行制御装置

カヤバ工業株式会社

油圧 機器におけるバルブの配在構造

株式会社コガネイ

空気圧 シリンダ

本田技研工業株式会社

トロイダル型無段変速機

本田技研工業株式会社

トロイダル型無段変速機

住友建機製造株式会社

電動ショベルに於ける油圧 シリンダ制御装置

トヨタ自動車株式会社

変速機の油圧 制御装置

日産自動車株式会社

ハイブリッド車両の油圧 供給装置

古河機械金属株式会社

カウンタバランス弁

日新製鋼株式会社

二重構造たわみ管路を有する油圧 装置

井関農機株式会社

静油圧 式無段変速装置の油圧 回路

井関農機株式会社

静油圧 式無段変速装置の油圧 回路

カヤバ工業株式会社

アキュムレータ

住友重機械建機クレーン
株式会社

建設機械の油圧 操作装置

イートン コーポレーション 自動変速機用電気−油圧 コントローラ
株式会社竹中工務店

杭基礎と液圧併用型基礎構造を利用した地下蓄熱
槽

松下電器産業株式会社

湯沸器

大成建設株式会社

蓄熱システム

株式会社タクマ

ダクト清掃装置

株式会社 日立インダスト 熱交換器の腐食診断方法
リイズ
株式会社守隨本店

車両搭載型計重装置

松下電器産業株式会社

回転磁気ヘッド装置

株式会社 日立インダスト ペースト塗布機
リイズ
住友電気工業株式会社

半導体製造装置用ヒータモジュール

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

平成14年6月10日

平成16年1月15日

特願２００２−１６８７６１

特開２００４−１４９３６

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４５３４

特開２００４−１６０７５

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４５３５

特開２００４−１６０７６

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５２４８

特開２００４−１６０９５

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５５８８

特開２００４−１６４７４

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７６３８４

特開２００４−１６５１２

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７６４５２

特開２００４−１６５２１

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１８０４５６

特開２００４−１６７４９

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−２１１７８１

特開２００４−１６７８２

平成15年6月17日

平成16年1月22日

特願２００３−１７２４０４

特開２００４−１６８２１

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８１４０

特開２００４−１６９８６

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１７９８００

特開２００４−１７０１６

平成14年6月18日

平成16年1月22日

特願２００２−１７７２０１

特開２００４−１７１１２

平成14年6月18日

平成16年1月22日

特願２００２−１７７６１１

特開２００４−１７１１７

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７９０５４

特開２００４−１７１３１

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１７９８９０

特開２００４−１７１３９

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７３８４２

特開２００４−１７１９４

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４４３７

特開２００４−１７２０２

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４９８５

特開２００４−１７２０５

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４９８６

特開２００４−１７２０６

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７３８２０

特開２００４−１７３９６

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８０４０

特開２００４−１７５５４

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８５５９

特開２００４−１７５７７

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８８４７

特開２００４−１７５８８

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１７９８６６

特開２００４−１７６１６

平成15年6月9日

平成16年1月22日

特願２００３−１６３１８２

特開２００４−１７６５７

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７２２６０

特開２００４−１７７０５

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７３０８４

特開２００４−１７７１６

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７３０８５

特開２００４−１７７１７

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４４０９

特開２００４−１７７５７

松下電器産業株式会社

封止成形装置

井関農機株式会社

コンバインの穀稈移送装置

井関農機株式会社

コンバインのロールベーラ装置

有限会社浅沼組

タケの鮮度維持方法およびその装置

坂内 正人

移載介助装置

株式会社戸上電機製作
所

消火栓装置用ホース留め具、消火栓装置及び消火
栓装置における放水時のホースばらけ防止方法

松下電工株式会社

空気袋の空気圧 調整装置

パラマウントベッド株式会
社

床部昇降機能を有するベッド装置

岡 好彬

風呂場のタイルと風呂桶の自動洗いブラシ

ヒグラマ アクチエンゲゼ
ルシャフト

輪郭調節可能な座席

恵庭建設株式会社

汚染土壌の改質システム

株式会社ゼンケン

逆浸透膜浄水装置

株式会社アマダ

タレットパンチプレス

玉川マシナリー株式会社

成形装置

大同特殊鋼株式会社

圧延方法

バブコック日立株式会社

放射源管内設定用治具とその使用方法

株式会社岡本工作機械
製作所

研削装置およびそれを用いて砥石車をワ−クへ自動
的に接近させる方法

株式会社オグラ

油圧 作動装置

マックス株式会社

圧縮空気駆動ネジ締め機

マックス株式会社

圧縮空気駆動衝撃工具の起動バルブ機構

株式会社名機製作所

圧縮成形方法および型締装置

斎藤 成徳

農用チッパーにおける掻込輪

李 勝覇

木材の加工処理方法

株式会社多加良製作所

型締め装置及び成形装置

三榮土木株式会社

合成樹脂製廃棄管の再生装置

ブルツク・ロールジステーメ・ゲゼル
シヤフト・ミト・ベシユレンクテル・ハ
フツング

熱絶縁された管導管を製造するための方法

株式会社小松製作所

作業用車両のメインフレーム

住友ゴム工業株式会社

タイヤ空気圧 低下検出方法および装置、ならびにタ
イヤ減圧判定のプログラム

住友ゴム工業株式会社

タイヤ空気圧 低下検出方法および装置、ならびにタ
イヤ減圧判定のプログラム

井関農機株式会社

動力車両

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５２１４

特開２００４−１７７９３

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５４４８

特開２００４−１７８０４

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７６０７６

特開２００４−１７８２１

平成14年6月18日

平成16年1月22日

特願２００２−１７６６２２

特開２００４−１７８４１

平成14年6月18日

平成16年1月22日

特願２００２−１７７０５３

特開２００４−１７８４９

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８７１２

特開２００４−１７８８９

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８７７６

特開２００４−１７８９３

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８８６３

特開２００４−１７８９６

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７９１４９

特開２００４−１７９０９

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１７９９００

特開２００４−１７９２８

平成15年4月30日

平成16年1月22日

特願２００３−１２４８１６

特開２００４−１７９６１

平成15年6月2日

平成16年1月22日

特願２００３−１５６５９４

特開２００４−１８２７０

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５４５８

特開２００４−１８３１３

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８２２７

特開２００４−１８３３８

平成15年6月12日

平成16年1月22日

特願２００３−１６７４７６

特開２００４−１８３７２

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８６７３

特開２００４−１８７７６

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５８１５

特開２００４−１８９４６

平成14年6月12日

平成16年1月22日

特願２００２−１７１０４３

特開２００４−１９１０３

平成14年6月12日

平成16年1月22日

特願２００２−１７１７２４

特開２００４−１９１２７

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７２５００

特開２００４−１９１４６

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７３０３３

特開２００４−１９１６８

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７３１３１

特開２００４−１９１７４

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８１４３

特開２００４−１９３３７

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−２１３１１３

特開２００４−１９４２２

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−２１４５３３

特開２００４−１９４２９

平成15年5月8日

平成16年1月22日

特願２００３−１２９８４７

特開２００４−１９４３６

平成15年5月30日

平成16年1月22日

特願２００３−１５４４８６

特開２００４−１９４３７

平成14年6月12日

平成16年1月22日

特願２００２−１７１６３３

特開２００４−１９４６４

平成14年6月12日

平成16年1月22日

特願２００２−１７１７６１

特開２００４−１９４６９

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４９８７

特開２００４−１９５３５

岡本 俊仁

建物の解体機の移動装置

豊田工機株式会社

パワーステアリング用ポンプ装置

ヤンマー農機株式会社

作業機における昇降制御装置

ヤンマー農機株式会社

クローラ形トラクタ

日立建機株式会社

作業車両の油圧 回路

株式会社アドヴィックス

自動ブレーキ装置

本田技研工業株式会社

車両用ドアのシール装置

株式会社小松製作所

履帯型車両のトラックフレーム

株式会社デンソー

タイヤ空気圧 センサのＩＤ登録方法、ＩＤ登録装置、タイヤ空気圧 監視
システム用ＩＤ登録ツール、タイヤ空気圧 センサ、空気圧 センサ付きタ
イヤ及びタイヤ空気圧 監視装置

住友重機械建機クレーン
株式会社

建設機械のアンダーカバー

コンテイネンタル・アクチエ 自動車のためのタイヤ圧力コントロール装置
ンゲゼルシヤフト
ヒューレット−パッカード デベロッ
プメント カンパニー エル．ピー．

加圧ローラ

株式会社医器研

圧力変動吸着型酸素濃縮装置

日産自動車株式会社

燃料改質装置

タムグラス リミテッド オ
イ

ガラスパネルの曲げ装置

株式会社クラレ

水圧 転写用フィルム

株式会社日鉱マテリアル
ズ

高純度Ｓｉ−Ｇｅ系合金ターゲット及びその製造方法
並びに高純度Ｓｉ−Ｇｅ系スパッタ膜

五洋建設株式会社

水中設置用中空構造物の浮力調整構造

新キャタピラー三菱株式
会社

建設機械における誤作動防止装置

株式会社横山基礎工事

高上げ架台

川崎重工業株式会社

親子シールド機のジャッキ装置と親子シールド機

三陽機器株式会社

除雪作業機

三菱重工業株式会社

カッタ交換装置及び方法並びにトンネル掘削機

株式会社リボール

軽量不焼成マイナスイオン発生タイル

太洋基礎工業株式会社

不等沈下建造物の矯正方法及び装置

リープヘル−ヒュドラオリクバッ
ガー ゲーエムベーハー

急速継手付き建設機械

ボルボ コンストラクション イクイッ
プメント ホールディング スウェー
デン アーベー

フロート機能を有するブームシリンダー合流用油圧
回路

内田油圧 機器工業株式
会社

油圧 ピストンポンプ・モータ

三菱重工業株式会社

燃料噴射装置およびその燃料噴射装置を備える
ディーゼル機関

マックス株式会社

圧縮空気供給装置

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５８７８

特開２００４−１９５５５

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８８３７

特開２００４−１９６１６

平成15年6月10日

平成16年1月22日

特願２００３−１６５３１８

特開２００４−１９６５８

平成15年6月16日

平成16年1月22日

特願２００３−１７１２８８

特開２００４−１９６６４

平成14年6月12日

平成16年1月22日

特願２００２−１７１２７７

特開２００４−１９６７５

平成14年6月12日

平成16年1月22日

特願２００２−１７１９８３

特開２００４−１９６９２

平成14年6月12日

平成16年1月22日

特願２００２−１７１９９８

特開２００４−１９６９３

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７２５９０

特開２００４−１９７１３

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７２８３８

特開２００４−１９７１９

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７３２９６

特開２００４−１９７３３

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４８１１

特開２００４−１９７６８

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４８１２

特開２００４−１９７６９

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７４９９７

特開２００４−１９７７７

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５２９０

特開２００４−１９７８２

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５６２９

特開２００４−１９７８８

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５７０３

特開２００４−１９７９０

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７５７３９

特開２００４−１９７９３

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７６１０２

特開２００４−１９８０６

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７６１０４

特開２００４−１９８０７

平成14年6月17日

平成16年1月22日

特願２００２−１７６２６５

特開２００４−１９８１０

平成14年6月18日

平成16年1月22日

特願２００２−１７７５０５

特開２００４−１９８３０

平成14年6月18日

平成16年1月22日

特願２００２−１７７６８９

特開２００４−１９８３５

平成14年6月18日

平成16年1月22日

特願２００２−１７７６９０

特開２００４−１９８３６

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７７９９９

特開２００４−１９８４５

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８７８０

特開２００４−１９８７３

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７９０６４

特開２００４−１９８８２

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１７９３７１

特開２００４−１９８９１

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１８００３７

特開２００４−１９９１５

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１８０３５２

特開２００４−１９９３０

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７２８５６

特開２００４−１９９８７

トヨタ自動車株式会社

内燃機関の動弁装置

本田技研工業株式会社

動弁機構の油圧 制御装置

ボーグワーナー・インコー 可変カムシャフトタイミング（ＶＣＴ）システム
ポレーテッド
ボーグワーナー・インコー 位相器
ポレーテッド
日立建機株式会社

油圧 駆動回路の作動油温調整装置

コベルコ建機株式会社

油圧 回路の制御装置

株式会社ショーワ

油圧 緩衝器

トヨタ自動車株式会社

自動変速機の変速制御装置および変速制御方法

本田技研工業株式会社

単動形油圧 シリンダ装置

株式会社ショーワ

油圧 緩衝器の車体取付部構造

富士重工業株式会社

電子制御カップリング

富士重工業株式会社

電子制御カップリング

ジヤトコ株式会社

車両用無段変速機のスリップ防止装置

カヤバ工業株式会社

油圧 シリンダのロッドシール構造

トヨタ自動車株式会社

自動変速機の変速制御装置および変速制御方法

日本車輌製造株式会社

建設機械のウインチの油圧 回路

株式会社クボタ

油圧 装置の防振構造

日立建機株式会社

作業車両の油圧 回路

日立建機株式会社

作業車両の走行制御装置

日立建機株式会社

方向切換弁装置

トヨタ自動車株式会社

動力伝達断続装置

ヤンマー株式会社

油圧式無段変速機及び動力伝達装置

ヤンマー株式会社

油圧 式無段変速機及び動力伝達装置

株式会社ＩＮＡＸ

自閉水栓

株式会社豊田自動織機

油圧 制御装置および該油圧 制御装置を備えた産
業車両

トヨタ自動車株式会社

油圧 制御装置

ヤンマー農機株式会社

作業車

三菱電機株式会社

同期噛合式自動変速装置の制御装置

富士重工業株式会社

自動変速装置の前後進切換装置

株式会社日立製作所

深冷空気分離装置

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１８００２７

特開２００４−２０１５８

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−１８０２２５

特開２００４−２０１６１

平成14年6月14日

平成16年1月22日

特願２００２−１７３５７２

特開２００４−２０２９６

平成14年6月19日

平成16年1月22日

特願２００２−１７８９９４

特開２００４−２１１１７

平成14年6月12日

平成16年1月22日

特願２００２−１７１１３２

特開２００４−２１２８６

平成14年6月12日

平成16年1月22日

特願２００２−１７１１６７

特開２００４−２１２９０

平成14年6月20日

平成16年1月22日

特願２００２−２１４５３７

特開２００４−２１９７１

平成14年6月13日

平成16年1月22日

特願２００２−１７３３６３

特開２００４−２３８５５

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２００６

特開２００４−２４０５２

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２６７７

特開２００４−２４０６９

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８３１０６

特開２００４−２４０７０

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８３３０８

特開２００４−２４０７５

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８５２０７

特開２００４−２４１０７

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８６３９４

特開２００４−２４１３５

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７４８３

特開２００４−２４１５７

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７７１５

特開２００４−２４１６３

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７８２１

特開２００４−２４１６５

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８８０９１

特開２００４−２４１７２

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−２２４１８５

特開２００４−２４２２６

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２５４２

特開２００４−２４３８１

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８４９３４

特開２００４−２４５２１

平成15年4月10日

平成16年1月29日

特願２００３−１０６０９３

特開２００４−２４８４６

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１８８１

特開２００４−２４９５２

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８６３４７

特開２００４−２５０５７

平成15年10月14日

平成16年1月29日

特願２００３−３５４３８６

特開２００４−２５１８５

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２３４２

特開２００４−２５２０６

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２３４３

特開２００４−２５２０７

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２３４４

特開２００４−２５２０８

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２３４６

特開２００４−２５２１０

平成14年6月28日

平成16年1月29日

特願２００２−１８９７２１

特開２００４−２５２９１

エア・ウォーター株式会社 空気分離装置
エア・ウォーター株式会社 高純度窒素ガス製造装置
株式会社日立製作所

シッピング装置及びシッピング方法

住友電気工業株式会社

光ケーブル

日立建機株式会社

建設機械の情報提供システム、建設機械の情報処
理装置、及び建設機械の情報提供方法

日立建機株式会社

建設機械の情報提供システム、建設機械の情報表
示装置、及び建設機械の情報提供方法

西原 主計

水中精密機器操作用ケース、水中汎用コンピュー
タ。

日本通信土木エンジニア
リング株式会社

管路用止水栓の除去方法及び除去装置

株式会社クボタ

ロータリ耕耘機

船津 和守

オルガノイドシート、その用途及び製造方法

井関農機株式会社

動力車両

ナスニックス株式会社

散水器

井関農機株式会社

ブーム装置付き管理機

井関農機株式会社

作業車両のローリング制御装置

株式会社紀文食品

麺状食材の製造装置

井関農機株式会社

コンバイン

クワタ・エンジニアリング
株式会社

具材供給装置

井関農機株式会社

ロータリの耕耘ピッチ制御装置

平川 梨花

いか釣り用疑餌胴体

ホーチキ株式会社

トンネル用消火ロボット

三菱電機株式会社

ダスト収集装置

シンセン・マーメイドインダ 下部腸管の洗浄方法、及び下部腸管洗浄装置
ストリーデベロップメント
エルティーディー
株式会社大林組
水中送気システム
大日本スクリーン製造株
式会社

基板処理システム、基板処理装置、基板処理方法、
プログラム及び記録媒体

ホシザキ電機株式会社

電解水製造装置

旭テック株式会社

鋳型

旭テック株式会社

板状中子及び鋳型

旭テック株式会社

鋳型

旭テック株式会社

鋳型

株式会社神戸製鋼所

軽合金の射出成形方法及び射出成形装置

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

平成14年11月13日

平成16年1月29日

特願２００２−３２９７７１

特開２００４−２５２９９

平成15年6月25日

平成16年1月29日

特願２００３−１８１１７６

特開２００４−２５３１０

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７１３４

特開２００４−２５３８８

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７１３５

特開２００４−２５３８９

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８８２４８

特開２００４−２５４０３

平成14年7月18日

平成16年1月29日

特願２００２−２０９４９４

特開２００４−２５４２０

平成15年5月7日

平成16年1月29日

特願２００３−１２９３５９

特開２００４−２５４３６

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２６４７

特開２００４−２５５２４

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８３７３６

特開２００４−２５５６１

平成14年6月28日

平成16年1月29日

特願２００２−１８９８６６

特開２００４−２５８１３

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１２７９

特開２００４−２５９２２

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１２８７

特開２００４−２５９２３

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１８３８

特開２００４−２５９３１

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８３１５４

特開２００４−２５９５９

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８３２０９

特開２００４−２５９６２

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８３２６１

特開２００４−２５９６４

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８４２４２

特開２００４−２５９９４

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８４９６４

特開２００４−２６００６

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７３８０

特開２００４−２６０６２

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７８８０

特開２００４−２６０７５

平成14年8月19日

平成16年1月29日

特願２００２−２３８１５９

特開２００４−２６１２５

平成14年10月16日

平成16年1月29日

特願２００２−３０１４８３

特開２００４−２６１２７

平成14年10月22日

平成16年1月29日

特願２００２−３４３０６６

特開２００４−２６１２９

平成15年2月25日

平成16年1月29日

特願２００３−４７８２２

特開２００４−２６１３４

平成15年1月30日

平成16年1月29日

特願２００３−５９１８１

特開２００４−２６１３６

平成15年8月18日

平成16年1月29日

特願２００３−２９４２４３

特開２００４−２６１５５

平成14年6月13日

平成16年1月29日

特願２００２−１７３１８８

特開２００４−２６５１３

平成15年4月14日

平成16年1月29日

特願２００３−１０９０２３

特開２００４−２６６３４

平成15年1月30日

平成16年1月29日

特願２００３−２２０３３

特開２００４−２６７９７

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８８１８７

特開２００４−２７１１７

コリア アトミック エナジー リサー
チ インスティテュート

ウラニウム棒の連続鋳造方法及び装置

ニューフレイ リミテッド
短サイクルアーク溶接用の装置及び方法
ライアビリティ カンパニー
三菱重工業株式会社

主軸の工具装着確認装置及び方法

三菱重工業株式会社

主軸装置

中村留精密工業株式会
社

タレット刃物台及び旋盤

松浦 一正

リングソーの駆動装置及びリングソー付き切断装置

松浦 一正

リングソーの駆動装置及びリングソー付き切断装置

石川島建機株式会社

コンクリートホッパの撹拌装置の作動管理装置

株式会社橘田生産工業
所

自動車のパワーステアリング油圧 ポンプ用樹脂製
貯油タンクの製造方法

日精樹脂工業株式会社

成形機のトグル式型締装置

住友電気工業株式会社

ウォッシャ液供給装置

和田 明

タイヤの空気圧 検知キャップ

漢翔航空工業股▲ふん▼ オートバイの油圧 式防滑制動システム
有限公司
本田技研工業株式会社

自走式作業機

本田技研工業株式会社

自走式作業機

本田技研工業株式会社

自走式作業機

三菱重工業株式会社

懸架装置及び移動式載荷試験車

株式会社アドヴィックス

車両のトラクション制御装置

株式会社デンソー

タイヤ空気圧 センサの位置識別方法、タイヤ空気圧 センサのＩＤ登録
方法、タイヤ空気圧 センサの位置識別システム、タイヤ空気圧 センサ
のＩＤ登録システム及びタイヤ空気圧 監視システム

株式会社ホシバ

車両の荷役装置

李 國慶

自動車の惰性動エネルギー再生システム

株式会社ブリヂストン

支持体および空気入りランフラットタイヤ

中野 光雄

自転車の駆動装置

ロバート ボッシュ ゲゼルシャフト
ミット ベシュレンクテル ハフツン
グ

改良されたペダル感覚シミュレーション手段を備える電気油圧 制動シ
ステム用のマスターシリンダと、このようなマスターシリンダを備えた電
気油圧 制動システム

岸 晴男

携帯移動器具の積み降ろし補助装置

日立建機株式会社

作業車両のシリンダ取付構造

独立行政法人産業技術
総合研究所

酸化アルミニウム耐摩耗性部材及びその製造方法

エスゲーエル カーボン ゲゼル
シャフト ミット ベシュレンクテル
ハフツング ウント コンパニ

炭素体を黒鉛化するためのシステム

イェダ リサーチ アンド ディヴェ
ロップメント カンパニー、 リミテッ
ド

ペプチドｐ２７７類似体及びこれを含む糖尿病の治療
又は診断のための薬剤組成物

株式会社荏原製作所

流動抵抗低減剤、流動抵抗低減方法及び冷却装置
システム

335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

平成15年7月17日

平成16年1月29日

特願２００３−１９８１９０

特開２００４−２７３６９

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８４７３８

特開２００４−２７４１８

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７７５８

特開２００４−２７４４０

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８０７０７

特開２００４−２７４８８

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８０８０７

特開２００４−２７４８９

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１２４８

特開２００４−２７５０７

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１７４５

特開２００４−２７５２１

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１７９５

特開２００４−２７５２３

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２２５１

特開２００４−２７５２９

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２６９２

特開２００４−２７５３８

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２９９３

特開２００４−２７５４８

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８３９５０

特開２００４−２７５８２

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８６３１５

特開２００４−２７６７３

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８６９１７

特開２００４−２７６８２

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７５６１

特開２００４−２７７０６

平成14年6月28日

平成16年1月29日

特願２００２−１８９５８７

特開２００４−２７７７３

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−２１７２６３

特開２００４−２７７９０

平成15年2月28日

平成16年1月29日

特願２００３−５２３５９

特開２００４−２７８１８

平成15年6月10日

平成16年1月29日

特願２００３−１６４６５９

特開２００４−２７８３０

平成15年6月25日

平成16年1月29日

特願２００３−１８１１１８

特開２００４−２７８３２

平成15年6月27日

平成16年1月29日

特願２００３−１８５５１９

特開２００４−２７８３３

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８４７５９

特開２００４−２７９４９

平成14年6月28日

平成16年1月29日

特願２００２−１８９２００

特開２００４−２８０４４

平成15年3月27日

平成16年1月29日

特願２００３−８６７１６

特開２００４−２８０８４

平成15年5月1日

平成16年1月29日

特願２００３−１２６５８６

特開２００４−２８０８９

平成15年6月19日

平成16年1月29日

特願２００３−１７４４３３

特開２００４−２８１０３

平成15年6月23日

平成16年1月29日

特願２００３−１７７８７９

特開２００４−２８１０４

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８０９６０

特開２００４−２８１２１

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１３４９

特開２００４−２８１３１

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１５６１

特開２００４−２８１３６

ＪＦＥスチール株式会社

連続焼鈍ラインおよび該連続焼鈍ラインにおける鋼
帯の進行方向変更方法

村山 雅己

防護帽

ユニチカ株式会社

簡易合羽

甲南電機株式会社

油圧 ブレーカ用ブラケット

新明和工業株式会社

清掃車両のポンプ焼き付き防止装置

東陶機器株式会社

便器装置

東陶機器株式会社

フラッシュバルブ装置

川崎重工業株式会社

カッタービット移動式シールド掘進機

上毛緑産工業株式会社

道路清掃砂をモルタル等吹付工又は緑化吹付工の
吹付材料に活用する工法

岡本 俊仁

穴開け方法および穴開け装置

大成建設株式会社

杭の打設ガイド及び杭の打設方法

山本 義郎

水力発電の流水除塵構造、取水装置および潮汐発
電システム

協同機材株式会社

２段階剥離の既設ドア枠除去方法及びその拡開装
置

管清工業株式会社

硫化水素抑制機能付き下水圧 送システム

日立建機株式会社

建設機械の油圧 回路装置

株式会社朔鷹

掘削工法とその装置

本田 晋

改装用金枠等と装着方法

イン−グワン，リー

ドア開閉装置

株式会社トプコン

掘削機

石丸 辰治

トグル機構を用いた振動制御装置

コベルコ建機株式会社

油圧 作業機

木下 幸雄

高効率排気ガス処理システム

日新製鋼株式会社

高圧水供給装置および高圧水供給方法

レーコ、エルエルシー

空気圧 モータ

▲曾▼ 添財

オイル吸引装置

ティーアイ グループ オートモー
ティヴ システムズ リミテッド ライ
アビリティー カンパニー

不帰還ループの燃料装置

ボーグワーナー・インコー ターボ過給する内燃エンジン用のエンジンブレーキ
ポレーテッド
装置
カヤバ工業株式会社

ダンパ

ヤンマー株式会社

油圧 式無段変速機のチェックバルブ

井関農機株式会社

走行車等の駐車ブレーキ装置

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394

平成14年6月21日

平成16年1月29日

特願２００２−１８１８５７

特開２００４−２８１４５

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２９４６

特開２００４−２８１６０

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８３１５３

特開２００４−２８１６７

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８４０４８

特開２００４−２８１８０

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８４１８８

特開２００４−２８１８３

平成14年6月25日

平成16年1月29日

特願２００２−１８４３４２

特開２００４−２８１８８

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８５５４０

特開２００４−２８２１２

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８５５７３

特開２００４−２８２１３

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８５９３７

特開２００４−２８２２４

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８６１３５

特開２００４−２８２２９

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８６２８７

特開２００４−２８２３３

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８６２９７

特開２００４−２８２３４

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７３３２

特開２００４−２８２４６

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７３３６

特開２００４−２８２４７

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８８０９９

特開２００４−２８２６３

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８８１００

特開２００４−２８２６４

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８８２３０

特開２００４−２８２７３

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８８４７９

特開２００４−２８２７７

平成14年6月28日

平成16年1月29日

特願２００２−１８９６４９

特開２００４−２８３０９

平成14年6月28日

平成16年1月29日

特願２００２−１８９９５２

特開２００４−２８３２１

平成14年12月11日

平成16年1月29日

特願２００２−３５９８８５

特開２００４−２８３２８

平成15年4月21日

平成16年1月29日

特願２００３−１１５９８３

特開２００４−２８３３２

平成15年4月24日

平成16年1月29日

特願２００３−１２０８０１

特開２００４−２８３３３

平成15年8月20日

平成16年1月29日

特願２００３−２９６１５５

特開２００４−２８３４３

平成15年8月20日

平成16年1月29日

特願２００３−２９６１６０

特開２００４−２８３４４

平成14年6月17日

平成16年1月29日

特願２００２−１７５８５０

特開２００４−２９０５１

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８２５０５

特開２００４−２９９９９

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７０６９

特開２００４−３０３５２

平成14年6月28日

平成16年1月29日

特願２００２−１８９１３４

特開２００４−３０４９８

平成15年7月22日

平成16年1月29日

特願２００３−１９９８０６

特開２００４−３１９７５

富士重工業株式会社

変速機のオイル供給装置

カヤバ工業株式会社

油圧 シリンダのロッドシール構造

トキコ株式会社

油圧 緩衝器

ＮＴＮ株式会社

油圧 式オートテンショナ

豊田工機株式会社

流量制御装置

日立機材株式会社

油圧 式制震ダンパ

株式会社小松製作所

圧油エネルギー同時回収装置

トヨタ自動車株式会社

自動変速機の制御装置および制御方法

カヤバ工業株式会社

油圧 シリンダのロッドシール構造

株式会社小松製作所

油圧 駆動車の車速制御装置およびその制御方法

株式会社小松製作所

圧油エネルギー回収回生装置

日栄インテック株式会社

建築配管系統の水圧 試験用ヤトイプラグ

株式会社東芝

油系統装置

東京電力株式会社

油系統装置

住友建機製造株式会社

建設機械の油圧 回路

住友建機製造株式会社

クレーン仕様油圧 ショベルの油圧 回路

株式会社リケン

シールリング

アイシン・エィ・ダブリュ株
式会社

自動変速機の油圧 制御装置

井関農機株式会社

動力車両

豊田工機株式会社

流量制御装置

現代自動車株式会社

車両用自動変速機の６速パワートレイン及び油圧 制
御システム

トヨタ自動車株式会社

油圧 制御装置

東芝機械株式会社

油圧 制御システム

日立建機株式会社

油圧 駆動装置

日立建機株式会社

油圧 式作業機械

オープンインタフェース株
式会社

空間環境演出装置及び空間環境演出方法並びにそ
のプログラム

松下電器産業株式会社

力触覚ディスプレイハンドおよびその製造方法

日本電産トーソク株式会
社

液体温度調節装置

株式会社不二越

サーボモータドライバ

日立化成工業株式会社

接続装置

395
396
397
398

平成14年6月26日

平成16年1月29日

特願２００２−１８５３９４

特開２００４−３２３３１

平成14年6月28日

平成16年1月29日

特願２００２−１８９４７４

特開２００４−３２６０６

平成14年6月24日

平成16年1月29日

特願２００２−１８３５１４

特開２００４−３２８６７

平成14年6月27日

平成16年1月29日

特願２００２−１８７４１１

特開２００４−３２９３０

株式会社デンソー

ＩＤ登録方法、ＩＤ照合システム及び車両制御システムと、これを実現す
るためのタイヤ空気圧 監視装置、タイヤ空気圧 センサ及びタイヤ空
気圧 監視装置用ＩＤ登録ツール

浦川 哲志

折りたたみ情報端末機の開閉装置

住友重機械工業株式会
社

駆動部の冷却装置

三菱電機株式会社

電動油圧 パワーステアリング装置、およびその製造
方法

