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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成24年2月23日(2012.2.23)

【公表番号】特表2010-512639(P2010-512639A)
【公表日】平成22年4月22日(2010.4.22)
【年通号数】公開・登録公報2010-016
【出願番号】特願2009-541485(P2009-541485)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｂ   3/16     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  30/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  30/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｂ   3/16    　　　　
   Ｈ０１Ｆ  31/00    　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｆ  33/00    　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成24年1月6日(2012.1.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の特性を示す誘電性ガス状化合物：
　約－２０℃～約－２７３℃の範囲内の沸点；
　オゾン破壊が少ない；
　約２２，２００より低いＧＷＰ；
　負の標準生成エンタルピー（ｄＨｆ＜０）により判定される、化学的安定性；
　その誘電性ガスが漏れた場合に、有効希釈濃度が、使用されている環境におけるそれの
ＰＥＬを越えないような毒性レベル；および
　空気よりも大きい絶縁耐力。
【請求項２】
　請求項１に従う誘電性ガス状化合物であって、その誘電性ガス状化合物が次のものから
なるグループから選択される少なくとも１種類の化合物である誘電性ガス状化合物：
　五フッ化ヒ素
　アルシン
　四フッ化二ホウ素
　ジボラン
　過塩素酸、２－クロロ－１，１，２，２－テトラフルオロエチルエステル
　過塩素酸、１，２，２－トリクロロ－１，２－ジフルオロエチルエステル
　トリフルオロアセチル　クロリド
　トリフルオロメチルイソシアニド（ＣＦ３－ＮＣ）
　トリフルオロ－ニトロソ－エテン
　テトラフルオロエテン
　３，３，４，４－テトラフルオロ－３，４－ジヒドロ－［１，２］ジアゼト
　（ジフルオロアミノ）ジフルオロアセトニトリル
　テトラフルオロオキシラン
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　トリフルオロアセチル　フルオリド
　トリフルオロメチルエステル
　トリフルオロ－アセチル　ハイポフルオライト
　ペルフルオロ－２－アザ－１－プロペン
　テトラフルオロ－１－エタニミロイルフルオリド
　３，３－ジフルオロ－２－トリフルオロメチル－オキサジリジン
　ビス－トリフルオロメチル－ジアゼン
　フルオロオキシペンタフルオロエタン
　ビス－トリフルオロメチル　ペルオキシド
　テトラフルオロエチリデンエステル
　ヘキサフルオロジメチル　スルフィド
　３－フルオロ－３Ｈ－ジアジリン－３－カルボニトリル
　エチン
　１，２，２－トリフルオロ－アジリジン
　ケテン
　（ジフルオロ）ビニルボラン
　トリフルオロ－ビニル－シラン
　エチニルシラン
　エチル－ジフルオロ－ボラン
　メチル－メチレン－アミン
　ジメチルエーテル
　ビニル－シラン
　ジメチルシラン
　クロロエチン
　フルオロエチン
　エタンジニトリル
　１，３，３，３－テトラフルオロプロピン
　ヘキサフルオロ－オキセタン
　トリフルオロ（トリフルオロメチル）オキシラン
　１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパノン
　ペンタフルオロ－プロピオニル　フルオリド
　トリフルオロメチル　トリフルオロビニルエーテル
　１－プロピン
　シクロプロパン
　プロパン
　トリメチルボラン
　シアノケテン
　ブタトリエン
　ビスペンタフルオロエチル－ホスホラスシアニド
　トリメチル－１，１，２，２－テトラフルオロエチルシラン
　メチル　ジボラン
　カルボニル　ブロミド　フルオリド
　クロロ－ジフルオロ－ニトロソ－メタン
　クロロペルオキシトリフルオロメタン
　カルボニルクロリド－フルオリド
　３，３－ジフルオロ－３Ｈ－ジアジリン
　ジフルオロ　ジアゾメタン
　カルボニル　フルオリド
　ジフルオロジオキシラン
　ジフルオロ－（３－フルオロ－３Ｈ－ジアジリン－３－イル）－アミン
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　トリフルオロメチルアジド
　テトラフルオロ－ジアジリジン
　フルオロペルオキシトリフルオロメタン
　ビス（フルオロオキシ）ジフルオロメタン
　トリフルオロメチル－ホスホニルフルオリド
　フッ化シアン
　トリフルオロメチルホスフィン
　ジアゾメタン
　ホルムアルデヒド
　（メチル）ジフルオロボラン
　クロロメタン
　ジフルオロ－メチル－ホスフィン
　トリフルオロ－メトキシ－シラン
　メチルハイポフルオリド
　メタン
　メチルシラン
　ブロモ（シリルメチル）シラン
　ヨード（シリルメチル）シラン
　亜硝酸ジフルオロメチルエステル
　トリフルオロメタノール
　ホルミルフルオリド
　シアン酸
　塩素
　フッ化塩素
　三酸化フッ化塩素
　カーボン　オキシド　セレニド
　フッ素
　ジフルオロシラン
　酸化フッ素
　過酸化フッ素
　フッ化スルフリル
　二フッ化硫黄
　三フッ化酸化リン
　三フッ化硫化リン
　テトラフルオロホスホラン
　テトラフルオロヒドラジン
　四フッ化硫黄
　ヘキサフルオロ　ジシロキサン
　フッ化ニトリル
　水素
　セレン化水素
　三水素化リン
　水素化ゲルマニウム
　シラン
　四水素化スズ
　酸素
　オゾン
　一リン化アンチモン
　一リン化二ケイ素
　ラドン
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　アルゴン
　トリフルオロボラン
　臭化水素
　ブロモペンタフルオロエタン
　クロロトリフルオロエテン
　トリフルオロアセトニトリル
　トリフルオロメチル　イソシアネート
　トリフルオロメチル　チオカルボニル　フルオリド
　ペンタフルオロ－ニトロソ－エタン
　（トリフルオロメチル－カルボニル）－ジフルオロ－アミン
　ヘキサフルオロエタン
　ビス－トリフルオロメチル－ニトロキシド
　ビス－トリフルオロメチルエーテル
　ビス（トリフルオロメチル）テルル
　ビス（トリフルオロメチル）　ジテルリド
　Ｎ，１，１，１－テトラフルオロ－Ｎ－（トリフルオロメチル）メチルアミン
　Ｎ－フルオロ－ビス（トリフルオロメチル）－アミン
　Ｎ－フルオロ－Ｎ－トリフルオロメトキシ－ペルフルオロメチルアミン
　フルオロホルミル　シアニド
　１－クロロ－１－フルオロ－エテン
　１，１－ジフルオロエテン
　トランス－１，２－ジフルオロ－エテン
　シス－１，２－ジフルオロ－エテン
　１，１，１，２－テトラフルオロエタン
　１，１，２，２－テトラフルオロエタン
　フルオロエテン
　１，１，１－トリフルオロエタン
　エーテル、メチル　トリフルオロメチル
　エテン
　１，１－ジフルオロエタン
　フルオロエタン
　エタン
　フルオロ－ジメチル－ボラン
　ジシロキサン，１，１，３，３－テトラフルオロ－１，３－ジメチル－
　トリフルオロエテン
　トリフルオロアセトアルデヒド
　ペンタフルオロエタン
　ジフルオロメチル　トリフルオロメチルエーテル
　トリス（トリフルオロメチル）ビスマス
　１，１，３，３－テトラフルオロ－１，２－プロパジエン
　テトラフルオロシクロプロペン
　ペルフルオロプロピオニルヨージド
　ペンタフルオロ－プロピオニトリル
　ヘキサフルオロ－シクロプロパン
　ヘキサフルオロプロピレン
　ヘキサフルオロ－［１，３］ジオキソラン
　オクタフルオロプロパン
　ペルフルオロメチルエチルエーテル
　１，１－ジフルオロ－プロパジエン
　２，３，３，３－テトラフルオロ－プロペン
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　トランス　ＨＦＯ－１２３４ｚｅ
　３，３，３－トリフルオロプロペン
　シクロプロペン
　アレン
　１，１－ジフルオロ－プロペン
　メチルケテン
　２－フルオロプロペン
　１－プロペン
　ＤＬ－２－アミノプロピオン酸
　３，３，３－トリフルオロ－プロピン
　１，１，３，３，３－ペンタフルオロ－プロペン
　１，２，３，３，３－ペンタフルオロ－プロペン
　１，１，１，４，４，４－ヘキサフルオロ－２－ブチン
　１，１，４，４－テトラフルオロ－ブタン－２，３－ジオン
　トリフルオロメチルハイポクロライト
　クロロ－ジフルオロ－メチル－ハイポフルオライト
　Ｎ－クロロ－Ｎ－フルオロ－トリフルオロメチルアミン
　クロロジフルオロジフルオロアミノメタン
　チオカルボニル　ジフルオリド
　セレノカルボニル　ジフルオリド
　トリフルオロヨードメタン
　Ｎ－フルオロ－ジフルオロメタンイミン
　トリフルオロ－ニトロソ－メタン
　ジフルオロ－カルバモイル　フルオリド
　トリフルオロ－ニトロ－メタン
　テトラフルオロメタン
　テトラフルオロホルムアミジン
　テトラフルオロ尿素
　次亜フッ素酸　トリフルオロメチルエステル
　トリフルオロメタンスルホニル　フルオリド
　Ｎ，Ｎ－ジフルオロ－トリフルオロメチルアミン
　トリフルオロメチルオキシジフルオロアミン
　（ジフルオロアミノキシ）ジフルオロメチルハイポフルオライト
　スルフルシアニド　ペンタフルオリド
　ジフルオロ－トリフルオロメチル－ホスフィン
　ヘキサフルオロメタンジアミン
　ペルフルオロ　メチル　シラン
　トリフルオロメチル-テトラフルオロホスホラン
　ジフルオロメタン
　フルオロヨードメタン
　フルオロメタン
　トリフルオロメチル－シラン”　ＣＦ３ＳｉＨ３
　メチルトリフルオロシラン
　ジフルオロ－メチル－シラン
　フルオロ－メチル－シラン
　メチルゲルマン
　１，１－ジフルオロメチレンイミン
　トリフルオロメタン
　トリフルオロメタン　チオール
　Ｎ，Ｎ，１，１－テトラフルオロメチルアミン
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　ジフルオロ　ジクロロシラン
　ジフルオロ　クロロシラン
　塩化二フッ化リン
　クロロトリフルオロシラン
　塩化水素
　クロロシラン
　一酸化炭素
　二酸化炭素
　硫化カルボニル
　ジフルオロアミン
　トランス－ジフルオロジアジン
　シス－ジフルオロジアジン
　フッ化チオニル
　トリフルオロシラン
　三フッ化窒素
　トリフルオロアミン　オキシド
　三フッ化チアジル
　三フッ化リン
　フッ化ゲルマニウム（ＩＶ）
　テトラフルオロシラン
　五フッ化リン
　六フッ化セレン
　六フッ化テルル
　フルオロシラン
　フッ化ニトロシル
　硝酸フッ素
　硫化水素
　アンモニア
　ヘリウム
　ヨウ化水素
　クリプトン
　窒素
　一酸化二窒素
　ネオン
　窒素酸化物；および
　キセノン。
【請求項３】
　請求項１に従う誘電性ガス状化合物と、窒素、ＣＯ２およびＮ２Ｏからなるグループか
ら選択される少なくとも１種類のガスとの混合物。
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