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(57)【要約】
　プリンター表面から材料を除去するための装置、プリ
ンター、及び方法が開示されている。例示的な装置は、
プリンター表面から印刷材料を除去するための流体リム
ーバー、及び、印刷材料が印刷流体リムーバーに付着す
るのを防止するために流体リムーバーに塗布されるコー
ティング材料を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリンター表面から材料を除去するための装置であって、
　プリンター表面から印刷材料を除去するための流体リムーバーと、
　コーティング材料を貯蔵するためのコーティング材料容器であって、前記プリンター表
面から前記流体リムーバーに転写される印刷材料の量を少なくするために、該コーティン
グ材料を前記流体リムーバーに加えるためのコーティング材料容器
を備える装置。
【請求項２】
　前記流体リムーバーは、前記コーティング材料で被覆されるリムーバー面を有する、請
求項１の装置。
【請求項３】
　前記印刷材料を除去するために、前記リムーバー面によって前記プリンター表面に圧力
がかけられる、請求項２の装置。
【請求項４】
　前記流体リムーバーに圧力をかけて、前記流体リムーバーの表面上の前記コーティング
材料の厚さを設定するためのコーティングブレードをさらに備える、請求項１の装置。
【請求項５】
　前記印刷材料と前記コーティング材料が同じ材料である、請求項１の装置。
【請求項６】
　前記印刷材料と前記コーティング材料の少なくとも一方を収集するための収集トレーを
さらに備える、請求項１の装置。
【請求項７】
　前記流体リムーバーが、ニップにある前記プリンター表面に圧力をかけて、前記印刷材
料を前記印刷表面から除去するためのスクイジーローラーを備える、請求項１の装置。
【請求項８】
　印刷材料を受けるためのプリンター表面と、
　前記プリンター表面に圧力をかけるための流体リムーバーであって、コーティング材料
で被覆されるリムーバー面を有し、前記プリンター表面から前記印刷材料の一部を除去す
るための流体リムーバー
を備えるプリンター。
【請求項９】
　前記流体リムーバーに前記コーティング材料を加えるためのコーティング材料容器、及
び、前記流体リムーバー上の前記コーティング材料の厚さを設定するためのコーティング
ブレードをさらに備える、請求項８のプリンター。
【請求項１０】
　前記プリンター表面が、サブストレートに加えるためのマーキング剤を受け、前記コー
ティング材料が、前記プリンター表面から前記流体リムーバーへの前記マーキング剤の転
写を低減する、請求項８のプリンター。
【請求項１１】
　前記流体リムーバーは、前記プリンター表面から液体物質を除去するが、前記プリンタ
ー表面から固体物質は除去しないようにするために、ニップにある前記プリンター表面に
圧力をかけるためのスクイジーローラーを備える、請求項１０のプリンター。
【請求項１２】
　前記コーティング材料は、マーキング剤、顔料、トナー、染料、インク、キャリア流体
、樹脂、油、洗浄液、画像コーティング材料、サブストレートコーティング材料、プリン
トサブストレート前処理材料、プリントサブストレート後処理材料のうちの少なくとも１
つが、前記リムーバー面に付着するのを低減する、請求項１０のプリンター。
【請求項１３】
　前記コーティング材料は、前記印刷材料と同じ材料からなる、請求項８のプリンター。
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【請求項１４】
　プリンター表面から材料を除去するための方法であって、
　プリンターに、リムーバー面及びコーティングブレードを有する流体リムーバーを取り
付けるステップと、
　プリンター表面に第１の圧力がかかるように、及び、前記リムーバー面がコーティング
材料の層で被膜されるように、前記リムーバー面を配置するステップであって、該層の厚
さが、前記リムーバー面と前記コーティングブレードの間の第２の圧力に基づくことから
なる、ステップ
を含む方法。
【請求項１５】
　前記層の厚さを設定するために前記コーティングブレードを調節するステップをさらに
含む、請求項１４の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　いくつかのプリンターは、キャリア流体（carrier fluid。または分散媒。以下同じ）
中に懸濁したインクを用いてハード画像を生成する。インク及びキャリア流体を転写面に
加えた後で、キャリア流体の一部または全てを、該転写面から除去し及び／または再利用
して、インクの乾燥、及び／または、サブストレート（被印刷物など）への画像の定着、
及び／または、ハード画像の形成を容易にしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】（追って補充）
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】本開示したがって構成された流体リムーバーの一例を示す。
【図２】本開示にしたがって構成された流体リムーバーの別の例の等角図である。
【図３】プリンター表面及び図２の流体リムーバーを備えるプリンターの一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　既知のプリンターでは、表面から余分な流体（たとえば、マーキング剤用のキャリア流
体）を除去するためにスクイジーローラー（squeegee roller）が使用されている。スク
イジーローラーは、該表面に圧力をかけることによって、該表面の外部へと余分な流体を
流し出す。スクイジーの表面に残留する流体の量は、スクイジーローラーと該表面の間の
圧力に依存する。既知のスクイジーローラーは、該スクイジーローラーが圧力をかけてい
るときに、プリンター表面に配列したマーキング剤から形成された画像に損傷を与える可
能性がある。具体的には、いくつかのマーキング剤は、温度がより高い状態のプリンター
表面（たとえば、（紙などの印刷媒体に画像を転写するための）中間転写部材であるブラ
ンケット）に塗布されると、接着性（または接着力）を有するようになって、プリンター
表面からスクイジーローラーへと移動（ないし転写）する場合がある。そのような移動（
ないし転写）は、ハード画像の定着及び形成（たとえば印刷）のためにサブストレートに
転写されるべきマーキング剤のパターンを破壊する可能性がある。
【０００５】
　マーキング剤及び／または印刷材料及び／またはその他の流体を一方の面から他方の面
に移動ないし転写することを、本明細書では、「逆転写」という。逆転写の一例は、潜像
を形成するマーキング剤のブランケットからスクイジーローラーへの移動（ないし転写）
である。逆転写は、既知のスクイジーローラーにおいて起こりうる。なぜなら、１）ブラ
ンケットは表面エネルギーが低い材料（low-surface-energy material。以下、低表面エ
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ネルギー材料という）から形成されており、該ブランケット上の印刷材料は、該低表面エ
ネルギー材料と表面エネルギーがそれより高いスクイジーの表面とがニップにおいて接触
したときに、該スクイジーに移動（ないし転写）する傾向があり、及び／または、２）比
較的高温のブランケット上の溶解した印刷材料は、冷たいスクイジーローラーと接触する
と、相転移によって印刷材料の自由エンタルピーが減少するために凝固する場合がある、
からである。
【０００６】
　本明細書及び／または図面において開示されている例示的な装置、プリンター、及び方
法は、余分な印刷材料（たとえば、石油系溶媒（キャリアオイル：carrier oil））を転
写ブランケットなどのプリンター表面から除去することによって従来技術の逆転写問題を
軽減もしくは防止するために、リムーバー面を有する流体リムーバー（流体除去装置とも
いう。以下同じ）を使用する。より具体的には、本明細書及び／または図面において開示
されているいくつかの例示的な装置、プリンター、及び方法は、流体リムーバーでキャリ
ア流体を除去することによって、プリントサブストレートに次に転写するための潜像をブ
ランケット上において破壊することなく、ブランケット上に該潜像を準備する。いくつか
の例では、流体リムーバーは、プリンター表面と共にニップを形成するスクイジーローラ
ーなどのリムーバー面を有する（このプリンター表面から印刷流体（印刷液）が除去され
ることになる）。リムーバー面は、印刷面（またはプリンター表面）からリムーバー面へ
の印刷流体の逆転写を低減（すなわち、逆転写の量ないし程度を低減）しもしくは回避し
もしくは阻止するために、コーティング材料（または被覆材料。以下同じ）で覆われてい
る。
【０００７】
　いくつかの例では、コーティング材料容器からコーティング材料を受け取って、該コー
ティング材料をリムーバー面に加えるために、コーティングブレード（coating blade）
が設けられる。コーティングブレードは、リムーバー面上のコーティング材料の厚みを小
さくするために、リムーバー面に圧力をかける。リムーバー面に加えられたコーティング
材料の厚みを小さくすることによって、プリンター面から除去することができる印刷流体
の量が増える。さらに、本明細書及び／または図面において開示されている例示的な装置
、プリンター、及び方法は、プリンター表面及び／または印刷材料に影響を与えうる温度
、圧力、及び／または電界などの、印刷面（またはプリンター表面）の広範な条件にわた
って、印刷面（またはプリンター表面）から印刷材料を効果的に除去する。
【０００８】
　いくつかの例では、リムーバー面を覆う（被覆する）ために使用されるコーティング材
料は、印刷材料と同じ材料である。いくつかの例示的はコーティング材料は、リムーバー
面とプリンター表面の間の潤滑油として作用する。本明細書及び図面において開示されて
いる例示的な装置、プリンター、及び方法は、プリンター表面上の印刷材料（またはプリ
ンター材料）及び／または他の材料の二次汚染（交差汚染）を低減または阻止する。
【０００９】
　本明細書で使用している「印刷材料」という用語は、印刷装置及び／または画像形成装
置で使用することができる任意の固体物質（固体材料）もしくは液体物質（流体材料）、
または、それらの固体物質を組み合わせたもの、または、それらの液体物質を組み合わせ
たもの、または、それらの固体物質と液体物質を組み合わせたものを意味しており、「印
刷材料」には、マーキング剤、顔料、トナー、染料、インク、キャリア流体、樹脂、油（
または油性物）、洗浄液（washing fluid）、画像コーティング材料、サブストレートコ
ーティング材料（substrate coating material。または、印刷媒体コーティング材料ない
し基材コーティング材料）、プリントサブストレート前処理材料（print substrate pre-
treatment material。または、被印刷物前処理材料）、及び／または、プリントサブスト
レート後処理材料（print substrate post-treatment material。または、被印刷物後処
理材料）が含まれる（ただし、それらには限定されない）。本明細書及び／または図面に
開示されているいくつかの例では、印刷材料は、マーキング剤とキャリア流体と樹脂の組
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み合わせを含んでおり、その場合、キャリア流体は、リムーバー面によってプリンター表
面から除去され、リムーバー面上のコーティング材料によって、リムーバー面への固体物
質及び／または液体物質（たとえば、マーキング剤及び／または樹脂）の付着が低減され
（すなわち付着する量ないし程度が低減され）または阻止される。
【００１０】
　図１は、本開示にしたがって構成された流体リムーバー１００の一例を示している。図
１の流体リムーバー１００を用いて、プリンター表面１０４から印刷材料１０２を除去す
ることができる。具体的には、図示の例の流体リムーバー１００は、印刷材料１０２が流
体リムーバー１００に付着するのを防止するためのコーティング材料１０６を有している
。図１の流体リムーバー１００はさらに、コーティング材料１０６を貯蔵し、及び、該コ
ーティング材料１０６を流体リムーバー１００に塗布または加えるためのコーティング材
料容器１０８を備えている。印刷材料１０２は、プリンター表面１０４に塗布または加え
られると接着性（接着力）を有しうる。その結果、例示的なコーティング材料１０６がな
い場合には、流体リムーバー１００によって生じるせん断応力によって、印刷材料１０２
または下部の材料（たとえば、マーキング剤や樹脂）が、印刷面（プリンター表面）１０
４から除去されるか、または、他のやり方で分断される可能性がある。
【００１１】
　図示の例のコーティング材料１０６は、流体リムーバー１００と印刷材料１０２の間の
潤滑油として作用する。コーティング材料１０６によって、プリンター表面１０４から流
体リムーバー１００に移動（ないし転写）する印刷材料１０２の量が少なくなる。いくつ
かの例では、コーティング材料１０６は、印刷材料１０２が、プリンター表面１０４から
流体リムーバー１００へと移動（ないし転写）するのを阻止する。例示的なコーティング
材料１０６は、流体リムーバー１００に塗布されて（または加えられて）、比較的薄い層
（たとえば、約９ｎｍの厚さ。ただし、他の厚さを使用することもできる）をなすように
形成される。流体リムーバー１００に加えられるこの例示的なコーティング材料１０６の
厚さは、プリンター表面１０４から除去される印刷材料１０２の量に影響を与える。たと
えば、コーティング材料１０６の厚さが薄くなるほど、流体リムーバー１００は、プリン
ター表面１０４からより多くの印刷材料１０２を除去する。印刷材料１０２が、サブスト
レート（被印刷物すなわち印刷の対象物）に加えられるマーキング剤（たとえば、Hewlet
t-Packard Electro Ink（商標））用の、画像転写面（たとえば、ゴムブランケット（rub
ber blanket））上のキャリア流体（たとえば、Isopar L (アイソパーL)）である例では
、プリンター表面１０４上の印刷材料１０２の量を少なくすることは、サブストレート上
にマーキング剤を移動させないし転写して定着させる準備をするのに必要なエネルギー量
を少なくするという利点がある。
【００１２】
　図２は、流体リムーバー２０１を含む例示的な装置２００の等角図である、図２の例示
的な流体リムーバー２０１はリムーバー面２０２を有しており、図１の例示的な流体リム
ーバー１００を実施してプリンター表面から印刷材料を除去するために、該流体リムーバ
ー２０１を使用することができる。図示の例の装置２００はさらに、コーティング材料容
器２０４及びコーティングブレード２０６を備えている。コーティング材料容器２０４は
、リムーバー２０１の表面２０２に塗布される（または加えられる）ことになるコーティ
ング材料２０８を収容している。
【００１３】
　図２の例では、流体リムーバー２０１は、印刷表面１０４から印刷材料を除去するため
に、プリンター表面（たとえば、図１のプリンター表面１０４）と共にニップ２１４を形
成するスクイジーローラーである。この例示的なリムーバー面２０２は、流体リムーバー
２０１の外部表面（外面）である。印刷表面１０４は、リムーバー面２０２が回転するに
つれて、リムーバー面２０２に沿って移動する。図２に示すように、例示的なリムーバー
面２０２は、コーティング材料容器２０４に収容されているコーティング材料２０８と接
触している。
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【００１４】
　リムーバー面２０２が回転すると、リムーバー面２０２は、コーティング材料容器２０
４中のコーティング材料２０８で被覆される（またはコーティングされる）。コーティン
グ材料２０８は、潤滑油として作用し、及び、プリンター面１０４からリムーバー面２０
２への印刷材料の逆転写を実質的に防止する。図２の例示的なコーティングブレード２０
６は、リムーバー面２０２上のコーティング材料２０８の厚みを設定し乃至整えるために
リムーバー面２０２と接触している。この目的のために、コーティングブレード２０６は
、リムーバー面２０２に圧力をかける。そして、この場合、加えられた圧力の大きさによ
って、リムーバー面２０２上のコーティング材料２０８の層の厚さが制御される。余分な
コーティング材料２０８は、コーティングブレード２０６によって除去されて、コーティ
ング材料容器２０４に戻ることができる。コーティングブレード２０６によってリムーバ
ー面２０２上に残されるコーティング材料２０８の層の厚さは、コーティングブレード２
０６とリムーバー面２０２の間の圧力、コーティングブレード２０６の形状、リムーバー
面２０２に対するコーティングブレード２０６の向きもしくは幾何学的配置、及び／また
は、コーティングブレード２０６の硬さ（硬度）に基づく。
【００１５】
　動作時、リムーバー面２０２が回転する。リムーバー面２０２の一部分(一セクション)
２１０が、シール２１２を通過して、容器２０４に収容されているコーティング材料２０
８と接触する。シール２１２は、リムーバー面２０２より下のコーティング材料２０８の
漏れを少なくするかまたは防ぐ。容器２０４中のコーティング材料２０８の一部は、リム
ーバー面２０２の一部分２１０が任意に設定可能な厚さの層をなすように該一部分２１０
を被覆する（または、リムーバー面２０２の一部分２１０を任意に設定可能な厚さの層で
被覆する）。コーティングされたリムーバー面２０２は回転を続けるので、例示的なコー
ティングブレード２０６は、一部分２１０から余分なコーティング材料２０８を除去して
、リムーバー面２０２を覆っている比較的薄い層（たとえば、約９ｎｍの厚さの層）を残
す。
【００１６】
　コーティング材料２０８の薄い層で覆われたリムーバー面２０２の一部分２１０は、ニ
ップ２１４へと回転する。ニップ２１４において、プリンター表面１０４は、サブストレ
ートに転写される画像を形成するように配列されたマーキング剤（たとえば、Hewlett-Pa
ckard Electro Ink（商標））、及び、マーキング剤をプリンター表面１０４に塗布する
（または加える）ときに使用されるキャリア流体もしくは溶剤（たとえば、Isopar L）で
覆われる。
【００１７】
　コーティング材料２０８の層で覆われたリムーバー面２０２によって、プリンター表面
１０４から余分なキャリア流体２１６が除去される。たとえば、余分なキャリア流体２１
６は、プリンター表面１０４の進行方向２２０に垂直な方向２１８に流れることができる
。この例示的な装置２００はさらに、プリンター表面１０４から除去された余分なキャリ
ア流体２１６を収集するために収集トレー（コレクショントレー）２２２を備えている。
図示の例では、余分なキャリア流体２１６は、リムーバー面２０２の側方（もしくは両側
部）へと流れ、それから、収集トレー２２２へと下方に流れる。収集トレー２２２はさら
に、コーティング材料容器２０４からあふれ出したコーティング材料２０８を収集するこ
とができる。これらの余分なキャリア流体及び／またはあふれ出したコーティング材料は
、収集トレー２２２から収集タンク（不図示）へと送られる。
【００１８】
　図示の例では、使用されるコーティング材料２０８は、印刷材料と同じ材料である。こ
のため、図示の例のコーティング材料２０８は、印刷材料と接触しても印刷材料（または
、マーキング剤などの下にある任意の材料）を汚染しない。しかしながら、コーティング
材料２０８は、印刷材料と異なる材料であってもよい。
【００１９】
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　図３は、プリンター表面１０４、及び図２の例示的な装置２００を備えている例示的な
プリンター３００を示している。図３に示されているように、この例示的な装置２００は
、例示的な流体リムーバー２０１、例示的なコーティング材料容器２０４、例示的なコー
ティングブレード２０６、例示的なコーティング材料２０８、例示的なシール２１２、及
び、例示的な収集トレー２２２を備えている。例示的な流体リムーバー２０１は、スクイ
ジーローラーとして示されており、リムーバー面２０２を有している。
【００２０】
　例示的なプリンター３００はさらに、図１及び図２の例示的なプリンター表面１０４を
有している。図示の例では、プリンター表面１０４は、ブランケット、中間転写ローラー
、または、他の任意のタイプの転写面である。図３では、プリンター表面１０４は、ロー
ラーまたはドラムとして表されているが、これは、単なる例示であって、例示的なプリン
ター表面１０４を、平面状、凹状、及び／または、凸状などの任意のタイプの表面とする
ことができ、及び／または、表面１０４を任意の所望のやり方で方向づける（ある方向を
向くようにする）ことができる。図３の例示的なプリンターはさらに、現像ドラム（deve
loper drum）３０２及び転写ドラム３０４を備えている。例示的な現像ドラム３０２は表
面であり、所望の画像を形成するために、該表面上に、マーキング剤及びキャリア流体が
あるパターンで最初に付着乃至堆積される。キャリア流体は、現像ドラム３０２上に付着
乃至堆積すると、マーキング剤を所望の位置まで運ぶ。しかしながら、このキャリア流体
は、最終的な定着画像には必要ではなく、それゆえ、（たとえば、プリンター表面１０４
にある）サブストレートに画像を転写する前に除去される。現像ドラム３０２は、キャリ
ア流体及びマーキング剤をプリンター表面１０４（たとえばブランケット）に移動ないし
転写して、所望の画像を形成するためにマーキング剤の相対的な位置を維持しつつ、第１
の厚さを有する第１の層３０６を形成する。
【００２１】
　図３の例示的なプリンター表面１０４は、キャリア流体及びマーキング剤の移動ないし
転写が起こる位置から、リムーバー面２０２とプリンター表面１０４の間のニップ（たと
えば、図２のニップ２１４）まで回転する。ニップ２１４において、例示的なリムーバー
面２０２は、プリンター表面１０４からキャリア流体の一部を除去し、第１の厚さより薄
い第２の厚さを有する第２の層３０８を残す。例示的なリムーバー面２０２は、マーキン
グ剤（及び、したがって画像）が実質的に損傷を受けないようにする。これは、コーティ
ング材料２０８が、プリンター表面１０４からリムーバー面２０２にマーキング剤が移動
ないし転写するのを実質的に阻止するための潤滑油として作用するからである。余分なキ
ャリア流体３１０は、ニップ２１４を通過しないが、その代わり、リムーバー面２０２に
沿って収集トレー２２２まで進む。図示の例のコーティング材料２０８は、キャリア流体
３１０と同じ（材料）であるので、収集トレー２２２内で、余分なキャリア流体３１０を
、あふれ出たコーティング材料２０８と混ぜ合わせることができる。図３の例では、キャ
リア流体３１０及び／またはあふれ出たコーティング材料２０８は、廃棄するために、及
び／または、再使用するために、及び／または、再生利用するために、収集トレーから排
出される。
【００２２】
　例示的なプリンター表面１０４は回転を続けて、マーキング剤及び残留しているキャリ
ア流体を、ニップ２１４から転写ドラム３０４へと移動させる。転写ドラム３０４とプリ
ンター表面１０４の間のニップ３１２において、例示的なプリンター表面１０４（たとえ
ば、ブランケット）は、マーキング剤及びキャリア流体をニップ３１２にあるプリントサ
ブストレート（印刷媒体など）３１４に移動ないし転写して、該プリントサブストレート
３１４上にハード画像を形成する。
【００２３】
　例示的な装置２００をプリンター３００に実装しないし組み込むことができる。たとえ
ば、例示的なコーティング材料容器２０４、例示的なコーティングブレード２０６、例示
的なシール２１２、例示的な収集トレー２２２、並びに、例示的なリムーバー面２０２を
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り方で取り付けることができる。図２及び図３の例では、流体リムーバー２０１は、リム
ーバー面２０２が例示的なプリンター表面１０４と共にニップ２１４を形成するように、
プリンター３００に取り付けられている。さらに、例示的なリムーバー面２０２は、コー
ティング材料２０８の層で被覆されている。コーティング材料２０８の層の厚さは、リム
ーバー面２０２とコーティングブレード２０６の間の圧力、及び、該ブレード２０６の幾
何学的な配置乃至形状乃至寸法に基づく。いくつかの例では、コーティングブレード２０
６を調節して、コーティング材料２０８の層の厚さを設定または変更することができる。
【００２４】
　以上から、上記の装置、プリンター、及び方法を用いて、印刷材料または下部の材料を
印刷表面から逆転写することなく、少なくとも一部の印刷材料を印刷表面から選択的に除
去できることが理解されよう。この結果、転写されることになる画像からキャリア流体が
除去される例において、例示的な装置、プリンター、及び方法は、画像を損傷することな
くキャリア流体の少なくとも一部を除去する。さらに、プリンター表面を乾燥させる他の
手段（たとえばヒーター）の代わりとして、本明細書及び／または図面に開示されている
例示的な装置、プリンター、及び方法を用いることができる。本明細書及び／または図面
に開示されている例示的な装置、プリンター、及び方法は、より多くのエネルギーを使用
する他の乾燥手段を代替することによって、より安価な製造コスト及び／もしくは運転コ
ストで、及び／または、プリンター表面を望ましくない材料で汚すことなく、余分な印刷
材料を除去することができる。
【００２５】
　本明細書及び／または図面に開示されている例示的な装置、プリンター、及び／または
方法を、異なるコーティング材料を使用することによって、及び／または、コーティング
ブレードを調節して流体リムーバー上のコーティング材料の厚さを異なる厚さに設定する
ことによって、多くの異なる用途において、プリンター表面から印刷材料を除去するため
に使用することができる。さらに、本明細書及び／または図面に開示されている例示的な
装置、プリンター、及び／または方法は、プリンター表面及び／または印刷材料の温度、
圧力、及び／もしくは電界などの、印刷表面の状態に比較的影響されることなく、印刷表
面から印刷材料を効果的に除去する。
【００２６】
　本明細書及び／または図面において、特定の例示的な装置、プリンター、及び方法を開
示したが、本発明の範囲はそれらに限定されない。本発明は、特許請求の範囲内に合法的
に含まれる全ての方法、プリンター、及び装置を含む。
 



(9) JP 2014-514980 A 2014.6.26

【図１】

【図２】

【図３】



(10) JP 2014-514980 A 2014.6.26

10

20

30

40

【国際調査報告】



(11) JP 2014-514980 A 2014.6.26

10

20

30

40



(12) JP 2014-514980 A 2014.6.26

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ツァン，ダイフア
            アメリカ合衆国カリフォルニア州９４３０４－１１００，パロアルト，ページ・ミル・ロード・１
            ５０１，メール・ストップ・１１５８，ビー－２・２ユー・２７ケイ
(72)発明者  レオニ，ナポレオン，ジェイ
            アメリカ合衆国カリフォルニア州９４３０４－１１００，パロアルト，ページ・ミル・ロード・１
            ５０１，メール・ストップ・１１５８
(72)発明者  ビレッキ，ヘンリク
            アメリカ合衆国カリフォルニア州９４３０４－１１００，パロアルト，ページ・ミル・ロード・１
            ５０１，メール・ストップ・１１６１，ビー－１・１エイ・２ユー・２７ケイ
(72)発明者  ジーラ，オマー
            アメリカ合衆国カリフォルニア州９４３０４－１１００，パロアルト，ページ・ミル・ロード・１
            ５０１，メール・ストップ・１１５６，ビー－２・２ユー・２７ケイ
Ｆターム(参考) 2C250 DC09  DC10  FA09  FB09 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

