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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を取得する着脱可能な画像取得部と、
　前記画像を表示する表示部と、
　前記表示部に表示された前記画像に対して指示するための指示部と、
　媒体にイメージ画像を印刷する印刷部と、
　前記画像に基づく前記イメージ画像を前記指示部での指示に基づいて生成し、生成した
前記イメージ画像を前記印刷部に印刷させる制御部と、を備え、
　前記画像取得部は、主走査方向に沿ったイメージセンサーが前記主走査方向に直交する
副走査方向に移動することで、前記イメージセンサーに対向する画像を取得し、
　前記制御部は、前記指示部での指示に基づいて、前記画像取得部が取得した前記画像に
対して印刷範囲を決定し、前記印刷範囲に基づいて前記イメージ画像を生成し、前記媒体
上に前記イメージ画像を印刷する印刷位置を決定することを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の印刷装置において、
　前記制御部は、前記画像に対して、拡大、縮小、回転および反転の少なくとも１つの画
像処理を施して前記イメージ画像を生成することを特徴とする印刷装置。
【請求項３】
　請求項１乃至２のいずれかに記載の印刷装置において、
　前記制御部は、前記印刷部が印刷可能な領域よりも広い前記イメージ画像を印刷する場
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合、前記イメージ画像を複数の領域に分割し、前記領域に合わせて前記印刷部が印刷する
場所を移動させ、前記領域毎に印刷を指示することを特徴とする印刷装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の印刷装置において、
　前記表示部は表示面が透過する透過型の表示体を有し、
　前記印刷範囲および前記印刷位置の少なくとも１つは前記表示体を前記指示部で指示す
ることで決定されることを特徴とする印刷装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の印刷装置において、
　印刷部は、印刷ヘッドと前記印刷ヘッドにインクを供給するサブタンクを備え、
　前記印刷ヘッドは、前記主走査方向および前記副走査方向に移動可能であり、前記主走
査方向に移動する際に対向する媒体にインク滴を吐出することを特徴とする印刷装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の印刷装置と、
　前記印刷装置と合体し、前記印刷装置に前記インクと電力を供給するドック装置と、を
備えることを特徴とする印刷システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷装置および印刷システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の液晶パネル付プリンターの構成は、下記特許文献１に示すように、底部に画像形
成部を有すプリンター部から構成され、入力部は右側にあるボタン操作にて位置や文字を
入力する構成になっている。また、所謂複合機として、特許文献２には、入出力ペンによ
り画像の読み取りや画像の出力を行う技術が開示されている。また、特許文献３は、読み
込んだデータをマウスペンで出力する装置が開示されている。また、特許文献４は、パー
ムＰＣを持って印刷を行う装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－８０７６５号公報
【特許文献２】特開平８－２９８５６８号公報
【特許文献３】特開平１１－５８８４４号公報
【特許文献４】特許第４３５１０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の複合機では大きくて重く、ユーザーが片手で把持することはでき
なかった。また、従来のプリンターや複合機において、スマートフォンやデジタルカメラ
のデータを印刷するには、ＰＣなどを介してプリンターに印刷情報を送るか、あるいは直
接プリンターと接続できても、印刷を行うためには専用の設定や、プリンター本体の操作
を行う必要があった。更に、外出先で利用するためには、運搬するために専用のカバンや
ショルダーバックも必要であった。また、読み込みと印刷をするときには、テーブルかデ
スクが必要であった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００６】
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　［適用例１］
　本適用例にかかる印刷装置は、画像を取得する画像取得部と、前記画像を表示する表示
部と、前記表示部に表示された前記画像に対して指示するための指示部と、媒体にイメー
ジ画像を印刷する印刷部と、前記画像に基づく前記イメージ画像を前記指示部での指示に
基づいて生成し、生成した前記イメージ画像を前記印刷部に印刷させる制御部と、を備え
、前記制御部は、前記指示部での指示に基づいて、前記画像取得部が取得した前記画像に
対して印刷範囲を決定し、前記印刷範囲の前記画像を編集して前記イメージ画像を生成し
、前記媒体上に前記イメージ画像を印刷する印刷位置を決定することを特徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば、取得した画像に対して印刷範囲を指定して編集を行ってイメ
ージ画像を生成し、イメージ画像を媒体に印刷する印刷位置を決定し、印刷部で媒体に印
刷する。従って、印刷装置は、画像を取得して印刷するまでの一連の処理を他の装置に頼
ることなく実行できるため、容易かつ迅速に所望の画像を取得して印刷できる。
【０００８】
　［適用例２］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記制御部は、前記画像に対して、拡大、縮小
、回転および反転の少なくとも１つの画像処理を施して前記イメージ画像を生成しても良
い。
【０００９】
　［適用例３］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記制御部は、前記印刷部が印刷可能な領域よ
りも広い前記イメージ画像を印刷する場合、前記イメージ画像を複数の領域に分割し、前
記領域に合わせて前記印刷部が印刷する場所を移動させ、前記領域毎に印刷を指示しても
良い。
【００１０】
　［適用例４］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記表示部は表示面が透過する透過型の表示体
を有し、前記印刷範囲および前記印刷位置の少なくとも１つは前記表示体を前記指示部で
指示することで決定されても良い。
【００１１】
　［適用例５］
　上記適用例にかかる印刷装置において、印刷部は、印刷ヘッドと前記印刷ヘッドにイン
クを供給するサブタンクを備え、前記印刷ヘッドは、対向する媒体にインク滴を吐出しな
がら主走査方向に往復動しつつ、前記主走査方向と交差する副走査方向に移動しても良い
。
【００１２】
　［適用例６］
　上記適用例にかかる印刷装置において、前記主走査方向に沿ったイメージセンサーが前
記副走査方向に移動することで対向する画像を読み取る画像読取部を着脱可能に備えても
良い。
【００１３】
　［適用例７］
　本適用例にかかる印刷システムは、前記印刷装置と合体し、前記印刷装置に前記インク
と電力を供給するドック装置と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
　このような構成によれば、取得した画像に対して印刷範囲を指定して編集を行ってイメ
ージ画像を生成し、イメージ画像を媒体に印刷する印刷位置を決定し、印刷部で媒体に印
刷する。従って、印刷装置は、画像を取得して印刷するまでの一連の処理を他の装置に頼
ることなく実行でき、更に、ドック装置からインクと電力が供給されるため、容易かつ迅
速に所望の画像を取得して印刷できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態１に係るタブレット型複合機の外観を示す図。
【図２】本発明の実施形態１に係るタブレット型複合機を裏面から見た外観図。
【図３】本発明の実施形態１に係るタブレット型複合機の機能構成を示すブロック図。
【図４】本発明の実施形態２に係るタブレット型複合機の外観を示す図。
【図５】本発明の実施形態３に係るタブレット型複合機の外観を示す図。
【図６】本発明の実施形態４に係るタブレット型複合機の外観を示す図。
【図７】本発明の実施形態５に係るタブレット型複合機の外観を示す図。
【図８】本発明の実施形態６に係るタブレット型複合機の外観を示す図。
【図９】本発明の実施形態７に係るタブレット型複合機の外観を示す図。
【図１０】本発明の実施形態８に係るタブレット型複合機を分割して裏面から見た外観図
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
（実施形態１）
　図１は、印刷装置であるタブレット型複合機１０の外観を示す。このタブレット型複合
機１０は、ユーザーの操作に基づいて文書等のドキュメント画像を読み取り、ドキュメン
ト画像の中からユーザーが指定した印刷する範囲の画像を媒体に印刷する機能を備える。
　このタブレット型複合機１０の筐体４０は板状のであり、筐体４０の略中心部には、タ
ッチパネルディスプレイ３０が組み込まれている。タッチパネルディスプレイ３０は、画
像を表示する表示部、および表示された画像に手指を接触させることで指示する指示部と
して機能する。
　本実施形態１では、タッチパネルディスプレイ３０は、表示面が透過している透過型表
示体を採用している。また、筐体４０の一方の面（表面）には、このタブレット型複合機
１０を操作するための操作ボタン４５が設置されている。このタブレット型複合機１０は
、平面部がＡ５サイズ～Ａ４サイズ程度の大きさで、ユーザーが片方の手で把持可能な重
量を想定する。
【００１８】
　また、このタブレット型複合機１０に対して印刷用のインクや電源を供給するドック装
置５０は、タブレット型複合機１０と共に印刷システム１００を構成する。
　ドック装置５０の表面は、タブレット型複合機１０の他方の面（裏面）と合体可能に構
成されている。即ち、ドック装置５０の表面には、タブレット型複合機１０に非接触で電
力を供給する電力供給部６５と、インクタンク６０に備蓄され各色のインクをタブレット
型複合機１０に供給するインク供給部５５と、を備える。
【００１９】
　図２は、タブレット型複合機１０を他方の面（裏面）から見た外観図である。タブレッ
ト型複合機１０を裏面には、インク取得エリア２４、電力取得アンテナ２５、印刷ヘッド
２２、イメージセンサー２０、ＬＥＤライト１８およびカメラ１５が備えられている。
　インク取得エリア２４および電力取得アンテナ２５は、ドック装置５０と合体した場合
に、インク供給部５５および電力供給部６５にそれぞれ対向する。この状態で、インク取
得エリア２４にインクが供給され、供給されたインクはサブタンク（図示は略す。）に貯
留されて印刷ヘッド２２に提供される。また、電力取得アンテナ２５に供給された電力は
、タブレット型複合機１０の２次電池（図示は略す。）に提供される。
　印刷ヘッド２２はインクジェット方式を採用し、対向する媒体にインク滴を吐出しなが
らタブレット型複合機１０の裏面上を一方向（主走査方向）に往復動しつつ、主走査方向
と交差するタブレット型複合機１０の長手方向（副走査方向）に移動することで、画像を
媒体に形成する。
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【００２０】
　イメージセンサー２０は副走査方向に移動しスキャナーとして機能する。本実施形態１
では、タブレット型複合機１０に対して取り外し可能に形成されている。尚、印刷ヘッド
２２とイメージセンサー２０を副走査方向に移動させる機構は、同一のモーターで同期し
て移動させても良く、複数のモーターを使うか、または、１つのモーターを切り替えて個
別に移動させても良い。
　ユーザーは、イメージセンサー２０を使用する場合には、背面にスキャナーパネルを取
り付け、読み込みたい画像や文章に固定する。その際には、画面が暗くなるので、ユーザ
ーはＬＥＤライト１８を点灯させることができる。
　また、具備するＯＣＲ機能を使って取り込んだデータを加工したい場合にもＬＥＤライ
ト１８を使うことができる。また、スキャン時のＬＥＤライト１８の光をユーザーが眩し
いと感じる場合には、図示を略した画面保護用のケースカバーを使用しても良い。
【００２１】
　カメラ１５はＣＣＤ等を用いたデジタルカメラを想定し、撮影した画像を所定のデータ
形式で出力する。
　図３は、タブレット型複合機１０の機能構成を示すブロック図である。タブレット型複
合機１０は、ユーザーインターフェイス部１５０、制御部１６０、画像入力部１７０、画
像読取部１７２、撮像部１７４、印刷部１８０、電力取得部１９０およびインク取得部１
９５を備える。
　また、制御部１６０は印刷範囲決定部１６２、印刷位置決定部１６４および印刷画像編
集部１６６を備え、ユーザーインターフェイス部１５０での指示に基づいて画像に基づく
イメージ画像を生成し、生成したイメージ画像を印刷部１８０に印刷させる。制御部１６
０は、何れも図示を略した、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭおよび記憶装置等をハードウェアと
して備え、ＲＯＭや記憶装置に記憶されたソフトウェアと協働することにより、制御部の
機能を実現している。
【００２２】
　ユーザーインターフェイス部１５０は、操作ボタン４５とタッチパネルディスプレイ３
０を想定する。尚、図示は略すが、ユーザーの入力手段としてスタイラスペンも想定でき
る。また、画像読取部１７２はイメージセンサー２０を想定し、撮像部１７４はカメラ１
５を想定する。画像読取部１７２と撮像部１７４は画像を取得する画像取得部として機能
する。
　画像入力部１７０は、画像読取部１７２が読み取った画像、撮像部１７４が撮影した画
像およびスタイラスペンにより描画された画像のデータが入力される。画像入力部１７０
に入力された画像は、制御部１６０の指示に基づきタッチパネルディスプレイ３０に表示
される。また、印刷部１８０は印刷ヘッド２２を想定し、電力取得部１９０およびインク
取得部１９５は、それぞれ電力取得アンテナ２５およびインク取得エリア２４を想定する
。
　印刷範囲決定部１６２は、画像入力部１７０に入力された画像をタッチパネルディスプ
レイ３０に表示し、ユーザーがタッチパネルディスプレイ３０上で領域を指示することに
より印刷する画像の領域を決定する。
【００２３】
　印刷位置決定部１６４は、印刷範囲決定部１６２で決定した印刷する画像の領域をタッ
チパネルディスプレイ３０に表示し、ユーザーが手指で移動させて指示することにより印
刷する位置を決定する。尚、タッチパネルディスプレイ３０は透過しているため、ユーザ
ーは印刷する画像を用紙に重畳させた状態で印刷位置を決定できる。
　印刷画像編集部１６６は、ユーザーからの指示に基づき、印刷範囲決定部１６２で決定
した印刷する画像に対して回転、拡大、縮小および反転等の画像処理を施してイメージ画
像を生成する。また、ＯＣＲ機能も備えているため、画像内に文章を含む場合、この文章
を抽出して編集することもできる。
　以上の構成により、ユーザーは、筐体４０を把持しつつ、タッチパネルディスプレイ３
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０を透して視認できる文書等のドキュメントの上にタブレット型複合機１０を接近させ、
取り込みたい画像をカメラ１５で撮影する。この際、透過する実画面を見ながら操作でき
るので、位置出しや読み込みたい概略の画像の範囲指定を簡単に行える。
【００２４】
　ユーザーは、画像の端面が映るようにして水平出しを行って撮影する。具体的には、ド
キュメントの用紙の両端面にトンボを出して、固定してから範囲を決めて撮像する。制御
部１６０は、ハードウェアとしてジャイロセンサー（図示は略す）を備え、手振れ補正や
Ｚ軸の歪みに対してはジャイロセンサーにより歪み補正を自動で行える。
　また、イメージセンサー２０によるスキャナー機能で画像を読み取る場合には、ユーザ
ーは読み取るドキュメント上にタブレット型複合機１０を載置し、操作ボタン４５を押下
することでイメージセンサー２０が走査を開始して画像を読み取る。
【００２５】
　カメラ１５が撮影した画像やイメージセンサー２０が読み取った画像はタッチパネルデ
ィスプレイ３０に表示される。
　次に、ユーザーは、タッチパネルディスプレイ３０に表示された画像に対して補正処理
を施して、出力用の詳細な範囲指定（トリミング）を行うことができる。例えば拡縮時に
は、データ容量画面を表示され出力したい内容により数値設定を行うことができる。
　次に、ユーザーはタブレット型複合機１０を印刷する用紙等の媒体上に載置する。ユー
ザーは、タッチパネルディスプレイ３０に表示されている画像を手指でタッチして移動さ
せることができる。この場合、ユーザーはイメージセンサー２０を透過して用紙を視認で
きるので、画像の印刷位置を視覚的に決定できる。
【００２６】
　ユーザーは、画像の印刷位置を決定した後、操作ボタン４５を押下して印刷を指示する
。この結果、印刷画像編集部１６６で生成されたイメージ画像は、印刷位置決定部１６４
の決定に基づく用紙上の印刷位置に印刷される。
　また、スタイラスペンを使用する場合、下地の出力された画像を見ながら、手書き感覚
で、文字を入力することができる。位置出しを行うことなく、書いたところにそのまま印
刷できる。色指定は、ペン部の色モード設定で決定しても良い。活字にしたい場合には、
ＯＣＲ機能を用いて手書き入力を行うことができる。
　また、印刷部１８０が印刷する領域よりも広い印刷イメージを印刷する場合、タブレッ
ト型複合機１０の指示に基づいてユーザーがタブレット型複合機１０を移動させることに
より、印刷領域を分割して印刷できる。
【００２７】
　以上述べた実施形態１によれば、タブレット型複合機１０は、軽量コンパクトであるの
で、ポケットやポシェットに入れて持ち運びができ、簡単な操作で画像を取得して印刷で
きるので、いつでもどこでも場所と時間を規制されずにメモを取るような感覚で使用でき
る。また、タブレット型複合機１０は、他の情報機器を使わずに作業ができるので、情報
機器を持っていない人でも気軽に使用ができる。
　また、タブレット型複合機１０は、データを保存しておく必要がないので、大容量のメ
モリーを必要としない。
【００２８】
（実施形態２）
　次に、本発明の実施形態２について、図４を参照して説明する。尚、以下の説明では、
既に説明した部分と同じ部分については、同一符号を付してその説明を省略する。
　図４はタブレット型複合機１０を裏面から見た外観図である。実施形態１ではタブレッ
ト型複合機１０はカメラ１５を備えたが、本実施形態２では、カメラ１５に替えて、デジ
タルカメラやスマートフォン等で撮影した画像のデータを取得するための画像データ入力
端子４２を備える。
　画像データ入力端子４２は、所定のパラレルバスやシリアルバスに対応した端子であっ
ても良い。
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　実施形態２では、実施形態１の効果に加え、外部の機器から画像データを取得できる。
【００２９】
（実施形態３）
　次に、本発明の実施形態３について、図５を参照して説明する。図５はタブレット型複
合機１０を裏面から見た外観図である。本実施形態３では、実施形態１に画像データ入力
端子４２を備える。
　実施形態３では、実施形態２と同様の効果を奏することができる。
【００３０】
（実施形態４）
　次に、本発明の実施形態４について、図６を参照して説明する。図６はタブレット型複
合機１０を裏面から見た外観図である。実施形態１では、タッチパネルディスプレイ３０
は透過型を採用したが、本実施形態４では非透過型を採用する。また、ユーザーはカメラ
１５の位置を縦方向に加えて横方向にも移動可能であり、任意の位置に固定できる。
　実施形態４では、実施形態２の効果に加え、カメラ１５の位置を変えることで、任意の
撮影アングルを設定できる。
【００３１】
（実施形態５）
　次に、本発明の実施形態５について、図７を参照して説明する。図７はタブレット型複
合機１０を裏面から見た外観図である。本実施形態５では、タッチパネルディスプレイ３
０は非透過型を採用し、更に、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した画像のデー
タを取得するための画像データ入力端子４２を備える。
　実施形態５では、実施形態２と同様の効果を奏することができる。
【００３２】
（実施形態６）
　次に、本発明の実施形態６について、図８を参照して説明する。図８はタブレット型複
合機１０を裏面から見た外観図である。本実施形態６では、デジタルカメラやスマートフ
ォン等で撮影した画像のデータを取得するための画像データ入力装置７０を備える。
　画像データ入力装置７０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のような近距離の無線通
信規格に基づいて通信を行ったり、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルのような規格に基づいて通信
を行ったりする通信装置を想定する。また、フラッシュメモリー等に記憶された画像デー
タを読み取るカードリーダー装置であっても良い。また、画像データは静止画像データに
は限定されず、動画画像データであっても良い。
【００３３】
　また、イメージセンサー２０は具備しない態様も想定できる。尚、画像データ入力装置
７０は脱着可能な態様には限定されず、タブレット型複合機１０に内蔵される態様も想定
できる。
　実施形態６では、実施形態２の効果に加え、外部からの画像データを通信やメモリーカ
ードを介して取得できる。
【００３４】
（実施形態７）
　次に、本発明の実施形態７について、図９を参照して説明する。図９はタブレット型複
合機１０を裏面から見た外観図である。本実施形態７では、実施形態６からカメラ１５を
取り除いた態様である。
　実施形態７では、実施形態６と同様の効果を奏することができる。
【００３５】
（実施形態８）
　次に、本発明の実施形態８について、図１０を参照して説明する。図１０はタブレット
型複合機１０を２つに分割してそれぞれ裏面から見た外観図である。本実施形態８では、
イメージセンサー２０とＬＥＤライト１８を含むスキャナー機能部を分離した態様を示し
ている。
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　本実施形態８では、筐体４０は第１筐体部４０Ａと第２筐体部４０Ｂに分離可能であり
、スキャナー機能部は第２筐体部４０Ｂに組み込まれている。
　実施形態８では、実施形態１の効果に加え、第２筐体部４０Ｂが固定セット（押さえ）
冶具を兼ねる構造になっているため、印刷時には紙押さえとして用紙を押さえることで、
印刷品質の向上を図れる。
【００３６】
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明したが、具体的な構成は、この実施形
態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。例
えば、タッチパネルディスプレイ３０の表示体として透過型の有機ＥＬパネルを採用して
も良い。この場合、Ｒ領域，Ｇ領域およびＢ領域を発光素子として形成し、他の１つの領
域を位置センサーとして形成した有機ＥＬパネルを想定する。
　この結果、有機ＥＬパネルは本来の表示機能に加え、位置センサーとしての機能も備え
る。これにより、１枚の有機ＥＬパネルで表示装置と位置入力装置を兼ねたタッチパネル
として適用できる。
【００３７】
　以上のような手法を実施する装置は、単独の装置によって実現される場合もあれば、複
数の装置を組み合わせることによって実現される場合もあり、各種の態様を含むものであ
る。
　各実施形態における各構成及びそれらの組み合わせは一例であり、本発明の趣旨から逸
脱しない範囲内で、構成の付加、省略、置換およびその他の変更が可能である。また、本
発明は実施形態では限定されるものではなく、クレームの範囲によってのみ限定される。
【符号の説明】
【００３８】
　１０…タブレット型複合機、１５…カメラ、１８…ＬＥＤライト、２０…イメージセン
サー、２２…印刷ヘッド、２４…インク取得エリア、２５…電力取得アンテナ、３０…タ
ッチパネルディスプレイ、４０…筐体、４０Ａ…第１筐体部、４０Ｂ…第２筐体部、４２
…画像データ入力端子、４５…操作ボタン、５０…ドック装置、５５…インク供給部、６
０…インクタンク、６５…電力供給部、７０…画像データ入力装置、１００…印刷システ
ム、１５０…ユーザーインターフェイス部、１６０…制御部、１６２…印刷範囲決定部、
１６４…印刷位置決定部、１６６…印刷画像編集部、１７０…画像入力部、１７２…画像
読取部、１７４…撮像部、１８０…印刷部、１９０…電力取得部、１９５…インク取得部
。



(9) JP 6056301 B2 2017.1.11

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 6056301 B2 2017.1.11

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(11) JP 6056301 B2 2017.1.11

【図９】 【図１０】



(12) JP 6056301 B2 2017.1.11

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  加藤　英樹
            長野県諏訪市大和３丁目３番５号　セイコーエプソン株式会社内
(72)発明者  百瀬　信也
            長野県諏訪市大和３丁目３番５号　セイコーエプソン株式会社内

    審査官  牧島　元

(56)参考文献  特開平１０－２６０４８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０６７０３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０７２１０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２４４５８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－００６９５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０８０７６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０２５００５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－１４７３５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０２－００１９５７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開昭６２－１７３８５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／００２１７９７（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ　　２１／００　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　　３／３６
              Ｂ４１Ｊ　　　５／３０
              Ｇ０６Ｆ　　　３／１２
              Ｈ０４Ｎ　　　１／３８７
              Ｂ４１Ｊ　　　３／４４
              Ｂ４１Ｊ　　　３／２８
              Ｂ４１Ｊ　　２９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

