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(57)【要約】
印刷システムのＩＴＭ（中間転写部材）のための水性処
理組成物、および該処理組成物をＩＴＭの表面に塗布す
るステップを含む印刷方法が開示される。なお、該処理
組成物は、少なくとも３重量％の第四級アンモニウム塩
、少なくとも１重量％の水溶性ポリマー、および少なく
とも６５重量％の水を含む。ＩＴＭ、およびＩＴＭ表面
上に液体処理調合物の薄い層を形成するための処理ステ
ーションも開示される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷システムの中間転写部材とともに使用するための水性処理調合物であって、（ａ）
第１界面活性剤を含む第１界面活性剤組成物であって、前記第１界面活性剤は、摂氏２５
度において少なくとも５％の水溶解度を有する第四級アンモニウム塩を含む、前記第１界
面活性剤組成物と、
　（ｂ）摂氏２５度において少なくとも５％の水溶解度を有する少なくとも１重量％の少
なくとも１つの水溶性ポリマーと、
　（ｃ）水を含むキャリア液体であって、前記水は処理調合物の少なくとも６５重量％を
占める、前記キャリア液体と、を含み、前記水性処理調合物内の前記第四級アンモニウム
塩の濃度は少なくとも３重量％であり、前記処理調合物は、（ｉ）摂氏２５度において２
０～４０ダイン／ｃｍの範囲内の静的表面張力、（ｉｉ）重量で最大８：１の摂氏６０度
蒸発負荷、および、（ｉｉｉ）１０ｃＰ～１００ｃＰの範囲内の摂氏２５度粘度を有する
、前記水性処理調合物。
【請求項２】
　前記第四級アンモニウム塩の前記溶解度が、少なくとも７％、少なくとも１０％、少な
くとも１５％、または少なくとも２０％、場合により最大で５０％、最大で４０％、また
は最大で３５％、またはさらに場合により、５～４０％、５～３０％、５～２５％、７～
３５％、１０～３５％、１２～３５％、または１５～３５％である、請求項１に記載の水
性処理調合物。
【請求項３】
　前記水性処理調合物内の前記第四級アンモニウム塩の濃度は、少なくとも４％、少なく
とも５％、少なくとも６％、もしくは少なくとも７％、所望により、最大３０％、最大２
５％、もしくは最大２０％、またはさらに所望により、２～３０％、３～３０％、４～３
０％、４～２０％、５～２５％、６～２５％、６～２０％、もしくは７～２０％の範囲内
である、請求項１または請求項２に記載の水性処理調合物。
【請求項４】
　前記水性処理調合物内の前記水溶性ポリマーの濃度は、少なくとも１．５重量％、もし
くは少なくとも２重量％、少なくとも２．５重量％、少なくとも３重量％、もしくは少な
くとも３．５重量％、所望により、最大１０％、もしくは最大９％、もしくは最大８％、
もしくは最大７％、もしくは最大６％、またはさらに所望により、１．５～２０％、もし
くは２～１０％、２～８％、２～７％、２．５～１０％、２．５～８％、２．５～７％、
２．５～６％、３～８％、３～７％、３～６％、３～６％、３．５～１０％、３．５～８
％、３．５～７％、３．５～６％、もしくは４～６％の範囲内である、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の水性処理調合物。
【請求項５】
　前記水溶性ポリマーの前記水溶解度は、少なくとも７％であり、少なくとも１０％であ
り、少なくとも１２％であるか、または少なくとも１５％である、請求項１～４のいずれ
か一項に記載の水性処理調合物。
【請求項６】
　前記水溶性ポリマーは、ポリビニルアルコール、水溶性セルロース、ポリビニルピロリ
ドン（ＰＶＰ）、ポリエチレンオキシド、ポリエチレンイミン、および水溶性アクリラー
トからなる群より選択される、請求項１～５のいずれか一項に記載の水性処理調合物。
【請求項７】
　前記摂氏６０度蒸発負荷は、最大で６：１、最大で５：１、最大で４：１、最大で３．
５：１、または最大で３：１、および所望により、少なくとも２：１、少なくとも２．２
：１、または少なくとも２．５：１である、請求項１～６のいずれか一項に記載の水性処
理調合物。
【請求項８】
　前記水性処理調合物の静的表面張力を低下させるよう選択された第２界面活性剤をさら
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に含み、前記第２界面活性剤は所望によりシリコンポリエーテルであり、前記第２界面活
性剤は所望により前記調合物内で少なくとも１重量％、少なくとも１．５重量％、少なく
とも２重量％、少なくとも２．５重量％、もしくは、少なくとも３重量％、所望により、
最大１５％、最大１２％、最大１０％、最大８％、もしくは最大７％、または、さらに所
望により、１．５～１３％、１．５～１０％、２～１３％、２～１０％、２．５～１３％
、２．５～１０％、もしくは３～１０％の範囲内の濃度を有する、請求項１～７のいずれ
か一項に記載の水性処理調合物。
【請求項９】
　少なくとも摂氏２５度～摂氏６０度の範囲内の前記キャリア液体内に配置された吸水剤
をさらに含み、前記水性処理溶液が蒸発されて、固体膜を形成するとき、前記吸水剤は吸
水体として機能する、請求項１～８のいずれか一項に記載の水性処理調合物。
【請求項１０】
　前記キャリア液体内に配置された吸水剤をさらに含み、前記吸水剤は、純粋状態におい
て、少なくとも摂氏２５度～摂氏６０度の範囲内において固体であり、前記水性処理溶液
が蒸発して固体膜が形成されるとき前記吸水剤は吸水体として作用する、請求項１～９の
いずれか一項に記載の水性処理調合物。
【請求項１１】
　前記吸水剤が１～２５％、１～１５％、１～１０％、２．５～２０％、２．５～１２％
、３～１５％、３～１２％、３～１０％、または３．５～１２％の濃度を有する、請求項
１０に記載の水性処理調合物。
【請求項１２】
　前記第四級アンモニウム塩の前記濃度は３～１５％の範囲内であり、前記水溶性ポリマ
ーの濃度は２．５～１０％、２．５～８％、または２．５～７％、または２．５～６％の
範囲内であり、摂氏６０度蒸発負荷は２．５：１～４：１の範囲内であり、前記粘度は少
なくとも１２ｃＰであり、所望より少なくとも１４ｃＰまたは少なくとも１６ｃＰである
、請求項１～１１のいずれか一項に記載の水性処理調合物。
【請求項１３】
　前記静的表面張力が２５～３６ダイン／ｃｍの範囲内である、請求項１２に記載の水性
処理調合物。
【請求項１４】
　前記吸水剤が２．５～１０％の濃度を有する、請求項１２または１３に記載の水性処理
調合物。
【請求項１５】
　前記水性処理調合物は、少なくとも６％、少なくとも７％、少なくとも８％、少なくと
も９％、または少なくとも１０％、および所望により６～４０％、６～３０％、６～２０
％、７～３０％、７～２０％、７～１５％、８～２５％、８～２０％、８～１５％、また
は８～１３％の範囲内、の合計界面活性剤濃度を有する、請求項１～１４のいずれか一項
に記載の水性処理調合物。
【請求項１６】
　前記水性処理調合物の全ての構成要素が完全に溶解している、請求項１～１５のいずれ
か一項に記載の水性処理調合物。
【請求項１７】
　前記水性処理調合物内の有機溶媒の合計濃度は最大３重量％、最大２重量％、最大１重
量％、または最大０．５重量％であるか、または前記調合物は有機溶媒を含まない、請求
項１～１６のいずれか一項に記載の水性処理調合物。
【請求項１８】
　前記水性処理調合物内の液体吸湿剤の濃度は、最大１．５重量％、最大１重量％、最大
０．５重量％、最大０．３重量％、または最大０．１重量％であるか、または前記水性処
理調合物は液体吸湿剤を含まない、請求項１～１７のいずれか一項に記載の水性処理調合
物。
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【請求項１９】
　前記第四級アンモニウム塩が有機第四級アンモニウム塩である、請求項１～１８のいず
れか一項に記載の水性処理調合物。
【請求項２０】
　前記有機第四級アンモニウム塩の第１炭素鎖は少なくとも６炭素原子の長さを、および
所望により、６～２０、６～１８、８～２０、または８～１８炭素原子の範囲内の長さを
、有する、請求項１９に記載の水性処理調合物。
【請求項２１】
　前記有機第四級アンモニウム塩の第２炭素鎖は、最大３炭素原子、または最大２炭素原
子の長さを有する、請求項２０に記載の水性処理調合物。
【請求項２２】
　前記有機第四級アンモニウム塩の第３炭素鎖は、最大３炭素原子、最大２炭素原子、ま
たは１炭素原子の長さを有する、請求項２１に記載の水性処理調合物。
【請求項２３】
　前記有機第四級アンモニウム塩は、所望により硫酸アニオンまたはリン酸アニオンを有
するカチオン有機第四級アンモニウム塩である、請求項１９～２２のいずれか一項に記載
の水性処理調合物。
【請求項２４】
　前記ポリエチレンイミンは、前記調合物の最大０．８重量％、０．６重量％、０．４重
量％、または０．３重量％、または０．２重量％、または０．１重量％を占めるか、また
はポリエチレンイミンは前記水溶性ポリマー最大３０重量％、最大２０重量％、最大１５
重量％、最大１０重量％、または最大５重量％を占める、請求項１～２３のいずれか一項
に記載の水性処理調合物。
【請求項２５】
　前記粘度は少なくとも１２ｃＰ、少なくとも１４ｃＰ、または少なくとも１６ｃＰ、所
望により、最大９０ｃＰ、最大８０ｃＰ、最大７０ｃＰ、最大６０ｃＰ、最大５５ｃＰ、
または最大５０ｃＰ、およびさらに所望により、１０～８０ｃＰ、１２～８０ｃＰ、１２
～６０ｃＰ、１２～５５ｃＰ、または１４～６０ｃＰの範囲内である、請求項１～２４の
いずれか一項に記載の水性処理調合物。
【請求項２６】
　前記水性処理調合物内の水溶性ポリマーの水溶性ポリマー濃度は最大１０重量％または
最大８重量％または最大６重量％または最大５重量％である、請求項１～２５のいずれか
一項に記載の水性処理調合物。
【請求項２７】
　印刷方法であって、ａ．以下の特性すなわち、（ｉ）シリコーン系剥離層表面上に堆積
された蒸留水滴の後退接触角が最大６０度であること、および、（ｉｉ）前記シリコーン
系剥離層表面上に堆積された蒸留水滴の１０秒動的接触角（ＤＣＡ）が最大１０８度であ
ること、のうちの少なくとも１つを満足するよう十分な親水性を示す前記シリコーン系剥
離層表面を含む中間転写部材（ＩＴＭ）を提供することと、ｂ．ｉ．摂氏２５度において
少なくとも５％の水溶解度を有する少なくとも３重量％の第四級アンモニウム塩、ｉｉ．
摂氏２５度において少なくとも５％の水溶解度を有する少なくとも１重量％の少なくとも
１つの水溶性ポリマー、および、ｉｉｉ．水を含むキャリア液体であって、前記水は、水
性処理調合物の少なくとも６５重量％を占める、前記キャリア液体、を含む前記水性処理
調合物であって、下の特性、すなわち、ｉ．摂氏２５度において２０～４０ダイン／ｃｍ
の範囲内の静的表面張力、ｉｉ．少なくとも１０ｃＰである摂氏２５度粘性係数、および
、ｉｉｉ．重量で最大８：１の摂氏６０°蒸発負荷、を有する、前記水性処理調合物を提
供することと、ｃ．前記水性処理調合物を前記ＩＴＭの前記シリコーン系剥離層表面に塗
布して、最大０．８μｍの厚さを有する湿潤処理層を前述の前記シリコーン系剥離層表面
上に形成することと、ｄ．前記湿潤処理層に乾燥処理を施して、前記湿潤処理層から、前
記シリコーン系剥離層表面上に乾燥処理薄膜を形成することと、ｅ．水性インクの液滴を
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前記乾燥処理薄膜上に堆積して、前記シリコーン系剥離層表面の前記剥離層表面上にイン
ク画像を形成することと、ｆ．前記インク画像を乾燥させて前記シリコーン系剥離層表面
上に残留インク画像を残すことと、ｇ．前記ＩＴＭと印刷基板との間の加圧接触により、
前記残留インク画像を前記印刷基板上に転送することと、を含む、前記印刷方法。
【請求項２８】
　前記提供される水性処理調合物の前記摂氏６０度蒸発負荷は、最大で６：１、最大で５
：１、最大で４：１、最大で３．５：１、または最大で３：１、および所望により、少な
くとも２：１、少なくとも２．２：１、または少なくとも２．５：１である、請求項２７
に記載の方法。
【請求項２９】
　前記提供される水性処理調合物内における前記第四級アンモニウム塩の濃度は３～１５
％の範囲内、前記水溶性ポリマーの濃度は２．５～１０％または２．５～８％の範囲内、
摂氏６０度蒸発負荷は２．５：１～４：１の範囲内であり、前記粘度は少なくとも１２ｃ
Ｐであり、所望により少なくとも１４ｃＰまたは少なくとも１６ｃＰである、請求項２７
または請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記提供される水性処理調合物は、少なくとも６％、少なくとも７％、少なくとも８％
、少なくとも９％、または少なくとも１０％、および所望により、６～４０％、６～３０
％、６～２０％、７～３０％、７～２０％、７～１５％、８～２５％、８～２０％、８～
１５％、または８～１３％の範囲内の総界面活性剤濃度を有する請求項２７～２９のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記提供される水性処理調合物内の有機溶媒の合計濃度は最大３重量％、最大２重量％
、最大１重量％、または最大０．５重量％であるか、または前記調合物は有機溶媒を含ま
ない、請求項２７～３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記提供される水性処理調合物内の液体吸湿剤の濃度は、最大１．５重量％、最大１重
量％、最大０．５重量％、最大０．３重量％、または最大０．１重量％であるか、または
前記水性処理調合物は液体吸湿剤を含まない、請求項２７～３１のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項３３】
　前記提供される水性処理調合物内における前記第四級アンモニウム塩は有機第四級アン
モニウム塩である、請求項２７～３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記有機第四級アンモニウム塩の第１炭素鎖は少なくとも６炭素原子の長さを、および
所望により、６～２０、６～１８、８～２０、または８～１８炭素原子の範囲内の長さを
、有する、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記有機第四級アンモニウム塩の第２炭素鎖は、最大３炭素原子、または最大２炭素原
子の長さを有する、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記有機第四級アンモニウム塩の第３炭素鎖は、最大３炭素原子、最大２炭素原子、ま
たは１炭素原子の長さを有する、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記有機第四級アンモニウム塩は、所望により硫酸アニオンまたはリン酸アニオンを有
するカチオン有機第四級アンモニウム塩である、請求項３３～３６のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項３８】
　前記シリコーン系剥離層表面は、以下の特性、すなわち、前記シリコーン系剥離層表面
上に堆積された蒸留水滴の後退接触角が最大６０度であることのうちの少なくとも１つを
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満足するにあたり十分な親水性を示す、請求項２７～３７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３９】
　前記シリコーン系剥離層表面は、以下の特性、すなわち、前記シリコーン系剥離層表面
上に堆積された蒸留水滴の１０度動的接触角（ＤＣＡ）が最大１０８度であることのうち
の少なくとも１つを満足するにあたり十分な親水性を示す、請求項２７～３８のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記提供されるＩＴＭは、支持層と、前記シリコーン系剥離層表面、および、（ｉ）前
記シリコーン系剥離層表面に対向し、かつ（ｉｉ）前記支持造に付着された、第２表面を
有する剥離層と、を含み、前記剥離層は付加硬化型シリコーン物質で形成され、前記剥離
層の厚さは最大５００マイクロメートル（μｍ）である、請求項２７～３９のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記付加硬化型シリコーン物質は、実質的に付加硬化型シリコーンからなるか、または
、少なくとも９５重量％の前記付加硬化型シリコーンを含む、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記提供されるＩＴＭの前記シリコーン系剥離層表面内の官能基は、前記付加硬化型シ
リコーン物質の最大３重量％を構成する、請求項４０～４１のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項４３】
　ポリエーテルグリコール官能化ポリジメチルシロキサンが、前記提供されるＩＴＭの前
記付加硬化型シリコーン物質に充填される、請求項４０～４２のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項４４】
　前記提供されるＩＴＭの前記剥離層は、インク受容表面の極性基が、前記第２表面から
離間する方向または前記第２表面と逆の方向を有するよう、適応される請求項４０～４３
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４５】
　前記提供されるＩＴＭの前記シリコーン系剥離層表面の表面疎水性は、前記剥離層内の
前記硬化シリコーン物質のバルク疎水性よりも小さく、前記表面疎水性は前記インク受容
表面上における蒸留水液滴の後退接触角により特徴付けられ、前記バルク疎水性は、露出
エリアを形成するために前記剥離層内の前記硬化シリコーン物質のエリアを露出させるこ
とにより形成された内側表面上に堆積された蒸留水液滴の後退接触角により特徴付けられ
る適応される、請求項４０～４４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４６】
　前記水性処理調合物は、前記湿潤処理層の厚さが最大０．５μｍ、または最大０．４μ
ｍとなるよう、前記シリコーン系剥離層表面に塗布される、請求項４０～４５のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項４７】
　前記湿潤処理層は、丸みを帯びた表面を前記ＩＴＭに向かって、またはその逆方向に、
付勢することにより、形成され、および／または、薄くされ、ｉ．前記丸みを帯びた表面
は最大２ｍｍ、または最大１．５ｍｍ、または最大１．２５ｍｍ、または最大１ｍｍの曲
率半径を有し、および／または、ｉｉ．前記付勢は、少なくとも２５０ｇ／ｃｍ、または
少なくとも３５０ｇ／ｃｍ、または少なくとも４００ｇｍ／ｃｍ、および／または、最大
１ｋｇ／ｃｍ、または最大７５０ｇ／ｃｍ、または最大６００ｇ／ｃｍの交差印刷方向に
おける力密度で行われ、および／または、ｉｉｉ．前記付勢は、前記ＩＴＭとの間に圧力
を印加することにより行われ、前記圧力の大きさは、少なくとも０．１バール、または少
なくとも０．２５バール、または少なくとも０．３５バール、または少なくとも０．５バ
ール、および所望により最大２バール、または最大１．５バール、または最大１バールで
ある、請求項２７～４６のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項４８】
　前記湿潤処理層の形成、または前記湿潤処理層を薄くすることは、前記ＩＴＭに対して
垂直な速度勾配が確立され、前記速度勾配の大きさが少なくとも１０６／秒または少なく
とも２×１０６／秒となるよう、前記水性処理調合物を強制的に流すことを含む、請求項
２７～４７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４９】
　前記湿潤処理層の前記乾燥処理は、表面張力により誘導されるビーディングが阻害され
て、前記乾燥処理薄膜が滑らかな上方表面を有するように、前記水性処理調合物の前記粘
度が十分迅速に大きくなるよう、十分迅速に行われる、請求項２７～４８のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項５０】
　前記乾燥処理薄膜の前記滑らかな上方表面は、最大１２ナノメートル、または最大１０
ナノメートル、または最大９ナノメートル、または最大８ナノメートル、または最大７ナ
ノメートル、または最大５ナノメートルの平均粗度Ｒａにより特徴付けられる、請求項４
９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記処理溶液の前記乾燥は、ビーディングが防止され、かつ、最大２００ｎｍ、または
最大１５０ｎｍ、または最大１２０ｎｍ、または最大１００ｎｍ、または最大８０ｎｍ、
または最大７０ｎｍ、または最大６０ｎｍ、または最大５０ｎｍ、または最大４０ｎｍ、
または最大３０ｎｍの厚さを有する親水性および凝集性を有する連続的なポリマー処理薄
膜が残されるよう、十分迅速に行われる、請求項２７～５０のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５２】
　水性インク液滴が堆積される前記乾燥処理薄膜の厚さは最大２００ｎｍ、または最大１
２０ｎｍ、または最大１００ｎｍ、または最大８０ｎｍである、請求項２７～５０のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項５３】
　前記水性インク液滴が堆積される前記乾燥処理薄膜の厚さは少なくとも１５ｎｍ、また
は少なくとも２０ｎｍ、または少なくとも３０ｎｍである、請求項２７～５２のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項５４】
　前記乾燥処理薄膜は、前記ＩＴＭの前記剥離表面の長方形全体にわたり連続的であり、
前記長方形は少なくとも１０ｃｍの幅および少なくとも１０メートルの長さを有する、請
求項２７～５３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５５】
　前記長方形の面積の少なくとも５０％、または少なくとも７５％、または少なくとも９
０％、または少なくとも９５％少なくとも９５％、または少なくとも９９％、または１０
０％に対して、前記乾燥処理薄膜の厚さは、５０％、または４０％、または３０％を越え
て前記長方形内の平均厚さ値から逸脱しないよう、前記乾燥処理薄膜は連続的である、請
求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記湿潤処理層の前記乾燥処理の間、前記湿潤処理層の動的粘度は、最大２５０ミリ秒
の期間内で、少なくとも１０００倍増加する、請求項２７～５６のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項５７】
　前記残留インク画像は、前記乾燥処理薄膜の非印刷エリアとともに、前記印刷基板上に
転送される、請求項２７～５６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５８】
　前記乾燥処理薄膜の厚さは最大１２０ｎｍである、請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
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　前記乾燥処理薄膜は、前記残留インク画像の転送の間、印刷エリアおよび非印刷エリア
の両方において前記乾燥処理薄膜が完全に前記ＩＴＭから分離して、前記乾燥インク画像
とともに前記印刷基板に転送されるよう、十分な凝集性を有する、請求項２７～５８のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項６０】
　前記水性インクの固形物は前記乾燥処理薄膜の前記バルク中に流動し、前記乾燥処理薄
膜内に存在する第四級アンモニウム塩と反応し、それにより液滴の展開が助長される、請
求項２７～５９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６１】
　前記方法は、ｉ．インク基板上に存在するインクドットのインクドットセットＩＤＳが
形成され、ｉｉ．前記ＩＴＭ上に存在する前記乾燥処理薄膜上に堆積された水性インク液
滴の液滴複数性（ｄｒｏｐｌｅｔ　ｐｌｕｒａｌｉｔｙ）ＤＰが、所与の液滴が所与の基
板上に存在するインクドットを生じさせ、および／または基板上に存在するインクドット
に進化するように、Ａ．前記液滴複数性ＤＰの各所与の液滴と、Ｂ．前記インクドットセ
ットのそれぞれの所与の基板上に存在するインクドットと、の間に対応関係が存在するよ
う、インク基板上に存在するインクドットの前記インクドットセットＩＤＳを形成し、ｉ
ｉｉ．堆積の間、液滴複数性の液滴が前記ＩＴＭ上の乾燥処理薄膜と衝突するときはつね
に、衝突する液滴の運動エネルギーが液滴を変化させ、ｉｖ．前記ＩＴＭの表面の上方で
変形した液滴のうちの各液滴の最大衝突半径が最大衝突半径値ＲＭＡＸ＿ＩＭＰＡＣＴを
有し、ｖ．衝突の後、基板上に存在する前記インクドットセットＩＤＳの各インクドット
が乾燥ドット半径ＲＤＲＩＥＤ＿ＤＯＴ＿ＯＮ＿ＳＵＢＳＴＲＡＴＥを有するよう、物理
化学的な力が変形された液滴を展開させ、ｖｉ．液滴複数性の各液滴および前記インクド
ットセットＩＤＳの対応するインクドットに対して、Ａ．基板上に存在する乾燥ドット半
径ＲＤＲＩＥＤ＿ＤＯＴ＿ＯＮ＿ＳＵＢＳＴＲＡＴＥと、Ｂ．変形された液滴最大衝突半
径値ＲＭＡＸ＿ＩＭＰＡＣＴと、の比が少なくとも１．１となるよう、実行される、請求
項２７～６０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６２】
　前記方法は、ｉ．前記ＩＴＭ上に存在する前記乾燥処理薄膜上に堆積された液滴の液滴
複数性ＤＰが基板上に存在する前記インクドットの前記インクドットセットＩＤＳ（すな
わち、上部基板表面に固定的に付着された）を生成し、前記液滴複数性ＤＰの各液滴は前
記インクドットセットＩＤＳの異なるそれぞれの基板上に存在するインクドットに対応し
、ｉｉ．前記液滴複数性ＤＰの各インク液滴が、噴出パラメータにしたがって、基板上に
堆積され、ｉｉｉ．前記液滴複数性ＤＰのインク液滴の物理化学的特性とともに前記噴出
パラメータが共同的にインクジェット紙ドット半径ＲＤＩＲＥＣＴ－ＪＥＴＴＩＮＧ－Ｏ

ＮＴＯ－ＩＮＫ－ＪＥＴ－ＰＡＰＥＲ－ＴＨＥＯＲＥＴＩＣＡＬを定義し、なお、インク
ジェット紙ドット半径ＲＤＩＲＥＣＴ－ＪＥＴＴＩＮＧ－ＯＮＴＯ－ＩＮＫ－ＪＥＴ－Ｐ

ＡＰＥＲ－ＴＨＥＯＲＥＴＩＣＡＬは、前記インク液滴が前記乾燥処理薄膜上にではなく
直接的にインクジェット紙にインクジェットされた場合に取得されるインクドットの半径
であり、ｉｖ．（Ａ）前記インクドットセットＩＤＳのドットの乾燥ドット半径ＲＤＲＩ

ＥＤ＿ＤＯＴ＿ＯＮ＿ＳＵＢＳＴＲＡＴＥと、（Ｂ）インクジェット紙ドット半径ＲＤＩ

ＲＥＣＴ－ＪＥＴＴＩＮＧ－ＯＮＴＯ－ＩＮＫ－ＪＥＴ－ＰＡＰＥＲ－ＴＨＥＯＲＥＴＩ

ＣＡＬと、の間の比が少なくとも１．１となるよう、実行される、請求項２７～６１のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項６３】
　前記インクドットセットの濃度は、少なくとも５、または少なくとも１０、または少な
くとも２０、または少なくとも５０、または少なくとも１００であり、前記インクドット
セットの各インクドットは前記基板上で明確に区別される、請求項６１～６２のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項６４】
　前記インクドットセットの前記インクドットが前記印刷基板上で突起する正方形幾何学
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的突起物内に含まれ、前記インクドットセットの各インクドットが前記印刷基板の表面に
固定的に付着され、前記正方形幾何学的突起物内の全部の前記インクドットが前記インク
ドットセットＩＤＳの個々の部材としてみなされるよう、実行される、請求項６１～６３
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６５】
　前記方法は、ｉ．インク基板上に存在するインクドットのインクドットセットＩＤＳが
形成され、ｉｉ．前記インクドットセットの濃度が、少なくとも５、または少なくとも１
０、または少なくとも２０、または少なくとも５０、または少なくとも１００となり、前
記インクドットセットの各インクドットは前記基板上で明確に区別され、ｉｉｉ．前記イ
ンクドットセットの前記インクドットは、前記印刷基板上で突起する正方形幾何学的突起
物内に含まれ、前記インクドットセットの各インクドットは、前記印刷基板の表面に固定
的に付着され、前記正方形幾何学的突起物内の全部の前記インクドットは前記インクドッ
トセットＩＤＳの個々の部材としてみなされ、ｉｖ．前記インクドットの各インクドット
は、有機ポリマー樹脂中に分散された少なくとも１つの着色剤を含み、前記ドットの各ド
ットは、２，０００ｎｍより小さい平均厚さ、および５～３００マイクロメートルの直径
を有し、ｖ．前記インクドットの各インクドットは、略凸形状を有し、ここで凸形状から
の偏差（ＤＣｄｏｔ）は、ＤＣｄｏｔ＝１－ＡＡ／ＣＳＡにより定義され、式中、ＡＡは
前記ドットの計算された投影エリアであり、前記投影エリアは前記印刷基板に対して略平
行であり、ＣＳＡは前記投影エリアの輪郭を最小に閉ざす凸形状の表面積であり、ｖｉ．
前記インクドットセットの凸性からの平均偏差（ＤＣｄｏｔ　ｍｅａｎ）が最大０．０５
、最大０．０４、最大０．０３、最大０．０２５、最大０．０２２、最大０．０２、最大
０．０１８、最大０．０１７、最大０．０１６、最大０．０１５、または最大０．０１４
となるよう、実行される、請求項２７～６４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６６】
　前記水性処理調合物が、少なくとも１メートル／秒、少なくとも１．５メートル／秒、
少なくとも２メートル／秒、少なくとも２．５メートル／秒、少なくとも３メートル／秒
、場合により最大５．５メートル／秒、最大５．０メートル／秒、最大４．５メートル／
秒、または最大４．０メートル／秒の速度での運動で前記ＩＴＭの少なくとも一部に塗布
され、その上に前記湿潤処理層を形成する、請求項２７～６５のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項６７】
　前記水性処理調合物内の水溶性ポリマーの水溶性ポリマー濃度は最大１０重量％または
最大８重量％または最大６重量％または最大５重量％である、請求項２７～６６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項６８】
　前記提供される水性処理調合物が、請求項１～２６のいずれかに記載される通りである
、請求項２７～６７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６９】
　前記水性インク液滴が堆積される前記乾燥処理薄膜、および前記乾燥処理薄膜の表面は
、（ｉ）平均粗度Ｒａと、（ｉｉ）乾燥処理層の厚さと、の間の寸法比により特徴付けら
、前記無次元比は、少なくとも０．５、少なくとも０．４、少なくとも０．３、少なくと
も０．２５、少なくとも０．２、少なくとも０．１５、または少なくとも０．１、および
所望により、少なくとも０．０２、または少なくとも０．０３、または少なくとも０．０
４、または少なくとも０．０５、または少なくとも０．０６、または少なくとも０．０７
、または少なくとも０．０８である、請求項２７～６８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７０】
　前記方法が、本明細書に提供されるブランケット特徴のいずれかを利用する、請求項２
７～６９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７１】
　ａ．複数のガイドローラ上に搭載された可撓性エンドレスベルトを含む中間転写部材（
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ＩＴＭ）と、ｂ．前記ＩＴＭの表面上にインク画像を形成するよう構成された画像形成ス
テーションであって、前記ガイドローラの第１および第２が、前記画像形成ステーション
を通過する上方行程と、下方行程と、を画成するために、前記画像形成ステーションの上
流および下流に配置されている、前記画像形成ステーションと、ｂ．前記ＩＴＭの前記下
方行程が通過する印圧ステーションであって、前記画像形成ステーションの下流に配置さ
れ、かつ、前記インク画像を前記ＩＴＭ表面から基板に転送するよう構成された、前記印
圧ステーションと、ｄ．前記印圧ステーションの下流に配置され、かつ、前記画像形成ス
テーションの上流に配置された、液体処理調合物の均一な薄層をＩＴＭの前記下方行程に
おいて前記ＩＴＭ表面上に形成するための処理ステーションであって、ｉ．前記液体処理
調合物を用いて前記ＩＴＭを被覆するための被覆器を、および、ｉｉ．処理調合物の所望
の均一な薄層のみが残されるよう過剰液体を除去するための被覆厚さ調節組立体であって
、前記下方行程において前記ＩＴＭ表面に対向する丸みを帯びた先端部を含む、前記被覆
厚さ調節組立体を、含む、前記処理ステーションと、を含む印刷システム。
【請求項７２】
　前記丸みを帯びた先端部はドクターブレードの先端部である、請求項７１に記載のシス
テム。
【請求項７３】
　前記ドクターブレードは前記ＩＴＭ表面に対して垂直方向に向けられている、請求項７
２に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記丸みを帯びた先端部が、前記ＩＴＭ表面の方に向かうか、または前記丸みを帯びた
先端部と前記ＩＴＭ表面が、互いの方に向かう、請求項７１～７３のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項７５】
　柔らかい外側表面を有するバッキングローラによって、前記丸みを帯びた先端部が前記
ＩＴＭ表面の方に向かうか、または前記丸みを帯びた先端部と前記ＩＴＭ表面が、互いの
方に向かう、請求項７４に記載のシステム。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本開示は、２０１６年５月３０に出願された米国特許出願整理番号第６２／３４３，１
２３号および２０１６年５月３０日に出願された米国特許出願整理番号第６２／３４３，
１０８号の優先権を主張する。これらの特許出願は、参照することによりその全体が本願
に援用される。
【０００２】
　本開示は、デジタル印刷プロセス、水性処理調合物、および関連するキットならびにシ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　以下の特許広報は、潜在的に関連する背景資料を提供し、これらの特許広報のすべては
、参照することによりその全体が援用される。
　ＷＯ／２０１７／００９７２２（２０１６年５月２５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０
１６／０５３０４９の広報）、
　ＷＯ／２０１６／１６６６９０（２０１６年４月４日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
６／０５２１２０の広報）、
　ＷＯ／２０１６／１５１４６２（２０１６年３月２０日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０
１６／０５１５６０の広報）、ＷＯ／２０１６／１１３６９８（２０１６年１月１４日に
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出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１６／０５０１７０の広報）、ＷＯ／２０１５／１１０９８
８（２０１５年１月２２日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１５／０５０５０１の広報）、
ＷＯ／２０１５／０３６８１２（２０１３年９月１２日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／００２５７１の広報）、ＷＯ／２０１５／０３６８６４（２０１４年９月１１日に出
願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１４／００２３６６の広報）、ＷＯ／２０１５／０３６８６５
（２０１４年９月１１日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１４／００２３９５の広報）、Ｗ
Ｏ／２０１５／０３６９０６（２０１４年９月１２日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１４
／０６４２７７の広報）、ＷＯ／２０１３／１３６２２０（２０１３年３月５日に出願さ
れたＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０５１７１９の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２４１９（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０５１７１７の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２４２４（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０５１７２７の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２４２０（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０５１７１８の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２４３９（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０５１７５５の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２４３８（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０５１７５１の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２４１８（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０５１７１６の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２３５６（２０１３年１月１０日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０
１３／０５０２４５の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２３４５（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０００８４０の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２３３９（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０００７５７の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２３４３（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０００８２２の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２３４０（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０００７８２の広報）、
　ＷＯ／２０１３／１３２４３２（２０１３年３月５日に出願されたＰＣＴ／ＩＢ２０１
３／０５１７４３の広報）。
【０００４】
　図１は、インク画像が中間転写部材（ＩＴＭ）に堆積される前にＩＴＭが前処理される
従来型印刷処理のフローチャートである。ステップＳ１では、ＩＴＭ表面を前処理するた
めに処理溶液が疎水性ＩＴＭの表面に塗布される。ステップＳ９では、水性インクの液滴
が前処理済みＩＴＭ表面上にインクジェットされ、それによりインク画像が形成される。
ステップＳ１３では、インク画像がＩＴＭ表面上で乾燥する。ステップＳ１７では、乾燥
されたインク画像は基板上に転送される。
【０００５】
　本発明の様々な実施形態は、水性インクの液滴を堆積させる前にＩＴＭを前処理するた
めに使用される、改良された印刷プロセス、改良されたＩＴＭ（またはその一部）、改良
された組成物に関する。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の様々な態様は、ａ．以下の特性すなわち、（ｉ）シリコーン系剥離層表面上に
堆積された蒸留水滴の後退接触角が最大６０度であること、および、（ｉｉ）シリコーン
系剥離層表面上に堆積された蒸留水滴の１０秒動的接触角（ＤＣＡ）が最大１０８度であ
ること、のうちの少なくとも１つを満足するよう十分な親水性を示すシリコーン系剥離層
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表面を含む中間転写部材（ＩＴＭ）を提供することと、ｂ．ｉ．摂氏２５度において少な
くとも５％の水溶解度を有する少なくとも３重量％の第四級アンモニウム塩、ｉｉ．摂氏
２５度において少なくとも５％の水溶解度を有する少なくとも１重量％の少なくとも１つ
の水溶性ポリマー、および、ｉｉｉ．水を含むキャリア液体であって、該水は、水性処理
調合物の少なくとも６５重量％を占める、キャリア液体、を含む水性処理調合物であって
、下の特性、すなわち、ｉ．摂氏２５度において２０～４０ダイン／ｃｍの範囲内の静的
表面張力、ｉｉ．少なくとも１０ｃＰである摂氏２５度粘性係数、および、ｉｉｉ．重量
で最大８：１の摂氏６０°蒸発負荷、を有する、水性処理調合物を提供することと、ｃ．
水性処理調合物をＩＴＭのシリコーン系剥離層表面に塗布して、最大０．８μｍの厚さを
有する湿潤処理層を前述のシリコーン系剥離層表面上に形成することと、ｄ．湿潤処理層
に乾燥処理を施して、湿潤処理層から、シリコーン系剥離層表面上に乾燥処理薄膜を形成
することと、ｅ．水性インクの液滴を乾燥処理薄膜上に堆積して、シリコーン系剥離層表
面の剥離層表面上にインク画像を形成することと、ｆ．インク画像を乾燥させてシリコー
ン系剥離層表面上に残留インク画像を残すことと、ｇ．ＩＴＭと印刷基板との間の加圧接
触により、残留インク画像を印刷基板上に転送することと、を含む、印刷方法に関する。
【０００７】
　本発明の様々な態様は、ａ．以下の特性すなわち、（ｉ）シリコーン系剥離層表面上に
堆積された蒸留水滴の後退接触角が最大６０度であること、および、（ｉｉ）シリコーン
系剥離層表面上に堆積された蒸留水滴の１０秒動的接触角（ＤＣＡ）が最大１０８度であ
ること、のうちの少なくとも１つを満足するよう十分な親水性を示すシリコーン系剥離層
表面を含む中間転写部材（ＩＴＭ）を提供することと、ｂ．ｉ．摂氏２５度において少な
くとも５％の水溶解度を有する少なくとも３重量％の第四級アンモニウム塩、ｉｉ．摂氏
２５度において少なくとも５％の水溶解度を有する少なくとも１重量％の少なくとも１つ
の水溶性ポリマー、および、ｉｉｉ．水を含むキャリア液体であって、該水は、水性処理
調合物の少なくとも６５重量％を占める、キャリア液体、を含む水性処理調合物であって
、下の特性、すなわち、ｉ．摂氏２５度において２０～４０ダイン／ｃｍの範囲内の静的
表面張力、ｉｉ．少なくとも１０ｃＰである摂氏２５度粘性係数、および、ｉｉｉ．重量
で最大８：１の摂氏６０°蒸発負荷、を有する、水性処理調合物を提供することと、ｃ．
水性処理調合物をＩＴＭのシリコーン系剥離層表面に塗布して、シリコーン系剥離層表面
上に湿潤処理層を形成することと、ｄ．湿潤処理層に乾燥処理を施して、湿潤処理層から
、シリコーン系剥離層表面上に乾燥処理薄膜を形成することと、ｅ．水性インクの液滴を
乾燥処理薄膜上に堆積して、シリコーン系剥離層表面の剥離層表面上にインク画像を形成
することと、ｆ．インク画像を乾燥させてシリコーン系剥離層表面上に残留インク画像を
残すことと、ｇ．ＩＴＭと印刷基板との間の加圧接触により、残留インク画像を印刷基板
上に転送することと、を含む、印刷方法に関する。
【０００８】
　本発明の様々な態様は、印刷するためのキットであって、前記キットが、ａ．（ｉ）シ
リコーン系剥離層表面上に堆積した蒸留水の液滴の後退接触角が最大６０度、（ｉｉ）シ
リコーン系剥離層表面上に堆積した蒸留水の液滴の１０秒動的接触角（ＤＣＡ）が最大１
０８度といった特性の少なくとも１つを満足するのに十分に親水性であるシリコーン系剥
離層表面を含む中間転写部材（ＩＴＭ）と、ｂ．ｉ．２５℃での水溶解度が少なくとも５
％の少なくとも３重量％の第四級アンモニウム塩、ｉｉ．２５℃での水溶解度が少なくと
も５％の少なくとも１重量％の少なくとも１種類の水溶性ポリマー、ｉｉｉ．水性処理調
合物の少なくとも６５重量％を構成する水を含有する担体液体を含む、ある量の水性処理
調合物とを含み、水性処理調合物が、ｉ．２５℃での静的表面張力が２０～４０ダイン／
ｃｍ、ｉｉ．２５℃動的粘度が少なくとも１０ｃＰ、ｉｉｉ．６０℃蒸発負荷が重量基準
で最大８：１といった特性を有する、キットに関する。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、提供される水性処理調合物の摂氏６０度蒸発負荷は、最大で
６：１、最大で５：１、最大で４：１、最大で３．５：１、または最大で３：１、および
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所望により、少なくとも２：１、少なくとも２．２：１、または少なくとも２．５：１で
ある。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、提供される水性処理調合物内における該第四級アンモニウム
塩の濃度は３～１５％の範囲内、該水溶性ポリマーの濃度は２．５～１０％または２．５
～８％の範囲内、摂氏６０度蒸発負荷は２．５：１～４：１の範囲内であり、該粘度は少
なくとも１２ｃＰであり、所望により少なくとも１４ｃＰまたは少なくとも１６ｃＰであ
る。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、提供される水性処理調合物は、少なくとも６％、少なくとも
７％、少なくとも８％、少なくとも９％、または少なくとも１０％、および所望により、
６～４０％、６～３０％、６～２０％、７～３０％、７～２０％、７～１５％、８～２５
％、８～２０％、８～１５％、または８～１３％の範囲内の総界面活性剤濃度を有する。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、提供される水性処理調合物内の有機溶媒の合計濃度は、最大
３重量％、最大２重量％、最大１重量％、または最大０．５重量％であるか、または調合
物は有機溶媒を含まない。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、提供される水性処理調合物内の液体吸湿剤の濃度は、最大１
．５重量％、最大１重量％、最大０．５重量％、最大０．３重量％、または最大０．１重
量％であるか、または水性処理調合物は液体吸湿剤を含まない。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、提供される水性処理調合物内における第四級アンモニウム塩
は有機第四級アンモニウム塩である。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、該有機第四級アンモニウム塩の第１炭素鎖は少なくとも６炭
素原子の長さを、および所望により、６～２０、６～１８、８～２０、または８～１８炭
素原子の範囲内の長さを、有する。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、該有機第四級アンモニウム塩の第２炭素鎖は、最大３炭素原
子、または最大２炭素原子の長さを有する。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、該有機第四級アンモニウム塩の第３炭素鎖は、最大３炭素原
子、最大２炭素原子、または１炭素原子の長さを有する。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、該有機第四級アンモニウム塩は、所望により硫酸アニオンま
たはリン酸アニオンを有するカチオン有機第四級アンモニウム塩である。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、シリコーン系の剥離層表面は、以下の特性、すなわち、シリ
コーン系剥離層表面上に堆積された蒸留水滴の後退接触角が最大６０度であることのうち
の少なくとも１つを満足するにあたり十分な親水性を示す。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、シリコーン系剥離層表面は、シリコーン系剥離層表面上に堆
積された蒸留水滴の１０秒動的接触角（ＤＣＡ）が最大１０８度となるよう、十分な親水
性を示す。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭは、支持層と、該シリコーン系剥離層表面
、および、（ｉ）該シリコーン系剥離層表面に対向し、かつ（ｉｉ）該支持造に付着され
た、第２表面を有する剥離層と、を含み、該剥離層は付加硬化型シリコーン物質で形成さ
れ、該剥離層の厚さは最大５００マイクロメートル（μｍ）である。
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【００２２】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭの剥離層は、実質的に付加硬化型シリコー
ンからなるか、または少なくとも９５重量％の付加硬化型シリコーンを含む。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭの該シリコーン系剥離層表面内の官能基は
、該付加硬化型シリコーン物質の最大３重量％を構成する。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、ポリエーテルグリコール官能化ポリジメチルシロキサンが、
提供されるＩＴＭの該付加硬化型シリコーン物質に充填される。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭの剥離層は、インク受容表面の極性基が、
第２表面から離間する方向または第２表面と逆の方向を有するよう、適応される。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭのシリコーン系剥離層表面の表面疎水性は
、剥離層内の硬化シリコーン物質のバルク疎水性よりも小さい。なお、表面疎水性はイン
ク受容表面上における蒸留水液滴の後退接触角により特徴付けられ、バルク疎水性は、露
出エリアを形成するために剥離層内の硬化シリコーン物質のエリアを露出させることによ
り形成された内側表面上に堆積された蒸留水液滴の後退接触角により特徴付けられる。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物は、湿潤処理層の厚さが、最大０．６μｍ、
最大０．５μｍ、または最大０．４μｍとなるよう、シリコーン系剥離層表面に塗布され
る。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層は、丸みを帯びた表面をＩＴＭに向かって、また
はその逆方向に、付勢することにより、形成され、および／または、薄くされる。ここで
、ｉ．丸みを帯びた表面は最大２ｍｍ、または最大１．５ｍｍ、または最大１．２５ｍｍ
、または最大１ｍｍの曲率半径を有し、および／または、ｉｉ．付勢は、少なくとも２５
０ｇ／ｃｍ、または少なくとも３５０ｇ／ｃｍ、または少なくとも４００ｇｍ／ｃｍ、お
よび／または、最大１ｋｇ／ｃｍ、または最大７５０ｇ／ｃｍ、または最大６００ｇ／ｃ
ｍの交差印刷方向における力密度で行われ、および／または、ｉｉｉ．付勢は、ＩＴＭと
の間に圧力を印加することにより行われ、圧力の大きさは、少なくとも０．１バール、ま
たは少なくとも０．２５バール、または少なくとも０．３５バール、または少なくとも０
．５バール、および所望により最大２バール、または最大１．５バール、または最大１バ
ールである。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層は、移動中のＩＴＭに対して力を直接的または間
接的に印加し、それにより（ｉ）ＩＴＭを変形させてＩＴＭに凹部を生じさせ、かつ、（
ｉｉ）流れる水性処理調合物の速度勾配を確立するする、静止アプリケータおよび／また
は丸みを帯びた表面により、形成され、および／または薄くされる。なお、この速度勾配
は、ＩＴＭに対して垂直であり、ＩＴＭと静止アプリケータとの間の間隙領域に形成され
る。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、速度勾配の大きさは、少なくとも１０６／秒または少なくと
も２×１０６／秒である。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物は、その上に湿潤処理層を形成するために少
なくとも１メートル／秒、または少なくとも１．５メートル／秒、または少なくとも２メ
ートル／秒の速度で移動中のＩＴＭの少なくとも１部分（複数可）に塗布される。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層の形成、または湿潤処理層を薄くすることは、Ｉ
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ＴＭに対して垂直な速度勾配が確立され、速度勾配の大きさが少なくとも１０６／秒また
は少なくとも２×１０６／秒となるよう、水性処理調合物を強制的に流すことを含む。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、ＩＴＭの剥離表面は、最大５０、または最大４５、または最
大４０、または最大３５、または最大３０、または最大２５、または最大２０、または最
大１５のショアＡ硬度を有する。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層の乾燥処理は、表面張力により誘導されるビーデ
ィングが阻害されて、乾燥された処理薄膜が滑らかな上方表面を有するように、水性処理
調合物の粘度が十分迅速に大きくなるよう、十分迅速に行われる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、乾燥された処理薄膜の滑らかな上方表面は、最大１２ナノメ
ートル、または最大１０ナノメートル、または最大９ナノメートル、または最大８ナノメ
ートル、または最大７ナノメートル、または最大５ナノメートルの平均粗度Ｒａにより特
徴付けられる。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、処理溶液の乾燥は、ビーディングが防止され、かつ、最大２
００ｎｍ、または最大１５０ｎｍ、または最大１２０ｎｍ、または最大１００ｎｍ、また
は最大８０ｎｍ、または最大７０ｎｍ、または最大６０ｎｍ、または最大５０ｎｍ、また
は最大４０ｎｍ、または最大３０ｎｍの厚さを有する親水性および凝集性を有する連続的
なポリマー処理薄膜が残されるよう、十分迅速に行われる。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、水性インク液滴が堆積される乾燥処理薄膜の厚さは最大２０
０ｎｍ、または最大１２０ｎｍ、または最大１００ｎｍ、または最大８０ｎｍである。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、水性インク液滴が堆積される乾燥処理薄膜の厚さは少なくと
も１５ｎｍ、または少なくとも２０ｎｍ、または少なくとも３０ｎｍである。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜は、ＩＴＭの剥離表面の長方形全体にわたり連
続的である。なお該長方形は少なくとも１０ｃｍの幅および少なくとも１０メートルの長
さを有する。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、長方形の面積の少なくとも５０％、または少なくとも７５％
、または少なくとも９０％、または少なくとも９５％　少なくとも９５％、または少なく
とも９９％、または１００％に対して、乾燥処理薄膜の厚さは、５０％、または４０％、
または３０％を越えて長方形内の平均厚さ値から逸脱しない。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層の乾燥処理の間、湿潤処理層の動的粘度は、最大
２５０ミリ秒の期間内で、少なくとも１０００倍増加する。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜の液体含有量は、最大１０重量／重量％、また
は最大７．５重量／重量％、または最大５重量／重量％、または最大２．５重量／重量％
、または最大１．５重量／重量％、または最大１重量／重量％である。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、水性インクの液滴はインクジェットにより乾燥処理薄膜上に
堆積される。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、残留インク画像は、乾燥処理薄膜の非印刷エリアとともに、
印刷基板上に転送される。
【００４５】
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　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜の厚さは最大１２０ｎｍである。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜は、残留インク画像の転送の間、印刷エリアお
よび非印刷エリアの両方において乾燥処理薄膜が完全にＩＴＭから分離して、乾燥インク
画像とともに印刷基板に転送されるよう、十分な凝集性を有する。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、残留インク画像の転送は、最大摂氏１００度または最大摂氏
９０度の転送温度で行われる。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、水性インクの固形物（例えばナノ色素および／または樹脂）
は乾燥処理薄膜のバルク中へと流動し、乾燥処理薄膜内に存在する第四級アンモニウム塩
と反応（例えば結合）する（それにより、例えば液滴の展開が助長される）。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、水性インクの固形物は乾燥処理薄膜のバルク中に流動し、乾
燥処理薄膜内に存在する第四級アンモニウム塩と反応し、それにより液滴の展開が助長さ
れる。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、この方法は、ｉ．インク基板上に存在するインクドットのイ
ンクドットセットＩＤＳが形成され、ｉｉ．ＩＴＭ上に存在する乾燥処理薄膜上に堆積さ
れた水性インク液滴の液滴複数性（ｄｒｏｐｌｅｔ　ｐｌｕｒａｌｉｔｙ）ＤＰが、所与
の液滴が所与の基板上に存在するインクドットを生じさせ、および／または基板上に存在
するインクドットに進化するように、Ａ．液滴複数性ＤＰの各所与の液滴と、Ｂ．インク
ドットセットのそれぞれの所与の基板上に存在するインクドットと、の間に対応関係が存
在するよう、インク基板上に存在するインクドットのインクドットセットＩＤＳを形成し
、ｉｉｉ．堆積の間、液滴複数性の液滴がＩＴＭ上の乾燥処理薄膜と衝突するときはつね
に、衝突する液滴の運動エネルギーが液滴を変化させ、ｉｖ．ＩＴＭの表面の上方で変形
した液滴のうちの各液滴の最大衝突半径が最大衝突半径値ＲＭＡＸ＿ＩＭＰＡＣＴを有し
、ｖ．衝突の後、基板上に存在するインクドットセットＩＤＳの各インクドットが乾燥ド
ット半径ＲＤＲＩＥＤ＿ＤＯＴ＿ＯＮ＿ＳＵＢＳＴＲＡＴＥを有するよう、物理化学的な
力が変形された液滴を展開させ、ｖｉ．液滴複数性の各液滴およびインクドットセットＩ
ＤＳの対応するインクドットに対して、Ａ．基板上に存在する乾燥ドット半径ＲＤＲＩＥ

Ｄ＿ＤＯＴ＿ＯＮ＿ＳＵＢＳＴＲＡＴＥと、Ｂ．変形された液滴最大衝突半径値ＲＭＡＸ

＿ＩＭＰＡＣＴと、の比が少なくとも１．１となるよう、実行される。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、この方法は、ｉ．ＩＴＭ上に存在する乾燥処理薄膜上に堆積
された液滴の液滴複数性ＤＰが基板上に存在するインクドットのインクドットセットＩＤ
Ｓ（すなわち、上部基板表面に固定的に付着された）を生成し、液滴複数性ＤＰの各液滴
はインクドットセットＩＤＳの異なるそれぞれの基板上に存在するインクドットに対応し
、ｉｉ．液滴複数性ＤＰの各インク液滴が、噴出パラメータにしたがって、基板上に堆積
され、ｉｉｉ．液滴複数性ＤＰのインク液滴の物理化学的特性とともに噴出パラメータが
共同的にインクジェット紙ドット半径ＲＤＩＲＥＣＴ－ＪＥＴＴＩＮＧ－ＯＮＴＯ－ＩＮ

Ｋ－ＪＥＴ－ＰＡＰＥＲ－ＴＨＥＯＲＥＴＩＣＡＬを定義し、なお、インクジェット紙ド
ット半径ＲＤＩＲＥＣＴ－ＪＥＴＴＩＮＧ－ＯＮＴＯ－ＩＮＫ－ＪＥＴ－ＰＡＰＥＲ－Ｔ

ＨＥＯＲＥＴＩＣＡＬは、インク液滴が乾燥処理薄膜上にではなく直接的にインクジェッ
ト紙にインクジェットされた場合に取得されるインクドットの半径であり、ｉｖ．（Ａ）
インクドットセットＩＤＳのドットの乾燥ドット半径ＲＤＲＩＥＤ＿ＤＯＴ＿ＯＮ＿ＳＵ

ＢＳＴＲＡＴＥと、（Ｂ）インクジェット紙ドット半径ＲＤＩＲＥＣＴ－ＪＥＴＴＩＮＧ

－ＯＮＴＯ－ＩＮＫ－ＪＥＴ－ＰＡＰＥＲ－ＴＨＥＯＲＥＴＩＣＡＬと、の間の比が少な
くとも１．１となるよう、実行される。
【００５２】
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　いくつかの実施形態では、インクドットセットの濃度は、少なくとも５、または少なく
とも１０、または少なくとも２０、または少なくとも５０、または少なくとも１００であ
り、インクドットセットの各インクドットは基板上で明確に区別される。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、インクドットセットのインクドットは、印刷基板上で突起す
る正方形幾何学的突起物内に含まれる。インクドットセットの各インクドットは、印刷基
板の表面に固定的に付着され、該正方形幾何学的突起物内の全部の該インクドットはイン
クドットセットＩＤＳの個々の部材としてみなされる。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、この方法は、ｉ．インク基板上に存在するインクドットのイ
ンクドットセットＩＤＳが形成され、ｉｉ．インクドットセットの濃度が、少なくとも５
、または少なくとも１０、または少なくとも２０、または少なくとも５０、または少なく
とも１００となり、インクドットセットの各インクドットは基板上で明確に区別され、ｉ
ｉｉ．インクドットセットのインクドットは、印刷基板上で突起する正方形幾何学的突起
物内に含まれ、インクドットセットの各インクドットは、印刷基板の表面に固定的に付着
され、該正方形幾何学的突起物内の全部の該インクドットはインクドットセットＩＤＳの
個々の部材としてみなされ、ｉｖ．該インクドットの各インクドットは、有機ポリマー樹
脂中に分散された少なくとも１つの着色剤を含み、該ドットの各ドットは、２，０００ｎ
ｍより小さい平均厚さ、および５～３００マイクロメートルの直径を有し、ｖ．該インク
ドットの各インクドットは、略凸形状を有し、ここで凸形状からの偏差（ＤＣｄｏｔ）は
、ＤＣｄｏｔ＝１－ＡＡ／ＣＳＡにより定義され、式中、ＡＡは該ドットの計算された投
影エリアであり、該投影エリアは該印刷基板に対して略平行であり、ＣＳＡは該投影エリ
アの輪郭を最小に閉ざす凸形状の表面積であり、ｖｉ．該インクドットセットの凸性から
の平均偏差（ＤＣｄｏｔ　ｍｅａｎ）が最大０．０５、最大０．０４、最大０．０３、最
大０．０２５、最大０．０２２、最大０．０２、最大０．０１８、最大０．０１７、最大
０．０１６、最大０．０１５、または最大０．０１４となるよう、実行される。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物は、その上に湿潤処理層を形成するために少
なくとも１メートル／秒、または少なくとも１．５メートル／秒、または少なくとも２メ
ートル／秒の速度で移動中のＩＴＭの少なくとも１部分（複数可）に塗布される。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、この方法は、水性処理調合物内の水溶性ポリマーの水溶性ポ
リマー濃度が最大１０重量％、または最大８重量％、または最大６重量％、または最大５
重量％となるよう実行される。
【００５７】
　印刷システムの中間転写部材とともに使用するための水性処理調合物であって、（ａ）
第１界面活性剤を含む第１界面活性剤組成物であって、該第１界面活性剤は、摂氏２５度
において少なくとも５％の水溶解度を有する第四級アンモニウム塩を含む、第１界面活性
剤組成物と、（ｂ）摂氏２５度において少なくとも５％の水溶解度を有する少なくとも１
重量％の水溶性ポリマーと、（ｃ）水を含むキャリア液体であって、該水は処理調合物の
少なくとも６５重量％を占める、キャリア液体と、を含み、水性処理調合物内の該第四級
アンモニウム塩の濃度は少なくとも３重量％であり、処理調合物は、（ｉ）摂氏２５度に
おいて２０～４０ダイン／ｃｍの範囲内の静的表面張力、（ｉｉ）重量で最大８：１の摂
氏６０度蒸発負荷、および、（ｉｉｉ）１０ｃＰ～１００ｃＰの範囲内の摂氏２５度粘度
を有する、水性処理調合物。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、該第四級アンモニウム塩の該溶解度は少なくとも７％、少な
くとも１０％、少なくとも１５％、もしくは少なくとも２０％、所望により最大５０％、
最大４０％、もしくは最大３５％、または、さらに所望により、５～４０％、５～３０％
、５～２５％、７～３５％、１０～３５％、１２～３５％、または１５～３５％の範囲内
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である。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物内の該第四級アンモニウム塩の濃度は、少な
くとも４％、少なくとも５％、少なくとも６％、もしくは少なくとも７％、所望により、
最大３０％、最大２５％、もしくは最大２０％、またはさらに所望により、２～３０％、
３～３０％、４～３０％、４～２０％、５～２５％、６～２５％、６～２０％、もしくは
７～２０％の範囲内である。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物内の該水溶性ポリマーの濃度は、少なくとも
１．５重量％、もしくは少なくとも２重量％、少なくとも２．５重量％、少なくとも３重
量％、もしくは少なくとも３．５重量％、所望により、最大１０％、もしくは最大９％、
もしくは最大８％、もしくは最大７％、もしくは最大６％、またはさらに所望により、１
．５～２０％、もしくは２～１０％、２～８％、２～７％、２．５～１０％、２．５～８
％、２．５～７％、２．５～６％、３～８％、３～７％、３～６％、３～６％、３．５～
１０％、３．５～８％、３．５～７％、３．５～６％、もしくは４～６％の範囲内である
。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、該水溶性ポリマーの該水溶解度は少なくとも７％、少なくと
も１０％、少なくとも１２％、または少なくとも１５％である。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、該水溶性ポリマーは、ポリビニルアルコール、水溶性セルロ
ース、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ポリエチレンオキシド、ポリエチレンイミン、
および水溶性アクリラートからなる群より選択される。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、摂氏６０度蒸発負荷は、最大で６：１、最大で５：１、最大
で４：１、最大で３．５：１、または最大で３：１、および所望により、少なくとも２：
１、少なくとも２．２：１、または少なくとも２．５：１である。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物の静的表面張力を低下させるよう選択された
第２界面活性剤をさらに含み、該第２界面活性剤は所望によりシリコンポリエーテルであ
り、該第２界面活性剤は所望により調合物内で少なくとも１重量％、少なくとも１．５重
量％、少なくとも２重量％、少なくとも２．５重量％、もしくは、少なくとも３重量％、
所望により、最大１５％、最大１２％、最大１０％、最大８％、もしくは最大７％、また
は、さらに所望により、１．５～１３％、１．５～１０％、２～１３％、２～１０％、２
．５～１３％、２．５～１０％、もしくは３～１０％の範囲内の濃度を有する。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、処理調合物は、少なくとも摂氏２５度～摂氏６０度の範囲内
の該キャリア液体内に配置された吸水剤をさらに含む。それにより、水性処理溶液は蒸発
されて、固体膜を形成する。該吸水剤は吸水体として機能する。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、該キャリア液体内に配置された吸水剤をさらに含む。該吸水
剤は、純粋状態において、少なくとも摂氏２５度～摂氏６０度の範囲内において固体であ
り、水性処理溶液が蒸発して固体膜が形成されるとき該吸水剤は吸水体として作用する。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、該吸水剤は、１～２５％、１～１５％、１～１０％、２．５
～２０％、２．５～１２％、３～１５％、３～１２％、３～１０％、または３．５～１２
％の濃度を有する。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、該第四級アンモニウム塩の該濃度は３～１５％の範囲内であ
り、該水溶性ポリマーの濃度は２．５～１０％、２．５～８％、または２．５～７％、ま
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たは２．５～６％の範囲内であり、摂氏６０度蒸発負荷は２．５：１～４：１の範囲内で
あり、該粘度は少なくとも１２ｃＰであり、所望より少なくとも１４ｃＰまたは少なくと
も１６ｃＰである。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、該静的表面張力は２５～３６ダイン／ｃｍの範囲内である。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、該吸水剤は２．５～１０％の濃度を有する。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物は、少なくとも６％、少なくとも７％、少な
くとも８％、少なくとも９％、または少なくとも１０％、および所望により６～４０％、
６～３０％、６～２０％、７～３０％、７～２０％、７～１５％、８～２５％、８～２０
％、８～１５％、または８～１３％の範囲内、の合計界面活性剤濃度を有する。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物の全成分は完全に溶解される。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物内の有機溶媒の合計濃度は最大３重量％、最
大２重量％、最大１重量％、または最大０．５重量％であるか、または調合物は有機溶媒
を含まない。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物内の液体吸湿剤の濃度は、最大１．５重量％
、最大１重量％、最大０．５重量％、最大０．３重量％、または最大０．１重量％である
か、または水性処理調合物は液体吸湿剤を含まない。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、該第四級アンモニウム塩は有機第四級アンモニウム塩である
。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、該有機第四級アンモニウム塩の第１炭素鎖は少なくとも６炭
素原子の長さを、および所望により、６～２０、６～１８、８～２０、または８～１８炭
素原子の範囲内の長さを、有する。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、該有機第四級アンモニウム塩の第２炭素鎖は、最大３炭素原
子、または最大２炭素原子の長さを有する。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、該有機第四級アンモニウム塩の第３炭素鎖は、最大３炭素原
子、最大２炭素原子、または１炭素原子の長さを有する。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、該有機第四級アンモニウム塩は、所望により硫酸アニオンま
たはリン酸アニオンを有するカチオン有機第四級アンモニウム塩である。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、該ポリエチレンイミンは、調合物の最大０．８重量％、０．
６重量％、０．４重量％、または０．３重量％、または０．２重量％、または０．１重量
％を占めるか、またはポリエチレンイミンは該水溶性ポリマー最大３０重量％、最大２０
重量％、最大１５重量％、最大１０重量％、または最大５重量％を占める。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、該粘度は少なくとも１２ｃＰ、少なくとも１４ｃＰ、または
少なくとも１６ｃＰ、所望により、最大９０ｃＰ、最大８０ｃＰ、最大７０ｃＰ、最大６
０ｃＰ、最大５５ｃＰ、または最大５０ｃＰ、およびさらに所望により、１０～８０ｃＰ
、１２～８０ｃＰ、１２～６０ｃＰ、１２～５５ｃＰ、または１４～６０ｃＰの範囲内で
ある。
【００８２】
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　いくつかの実施形態では、水性処理調合物内の水溶性ポリマーの水溶性ポリマー濃度は
最大１０重量％または最大８重量％または最大６重量％または最大５重量％である。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭは、（ａ）支持層と、（ｂ）インク画像を
受容するためのインク受容表面および該インク受容表面に対向する第２表面を有する剥離
層と、を含み、該第２表面は該支持層に付着され、該剥離層は付加硬化型シリコーン物質
から形成され、該剥離層は最大５００マイクロメートル（μｍ）の厚さを有し、ＩＴＭは
以下の構造特性、すなわち、（１）該インク受容表面の全表面エネルギーが、対応剥離層
のインク受容表面に標準的エージング手順を施すことにより生産された変更されたインク
受容表面の全表面エネルギーよりも、少なくとも２ｍＮ／ｍ、少なくとも３ｍＮ／ｍ、少
なくとも４ｍＮ／ｍ、少なくとも５ｍＮ／ｍ、少なくとも６ｍＮ／ｍ、少なくとも８ｍＮ
／ｍ、または少なくとも１０ｍＮ／ｍ高いこと、（２）該インク受容表面の全表面エネル
ギーが、該硬化されたシリコーン物質のシリコーン前駆体の標準的空気硬化により準備さ
れた対応剥離層の疎水性インク受容表面の全表面エネルギーよりも、少なくとも４ｍＮ／
ｍ、少なくとも６ｍＮ／ｍ、少なくとも８ｍＮ／ｍ、少なくとも１０ｍＮ／ｍ、少なくと
も１２ｍＮ／ｍ、少なくとも１４ｍＮ／ｍ、または少なくとも１６ｍＮ／ｍ高いことと、
（３）該インク受容表面上の蒸留水液滴の後退接触角が、該硬化されたシリコーン物質の
シリコーン前駆体の標準的空気硬化により準備された対応剥離層のインク受容表面上の蒸
留水液滴の後退接触角よりも、少なくとも７度、少なくとも８度、少なくとも１０度、少
なくとも１２度、少なくとも１４度、少なくとも１６度、少なくとも１８度、または、少
なくとも２０度低いことと、（４）該インク受容表面上の蒸留水液滴の後退接触角が、該
インク受容表面に標準的なエージング手順を施すことにより生産されたエージングされた
表面上の蒸留水液滴の後退接触角よりも少なくとも５度、少なくとも６度、少なくとも７
度、または、少なくとも８度小さいことと、（５）該インク受容表面の表面疎水性が該剥
離層内の該硬化されたシリコーン物質のバルク疎水性よりも小さく、該表面疎水性は該イ
ンク受容表面上の蒸留水液滴の後退接触角により特徴付けられ、該バルク疎水性は、露出
エリアを形成するために該剥離層内の該硬化されたシリコーン物質のエリアを露出させる
ことにより形成された内側表面上に配置された蒸留水液滴の後退接触角により特徴付けら
れ、該インク受容表面上で測定された該後退接触角は、該露出エリアで測定された該後退
接触角よりも、少なくとも７度、少なくとも８度、少なくとも１０度、少なくとも１２度
、少なくとも１４度、少なくとも１６度、少なくとも１８度であるか、または、少なくと
も２０度低いことと、（６）該インク受容表面上の蒸留水液滴の後退接触角は最大６０度
、最大５８度、最大５６度、最大５４度、最大５２度、最大５０度、最大４８度、最大４
６度、最大４４度、最大４２度、最大４０度、最大３８度、または最大３６度であること
と、のうちの少なくとも１つを含む。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、該付加硬化型シリコーン物質は、実質的に付加硬化型シリコ
ーンからなるか、または、少なくとも９５重量％の該付加硬化型シリコーンを含む。
【００８５】
　いくつかの実施形態では、官能基は該付加硬化型シリコーン物質の最大５重量％、最大
３重量％、最大２重量％、または最大１重量％を占めるか、または該付加硬化型シリコー
ン物質は実質的に該官能基を含まない。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、ポリエーテルグリコール官能化ポリジメチルシロキサンが、
該付加硬化型シリコーン物質に充填される。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、ポリエーテルグリコール官能化シロキサンが該付加硬化型シ
リコーン物質に充填されるが、該付加硬化型シリコーン物質の共有構造の一部を形成しな
い。
【００８８】
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　印刷システムとともに使用するための中間転写部材（ＩＴＭ）（例えば、これは「提供
されるＩＴＭ」であるＩＴＭであり得る）であって、（ａ）支持層と、（ｂ）インク画像
を受容するためのインク受容表面、および、該インク受容表面に対向する第２表面を有す
る、剥離層であって、該第２表面は該支持層に付着されている、剥離層と、を含み、該剥
離層は付加硬化型シリコーン物質から形成され、該剥離層は最大５００マイクロメートル
（μｍ）の厚さを有し、該インク受容表面は、以下の構造特性、すなわち、（ｉ）該イン
ク受容表面上の蒸留水液滴の後退接触角が最大６０度であることと、（ｉｉ）該インク受
容表面上に堆積された蒸留水液滴について、１０秒動的接触角（ＤＣＡ）が最大１０８度
であること、のうちの少なくとも一方を含み、該剥離層は以下の構造特性、すなわち、（
１）該付加硬化型シリコーン物質は、実質的に付加硬化型シリコーンからなるか、または
、少なくとも９５重量％の該付加硬化型シリコーンを含むことと、（２）官能基は、該付
加硬化型シリコーン物質の最大３重量％を占めることと、のうちの少なくとも一方を有す
るＩＴＭ。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、該後退接触角は最大５８度、最大５６度、最大５４度、最大
５２度、最大５０度、最大４８度、最大４６度、最大４４度、最大４２度、最大４０度、
最大３８度、または最大３７度である。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は、次の
特徴を有する。すなわち、該官能基は、該付加硬化型シリコーン物質の最大２重量％、最
大１重量％、最大０．５重量％、最大０．２重量％、または最大０．１重量％を占めるか
、または、該付加硬化型シリコーン物質は実質的に該官能基を含まない。いくつかの実施
形態では、ポリエーテルグリコール官能化ポリジメチルシロキサンが、該付加硬化型シリ
コーン物質に充填される。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわち、この印刷方法のＩＴＭ）は次
の特徴を有する。すなわち、ポリエーテルグリコール官能化シロキサンが該付加硬化型シ
リコーン物質に充填されるが、該付加硬化型シリコーン物質の共有構造の一部を形成しな
い。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は、次の
特徴を有する。すなわち、該剥離層の厚さは、最大５００μｍ、最大１００μｍ、最大５
０μｍ、最大２５μｍ、または最大１５μｍである。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は、次の
特徴を有する。すなわち、該剥離層の厚さは、１～１００μｍ、５～１００μｍ、８～１
００μｍ、１０～１００μｍ、または１０～８０μｍの範囲内である。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は、次の
特徴を有する。すなわち、該支持層の厚さは、約５０～１０００マイクロメートル（μ）
、１００～１０００μ、１００～８００μ、または１００～５００μの範囲内である。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわちこの方法のＩＴＭ）は次の特徴
を有する。すなわち、インク受容表面の全表面エネルギーは、対応剥離層のインク受容表
面に標準的なエージング手順を施すことにより生産された変更されたインク受容表面の全
表面エネルギーよりも、少なくとも２Ｊ／ｍ２、少なくとも３Ｊ／ｍ２、少なくとも４Ｊ
／ｍ２、少なくとも５Ｊ／ｍ２、少なくとも６Ｊ／ｍ２、少なくとも８Ｊ／ｍ２、または
、少なくとも１０Ｊ／ｍ２高い。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわちこの方法のＩＴＭ）は次の特徴
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を有する。すなわち、インク受容表面の全表面エネルギーは、硬化されたシリコーン物質
のシリコーン前駆体の標準的空気硬化により準備された対応剥離層の疎水性インク受容表
面の全表面エネルギーよりも、少なくとも４Ｊ／ｍ２、少なくとも６Ｊ／ｍ２、少なくと
も８Ｊ／ｍ２、少なくとも１０Ｊ／ｍ２、少なくとも１２Ｊ／ｍ２、少なくとも１４Ｊ／
ｍ２、または、少なくとも１６Ｊ／ｍ２大きい。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわち、この印刷方法のＩＴＭ）は次
の特徴を有する。すなわち、インク受容表面上の蒸留水液滴の後退接触角が、硬化された
シリコーン物質のシリコーン前駆体の標準的空気硬化により準備された対応剥離層のイン
ク受容表面上の蒸留水液滴の後退接触角よりも、少なくとも７度、少なくとも８度、少な
くとも１０度、少なくとも１２度、少なくとも１５度、少なくとも１８度、または、少な
くとも２０度低い。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、インク受容表面上の蒸留水液滴の後退接触角は、インク受容
表面に標準的エージング手順を施すことにより生産されたエージングされた表面上の蒸留
水液滴の後退接触角よりも、少なくとも５度、少なくとも６度、少なくとも７度、または
、少なくとも８度低い。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、インク受容表面の表面疎水性は剥離層内の硬化されたシリコ
ーン物質のバルク疎水性よりも小さい。なお、表面疎水性はインク受容表面上における蒸
留水液滴の後退接触角により特徴付けられ、バルク疎水性は、露出エリアを形成するため
に剥離層内の硬化シリコーン物質のエリアを露出させることにより形成された内側表面上
に堆積された蒸留水液滴の後退接触角により特徴付けられる。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわち、この印刷方法のＩＴＭ）は次
の特徴を有する。すなわち、インク受容表面上で測定された後退接触角は、露出エリアで
測定された後退接触角よりも、少なくとも７度、少なくとも８度、少なくとも１０度、少
なくとも１２度、少なくとも１４度、少なくとも１６度、少なくとも１８度、または、少
なくとも２０度低い。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、インク受容表面上の該蒸留水液滴の該後退接触角は、少なく
とも２５度、少なくとも２８度、少なくとも３０度、少なくとも３２度、少なくとも３４
度、または少なくとも３６度、および、さらに所望により、２５度～６０度、２８度～６
０度、３０度～６０度、３０度～６０度、３０度～５５度、３０度～５０度、３２度～６
０度、３２度～５５度、３２度～４４度、３５度～６０度、３５度～５５度、３６度～４
４度、または３８度～５０度の範囲内である。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、剥離層は、インク受容表面の極性基が離間する方向または第
２表面と逆の方向を有するよう、適応される。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、剥離層は、該インク受容表面が周囲環境に曝露される動作モ
ードにＩＴＭがあるとき、インク受容表面の該極性基が該周囲環境に向かう方向または対
向する方向を有するよう、適応される。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は、次の
特徴を有する。すなわち、ＩＴＭがデジタル印刷システムにおける構成要素を形成する。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわち、この印刷方法のＩＴＭ）は、
次の特徴を有する。すなわち、該支持層は該剥離層の該第２表面に付着された弾性コンプ
ライアンス層を含み、該弾性コンプライアンス層は、該インク画像が印圧される印刷基板
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の表面輪郭に近接して追随するよう適応される。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわち、この印刷方法のＩＴＭ）は次
の特徴を有する。すなわち、支持層は該コンプライアンス層に付着された補強層を含む。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は次の特
徴を有する。すなわち、該剥離層は、そのシリコーンポリマーマトリックス内に、最大３
重量％、最大２重量％、最大１重量％、最大０．５重量％、最大０．２重量％、または実
質的に０重量％の合計量の官能基を含む。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は次の特
徴を有する。すなわち、該剥離層は、そのシリコーンポリマーマトリックス内に、最大３
重量％、最大２重量％、最大１重量％、最大０．５重量％、最大０．２重量％、または実
質的に０重量％の合計量の、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、Ｏ－Ｈ、およびＣＯＯを含む部分の群から
選択される官能基を含む。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は次の特
徴を有する。すなわち、該剥離層は、そのシリコーンポリマーマトリックス内に、最大３
重量％、最大２重量％、最大１重量％、最大０．５重量％、最大０．２重量％、または実
質的に０重量％の合計量の、シラン部分、アルコキシ部分、アミド部分、およびアミド・
アルコキシ部分からなる群より選択される官能基を含む。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は次の特
徴を有する。すなわち、該剥離層は、そのシリコーンポリマーマトリックス内に、最大３
重量％、最大２重量％、最大１重量％、最大０．５重量％、最大０．２重量％、または実
質的に０重量％の合計量の、アミン、アンモニウム、アルデヒド、ＳＯ２、ＳＯ３、ＳＯ

４、ＰＯ３、ＰＯ４、およびＣ－Ｏ－Ｃからなる群より選択される官能基を含む。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわち、この印刷方法のＩＴＭ）は次
の特徴を有する。すなわち、該付加硬化型シリコーン物質はビニル官能シリコーンから構
築された構造を有する。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわち、この印刷方法のＩＴＭ）は次
の特徴を有する。すなわち、該付加硬化型シリコーン物質は「ＭＱ」型の極性基を含む。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（例えばこの印刷方法のＩＴＭ）は、次の
特徴を有する。すなわち、該インク受容表面の全表面エネルギーは、Ｏｗｅｎｓ－Ｗｅｎ
ｄｔ表面エネルギーモデルを使用して評価される。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわち、この印刷方法のＩＴＭ）は次
の特徴を有する。すなわち、該１０秒ＤＣＡは、最大１０８度、最大１０６度、最大１０
３度、最大１００度、最大９６度、最大９２度、または最大８８度、所望により、少なく
とも６０度、少なくとも６５度、少なくとも７０度、少なくとも７５度、少なくとも７８
度、少なくとも８０度、少なくとも８２度、少なくとも８４度、または少なくとも８６度
、およびさらに所望により、６０～１０８度、６５～１０５度、７０～１０５度、７０～
１００度、７０～９６度、７０～９２度、７５～１０５度、７５～１００度、８０～１０
５度、８０～１００度、８５～１０５度、または８５～１００度の範囲内である。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、提供されるＩＴＭ（すなわち、この印刷方法のＩＴＭ）は次
の特徴を有する。すなわち、該インク受容表面は、該インク受容表面上に堆積された該蒸
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留水液滴に対して、該７０秒動的接触角（ＤＣＡ）と該１０秒ＤＣＡとの間の差異が、少
なくとも７度、少なくとも８度、少なくとも１０度，または少なくとも１２度、所望によ
り、最大２５度、最大２２度、最大２０度、最大１８度，または最大１７度、および、さ
らに所望により、６～２５度、６～２２度、６～２０度、６～１８度、６～１７度、７～
２５度、７～２０度、７～１７度、８～２５度、８～２２度、１８～２０度、８～１８度
、８～１７度、１０～２５度、１０～２２度、１０～２０度、１０～１８度、または１０
～１７度の範囲内となるよう、適応されている。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、該インク受容表面は、該インク受容表面上に堆積された該蒸
留水液滴に対して、該７０秒ＤＣＡが、最大９２度、最大９０度、最大８８度、最大８５
度、最大８２度、最大８０度、最大７８度、最大７６度、最大７４度、または最大７２度
、所望により、少なくとも５５度、少なくとも６０度、少なくとも６５度、または、少な
くとも６８度、およびさらに所望により、５５～９２度、５５～９０度、５５～８５度、
５５～８０度、６５～９２度、６５～９０度、６５～８５度、６５～８０度、６８～８５
度、６８～８０度、７０～９２度、７０～９０度、７０～８５度、または７０～８０度の
範囲内となるよう適応されている。
【０１１７】
　ａ．複数のガイドローラ上に搭載された可撓性エンドレスベルトを含む中間転写部材（
ＩＴＭ）と、ｂ．ＩＴＭの表面上にインク画像を形成するよう構成された画像形成ステー
ションであって、ガイドローラの第１および第２が、画像形成ステーションを通過する上
方行程と、下方行程と、を画成するために、画像形成ステーションの上流および下流に配
置されている、画像形成ステーションと、ｂ．ＩＴＭの下方行程が通過する印圧ステーシ
ョンであって、画像形成ステーションの下流に配置され、かつ、インク画像をＩＴＭ表面
から基板に転送するよう構成された、印圧ステーションと、ｄ．印圧ステーションの下流
に配置され、かつ、画像形成ステーションの上流に配置された、液体処理調合物の均一な
薄層をＩＴＭの下方行程においてＩＴＭ表面上に形成するための処理ステーションであっ
て、ｉ．液体処理調合物を用いてＩＴＭを被覆するための被覆器を、および、ｉｉ．処理
調合物の所望の均一な薄層のみが残されるよう過剰液体を除去するための被覆厚さ調節組
立体であって、下方行程においてＩＴＭ表面に対向する丸みを帯びた先端部を含む、被覆
厚さ調節組立体を、含む、処理ステーションと、を含む印刷システム。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、丸みを帯びた先端部はドクターブレードの先端部である。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、ドクターブレードはＩＴＭ表面に対して垂直方向に向けられ
ている。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、丸みを帯びた先端部はＩＴＭ表面に向かって付勢され、およ
び／または、ＩＴＭ表面は丸みを帯びた先端部に向かって付勢される。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、柔らかい外側表面を有するバッキングローラにより、丸みを
帯びた先端部はＩＴＭ表面に向かって付勢され、および／またはＩＴＭ表面は丸みを帯び
た先端部に向かって付勢される。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、（ｉ）バッキングローラはエンドレスベルトの閉じたループ
の内側に配置され、かつ、ブレードの反対側に配置され、および／または、（ｉｉ）バッ
キングローラおよび丸みを帯びた先端部はＩＴＭの下方行程の対向側面上に配置される。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、バッキングローラの外側表面は、以下の特性、すなわち、（
ｉ）弾性、（ｉｉ）ゼロメモリ、（ｉｉｉ）一定範囲の温度全域においてその柔らかい外
側表面を保持する、（ｉｖ）ポリウレタンから構築される、のうちの１つまたは複数を有
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する。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、温度範囲の最大と最小との間の差異は、少なくとも摂氏１０
度、または少なくとも摂氏２０度、または少なくとも摂氏５０度であり、および／または
温度範囲の平均値は摂氏５０度～摂氏１２０度の範囲内である。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、バッキングローラは、丸みを帯びた先端部がＩＴＭ表面に向
かって、および／または、ＩＴＭ表面が丸みを帯びた先端部に向かって、付勢されたとき
に、丸みを帯びた先端部が貫入深さにおいてＩＴＭに貫入するよう圧縮される圧縮性表面
を有する。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、貫入深さの大きさは、少なくとも１ｍｍまたは少なくとも２
ｍｍ、および／または最大５ｍｍまたは最大４ｍｍまたは最大３ｍｍである。
【０１２７】
　いくつかの実施形態では、ドクターブレードは、ＩＴＭの幅全体にわたって実質的に延
びている。
【０１２８】
　いくつかの実施形態では、ドクターブレードは、長さ（交差印刷方向で測定）が少なく
とも１０ｃｍまたは少なくとも３０ｃｍ、より典型的には少なくとも５０ｃｍ、少なくと
も７０ｃｍ、または少なくとも１００ｃｍであり、場合により最大２５０ｃｍ、最大２０
０ｃｍ、または最大１５０ｃｍである。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、ドクターブレードは、長さ（交差印刷方向で測定）が５０～
２５０ｃｍ、７０～２５０ｃｍ、１００～２５０ｃｍ、７０～２００ｃｍ、７０～１５０
ｃｍ、または１００～２００ｃｍである。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、丸みを帯びた先端部がＩＴＭ表面に向かって、および／また
はＩＴＭ表面が丸みを帯びた先端部に向かって、付勢されたとき、丸みを帯びた先端部は
貫入深さにおいてＩＴＭに貫入する。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、丸みを帯びた先端部は、ＩＴＭに向かって、および／または
、ＩＴＭが丸みを帯びた先端部に向かって、丸みを帯びた先端部と、丸みを帯びた先端部
に対向するＩＭＴ表面の部分との間の間隙に配置された液体溶液に抗して、釣り合った力
で付勢され、それにより間隙は一定に維持される。
【０１３２】
　いくつかの実施形態では、間隙の大きさは、処理調合物の所望の均一薄層の厚さを調整
する。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、間隙と、所望の均一薄層の厚さと、の間の比は少なくとも０
．１、または少なくとも０．２５、または少なくとも０．５、および／または、最大１０
、または最大４、または最大２である。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、（ｉ）間隙の大きさは、最大２ミクロン、または最大１ミク
ロン、または最大０．８ミクロン、または最大０．６ミクロンであり、および／または、
（ｉｉ）間隙の大きさと、丸みを帯びた先端部がＩＴＭ表面に貫入する貫入深さと、の間
の比は、最大０．０１、または最大０．００５、または最大０．００１、または最大０．
０００５である。
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、貫入深さは設定値に設定され、付勢の力の大きさは、貫入深
さが設定値に維持されるよう、調節される。
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【０１３６】
　いくつかの実施形態では、丸みを帯びたドクターブレードの曲率半径は最大２ｍｍ、ま
たは最大１．５ｍｍ、または最大１．２５ｍｍ、または最大１ｍｍである。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、ＩＴＭを被覆するための被覆器は、（ｉ）スプレー装置と、
（ｉｉ）ＩＴＭ下方行程の下方に配置された、その内部に液体処理調合物が配置される湿
潤トレイと、からなる群より選択される。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、このシステムは、印圧ステーションの下流、かつコンディシ
ョニング・ステーションの上流に配置された、洗浄ステーションを含む。この洗浄ステー
ションは、インク画像が基板に転送された後にＩＴＭ表面上に残る残留物質を除去するた
めのものである。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、このドクターブレードは、表面に向かって付勢されるドクタ
ーブレードの交換を支援するために、回転可能なタレットの周縁部上に搭載された複数の
ドクターブレードのうちの１つである。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、タレット周縁部上のブレードの間隔は、ドクターブレードを
交換するためにタレットを回転させる間、交換ブレードが機能を開始するまで、交換され
るブレードが機能を停止しないよう、設定される。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、現在機能しないドクターブレードに付着するあらゆる付着物
を除去するために、ブレード洗浄装置がタレットの近傍に提供される。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、現在機能しないドクターブレードに付着するあらゆる付着物
を除去するために、ブレード洗浄装置がタレットの近傍に提供される。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、洗浄装置は回転ブラシである。
【０１４４】
　印刷方法は、ａ．水性インク、水性処理調合物、および、剥離表面を有する中間転写部
材（ＩＴＭ）を提供することと、ｂ．水性処理調合物をＩＴＭの剥離表面に塗布して、剥
離表面上に湿潤処理層を形成することと、ｃ．湿潤処理層に乾燥処理を施して、湿潤処理
層からＩＴＭ上に乾燥処理薄膜を形成することと、ｄ．水性インクの液滴を乾燥処理薄膜
上に堆積して、乾燥処理薄膜上にインク画像を形成することと、ｅ．インク画像を乾燥さ
せてＩＴＭの剥離表面上に残留インク画像を残すことと、ｆ．ＩＴＭと印刷基板との間の
加圧接触により、残留インク画像を印刷基板上に転送することと、を含む。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、残留インク画像は、乾燥処理薄膜の非印刷エリアとともに、
印刷基板上に転送される。
【０１４６】
　いくつかの実施形態では、転送の間、および／または転送の直後、乾燥処理薄膜は非印
刷エリアを残留インク画像に機械的に接触および／または結合させる。
【０１４７】
　いくつかの実施形態では、残留インク画像の直後、乾燥処理薄膜は、複数の別個の基板
上に存在するインクドットにわたり連続的である。
【０１４８】
　いくつかの実施形態では、ＩＴＭの少なくとも剥離表面は、最大５０、または最大４５
、または最大４０、または最大３５、または最大３０、または最大２５、または最大２０
、または最大１５のショアＡ硬度を有する。
【０１４９】
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　いくつかの実施形態では、ＩＴＭは、複数のローラ上に搭載されたエンドレスベルトの
形状を有する。湿潤処理層は、上流ローラと下流ローラとの間のローラ間位置においてＩ
ＴＭの表面に圧力を（法線方向に）印加することにより形成される。
【０１５０】
　いくつかの実施形態では、ＩＴＭ上に湿潤処理層を形成するために、（ｉ）少なくとも
部分（１つまたは複数）が少なくとも０．５メートル／秒、または少なくとも１メートル
／秒、または少なくとも１．５メートル／秒、または少なくとも２メートル／秒、または
少なくとも２．５メートル／秒、または少なくとも３メートル／秒（場合により最大５．
５メートル／秒、最大５．０メートル／秒、最大４．５メートル／秒、最大４．０メート
ル／秒、または最大３．８メートル／秒、典型的には０．５～５メートル／秒、１～５メ
ートル／秒、１～４．５メートル／秒、１～４メートル／秒、１．５～５メートル／秒、
１．５～４．５メートル／秒、１．５～４メートル／秒、２～５メートル／秒、２～４．
５メートル／秒、２．５～４．５メートル／秒、または３～４．５メートル／秒の範囲）
の速度で移動するよう、水性処理調合物はＩＴＭが移動する間にＩＴＭに塗布され、（ｉ
ｉ）水性処理調合物はＩＴＭの移動部分（複数可）に塗布される。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層は、最大５ｍｍ、または最大３ｍｍ、または最大
２．５ｍｍ、または最大２ｍｍ、または最大１．７５ｍｍ、または最大１．５ｍｍ、また
は最大１．２５ｍｍ、または最大１ｍｍの曲率半径を有する非常に丸みを帯びた表面から
ＩＴＭに力を印加することにより形成される。
【０１５２】
　いくつかの実施形態では、非常に丸みを帯びた表面はドクターブレードの表面である。
【０１５３】
　いくつかの実施形態では、ドクターブレードは交差印刷方向に向けられ、交差印刷方向
において、少なくとも２５０ｇ／ｃｍ、または少なくとも３５０ｇ／ｃｍ、または少なく
とも４００ｇｍ／ｃｍ、および／または最大１ｋｇ／ｃｍ、または最大７５０ｇ／ｃｍ、
または最大６００ｇ／ｃｍの力密度でＩＴＭに抗して付勢される。
【０１５４】
　いくつかの実施形態では、ドクターブレードは１００を越えるブリネル硬度を有する耐
摩耗性物質で形成される。
【０１５５】
　いくつかの実施形態では、ドクターブレードは滑らかで、および／または規則的な円筒
形表面を有する。
【０１５６】
　いくつかの実施形態では、ドクターブレードの表面粗さＲＡは、最大で数ミクロン、ま
たは最大１ミクロン、または最大０．５ミクロンである。
【０１５７】
　いくつかの実施形態では、このドクターブレードは、ＩＴＭの表面と相互作用している
ドクターブレードの素早い交換が可能となるよう回転可能なタレット上に搭載された複数
のドクターブレードのうちの１つである。
【０１５８】
　いくつかの実施形態では、タレット周縁部上のブレードの間隔は、ドクターブレードを
交換するためにタレットを回転させる間、交換ブレードがＩＴＭとの相互作用を停止する
まで、交換されるブレードがＩＴＭとの相互作用を停止させないよう、設定される。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、回転ブラシなどの洗浄装置が、現在ＩＴＭと相互作用しない
ドクターブレードのうちの少なくとも１つのドクターブレードの丸みを帯びた縁部に対し
てタレットの近傍に提供される。
【０１６０】
　いくつかの実施形態では、ＩＴＭの剥離表面に水性処理溶液を塗布する前に、先行する
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印刷サイクルの完了後に剥離表面上に残るあらゆる処理薄膜を除去するために、ＩＴＭの
剥離表面は洗浄される。
【０１６１】
　いくつかの実施形態では、ＩＴＭの剥離表面の洗浄は、剥離表面上のあらゆる乾燥処理
薄膜を溶解するための水性処理溶液を使用して実施される。
【０１６２】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層の厚さは、最大２μ、または最大１．５μ、また
は最大１μ、または最大０．９μ、または最大０．８μ、または最大０．７μ、または最
大０．６μ、または最大０．５μ、または最大０．５μ、または最大０．４μ、または最
大０．３μ、または最大０．２μ、または最大０．１５μである。
【０１６３】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層は均一な厚さを有する。
【０１６４】
　いくつかの実施形態では、少なくともｗｃｍの幅および少なくともｌｃｍの長さを有す
る長方形上で、長方形の全体は、湿潤処理薄膜の厚さが、長方形内の平均厚さ値から、５
０％を越えて、または４０％を越えて、または３０％を越えて、または２０％を越えて、
または１０％を越えて、または５％を越えて、または２．５％を越えて、または１％を越
えて逸脱しないよう、湿潤処理薄膜により覆われる。なお（ｉ）ｗの値は、少なくとも１
０、または少なくとも２０、または少なくとも３０、および／または最大１００、または
最大８０、または最大６０であり、（ｉｉ）ｌの値は、少なくとも５０、または少なくと
も１００、または少なくとも２５０、または少なくとも５００、または少なくとも１００
０である。
【０１６５】
　いくつかの実施形態では、ｉ．薄い湿潤処理層の形成は、（Ａ）ＩＴＭの剥離表面から
垂直方向に（例えば、最大３ミクロン、または最大２ミクロン、または最大１ミクロンだ
け）離間し、および／または、（Ｂ）アプリケータと、アプリケータの剥離表面と、の間
に位置する、強力速度勾配（ＩＶＧ）位置において、水性処理溶液の速度勾配を作ること
を含み、ｉｉ．ＩＶＧ位置において、速度勾配の大きさは、ＶＧ値に等しいかまたはＶＧ
値を越え、ＶＧ値は少なくとも１０６／秒、または少なくとも２×１０６／秒、または少
なくとも４×１０６／秒、または少なくとも５×１０６／秒、または少なくとも７．５×
１０６／秒、または少なくとも１０７／秒、または少なくとも２×１０７／秒、または少
なくとも４×１０７／秒、または少なくとも５×１０７／秒、または少なくとも７．５×
１０７／秒である。
【０１６６】
　いくつかの実施形態では、速度勾配は、ｉ．ＩＶＧ位置の上流である上流位置において
、最大速度勾配はＩＶＧ位置における速度勾配の値の最大ｘ％となり、ｉｉ．ＩＶＧ位置
の下流である下流位置において、最大速度勾配はＩＶＧ位置における速度勾配の値の最大
ｘ％となり、ｉｉｉ．ｘの値は、最大５０、または最大３０、または最大２０、または最
大１０となり、および／または、ｉｖ．上流位置および下流位置はそれぞれ、最大２ｃｍ
、または最大１．５ｃｍ、または最大１．２５ｃｍ、または最大１ｃｍ、または最大９ｍ
ｍ、または最大８ｍｍ、または最大７．５ｍｍ、または最大７ｍｍ、または最大６ｍｍ、
または最大５ｍｍだけ、印刷方向に沿ってＩＶＧ位置から離間されるよう、印刷方向に沿
って局在化される。
【０１６７】
　いくつかの実施形態では、処理溶液の乾燥は、ビーディングが防止され、かつ、最大２
００ｎｍ、または最大１５０ｎｍ、または最大１２０ｎｍ、または最大１００ｎｍ、また
は最大８０ｎｍ、または最大７０ｎｍ、または最大６０ｎｍ、または最大５０ｎｍ、また
は最大４０ｎｍ、または最大３０ｎｍの厚さ（例えば、実質的に均一な厚さ）を有する親
水性および凝集性を有する連続的なポリマー処理薄膜が残されるよう、十分迅速に行われ
る。
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【０１６８】
　それにも関わらず、異なる実施形態では、たとえ乾燥処理薄膜が極度に薄い場合でさえ
も、単層または単層型の構成体よりも厚い。したがって、異なる実施形態では、乾燥処理
層の厚さは、少なくとも２０ナノメートル、または少なくとも３０ナノメートル、または
少なくとも４０ナノメートル、または少なくとも５０ナノメートルであり得る。いくつか
の実施形態では、この多くの「バルク」（すなわち、最小厚さ特徴－例えば、以下で説明
する他の特徴（複数可）とともに）を提供することは凝集性および／または弾性を示す乾
燥処理薄膜の形成を支援する。このことは、乾燥処理薄膜がＩＴＭから基板に転送される
際に（すなわち、乾燥処理薄膜上に乾燥インク画像を保持する段階において）その構造的
完全性を維持することが望ましいステップＳ１１７において、有用であり得る。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、水性インク液滴が堆積される乾燥処理薄膜の厚さは最大２０
０ｎｍ、または最大１００ｎｍ、または最大５０ｎｍ、または最大３０ｎｍである。
【０１７０】
　いくつかの実施形態では、水性インク液滴が堆積される乾燥処理薄膜の厚さは少なくと
も１５ｎｍ、または少なくとも２０ｎｍ、または少なくとも３０ｎｍ、または少なくとも
５０ｎｍ、または少なくとも７５ｎｍである。
【０１７１】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜は、ＩＴＭの剥離表面の長方形全体にわたり連
続的である。なお該長方形は少なくともｗｃｍの幅および少なくともｌメートルの長さを
有する。なお（ｉ）ｗの値は、少なくとも１０、または少なくとも２０、または少なくと
も３０、および／または最大１００、または最大８０、または最大６０であり、（ｉｉ）
ｌの値は、少なくとも５０、または少なくとも１００、または少なくとも２５０、または
少なくとも５００、または少なくとも１０００である。
【０１７２】
　いくつかの実施形態では、長方形の面積の少なくとも５０％、または少なくとも７５％
、または少なくとも９０％、または少なくとも９５％、または少なくとも９９％、または
１００％に対して、乾燥処理薄膜の厚さが長方形内において平均厚さ値から、５０％を越
えて、または４０％を越えて、または３０％を越えて、または２０％を越えて、または１
０％を越えて、または５％を越えて、または２．５％を越えて、または１％を越えて逸脱
しないよう、乾燥処理薄膜は連続的である。
【０１７３】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層の乾燥処理の間、湿潤処理層の動粘性係数は、最
大１秒、または最大５００ミリ秒、または最大２５０ミリ秒、または最大１５０ミリ秒、
または最大１００ミリ秒、または最大７５ミリ秒、または最大５０ミリ秒、または最大２
５ミリ秒、または最大１５ミリ秒、または最大１０ミリ秒の時間的期間内に、少なくとも
１００倍、または少なくとも５００倍、または少なくとも１０００倍、または少なくとも
２５００倍、または少なくとも５０００倍、または少なくとも１０，０００倍、または少
なくとも２５，０００倍増加する。
【０１７４】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜の液体含有量は、最大１０重量／重量％、また
は最大７．５重量／重量％、または最大５重量／重量％、または最大２．５重量／重量％
、または最大１．５重量／重量％、または最大１重量／重量％である。
【０１７５】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理は、乾燥処理薄膜を形成するために、（例えば、少
なくとも１秒、または少なくとも０．５秒、または少なくとも１００ミリ秒、または少な
くとも５０ミリ秒、または少なくとも２５ミリ秒、または少なくとも１０ミリ秒の時間的
期間内に）湿潤処理層中の水の少なくとも８０重量％、または少なくとも９０重量％、ま
たは少なくとも９５重量％を除去する。
【０１７６】
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　いくつかの実施形態では、乾燥処理は、乾燥処理薄膜を形成するために、摂氏６０度／
１ａｔｍの液体の少なくとも８０重量／重量％、少なくとも少なくとも９０重量／重量％
、少なくとも少なくとも９５重量／重量％を湿潤処理層から除去する。
【０１７７】
　いくつかの実施形態では、水性インク液滴が堆積される乾燥処理薄膜の表面（例えば乾
燥処理薄膜の上方表面）は、最大３０ナノメートル、または最大２５ナノメートル、また
は最大２０ナノメートル、または最大１８ナノメートル、または最大１６ナノメートル、
または最大１５ナノメートル、または最大１４ナノメートル、または最大１２ナノメート
ル、または最大１０ナノメートル、または最大９ナノメートル、または最大８ナノメート
ル、または最大７ナノメートル、または最大５ナノメートル、および／または少なくとも
３ナノメートル、または少なくとも５ナノメートルの平均粗度Ｒａ（一般に使用される１
次元平均粗度パラメータ）により特徴付けられる。
【０１７８】
　いくつかの実施形態では、水性インク液滴が堆積される乾燥処理薄膜、および乾燥処理
薄膜の表面（例えば乾燥処理薄膜の上方表面）は、（ｉ）平均粗度Ｒａと、（ｉｉ）乾燥
処理層の厚さと、の間の寸法比により特徴付けられる。なお、該寸法比は、少なくとも０
．０２、または少なくとも０．０３、または少なくとも０．０４、または少なくとも０．
０５、または少なくとも０．０６、または少なくとも０．０７、または少なくとも０．０
８、または少なくとも０．０９、または少なくとも０．１０、または少なくとも０．１１
、または少なくとも０．１２、または少なくとも０．１３、または少なくとも０．１４、
または少なくとも０．１５、または少なくとも０．１６、または少なくとも０．１７、ま
たは少なくとも０．１８、または少なくとも０．１９、または少なくとも０．２である。
【０１７９】
　いくつかの実施形態では、水性インク液滴が堆積される乾燥処理薄膜、および乾燥処理
薄膜の表面（例えば乾燥処理薄膜の上方表面）は、（ｉ）平均粗度Ｒａと、（ｉｉ）乾燥
処理層の厚さと、の間の寸法比により特徴付けられる。なお該無次元比は、少なくとも０
．５、少なくとも０．４、少なくとも０．３、少なくとも０．２５、少なくとも０．２、
少なくとも０．１５、または少なくとも０．１、および所望により、少なくとも０．０２
、または少なくとも０．０３、または少なくとも０．０４、または少なくとも０．０５、
または少なくとも０．０６、または少なくとも０．０７、または少なくとも０．０８であ
る。
【０１８０】
　いくつかの実施形態では、乾燥時、乾燥処理薄膜は連続的である。
【０１８１】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物は溶液の形態で提供される。
【０１８２】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物は分散の形態で提供される。
【０１８３】
　いくつかの実施形態では、水性インクの固形物（例えばナノ色素および／または樹脂）
は乾燥処理薄膜のバルク中へと流動し、乾燥処理薄膜内に存在する第四級アンモニウム塩
と反応（例えば結合）する（それにより、例えば液滴の展開が助長される）。
【０１８４】
　いくつかの実施形態では、基板は、未被覆繊維性印刷基板、市販の被覆済み繊維性印刷
基板、および、プラスチック印刷基板からなる群より選択される。
【０１８５】
　いくつかの実施形態では、印刷基板は、所望により、ボンド紙、未被覆オフセット印刷
用紙、被覆済みオフセット印刷用紙、複写用紙、更紙、被覆済み更紙、上級紙、被覆済み
上級紙、およびレーザー用紙からなる紙の群より選択される紙である。
【０１８６】
　いくつかの実施形態では、転送は、最大摂氏１２０度、または最大摂氏１２０度、また
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は最大摂氏１００度、または最大摂氏９０度、または最大摂氏８０度の転送温度で実行さ
れる。
【０１８７】
　いくつかの実施形態では、水性インクの固形物（例えばナノ色素および／または樹脂）
は乾燥処理薄膜のバルク中へと流動し、乾燥処理薄膜内に存在する第四級アンモニウム塩
と反応（例えば結合）する。
【０１８８】
　いくつかの実施形態では、この方法は、インク基板上に存在するインクドットのインク
ドットセットＩＤＳが形成されるよう実行される。
【０１８９】
　いくつかの実施形態では、この方法は、所与の液滴が所与の基板上に存在するインクド
ットを生じさせ、および／または基板上に存在するインクドットに進化するように、（ｉ
）液滴複数性ＤＰの各所与の液滴と、（ｉｉ）インクドットセットのそれぞれの所与の基
板上に存在するインクドットと、の間に対応関係が存在するように、ＩＴＭ上に存在する
乾燥処理薄膜上に堆積された水性インク液滴の液滴複数性ＤＰが、インク基板上に存在す
るインクドットのインクドットセットＩＤＳを形成するよう、実行される。
【０１９０】
　いくつかの実施形態では、この方法は、堆積の間、液滴複数性の液滴がＩＴＭ上の乾燥
処理薄膜と衝突するときはつねに、衝突する液滴の運動エネルギーが液滴を変化させるよ
う、実行される。
【０１９１】
　いくつかの実施形態では、この方法は、（ｉ）ＩＴＭの表面の上方で変形した液滴のう
ちの各液滴の最大衝突半径が最大衝突半径値ＲＭＡＸ＿ＩＭＰＡＣＴを有し、（ｉｉ）衝
突の後、および／または、転送の間、および／または転送後、基板上に存在するインクド
ットセットＩＤＳの各インクドットが乾燥ドット半径ＲＤＲＩＥＤ＿ＤＯＴ＿ＯＮ＿ＳＵ

ＢＳＴＲＡＴＥを有するよう、物理化学的な力が、変形された液滴を、または係る液滴か
ら誘導されるドットを、展開させ、（ｉｉｉ）液滴複数性の各液滴およびインクドットセ
ットＩＤＳの対応するインクドットに対して、ｉ．基板上に存在する乾燥ドット半径ＲＤ

ＲＩＥＤ＿ＤＯＴ＿ＯＮ＿ＳＵＢＳＴＲＡＴＥと、ｉｉ．変形された液滴最大衝突半径値
ＲＭＡＸ＿ＩＭＰＡＣＴと、の比が、少なくとも１、または少なくとも１．０１、または
少なくとも１．０２、または少なくとも１．０３、または少なくとも１．０４、または少
なくとも１．０５、または少なくとも１．１、または少なくとも１．１５、または少なく
とも１．２、または少なくとも１．２５、または少なくとも１．３、または少なくとも１
．３５、または少なくとも１．４、または少なくとも１．４５、または少なくとも１．５
、および所望により、最大２、最大１．８、最大１．７、最大１．６、または最大１．５
５となるよう、実行される。
【０１９２】
　いくつかの実施形態では、この方法は、ｉ．ＩＴＭ上に存在する乾燥処理薄膜上に堆積
された液滴の液滴複数性ＤＰが基板上に存在するインクドット（すなわち、上部基板表面
に固定的に付着された）のインクドットセットＩＤＳを生成し、液滴複数性ＤＰの各液滴
はインクドットセットＩＤＳの異なるそれぞれの基板上に存在するインクドットに対応し
、ｉｉ．液滴複数性ＤＰの各インク液滴が、噴出パラメータにしたがって、基板上に堆積
され、ｉｉｉ．液滴複数性ＤＰのインク液滴の物理化学的特性とともに噴出パラメータが
共同的にインクジェット紙ドット半径ＲＤＩＲＥＣＴ－ＪＥＴＴＩＮＧ－ＯＮＴＯ－ＩＮ

Ｋ－ＪＥＴ－ＰＡＰＥＲ－ＴＨＥＯＲＥＴＩＣＡＬを定義し、なお、インクジェット紙ド
ット半径ＲＤＩＲＥＣＴ－ＪＥＴＴＩＮＧ－ＯＮＴＯ－ＩＮＫ－ＪＥＴ－ＰＡＰＥＲ－Ｔ

ＨＥＯＲＥＴＩＣＡＬは、インク液滴が乾燥処理薄膜上にではなく直接的にインクジェッ
ト紙にインクジェットされた場合に取得されるインクドットの半径であり、ｉｖ．（Ａ）
インクドットセットＩＤＳのドットの乾燥ドット半径ＲＤＲＩＥＤ＿ＤＯＴ＿ＯＮ＿ＳＵ

ＢＳＴＲＡＴＥと、（Ｂ）インクジェット紙ドット半径ＲＤＩＲＥＣＴ－ＪＥＴＴＩＮＧ
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－ＯＮＴＯ－ＩＮＫ－ＪＥＴ－ＰＡＰＥＲ－ＴＨＥＯＲＥＴＩＣＡＬと、との間の比が少
なくとも１、または少なくとも１．０１、または少なくとも１．０２、または少なくとも
１．０３、または少なくとも１．０４、または少なくとも１．０５、または少なくとも１
．１、または少なくとも１．１５、または少なくとも１．２、または少なくとも１．２５
、または少なくとも１．３、または少なくとも１．３５、または少なくとも１．４、また
は少なくとも１．４５、または少なくとも１．５、および所望により、最大２、最大１．
８、最大１．７、最大１．６、または最大１．５５となるよう、実行される。
【０１９３】
　いくつかの実施形態では、インクドットセットの濃度は、少なくとも５、または少なく
とも１０、または少なくとも２０、または少なくとも５０、または少なくとも１００であ
り、インクドットセットの各インクドットは基板上で明確に区別される。
【０１９４】
　いくつかの実施形態では、この方法は、インクドットセットのインクドットが印刷基板
上で突起する正方形幾何学的突起物内に含まれ、インクドットセットの各インクドットが
印刷基板の表面に固定的に付着され、該正方形幾何学的突起物内の全部の該インクドット
がインクドットセットＩＤＳの個々の部材としてみなされるよう、実行される。
【０１９５】
　いくつかの実施形態では、この方法は、該インクドットの各インクドットが、有機ポリ
マー樹脂中に分散された少なくとも１つの着色剤を含み、該ドットの各ドットが２，００
０ｎｍより小さい平均厚さ、および５～３００マイクロメートルの直径を有するよう、実
行される。
【０１９６】
　いくつかの実施形態では、この方法は、該インクドットの各インクドットが略凸形状を
有し、ここで凸形状からの偏差（ＤＣｄｏｔ）が、ＤＣｄｏｔ＝１－ＡＡ／ＣＳＡにより
定義され、式中、ＡＡは該ドットの計算された投影エリアであり、この投影エリアは該印
刷基板に対して略平行であり、ＣＳＡは該投影エリアの輪郭を最小に閉ざす凸形状の表面
積であり、該インクドットセットの凸性からの平均偏差（ＤＣｄｏｔ　ｍｅａｎ）が最大
０．０５、最大０．０４、最大０．０３、最大０．０２５、最大０．０２２、最大０．０
２、最大０．０１８、最大０．０１７、最大０．０１６、最大０．０１５、または最大０
．０１４となるよう、実行される。
【０１９７】
　いくつかの実施形態では、この方法は、各インクドットが、有機ポリマー樹脂中に分散
された少なくとも１つの着色剤を含み、各該インクドットが基板の上部表面の連続エリア
をカバーし、（ｉ）該上部基板表面に向かって下方に延長する投影垂直線が、該連続エリ
アにおける各点において、該上部基板表面に遭遇する前に最初に該インクドットに遭遇し
、および／または、（ｉｉ）各該インクドットが１５～３００マイクロメートルの直径を
有し、および／または、（ｉｉｉ）該インクドットの各インクドットが最大１，８００ｎ
ｍの平均厚さを有し、該インクドットの各インクドットがＲａｓｐｅｃｔ＝Ｄｄｏｔ／Ｈ

ｄｏｔにより定義される無次元アスペクト比（Ｒａｓｐｅｃｔ）により特徴付けられ、た
だし式中Ｄｄｏｔは該直径であり、Ｈｄｏｔは該平均厚さであり、および／または、（ｉ
ｖ）該アスペクト比が少なくとも５０、または少なくとも６０、または少なくとも７５、
または少なくとも９５、または少なくとも１１０、または少なくとも１２０、または少な
くとも１３５、または少なくとも１５０、または少なくとも１７０、または少なくとも１
８０、または少なくとも１９０、または少なくとも２００、または少なくとも２２０、ま
たは少なくとも２４０、または少なくとも２６０、または少なくとも２８０、または少な
くとも３００となるよう、各該インクドットが該連続エリア上の全体に配置されるよう、
実行される。
【０１９８】
　いくつかの実施形態では、この方法は、該アスペクト比が最大４００、最大３５０、ま
たは最大３２５となるよう、実行される。
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【０１９９】
　いくつかの実施形態では、この方法は、各インクドットが、有機ポリマー樹脂中に分散
された少なくとも１つの着色剤を含み、各該インクドットが基板の上部表面の連続エリア
をカバーし、（ｉ）該上部基板表面に向かって下方に延長する投影垂直線が、該連続エリ
アにおける各点において、該上部基板表面に遭遇する前に最初に該インクドットに遭遇し
、および／または、（ｉｉ）各該インクドットが１５～３００マイクロメートルの直径を
有し、および／または、（ｉｉｉ）該インクドットの各インクドットが最大１，８００ｎ
ｍの平均厚さを有し、該インクドットの各インクドットがＲａｓｐｅｃｔ＝Ｄｄｏｔ／Ｈ

ｄｏｔにより定義される無次元アスペクト比（Ｒａｓｐｅｃｔ）により特徴付けられ、た
だし式中、Ｄｄｏｔは該直径であり、Ｈｄｏｔは該平均厚さであり、および／または、（
ｉｖ）該アスペクト比が１４０～４００、１５０～３００、１６０～３００、１８０～３
００、２００～３００、２１０～３００、２２０～３００、２３０～３００、２４０～３
００の範囲内となるよう、各該インクドットが該連続エリア上の全体に配置されるよう、
実行される。
【０２００】
　いくつかの実施形態では、この方法は、インクドットセットＩＤＳの該インクドットの
少なくとも１つ（または少なくとも大部分または全部）が電荷ダイレクタの２％未満を含
むよう、実行される。
【０２０１】
　いくつかの実施形態では、この方法は、インクドットセットＩＤＳの該インクドットの
少なくとも１つ（または少なくとも大部分または全部）が電荷ダイレクタを含まないよう
、実行される。
【０２０２】
　いくつかの実施形態では、この方法は、インクドットセットＩＤＳの該インクドットの
少なくとも１つ（または少なくとも大部分または全部）は、最大１，５００ｎｍ、または
最大１０００ｎｍ、または最大８００ｎｍ、または最大６００ｎｍ、または最大４００ｎ
ｍ、または最大３５０ｎｍ、または最大３００ｎｍ、または最大２５０ｎｍである厚さを
有するよう、実行される。
【０２０３】
　いくつかの実施形態では、この方法は、インクドットセットＩＤＳの該インクドットの
少なくとも１つ（または少なくとも大部分または全部）が該着色剤の少なくとも１．２重
量％を含むよう、実行される。
【０２０４】
　いくつかの実施形態では、この方法は、インクドットセットＩＤＳの該インクドットの
少なくとも１つ（または少なくとも大部分または全部）が該樹脂の少なくとも５重量％を
含むよう、実行される。
【０２０５】
　いくつかの実施形態では、この方法は、該インクドット内の該着色剤および該樹脂の合
計濃度が少なくとも４０％となるように、インクドットセットＩＤＳの該インクドットの
少なくとも１つ（または少なくとも大部分または全部）が構成されるよう、実行される。
【０２０６】
　いくつかの実施形態では、この方法は、インク液滴中の樹脂と着色剤との重量比が少な
くとも１：１になるように実行される。
【０２０７】
　いくつかの実施形態では、この方法は、標準的なテープテストを施されたときに、イン
クドットセットＩＤＳの該インクドットが接着障害を有さないよう、実行される。
【０２０８】
　いくつかの実施形態では、この方法は、各インクドットの上方薄膜表面における窒素の
表面濃度が該薄膜内の窒素のバルク濃度を越え、該バルク濃度は該上方薄膜表面の少なく
とも３０ナノメートル下方の深さにおいて測定され、該表面濃度と該バルク濃度との比が
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少なくとも１．１～１となるよう、実行される。
【０２０９】
　いくつかの実施形態では、この方法は、各該インクドットの上方薄膜表面が４０２．０
±０．４ｅＶにおいてＸ線光電子分光法（ＸＰＳ）ピークを示すよう、実行される。
【０２１０】
　いくつかの実施形態では、この方法は、該インク滴セットの該インクドットが、摂氏９
０～摂氏１９５度の範囲内の温度で、１０６ｃＰ～３×１０８ｃＰの範囲内の第１粘性係
数を有するよう、実行される。
【０２１１】
　いくつかの実施形態では、この方法は、第１動粘性係数が最大７×１０７ｃＰとなるよ
う、実行される。
【０２１２】
　いくつかの実施形態では、この方法は、該第１動粘性係数が１０６ｃＰ～１０８ｃＰの
範囲内となるよう、実行される。
【０２１３】
　いくつかの実施形態では、この方法は、該第１粘性係数が少なくとも４×１０６ｃＰと
なるよう、実行される。
【０２１４】
　いくつかの実施形態では、この方法は、少なくとも１つ（または少なくともダイブ分ま
たは全部）が複数の連続的インクドットとなるよう、実行される。
【０２１５】
　いくつかの実施形態では、この方法は、少なくとも１つ（または少なくとも大部分また
は全部）に対して、厚さが最大１，２００ｎｍ、または最大１，０００ｎｍ、または最大
８００ｎｍ、または最大６５０ｎｍ、または最大５００ｎｍ、または最大４５０ｎｍ、ま
たは最大４００ｎｍとなるよう、実行される。
【０２１６】
　いくつかの実施形態では、この方法は、このＩＴＭが本明細書で記載の任意のＩＴＭで
あり、および／または、この水性処理溶液が本明細書で記載の任意の水性処理溶液である
よう、実行される。
【０２１７】
　いくつかの実施形態では、水性インクは、色素、結合剤、分散剤、および少なくとも１
つの添加剤を含む。
【０２１８】
　印刷システムのいくつかの実施形態について、ここで添付の図面を参照して説明する。
この説明は、図面と併せると、本開示の教示が、非限定的な実施例により、どのように実
施され得るかを当業者に明らかにする。これらの図面は例示的な説明を目的とするもので
あり、本開示の根本的な理解のために必要となる以上に詳細に実施形態の構造的詳細を示
すことは意図しない。明瞭性および簡素性のために、図面に示されるいくつかの物体は縮
尺通りではない。
【図面の簡単な説明】
【０２１９】
【図１】先行技術の印刷処理のフローチャートである。
【図２】本発明のいくつかの実施形態に係る印刷処理のフローチャートである。
【図３Ａ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図３Ｂ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図４Ａ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図４Ｂ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図５】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図６】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図７】印刷システムまたはその構成要素を示す。
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【図８】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図９】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図１０Ａ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図１０Ｂ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図１０Ｃ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図１１Ａ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図１１Ｂ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図１１Ｃ】印刷システムまたはその構成要素を示す。
【図１１Ｄ】位置の関数としての剪断強度を示す図である。
【図１２】本発明のいくつかの実施形態に係る印刷処理のフローチャートである。
【図１３Ａ】インク液滴がＩＴＭ（例えばＩＴＭの剥離表面）上に堆積されるプロセスを
概略的に説明する図である。
【図１３Ｂ】インク液滴がＩＴＭ（例えばＩＴＭの剥離表面）上に堆積されるプロセスを
概略的に説明する図である。
【図１３Ｃ】インク液滴がＩＴＭ（例えばＩＴＭの剥離表面）上に堆積されるプロセスを
概略的に説明する図である。
【図１３Ｄ】インク液滴がＩＴＭ（例えばＩＴＭの剥離表面）上に堆積されるプロセスを
概略的に説明する図である。
【図１３Ｅ】インク液滴がＩＴＭ（例えばＩＴＭの剥離表面）上に堆積されるプロセスを
概略的に説明する図である。
【図１４Ａ】本発明にしたがって生産された乾燥処理薄膜の機械的にプロットされたトポ
グラフィー的プロファイルを示す図である。
【図１４Ｂ】本発明にしたがって生産された乾燥処理薄膜の機械的にプロットされたトポ
グラフィー的プロファイルを示す図である。
【図１５Ａ】紙基板上のインクドットのいくつかの例を示す図である。
【図１５Ｂ】紙基板上のインクドットのいくつかの例を示す図である。
【図１５Ｃ】紙基板上のインクドットのいくつかの例を示す図である。
【図１５Ｄ】紙基板上のインクドットのいくつかの例を示す図である。
【図１６】担体の概略断面図である。
【図１７】本方法に係るＩＴＭ製造の異なる段階を示す概略図である。
【図１８】本方法に係るＩＴＭ製造の異なる段階を示す概略図である。
【図１９】本方法に係るＩＴＭ製造の異なる段階を示す概略図である。
【図２０】本方法に係るＩＴＭ製造の異なる段階を示す概略図である。
【図２１】本方法に係るＩＴＭ製造の異なる段階を示す概略図である。
【図２２】印刷システムへの設置後の完成ＩＴＭの断面図である。
【図２３Ａ】先行技術にしたがって準備された剥離層の概略断面図である。
【図２３Ｂ】先行技術にしたがって準備された剥離層の概略断面図である。
【図２３Ｃ】本方法にしたがって準備された剥離層の概略断面図である。
【図２４Ａ】本方法のいくつかの実施形態が実施され得る装置の、異なる製造段階を示す
概略図である。
【図２４Ｂ】本方法のいくつかの実施形態が実施され得る装置の、異なる製造段階を示す
概略図である。
【図２４Ｃ】本方法のいくつかの実施形態が実施され得る装置の、異なる製造段階を示す
概略図である。
【図２４Ｄ】本方法のいくつかの実施形態が実施され得る装置の、異なる製造段階を示す
概略図である。
【図２５Ａ】剥離層がＰＥＴ担体表面に対して硬化された本発明のＩＴＭの剥離層上に印
刷されたインクパターンの画像である。
【図２５Ｂ】剥離層がＰＥＴ担体表面に対して硬化された本発明のＩＴＭの剥離層上に印
刷されたインクパターンの画像である。
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【図２５Ｃ】剥離層がＰＥＴ担体表面に対して硬化された本発明のＩＴＭの剥離層上に印
刷されたインクパターンの画像である。
【図２６Ａ】剥離層が空気硬化された本発明のＩＴＭの剥離層上に印刷されたインクパタ
ーンの画像である。
【図２６Ｂ】剥離層が空気硬化された本発明のＩＴＭの剥離層上に印刷されたインクパタ
ーンの画像である。
【図２６Ｃ】剥離層が空気硬化された本発明のＩＴＭの剥離層上に印刷されたインクパタ
ーンの画像である。
【発明を実施するための形態】
【０２２０】
　ここで本発明について、添付の図面を参照しつつ、単に例示として説明する。ここで詳
細な図面を特に参照して、本明細書で示す特定事項が、例として、および、本発明の好適
な実施形態に関する例示的説明のためにのみ、本発明の原理および概念的側面に関する最
も有用で容易に理解される説明であると考えられる内容を提供することを目的として提示
されたものであることが、強調される。この点に関して、本発明を基本的に理解するにあ
たり要求される以上に本発明の構造的詳細を示すことはまったく意図するところではない
。以下の図面と併せて説明を読むことにより、当業者には、本発明のいくつかの形態がど
のように実際に実施され得るかが明らかになるであろう。これらの図面の全体を通して、
同様の参考番号は全般に同様の要素を指すために使用される。
【０２２１】
　定義
　本願では、以下の用語は、以下の意味を有するものとして理解されたい。
　ａ）「後退接触角」または「ＲＣＡ」という用語は、Ｄｒｏｐ　Ｓｈａｐｅ　Ｍｅｔｈ
ｏｄを使用することにより、Ｄａｔａｐｈｙｓｉｃｓ　ＯＣＡ１５　Ｐｒｏ　Ｃｏｎｔａ
ｃｔ　Ａｎｇｌｅ　ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅまたは同等のＶｉｄｅｏ－Ｂａｓ
ｅｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌｅ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍを使用して測定された接触角を指す。類似した「前進接触角」または「ＡＣＡ」と言う
用語は、実質的に同一の方法で測定された前進接触角を指す。
【０２２２】
　ｂ）「標準エージング手続き」という用語は、標準的な対流炉において摂氏１６０度に
おいて２時間にわたり各試験剥離層に対して行われる加速されたエージング手順を指す。
【０２２３】
　ｃ）「標準的空気硬化」と言う用語は、剥離層を硬化するための従来の硬化処理を指し
、この硬化処理では、剥離層を硬化させる間、剥離層表面（または「インク受容表面」）
が空気に曝露される。
【０２２４】
　ｄ）「バルク疎水性」という用語は、剥離層の内側表面上に堆積された蒸留水液滴の後
退接触角により特徴付けられる。なお、内側表面は、剥離層内における硬化されたシリコ
ーン物質のエリアを曝露することにより形成される。
【０２２５】
　ｅ）「画像転送部材」または「中間転写部材」または「転送部材」という用語は、イン
クが印刷ヘッド部により（例えばインクジェットヘッド部により）最初に塗布される部材
であって、その後、ジェットされた画像は当該部材から他の基板（複数可）（通常は最終
的な印刷基板）に転送される、印刷システムの構成要素を指す。
【０２２６】
　ｆ）「ブランケット」という用語は、２つ以上のローラ上にベルト状の構造体が形成さ
れるよう、印刷装置内に搭載が可能である可撓性転送部材を指す。なお、これらのローラ
のうちの少なくとも１つは、ブランケットを回転および移動させて（例えばそのベルトを
移動させることにより）、ローラの周り移動させることが可能である。
【０２２７】
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　ｇ）インク画像または残留インクなどの物体に対して「剥離表面上」という用語は、そ
の剥離表面により、および／またはその剥離表面の上方で、支持されることを意味する。
「剥離表面上」という用語は、インク画像または残留インクと剥離表面との間の直接的接
触を必ずしも意味するものではない。
【０２２８】
　ｈ）その調合物内の特定の界面活性剤に対して「水性処理調合物の該静的表面張力を増
加させるために十分に高い静的表面張力を有する」などの用語は、その特定の界面活性剤
の追加的な量または分量を調合物に加え、達成された調合物の静的表面張力と、これらの
分量を追加する以前の調合物の静的表面張力と、を比較することにより、評価される。
【０２２９】
　ｉ）「液体吸湿剤」という用語は、摂氏２５度～摂氏９０度の範囲内の少なくとも１つ
の温度において液体であり、かつ、純粋状態において摂氏９０度で、最大０．０５ａｔａ
、より典型的には最大０．０２ａｔａ、最大０．０１ａｔａ、または最大０．００３ａｔ
ａの蒸気圧を有する、吸湿剤を指す。「液体吸湿剤」という用語はグリセロールなどの物
質を指すことが特に意図される。
【０２３０】
　ｊ）「疎水性」および「親水性」、その他の用語は、相対的な意味で使用され得、必ず
しも絶対的な意味で使用されるものではない。
【０２３１】
　ｋ）「（処理）調合物」という用語はまたは溶液または［ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ］を指
す。
【０２３２】
　ｌ）摂氏ｘ（ｘは正の整数）度蒸発負荷を、ここで定義する。溶液が摂氏ｘ度において
ｙ％固体（重量／重量）、およびｚ％液体（重量／重量）であるとき、当該溶液の「摂氏
ｘ度蒸発負荷」は比ｚ／ｙである。「蒸発負荷」の単位は、「溶媒重量／全溶質重量」で
ある。本開示に関して、蒸発負荷はつねに大気圧で定義される。本開示に関して、「ｘ」
のデフォルト値は摂氏６０度である。すなわち温度を指定する接頭辞を有さない「蒸発負
荷」という用語は大気圧における摂氏６０度蒸発負荷を指す。
【０２３３】
　ｍ）ＩＴＭの１部分がｖメートル／秒の速さで運動中であるとき、このことは、ブラン
ケットＩＴＭの当該部分が、その局所的位置表面／平面に対して平行な方向に、例えば静
止するアプリケータに対して、少なくともｖメートル／秒の速さで移動していることを意
味する。
【０２３４】
　ｎ）「静的表面張力」と言う用語は摂氏２５度および大気圧における静的表面張力を指
す。
【０２３５】
　ｏ）濡れた層の「厚さ」という用語は、以下のように定義される。体積ｖｏｌの物質が
、面積ＳＡを有する表面の表面エリアを湿潤層で被覆するとき、湿潤層の厚さは、ｖｏｌ
／ＳＡとみなされる。
【０２３６】
　ｐ）乾燥薄膜の「厚さ」は、以下のように定義される。ｘ重量％が液体である体積ｖｏ
ｌの物質が、表面積ＳＡの表面を湿潤または被覆し、全液体が蒸発して湿潤層が乾燥薄膜
に変換されたとき、乾燥薄膜の厚さは次の式として与えられるものとみなされる。ｖｏｌ
／ρｗｅｔ　ｌａｙｅｒ（１００－ｘ）／（）ＳＡ・ρｄｒｙ　ｌａｙｅｒ）、式中、ρ

ｗｅｔ　ｌａｙｅｒは湿潤層の比重、ρｄｒｙ　ｌａｙｅｒは乾燥層の比重である。
【０２３７】
　ｑ）「連続湿潤層」という用語は、凸状領域の外辺部内において露出した小領域がまっ
たく存在しない状態で凸状領域を被覆する連続的な湿潤層を指す。
【０２３８】
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　ｒ）「連続乾燥薄膜」という用語は、凹状領域の外辺部内において不連続箇所がまった
く存在しない状態で凹状領域を被覆する連続的な乾燥薄膜を指す。
【０２３９】
　ｓ）「凝集性薄膜／引っ張り強度」という用語は、付着していた表面から剥がされたと
きに一体化された状態を保つ構成体を指す。
【０２４０】
　ｔ）「垂直に印加される力」という用語は、法線方向において少なくとも１つの成分を
有する力を指す。所望により、「垂直方向に印加される」力は、他の方向（例えば力が印
加される表面に沿った方向）における追加的な成分を有し得る。
【０２４１】
　ｕ）特記なき限り、液体（例えば処理調合物）の物理的特性（例えば粘度および表面張
力など）は摂氏２５度における特性を指す。
【０２４２】
　ｖ）特記なき限り「濃度」という用語は、重量／重量、すなわち（調合物の１成分の重
量）／（当該調合物の全重量）を指す。
【０２４３】
　図２に関する説明
　図２は、水性インクを中間転写部材（ＩＴＭ）のシリコーン系剥離層表面に間接印刷す
る方法のフローチャートである。いくつかの実施形態では、図２の方法（または図２の方
法のステップの任意の組み合わせ）は図３Ａ～図３Ｂ、図４Ａ～図４Ｂ、図５～図９、図
１０Ａ～図１０Ｃ、および図１１Ａ～図１１Ｃに開示の装置（または係る装置の構成要素
）を使用して実行され得る。特に、以下で説明するように、本発明の様々な実施形態は、
均一なミクロン未満の厚さの湿潤処理層を、ＩＴＭの広い面積を覆って、および／または
高い印刷スピードで、生産するにあたり有用である方法および装置に関する。
【０２４４】
　異なる実施形態では、図２は、以下の特徴（すなわち、均一かつ制御されたドットゲイ
ン、良好かつ均一な印刷光沢、および、安定したドット凸部（ｄｏｔ　ｃｏｎｖｅｘｉｔ
ｙ）および／または良好に画成された境界を有する高品質ドットに起因する良好な画像品
質）の任意の組み合わせにより特徴付けられるインク画像を生産するために実行され得る
。
【０２４５】
　ステップＳ２０１～Ｓ２０５は、図２の印刷処理において使用される成分または構成要
素または消耗品に関し、その一方で、ステップＳ２０９～Ｓ２２５は処理自体に関する。
【０２４６】
　簡略に述べると、図２のステップは以下の通りである。すなわちステップＳ２０１およ
びステップＳ２０５では、ＩＴＭ（すなわちシリコーン系剥離層表面を含む）、および水
性処理調合物（例えば溶液）が提供され、これらの各構成要素は以下で説明する特定の特
性を有する。ステップＳ２０９では、水性処理調合物がＩＴＭの剥離層表面に塗布されて
、剥離層表面上に湿潤処理層が形成される。ステップＳ２１３では、湿潤処理層に乾燥処
理が施され、湿潤処理層から乾燥処理薄膜がＩＴＭ上に形成される。ステップＳ２１７で
は、水性インクの液滴がこの乾燥処理薄膜上に堆積されて、ＩＴＭ表面上にインク画像が
形成される。ステップＳ２２１では、このインク画像が乾燥されて、ＩＴＭ表面上に残留
インク画像が残され、ステップＳ２２５では、この残留インク画像は印刷基板に転送され
る。
【０２４７】
　本発明の様々な実施形態は、好適には高い印刷スピードが最優先される生産環境におい
て、ドットゲイン、画像光沢、およびドット品質の潜在的に競合する目的を達成するため
の方法、装置、およびキットに関する。いくつかの実施形態によれば、発明者らは、ステ
ップＳ２１３において形成された乾燥処理薄膜が、非常に薄く（例えば最大１５０ナノメ
ートル、または最大１２０ナノメートル、または最大１００ナノメートル、または最大８
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０ナノメートル、または最大７０ナノメートル、または最大６０ナノメートル、または最
大５０ナノメートル、および所望により少なくとも２０ナノメートル、または少なくとも
３０ナノメートル）、および／または、広い面積にわたり連続的であり、および／または
、非常に滑らかな上方表面により特徴付けられ、および／または、第四級アンモニウム塩
を豊富に含み（例えばドットゲインを助長するために）、および／または、ＩＴＭから基
板への良好な転送を助長する特性（すなわち、薄膜自体の特性、またはＩＴＭ表面に対す
る薄膜の特性）を有するよう、図２の方法を実行することが有用であることを見出した。
【０２４８】
　例えば、転送後は乾燥残留インクが処理薄膜の下方に、および基板表面上に存在し得る
ため、処理薄膜が厚いほど、処理薄膜の光沢または均一性に悪影響が及ぶ。したがって、
非常に薄い処理薄膜を生産することが好ましいものであり得る。
【０２４９】
　例えば、処理薄膜の不連続性および／または変動する厚さの処理薄膜は、基板上に不均
一な光沢の画像をもたらし得るか、または、基板に転送されたときにその機械的完全性を
失う残留インク画像（ステップＳ１１３において）を生産し得る。したがって、広い面積
にわたり連続的であり（好適には、印刷基板に構造的完全性が保持されるよう十分な凝集
性を有し）、および／または、摂氏７５度～摂氏１５０度の転送温度において処理薄膜が
粘着性を有するような熱レオロジー特性を有する、処理薄膜を産出することが好ましいも
のとなり得る。
【０２５０】
　例えば、乾燥処理薄膜に第四級アンモニウム塩が存在すると、インク滴が拡がることを
助長し得るが、必ずしもインク滴の拡がりは均一とはならない。しかし、（ｉ）乾燥処理
薄膜における高濃度の第四級アンモニウム塩と、（ｉｉ）非常に滑らかである上方表面を
有する均一な厚さの処理薄膜と、の組み合わせは、均一なインク液の拡がりを助長し得る
。
【０２５１】
　本発明の様々な実施形態は、これらの結果を、たとえこれらの結果が潜在的に競合する
目的を必然的に伴うものであったとしても、同時に達成するための技術に関する。例えば
、処理薄膜が非常に薄いものとなることが要求されると、広い面積にわたり連続的であり
、および／または、基板への良好な転送のために十分な凝集性を有し、および／または、
非常に滑らかかつ均一な上方表面を有する、処理薄膜を形成することは困難となり得る。
【０２５２】
　ステップＳ２０１に関する説明
　ステップＳ２０１で提供されるＩＴＭはシリコーン系剥離層を有するが、その剥離表面
は、多数の従来型シリコーン系剥離層よりも、疎水性が低いかまたは感知可能に低いもの
であり得る。この構造特性は、様々な方法で測定され、特徴付けられ得る。
【０２５３】
　例えば図２のステップＳ２０１で示されるように、中間転写部材（ＩＴＭ）は、以下の
特性、すなわち、（ｉ）シリコーン系剥離層表面上に堆積された蒸留水滴の後退接触角が
最大６０度であること、および、（ｉｉ）シリコーン系剥離層表面上に堆積された蒸留水
滴の１０秒動的接触角（ＤＣＡ）が最大１０８度であること、のうちの少なくとも一方を
満足するよう十分な親水性を示すシリコーン系剥離層表面を含む。
【０２５４】
　シリコーン系剥離層の疎水性を低下させるためのいくつかの技術のうちのいずれか１つ
が用いられ得る。
【０２５５】
　いくつかの実施形態では、極性官能基が、シリコーン系剥離層に導入され、および／ま
たはシリコーン系剥離層において生成される。１つの事例では、官能基がプレポリマーバ
ッチ（例えば溶液中のモノマー）に追加され、これらの官能基は、硬化時に、シリコーン
ポリマー網状組織の一体化された部分となり得る。代替的または追加的に、シリコーン系
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剥離層は前処理が施され（例えば、コロナ放電により、または電子ビームにより）、それ
により剥離層の表面エネルギーが増加される。
【０２５６】
　代替的に、シリコーン系剥離層は、官能基を実質的に有さないときでさえも、低い疎水
性を有するよう製造され得る。１つの事例では、剥離層のシリコーンポリマー骨格は、そ
の極性基（例えばＯ－Ｓｉ－Ｏ）が、ＩＴＭ表面の局部的平面に対して略垂直であり、か
つ、剥離層表面に向かって「上向き」に面する、方向に向けられるよう、構築され得る。
【０２５７】
　現在、発明者らは、前段落の技術が卓越した画像転送を提供するもの（ステップＳ２２
５）と考える。
【０２５８】
　図２のステップＳ２０５に関する説明
　ステップＳ２０５で提供される水性処理調合物の１つの特徴は、水性処理調合物の静的
表面張力が２０～４０ダイン／ｃｍの範囲内であることである。例えば、水性処理調合物
は１つまたは複数の界面活性剤を含む。
【０２５９】
　したがってステップＳ２０５の水性処理調合物は、多くの従来型処理溶液よりも親水性
が低く、水よりも親水性が顕著に低い。
【０２６０】
　いくつかの実施形態では、（ｉ）低い疎水性を有するシリコーン系剥離層（ステップＳ
２０１）と、（ｉｉ）低い親水性を有する水性処理調合物と、の組み合わせは、従来型水
性処理溶液のビーディングを助長する表面張力効果を低下させる（しかし、必ずしも解消
しない）。
【０２６１】
　２０～４０ダイン／ｃｍの範囲内の静的表面張力に加えて、ステップＳ２０５で提供さ
れる水性処理調合物は以下の特性を有する。
【０２６２】
　ａ．水性処理調合物は少なくとも３重量％の第四級アンモニウム塩を含む。このことは
、乾燥処理薄膜（すなわちステップＳ２１７で生産される）が第四級アンモニウム塩を豊
富に含むことを保証するにあたり有用である。
　ｂ．水性処理調合物は少なくとも１重量％（例えば少なくとも１．５％、または少なく
とも２％、または少なくとも３％）の、摂氏２５度において少なくとも５％の水溶解度を
有する少なくとも１つの水溶性ポリマーを含む。このことは、ステップ２２５における良
好な転送のために十分な凝集性を有する乾燥処理薄膜（ステップＳ２１７において生産さ
れる）におけるポリマー膜またはポリマーマトリックスの形成を助長するにあたり有用で
あり得る。
【０２６３】
　ｃ．少なくとも１０ｃＰである摂氏２５度粘性係数。以下で説明するように、高い粘度
は、ビーディングに向かう表面張力に起因する任意の傾向を打ち消すにあたり有用である
。
【０２６４】
　ｄ．最大８：１（例えば最大７：１、または最大６：１、または最大５：１、または最
大４：１）の重量による摂氏６０度蒸発負荷。したがって、溶液は、より高い蒸発負荷を
有する従来型処理調合物と比較して、低い比熱容量を有する。さらに、水性処理溶液に対
する、および、水性処理溶液に送達される所与の熱出力に対する、特定の必要残留厚さに
対して、水性処理調合物の粘度は、表面張力を効果的に打ち消す高い絶対粘度を達成する
ために、蒸発の関数として迅速に増加するであろう。
【０２６５】
　物理的に、高い粘度を有する流体の流れを誘導することは、より低い粘度を有する流体
よりも、困難である。すなわち、より高い粘度を有する流体の流れを誘導するためには、
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より大きい駆動力が必要とされる。少なくとも中程度の初期粘度（すなわち少なくとも１
０ｃＰである摂氏２５度粘性係数）と、ＩＴＭ表面上における蒸発後の迅速な粘度上昇（
例えば低い蒸発負荷による）と、の組み合わせは、水性処理調合物が比較的短い時間的期
間（例えば最大１秒または最大０．５秒）で比較的「高い」（例えば少なくとも１０，０
００ｃＰ）粘度を達成することを保証する。したがって、ビーディングに向かう何らかの
熱力学的傾向が存在したとしても、乾燥処理薄膜（すなわちステップＳ２１３で形成され
る）の特性に悪影響を及ぼし得る実際のビーディングは、阻止されるか、または感知可能
に緩和される。
【０２６６】
　いくつかの実施形態では、初期水性処理調合物の摂氏２５度粘性係数は少なくとも１２
ｃＰ、または少なくとも１４ｃＰ、例えば１０～１００ｃＰ、１２～１００ｃＰ、１４～
１００ｃＰ、１０～６０ｃＰ、または１２～４０ｃＰの範囲内であり得る。
【０２６７】
　要約すると、（Ａ）以下の特性、すなわち、（ｉ）シリコーン系剥離層表面上に堆積さ
れた蒸留水滴の後退接触角が最大６０度であること、および、（ｉｉ）シリコーン系剥離
層表面上に堆積された蒸留水滴の１０秒動的接触角（ＤＣＡ）が最大１０８度であること
、のうちの少なくとも一方を満足するために十分な親水性を有する剥離層と、（Ｂ）２０
～４０ダイン／ｃｍの範囲の水性処理調合物の静的表面張力と、の組み合わせは、ビーデ
ィングを生じさせ得る熱力学的駆動力の大きさを最小化するにあたり有用である。さらに
、前述の粘度に関連する特徴は、この駆動力に対して抗するにあたり有用である。
【０２６８】
　この傾向に対して抗するとともに、ビーディングを駆動する熱力学的力の大きさを減少
させることは、ビーディングを生じさせるあらゆる傾向により、ステップＳ２０９におい
て、均一な厚さを有するＳ２０９における処理調合物の湿潤層の形成が妨げられないこと
を保証する。
【０２６９】
　本発明の様々な実施形態では、水性処理調合物は水を含むキャリア液体を含み、該水は
、水性処理調合物の少なくとも６５重量％（例えば少なくとも７０％または少なくとも７
５％）を構成する。
【０２７０】
　ステップＳ２０９に関する説明
　ステップＳ２０９では、水性処理調合物がＩＴＭのシリコーン系剥離層表面に塗布され
て、０．８μｍ（例えば最大０．７μｍ、または最大０．６μｍ、または最大０．５μｍ
）の厚さを有する湿潤処理層が当該剥離層表面上に形成される。
【０２７１】
　「湿潤層の厚さ」は以下のように定義される。すなわち、体積ｖｏｌの物質が面積ＳＡ
を有する表面の表面積を湿潤層で被覆するとき、湿潤層の厚さはｖｏｌ／ＳＡとみなされ
る。
【０２７２】
　好適には、ステップＳ２０９は、湿潤処理層が、好適には広い面積にわたり（例えば剥
離層の全面積にわたり）、均一な厚さを有し、かつ欠陥を有さないものとなるよう、実行
される。このことは、湿潤処理層がミクロン未満の厚さであるとき、特に困難となり得る
。
【０２７３】
　上述のように、ビーディングを打ち消すためには、水性処理調合物が少なくとも「中程
度の粘度」（例えば少なくとも１０ｃＰである摂氏２５度粘性係数）を有すると有用であ
る。それにも関わらず、係る粘度において、均一であり、かつミクロン未満の厚さの水性
処理調合物を取得することに関連する難しい課題が存在し得る。
【０２７４】
　ステップＳ２０９では、水性処理調合物がシリコーン系剥離層表面に塗布されると、最
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大０．８μｍの厚さを有する湿潤処理層が形成される。
【０２７５】
　本発明の様々な実施形態は、好適にはＩＴＭの広い面積にわたり厚さが均一となるよう
、この湿潤処理層に塗布するための装置および方法に関する。
【０２７６】
　いくつかの実施形態では、水性処理調合物の初期被覆でＩＴＭ表面を被覆した後、過剰
な処理調合物は、初期被覆から除去されてもよく、または最大０．８μｍの均一な厚さを
有する湿潤処理層を取得してもよい。
【０２７７】
　いくつかの実施形態では、このことは、（例えばドクターブレードの）非常に丸みを帯
びた表面をＩＴＭに向かって、またはその逆方向に、付勢することにより、達成され得る
。例えば、非常に丸みを帯びた表面の曲率半径は、最大１．５ｍｍ、または最大１．２５
ｍｍ、または最大１ｍｍであり得る。
【０２７８】
　高い印刷スピードにおいて（例えば、ＩＴＭの表面速度が比較的大きい（例えば少なく
とも１メートル／秒、または少なくとも１．２５メートル／秒、または少なくとも１．５
メートル／秒）場合）、過剰な液体を除去してミクロン未満の厚さを有する処理層を形成
することは、高い表面（ｈｉｇｈｌｙ　ｓｕｒｆａｃｅ）とＩＴＭとの間の間隙領域（す
なわち、速度勾配はＩＴＭ表面に対して、法線である）において比較的大きい速度勾配（
すなわち剪断）－例えば、少なくとも１０６／秒、または少なくとも２×１０６／秒の速
度勾配を確立することを必然的に伴い得る。
【０２７９】
　上述のように、処理調合物の摂氏２５度粘性係数は少なくとも１０ｃＰであり得る。ス
テップＳ２０９がより高い圧力で実行されたとしても、これらのより高い温度における粘
性係数は少なくとも３ｃＰ、または少なくとも５ｃＰ、または少なくとも１０ｃＰであり
得る。したがって、本発明のいくつかの実施形態では、必要な均一な０．８μｍ未満（好
適には）の均一な厚さを達成するためには比較的大きい力（例えば、非常に丸みを帯びた
表面をＩＴＭに向かって（またはその逆方向に）付勢するための力）が要求される。
【０２８０】
　いくつかの実施形態では、少なくとも２５０ｇ／ｃｍ、または少なくとも３５０ｇ／ｃ
ｍ、または少なくとも４００ｇｍ／ｃｍ、および／または最大１ｋｇ／ｃｍ、または最大
７５０ｇ／ｃｍ、または最大６００ｇ／ｃｍの交差印刷方向における力密度で、丸みを帯
びた表面がＩＴＭに付勢されるか、またはＩＴＭが丸みを帯びた表面に付勢される。
【０２８１】
　いくつかの実施形態では、湿潤処理層は、アプリケータとＩＴＭとの間に圧力を印加す
ることにより形成され、その圧力の大きさは、少なくとも０．１バール、または少なくと
も０．２５バール、または少なくとも０．３５バール、または少なくとも０．５バール、
および所望により、最大２バール、または最大１．５バール、または最大１バールである
。
【０２８２】
　ステップＳ２１３に関する説明
　ステップＳ２１３では、湿潤処理層に乾燥処理が施され、湿潤処理層から乾燥処理薄膜
が形成される。
【０２８３】
　例えば、湿潤処理層の乾燥処理の間、湿潤処理層の動的粘度は、最大０．５秒、または
最大０．２５秒の時間的期間内で、少なくとも１０００倍増加する。
【０２８４】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜（例えば凝集性ポリマー処理薄膜）の厚さは、
最大１５０ナノメートル、または最大１２０ナノメートル、または最大１００ナノメート
ル、または最大８０ナノメートル、または最大６０ナノメートルである。



(43) JP 2019-525966 A 2019.9.12

10

20

30

40

50

【０２８５】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜は滑らかな上方表面を有する。例えば、湿潤処
理層の乾燥処理は、表面張力により誘導されるビーディングが阻害されて乾燥処理薄膜が
滑らかな上方表面を有するように水性処理調合物の粘度が十分迅速に大きくなるよう、十
分迅速に行われる。
【０２８６】
　いくつかの実施形態では、乾燥された処理薄膜の滑らかな上方表面は、最大１２ナノメ
ートル、または最大１０ナノメートル、または最大９ナノメートル、または最大８ナノメ
ートル、または最大７ナノメートル、または最大５ナノメートルの平均粗度Ｒａにより特
徴付けられる。当業者は図１３に、および、付随する説明に、誘導される。
【０２８７】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜は、ＩＴＭの剥離表面の長方形全体にわたり連
続的である。なお該長方形は少なくとも１０ｃｍの幅および少なくとも１０メートルの長
さを有する。
【０２８８】
　いくつかの実施形態では、処理薄膜は透明である。
【０２８９】
　乾燥処理薄膜の目的の１つは、処理薄膜上に堆積された水性インク液滴に直接的に接触
しないよう、ＩＴＭ表面を保護することである。しかし、特に乾燥処理薄膜が薄い（例え
ば最大１５０、または最大１２０、または最大１００、または最大８０ナノメートル）場
合には、水性インクの液滴は乾燥処理薄膜の厚さを「浸食貫通」し得る。したがっていく
つかの実施形態では、（例えば図２のステップＳ２０５または図１２のステップＳ９５に
おいて）提供される水性処理調合物内の水溶性ポリマーの水溶性ポリマー濃度（重量によ
る）は、最大１０％、または最大８％、または最大６％、または最大５％である。
【０２９０】
　ステップＳ２１７～Ｓ２２１に関する説明
　ステップＳ２１７では、水性インクの液滴が（例えばインク液滴堆積により）乾燥処理
薄膜上に堆積されて、ＩＴＭ表面上にインク画像が形成される。ステップＳ２２１では、
インク画像は乾燥されて、ＩＴＭ表面上に残留インク画像が残される。
【０２９１】
　例えば、乾燥処理薄膜内に第四級アンモニウム塩が存在することは、液滴が堆積された
とき、または堆積直後に、ドット拡散および／またはドットゲイン（例えば均一なドット
拡散および／またはドットゲイン）を助長するにあたり有用である。当業者は図１２Ａ～
図１２Ｅを参照する以下の説明に誘導される。上述のように、均一な厚さを有し、および
／または、欠陥を有さず、および／または非常に滑らかな上方表面を有する、乾燥処理薄
膜の形成（ステップＳ２１３における）は、薄膜上方表面上における水性インクの均一な
流れを助長し得る。
【０２９２】
　ステップＳ２２５に関する説明
　ステップＳＳ２５では、残留インク画像は基板に転送される。例えば、残留インク画像
は、乾燥処理薄膜の非印刷エリアとともに、印刷基板上に転送される。
【０２９３】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜は、残留インク画像の転送の間、印刷エリアお
よび非印刷エリアの両方において乾燥処理薄膜が完全にＩＴＭから分離して、乾燥インク
画像とともに印刷基板に転送されるよう、十分な凝集性を有する。
【０２９４】
　いくつかの実施形態では、転送時のＩＴＭの温度は摂氏８０度～摂氏１２０度の範囲内
である。いくつかの実施形態では、ＩＴＭ温度は最大摂氏１００度、または最大摂氏９０
度である。いくつかの実施形態では、ＩＴＭ温度は少なくとも摂氏１００度、または少な
くとも摂氏１１０度、または少なくとも摂氏１２０度である。
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【０２９５】
　いくつかの実施形態では、ステップＳ２０５で提供される水性処理溶液における水性処
理溶液水溶性ポリマーの存在は、ステップＳ２１３において形成される乾燥処理薄膜が、
転送の間、十分な凝集性を有することを保証する（例えばポリマー膜またはポリマーマト
リックスを形成することにより）ことを支援する。
【０２９６】
　いくつかの実施形態では、インク画像が存在する基板は、光沢紙（例えば光沢コート紙
）である。
【０２９７】
　この転送は完璧であり得る（すなわち残留インク画像および乾燥処理薄膜の全体が基板
に転送される）。代替的に、転送が完璧に達しない場合がある。この目的に対して、洗浄
ステーションが、Ｓ２２５の転送ステップの後にＩＴＭ表面に残る物質を一掃する。
【０２９８】
　図３Ａ～図３Ｂに関する説明
　図３Ａでは、本発明のいくつかの実施形態に係る間接印刷のためのシステムの概略図が
示されている。図３Ａのシステムは、複数の可ガイドローラ２３２、２４０、２５０、２
５３、２４２上に搭載された撓性を有するエンドレスベルトを含む中間転写部材（ＩＴＭ
）２１０を含む。他の事例（図示せず）では、ＩＴＭ２２０はドラムまたはドラムの周り
に巻かれたベルトである。
【０２９９】
　図３Ａの事例では、ＩＴＭ２１０（すなわち、ＩＴＭ２１０のベルト）は時計方向に動
く。ベルト移動方向は、上流方向および下流方向を画成する。ローラ２４２、２４０はそ
れぞれ、画像形成ステーション２１２の上流および下流に位置される。したがってローラ
２４２は「上流ローラ」と呼ばれ、ローラ２４０は「下流ローラ」と呼ばれ得る。
【０３００】
　図３Ａのシステムは、
　（ａ）ＩＴＭ２１０の表面上にインク画像（図示せず）を形成する（例えば、乾燥処理
薄膜上への液滴堆積により－例えば図２のステップＳ２１７または図１２のステップＳ１
０９参照）よう構成された画像形成ステーション２１２（例えば印刷バー２２２Ａ～２２
２Ｄを含む。なお各印刷バーはインクジェットヘッド部（複数可）を含む）と、
　（ｂ）インク画像を乾燥させる（例えば図２のステップＳ２２１または図１２のステッ
プＳ１１３参照）ための乾燥ステーション２１４と、
　（ｃ）インク画像がＩＴＭ２１０の表面からシート基板または織物基板に転送される（
例えば図２のステップＳ２２５または図１２のステップＳ１１７参照）または印圧ステー
ション２１６とを含む。
【０３０１】
　図３Ａの特定的な非限定的事例では、印圧ステーション２１６は印圧シリンダ２２０と
、圧縮性ブランケット２１９を保持するブランケットシリンダ２１８と、を含む。いくつ
かの実施形態では、加熱器２３１が、基板（例えばシート基板または織物基板）への転送
が助長されるようインク薄膜の粘着性を付与することを支援するために、画像転送ステー
ションのシリンダ２１８とシリンダ２２０との間のニップ部の直前に提供され得る。基板
供給は概略的に図示されている。
【０３０２】
　（ｄ）残留物質（例えば処理済みの処理薄膜および／またはインク画像またはその一部
）がＩＴＭ２１０の表面から洗浄される（図２では洗浄ステップは図示されない）洗浄ス
テーション２５８（すなわち図３Ａでは概略的にブロックとして図示される）と、
【０３０３】
　（ｅ）液体処理調合物（例えば水性処理調合物）の層（例えば均一な厚さを有する）が
ＩＴＭ表面上に形成される（例えば図２のステップＳ２０９または図１２のステップＳ１
０１参照）処理ステーション２６０（すなわち図３Ａでは概略的にブロックとして図示さ
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れる）と、
　をさらに含む。
【０３０４】
　当業者は図３Ａに図示される構成要素が必ずしもすべて要求されないことを理解するで
あろう。
【０３０５】
　図３Ｂは、ＬｏｃＡ－ＬｏｃＪの複数の「位置」を示し、ＬｏｃＡはローラ２４２にあ
り、ＬｏｃＢは画像ステーション２１２の「始点」、ＬｏｃＣは画像ステーション２１２
の「終点」、などである。したがって、インク画像は（例えば図２のステップＳ２１７参
照）ＩＴＭ２１０の上方行程上の画像形成ステーション２１２において位置ＬｏｃＡと位
置ＬｏｃＢとの間の領域で形成される。インク画像は、残留インク画像を形成するために
位置ＬｏｃＣと位置ＬｏｃＥとの間の領域で乾燥される（例えば図２のステップＳ２２１
および図１２のステップＳ１０５参照）。この乾燥は、インク画像が乾燥ステーション２
１４を通って移動する（例えばＩＴＭの時計方向回転により）につれて行われる。残留イ
ンク画像は、位置ＬｏｃＥと位置ＬｏｃＦとの間の印圧ステーション２１６においてＩＴ
Ｍ表面から基板に転送される（図２のステップＳ２２５および図１２のステップＳ１１７
参照）。残留インク画像の転送後ＩＴＭ２１０の表面上に残る物質は、位置ＬｏｃＧと位
置ＬｏｃＨとの間の洗浄ステーション２５８においてＩＴＭ２１０の表面から洗浄され得
る。湿潤処理層は、位置ＬｏｃＩと位置ＬｏｃＪとの間にある処理ステーション２６０に
おいてＩＴＭ２１０の表面上で図２のステップＳ２０９（または図１２のステップＳ１０
１）において形成され得る（例えば図２のステップＳ２０９または図１２のステップＳ１
０１参照）。この湿潤処理層は、乾燥処理（すなわち湿潤処理層を乾燥処理薄膜に変換す
るために）が施される（例えば、図２のステップＳ２１３または図１２のステップＳ１０
５参照）。乾燥処理は右手側の位置ＬｏｃＪと位置ＬｏｃＡとの間で行われる。乾燥処理
薄膜が画像形成ステーション２１２に（例えばＩＴＭ　２１０の反時計方向の回転により
）輸送された後、引き続きインク画像が乾燥処理薄膜に対する液滴堆積により形成され得
る（例えば図２のステップＳ２１７または図２のステップＳ１０９参照）。
【０３０６】
　図３Ａ～図３Ｂに示されているように、位置ＬｏｃＡと位置ＬｏｃＤとの間のＩＴＭの
部分はＩＴＭ２１０（すなわちＩＴＭ２１０のベルト）の上方行程である。この上方行程
（図３Ｃに図示）は、（ｉ）画像形成ステーション２１２に対して上流にある上流ガイド
ローラ２４２と、（ｉｉ）画像形成ステーションに対して下流にある下流ガイドローラ２
４０と、の間にある。上方行程は画像形成ステーション２１２を通過する。
【０３０７】
　ＩＴＭの下方行程はＩＴＭ２１０の位置ＬｏｃＤと位置ＬｏｃＡとの間にあり、図３Ｄ
に示されている。この下方行程は印圧ステーション２１６、洗浄ステーション２５８、お
よび処理ステーション２６０を通過する。
【０３０８】
　処理ステーションの１例が図４Ａに示されている。
【０３０９】
　図４Ａの特定的な非限定的実施形態では、ＩＴＭ２１０は矢印２０１２により表される
ように、全体が参照番号２０１４で示され、かつ、好適にはタンク２０１６内に搭載され
ている、ドクターブレードの上方で、向かって右から左に移動される。図４Ａでは、ドク
ターブレード２０１４はドクターロッド型であり剛性棒材から形成されるか、または、Ｉ
ＴＭ２１０の幅全体にわたり延長するホルダ２０２０である。ＩＴＭ２１０の下面に対向
するその上方表面において、棒材２０２０は流路または溝部２４を有する状態で形成され
る。溝部２４内に、石英ガラス製で粗度がわずか数ミクロン（好適には１０ミクロン未満
、特に０．５ミクロン未満）の滑らかでかつ規則的な円筒形表面を有する、棒状体２０２
２が支持されている。
【０３１０】
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　ドクターブレード２０１４の上方を通過する以前に、ＩＴＭ２１０（または下方行程）
の下面は、過剰な処理調合物（例えば溶液）２０３０（例えば図２のステップＳ２０５ま
たは図１２のステップＳ９５で提供される）を用いて被覆される。この例示説明において
、過剰な処理調合物（例えば溶液）がＩＴＭ２１０（特にその下面）に塗布される様式は
、図５を参照して以下で説明されるが、本発明に対して本質的な重要性を有さない。ＩＴ
Ｍ２１０は、例えば、単に液体を含むタンクに浸漬されてもよく、処理調合物（例えば溶
液）の噴流の上方を通されてもよく、または図５で示すように上向きのジェット１１２８
を用いて噴霧されてもよい。
【０３１１】
　本発明の一実施形態では、液体浸透性の布地は、液体が布地に浸透し、被覆されるべき
表面に面する布地の側に層が形成されるよう、上向きの噴霧ヘッド部の上方に配置される
。この場合、噴霧ヘッド部は、布地を表面に向かって付勢するよう作用するであろうが、
布地を浸透する液体が表面に接触することが防止され、この液体は、流体軸受における場
合と同様に作用する。
【０３１２】
　図面に示されているように、ＩＴＭ２１０がドクターブレード２０１４に接近するにつ
れて、ＩＴＭ２１０は、ＩＴＭ２１０に塗布される薄膜の望ましい厚さよりも顕著に大き
い液体の被覆２０３０を有する。
【０３１３】
　ドクターブレード２０１４の機能は、過剰液体２０３０をＩＴＭ２１０から除去するこ
と、および、残った液体がＩＴＭ２１０の表面全体にわたり均等かつ均一に拡がることを
保証することである。これを達成するためにＩＴＭ２１０はドクターブレード２０１４に
向かって、例えば空気圧（図示せず）により、付勢される。代替的に、ＩＴＭ２１０をド
クターブレード２０１４に向かって付勢する力は、いくつかの実施形態では、織物の上方
側面または反対側面に対して下方に押圧する（例えばそれ自体の重量により、またはバネ
の作用により）スポンジローラなどのバッキングローラ２０１４であり得る。さらなる代
替例として、ドクターブレード２０１４自体がＩＴＭ２１０に向かって付勢され、ＩＴＭ
２１０が張力下に維持されてもよい。
【０３１４】
　円筒形の滑らかな棒状体２０２２からなるドクターブレード２０１４の先端部は、ＩＴ
Ｍ２１０の幅全体にわたり均一な半径を有し、その滑らかさは、先端部とＩＴＭ２１０の
下面との間の間隙において液体の層流を保証する。この流れの性質は、流体軸受における
液体潤滑剤の性質に類似し得、ＩＴＭ２１０の下面（すなわちＩＴＭの「下方行程」の表
面）に対する付着状態を維持する液体２０３０の薄膜を、ＩＴＭをドクターブレード２０
１４に抗して付勢する力と、棒状体２０２２の曲率半径と、に依存する厚さに減少させる
。半径および力の両方が織物の幅全体にわたり一定であるため、結果的に生成される薄膜
は均一であり、その厚さは、印加される力および棒状体直径の適切な選択により設定が可
能である。ドクターブレード２０１４により除去される過剰な液体は、タンク２０１６に
落下する前に棒状体２０２２のすぐ上流において小さいプール２０３２を作る。
【０３１５】
　本発明の代替的な実施形態では、液体で被覆されるべきＩＴＭ２１０の表面は下向きに
代わって上向きであってもよい。この場合、過剰な液体をＩＴＭ２１０（すなわちＩＴＭ
の「下方行程」の表面）に塗布することに代わって、液体は、ワイパブレードと織物の上
方側の表面との間の接触線において、同様に液体の小さいプールが成長および維持される
よう、計量しながら表面上に供給される。空気ナイフが、この場合、プールからの処理調
合物（例えば溶液）がＩＴＭ２１０の横方向縁部を越えて流出することを防止するために
、提供され得る。
【０３１６】
　本発明の様々な実施形態では、プール２０３２は、たとえ液体が、何らの理由で、ドク
ターブレード２０１４に到達する以前に、織物の表面の一部から反発（例えば「ビーディ
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ング」により）されたとしても、ＩＴＭ２１０のエリア全体が被覆されるよう、ＩＴＭ２
１０の幅全体にわたって処理調合物（例えば溶液）の一定供給を提供する。
【０３１７】
　余剰処理調合物（例えば溶液）が落下するタンク２０１６は、織物の下面を被覆するた
めの液体がそこから吸い込まれる主要貯留タンクであってもよく、または、タンク２０１
６は、主要貯留タンクにドレインされ、および／または好適な廃棄システムに注がれる、
別のタンクであってもよい。
【０３１８】
　棒状体２０２２は摩耗に対して耐性を示すために石英ガラスなどの固い物質で作られる
。液体中には粗粒または粉塵などの小さい粒子が存在し得、係る粒子により、液体が流れ
る丸みを帯びた縁部が損傷され得る。石英ガラス以外の物質を使用することも可能であり
得るが、使用する物質は好適には１００を越える（例えば、２００を越える、５００を越
える、または１０００さえを越える）ブリネル硬度を有するべきである。本発明の様々な
実施形態では、使用する物質は、均一な直径を有し、かつ、１０ミクロン未満（特に０．
５ミクロン未満）の表面粗さを有する、滑らかな棒状体に形成されることが可能であるべ
きである。
【０３１９】
　６ｍｍの半径を有してもよいが可能ならばわずか０．５ｍｍの半径を有し得る棒状体２
０２２は比較的脆弱であり、支持のために棒材２０２０を必要とし得る。棒状体２０２２
を正確に定位置に保持するために棒材２０２０には溝部２４が設けられており、溝部２４
内に棒状体２０２２が支えられる。棒状体は任意の好適な様式で溝部２４内に保持され得
る。例えば、接着剤を使用して、接着剤が固まるまで棒材２０２０を使用して棒状体２０
２２を平坦表面、例えばガラス板に押圧することも可能である。さらなる代替例として、
溝部は、棒状体の直径よりもわずかに狭くなるよう正確に機械加工され、熱収縮を使用し
て、棒状体が溝部内の定位置に保持されてもよい。
【０３２０】
　特定の調合物（例えば溶液）を塗布するために係るドクターブレードが使用される場合
、溶液の堆積物３４がドクターブレード２０１４の下流側に蓄積される。理論に拘束され
ることを望むものではないが、この現象は、調合物（例えば溶液）の静止薄膜がドクター
ブレードの下流側に付着し、係る静止薄膜が乾燥するために溶質が残されるという事実に
起因するものであり得ると考えられる。係る堆積物およびその組成物の形成に関する理由
の如何に関わらず、過剰に成長することが許された場合には、係る堆積物はＩＴＭ２１０
に塗布される処理調合物（例えば溶液）の層と次第に干渉することとなるであろう。
【０３２１】
　本発明の様々な実施形態は、ドクターブレード２０１４が汚損したときにドクターブレ
ード２０１４を切り替えるための装置および方法に関する。図４Ｂでは、好適には織物被
覆処理または、そのＩＴＭに調整剤が塗布されることを要求する印刷システムを中断する
ことなくドクターブレードを容易に切り替えるための１例が、示されている。
【０３２２】
　図４Ｂでは、１２個のドクターブレード１１２２が、円筒形回転可能タレット１１２０
の周縁部周りに配置された凹陥部に均等に搭載されている。軸方向に延長するドクターブ
レード１２２は、図４Ａのドクターロッド１１２２と同様の挙動を示し、タレット１２０
はロッドホルダ１２０と同一の目的を有する。円形断面の棒状体を使用することに代わり
、ドクターブレード１１２２は、滑らかで丸みを帯び、かつ研磨された縁部を有する帯状
細片として構築されている。均一な曲率半径の丸みを帯びた縁部を有する帯状細片は、例
えば、円形断面の棒状体を平坦化することにより、生産され得る。ドクターブレード１２
２２は好適にはステンレス鋼で作られ得るが、代替的に、摩耗に対して耐性を示す他の固
い物質が使用され得る。
【０３２３】
　タレット１１２０およびドクターブレード１２２がＩＴＭ１１０と相互作用する様式が
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図５に示されており、図５では、洗浄ステーション２５８と、処理ステーション２６０（
例えば処理調合物の湿潤層を塗布するためのステーション。図２のステップＳ２０９また
は図２のステップＳ１０１参照）と、の１例が示されている。
【０３２４】
　図５の事例では、２つの別個のタンク１１２５、１１２７が示されている。一定量の処
理溶液（例えば、図２のステップＳ２０５または図１２のステップＳ９５の特性（複数可
）を有する）がタンク１１２５に格納されている。例えば、この処理溶液はＩＴＭ２１０
の表面に噴出（すなわち噴出装置７７４により）噴出され得る。ＩＴＭ２１０の表面から
物質を機械的に除去して、ＩＴＭ表面を洗浄するためのブラシ１１２６Ａおよびブラシ１
１２６Ｂも図５に示されている。例えば圧力が、ブラシ１１２６Ａの逆側に配置されたバ
ッキングローラ７７２Ａとブラシ１１２６Ｂの逆側に配置されたバッキングローラ７７２
Ｂとの間に印加され得る。
【０３２５】
　いくつかの実施形態では、ＩＴＭの表面から除去された物質は、例えば、タンク１１２
５に格納される液体処理調合物（例えば図２のステップＳ２０５または図１２のステップ
Ｓ９５の特定（１つまたは複数）を有する）に再溶解可能であり得る乾燥処理薄膜を含む
。これは、処理調合物のリサイクルを可能にし得る。
【０３２６】
　システムの機械的特性の如何に関わらず、本発明の様々な実施形態では、図２のステッ
プＳ２０５または図１２のステップＳ９５で提供される水性処理調合物は、完全に再溶解
可能である（例えば乾燥後、水性処理調合物に完全に溶解し得る）。
【０３２７】
　処理調合物１１２８は噴出装置１１２８により噴出され得る。図５の事例では、ドクタ
ーブレード１１２２のうちの１つが有効化されており、この有効化されたドクターブレー
ドは１１２２ＡＣＴＩＶＥと標示される。比較的厚い層の処理調合物が塗布され（例えば
、装置１１２８により）、過剰な処理調合物はドクターブレード１１２２ＡＣＴＩＶＥと
、ドクターブレード１１２２ＡＣＴＩＶＥに向かって付勢されるバッキングローラ１１１
４と、の組み合わせにより除去され得る。
【０３２８】
　噴出装置１１２８は、処理調合物の被覆材をＩＴＭ２１０の表面に塗布するための「被
覆器」の１例である。被覆器の他の例は、プールの液体含有量がＩＴＭ表面上に保持され
たときのプール２０３２である。
【０３２９】
　ドクターブレード１１２２ＡＣＴＩＶＥ（またはドクターブレード１１２２ＡＣＴＩＶ

Ｅの丸みを帯びた先端部）およびバッキングローラ１１１４（または代替的に丸みを帯び
た先端部１１２３に向かって空気圧を提供するための装置）が共同的に被覆厚さ調節組立
体となり、図１０Ａおよび図１１Ａにおいて、処理調合物の「最終厚さ」は、先端部１１
２３をＩＴＭ２１０の対向部分に向かって（例えばバッキングローラ１１１４に向かって
）またはその逆方向に付勢する力の量にしたがって調節され得る。
【０３３０】
　図５の事例では、１つのみのドクターブレード１２２がＩＴＭ１１０と任意の所与の時
間において相互作用するが、ブレードが汚損されると、タレット１２０が回転されて、次
の隣接するドクターブレードが、当該ブレードが機能する（すなわち、過剰な液体を除去
し、所望の厚さの薄膜のみが装置の下流側表面に付着されることが可能となるよう表面に
対して十分に接近する）動作位置に運ばれる。
【０３３１】
　動作位置に戻る前に、タレット回転サイクルにおける何らかの後段段階において、汚損
されたブレード１１２２は洗浄装置（例えばブラシ１１３０）を通過し、この洗浄装置に
より、あらゆる堆積物が除去され、およびブレードが洗浄され、その後、ブレードは機能
を回復させる。
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【０３３２】
　タレット１１２０の回転は操作員による要求に基づいて行われてもよく、または規則的
間隔で実施されてもよい。
【０３３３】
　タレット１１２０上のドクターブレードの個数は必ずしも１２である必要はないが、切
り替え時に、図８～図９に示されるように、２つのドクターブレード１１２２が同時に機
能しかつＩＴＭ１１０と相互作用する時間が存在するよう、十分な個数が存在することが
望ましい。その結果、薄膜計量供給動作に中断がまったく発生せず、かつ、それにより印
刷システムの中断なしにドクターブレードの切り替えが可能となるよう、ブレードの十分
に連続的な交換が行われる。
【０３３４】
　図８～図９はそれぞれ、タレット１１２０およびドクターブレード洗浄ブラシ１１３０
の、より詳細な透視拡大断面図である。両方は、タンク１１２７に浸漬された金属フレー
ム１１４０において回転可能に支持されたアクスル上に搭載されている。タレット１１２
０のアクスルおよびドクターブレード洗浄ブラシ１１３０は、タンク１１２７の外部に搭
載された駆動モータ１４１２および駆動モータ１１４４に接続されている。図７から見ら
れ得るように、タレット１１２０は中空円筒から作られ、その円筒形表面は、その重量お
よび慣性モーメントが低減される一方で、ドクターブレード１１２２を支持するにあたり
依然として十分な強度が提供されるよう、穿孔され得る。
【０３３５】
　タレット１１２０により支持されるドクターブレード１１２２が平坦な帯状細片として
示されているが、ドクターブレード１１２２は代替的に図４を参照して説明したように円
形棒状体として形成されてもよいことが理解されるべきである。
【０３３６】
　調整剤の溶液を激しく攪拌すると、特定の調整剤に対しては、気泡または泡沫が形成さ
れることが知られている。超音波を使用して気泡を破壊することが可能であり、係る発泡
防止装置がタンク１１２５に組み込まれ得る。
【０３３７】
　図１０Ａおよび図１０Ｃに示されるように、ドクターブレード１１２２ＡＣＴＩＶＥが
バッキングローラ１１４１に向かって（またはその逆方向に）付勢されると、ドクターブ
レードはＩＴＭ２１０の下方行程に向かって進入し得る。図１０Ａに示されているように
、ＩＴＭ２１０（すなわちＩＴＭ２１０の下方行程）はローラ１１４１とドクターブレー
ド１１２２ＡＣＴＩＶＥとの間に配置される。したがってローラ１１４１がドクターブレ
ード１１２２ＡＣＴＩＶＥに向かって付勢されると、ローラ１１４１はＩＴＭ２１０（す
なわちＩＴＭ２１０の下方行程）を押圧し、ＩＴＭ２１０はドクターブレード１１２２Ａ

ＣＴＩＶＥに向かって付勢される。
【０３３８】
　その逆も成り立つ。図１０Ａ～図１０Ｂの事例では、ドクターブレード１１２２ＡＣＴ

ＩＶＥの中心軸１１８８が示されている。図１０Ａ～図１０Ｂでは、ドクターブレード１
１２２ＡＣＴＩＶＥの丸みを帯びた先端部は１１２３として標示されている。
【０３３９】
　図１０Ａの事例では、先端部１１２３はＩＴＭ２１０の表面（すなわち局所的法線）に
対向する。図１０Ａの事例では、ドクターブレード１１２２ＡＣＴＩＶＥは、丸みを帯び
た先端部１１２３に対向するＩＴＭ２１０の局所的表面に対して実質的に垂直方向に向け
られる。
【０３４０】
　図１０Ａの事例では、下向きの力がローラ１１４１により（すなわちＩＴＭを介して）
丸みを帯びた先端部１１２３に向かって印加される。代替例として、丸みを帯びた先端部
１１２３に向かってＩＴＭ２１０を付勢するために、空気圧が使用され得る。結果的に、
ドクターブレード１２２ＡＣＴＩＶＥは、曲率半径および印加される圧力により決定され
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る厚さを有する液体薄膜（例えば通常は１マイクロメートルより薄い）を残して全部を除
去することとなる。
【０３４１】
　上の全ては、図１０Ｃに与えられる例示的な構造に同様に適用されてもよい。しかし、
図１０Ｃの実施形態では、バッキングローラは、丸みを帯びた先端部がＩＴＭ表面の方に
向かうとき、および／またはその逆のとき（すなわち、バッキングローラと丸みを帯びた
先端部が互いの方に向かう任意の構成）に、丸みを帯びた先端部が、特定または望ましい
貫入深さでＩＴＭと共にバッキングローラに貫入するように圧縮される圧縮性表面を有す
る。
【０３４２】
　噴出装置１１２８、または、ＩＴＭ表面が浸され得る処理槽、または、初期被覆を塗布
するための任意の他の装置が、液体処理調合物でＩＴＭを被覆するための「被覆器」と考
えられ得る。さらに、（ｉ）丸みを帯びた表面１１２３（例えば丸みを帯びた先端部）と
、丸みを帯びた表面１１１２をＩＴＭ２１０の対向表面に向かって付勢するための対向す
る力を印加するための装置（例えばローラ１１４１）と、の組み合わせが、処理調合物所
望の均一の厚さ（例えばミクロン未満の厚さ）の層のみが残されるよう過剰な液体を除去
するための厚さ調節組立体を形成する。
【０３４３】
　本発明の様々な実施形態では、丸みを帯びた先端部１１２３が対向するＩＴＭ表面に対
して接触しない（例えば先端部とＩＴＭ表面との間に間隙を維持するために）場合でも、
アプリケータは依然として処理流体を介してＩＴＭに圧力を間接的に印加し得る。
【０３４４】
　いくつかの実施形態では、丸みを帯びた先端部は少なくとも０．１バール、または少な
くとも０．２５バール、または少なくとも０．３５バール、または少なくとも０．５バー
ル、および所望により最大２バール、または最大１．５バール、または最大１バールの圧
力を印加する。
【０３４５】
　この圧力は、印刷方向に局所的であり得る。例えば、「圧力の帯状細片」（例えば、帯
状細片は交差印刷方向に細長いものであり得る）（例えば少なくとも１０ｃｍ、または少
なくとも３０ｃｍ、または少なくとも５０ｃｍ、少なくとも７０ｃｍ、または少なくとも
１００ｃｍ、典型的には最大２５０ｃｍ、最大２００ｃｍ、または最大１５０ｃｍの長さ
を有する）が、（ｉ）帯状細片内においてＩＴＭに印加される最大圧力がＰ＿ＳＴＲＩＰ
＿ＭＡＸであり、Ｐ＿ＳＴＲＩＰ＿ＭＡＸの値が、少なくとも０．１バール、または少な
くとも０．２５バール、または少なくとも０．３５バール、または少なくとも０．５バー
ル、および所望により最大２バール、または最大１．５バール、または最大１バールとな
り、かつ、（ｉｉ）帯状細片内のすべての位置において、アプリケータによりＩＴＭに印
加される局所的圧力が少なくとも０．５＊Ｐ＿ＳＴＲＩＰ＿ＭＡＸとなり、かつ、（ｉｉ
ｉ）帯状細片の交差印刷方向において反対側上のすべての位置（上流側側面および下流側
側面－帯状細片から最大２ｃｍ、または最大１ｃｍ、または最大５ｍｍ、または最大３ｍ
ｍ、または最大２ｍｍ、または最大１ｍｍ、または最大０．５ｍｍだけ離間される）で、
最大圧力が最大０．２×Ｐ＿ＳＴＲＩＰ＿ＭＡＸまたは最大０．１×Ｐ＿ＳＴＲＩＰ＿Ｍ
ＡＸとなるよう、アプリケータによりＩＴＭに印加され得る。
【０３４６】
　図１１Ａで示すように、丸みを帯びた先端部１１２３（例えばドクターブレード）（例
えば静止状態で保持される）が存在することにより剪断場または速度勾配が生じ得る（例
えば図１１Ｂおよび図１１Ｃ参照）。ＩＴＭ表面の位置において、処理流体の速度は、非
粘着性境界状態により、非ゼロ（例えばＩＴＭの速度に実質的に等しい）であり得、アプ
リケータにおいて処理液体の速度はゼロであり得る。
【０３４７】
　いくつかの実施形態では、ｉ．薄い湿潤処理層の形成（例えば図２のステップＳ２０９
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または図１２のステップＳ１０１における）は、（ｉ）ＩＴＭの剥離表面から垂直方向に
（例えば、最大３ミクロン、または最大２ミクロン、または最大１ミクロン）離間され、
および／または、アプリケータとアプリケータの剥離表面との間である強力速度勾配ＩＶ
Ｇ位置ｘ＝ｘＩＶＧ＿ｌｏｃａｔｉｏｎ位置において、水性処理溶液の速度勾配（例えば
ＩＴＭ表面に対して垂直な方向における）を作ることを含み、ｉｉ．ＩＶＧ位置において
、速度勾配の大きさは、ＶＧ値に等しいかまたはＶＧ値を越え、ＶＧ値は少なくとも１０
６／秒、または少なくとも２×１０６／秒、または少なくとも４×１０６／秒、または少
なくとも５×１０６／秒、または少なくとも７．５×１０６／秒、または少なくとも１０
７／秒、または少なくとも２×１０７／秒、または少なくとも４×１０７／秒、または少
なくとも５×１０７／秒、または少なくとも７．５×１０７／秒である。いくつかの実施
形態では、速度勾配は、
　ｉ．ＩＶＧ位置の上流である上流位置において、最大速度勾配はＩＶＧ位置における速
度勾配の値の最大ｘ％となり、
　ｉｉ．ＩＶＧ位置の下流である下流位置において、最大速度勾配はＩＶＧ位置における
速度勾配の値の最大ｘ％となり、
　ｉｉｉ．ｘの値は、最大５０、または最大３０、または最大２０、または最大１０とな
り、および／または、
　ｉｖ．上流位置および下流位置はＩＶＧ位置からそれぞれ最大２ｃｍ、または最大１．
５ｃｍ、または最大１．２５ｃｍ、または最大１ｃｍ、または最大９ｍｍ、または最大８
ｍｍ、または最大７．５ｍｍ、または最大７ｍｍ、または最大６ｍｍ、または最大５ｍｍ
だけ離間されるよう、
　印刷方向に沿って局在化される。
【０３４８】
　いくつかの実施形態では、少なくとも２５０ｇ／ｃｍ、または少なくとも３５０ｇ／ｃ
ｍ、または少なくとも４００ｇｍ／ｃｍ、および／または最大１ｋｇ／ｃｍ、または最大
７５０ｇ／ｃｍ、または最大６００ｇ／ｃｍの交差印刷方向における力密度で、丸みを帯
びた表面がＩＴＭに付勢されるか、またはＩＴＭが丸みを帯びた表面に付勢される。
【０３４９】
　図１２に関する説明
　本発明の様々な態様は、図１２で説明する印刷処理に関する。いくつかの非限定的な実
施形態では、図３～図１１で説明される装置、システム、およびデバイスは図１２の方法
を実行するために用いられ得る。図１２におけるステップの順序は限定的であることを意
図するものではなく、特にステップＳ９１～Ｓ９９は任意の順序で実行され得る。いくつ
かの実施形態では、ステップＳ１０１～Ｓ１１７は図１２に示す順序で実行される。
【０３５０】
　いくつかの実施形態では、ステップＳ９１は図２のステップＳ２０１の任意の特徴また
は特徴の組み合わせを提供するために実行され得る。
【０３５１】
　いくつかの実施形態では、ステップＳ９５は図２のステップＳ２０５の任意の特徴また
は特徴の組み合わせを提供するために実行され得る。
【０３５２】
　いくつかの実施形態では、ステップＳ１０１は図２のステップＳ２０９の任意の特徴ま
たは特徴の組み合わせを提供するために実行され得る。
【０３５３】
　いくつかの実施形態では、ステップＳ１０５は図２のステップＳ２１３の任意の特徴ま
たは特徴の組み合わせを提供するために実行され得る。
【０３５４】
　いくつかの実施形態では、ステップＳ１０９は図２のステップＳ２１７の任意の特徴ま
たは特徴の組み合わせを提供するために実行され得る。
【０３５５】
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　いくつかの実施形態では、ステップＳ１１３は図２のステップＳ２２１の任意の特徴ま
たは特徴の組み合わせを提供するために実行され得る。
【０３５６】
　いくつかの実施形態では、ステップＳ１１７は図２のステップＳ２２５の任意の特徴ま
たは特徴の組み合わせを提供するために実行され得る。
【０３５７】
　ステップＳ９１～Ｓ９９は、図１２の処理において使用される成分または構成要素また
は消耗品に関し、その一方で、ステップＳ１０１～Ｓ１１７は処理自体に関する。要約す
ると、（ｉ）ステップＳ１０１において、湿潤処理調合物の薄い処理層が中間転写部材（
ＩＴＭ。疎水特性を有する剥離層を有する）に塗布され、（ｉｉ）ステップＳ１０５にお
いて、この処理層が、ＩＴＭの剥離表面上の薄い乾燥処理薄膜に乾燥（例えば高速乾燥）
され、（ｉｉｉ）ステップＳ１０９において、水性インクの液滴が薄い乾燥処理薄膜上に
堆積され（例えば噴出により）、（ｉｖ）ステップＳ１１３において、インク画像が乾燥
されて、ＩＴＭ上の乾燥処理薄膜上にインク画像が残され、（ｖ）ステップＳ１１７にお
いて、インク画像が印刷基板上に転送される（例えば乾燥処理薄膜とともに）。
【０３５８】
　ステップＳ９１～Ｓ９９の含有物に関する詳細について、ならびに処理ステップＳ１０
１～Ｓ１１７について、以下で説明する。
【０３５９】
　本発明の様々な実施形態では、ステップＳ９１～Ｓ１１７は、以下のように実行される
。（Ａ）ステップＳ９１において、ＩＴＭが提供される。なおこのＩＴＭは例えば、最大
でも中程度の疎水性を有し、および／または、疎水特性を有し、および／または、シリコ
ーン系であり、および／またはわずかに中程度の疎水性を有し、および／または、官能基
を有さない、剥離層を有する。（Ｂ）ステップＳ９５において、例えば（ｉ）低い蒸発負
荷を有し、および／または（ｉｉ）界面活性剤を豊富に含み、および／または、（ｉｉ）
中程度のみの親水性を示し、および／または、（ｉｉｉ）水溶性ポリマーを含み、および
／または（ｉｖ）第四級アンモニウム塩を含み、および／または（ｖ）溶液が均一な薄い
層に拡がり得るよう十分に低い粘度を有し、（ｖｉ）吸湿性物質を含み、および／または
（ｖｉｉ）有機溶媒を実質的に含まず、および／または（ｖｉｉｉ）最大で低濃度の凝集
剤（多価カチオンを含む）を有する、水性処理溶液が提供される。（Ｃ）ステップＳ９９
において水性インクが提供される。（Ｄ）ステップＳ１０１において、水性処理調合物が
ＩＴＭ（例えば移動中のＩＴＭ）の剥離表面に塗布され、それにより、剥離表面上に薄い
湿潤処理層（例えば厚さ≦０．８μ）が形成される。（Ｅ）ステップＳ１０５では、薄い
湿潤処理層にＩＴＭ剥離表面上で乾燥処理（例えば高速乾燥）が施され、水溶性ポリマー
の薄い乾燥処理薄膜（例えば厚さ≦０．０８μ）がＩＴＭ剥離表面上に残される。例えば
、薄い乾燥処理薄膜は、次の特性、すなわち、（ｉ）例えば処理薄膜が連続性および／ま
たは凝集性の薄膜であること、および（ｉｉ）乾燥処理薄膜の上方表面が非常に低い粗度
により特徴付けられること、の一方または両方を有し得る。（Ｆ）ステップＳ１０９にお
いて、水性インクの液滴が薄い乾燥処理薄膜上に堆積され（例えばインク噴出により）て
、当該処理薄膜上にインク画像が形成される。（Ｇ）ステップＳ１１９において、インク
画像は乾燥処理薄膜上に残留インクを残す（例えば良好なインクドット拡散を達成するた
めに）。（Ｈ）ステップＳ１１９において、乾燥インク画像は（例えば比較的低い温度で
）（例えば乾燥処理薄膜とともに）ＩＴＭ表面から印刷基板（例えば紙系またはプラスチ
ック系）に転送される。
【０３６０】
　いくつかの実施形態では、図１２の処理は、水性処理溶液がステップＳ１０１において
ＩＴＭに塗布されたとき、ビーディングがほとんど存在しないかまたはまったく存在せず
、それにより、結果的に生成された薄い乾燥処理薄膜（すなわちステップＳ１０５におい
て取得される）が連続的であり、および／または滑らか（例えば極めて滑らか）な上方表
面を有するよう実行される。この滑らかな上方表面は、高品質な基板上に存在するインク
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画像を取得するにあたり重要であり得る。
【０３６１】
　ＩＴＭに前処理が施され、前処理済みのＩＴＭの上部にインク画像が塗布される従来の
処理に関連する１つの特徴は、基板への転送後、乾燥処理調合物が（例えば乾燥後）イン
ク画像上に存在し、インク画像に望ましくない光沢を増加させ得ることである。この潜在
的に望ましくない効果を克服または最小化するために、薄い乾燥処理薄膜がステップＳ１
０５において取得される（例えば、最大４００ナノメートル、または最大２００ナノメー
トル、または最大１００ナノメートル、またはさらに小さい厚さを有する）。さらに、い
くつかの実施形態では、この薄い乾燥処理薄膜（すなわちステップＳ１０５で取得される
）は連続的であり、このことは以下で説明するように、有利であり得る。
【０３６２】
　限定ではないが、いくつかの実施形態では、図１２の処理は、ステップＳ１１７の画像
転送が（例えば未被覆基板に対して）低温で実施されるよう、実行される。例えばその温
度は最大摂氏９０度、または最大摂氏８５度、最大摂氏８０度、または最大摂氏７５度、
最大摂氏７０度、または最大摂氏６５度、最大摂氏６０度－例えば約摂氏６０度である。
【０３６３】
　図１２のステップＳ９１に関する説明
　異なる実施形態では、ＩＴＭ（すなわち図１２のステップＳ９１または図２のステップ
Ｓ２０１で提供されるＩＴＭ）は以下の特徴Ａ１～Ａ５のうちの１つまたは複数を提供し
得る。
　Ａ１：いくつかの実施形態では、剥離層はシリコーン物質（例えば、付加硬化型）から
形成される。このことにより、ＩＴＭはステップＳ１１７において有用である疎水特性を
有する。
　Ａ２：図１２の方法における使用の前に、シリコーン系剥離層は、その疎水性が低減さ
れるよう、生産される。例えば、剥離層に親水性を付与するにあたり官能反応性基の添加
に依存することに代わり、極性基における極性原子（例えば極性Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ部分にお
ける酸素原子）が剥離層表面に対して外向きに整列されるかまたは別様に配向されるよう
、シリコーン剥離層を硬化することが可能である。この事例では、「Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ」に
おける酸素原子は、通常の処理状態下では、ステップＳ１１７において処理溶液中の物質
に、乾燥インク画像に、および／または乾燥処理薄膜に、化学的に結合する能力を有さな
い。しかしステップＳ１０１～Ｓ１０５では、外向きに配向された極性「Ｏ」の親水性は
利点を提供することが可能である。
【０３６４】
　Ａ３：ＩＴＭの剥離表面は中程度の疎水特性を有するが、過度の疎水性を示さない。し
かがって、剥離表面は、少なくとも２３ダイン／ｃｍ、より典型的には少なくとも２５ダ
イン／ｃｍ、少なくとも２８ダイン／ｃｍ、少なくとも３０ダイン／ｃｍ、少なくとも３
２ダイン／ｃｍ、少なくとも３４ダイン／ｃｍ、または少なくとも３６ダイン／ｃｍ、お
よび／または最大４８ダイン／ｃｍ、最大４６ダイン／ｃｍ、最大４４ダイン／ｃｍ、最
大４２ダイン／ｃｍ、最大４０ダイン／ｃｍ、最大３８ダイン／ｃｍ、または最大３７ダ
インの表面エネルギー（摂氏２５度において）を有し得る。
【０３６５】
　Ａ４：インク受容表面または剥離層表面上の蒸留水液滴の後退接触角は、典型的には少
なくとも３０度、およびより典型的には３０度～７５度、３０度～６５度、３０度～５５
度、または３５度～５５度である。
　Ａ５：ＩＴＭの剥離層は、架橋ポリマー構造内で結合された官能基を有さないかまたは
実質的に有さない。発明者らは、係る官能基は望ましい粘着を増加または促進し得るもの
と考える。
【０３６６】
　図１２のステップＳ９５に関する説明
　ステップＳ９５において水性処理調合物が提供される。この処理調合物は少なくとも５
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０％重量／重量、または少なくとも５５％重量／重量、または少なくとも６０％重量／重
量、または少なくとも６５％重量／重量の水キャリア液体を含む。
【０３６７】
　異なる実施形態では、水性処理調合物（すなわち図１２のステップＳ１０１の塗布以前
のその初期状態における水性処理調合物または図１のステップＳ２０５の塗布以前のその
初期状態における水性処理調合物）は以下の特徴のうちの１つまたは複数（すなわち任意
の組み合わせ）を提供し得る。
【０３６８】
　Ｂ１．　低い蒸発負荷－いくつかの実施形態では、初期の水性処理調合物は低い蒸発負
荷を有し、摂氏６０度（および大気圧）において固体である物質を比較的豊富に含む。以
下で説明されるように、いくつかの実施形態では、このことは、ステップＳ１０５の実行
中、粘度が非常に短い時間的期間において急速に増加し、それにより、水性処理調合物が
ＩＴＭの剥離表面（疎水特性を有する）上でビーディングを形成させるあらゆる傾向が抑
制され得るため、有用であり得る。例えば摂氏６０度蒸発負荷は、最大１０：１、または
最大９：１、または最大８：１、または最大６：１、または最大５：１、または最大４：
１であり得る。いくつかの実施形態では、このことは、露出した部分を有さない連続的な
乾燥処理薄膜を達成するにあたり好適である。
【０３６９】
　Ｂ２．界面活性剤を豊富に含む－いくつかの実施形態では、初期水性処理調合物は、少
なくとも２％重量／重量、または少なくとも２．５％重量／重量、少なくとも３％重量／
重量、または少なくとも４％重量／重量、または少なくとも５％重量／重量、または少な
くとも６％重量／重量、または少なくとも７％重量／重量、または少なくとも８％重量／
重量、または少なくとも９％重量／重量、または少なくとも１０％重量／重量の界面活性
剤（複数可）を含む。本発明の様々な実施形態では、初期水性処理調合物中に存在する１
つまたは複数の界面活性剤（例えば、処理調合物において少なくとも５０重量％、または
少なくとも７５重量％、または少なくとも９０重量％の界面活性剤）は摂氏６０度におい
て固体であり得、それにより蒸発負荷が低くなることに貢献する。いくつかの実施形態で
は、初期水性処理調合物中に比較的高い濃度の界面活性剤が存在することは、水性処理調
合物の親水性が低下することに貢献し、それにより、ステップＳ１０１および／またはス
テップＳ１０５において水性処理調合物がＩＴＭの剥離表面上でビーズ状に凝集する傾向
が低減される。いくつかの実施形態では、界面活性剤が湿潤剤であるため、比較的高い濃
度の界面活性剤は、ステップＳ１０９および／またはＳ１１３の実行時に乾燥インク薄膜
の表面上で水性インク液滴を拡散させ（またはインク液滴が収縮しようとするあらゆる傾
向を抑制し）、それにより、結果的に生成されるインクドットの被覆範囲が拡がり、次第
に基板上に存在するようになることに対して有用であり得る。
【０３７０】
　Ｂ３．第四級アンモニウム塩が（例えば比較的高い濃度で）存在すること－いくつかの
実施形態では、初期水性処理調合物は少なくとも１．５％重量／重量（例えば少なくとも
２％、少なくとも２．５％、少なくとも３％、少なくとも４％、少なくとも５％）の第四
級アンモニウム塩を含む。いくつかの実施形態では、水中の第四級アンモニウム塩の溶解
度は、２５度で少なくとも５％である。いくつかの実施形態では、アンモニウム第四級ア
ンモニウム塩は、脂肪族置換基を有する。
【０３７１】
　Ｂ４．中程度の親水性を有する初期水性処理調合物－いくつかの実施形態では、初期水
性処理調合物は中程度にのみ親水性を示し、例えば、摂氏２５度で最大３２ダイン／ｃｍ
（例えば２０～３２ダイン／ｃｍ）または最大３０ダイン／ｃｍ（例えば２０～３２ダイ
ン／ｃｍ）または最大２８ダイン／ｃｍ（例えば２０～３２ダイン／ｃｍ）の静的表面張
力を有する。ＩＴＭの剥離表面が中程度の疎水性（または中程度の親水性）特性を示すた
め、ステップＳ１０１および／またはステップＳ１０５においてＩＴＭの表面上に水性処
理調合物のビーディングを生じさせ得る高い親水性を有する初期水性処理調合物を用いな
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いことは有用であり得る。このことは、特に、湿潤処理層の厚さが小さい状態に対して特
に重要であり得、薄い乾燥処理薄膜が連続的となるよう露出した部分を防止することが望
まれる。
【０３７２】
　Ｂ５．ポリマーマトリックスを形成する水溶性ポリマーの存在（例えば図２１のステッ
プＳ１０５または図２のステップＳ２１３における乾燥時における）－いくつかの実施形
態では、初期水性調合物は、摂氏２５度において少なくとも５％の水溶解度を有する、少
なくとも１．５重量％（例えば少なくとも２重量％、少なくとも２．５重量％、または少
なくとも３重量％）の少なくとも１つの水溶性ポリマー、より詳細にはマトリックス形成
ポリマーを含む。係るポリマー（複数可）は、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、Ｐ
ＶＰ、ポリエチレンオキシド、アクリルなどの、それらの誘導体を含む、ポリビニルアル
コール（ＰＶＡ）、水溶性セルロースを含むが、これらに限定されない。いくつかの実施
形態では、ポリマーマトリックスの形成により、薄膜の形成が助長され、および／または
、乾燥処理薄膜がかなり薄い場合でさえも、所望の弾力性および／または凝集性、または
引っ張り強度が乾燥処理薄膜に付与される。
【０３７３】
　Ｂ６．図１２のステップＳ１０１におけるＩＴＭ上への塗布（または図２のステップＳ
２０９におけるＩＴＭへの塗布）以前における比較的低い粘度－以下で説明されるように
、図１２のステップＳ１０１（または図２のステップＳ２０９）において、発明者らは、
水性処理調合物の薄いが比較的均一な湿潤層を塗布することが望ましいことを見出した。
この目的のために、初期水性処理調合物の摂氏２５度粘性係数は、最大１００ｃＰ、また
は最大８０ｃＰ、または最大４０ｃＰ、または最大３０ｃＰであり得る。代替的または追
加的に、初期水性処理調合物の摂氏２５度粘性係数は、少なくとも８ｃＰ、または少なく
とも１０ｃＰ、または少なくとも１２ｃＰ、または少なくとも１４ｃＰ－例えば８～１０
０ｃＰ、１０～１００ｃＰ、１２～１００ｃＰ、１４～１００ｃＰ、１０～６０ｃＰ、ま
たは１２～４０ｃＰの範囲内であり得る。
【０３７４】
　いくつかの実施形態では、この特徴は、（アプリケータ装置－例えば静止アプリケータ
装置を通過する際に）高速移動するＩＴＭに処理調合物を塗布する場合に、特に有用であ
り得る。
【０３７５】
　Ｂ７．グリセロールなどの有機溶媒を有さないこと－いくつかの実施形態では、低い蒸
気圧の有機溶媒が存在した場合、ステップＳ１０５におけるＩＴＭの表面上の処理調合物
の乾燥が妨げられ、および／または処理薄膜が、転送ステップＳ１１７に対して望ましい
所望の弾力性および／または凝集性、または、引っ張り強度を失い得る。いくつかの実施
形態では、調合物は、純粋状態における蒸気圧に関わらず有機溶媒を含まず、および／ま
たは、最大３重量％、最大２重量％、最大１重量％、または最大０．５重量％、または最
大０．２５重量％、または最大０．１重量％の有機溶媒を含む。特に、いくつかの実施形
態では、調合物は、有機溶媒を含まず、および／または、最大３重量％、最大２重量％、
最大１重量％、または最大０．５重量％、または最大０．２５重量％、または最大０．１
重量％のグリセロールを含む。いくつかの実施形態では、調合物はグリセロール完全に含
まない。
【０３７６】
　Ｂ８．吸水性物質を含む－いくつかの実施形態では、初期水性処理調合物は、吸水剤が
固体の乾燥処理薄膜内に配置されたときにインクから水を吸収するよう選択された固体吸
水剤を含む。例えば、係る固体吸水剤は最大摂氏６０度、または最大摂氏５０度、または
最大摂氏４０度、または最大摂氏３０度、または最大摂氏２５度－例えば少なくとも１．
５％重量／重量、または少なくとも２％重量／重量、または少なくとも２．５％重量／重
量、または少なくとも３％重量／重量の融点（すなわち純粋状態にあるとき）を有し得る
。係る吸水剤の例としては、スクロース、尿素、ソルビトール、およびイソマルトースが
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挙げられるが、これらに限定されない。
【０３７７】
　Ｂ９．その表面張力が全体としての調合物の表面張力を越える少なくとも１つの界面活
性剤を含む複数種類の界面活性剤の存在。－いくつかの実施形態では、初期水性処理調合
物は、第１界面活性剤および第２界面活性剤を含む。なお第１界面活性剤は第２界面活性
剤（例えば第四級アンモニウム塩）よりも大きい疎水性（およびより低い表面張力）を有
する。１つの事例では、第１界面活性剤はシリコンポリエーテルを含み、および／または
第２界面活性剤は第四級アンモニウム塩である。例えば、第１界面活性剤と第２界面活性
剤との間のそれぞれの表面張力における差異の絶対値は、少なくとも５ダイン／ｃｍ、ま
たは少なくとも７．５ダイン／ｃｍ、または少なくとも１０ダイン／ｃｍであり得る。例
えば、（ｉ）第１界面活性剤の表面張力は初期水性処理調合物の表面張力よりも小さい（
その差異は例えば、少なくとも１ダイン／ｃｍ、または少なくとも２ダイン／ｃｍ、また
は少なくとも３ダイン／ｃｍ、または少なくとも４ダイン／ｃｍ、または少なくとも５ダ
イン／ｃｍ、または少なくとも７ダイン／ｃｍである）、および／または、（ｉｉ）第２
界面活性剤の表面張力は初期水性処理調合物の表面張力よりも大きい（その差異は例えば
、少なくとも１ダイン／ｃｍ、または少なくとも２ダイン／ｃｍ、または少なくとも３ダ
イン／ｃｍ、または少なくとも４ダイン／ｃｍ、または少なくとも５ダイン／ｃｍ、また
は少なくとも７ダイン／ｃｍである）。
【０３７８】
　いくつかの実施形態では、第１界面活性剤の主要目的は、例えば処理調合物がステップ
Ｓ１０１および／またはＳ１０５においてビーズ状に凝集することがないよう、初期水性
処理調合物の親水性を低下させる（例えば上記の「特徴Ａ４」説明した値に）ことである
。代替的または追加的に、第２界面活性剤の主要目的は上記のＢ３で説明したあらゆる特
徴を提供することである。
【０３７９】
　異なる実施形態では、初期水性処理調合物は、少なくとも２％（重量／重量）、または
少なくとも２．５％（重量／重量）、少なくとも３％（重量／重量）、または少なくとも
４％（重量／重量）、または少なくとも５％（重量／重量）の第１界面活性剤、および／
または、少なくとも２％（重量／重量）、または少なくとも２．５％（重量／重量）、ま
たは少なくとも３％（重量／重量）、または少なくとも４％（重量／重量）、または少な
くとも５％（重量／重量）の第２界面活性剤を含む。例えば、第１界面活性剤の濃度（重
量／重量）と第２界面活性剤の濃度重量／重量との間の比は、少なくとも０．１、または
少なくとも０．２、または０．２５、または少なくとも０．３３、または少なくとも０．
５、または少なくとも０．７５、および／または最大１０、または最大４、または最大３
最大２、または最大４／３である。
【０３８０】
　Ｂ１０．最大でも低い濃度の、多価カチオン（例えば塩化カルシウムなど）を含む凝集
剤を有すること。－いくつかの実施形態では、これらの化合物は画像品質に対して良好で
はないと考えられる。
【０３８１】
　図１２のステップＳ９９に関する説明
　水性インクの潜在的特徴：
　特徴Ｃ１：（例えば図２または図１２の方法に関する）いくつかの実施形態では、イン
クは、ＰＣＴ／ＩＢ１３／５１７５５、またはＵＳ２０１５／００２５１７９、ＰＣＴ／
ＩＢ１４／０２３９５、またはＵＳ１４／９１７４６１に記載の１つまたは複数の特徴（
特徴の任意の組み合わせ）を提供する。以上の特許の全部は参照することにより本願に援
用される。
【０３８２】
　図１２のステップＳ１０５に関する説明
　特徴Ｄ１：ステップＳ１０５で形成される乾燥処理層は、薄いが単層（例えば単層より
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も顕著に厚い）ではなく、例えば最大で１００ナノメートルの厚さを有する。いくつかの
実施形態では、乾燥処理層は極度に薄く、最大８０ナノメートル、または最大７５ナノメ
ートル、または最大７０ナノメートル、または最大６５ナノメートル、または最大６０ナ
ノメートル、または最大５５ナノメートル、または最大５０ナノメートルの厚さを有する
。それにも関わらず、異なる実施形態では、たとえ乾燥処理薄膜が極度に薄い場合でさえ
も、単層または単層型の構成体よりも厚い。したがって、異なる実施形態では、乾燥処理
層の厚さは、少なくとも２０ナノメートル、または少なくとも３０ナノメートル、または
少なくとも４０ナノメートル、または少なくとも５０ナノメートルであり得る。いくつか
の実施形態では、この多くの「バルク」（すなわち、最小厚さ特徴－例えば、以下で説明
する他の特徴（複数可）とともに）を提供することは凝集性および／または弾性を示す乾
燥処理薄膜の形成を支援する。このことは、乾燥処理薄膜がＩＴＭから基板に転送される
際に（すなわち、乾燥処理薄膜上に乾燥インク画像を保持する段階において）その構造的
完全性を維持することが望ましいステップＳ１１７において、有用であり得る。
【０３８３】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理調合物は、基板に転送され後に結果的に生成される
インク画像に望ましくない光沢を加え得る。したがって薄いが凝集性を有する乾燥処理層
を形成する能力は、有用であり得る。薄い層は、蒸発、および層が乾燥して薄膜になるこ
とも、支援する。
【０３８４】
　特徴Ｄ２：ステップＳ１０５においてＩＴＭ上に形成される乾燥処理薄膜は連続的であ
り、薄さまたは極度の薄さに関わらず、乾燥処理薄膜上に「露出部分」を有さない。以下
で説明されるように、いくつかの実施形態では、この目的を達成するために（特に薄い層
または非常に薄い層に対して）、以下の項目すなわち、（ｉ）ステップＳ１０１において
塗布された初期塗布湿潤層は、初期塗布湿潤層が比較的薄く、最大約１μ（または最大０
．８μ、または最大０．６μ、または最大０．４μ、さらに典型的には最大０．３μ、最
大０．２５μ、または最大０．２μ、および／または少なくとも０．１μ）の厚さを有す
る場合でさえも、連続的であり露出部分を有さないこと、および、（ｉｉ）ステップＳ１
０５の乾燥処理は非常に急速に実行され、乾燥処理調合物の粘度が非常に急速に増加する
（例えば最大１００ミリ秒以内、最大５０ミリ秒以内、最大４０ミリ秒以内、最大３０ミ
リ秒以内、最大２５ミリ秒以内、最大２０ミリ秒以内、最大１５ミリ秒以内、または最大
１０ミリ秒内に、少なくとも１００倍、または少なくとも１０００倍、または少なくとも
１０，０００倍）こと、の両方が要求され得る。水性処理調合物がＩＴＭ剥離層に塗布さ
れるとき、ＩＴＭ剥離層が疎水特性を有し、処理調合物が水性であり、かつ、より大きい
親水性を有するため、水性処理調合物はビーディングを生じさせ得る。しかし、湿潤処理
層の塗布後に粘度が急速に上昇するならば、より高い粘度の処理調合物は、より低い粘度
の調合物よりも、ビーディングに対して、より良好に抗し得る。いくつかの実施形態では
、上記の特徴「Ｂ１」で論じたように、水性処理調合物は、固体を豊富に含み、および／
または、低い蒸発負荷を含む。このことは、粘度の急速な増加を支援し得る。
【０３８５】
　連続的な乾燥処理薄膜を取得するにあたり有用である他の耐ビーディング特徴（すなわ
ちステップＳ１０１～Ｓ１０５の耐ビーディング）は、（ｉ）いくつかの実施形態では疎
水特性を有するが、過度の疎水性は示さないＩＴＭの剥離表面（特徴「ＢＡ」参照）、と
、（ｉｉ）いくつかの実施形態では親水特性を有するが、過度の親水性は示さない水性処
理調合物（特徴「Ｂ４」参照）と、の相対的特性に関し得る。水性処理調合物とＩＴＭの
剥離層との間の静的表面張力が比較的小さい場合は、ビーディングに向かう駆動力は小さ
く、水性処理調合物の粘度は（例えば急速に増大するため）ビーディングを防止するにあ
たり十分であり得る。
【０３８６】
　上記で論じるように、ＩＴＭの剥離層の疎水性が中程度にすぎないにも関わらず（特徴
「Ａ３」参照）、ＩＴＭ剥離層は、ＩＴＭ剥離層と乾燥処理薄膜との間の粘着を制限する
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特定的な特性を有し得る（特徴「Ａ５」参照）。したがって、たとえ処理表面が、ステッ
プＳ１０１および／またはＳ１０５において処理表面上での処理調合物のビーディングを
回避するために中程度にのみ疎水性を示す場合でさえも、ＩＴＭの剥離層と乾燥処理薄膜
との間の粘着力を最小化することが後に望まれるときに、ステップＳ１１７においてこの
利点に対する「代償」を払うことを回避することが可能であり得る（例えば少なくとも部
分的に特徴「Ｂ２」のために）。
【０３８７】
　いくつかの実施形態では、このことは、適切な画像品質を有する基板に存在するインク
画像を生産するために有用である（例えば図１５Ａ～図１５Ｄ参照）。
【０３８８】
　特徴Ｄ３：　ステップＳ１０５においてＩＴＭ上に形成される乾燥処理薄膜は極度に低
い表面粗さにより特徴付けられる。いくつかの実施形態では、表面粗さは、最大２０ナノ
メートル、または最大１８ナノメートル、または最大１６ナノメートル、または最大１５
ナノメートル、または最大１４ナノメートル、または最大１２ナノメートル、または最大
１０ナノメートル、または最大９ナノメートル、または最大８ナノメートル、または最大
７ナノメートル、または最大６ナノメートルの粗さ平均Ｒａ（一般的に使用される１次元
粗度パラメータ）により特徴付けられる。ＩＴＭ上に形成される乾燥処理薄膜は少なくと
も３ナノメートルまたは少なくとも５ナノメートルのＲａを有し得る。
【０３８９】
　いくつかの実施形態では、ステップＳ１０５において形成される薄いかまたは極度に薄
い乾燥処理薄膜に対してさえも、例えば、粗さ平均Ｒａと乾燥処理層の厚さとの間の比が
、少なくとも０．０２、または少なくとも０．０３、または少なくとも０．０４、または
少なくとも０．０５、または少なくとも０．０６、または少なくとも０．０７、または少
なくとも０．０８、または少なくとも０．９、または少なくとも０．１、または少なくと
も０．１１、または少なくとも０．１２、または少なくとも０．１３、または少なくとも
０．１４、または少なくとも０．１５、または少なくとも０．１６、または少なくとも０
．１７、または少なくとも０．１８、または少なくとも０．１９、または少なくとも０．
２である場合でさえも、係る低い粗さ平均Ｒａを達成することが可能であり得る。
【０３９０】
　いくつかの実施形態では、水性インク液滴が堆積される乾燥処理薄膜、および乾燥処理
薄膜の表面（例えば乾燥処理薄膜の上方表面）は、（ｉ）平均粗度Ｒａと、（ｉｉ）乾燥
処理層の厚さと、の間の寸法比により特徴付けられる。なお該無次元比は、少なくとも０
．５、少なくとも０．４、少なくとも０．３、少なくとも０．２５、少なくとも０．２、
少なくとも０．１５、または少なくとも０．１、および所望により、少なくとも０．０２
、または少なくとも０．０３、または少なくとも０．０４、または少なくとも０．０５、
または少なくとも０．０６、または少なくとも０．０７、または少なくとも０．０８であ
る。
【０３９１】
　特徴Ｄ４：いくつかの実施形態では、少なくとも１０ｃｍ×１メートル、または１ｍ２
、３ｍ２、または１０ｍ２の全体の長方形の全体を覆う連続的な乾燥薄膜を取得すること
が可能である。この薄膜は、最大１２０ｎｍ、最大１００ｎｍ、最大８０ｎｍ、最大６０
ｎｍ、最大５０ｎｍ、または最大４０ｎｍ、および典型的には、少なくとも２０ｎｍ、少
なくとも２５ｎｍ、または少なくとも３０ｎｍの厚さまたは平均厚さを有し得る。
【０３９２】
　ステップＳ１０９～Ｓ１１７に関する説明
　異なる実施形態では、ステップＳ１０９および／またはＳ１１３および／またはＳ１１
７が実行されると、以下の処理関連特徴のうちの１つまたは複数が提供され得る。
　特徴Ｅ１：いくつかの実施形態では、たとえ画像が未被覆基板に転送される場合でさえ
も、ステップＳ１１７は低い転送温度（例えば最大摂氏９０度、または摂氏８０度、また
は摂氏７５度、または摂氏７０度、または摂氏６５度、または摂氏６０度－熱可塑性物質
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特性および／または引っ張り強度のために）で実行される。いくつかの実施形態では、低
温転送ステップを提供することは、インクジェットヘッド部の目詰まりを低減または回避
するにあたり有用であり得、および／または、印刷処理の全体を、環境に対する配慮の面
でより良好なものとするにあたり有用であり得る。
【０３９３】
　いくつかの実施形態では、乾燥処理薄膜および乾燥インク画像の両方は、転送温度にお
いて粘着性を示し、したがって、比較的低い温度においてさえも、剥離層からきれいに剥
離されやすい。この特性は、初期水性処理溶液の化学的性質に少なくとも部分的に寄与し
得る。いくつかの実施形態では、剥離層の化学的性質および構造（例えば特徴「Ａ５」参
照）も、ステップＳ１１７において低温転送処理を提供するにあたり有用であり得る。
【０３９４】
　特徴Ｅ２：展開－液滴が薄膜上に堆積される様式（例えば濡れ角）および処理薄膜の物
理的および／または化学的特性（Ａ２および／またはＡ３および／またはＡ８－インク中
のナノ粒子も寄与する）は、インクドットの半径が、乾燥処理薄膜上への衝突直後の前駆
体液滴の半径を越える（例えば、各液滴のサイズが、液滴の衝突エネルギーにより生じる
液滴の拡散に起因するサイズを超えて増加する）ものとなるよう、設定される。［Ｄｍａ
ｘ＝２・Ｒｍａｘ、またはＤｉｍｐａｃｔ－ｍａｘ＝２・Ｒｉｍｐａｃｔ－ｍａｘ］
【０３９５】
　図１３Ａ～図１３Ｅでは、インク液滴がＩＴＭ（例えばＩＴＭの剥離表面）上に堆積さ
れるプロセスが概略的に説明されている。図１３Ａでは、インク液滴がＩＴＭの方に向か
って移動する。図１３Ｂ～図１３Ｃでは、（ｉ）液滴と（ｉｉ）ＩＴＭ（またはＩＴＭの
乾燥処理薄膜）との間の衝突直後におけるインク液滴が説明されている。液滴の運動エネ
ルギーにより液滴に変形が生じる。これについては図１３Ｂ～図１３Ｃで示される。特に
、液滴の運動エネルギーにより液滴は外向きに拡張する。図１３Ｃでは衝突時の液滴の最
大半径（すなわち、液滴の運動エネルギーにより生じた変形に起因する半径の最大増加）
が示されている。液滴が、運動エネルギーに駆動される液滴変形により、衝突の１０ミリ
秒内に、この最大半径（「Ｒ　ｕｐｏｎ　ｉｍｐａｃｔ」または「Ｒ　ｍａｘ　ｉｍｐａ
ｃｔ」、これらは相互交換可能に使用される）に到達した後、液滴（または、液滴に取っ
て代わるドット（なぜなら各液滴は次第に乾燥してインクドットになるため））は最初、
図１３Ｄに示すようにＩＴＭ上に存在し（例えば乾燥処理薄膜を介して）、転送後、イン
ク液滴は図１３Ｅに示すように基板上に存在する。液滴または液滴に取って代わるドット
は、物理化学的力または化学的相互作用により、さらに拡張し得る。これは、図１３Ｃま
たは図１３Ｄと図１３Ｂとの比較により概略的に示される展開現象である。ここで再び、
図１３Ａ～図１３Ｅが概略図であり、変形された液滴が図１３Ａ～図１３Ｅに示す特定的
な形状を有することがまったく要求されないことに注意すべきである。
【０３９６】
　図１４Ａ～図１４Ｂでは、本発明の様々な実施形態にしたがって生産された乾燥処理薄
膜の機械的にプロットされたトポグラフィー的プロファイルが提供される。
【０３９７】
　図２および図１２に関する全般的コメント－いくつかの実施形態では、図２のステップ
Ｓ２０１を実行すると、図１２のステップＳ９１の特徴の任意の特徴または組み合わせが
提供され得る。いくつかの実施形態では、図２のステップＳ２０５を実行すると、図１２
のステップＳ９５の任意の特徴または特徴の組み合わせが提供され得る。いくつかの実施
形態では、図２のステップＳ２０９を実行すると、図１２のステップＳ１０１の任意の特
徴または特徴の組み合わせが提供され得る。いくつかの実施形態では、図２のステップＳ
２１３を実行すると、図１２のステップＳ１０５の任意の特徴または特徴の組み合わせが
提供され得る。いくつかの実施形態では、図２のステップＳ２１７を実行すると、図１２
のステップＳ１０９の任意の特徴または特徴の組み合わせが提供され得る。いくつかの実
施形態では、図２のステップＳ２２１を実行すると、図１２のステップＳ１１３の任意の
特徴または特徴の組み合わせが提供され得る。いくつかの実施形態では、図２のステップ
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Ｓ２２５を実行すると、図１２のステップＳ１１７の任意の特徴または特徴の組み合わせ
が提供され得る。
【０３９８】
　図１４Ａ～図１４Ｂでは、本発明のいくつかの実施形態にしたがって生産された乾燥さ
れた連続的な処理薄膜の機械的にプロットされたトポグラフィー的プロファイルが提供さ
れる。Ｚｙｇｏレーザー干渉計により生産されたこれらのトポグラフィー的プロファイル
は、およそ４０～５０ナノメートル（図１４Ａ）およびおよそ１００ナノメートル（図１
４Ｂ）の平均薄膜厚さを、それぞれ表示する。この薄膜表面は例外的に滑らかで、図１４
Ａでは約７ナノメートルの平均粗度（Ｒａ）、および図１４Ｂでは７ナノメートルよりも
やや小さい平均粗度（Ｒａ）を示す。他のトポグラフィー的プロファイルでは、およそ４
０ナノメートルの平均薄膜厚さ、および約５ナノメートルのＲａが観察されている。
【０３９９】
　薄膜の厚さ（典型的には最大１２０ｎｍ、最大１００ｎｍ、最大８０ｎｍ、最大７０ｎ
ｍ、最大６０ｎｍ、最大５０ｎｍ、または最大４０ｎｍ、およびより典型的には３０～１
００ｎｍ、４０～１００ｎｍ、４０～８０ｎｍ、４０～７０ｎｍ、または４０～６０ｎｍ
）にも関わらず、この薄膜は典型的には、２０ｃｍ２、５０ｃｍ２、もしくは２００ｃｍ
２、またはそれ以上の大きい面積においてさえ、露出スポットを有さず、欠陥が存在しな
い。
【０４００】
　理論に拘束されることを望むものではないが、発明者らは、乾燥処理薄膜が極めて滑ら
かな表面を有することにより、インクドットの展開が、望ましくない細流（ｒｉｖｕｌｅ
ｔ）などの形成が感知可能に緩和または回避されるよう、一様かつ制御された様式で発生
し得るものと考える。結果的に生成されるインクドット形状が、Ｌａｎｄａ社の出願番号
第ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０００８４０号において達成された卓越した形状（凸性、粗さ
、縁部シャープネス）に品質において相当に類似する。なおＰＣＴ／ＩＢ２０１３／００
０８４０は、あたかも本明細書に完全に記載されるかのように、すべての目的のために、
参照することにより援用される。このことは、本開示により利用される展開機構を鑑みる
と、当該出願において開示される表面張力により制御される落下固定および収縮（ｄｒｏ
ｐ　ｐｉｎｎｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｏｎｔｒａｃｔｉｏｎ）と比較して、特に驚くべきであ
る。
【０４０１】
　図１５Ａ～図１５Ｄでは、紙基板上のインクドットのいくつかの例が示されている。特
に、図１５Ａでは、本発明のいくつかの実施形態にしたがって、ＩＴＭ上にインクジェッ
トされ、そこから転送された後の、被覆済み紙基板（１３０ＧＳＭ）に付着された単一の
インクドットの拡大画像の上面図が提供され、図１５Ｂでは、本発明のいくつかの実施形
態にしたがって、被覆済み紙基板（１３０ＧＳＭ）上の視野域内に配置された複数のイン
クジェットインクドットの拡大画像の上面図が提供され、図１５Ｃでは、本発明のいくつ
かの実施形態にしたがって、ＩＴＭ上にインクジェットされ、ＩＴＭから転送された後の
、未被覆の紙基板に付着する単一インクドットの拡大画像の上面図が提供され、図１５Ｄ
では、本発明のいくつかの実施形態にしたがって、未被覆の紙基板上の視野域内に配置さ
れた複数のインクジェットインクドットの拡大画像の上面図が提供されている。
【０４０２】
　ドットおよび凸性測定が、ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０００８４０により開示される手順
にしたがって実行された。加えて、ドットおよび凸性測定は、実質的に以下で説明するよ
うに実行された。
【０４０３】
　画像取得方法
　ドット画像の取得がＬＥＸＴ（Ｏｌｙｍｐｕｓ）ＯＬＳ３０００顕微鏡を使用して実行
された。画像はＸ１００およびＸ２０の光学ズームを用いて収集された。カラー画像が６
４０×６４０ピクセルの解像度を有する非圧縮フォーマット（Ｔｉｆｆ）で保存された。
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【０４０４】
　加えて、ドット厚さおよび直径を測定するためにＸ１００レンズを有するＺＹＧＯ顕微
鏡が使用された。
【０４０５】
　分析について
　本願に含まれる、対象となる基本パラメータ（およびその単位）は以下の通りである。
　・直径－円に適合する　［Ｄｄｏｔ］　［ｍｉｃ］
　・外周［Ｐ］　［ｍｉｃ］
　・測定面積［Ａ］　［ｐｉｘ＾２］
　・最小凸状形状面積［ＣＳＡ］　［ｐｉｘ＾２］
　・光学的均一性［ＳＴＤ］　［８ｂｉｔ階調値］
　・厚さ［Ｈｄｏｔ］　［ｍｉｃ］
　これらのパラメータから、以下が計算された。
　・アスペクト比：Ｒａｓｐｅｃｔ＝Ｄｄｏｔ／Ｈｄｏｔ　［無次元］
　・ドット真円度：ＥＲ＝Ｐ２／（４π・Ａ）［無次元］
　・ＤＲｄｏｔ：ＥＲ－　１　［無次元］
　・凸性：ＣＸ＝ＡＡ／ＣＳＡ　［無次元］
　・非凸性：Ｄｃｄｏｔ＝１－ＣＸ　［無次元］
【０４０６】
　分析は、可能である場合にはＷＯ２０１３／１３２４１８で適用された上記の分析手順
を利用して、ＭＡＴＬＡＢ画像処理ツールを使用して行われた。
　ブランケット
【０４０７】
　ＩＴＭは、図１７～図２２により説明される、本発明の様式で製造され得る。係るＩＴ
ＭはＬａｎｄａ社のＮａｎｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ（登録商標）技術に対し
て特に好適である。
【０４０８】
　ここで図１６を参照すると、図１６では、担体１０を通る断面が概略的に示されている
。これら全部の図面では、仕上げられた物品の部分を形成する層から区別するために、担
体１０は中実の黒い線として示されている。担体１０は担体接触表面１２を有する。
【０４０９】
　いくつかの実施形態では、担体接触表面１２は、最大約５０ｎｍ、最大３０ｎｍ、最大
２０ｍ、最大１５ｎｍ、最大１２ｎｍ、または、より典型的には、最大１０ｎｍ、最大７
ｎｍ、または最大５ｎｍの粗度（Ｒａ）を有する良好に研磨された平坦表面であり得る。
いくつかの実施形態では、担体接触表面１２は、１～５０ｎｍ、３～２５ｎｍ、３～２０
ｎｍ、または５ｎｍ～２０ｎｍである。
【０４１０】
　担体接触表面１２の親水特性については以下で説明する。
【０４１１】
　いくつかの実施形態では、担体１０は、可撓性を有さず、例えば１枚のガラスまたは厚
い金属シートで形成され得る。
【０４１２】
　いくつかの実施形態では、担体１０は、可撓性を有する箔（例えば、主にアルミニウム
、ニッケル、および／またはクロムからなるか、またはこれを含む可撓性箔）で形成され
ると有利であり得る。一実施形態では、この箔は、アルミニウム処理されたＰＥＴ（ポリ
エチレンテレフタレート、ポリエステル）、例えば蒸発されたアルミニウム金属で被覆さ
れたＰＥＴのシートである。アルミニウムの上部被覆はポリマー被覆により保護され得る
。なおこのシートは典型的には、可撓性を維持しつつもシワを回避するために小さい半径
で曲がりにくいよう、０．０５ｍｍ～１．００ｍｍの厚さを有する。
【０４１３】
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　いくつかの実施形態では、担体１０は静電防止ポリマー薄膜（たばＰＥＴなどのポリエ
ステル薄膜など）で形成されると有利であり得る。静電防止薄膜の静電防止特性は、様々
な添加剤（例えばアンモニウム塩など）をポリマー組成物に添加することを含む当業者に
周知の様々な手段により達成される。
【０４１４】
　結果が図１７に示される本ＩＴＭ製造方法のステップでは、流体第１硬化組成物（図２
４Ｂにおいて３６として示される）が提供され、層１６が当該組成物から担体接触表面１
２上に形成される。層１６は、外側のインク転送表面１４を有する初期剥離層を構成する
。
【０４１５】
　層１６の流体第１硬化可能組成物は、典型的にはシリコーンポリマー（例えばポリジメ
チルシロキサン（例えば、ビニル末端ポリジメチルシロキサンなど））からなるエラスト
マーを含み得る。
【０４１６】
　いくつかの実施形態では、流体第１硬化可能物質は、ビニル官能シリコーンポリマー（
例えば、例えばビニル官能ポリジメチルシロキサンなどの末端ビニル基に加えて少なくと
も１つの側鎖ビニル基を含むビニルシリコーンポリマー）を含む。
【０４１７】
　いくつかの例示的な実施形態では、流体第１硬化可能物質は、ビニル末端ポリジメチル
シロキサンと、末端ビニル基に加えてポリシロキサン鎖上に少なくとも１つの側鎖ビニル
基を含むビニル官能ポリジメチルシロキサンと、架橋剤と、付加硬化型触媒と、所望によ
り、さらに硬化抑制剤と、を含む。
【０４１８】
　当該技術分野で周知のように、硬化可能な接着剤組成物は、単位モルベースで任意の好
適な量（典型的には１モルあたり最大０．０１％のプレポリマー）の付加硬化型触媒を含
み得る。
【０４１９】
　流体第１硬化可能物質に対する代表的な配合は以下の事例において提供される。
【０４２０】
　流体第１硬化可能組成物の層１６が担体接触表面１２に塗布され、その後、硬化される
。層１６は、例えばドクターブレード（ロール上に搭載されたナイフ）を使用して、ドク
ターブレードが、ＩＴＭのインク転送表面１４として最終的に機能することになる表面に
接触せず、それによりドクターブレードにおける欠陥が完成品の品質に影響を及ぼさない
よう、所望の厚さに展開され得る。硬化後、「剥離」層１６は、約２マイクロメートル～
約２００マイクロメートルの厚さを有し得る。係るステップおよび方法が実装される装置
が図２４Ａおよび図２４Ｂで概略的に示されている。
【０４２１】
　例えば、上記で詳述した剥離層調合物が、５～２００マイクロメートル（μ）の厚さに
均一化され、摂氏１２０度～摂氏１３０度でおよそ２～１０分間硬化された、ＰＥＴ保持
体上に均一に塗布され得る。驚くべきことに、蒸留水の０．５～５マイクロリットル（μ
ｌ）液滴に関するその後退接触角（ＲＣＡ）により推定される、そのように準備された剥
離層のインク転送表面の疎水性は、およそ６０度であり得る。その一方で、同一の剥離層
の他の側部（空気界面を用いて従来準備された層の疎水性を近似する作用を有する）は顕
著により高い（典型的にはおよそ９０度）ＲＣＡを有し得る。インク転送表面１４を生産
するために使用されたＰＥＴ担体は典型的におよそ４０度以下のＲＣＡを示し得る。接触
角度測定は、接触角分析器－Ｋｒｕｓｓ（登録商標）「Ｅａｓｙ　Ｄｒｏｐ」ＦＭ４０Ｍ
ｋ２および／またはＤａｔａｐｈｙｓｉｃｓ　ＯＣＡ１５　Ｐｒｏ（オーストラリア、ニ
ューサウスウェールズ州、ゴスフォードのＰａｒｔｉｃｌｅ　ａｎｄ　Ｓｕｒｆａｃｅ　
Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｐｔｙ社）を用いて実施された。
【０４２２】
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　その結果が図１８で示される、この方法の後続ステップにおいて、追加層１８（コンプ
ライアンス層と呼ばれる）が、インク転送表面１４に対して逆側において層１６に塗布さ
れる。コンプライアンス層１８は、層１６およびその最外部表面１４が、インク画像が印
圧されている基板の表面輪郭に近接して追随することを可能にするエラストマー層である
。コンプライアンス層１８をインク転送表面１４の反対側の側部に取り付けることは、コ
ンプライアンス層１８の物質に加えて、接着または結合組成物の塗布を含み得る。通常、
コンプライアンス層１８は典型的には、約１００マイクロメートル～約３００マイクロメ
ートル以上の厚さを有する。
【０４２３】
　コンプライアンス層１８が剥離層１６と同一の組成を有する一方で、物質および処理の
経済性の観点からは、より安価な物質を使用することが是認され得る。さらに、コンプラ
イアンス層１８は典型的には、剥離層１６とは異なる機械的特性（例えば張力に対する耐
性がより大きい）を有するよう選択される。特性における係る所望の差異は、例えば剥離
層１６に対して異なる組成を利用することにより、剥離層１６の調合物を準備するために
使用された成分との間で割合を変化させることにより、さらなる成分を係る調合物に加え
ることにより、および／または、異なる硬化条件を選択することにより、達成され得る。
例えば、充填剤粒子の添加により、剥離層１６と比較してコンプライアンス層１８の機械
的強度は望ましく向上し得る。
【０４２４】
　いくつかの実施形態では、コンプライアンス層１８は多様なゴムを含み得る。好適には
係るゴムは、少なくとも摂氏１００度の温度で安定であり、アクリル酸アルキルコポリマ
ーゴム（ＡＣＭ）、メチルビニルシリコーンゴム（ＶＭＱ）、エチレンプロピレンジエン
モノマーゴム（ＥＰＤＭ）、フルオロエラストマポリマー、ニトリルブタジエンゴム（Ｎ
ＢＲ）、エチレンアクリルエラストマー（ＥＡＭ）、および水素化ニトリルブタジエンゴ
ム（ＨＮＢＲ）などのゴムを含み得る。
【０４２５】
　非限定的な例として、２つの成分が１：１の比で混合された２成分液体シリコーンゴム
であるＳｉｌｏｐｒｅｎ（登録商標）ＬＳＲ２５３０（ニューヨーク州のＭｏｍｅｎｔｉ
ｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ社）が前述の硬化剥離層１６に塗布
された。シリコーンゴム混合物は、ナイフブレードを用いて、約２５０マイクロメートル
の厚さを有する初期コンプライアンス層１８を取得するために、計量しながら供給され／
均一化され、次にコンプライアンス層１８は摂氏１５０度～摂氏１６０度でおよそ５分間
にわたり硬化された。
【０４２６】
　その結果が図１９において示される、この方法の後続ステップでは、補強層または支持
層２０がコンプライアンス層１８上に構築される。支持層２０は典型的には、ＩＴＭが印
刷システムにおいて張力下で保持されたときに伸張に耐えるための十分な構造的完全性を
有する支持層２０を提供するために、織物または織地の形態にある繊維補強材を含む。支
持層２０は、後に硬化されかつ硬化後に可撓性を保持する樹脂で、繊維補強材を被覆する
ことにより形成される。
【０４２７】
　代替的に、支持層２０は、補強層として別に形成され、独立的に硬化された樹脂内に埋
め込まれ、および／または注入された係る繊維を含み得る。この場合、支持層２０は、接
着層を介してコンプライアンス層１８に取り付けられ得、所望により、現場で支持層２０
を硬化する必要性が排除される。全般的に、支持層２０は、現場でコンプライアンス層１
８上に形成された場合でも、または別個に形成された場合でも、約１００マイクロメート
ル～約５００マイクロメートルの厚さを有し得、その一部は繊維または織地の厚さに寄与
し、その厚さは通常約５０マイクロメートル～約３００マイクロメートルで変動する。し
かし支持層厚さは限定的ではない。高耐久性の用途に対しては、例えば支持層は、２００
マイクロメートル以上、５００マイクロメートル以上、または１ｍｍ以上の厚さを有し得
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る。
【０４２８】
　例えば、ビニル官能化された剥離被覆１６および２成分シリコーンゴムコンプライアン
ス層１８を含む本明細書で記載の多層化されたＩＴＭ構造に対して、ガラス繊維の編み込
み織地を含む支持層２０が塗布された。約１００マイクロメートルの厚さを有するガラス
繊維織地は、垂直方向に１６ヤーン／ｃｍを有する平織物であった。ガラス繊維織地は、
コンプライアンス層に対応する液体シリコーンゴムＳｉｌｏｐｒｅｎ（登録商標）ＬＳＲ
２５３０を含む硬化可能流体に埋め込まれた。全体的に、結果的に生成された支持層２０
は、約２００マイクロメートルの厚さを有し、およそ２～５分間にわたり摂氏１５０度で
硬化された。好適には、より高密度の織物（例えば２４×２３ヤーン／ｃｍを有する）が
使用され得る。
【０４２９】
　支持層２０を現場で形成した後、または支持層２０を取り付けた後、必要に応じて追加
層がその反対側に構築され得る。図２０では、支持層２０の反対側に固定された（例えば
硬化接着剤または樹脂により）所望によるフェルトブランケット２２が示されており、図
２１では、ブランケット２２の反対側上に被覆された高摩擦層２４が示されている。当業
者に理解されるであろうように、様々な比較的柔らかいゴムが、高摩擦特性を有する層を
準備するために用いられ得る。係るゴムの単なる一例としてシリコーンエラストマーが挙
げられる。ブランケット２２などの介在する層が存在しない状況では、高摩擦層２４が支
持層２０に直接的に取り付けられ得る。
【０４３０】
　上述のように、ＩＴＭの剥離層に加えられるすべての層（例えば、１８、２０、２２、
２４、または任意の介在する接着層もしくは下塗り層、その他）は、図２３Ｃにおける基
部２００に対して示されるように、共同して構造体の基部を形成する。
【０４３１】
　ＩＴＭが使用される前に、図２２に示すように、担体１０を取り除いて、剥離層１６の
インク転送表面１４を露出させることが必要である。通常は、完成品を単に担体１０から
引きはがすとよい。
【０４３２】
　担体１０が可撓性を有する箔である場合、ＩＴＭが印刷システムに据え付けられる等の
ときまでＩＴＭ上の定位置に残されるほうが好適であり得る。この箔は、格納、輸送、お
よび据え付けの際に、ＩＴＭのインク転送表面１４を保護する作用を有するであろう。加
えて担体１０は、製造プロセスの完了後、保護膜として好適である代替的な箔と交換され
得る。
【０４３３】
　図２４Ａ～図２４Ｄでは、ＩＴＭがその中で製造され得る装置９０が概略的に示されて
いる。図２４Ａでは、可撓性を有するループコンベア１００を移動させる巻き出しローラ
４０および巻き取りローラ４２を有する係る装置９０の概略が提供されている。コンベア
１００により追従される経路に沿って、所望のＩＴＭに対して好適である硬化可能な流体
組成物を吐出することが可能な吐出ステーション５２と、ステーションの下流方向に移動
するにつれて硬化可能層の厚さを制御することが可能なレベリングステーション５４と、
後続ステップが存在する場合に後続ステップに対する初期層として機能することが可能と
なるよう、層を少なくとも部分的に硬化することが可能な硬化ステーション５６と、が配
置される。吐出ステーション５２、レベリングステーション５４、および硬化ステーショ
ン５６は層形成ステーション５０ａを構成する。５０ｂにより示されるように、装置９０
は所望により２個以上の層形成ステーションを含み得る。さらに、形成ステーション５０
は、ステーション５０ａにおいて吐出ローラ５８により示される追加的な下位ステーショ
ンを含み得る。
【０４３４】
　いくつかの実施形態では、ループコンベア１００に対する必要性は省略され、担体１０
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は直接的にローラ４０とローラ４２との間で張架される。未処理の担体１０が巻き出しロ
ーラ４０から巻き出され、ステーション５０ａおよび５０ｂを通過した後、巻き取りロー
ラ４２に巻き取られる。
【０４３５】
　図面には示されないが、この装置はさらに、吐出ステーションの上流側に「表面処理」
ステーションを含み得る。この表面処理ステーションは、必要に応じて、硬化可能な組成
物を後に塗布することを、または、場合によっては担体接触表面または初期層に硬化可能
な組成物を取り付けることを、支援する。担体に関して上述したように、所望による表面
処理ステーション（図示せず）は物理的処理（例えば、コロナ処理、プラズマ処理、オゾ
ン処理、その他）に対して好適であり得る。
【０４３６】
　図２４Ｂでは、装置９０の形成ステーション５０においてコンベア１００上に配置され
た担体１０が被覆される得る様子が概略的に示されている。吐出ステーション５２におい
て、剥離層１６の硬化可能な組成物３６が担体接触表面１２に塗布される。担体１０が矢
印の方向に駆動されるにつれて、硬化可能な組成物３６は、例えばドクターブレードを使
用することにより、レベリングステーション５４において所望の厚さに均一化される。均
一化された層が下流方向に進行するにつれて、当該層は硬化ステーション５６に進入する
。硬化ステーション５６は、硬化可能組成物３６を少なくとも部分的に硬化させ、それに
より初期層１６が硬化ステーションの出口側で形成されることが可能となるよう、構成さ
れている。係る代表的ステップについては、図１６および図１７に関連してすでに説明し
た。
【０４３７】
　図２４Ｃおよび図２４Ｄでは、追加的な層（基部を形成する）が塗布される様子が概略
的に示されている。図２４Ｃでは、硬化可能組成物３８が吐出ステーション５２（図９Ｂ
で示す剥離層１６で担体を被覆するために使用されたステーションと同一であってもよく
異なってもよい）において吐出される。硬化可能組成物３８はレベリングステーション５
４において所望の厚さに均一化され、次に硬化ステーション５６に入り、後続のステップ
などのための初期層１８として機能するよう十分に硬化された状態で、硬化ステーション
５６から出る。係る代表的ステップについては、図１８に関連してすでに説明した。ここ
で図２４Ｃを参照すると、図２４Ｃでは、硬化可能組成物３９が吐出ステーション５２に
おいて塗布される様子が概略的に示されている。支持層（例えば織地）の基幹は吐出ロー
ラ５８により供給され得る。代表的な織地は、硬化ステーション５６に進入する前に、ス
テーション６０において硬化可能組成物の下方に沈み込み得る。そのようにして、支持層
２０が硬化ステーションの出口側において形成され得る。
【０４３８】
　図２３Ａおよび図２３Ｂでは、欠陥が、上記の方法にしたがって準備された外側層８０
（例えば剥離層）の断面に現れる様子が概略的に示されている。図２３Ａでは、気泡が排
除され（例えばガス抜きにより）得る前に硬化が生じた場合に、あらゆる硬化可能組成物
に捕捉され得る気泡に関連する、異なる現象が示されている。図面において見られるよう
に、泡沫８２は製造の間、本体８００の上方で、矢印で示される流動方向に空気界面に向
かって層８０の方向に流動する。したがってこれらの泡沫８２は合併して、より大きい気
泡になることができる。気泡は、そのサイズの大小に関わらず、層のバルク内に、または
その表面上に、捕捉された状態に留まり得る。気泡エンベロープの上方部分は突起８４を
形成する。層の硬化が進行中に表面に隣接する気泡が破裂すると、表面から突出する気泡
エンベロープの区域が消失したとしても、クレータ８６は残存し得る。これらの現象は、
したがって典型的には、気泡の「勾配」を提供する。上方区域は、全般的に、下方区域と
比較してより大きい気泡で占められ、および／または、断面積または堆積あたり、より高
い密度の気泡を有する。なお、下方および上方は、その製造時における層の方向に関する
ものである。気泡に誘導される欠陥が表面に与える影響は自明であり、表面の不均質性は
通常、例えばインク画像に対する、あらゆる後続の相互作用に対して悪影響を及ぼす。係
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るＩＴＭが通常、張力下および／または圧力下で動作する状況下では、時間とともに、ク
レータは拡がり、合併して、より顕著な亀裂が形成される。したがって、係る現象は、表
面の構造的完全性および係る完全性がＩＴＭに付与したであろう任意の機械的特性に影響
を及ぼし得る。
【０４３９】
　図２３Ｂでは、粉塵などの固体汚染物質に関する異なる現象が概略的に示されている。
本例示説明では、粉塵が気泡に追加されるものとして表現されているが、このことは必ず
しも真であるとは限らず、係る表面欠陥または層欠陥は独立的に発生することが可能であ
る。図面において見られるように、固体汚染物質は表面上に留まり得る。外側層８０が硬
化された後に汚染物質が定着するならば、係る汚染物質９２は、外側層を好適に洗浄する
のみで、除去され得る。それでも、使用可能となる前に係るＩＴＭの追加的洗浄が必要と
なり得るため、係る現象は望ましくない。層がまだ未硬化状態にあるとき係る汚染物質が
発生する場合、汚染物質は、層８０の表面上に捕捉される（例えば、「浮かんで」いるよ
うに見受けられる汚染物質９４）か、または、隔離層内に沈下していることさえ可能であ
る（例えば汚染物質９６）。容易に理解可能であるように、より大きい／より重い汚染物
質は、小さい汚染物質よりも、より深く沈下し得る。
【０４４０】
　当該技術分野で周知の方法とは異なり、本明細書で開示の方法は、層の一方の側部が担
体接触表面に接触する状態で流体第１硬化可能物質の層を形成することを含む。なおこの
層は初期剥離層を構成する。担体接触表面は、初期剥離層を保護する機能を有する。それ
により、インク転送層に所望の特性が与えられる一方で、担体は、ＩＴＭが完成するまで
他の層がその上に追加されてＩＴＭが形成される物理的に堅牢な支持構造体として機能す
る。その結果として、欠陥の多数の潜在的原因が回避される。さらに、インク転送表面の
仕上げは、主に、排他的ではないとしても、担体接触表面により決定される。
【０４４１】
　図２３Ｃでは、本方法にしたがって準備された外側層１６（例えば剥離層）を通る断面
が概略的に示されている。以前の図面と比較するために、この断面は、担体を示すことな
く、図８Ａおよび図８Ｂと同一の方向で示されているが、製造は矢印により示されるよう
に逆方向に実行されている。基部２００（後に詳述する）は、第１外側層１６が少なくと
も部分的に硬化された後、第１外側層１６に取り付けられ、したがって、製造過程の間に
すでに支持体として機能する本体８００とは等価でない。単に例示目的のために、層１６
は、多数の気泡８２を含むものとして表現されているが、これは必ずしも真実ではない。
しかし、存在するならば、係る気泡は、以前に記述した気泡のパターンよりも、特異的パ
ターンを示すであろう。第１に、層１６のここでは最上方となっているインク転送表面１
４は、以前は担体と接触していたため、突起は観察されず、したがって剥離層は、表面か
ら突出する気泡８４により以前に示されたような現象が存在しない。同様に、キャビティ
８６として以前示されたクレータはほとんど存在しない。なぜなら、係るクレータは、相
性の悪い硬化可能な層および担体の使用を意味するためである。本方法によれば、外側層
を形成する硬化可能物質は好適に担体を湿潤させ、担体と、担体上に形成される初期層と
、の間に捕捉され得る気泡が実質的にはまったくないと考えられる。したがって、たとえ
存在したとしても、係る気泡は層のバルク内に配置されるであろう。しかし、製造が従来
の方法と比較して反転方向で行われるため、気泡の勾配は、同一の理由のために、反転さ
れるであろう。したがって、図２３Ｃに示されるように、小さい気泡は、より大きい気泡
よりも外側表面により近接し、より大きい気泡は基部により近接するであろう。
【０４４２】
　付加硬化型調合物から生産された本発明の独創的な剥離層構造は、ポリマーマトリック
ス内に共有結合した官能基を、実質的にまったく含まないか、またはごく小数（ごく少数
のＯＨ基）しか含み得ない。係る官能基は、例えばＣ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、およびＯＨなどの部
分を含み得る。
【０４４３】
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　これらの剥離層構造は、最大でも、ごく少数しか係る官能基を含まないため、その剥離
層が高い疎水性を示すであろうことは期待されるであろう。しかし発明者らは驚くべきこ
とに、本方法により生産された剥離層表面が実際にいくらか親水性を示し、対応する剥離
層（すなわち、同一の組成を有するが、剥離層が空気に曝露される従来の硬化技術（「標
準的空気硬化」）を使用して製造された剥離層）よりも認知可能により大きい親水性を示
すことを見出した。理論に拘束されることを望むものではないが、発明者らは、担体接触
表面と初期剥離層表面との間の緊密な接触により、担体接触表面のいくらかの親水特性が
剥離層表面に含まれるものと考える。
【０４４４】
　上述のように、低い表面エネルギーを有するＩＴＭ剥離層は、乾燥インク画像を印刷基
板に転送することを支援し得る。しかし、インク受容段階の間、係る低エネルギーの疎水
性剥離層に噴出された水性インク液滴は、初期衝突の後、ビーズ状に凝集し、それにより
画像品質が損なわれる傾向がある。エネルギーが高く、より疎水性が低い剥離層は、この
効果を緩和し得るが、画像転送品質に対して有害である。発明者らは、本発明の剥離層構
造が通常は、蒸留水に対する最大８０度、または最大７０度、典型的には最大６０度、ま
たは最大５０度、およびより典型的に３０度～６０度、３５度～６０度、３０度～５５度
、３０度～５０度、３０度～４５度、または３５度～５０度の後退接触角により表される
特性的に中程度の疎水性の剥離表面を有することを見出した。しかし驚くべきことに、乾
燥、加熱されたインク画像のインク受容およびインク転送の両方が良好な品質であり得る
。より高い親水性を有する（蒸留水滴に対する接触角がより低い）担体表面を用いること
により、および／または、コロナ（または同様の）処理により、さらに低い値の後退接触
角（および以下で論じられる動的接触角）が達成され得ることが強調されなければならな
い。
【０４４５】
　理論に拘束されることを望むものではないが、発明者らは、上述の誘導された表面特性
が、剥離層表面上の極性基（例えばＯ－Ｓｉ－Ｏ）と、剥離層表面上に堆積された水性液
体（例えば水性インクジェットインク）における対応する極性部分（例えば水の中のＯＨ
基）と、の間の相互作用を改善するものと考える。引き続き、インクを乾燥させ、インク
薄膜を転送温度に加熱した後、これらの相互作用は弱められ、乾燥された、または実質的
に乾燥されたインク画像の完全な転送が可能となる。したがって、本発明の独創的な剥離
層構造の性能は、インク受容段階およびインク薄膜転送段階の両方において、中程度の疎
水性を有するが、担体接触表面により誘導される特別な表面構造および特性を有さない剥
離層に期待されるよりも、感知可能に良好である。
【実施例】
【０４４６】
　ここで以下の実施例を参照する。上記の説明と併せて、これらの実施例は非限定的な様
式で本発明を例示する。
【０４４７】
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【表１】

【０４４８】
　剥離層表面の生産において基板として使用された担体は、（１）静電防止ポリエステル
薄膜（実施例１～７）、（２）未処理ポリエステル薄膜、すなわち静電防止ではない（実
施例１１）、および、（３）アルミニウム処理済みポリエステル薄膜（実施例１０）を含
む。
【０４４９】
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　実施例１
　実施例１のＩＴＭ剥離層は以下の組成（重量／重量）を含む。
【表２】

【０４５０】
　剥離層は、以下で提供される本ブランケット準備手順で実施的に説明されるように準備
された。
【０４５１】
　ブランケット準備手続き（担体表面に対して硬化された剥離層のための）
　剥離層調合物の全成分は完全に混合された。所望の厚さの初期剥離層は、ロッド／ナイ
フを使用して（他の被覆方法が使用されてもよい）ＰＥＴシート上に被覆された後、摂氏
１５０度で３分間にわたり硬化された。引き続き、所望の厚さを達成するために、Ｓｉｌ
ｏｐｒｅｎｅ　ＬＳＲ　２５３０がナイフを使用して剥離層の上部上に被覆された。次に
硬化が３分間にわたり摂氏１５０度で行われた。Ｓｉｌｏｐｒｅｎｅ　ＬＳＲ２５３０の
追加層が以前の（硬化された）シリコーン層の上部上に被覆され、湿潤化されたシリコー
ンが織物構造に貫入するよう、ガラス繊維織地がこの湿潤化された新鮮な層に組み込まれ
た。次に硬化が３分間にわたり摂氏１５０度で行われた。次に、Ｓｉｌｏｐｒｅｎｅ　Ｌ
ＳＲ　２５３０の最終層がガラス繊維織地上に被覆され、再び硬化が３分間にわたり摂氏
１５０度で行われた。次に一体型ブランケット構造は室温まで冷却され、ＰＥＴが除去さ
れた。
【０４５２】
　実施例２
　実施例２のＩＴＭ剥離層は以下の組成を有する。

【表３】

　このブランケットは実質的に実施例１で説明したように準備された。
【０４５３】
　実施例３
　実施例３のＩＴＭ剥離層は以下の組成を有する。



(70) JP 2019-525966 A 2019.9.12

10

20

30

40

50

【表４】

　このブランケットは実質的に実施例１で説明したように準備された。
【０４５４】
　実施例４
　実施例４のＩＴＭ剥離層は以下の組成を有する。

【表５】

　このブランケットは実質的に実施例１で説明したように準備された。
【０４５５】
　実施例５
　実施例５のＩＴＭ剥離層は、２つの成分が１：１の比で混合された２成分液体シリコー
ンゴムであるＳｉｌｏｐｒｅｎ（登録商標）ＬＳＲ２５３０（ニューヨーク州ウォーター
フォードのＭｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ社）から
準備された。このブランケットは実質的に実施例１で説明したように準備された。
【０４５６】
　実施例６
　実施例６のＩＴＭ剥離層は、実施例４のＩＴＭ剥離層と実質的に同一の組成を有するが
、極性基を含む市販のシリコーン系樹脂であるＳＲ５４５（ニューヨーク州、ウォーター
フォードのＭｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ社）を含
む。極性基は「ＭＱ」型であり、「Ｍ」はＭｅ３ＳｉＯを表し、「Ｑ」はＳｉＯ４を表す
。全組成を以下に挙げる。

【表６】
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　このブランケットは実質的に実施例１で説明したように準備された。
【０４５７】
　実施例７
　実施例７のＩＴＭ剥離層は、実施例６のＩＴＭ剥離層と実質的に同一の組成を有するが
、上述のように高密度のビニル基を有するビニル官能ポリジメチルシロキサンを含むポリ
マーＲＶ５０００を含む。全組成を以下に挙げる。
【表７】

　このブランケットは実質的に実施例１で説明したように準備された。
【０４５８】
　比較例１Ａ～１Ｆ
　ＩＴＭ剥離層は、対応剥離層（比較例１Ａ～１Ｆと指定される）がそれぞれ実施例１～
６と同一の組成を有するよう、実施例１～６の組成に対する「対応剥離層」または「参照
剥離層」として準備された。しかし剥離層の硬化の間、剥離層表面（または「インク受容
表面」）は、以下で提供される従来の準備手順にしたがって空気に曝露された（「標準的
空気硬化」）。
【０４５９】
　比較ブランケット準備手続き（硬化の間、空気に曝露される剥離層のための）
　ＳｉｌｏｐｒｅｎｅＬＳＲ２５３０の第１層がロッド／ナイフを使用してＰＥＴシート
上に被覆された後、所望の厚さを達成するために摂氏１５０度で３分間にわたり硬化され
た。Ｓｉｌｏｐｒｅｎｅ　ＬＳＲ２５３０の追加層が以前の（硬化された）シリコーン層
の上部上に被覆され、湿潤化されたシリコーンが織物構造に貫入するよう、ガラス繊維織
地がこの湿潤化された新鮮な層に組み込まれた。次に、ＳｉｌｏｐｒｅｎｅＬＳＲ２５３
０がガラス繊維織地の上部上に被覆され、引き続き、硬化が３分間にわたり摂氏１５０度
で行われた。初期剥離層を形成する前に、剥離層調合物の全成分が一緒に完全に混合され
た。剥離層は、所望の厚さを達成するために、硬化されたＳｉｌｏｐｒｅｎｅＬＳＲ２５
３０の上部上に被覆され、引き続き、３分間にわたり摂氏１５０度で硬化され、その一方
で、剥離層表面は空気に曝露された。
【０４６０】
　実施例８
　剥離層表面上蒸留水滴の接触角は、専用のＤａｔａｐｈｙｓｉｃｓ　ＯＣＡ１５　Ｐｒ
ｏ接触角測定装置（オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、ゴスフォードのＰａｒ
ｔｉｃｌｅ　ａｎｄ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｐｔｙ社）を使用して測定さ
れた。後退接触角（ＲＣＡ）および前進接触角（ＡＣＡ）測定を実施するために使用され
た手順は、Ｄｒ．Ｒｏｇｅｒ　Ｐ．　Ｗｏｏｄｗａｒｄ　（“Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌ
ｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　Ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｄｒｏｐ　Ｓｈａｐｅ　Ｍｅｔｈ
ｏｄ”、とりわけｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｔｅｎａｎｇｓｔｒｏｍｓ．ｃｏｍ／ｐｄｆｄｏｃ
ｓ／ＣＡＰａｐｅｒ．ｐｄｆ）により詳述される従来の技術である。
【０４６１】
　実施例１～６の結果は、比較例１Ａ～１Ｆにしたがって準備された剥離層に対する結果
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とともに、以下に提供されている。
【０４６２】
　実質的にすべての場合において、担体表面に対して生産された剥離表面は、空気中で硬
化された同一の調合物よりも小さい後退接触角を示した。さらに詳細には、担体表面に対
して生産された剥離表面は、少なくとも５度、少なくとも７度、少なくとも１０度、少な
くとも１２度、または少なくとも１５度の差異だけ低い後退接触角を、または、５度～３
０度、７度～３０度、１０度～３０度、５度～２５度、５度～２２度、７度～２５度、ま
たは１０度～２５度の範囲内の差異だけ低い後退接触角を、表した。
　実施例９
【０４６３】
　実施例１～６において生産された剥離層、および、比較例１Ａ～１Ｆにおいて生産され
たそれぞれの剥離層は、長い動作条件下でのエージングをシミュレートするために、２時
間にわたり摂氏１６０度においてエージングが施された。後退接触角が測定され、その結
果を以下に挙げる。

【表８】

【０４６４】
　比較例に関しては、後退接触角がエージング処理の実施後は実質的に維持されたことが
明らかである。しかし本発明の実施例１～６に関しては、後退接触角がエージング処理の
実施後は典型的には４度～１５度だけ増加したことが明らかである。理論に拘束されるこ
とを望むものではないが、発明者らは、本発明の剥離層構造における接触角の増加の原因
が、剥離層表面における極性基（例えばＳｉ－Ｏ－Ｓｉ）の位置における何らかの変化に
起因する親水性挙動における損失（または増加された疎水性挙動）にあるものと考える。
【０４６５】
　実施例１０
　実施例２の組成の剥離層を含むブランケットは、実質的に実施例１で説明したように準
備されたが、アルミニウム処理されたＰＥＴ担体表面に対して準備された。
【０４６６】
　実施例１１
　実施例２の剥離層組成を有する剥離層が、実質的に実施例１で説明したように準備され
たが、静電防止前処理が施されていない市販のＰＥＴ担体表面に対して準備された。
【０４６７】
　実施例１２
　本発明に係る実施例２、１０、および１１において生産された剥離層に対して接触角測
定が実施され、前進接触角および後退接触角の両方が決定された。結果は以下に提供され
る。
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【表９】

【０４６８】
　実施例１０および１１は、剥離層が空気に曝露された状態で硬化された同一の組成物の
後退接触角よりも約３０度小さい後退接触角を示した。静電防止ＰＥＴ担体表面に対して
準備された実施例２の剥離層表面は、空気に曝露されている間に準備された同一の組成物
の後退接触角よりも約５０度小さい後退接触角を示した。
【０４６９】
　実施例１３
　実施例２、１０、および１１で利用された担体表面に対して接触角測定が実施され、前
進接触角および後退接触角の両方が決定された。結果は以下に提供される。

【表１０】

【０４７０】
　３つの担体表面が親水性挙動を示したこと、および静電防止処理が施されたＰＥＴが最
大度の親水性挙動を示したことが、取得された後退接触角から見られ得る。（２０度ＲＣ
Ａ対４０度ＲＣＡ）
【０４７１】
　重大なことに、担体表面の親水性挙動がそれぞれの剥離表面に少なくとも部分的に誘導
され、空気に曝露される間に硬化された調合物は６５度のＲＣＡを有し、静電防止ＰＥＴ
表面に対して準備された同一の調合物は４５度のＲＣＡを有し、使用された静電防止ＰＥ
Ｔ担体は２０度のＲＣＡを示す。したがって、本発明の剥離層構造は、その親水性／疎水
性特性が空気中で硬化された同一の調合物の特性と、担体表面自体の特性と、の間に存在
する剥離表面を有する。
　実施例１４
【０４７２】
　剥離表面エネルギーが以下の実施例のインク受容表面に対して計算された。これらの実
施例は、空気に対して曝露される状況下で硬化された実施例１Ａ、静電防止ＰＥＴ表面に
対して硬化された実施例１、および、静電防止ＰＥＴ表面に対して硬化された後、引き続
き摂氏１６０度で２時間にわたり標準的なエージング手順が施された実施例１、である。
これら３つの実施例は同一の化学的組成を有する。
【０４７３】
　これら３つの実施例のうちの各実施例に対して、全表面エネルギー伝統的な「調和平均
」法（Ｏｗｅｎｓ－Ｗｅｎｄｔ表面エネルギーモデルとしても知られる。例えばＫＲＵＳ
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Ｓ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｎｏｔｅ　ＴＮ３０６ｅ参照）を使用して計算された。結果は
以下に提供される。
【表１１】

【０４７４】
　空気に対して曝露される状況下で硬化された実施例１Ａでは剥離層表面は極度の疎水性
を示し、当該表面の全表面エネルギーは低く、期待されたように２０．９Ｊ／ｍ２であっ
た。これは、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）に関して表面エネルギーに対する文献
値にかなり近い値である。重要なことに、静電防止ＰＥＴ表面に対して硬化された実施例
１は、約２６Ｊ／ｍ２の全表面エネルギーを示した。この実施例１は「空気硬化」された
試料よりもやや小さい疎水性を示す。この調合物が標準的なエージング手順を施された後
、全表面エネルギーは約２６Ｊ／ｍ２から２６Ｊ／ｍ２未満に減少した。この結果は、こ
の代表的な配合の、様々なエージングが施され、および、エージングが施されていない物
質に対して取得されたＲＣＡ結果を裏付けるように見受けられるであろう。
【０４７５】
　実施例１５
　剥離層表面エネルギーが以下の実施例のインク受容表面に対して計算された。これらの
実施例は、空気に対して曝露される状況下で硬化された実施例２Ａ、静電防止ＰＥＴ表面
に対して硬化された実施例２、および、静電防止ＰＥＴ表面に対して硬化された後、引き
続き摂氏１６０度で２時間にわたり標準的なエージング手順が施された実施例２、である
。これら３つの実施例は同一の化学的組成を有する。
【０４７６】
　実施例１４と同様に、全表面エネルギーは伝統的な「調和平均」法を使用して計算され
た。結果は以下に提供される。

【表１２】

【０４７７】
　空気に対して曝露される状況下で硬化された実施例２Ａでは剥離層表面は実施例１Ａの
剥離層よりも疎水性が小さく、この表面の全表面エネルギーは約３５Ｊ／ｍ２である。静
電防止ＰＥＴ表面に対して硬化された実施例２は、約４９Ｊ／ｍ２の全表面エネルギーを
示した。この実施例２は「空気硬化」された試料よりも顕著に小さい疎水性を示す。この
調合物が標準的なエージング手順を施された後、全表面エネルギーは約４９Ｊ／ｍ２から
約４０Ｊ／ｍ２に減少した。この結果は、この代表的な配合の、様々なエージングが施さ
れ、および、エージングが施されていない物質に対して取得されたＲＣＡ結果を裏付ける
ように見受けられるであろう。
【０４７８】
　実施例１６
　ブランケット表面上の温度は摂氏７５度に保持される。画像（通常に１０～１００％の
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上に印刷される。未被覆紙（Ａ４　Ｘｅｒｏｘプレミアム・コピー用紙、８０ｇｓｍ）が
加圧ローラとブランケットとの間にセットされ、圧力が３バールに設定されて、加圧ロー
ラはブランケットに対して加圧される。加圧ローラは紙上で移動し、ブランケットと紙と
の間の接触線上に圧力を印加し、転送プロセスを促進させる。いくつかの場合では、不完
全な転送（残留インクがブランケット表面上に残った状態）が観察され得る。残留インク
の程度を評価するために、光沢紙（Ａ４　Ｂｕｒｇｏ光沢紙１３０ｇｓｍ）が未被覆紙と
同様にブランケット上に置かれ、転送プロセスが再び実施される。ブランケット上に残さ
れ、かつ未被覆紙に転送されないあらゆるインクは光沢紙に転送されるであろう。したが
って、光沢紙は以下のスケール（画像表面エリアの％）にしたがって残留インクに対して
評価され得る。
　Ａ－視認可能な残留なし
　Ｂ－視認可能な残留は１～５％
　Ｃ－視認可能な残留は５％より大きい
　評価の結果は以下に提供される。
【表１３】

【０４７９】
　実施例１７
　実施例１６は実施例２および実施例３の剥離表面に対して反復された。ただし印刷速度
はブランケット上で３．４ｍ／秒であった。両方の剥離表面はＡの転送等級を保持した。
【０４８０】
　実施例１８
　実施例２および実施例３のＩＴＭ剥離層組成物は実施例１で提供される手順にしたがっ
てＰＥＴ基板に対して硬化された。実施例２および実施例３のＩＴＭ剥離層組成物は比較
例１Ｂおよび比較例１Ｃで提供される手順にしたがって空気に対して硬化された。次に、
これらの試料は、以下の手順にしたがって、１０秒において、および引き続き７０秒にお
いて、動的接触角（ＤＣＡ）測定が施された。
【０４８１】
　液滴は、運動エネルギーが液滴を展開させないよう、可能な限り小さい液滴が落下する
状態で、滑らかなＰＴＦＥ薄膜表面上に配置される。次に垂滴が形成される。引き続き、
標本は液滴の底部に接触するまで上昇させられる。液滴が十分に大きい場合、表面に対す
る付着はニードルの先端部から液滴を引き離すであろう。ニードル先端部は、表面の上方
において、成長する垂滴が表面に接触し、かつ、それ自体の重さにより自由落下する以前
に分離する、高さに配置される。
【０４８２】
　次に、動的接触角は１０秒および７０秒において測定される。結果は以下に提供される
。
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【表１４】

【０４８３】
　１０秒における動的接触角の初期測定が剥離層表面の親水性の強力な指示を提供するこ
とが観察される。その後の７０秒における測定は、剥離層内に配置された任意の液体（例
えばポリエーテルグリコール官能化ポリジメチルシロキサンなど）が液滴に組み込まれる
程度の指示を提供する。係る組み込みは、測定されたＤＣＡをさらに減少させ得る。
【０４８４】
　したがってＰＥＴに対して硬化された試料は、空気に対して硬化されたそれぞれの試料
の親水性初期ＤＣＡ測定（１１４度、１１３度）と比較して実質的に低い（親水性が大き
い）初期ＤＣＡ測定（１０５度、８７度）を示した。表示された親水性に加えて、ＰＥＴ
に対して硬化された試料は、第１測定と第２測定との間で８～１７度のＤＣＡにおける低
下を示した。
【０４８５】
　図２５Ａ～図２５Ｃでは、本発明のＩＴＭの剥離層上に印刷された様々なインクパター
ンの画像が提供されている。ここでは、実施例２の剥離層はＰＥＴ担体表面に対して硬化
された。図２６Ａ～図２６Ｃは、実施例２の剥離層上に印刷された同一インクパターンの
画像である。なおここでは、この剥離層は空気に対して硬化された。図２５Ａと図２６Ａ
との間を比較すると、本発明のＩＴＭがより高い光学濃度を示し、インク画像パターンを
より正確に反映することは明らかである。図２５Ｃと図２６Ｃとの間の比較は同一の結論
を呈する。ここで図２５Ｂと図２６Ｂとの間を比較すると、図２５Ｂにおける各インクド
ットが図２６Ｂにおける各インクドットよりも認知可能に大きいことは明らかである。
【０４８６】
　本明細書、および添付の請求項で使用される「後退接触角」または「ＲＣＡ」という用
語は、Ｄａｔａｐｈｙｓｉｃｓ　ＯＣＡ１５　Ｐｒｏ　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌｅ　ｍ
ｅａｓｕｒｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅを、または類似のＶｉｄｅｏ－Ｂａｓｅｄ　Ｏｐｔｉｃ
ａｌ　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌｅ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍを使用して、上
述のＤｒｏｐ　Ｓｈａｐｅ　Ｍｅｔｈｏｄを使用して、大気温度で測定された後退接触角
を指す。類似した「前進接触角」または「ＡＣＡ」と言う用語は、実質的に同一の方法で
測定された前進接触角を指す。
【０４８７】
　本明細書、および添付の請求項で使用される「動的接触角」または「ＤＣＡ」という用
語は、Ｄａｔａｐｈｙｓｉｃｓ　ＯＣＡ１５　Ｐｒｏ　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌｅ　ｍ
ｅａｓｕｒｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅまたは類似のＶｉｄｅｏ－Ｂａｓｅｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ
　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌｅ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍを使用して、上記で
参照した「Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｎｇｌｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　Ｕｓｉｎｇ　ｔｈ
ｅ　Ｄｒｏｐ　Ｓｈａｐｅ　Ｍｅｔｈｏｄ」においてＤｒ．Ｒｏｇｅｒ　Ｐ．　Ｗｏｏｄ
ｗａｒｄにより詳述され、上記の実施例１７で詳述された方法を使用して、測定された動
的接触角を指す。
【０４８８】
　本明細書、および添付の請求項で使用される「標準エージング手続き」という用語は、
標準的な対流炉において摂氏１６０度において２時間にわたり各試験剥離層に対して行わ
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【０４８９】
　本明細書、および添付の請求項で使用される「標準的空気硬化」と言う用語は、比較例
１Ａ～１Ｆに関して説明した剥離層を硬化するための従来の硬化処理を指し、この硬化処
理では、剥離層を硬化させる間、剥離層表面（または「インク受容表面」）が空気に曝露
される。
【０４９０】
　明細書、および添付の請求項で使用される「バルク疎水性」という用語は、剥離層の内
側表面上に配置された蒸留水液滴の後退接触角により特徴付けられる。なお、この内側表
面は、剥離層内の硬化シリコーン物質のエリアを露出させることにより形成される。
【０４９１】
　実施例Ｃ１～Ｃ１２に関して、室温で測定された各試料の粘度を以下で提供する（すべ
ての値の単位はｃＰ）。
　Ｃ１＝１９．２
　Ｃ２＝１８．１５
　Ｃ３＝２２．３
　Ｃ４＝３６．２
　Ｃ５＝１９．８
　Ｃ６＝２１．２
　Ｃ７＝２８．１
　Ｃ８＝１８．０
　Ｃ９＝５０．０
　Ｃ１０＝４８．２
　Ｃ１１＝２０．２
　Ｃ１２＝２０．７
【０４９２】
　これらの処理調合物に対する表面張力は、これらの１２の代表的な調合物よりも、より
均一であり、室温において全般的に２６～２９ｍＮ／ｍまたは２６～２８ｍＮ／ｍの範囲
内であった。
【０４９３】
　　実施例Ｃ１～Ｃ１２
本発明のＩＴＭ水性処理液体の代表的な組成が以下の表に提供されている。
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　実施例Ｃ１３～Ｃ２２
　ＩＴＭ水性処理液体の組成およびその様々な特性が実施例組成Ｃ１３～Ｃ２２として以
下の表に提供されている。
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【表１６】

【０４９５】
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　実施例Ｃ２３
　追加的な水性処理調合物が実施例Ｃ２３において提供される。この調合物は、水性処理
調合物の表面張力を十分に低減させるよう比較的高いパーセンテージ（８重量％）で存在
する第四級アンモニウム塩（Ｌａｒｏｓｔａｔｅ　２６４Ａ）以外の界面活性剤を有さな
い。この表面張力および粘度は室温においてそれぞれ３２．３ｍＮ／ｍおよび１７．８ｃ
Ｐである。
【表１７】

【０４９６】
　色素の準備
　以下で説明する実施例で使用される色素は全般的に、数マイクロメートルの初期粒子サ
イズが与えられている。係る色素は、分散剤が存在する中でサブミクロン範囲に粉砕され
た。２つの物質が水性混合物として粉砕装置に供給された。別記なき限り、３０ｇ色素が
、以下の実施例で示される重量比を満足する重量の分散剤と混合された。脱イオン化水が
２００ｇの残余に加えられた。この液体スラリーは、Ｕｎｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ社製の
磨砕機ＨＤＤＭ－０１／ＨＤ－０１内で、１００ｎｍ以下（ＤＶ５０≦１００ｎｍ）の中
央径（粒子体積あたりで分析された）を有する顔料粒子を含む練り顔料（ｍｉｌｌｂａｓ
ｅ）を準備するにあたり十分な期間にわたり十分なエネルギー入力で、０．８ｍｍの直径
を有する４５００ｇのクロム鋼ビーズ（米国、Ｇｌｅｎ　Ｍｉｌｌｓ社）の存在する環境
でサイズが低減された。典型的には、この磨砕機は少なくとも４８時間にわたり約３００
０ｒｐｍで運転された。なお磨砕期間は初期粒径にも依存した。
【０４９７】
　そのように準備された組成物における粒径および粒径分布は、ＤＬＳ方法（Ｍａｌｖｅ
ｒｎ　Ｚｅｔａｓｉｚｅｒ　Ｎａｎｏ　ＺＳ）を使用して決定された。特記なき限り、一
定分量が、対象となる組成物から取り出され、必要に応じて、約１重量％の固体濃度を有
する試料が取得されるよう、再蒸留水（ＤＤＷ）で希釈された。粒径および分布を推定す
る際に色素粒子が適切に分散されることが保証されるよう、ＤＬＳ測定の実施以前に、液
体試料は短く超音波分解された（Ｓｏｎｉｃｓ　Ｖｉｂｒａｃｅｌｌ　ＶＣＸ　７５０（
７５０ワット）において、最大出力の７５％で、約７秒間）。結果は粒子の体積に基づい
て分析された。
【０４９８】
　色素・分散剤混合物が所望の粒径に到達すると、ただちに５０ｇの水が粉砕装置のチャ
ンバに加えられ、その結果的に生成された希釈済み分散物が当該混合物から抽出された。
ビーズは好適なメッシュを通して希釈済み練り顔料を濾過することにより分離された。こ
の時点での色素濃度は１２重量％であった。
【０４９９】
　色素・分散剤を含む練り顔料に対してドデカン酸ナトリウム（ＳＤＤ）、および／また
は、以下の添加物、すなわち、ドデカン酸カリウム、オレイン酸ナトリウム、オレイン酸
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カリウム、ミリスチン酸ナトリウム、ミリスチン酸カリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、
ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、オクタン酸カリウム、およびオクタン酸ナトリ
ウムからの少なくとも１つの添加物が加えられた。必要に応じて、１０重量％の色素濃度
を有する組成物が得られるよう、加えられた。
　実施例Ｉ１－インク組成物
【０５００】
　本実施例では、インク組成物の準備について説明する。Ｈｅｌｉｏｇｅｎ（登録商標）
ＢｌｕｅＤ７０７９が前述のようにＨＤＤＭ－０１／ＨＤ－０１磨砕機においてＤｉｓｐ
ｅｒｂｙｋ（登録商標）１９０を用いて粉砕された。これらの物質は以下の割合で混合さ
れた。
　Ｈｅｌｉｏｇｅｎ（登録商標）ＢｌｕｅＤ７０７９　３０ｇ
　Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ（登録商標）　１９０　（４０％）　３０　ｇ
　水　１４０ｇ
　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　合計　２００ｇ
【０５０１】
　磨砕された濃縮物は、現時点では１００ｎｍより小さいＤＶ５０を有し、５０ｇの水で
さらに希釈され、１２重量％色素濃度において粉砕装置から抽出された。練り顔料濃縮物
は、インク組成物の準備のために以下で説明するように、さらに処理された。
【０５０２】
　第１段階において、２．４ｇのドデカン酸ナトリウムが２００ｇの練り顔料濃縮物に加
えられ、それにより練り顔料が得られた。混合物は均質性に達するまで攪拌され（５０ｒ
ｐｍにおいて５’磁力スターラー）、摂氏６０度で１日間にわたり培養された。次に混合
物は大気温度にまで冷却するよう、放置された。
【０５０３】
　第２段階において、インク成分が以下のように練り顔料に加えられた。
　練り顔料濃縮物（段階１から）　２０２．４ｇ
　Ｊｏｎｃｒｙｌ（登録商標）５３８　（４６．５％）１５４．８ｇ
　ＢＹＫ（登録商標）　３４９　５ｇ
　ＢＹＫ（登録商標）３３３　２ｇ
　プロピレングリコール　２４０ｇ
　水　５９５．８ｇ
　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　合計　１２００ｇ
【０５０４】
　この混合物は大気温度において３０分間にわたり攪拌され、その結果、１０ｃＰより小
さい粘度を有するインクジェット可能なインク組成物が生成された。
　実施例Ｉ２～Ｉ５－インク組成物
【０５０５】
　実施例Ｉ１のインクが調合されたが、ＴＷＥＥＮ２０が５、１０、１２、および１５ｇ
がそれぞれ加えられた。
【０５０６】
　ドットゲイン
　ドットゲインとは、初期の球形滴径に対するドットサイズにおける増加を指す。ドット
ゲインは、最終ドット径と初期滴径との比により決定される。滴体積を増加させる必要な
しにドットサイズを増加させる方法を見出すことは大いに好ましい。
【０５０７】
　本明細書で記載の本発明の技術を利用して、発明者らは、少なくとも１．５、もしくは
１．６、およびさらに典型的には少なくとも１．７、少なくとも１．８、少なくとも１．
９、もしくは少なくとも２．０、または１．５～２．２、１．５～２．１、１．７～２．
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１、もしくは１．８～２．１の範囲内のドットゲインを達成した。
【０５０８】
　例えば、６．３ピコリットル（Ｄ＝２２．９マイクロメートル）の体積を有する滴を使
用して、および本発明の水性処理調合物を使用して、得られた乾燥済みインクドットは４
０～４８マイクロメートルの直径範囲内であった。
【０５０９】
　本明細書で、および添付の請求項で使用される「疎水性」および「親水性」、その他の
用語は、相対的な意味で使用され得、必ずしも絶対的な意味で使用されるものではない。
【０５１０】
　本明細書および添付の請求項で使用される「官能基」という用語は、従来の付加硬化型
シリコーンのＯ－Ｓｉ－Ｏ基よりも高い極性を有する、剥離層のポリマー構造に結合され
た基または部分を指す。様々な例が本明細書で提供される。発明者らは、純粋な付加硬化
型ポリジメチルシロキサンポリマーがＯ－Ｓｉ－Ｏ、ＳｉＯ４、Ｓｉ－ＣＨ３、およびＣ
－Ｃ基を含むこと、および、大部分の他の官能基がより高い双極子を有し、それにより係
る官能基が「機能的」であるとみなされ得ること、を観察する。係る官能基が、摂氏１２
０度までの処理温度で間接的インクジェット印刷において利用される水性インクに典型的
に存在する成分と反応する傾向または強い傾向を有し得ることは、当業者に明らかとなる
であろう。
【０５１１】
　特記なき限り、本明細書で使用されるすべての技術用語および科学用語は、本発明が属
する技術分野の当業者によって一般的に理解される意味と同じ意味を有する。矛盾する場
合には、定義を含めた本明細書が優先する。
【０５１２】
　本明細書および本開示の請求項において、「含む」、「包含する」、および「有する」
という動詞およびその活用は、当該動詞の目的語（複数可）が、必ずしも、当該動詞の主
題（複数可）の部材、構成要素、要素、ステップ、または部分の完全な一覧ではないこと
を示すために使用される。これらの用語は、「～からなる」および「実質的に～からなる
」という用語を包含する。
【０５１３】
　本明細書で使用される単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は複数形の参照を含
み、特記なき限り、「少なくとも１つ」または「１つまたは複数」を意味する。
【０５１４】
　「上」、「下」、「右」、「左」、「底部」、「下方」、「低下」、「低」、「上部」
、「上方」、「上昇」、「高」、「垂直」、「水平」、「逆方向」、「前方」、「上流」
、および「下流」などの位置または運動関連の用語、およびにその文法的変形は、本明細
書では、例示目的のために、特定構成要素の相対的位置、配置、移動を示すために、現在
の例示における第１成分および第２成分を示すために、または、両方を示すために、使用
され得る。係る用語は必ずしも、例えば「底部」構成要素が「上部」構成要素の下方にあ
ることを示さず、係る方向、構成要素、またはその両方が空間において反転、回転、移動
され、対角線方向または位置に配置され、垂直または水平に配置され、同様に変更され得
る。
【０５１５】
　特記なき限り、選択のための選択肢一覧の最後の２つの要素間における「および／また
は」という表現の使用は、一覧された選択肢の１つまたは複数の選択が可能であることを
示す。
【０５１６】
　本明細書で、および添付の請求項で使用される「％」という用語は、特記なき限り、重
量％を指す。
【０５１７】
　同様に、本明細書および添付の請求項において使用される「比」という用語は、特記な
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【０５１８】
　本開示では、特記なき限り、本技術の一実施形態の特徴（複数可）の状態または関係特
性を修飾する「実質的に」および「約」という形容詞は、状態または特性が、本技術が意
図された応用に対する実施形態の動作に対して許容可能である誤差の範囲内で定められる
ことを意味するものと理解すべきである。
【０５１９】
　本開示については、特定の実施形態および全般的に関連する方法に関連して、説明して
きたが、本発明の様々な実施形態および方法の改変および置換は当業者には明らかとなる
であろう。本開示は、本明細書で説明した特定の実施形態に限定されるものではなく、添
付の請求項の範囲によってのみ限定されることが理解されるべきである。
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