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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テクスチャリングされた表面を生成する方法であって、
　画像ファイルを生成するステップと、
　前記画像ファイルをインクジェットプリンタに送るステップと、
　酸エッチングレジスト組成物を前記画像ファイルに従って可撓性のインク受容膜上にプ
リントするステップと、
　前記酸エッチングレジスト組成物をテクスチャリングされるべき表面上に転写するステ
ップと、
　酸を使用して前記表面をエッチングするステップと、
を含み、
　前記酸エッチングレジスト組成物が、
　１０～５０重量パーセントの粘着付与剤と、
　２０～９０重量パーセントの１つ以上の反応性モノマーと、
　光開始剤と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記酸エッチングレジスト組成物が、
　１０～３０重量パーセントの前記粘着付与剤と、
　３０～７０重量パーセントの前記反応性モノマーと、
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　光開始剤と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　多層の可撓性のインク受容基板であって、
　微小多孔質のインク受容層と、
　酸化、湿らせ、加熱又は露光によって除去可能な分解性バインダを有する層と、
　担体層と、
を備え、
　前記分解性バインダを有する層は、前記微小多孔質のインク受容層と不溶性の前記担体
層との中間に配置されることを特徴とする多層の可撓性のインク受容基板。
【請求項４】
　前記微小多孔質のインク受容層は、アルミナ粒子又はシリカ粒子を含むことを特徴とす
る請求項３に記載の多層の可撓性のインク受容基板。
【請求項５】
　前記微小多孔質のインク受容層は、ポリビニルアルコール及び多孔質のアルミナ粒子を
含むことを特徴とする請求項３に記載の多層の可撓性のインク受容基板。
【請求項６】
　多層の可撓性のインク受容基板であって、
　少なくとも５０重量パーセントの多孔質アルミナを含むインク受容層と、
　少なくとも２５重量パーセントのポリビニルアルコールを含み、酸化、湿らせ、加熱又
は露光によって除去可能な分解性バインダを有する層と、
　実質的に非水溶性の担体層と、
を備え、
　前記分解性バインダを有する層は、前記インク受容層と前記非水溶性の担体層との中間
に配置されることを特徴とする多層の可撓性のインク受容基板。
【請求項７】
　前記インク受容層は、６０～８０重量パーセントの多孔質のアルミナを含むことを特徴
とする請求項６に記載の多層の可撓性のインク受容基板。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［優先権］
　本願は、２００６年１月１９日出願の米国特許仮出願第６０／７６０，２０８号（「デ
ジタルモールドをテクスチャリングする方法及び材料」という名称）、及び２００７年１
月９日出願の米国特許仮出願第６０／８８４，１１５号（「デジタルモールドをテクスチ
ャリングする方法、材料及び基板」という名称）の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、モールドをテクスチャリングするための方法及び材料を対象とする。具体的
には、本発明は、転写基板上への酸エッチングレジストのインクジェットプリントを用い
てモールドをテクスチャリングし、次いで、テクスチャリングすべきモールド表面へ酸エ
ッチングレジストを転写する方法を対象とする。
【背景技術】
【０００３】
　現在、モールドをテクスチャリングするためのパターンは、一般に、非能率的か、粗悪
な結果を生じるか、又は労働集約的である、いずれかの方法によって作製されている。例
えば、現行の方法は、ワックスをベースとした酸エッチングレジストをライスペーパー上
に堆積するライスペーパープロセスを含む。このライスペーパー法は、テクスチャリング
パターンを生成する主要な手段として、酸でエッチングされた亜鉛板を作製することを含
む。ワックスは、亜鉛板へ押し付けられ、ライスペーパーに転写され、次いで、ライスペ
ーパーを使用してモールド表面に適用される。この方法は高くつき、時間がかかる。さら
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なる問題として、ライスペーパーは、透明ではなく、特に隣接するパターンとの位置合わ
せが望まれるときに、パターンの配置がより困難になる。さらに、ワックスベースの酸エ
ッチングレジストは、適用中に柔らかくなってパターンの劣化及び歪みが生じることがあ
り、それによってモールドの品質が低下する。
【０００４】
　代替手法に、パターンを担体基板上へスクリーンプリントすることを利用し、次いで、
エッチングすべきモールド基板へパターンを転写するものがある。この方法はいくつかの
用途には普及しているが、比較的高くつき、画像ファイルがスクリーンプリントされてい
るという事実のために、パターンがしばしば仕様を満たさない。スクリーンプリントされ
たパターンを使用して、高精度のパターンを生成するのは特に困難である。また、この方
法を用いると、複数の深さのエッチングでモールドをテクスチャリングするのに必要な、
正確に重ね合わさったイメージを作製するのが困難である。
【０００５】
　したがって、モールド表面上にテクスチャリングされたパターンを作製する改善された
方法が必要とされている。
【特許文献１】米国特許仮出願第６０／７６０，２０８号
【特許文献２】米国特許仮出願第６０／８８４，１１５号
【発明の開示】
【０００６】
　本発明は、モールド表面をテクスチャリングするための方法、材料及びシステムを対象
とする。本発明の１つの方法及びシステムでは、最初のステップは、所望のテクスチャパ
ターンの画像ファイルを生成するステップを含む。一般に、そのような画像ファイルはコ
ンピュータ上に生成される。画像ファイルは、次に、酸エッチングレジストインクを使用
してプリントするように構成されたインクジェットプリンタに出力される。酸エッチング
レジストインクは、最適のインクジェットプリント特性をもたらすように配合されており
、その一方で優れた酸エッチングレジスト及び優れた取扱い性ももたらす。酸エッチング
レジストのモールド表面への転写を可能にする１枚の担体転写基板上に酸エッチングレジ
ストインクがプリントされ、その後、モールド表面は強酸でエッチングされる。
【０００７】
　インクジェット法を用いてプリントされた適当な酸エッチングレジストは、水ベースの
組成物及び溶剤ベースの組成物を含む。熱硬化可能な組成物又はＵＶ硬化可能な組成物な
ど様々な相変化材料を使用することができる。レジストは、プリントして硬化（例えばＵ
Ｖ硬化又は溶剤蒸発による）させた後には、高炭素鋼への接着性を示す一方で、硝酸及び
塩化第二鉄などの強酸に対して耐酸性を示すはずである。酸エッチングレジストは、一般
にインクジェットプリントヘッドにまつわる動作温度にも耐えるはずである。
【０００８】
　酸エッチングレジストが堆積される担体転写基板は、１つ又は複数の層を含むことがで
きる。例えば、担体転写基板は、リリースコーティングを有して除去可能な担体層（ポリ
エステルなど）を含むことができるか、あるいは追加のバインダ層及び／又はインク受容
層を有する除去可能な担体層を含むことができる。したがって、いくつかの実施形態では
、担体基板は、不溶性担体層とこの担体層から除去可能なインク受容層とを含む。インク
受容層は、バインダ層によって不溶性担体層に付着されていてもよい。そのような実施形
態では、酸エッチングレジストがインク受容層上にプリントされた後に、不溶性担体層及
びバインダ層は、剥離されて担体層が廃棄される。次いで、バインダ層と、その上に酸エ
ッチングレジストのパターンがプリントされているインク受容層とが、エッチングされる
べき金属表面に付与される。テクスチャリングされるべき金属表面上に、酸エッチングレ
ジストのインクジェットプリントされたパターンを押し付けるように、バインダ層の露出
した表面に圧力をかける。その後、バインダ層は、酸化、湿らせ、加熱又はＵＶ放射への
さらなる露光などによって除去することができる。バインダ層の除去後、酸エッチングに
耐性のあるパターンは、テクスチャリングされるべき表面に付着したままであり続け、金
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属表面を酸にさらすことによりテクスチャリングプロセスを進めることができる。
【０００９】
　従来方法に対する本発明の方法の利点には、本発明の方法がデジタル化されたプロセス
であって、スクリーンプリントを使用せず、正確な位置合わせで正確な画像再現を可能に
し、亜鉛板を化学エッチングすることなく容易にパターン生成が可能になることが含まれ
る。この方法は、外部のサービスプロバイダにパターンファイルを送る必要性なくオンサ
イトで作製されたカスタマイズされたパターンを使用することもでき、それによって、プ
ロセスの容易さ、スピード及び信頼性がかなり増進される。最後に、この方法は、フォト
リソグラフィを含まず、非常に高品位で遂行することができる。
【００１０】
　本発明の上記の概要は、本発明の開示された各実施形態を説明するようには意図されて
いない。これは、以下の詳細な説明の目的である。
【００１１】
　本発明を、以下の図面を参照しながらより十分に説明する。
【００１２】
　本発明の原理は、様々な変更及び代替形式に適用可能であるが、その特定のものが例と
して図示されており、詳細に説明される。しかし、説明された特定の実施形態に本発明を
限定するようには意図されていないことを理解されたい。それと反対に、すべての変更形
態、等価物、及び代替形態を、本開示の趣旨及び範囲内の対象として含むように意図され
ている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、モールド表面をテクスチャリングするための方法、材料及びシステムを対象
とする。以下で説明されるように、材料は、担体基板上にプリントされるインクジェット
可能な酸エッチングレジストを含む。担体基板によって、酸エッチングレジストが一時的
に保持されることが可能になるが、レジストは、その後エッチングされるべき金属モール
ド表面へ転写される。
【００１４】
　［酸エッチングレジスト］
　酸エッチングレジストは、ドロップオンデマンド（ＤＯＤ）プリントヘッドを使用して
インクジェットによってプリントされる液体を含むことができる。インクジェット法を用
いてプリントされた適当な酸エッチングレジストは、水ベースの組成物及び溶剤ベースの
組成物を含む。レジストは、プリントして硬化（ＵＶ硬化又は溶剤蒸発によるものなど）
させた後には、高炭素鋼への接着性を示す一方で、硝酸及び塩化第二鉄などの強酸に対し
て耐酸性であるはずである。酸エッチングレジストは、一般にＤＯＤプリントヘッドにま
つわる高い動作温度（９０℃まで）にも耐え、また、担体基板から金属表面へ転写可能な
はずである。
【００１５】
　ある実施形態では、酸エッチングレジストは、例えば水及び酢酸塩を含むことができる
。酸エッチングレジストは、様々な溶剤ベースの希釈可能な感圧性接着剤（ＰＳＡ）も含
むことができる。プリント可能な酸エッチングレジストは、４を超える炭素を有するアル
コール、グリコール、多価アルコール、グリコールエーテル、グリコールエーテルエステ
ル、５以上の炭素を有するケトン（環状ケトンを含む）、炭化水素（アルカン、芳香族化
合物、シクロ脂肪族化合物）、乳酸塩（「ブチル－」より大きなもの）及びエステル（酢
酸ブチルより大きなもの）を含む様々な溶剤を含むことができる。
【００１６】
　前述のように、インクジェットプリンタを使用して酸エッチングレジストをプリントで
きるはずである。インクジェット能力を決定するプリント可能な酸エッチングレジストの
パラメータには、いくつかの実施形態においては、２０℃から９０℃の温度範囲で８ｃｐ
ｓから２０ｃｐｓの粘度を有することが含まれる。インクジェットに先立って酸エッチン
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グレジストが適切に流れることができ、酸エッチングレジストがインクジェット装置から
十分に噴出することができ、かつ、酸エッチングレジストが担体基板上にコンパクトな堆
積を形成して横方向に流れにくく、堆積したパターンがぼけないようにすることができる
粘度を選択することが重要である。堆積は、その耐酸性の特性を保つ一方で金属表面への
転写のために十分に厚いことが必要である。
【００１７】
　いくつかの実装形態では、粘度は２０ｃｐｓを上回るが、他の実装形態では、２０℃か
ら９０℃の温度範囲で粘度は８ｃｐｓ未満である。より狭い温度範囲でこれらの粘度を示
すこともあり得る。具体的には、特定の実施形態では、酸エッチングレジストは、温度９
０℃で２０ｃｐｓを上回る粘度を有する。
【００１８】
　特定の実施形態では、酸エッチングレジストは、温度９０℃で５０ｃｐｓを上回る粘度
を有し、その一方で、ある実施形態では、酸エッチングレジストは、温度９０℃で７０ｃ
ｐｓを上回る粘度を有する。特定の実施形態では、酸エッチングレジストは、温度２０℃
で２０ｃｐｓを上回る粘度を有する。特定の実施形態では、酸エッチングレジストは、温
度２０℃で５０ｃｐｓを上回る粘度を有し、その一方で、ある実施形態では、酸エッチン
グレジストは、温度２０℃で７０ｃｐｓを上回る粘度を有する。特定の実施形態では、酸
エッチングレジストは、温度５０℃で２０ｃｐｓを上回る粘度を有する。特定の実施形態
では、酸エッチングレジストは、温度５０℃で５０ｃｐｓを上回る粘度を有し、その一方
で、ある実施形態では、酸エッチングレジストは、温度５０℃で７０ｃｐｓを上回る粘度
を有する。
【００１９】
　特定の実施形態では、酸エッチングレジストは、温度２０℃で１００ｃｐｓ未満の粘度
を有する。特定の実施形態では、酸エッチングレジストは、温度２０℃で５０ｃｐｓ未満
の粘度を有し、その一方で、ある実施形態では、酸エッチングレジストは、温度２０℃で
７０ｃｐｓ未満の粘度を有する。特定の実施形態では、酸エッチングレジストは、温度５
０℃で１００ｃｐｓ未満の粘度を有する。特定の実施形態では、酸エッチングレジストは
、温度５０℃で５０ｃｐｓ未満の粘度を有し、その一方で、ある実施形態では、酸エッチ
ングレジストは、温度５０℃で７０ｃｐｓ未満の粘度を有する。インクジェットに先立っ
て酸エッチングレジストが適切に流れることができ、酸エッチングレジストがインクジェ
ット装置から十分に噴出することができ、かつ酸エッチングレジストが基板上にコンパク
トな堆積を形成して横方向に流れにくく、堆積したパターンがぼけないようにすることが
できる粘度を選択することが重要である。堆積は、その耐酸性の特性を保つ一方で金属表
面への転写のために十分に厚いことが必要である。
【００２０】
　また、一般に、酸エッチングレジストが、基板上に置かれた場所で、インクの堆積を実
質的に保持するのに十分な表面張力を示し、その一方で、互いに異なる堆積が近隣のドッ
トとわずかに融合するように十分に流れることが依然として可能であることが必要である
。そのような特性は、部分的には粘度によるが、表面張力にもよるものである。一般に、
酸エッチングレジストの組成物は、２４から３６ダイン／ｃｍの表面張力を有することが
できる。いくつかの実施形態では、表面張力は２４ダイン／ｃｍ未満か又は３６ダイン／
ｃｍを上回る。特定の酸エッチングレジストの組成物は、２４ダイン／ｃｍを上回る表面
張力を有する。別の特定の酸エッチングレジストの組成物は、３６ダイン／ｃｍ未満の表
面張力を有する。
【００２１】
　堆積された酸エッチングレジストの粒径は、２μｍ未満であることが多く、しばしば１
μｍ未満である。しかし、いくつかの実施形態では、粒径が２μｍより大きくなることが
理解されよう。プリント可能な例示的な酸エッチングレジストの蒸気圧は、５０トル未満
が多く、一般に３０トル未満、また、任意選択で２０トル未満である。
【００２２】
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　前述のように、いくつかの実装形態では、酸エッチングはＵＶ硬化可能である。ＵＶ源
は、水銀ランプ、発光ダイオード及び他のＵＶ源を含むことができる。一般に、必要に応
じて、酸エッチングレジストの急速硬化を可能にするＵＶ源を有することが望ましい。ま
た、以下でより十分に論じられるように、２つのステップの硬化プロセスが顕著な利益を
提供する。そのような２つのステップの硬化プロセスでは、レジストは、望ましくないレ
ジストの流れを防ぐために、最初に低いＵＶ線量で硬化され、それに続いて、レジストを
より十分に硬化させるために第２の高いＵＶ線量が用いられる。いくつかの実装形態では
、レジストが金属表面に転写された後に酸エッチングレジストの最終硬化を行なうことも
望ましい。そのような硬化ステップは、その後レジストを再転写する必要がなく、したが
ってレジストは粘着性のままである必要がないので、より完全なものであり得る。
【００２３】
　いくつかの実装形態では、酸エッチングレジストは、反応性希釈剤、大抵は反応性モノ
マー希釈剤と混ぜ合わせた炭化水素樹脂を含むＵＶ硬化可能な材料を含む。反応性モノマ
ー希釈剤は、アクリレート反応基を含むことが多い。適切な炭化水素樹脂は、酸エッチン
グレジストへの粘着性を強める特性をもたらすように選択することができる。いくつかの
実施形態では、樹脂は、例えば６０℃から１００℃のＴｇを有することができるが、いく
つかの実施形態では、ガラス転移温度は６０℃未満又は１００℃超が適切である。モノマ
ーであることが多い反応性希釈剤は、しばしば１００を上回り一般に１５０を上回る分子
量を有する。１０００未満の分子量が望ましいことが多く、さらに一般的には５００未満
が望ましい。適切なモノマーは、１００から５００までの分子量を有する多くの反応性モ
ノマーを含む。組成物内のすべてのモノマーが反応性であったり、反応基を含んでいたり
する必要はなく、転写可能な酸エッチングレジストを生成するために十分なＵＶ硬化をも
たらすように、樹脂とモノマーとの組成物中に十分な反応点が存在する必要があることが
理解されよう。
【００２４】
　本発明に使用するのに適する例示の酸エッチングレジストは、Ｎｏｒｓｏｌｅｎｅ　Ｓ
－１３５炭化水素粘着性付与剤（ペンシルバニア州エクストンのＳａｒｔｏｍｅｒ社から
入手可能である）、これもＳａｒｔｏｍｅｒ社から入手可能なＳＲ－５０４及びＳＲ－２
５６など単官能基のモノマー希釈剤、並びにＩｒｇａｃｕｒｅ　８１９などのＵＶ硬化開
始剤を含む。さらなる成分には、小量のＭＥＨＱ（ＵＶ抑制剤）、Ｉｒｇａｎｏｘ　１０
７６（単官能基のヒンダードフェノール系酸化防止剤）及びＯｒａｓｏｌ　Ｂｌｕｅ　Ｇ
Ｌ（染料）が含まれ得る。ＳＲ－２５６は、２（２－エトキシエトキシ）－エチルアクリ
レートの商品名であり、これは水分散性単官能基のモノマーであって、分子量１８８を有
し、Ｔｇは－５４℃であり、２５℃で６ｃｐｓの粘度を有する。ＳＲ－５０４はエトキシ
化ノニルフェノールアクリレートの商品名であり、これは、ＵＶ重合及び電子ビーム重合
で使用される低臭気、低揮発性のモノマーであって、分子量４５０を有し、表面張力は３
３．５ダイン／ｃｍであり、２５℃で１００ｃｐｓの粘度を有する。Ｎｏｒｓｏｌｅｎｅ
　Ｓ－１３５は、薄い色で低臭気の芳香族樹脂（aromatic resin）であり、室温では固体
で、軟化点１３３℃、８１．７℃のＴｇを有する。
【００２５】
　例示の一実施形態では、酸エッチングレジストは、約２３重量部のＮｏｒｓｏｌｅｎｅ
　Ｓ－１３５、約３６．５重量部のＳＲ－５０４、約３４重量部のＳＲ　２５６、それに
加えて約２．８重量部のＩｒｇａｃｕｒｅ　８１９、０．０９重量部のＭＥＨＱ、０．１
４重量部のＩｒｇａｎｏｚ　１０７６及び２．８３重量部のＯｒａｓｏｌ　Ｂｌｕｅ　Ｇ
Ｌを含む。
【００２６】
　［担体基板］
　本発明に従って使用される担体基板は、組成及び構成が変化し得る。一般に、担体基板
は、酸エッチングレジストを受け取り、これを扱いかつモールド上へ歪みなしで位置決め
するために十分に保持しなければならないが、次いで、位置決め（及び担体基板からレジ
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ストを溶剤で分離することなどの任意選択の処理）の後に、酸エッチングレジストを金属
モールド表面上へ解放しなければならない。担体基板は、可撓性で、薄く、透明又は実質
的に透明で、伸縮が最小限であり、かつ様々な周囲湿度レベルの下で安定であるのが好ま
しい。
【００２７】
　上で論じたように、担体基板（その上に酸エッチングレジストが堆積される）は、薄い
最上層を、より厚い担体層と共に含むことができる。薄い最上層は、好ましくは、モール
ド表面上の曲線のまわりで容易に曲がるように、厚さは約５ミクロンから１５ミクロンで
ある。いくつかの実装形態では、酸エッチングレジストを受け取る最上層が薄すぎて、そ
れ自体を支持することができないか、又は酸エッチングレジストを歪みなく支持すること
ができない。そのような実装形態では、酸エッチングレジストを受け取る最上層にこの最
上層を保持するための担体層を加えた２層基板を有することが特に望ましい。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、酸エッチングレジストの１つ又は複数の層は、水又は別の溶
剤で担体基板を湿らすことなどの特定条件下で容易に解放される、担体基板への接着結合
を有する。他の実施形態では、酸エッチングレジストは、担体基板へのより強い結合を有
するが、担体基板が除去されるとき、酸エッチングレジストの一部は担体基板上に残され
るものの酸エッチングレジストのほとんどがモールドの表面上に保たれるように、凝集破
壊する。一般に、モールド表面と酸エッチングレジスト間の結合は、酸エッチングレジス
トと担体基板間の結合よりかなり強いことが望ましい。また、酸エッチングレジストは、
望ましくは比較的高い凝集力を有し、その結果、酸エッチングレジストと担体基板の間に
、凝集破壊でなく接着破壊が生じる。
【００２９】
　担体基板は、ポリエステル、ポリプロピレン、ならびに、セルロース、変性セルロース
、セロハン、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプン及
びデキストリン、ペクチン、アルギンを含む炭水化物ポリマーを含むことができる。これ
らの炭水化物ポリマーは、担体フィルム上に水溶性又は非水溶性の薄いフィルムとしてコ
ーティングすることができる。具体的には、基板は、例えば加水分解されたポリビニルア
ルコールのコーティングを含むポリエステルでよい。いくつかの用途に適する別の特定の
担体基板は、例えば、一般に厚さが５０ミクロン未満で、３～２０ミクロンであることが
多く、好ましくは約５～１０ミクロンの十分に加水分解されたポリビニルアルコールでコ
ーティングされた０．０７６２～０．１０１６ｍｍ（３～４ミル）のポリエステルを含む
。
【００３０】
　ある実施形態では、担体基板は、モールドから担体基板の除去を容易にするように、水
又は他の溶剤に浸透可能及び／又は可溶性である。一般に、水又は溶剤は、担体基板が柔
らかくなるか除去されるとき、酸エッチングレジストも溶かすか又は過度に柔らかくする
のを避けるように、酸エッチングレジストに及ぼす影響が著しく低いことになる。
【００３１】
　ある実施形態では、基板は、多層のインク受容基板を含み、インク受容基板は、微小多
孔質のインク受容層、分解性バインダ層及び担体層を含む。分解性バインダ層は、微小多
孔質のインク受容層と不溶性担体層との中間に配置される。いくつかの実施形態では、微
小多孔質のインク受容層は、アルミナ粒子、又は、シリカ粒子などの他の非水溶性の粒子
を含む。一般に、アルミナ粒子は、ポリビニルアルコール又は他の有機マトリックスによ
って適所に保持される。
【００３２】
　ある実装形態では、蛍光を発する染料が基板に付加されて、エッチングされるべき表面
への酸レジストの適切な転写を確認するための基板の検査が可能になる。例えば、蛍光を
発する染料は、インク受容層、バインダ層又はその両方に組み込まれてよい。これらの層
に蛍光を発する染料を取り入れることによって、適切な酸レジストのプリント及び転写が
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あったことを確認するために、エッチングされるべき表面を視覚的に検査することが可能
である。
【００３３】
　インク受容層中に蛍光を発する染料を使用することは、酸レジストの適切な転写があり
、プリントされていない領域を除去する（それによって酸エッチングを可能にする）よう
に酸レジストが適切に成長していることを確認するために特に有効である。一般に、その
ような実装形態では、酸レジストを受け取っていない領域は、（エッチングされるべき表
面への適用後に）フィルムの処理中に洗い流され、それらの領域中の蛍光を発する染料が
同時に除去される。処理の後、いくらかの染料は、酸レジストを受け取った基板の一部に
通常残っており、酸レジストの位置及び完全性を確認するため、ならびに、処理による基
板の過剰部分の除去を確認するための目視検査を容易にする。
【００３４】
　ある実装形態では、微小多孔質のインク受容層は、ドライ重量で多孔質のアルミナ又は
シリカを少なくとも１０パーセント含み、別の実装形態では、微小多孔質のインク受容層
は、ドライ重量で多孔質のアルミナ又はシリカを少なくとも５０パーセント含み、また、
別の実装形態では、微小多孔質のインク受容層は、ドライ重量で多孔質アルミナを少なく
とも８０パーセント含む。別の実装形態では、微小多孔質のインク受容層は、ドライ重量
で多孔質アルミナを少なくとも７０パーセント含む。
【００３５】
　微小多孔質のインク受容層でポリビニルアルコールが使用されるとき、インク受容層は
、一般にドライ重量でポリビニルアルコールを少なくとも１０パーセント含み、ある実施
形態では、微小多孔質のインク受容層は、ドライ重量でポリビニルアルコールを少なくと
も２０パーセント含み、また、任意選択では、ドライ重量でポリビニルアルコールを少な
くとも３０パーセント含む。いくつかの実装形態では、インク受容層は、ポリビニルアル
コールを、少なくとも５０パーセントか、少なくとも７０パーセントか、さらには９０パ
ーセント超を含む。一配合例では、微小多孔質のインク受容層は、ドライ重量で６０から
８０パーセントの多孔質アルミナと、ドライ重量で２０から４０パーセントのポリビニル
アルコールとを含む。
【００３６】
　分解性バインダ層は、例えばポリ酢酸ビニル及び／又はポリビニルアルコールを含むこ
とができる。そのような一実装形態では、分解性バインダ層は、ドライ重量で少なくとも
１０パーセントのポリ酢酸ビニルとドライ重量で少なくとも５０パーセントのポリビニル
アルコールとを含み、任意選択では、ドライ重量で少なくとも１５から３５パーセントの
ポリ酢酸ビニルとドライ重量で６５から８５パーセントのポリビニルアルコールとを含む
。この分解性バインダ層は、一般に、プリント後に担体層から剥離して除去することがで
きる。担体層の除去後、バインダ層、インク受容層及び酸エッチングレジストが、モール
ド表面に適用される（酸エッチングレジスト及びインク受容層はモールド表面及び露出し
たバインダ層に接する）。適切な担体層には、例えばポリエステルが含まれる。一般に、
担体層の厚さは少なくとも０．０２５４ｍｍ（１ミル）である。
【００３７】
　基板の一例は、多層のインク受容基板を備え、このインク受容基板は、少なくとも５０
重量パーセントの多孔質アルミナを含むインク受容層と、少なくとも２５重量パーセント
のポリビニルアルコールを含む分解性バインダ層と、実質的に非水溶性の担体層とを備え
、分解性バインダ層は、微小多孔質のインク受容層と不溶性担体層との中間に配置される
。
【００３８】
　適切な担体基板１０の構成が図１に示され、この図は、不溶性担体層１２（ポリエステ
ル層など）に加えて分解性バインダ層１４及び微小多孔質のインク受容層１６の拡大した
断面を示す。担体基板は上面１８及び底面１９を含む。上面１８はインクジェットプリン
タから酸エッチングレジストを受け取り、その一方で、底面１９によって基板１０の容易
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な取扱いが可能になる。
【００３９】
　図２は、本発明のプロセスの後続のステップを示し、そのステップで、担体基板１０の
上面１８上に、具体的には微小多孔質のインク受容層１６上に酸エッチングレジスト２０
が堆積されている。酸エッチングレジスト２０は、いくぶん特異な局所的な起伏を有して
示されている。実用では、この起伏と、酸エッチングレジスト２０の堆積間の空間とは、
レジストの硬化速度ならびに酸エッチングレジスト組成物２０の粘度及び表面張力によっ
て容易に調整することができる。
【００４０】
　酸エッチングレジスト２０の十分な硬化の後（硬化可能な組成物が使用される場合）、
金属表面に担体基板１０を適用することができる。いくつかの実装形態では、エッチング
されるべき金属２２の表面に酸エッチングレジスト２０が適用される前に不溶性担体層１
２が除去されるが、他の実装形態では、酸エッチングレジスト２０が金属表面に適用され
た後に不溶性担体層１２が除去される。しかし、担体基板１０の残存部分は一般に不溶性
担体層１２よりはるかに可撓性であるので、酸エッチングレジスト２０が金属表面に適用
される前に不溶性担体層１２を除去することがかなり望ましい。したがって、不溶性担体
層１２を除去すると、その上に酸エッチングレジスト２０がプリントされている残存する
分解性バインダ層１４及びインク受容層１６が、凹又は凸のモールド表面などのエッチン
グされる金属表面に順応するように曲げられることが可能となる。
【００４１】
　図３は、金属物体２２に適用された後の酸エッチングレジスト２０を示す。この実施形
態では、不溶性担体層１２は除去されている。次のステップは、一般に、バインダ層１４
をあらゆる露出したインク受容層１６とともに除去することである。バインダ層１４は、
とりわけ、バインダがポリ酢酸ビニル及び／又はポリビニルアルコールを含むとき、メタ
過ヨウ素酸ナトリウムなどの酸化剤を使用して除去することができる。下にある金属の部
分２２をさらすために、バインダ層１４の除去が必要となることが多い。
【００４２】
　図４は、プロセスの次のステップを示し、酸エッチングレジスト２０は残っているが、
バインダ層１４及び大部分のインク受容層１６が除去されている。実用では、とりわけ、
インク受容層１６が、酸エッチングレジストが結合している粒子（アルミナ、シリカなど
）を含むとき、インク受容層１６の一部は、酸エッチングレジスト２０に接したままであ
り得る。インク受容層１６のこれらの残留部分は、酸エッチングレジストが金属２２のエ
ッチングを防止するように意図される場所に保持されるので、金属２２の上面２４の酸エ
ッチングに関していかなる深刻で否定的な問題ももたらさないことが理解されよう。実際
、ある実施形態では、小量のインク受容層１６が残されていると、露出した酸エッチング
レジストの粘着性を低下させることができ、同時に耐酸性を少し加えることができる。
【００４３】
　図５は、保持された酸エッチングレジスト２０と共にエッチングされた部分２６を含む
、エッチング後の金属２２を示す。その後、図６に示されるように、酸エッチングレジス
トの残りが除去される。
【００４４】
　［インクジェットプリンタ］
　酸エッチングレジストをプリントするために使用されるインクジェットプリンタは、ド
ロップオンデマンドの熱式又は圧電式のシステムを含む様々なインクジェットプリントプ
ロセスを用いることができる。任意選択で、インクジェットプリンタは連続プリントを用
いることができる。熱式プリントでは、電気的に加熱される一連の小さなチャンバを有す
るプリントカートリッジが使用される。プリンタは、加熱要素を介して電流パルスを流す
。チャンバ内の水蒸気爆発がバブルを形成し、これが用紙上にインクの小滴を進ませる。
インクの表面張力が、インク容器に取り付けられた狭いチャネルを通して、チャンバ内に
別のインクの充てんを送り込む。一般に、熱式プリント技術は水性インクを使用する。
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【００４５】
　代替形態では、インクジェットプリンタは、加熱要素の代わりに、各ノズル内に１つ又
は複数の圧電結晶を有する圧電式インクジェットを使用してよい。電流が与えられると、
結晶が曲がって、ノズルからインクの小滴を強制排出する。圧電式インクジェット技術に
よって、熱式又は連続式インクジェットプリントより広範囲のインクに対処できるように
なる。
【００４６】
　最後に、連続式インクジェット法を用いることができる。連続式インクジェット技術で
は、高圧ポンプが、容器から極微のノズルを通して液体インクを導き、インク小滴の連続
的ストリームを生成する。圧電結晶によって、液体ストリームは一定間隔で小滴へ分断さ
れる。インク小滴が形成すると、荷電電極によって生成された静電場の影響を受ける。こ
の電場は、所望する滴の偏向の程度に応じて変えられる。このことは、各小滴に対して制
御された可変静電荷をもたらす。隣接する小滴間の静電反発力を最小限にするために、帯
電した小滴は、１つ又は複数の荷電していない「保護小滴」によって分離される。次いで
、帯電した小滴は、静電偏向プレートによって、プリントされるべきレセプタ材料に向け
られる（偏向される）か、又は、再利用のために、引き続き偏向されずに収集溝に向かう
ことができる。より高度に帯電した小滴は、より大きな度合いで偏向される。連続式イン
クジェットプリントの利点の１つに、ジェットが常時使用中であるためにノズルが詰まら
ないことがある。
【００４７】
　［方法］
　本発明の一方法では、最初のステップは、所望のテクスチャパターンの画像ファイルを
生成するステップを含む。一般に、そのような画像ファイルはコンピュータ上に生成され
る。このファイルは、次に、酸エッチングレジストインクを使用してプリントするように
構成されたインクジェットプリンタに出力される。酸エッチングレジストが堆積される担
体転写基板は、１つ又は複数の層を含むことができる。例えば、担体転写基板は、リリー
ス被膜を有して除去可能な担体層（ポリエステルなど）を含むことができるか、あるいは
、追加バインダ層及び／又はインク受容層を有する除去可能な担体層を含むことができる
。したがって、いくつかの実施形態では、担体基板は、不溶性担体層とこの担体層から除
去可能なインク受容層とを含む。インク受容層は、バインダ層によって不溶性担体層に付
着されてよい。そのような実施形態では、酸エッチングレジストがインク受容層上にプリ
ントされた後に、不溶性担体層及びバインダ層が別々に剥がされて担体層が廃棄される。
次いで、バインダ層とその上に酸エッチングレジストのパターンがプリントされている及
びインク受容層とが、エッチングされるべき金属表面に付与される。テクスチャリングさ
れるべき金属表面上に、酸エッチングレジストのインクジェットプリントされたパターン
を押し付けるように、バインダ層の露出した表面に圧力をかける。その後、バインダ層は
、酸化、湿らせ、加熱又はＵＶ放射へのさらなる露光などによって除去することができる
。バインダ層の除去後、酸エッチングに耐性のあるパターンは、テクスチャリングされる
べき表面に付着したままであり続け、金属表面を酸にさらすことによりテクスチャリング
プロセスを進めることができる。
【００４８】
　酸エッチングレジストの２ステップ硬化を実行することが望ましいことが多い。これは
、例えば、低出力の部分的初期硬化と、それに続くより高出力の第２の硬化によって望ま
しく達成することができる。低出力の部分的硬化は、より多くのソリッドパターンを生成
するために、インクがたやすく滲んだり甚だしく流れたりせず、しかもドット間でわずか
に広がることができるようにインクを濃くするように設けられる。したがって、初期硬化
によって、インクジェットされた酸エッチングレジストのドットが、そのエッジに沿って
互いにわずかに融合するが過度の流れによってパターンが崩壊するほどでない、適切な低
流動性のレベルが可能になる。
【００４９】
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　次に図７を参照すると、担体基板上に堆積された酸エッチングレジストのパターンの拡
大写真が示されている。図７では、酸エッチングレジストの非常に詳細なパターンが生成
されており、酸エッチングレジストの細い線４２によって接続される酸エッチングレジス
トの実質的に円形のスポット４０を有し、細い線４２は、露出した基板４４の小さな三角
形によってすべて分離されている（この露出した基板４４は、酸エッチングレジストがそ
の上に堆積されていないインク受容層部分に対応する）。図７に示される例では、各スポ
ット４０の中心は約２５ミクロン間隔である。したがって、本発明を用いると、サイズが
わずか数ミクロンの酸エッチングレジストフィーチャを生成する能力が可能で有る。
【００５０】
　図８は、図７に示されたものに類似の酸エッチングレジストパターンを使用してエッチ
ングされた金属表面を示す。図８のエッチングされた表面は、エッチングされていない線
５２によって結合された実質的に円形のエッチングされていない領域５０（図７の酸エッ
チングレジストのスポット４０及び線４２に対応する）がそれらを接続することを示す。
エッチングされた金属５４の周囲の三角形は、図７の露出した基板４４の領域に対応する
。
【００５１】
　図７及び図８に示される優れた細部は、酸エッチングレジストを基板上に堆積した直後
に、酸エッチングレジストを非常に急速に部分的硬化することによってある程度可能にな
る。プリントのテストでは、プリントされた後に、酸エッチングレジストが担体基板上で
わずかに広がることを示し、これは画像を歪める恐れがある。これは、ＵＶ源を使用した
各プリントパスの後に、酸エッチングレジストを適所に「ピン止め（pinning）」ことに
より克服することができる。強いＵＶ源が使用されると、十分に硬化された後、インクの
各パスはドーム形の形状を保持する。結果は、金属モールド上にプリントされた画像の表
面上で、画像がエッチングされた後に、目に見える線をプリントしている。したがって、
プリントユニットのプリントヘッドに隣接して取り付けられたＬＥＤなど、インクをピン
で留めるための比較的弱いＵＶ源を使用することは一般に好ましい。初期硬化は、恐らく
５０ｍＪ／ｃｍ２未満のＵＶ照射量を有し、より見込めるのは２５ｍＪ／ｃｍ２未満であ
り、さらに典型的には、いくつかの用途では５ｍＪ／ｃｍ２未満又は１ｍＪ／ｃｍ２未満
である。図９は、担体基板に付与されたが初期硬化ステップを用いて「ピン留め」された
いない酸エッチングレジストを示す。プリントされたパターンは図７のものに酷似して見
えるはずであったが、著しく劣化してしまっており、酸エッチングレジスト部分６０は、
露出した基板６４の領域で実質上ぼかされている。
【００５２】
　同様に、最終硬化は、しばしば不活性雰囲気中で、望ましくは、はるかに強いＵＶ光源
からのものである。適切な最終硬化は、しばしば１００ｍＪ／ｃｍ２超、２００ｍＪ／ｃ
ｍ２超、また、任意選択で３００ｍＪ／ｃｍ２を上回る照射量を含む。エネルギー照射量
は、より優れた再位置決めを可能にするために引き上げることができ、あるいはエッチン
グされるべき金属表面へのより高い粘着及び接着を可能にするために引き下げることがで
きる。照射量は、モールドへ適用する前に酸エッチングレジストが徐々に広がるのを防ぐ
ように、十分に高いものであるべきである。
【００５３】
　複数のパターン転写を用いると、転写がともに整列して結合されることが必要になる。
次いで、転写は表面上が磨かれ、解除剤を使用して組織担体が除去される。一致ラインと
形にぴったり作られた輪郭は、液体の耐酸材料を使用して手で融合することができる。検
査の後、モールドは、エッチング領域に移る準備ができている。モールドは、酸浴槽中に
没しているか、又は垂直に掛けられて酸を吹きかけられてよい。合金のタイプが、使用さ
れるべき酸の適切な配合を決定することになる。所望の深さは、モールド及び酸の温度と
モールドが酸にさらされる合計時間との組合せによって決定される。
【００５４】
　［配合例］
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　様々な配合例が、本発明向けの適合性を求めるために評価された。鋼への接着に関する
必要条件は、高度に研磨された１片のＰ２０高炭素鋼に、硬化された酸エッチングレジス
ト試料を配置し、酸エッチングレジストの鋼からのリリースを試験することにより評価さ
れた。
【００５５】
　評価された第１の試料の組は、ＤＯＤプリントヘッド中で動作すると分かっている確立
したインクジェットインクであった。これらの試料は、溶剤ベースで、Ｓｕｎｊｅｔ（Ｓ
ＯＶ、ＵＰＡ）及びＬａｖａＩｎｋ（Ｅｃｏｓｏｌｖｅｎｔ　６４０）のＵＶ硬化可能な
インクを含むものであった。グループとして、試験された試料には、硬化後に鋼に対して
著しい付着性を有するものはなかった。従来のプリント向けインクジェットインクは、扱
い及び保存の目的のために硬化後に不粘着であるように配合されるので、これらの結果は
一般的なものと見ることができる。
【００５６】
　評価された第２の試料の組は、耐酸性があると知られている液体であった。試料は、Ｎ
ａｚｄａｒのＢｌｕｅ　２１２、Ｃｕｄｎｅｒ＆Ｏ’ＣｏｎｎｅｒのＣＭ－３４４４９、
Ｓｅｏｕｌ　ＣｈｅｍｉｃａｌのＳｕｅ－６００Ｂ及びＣｏａｔｅｓ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
のＮＴＣ－Ｗ７０を含むものであった。評価された試料には、硬化後に鋼試料に付着する
ものはなかった。
【００５７】
　溶剤ベースの感圧性接着剤（ＰＳＡ）も評価された。試料は、Ｃｌｉｆｔｏｎ　Ａｄｈ
ｅｓｉｖｅｓのＰＳ６７７６Ｍ１、ＶａｌｐａｃのＰＳ１４９及びＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎ
ｇの２８０Ａを含むものであった。これらのＰＳＡの試料は、金属への優れた付着力を有
するものであったが、ＤＯＤプリント向けの所望の粘度範囲内（８ｃｐｓから２０ｃｐｓ
）にするために薄める必要があった。適切な粘度に薄められたとき、試料は５％から８％
の固形分含有量であった。この固形分含有量は、本発明のほとんどの用途にとって比較的
低いものであり、レジスト形成が困難になりがちで、基板上でインクジェットヘッドを複
数回通す必要性が生じることがある。また、希釈に使用された溶剤（トルエン）は、表面
張力が低く、そのためにＤＯＤプリントヘッドから小滴を射出するのが非常に困難であっ
た。
【００５８】
　次に、ＵＶ硬化可能な感圧接着剤配合に基づく試料の組を試験した。この配合は、すべ
てＳａｒｔｏｍｅｒから市販されている、炭化水素粘着性付与剤（Ｓ－１３５）及び２つ
の低粘度の単官能基のモノマー希釈剤（ＳＲ－２５６、ＳＲ－５０４）から成るものであ
った。粘度（２５℃で１１０ｃｐｓ）を低減するためにモノマーの含有量を増加し、また
、３％の開始剤Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１９（ＵＶ露光に際して不飽和樹脂のラジカル重合
用の光開始剤）を流体に付加した。流体のインクジェット能力は、ＳｐｅｃｔｒａのＳＭ
－１２８プリントヘッドを使用して７０℃の温度で試験された。流体が優れたジェット特
性を有するのが観測された。次いで、流体は、巻き線ロッドを使用して、１枚の０．０５
０８ｍｍ（２ミル）のＰＥＴ上に０．１５２４ｍｍ（０．６ミル）の厚さでコーティング
され、５ｋＷの金属ハロゲン化物露光ユニットを使用して５８．４２ｃｍ（２３インチ）
離して１００ユニットで硬化させた。硬化されたフィルムは、研磨済みの鋼サンプルに押
し付けられ、高い付着性を示した。流体の高温安定性も、開始剤を加えた流体の試料を８
２℃（１８０°Ｆ）下に１週間置いて評価した。流体には、ゲル化又は粘度増加は観測さ
れなかった。
【００５９】
　この初期配合は以下に示されるが、粘度が２５℃で２９０ｃｐｓであり、温度を上げて
もインク噴射には高すぎるものであった。
粘着性付与剤　Ｓ－１３５　　　３２．９５
モノマー　　　ＳＲ－２５６　　３１．４３
モノマー　　　ＳＲ－５０４　　３３．５２
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安定剤　　　　ＭＥＨＱ　　　　０．０４
酸化防止剤　　１０７６　　　　０．１
光開始剤　　　ＴＺＴ　　　　　１．９６
合計　　　　　　　　　　　　　１００
　変更された配合は以下のように作製された。
粘着性付与剤　Ｓ－１３５　　　２４．２７
モノマー　　　ＳＲ－５０４　　３７．６５
モノマー　　　ＳＲ－２５６　　３５．１７
光開始剤　　　８１９　　　　　２．９１
　　　　　　　　　　　　　　　１００．００
　第１の例では、この変更された配合を試験するために、十分に加水分解されたＰＶＡ　
９０－５０／水溶液（１０％）をポリエステルシート上で厚さ０．０５０８ｍｍ（２ミル
）の層にコーティングし、７０℃で１５分間乾燥することにより担体基板を作製した。生
じたＰＶＡ層は厚さ７ミクロンであった。
【００６０】
　次のステップでは、この試験配合は、Ａｐｏｌｌｏ　ＩＩプリントヘッドコントローラ
と共にＳｐｅｃｔｒａ　ＳＥ１２８プリントヘッドを使用してＰＶＡ層上にプリントされ
た。ヘッドの電圧は７５ボルト、パルス幅は８ミリ秒、間隔（rise and fall）は２ミリ
秒であった。ヘッドの温度は７０℃に設定された。インクジェットプリントは、１つの担
体基板上に手動で行なわれた。その後、この配合は、１ＫＷ中圧Ｈｇバルブを１５ｃｍ離
して使用して、１００ユニットの露光でＵＶにさらされた。
【００６１】
　担体基板のＰＶＡサブ層上の硬化された酸レジストは、Ｐ－２０の高度に研磨された鋼
表面上に押し付けられ、ポリエステルのバッキングが除去された。ＰＶＡ層の上に水が噴
霧されて３分間置かれ、その後、ＰＶＡにはしわが寄っており、金属表面上に酸レジスト
を残して除去された。転写された酸レジストは顕微鏡で調査され、金属にわたって汚れが
最小限であると判明し、大部分のパターンフィーチャは、ＰＶＡ層上で転写の前に見られ
た通りのものであった。
【００６２】
　第２の例では、前述のものと同一の技術が用いられたが、担体基板向けのＰＶＡ／ポリ
エステル構成の代わりに、単一層の担体には０．０１２７ｍｍ（０．５ミル）の厚さのセ
ロハンが使用された。酸レジストを硬化させ、Ｐ－２０の鋼物品上に押し付けた後に、水
を噴霧して３分間動作させた。セロハンシートを除去すると、金属上に酸レジストが残っ
た。
【００６３】
　第３の例では、第１の例で説明された酸レジスト流体がワイヤロッド＃６を使用してポ
リエステル上にコーティングされた。ＵＶ硬化が行われ、窒素下で５ＫＷの中圧Ｈｇバル
ブを用いて９１．４４ｃｍ（３６インチ）離して流体が露光された。これらの条件で、１
００ｍＪ／ｃｍ２の照射量で酸レジストの十分な硬化が実現された。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】酸エッチングレジストの堆積に先立って、本発明に使用するのに適する担体基板
の断面図である。
【図２】酸エッチングレジストの堆積後の担体基板の断面図である。
【図３】酸エッチングレジストの堆積後、かつ金属表面への適用後の担体基板の断面図で
ある。
【図４】金属表面への適用後、かつ担体基板の除去後であるが、酸エッチング前の酸エッ
チングレジストの断面図である。
【図５】エッチング後であるが残留酸エッチングレジストを除去する前の金属表面の図で
ある。
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【図６】エッチング後、かつ残留酸エッチングレジストの除去後の金属表面の図である。
【図７】基板へレジストをしっかり固定するための初期硬化を受け、担体基板上に堆積さ
れた酸エッチングレジストの写真である。
【図８】図７の酸エッチングレジストを使用してエッチングされた金属表面の写真である
。
【図９】基体へレジストを固定するための初期硬化を受けずに、担体基板上に堆積された
酸エッチングレジストの写真である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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