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(57)【要約】
　複数変色ジアセチレン化合物を含む基板と組み合わせ
て使用する基板マーキング装置が開示される。基板マー
キング装置は、異なる波長の放射線を放射できる少なく
とも２つの放射線源と、光学伝達素子と、制御システム
とを備えている。制御システムは、デジタルファイル情
報を有しており、放射線源ごとの一組の放射指令に変換
する。放射線源は、無色状態から複数の不変色の範囲の
一つの色への変色のために基板が活性化されるように制
御システムにより決定されたシーケンス及び強度で基板
に放射線を加える。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線照射により変色しやすい材料を含む基板のマーキングに適した基板マーキング装
置であって、２以上の全く異なる波長で放射線を生成する放射線源と、所望の態様で前記
基板にマーキングするために、前記放射線源からの所望の量の前記放射線を前記基板の選
択された領域に制御可能に照射するように、前記放射線源からの前記放射線の放射を制御
する放射制御手段とを備えていることを特徴とする基板マーキング装置。
【請求項２】
　前記放射線源は、変色のために前記基板を活性化する第１の波長の放射線と、前記基板
を変色させる第２の波長の放射線を放射する請求項１に記載の基板マーキング装置。
【請求項３】
　前記第１の波長の放射線は、熱放射線である請求項２に記載の基板マーキング装置。
【請求項４】
　前記熱放射線は、広域スペクトルを有しているか、赤外線及び／または近赤外線である
請求項３に記載の基板マーキング装置。
【請求項５】
　前記熱放射線を生成する熱放射線源は、１以上の近赤外線レーザ若しくは赤外線レーザ
または近赤外線ダイオード若しくは赤外線ダイオードである請求項３または４に記載の基
板マーキング装置。
【請求項６】
　前記熱放射線を生成する熱放射線源は、抵抗加熱素子または誘導加熱素子を備えており
、前記熱エネルギーは、伝導により供給される請求項３または４に記載の基板マーキング
装置。
【請求項７】
　前記第２の波長の放射線は、紫外線である請求項２乃至６のいずれか１項に記載の基板
マーキング装置。
【請求項８】
　前記紫外線を生成する紫外線放射源は、紫外線レーザ、紫外線発光ダイオード、（例え
ば水銀または重水素のような）紫外線ランプ、または（例えばコロナ放電またはスパーク
のような）紫外線放電源の一以上を備える請求項７に記載の基板マーキング装置。
【請求項９】
　前記基板は、ベース層上にジアセチレン材料層を有している請求項１乃至８のいずれか
１項に記載の基板マーキング装置。
【請求項１０】
　前記ジアセチレン材料層は、赤外線吸収材料または近赤外線吸収材料を備えているか、
赤外線吸収材料の層上または近赤外線吸収材料の層上に設けられている請求項９に記載の
基板マーキング装置。
【請求項１１】
　前記放射線源は、単一の放射線源である請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の基板
マーキング装置。
【請求項１２】
　前記放射線源は、２以上の放射線源を備えている請求項１乃至１１のいずれか１項に記
載の基板マーキング装置。
【請求項１３】
　前記放射線源は、第１の波長の放射線を生成する第１の放射線源と、第２の波長の放射
線を生成する第２の放射線源とを備える請求項２に直接的にまたは間接的に従属する場合
の請求項１２に記載の基板マーキング装置。
【請求項１４】
　前記放射制御手段は、マイクロプロセッサを備えている請求項１乃至１３のいずれか１
項に記載の基板マーキング装置。
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【請求項１５】
　前記放射制御手段は、デジタル画像ファイルを、前記放射線源ごとの一組の放射指令に
変換する請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の基板マーキング装置。
【請求項１６】
　前記放射線源は、連続的にまたはパルス的に放射線を放射する請求項１乃至１５のいず
れか１項に記載の基板マーキング装置。
【請求項１７】
　前記第１の放射線源及び前記第２の放射線源は、実質的に同時に前記基板の複数の領域
を照射するように動作可能である請求項１３に直接的にまたは間接的に従属する場合の請
求項１４乃至１６のいずれか１項に記載の基板マーキング装置。
【請求項１８】
　前記第１の放射線源及び前記第２の放射線源は、特定のシーケンスで前記基板の前記複
数の領域を照射するように動作可能である請求項１３に直接的にまたは間接的に従属する
場合の請求項１４乃至１６のいずれか１項に記載の基板マーキング装置。
【請求項１９】
　前記シーケンスには、前記第１の放射線源及び前記第２の放射線源のいずれかまたは両
方を使用する単一照射または複数照射のいずれかが含まれる請求項１８に記載の基板マー
キング装置。
【請求項２０】
　前記放射線源から前記基板の選択された領域に前記放射線を方向付けするように動作可
能な放射線方向付け手段をさらに備える請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の基板マ
ーキング装置。
【請求項２１】
　前記第１の放射線源及び前記第２の放射線源は、共通する放射線方向付け手段を共有す
る請求項１３に直接的にまたは間接的に従属する場合の請求項２０に記載の基板マーキン
グ装置。
【請求項２２】
　前記放射線方向付け手段は、前記基板の前記表面を横切って放射された放射線をスキャ
ンするように動作可能である請求項２０または２１に記載の基板マーキング装置。
【請求項２３】
　前記放射線方向付け手段は、傾斜ガルバノ・ミラー、音響光学若しくは電気光学スキャ
ナ、ＭＥＭｓビーム偏光器、レゾナントスキャナまたはポリゴン回転ミラーのいずれかを
備えている請求項２０乃至２２のいずれか１項に記載の基板マーキング装置。
【請求項２４】
　放射線結合エレメントが設けられており、前記放射線結合エレメントは、第１の放射線
源及び第２の放射線源から放射された放射線を単一ビームに結合する請求項１３に直接的
にまたは間接的に従属する場合の請求項２１乃至２３のいずれか１項に記載の基板マーキ
ング装置。
【請求項２５】
　前記放射線結合エレメントは、プリズム、ダイクロイックミラー、回折格子またはホロ
グラフィック回折格子である請求項２４に記載の基板マーキング装置。
【請求項２６】
　前記第１の放射線源及び第２の放射線源は、それぞれ単一のエミッタを備えている請求
項１３に直接的にまたは間接的に従属する場合の請求項１４乃至２５のいずれか１項に記
載の基板マーキング装置。
【請求項２７】
　前記第１及び第２の放射線源は、それぞれ複合の個別エミッタを備えている請求項１３
に直接的にまたは間接的に従属する場合の請求項１４乃至２５のいずれか１項に記載の基
板マーキング装置。
【請求項２８】
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　前記個別エミッタは、１以上の１次元または２次元の列に配置されている請求項２７に
記載の基板マーキング装置。
【請求項２９】
　前記エミッタはそれぞれ、前記放射制御手段により個別にアドレス可能であり、かつ、
制御可能である請求項２７または請求項２８に記載の基板マーキング装置。
【請求項３０】
　前記個別エミッタにはそれぞれ、前記個別エミッタから放射された放射線を前記基板の
特定のスポット又は領域に方向付けする専用のエミッタ放射線方向付け手段が設けられて
いる請求項２７乃至２９のいずれか１項に記載の基板マーキング装置。
【請求項３１】
　前記エミッタ放射線方向付け手段はそれぞれ、単一レンズ、一対のレンズ、複合レンズ
、光ファイバ光ガイドまたは１以上のレンズを組み合わせた光ガイドを備えている請求項
３０に記載の基板マーキング装置。
【請求項３２】
　前記専用のエミッタ方向付け手段はそれぞれ、光ファイバ光ガイドテーパを備えている
請求項３０に記載の基板マーキング装置。
【請求項３３】
　前記光ファイバ光ガイドテーパは、放射された放射線の入力面及び出力面が互いに０°
とならないように、その内部に曲がりを有している請求項３２に記載の基板マーキング装
置。
【請求項３４】
　前記基板マーキング装置は、放射線源または放射線方向付け手段と基板との相対的な位
置を連続的にまたは指示付けされた複数のステップを使用して制御可能に変更する請求項
１乃至３３のいずれか１項に記載の基板マーキング装置。
【請求項３５】
　変色のために基板を活性化させる第１の波長の放射線で前記基板を照射する工程と、
　前記基板を変色させるために第２の波長の放射線で前記基板を照射する工程とを備える
請求項１乃至請求項３４のいずれか１項に記載の基板マーキング装置を使用する基板マー
キング方法。
【請求項３６】
　前記第１の波長の放射線は、熱放射線である請求項３５に記載の基板マーキング方法。
【請求項３７】
　前記熱放射線は、広域スペクトルを有しているか、赤外線及び／または近赤外線である
請求項３６に記載の基板マーキング方法。
【請求項３８】
　前記熱放射線を生成する熱放射線源は、１以上の近赤外線レーザ若しくは赤外線レーザ
または近赤外線ダイオード若しくは赤外線ダイオードである請求項３６または３７に記載
の基板マーキング方法。
【請求項３９】
　前記熱放射線を生成する熱放射線源は、抵抗加熱素子または誘導加熱素子を備えており
、前記熱エネルギーは、伝導により供給される請求項３６または３７に記載の基板マーキ
ング方法。
【請求項４０】
　前記第２の波長の放射線は、紫外線である請求項３５乃至３９のいずれか１項に記載の
基板マーキング方法。
【請求項４１】
　前記紫外線を生成する紫外線放射源は、紫外線レーザ、紫外線発光ダイオード、（例え
ば水銀または重水素のような）紫外線ランプ、または（例えばコロナ放電またはスパーク
のような）紫外線放電源の一以上を備える請求項４０に記載の基板マーキング方法。
【請求項４２】
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　前記基板は、ベース層上にジアセチレン材料層を有している請求項３５乃至４１のいず
れか１項に記載の基板マーキング方法。
【請求項４３】
　前記ジアセチレン材料層は、赤外線吸収材料または近赤外線吸収材料を備えているか、
赤外線吸収材料の層上または近赤外線吸収材料の層上に形成されている請求項４２に記載
の基板マーキング方法。
【請求項４４】
　請求項１乃至３４のいずれか１項に記載の基板マーキング装置の較正方法。
【請求項４５】
　複数の波長及び複数の強度のシーケンスでに放射線を基板に照射してテストパターンを
形成する工程をさらに備える請求項４４に記載の基板マーキング装置の較正方法。
【請求項４６】
　所定の較正画像と比較することによりテストパターンを確認する工程をさらに備える請
求項４５に記載の基板マーキング装置の較正方法。
【請求項４７】
　前記テストパターンが較正画像と実質的に同一でない場合には、前記基板マーキング装
置を調整する工程と、第２のテストパターンを形成するように複数の波長及び複数の強度
の調整されたシーケンスで基板に放射線を照射して前記第２のテストパターンを形成する
工程とをさらに備える請求項４６に記載の基板マーキング装置の較正方法。
【請求項４８】
　前記調整は手動で行われる請求項４７に記載の基板マーキング装置の較正方法。
【請求項４９】
　前記調整は自動で行われる請求項４７に記載の基板マーキング装置の較正方法。
【請求項５０】
　前記基板マーキング装置の調整は１よりも多い請求項４７乃至４９のいずれか１項に記
載の基板マーキング装置の較正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクレス印刷装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の印刷方法では、基板に色素材を直接塗布することにより基板上に色領域を形成す
る必要がある。このことは、（インクジェット印刷のような）種々の標準的な方法、熱転
写及び写真技法を利用することにより行われている。標準的な印刷では、インク消耗品が
必要であり、熱転写ではリボンを消費する。写真技法では、現像液及び定着剤が必要であ
る。
【０００３】
　これらの方法に代えて、インクレス印刷方法が開発されている。インクレス印刷方法で
は、画像を定着させる際に消耗品が不要なドライプロセスを使用する。公知のインクレス
印刷方法では、ジアセチレンのような感光性を付加する材料を備えるまたは有する基板を
製造する。これらの感光性を付加する材料は、レーザのような適当なエネルギー源に暴露
（exposed）されると変色しやすい。所望の画像を印刷するために、レーザービームは、
基板の様々な領域に選択的に照射されるように、基板に対して操作される。照射した領域
の連続した変色により画像が形成される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの工程を実行する上記のインクレス印刷方法およびシステムには、欠点がある。
特に、上記のインクレス印刷方法およびシステムでは、達成可能な変色及び／または変色
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の制御レベルが比較的制限される。この制限により、インクレス印刷技術の有効性が制限
されて、インクレス印刷を取り上げる商業的な関心が制限される。
【０００５】
　そのため、本発明の目的は、上記問題を少なくとも部分的に克服または軽減する解決策
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、放射線照射により変色しやすい材料を含む基板のマーキングに適した
基板マーキング装置が提供される。基板マーキング装置は、２以上の全く異なる波長で放
射線を生成する放射線源と、放射制御手段とを備えている。放射制御手段は、所望の態様
で基板にマーキングするために、放射線源からの所望の量の放射線を基板の選択された領
域に制御可能に照射するように、放射線源からの放射線の放射を制御する。
【０００７】
　２つの異なる波長で放射線を供給することにより、マーキングプロセスに対して追加の
レベルでの制御が可能となり、その結果発色可能な範囲に対して追加のレベルでの制御が
可能となる。また、プロセスの有効性を大きくすることができる。
【０００８】
　このような基板マーキング装置では、マーキングが望まれる領域を２以上の全く異なる
波長で照射することを要求されるので、本発明の基板マーキング装置を使用してマーキン
グされる基板の光安定性は、既に公知の基板マーキング装置でマーキングされる基板の光
安定性と比較して改善することができる。詳細には、一つの波長の放射線を基板の活性化
に使用することができ、他の波長の放射線を基板の変色に使用することができる。基板の
マーキングをしたい領域のみに活性化させる放射線が照射されるので、このマーキングし
た領域にのみ変色が誘引される。そのため、２つの波長を適切に選択することにより、基
板の光安定性を、従来よりも大きく改善することができ、基板は、背景光または周辺光が
原因となって時間と共に変色しやすくなることがない。
【０００９】
　放射線源は、２つの全く異なる波長で放射線を生成可能な一つの放射線源とすることが
できる。代わりに、放射線源は２以上の放射線源を備えていてもよい。特定の実施形態で
は、放射線源は、第１の波長の放射線を生成する第１の放射線源と、第１の放射線とは異
なる第２の放射線を生成する第２の放射線源を備えている。
【００１０】
　放射制御手段は、マイクロプロセッサを備えていてもよい。必要な場合には、制御電子
機器を設けることができる。放射線源は、放射制御手段により直接動作させてもよく、１
以上の駆動アンプを介して動作させてもよい。
【００１１】
　放射制御手段は、デジタル画像ファイルを放射線源ごとの一組の放射指令に変換可能で
あってもよい。詳細には、この変換には、基板上の特定のスポットまたは領域に画像ファ
イル中の特定のピクセルをマッピングすることと、画像ピクセルの色と整合するように基
板の各スポットまたは領域の色を変更するために、放射線源から要求される照射を決定す
ることとが含まれる。要求される照射は、入射放射線の持続期間及び／または強度の観点
から決定することができる。
【００１２】
　放射線源は、連続的にまたはパルス的に放射線を放射可能とすることができる。放射線
源が第１及び第２の放射線源を備えている実施形態については、第１の放射線源及び第２
の放射線源が、実質的に同時に基板の同一のまたは異なる領域を照射するようにしてもよ
い。代わりに、第１及び第２の放射線源が、基板の同一のまたは異なる領域を特定のシー
ケンスで照射するようにしてもよい。シーケンスには、必要に応じてどちらかのまたは両
方の放射線源を使用する単一照射または複数照射のいずれかを含むことができる。
【００１３】
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　基板マーキング装置は、放射線方向付け手段を備えていてもよい。放射線源が第１及び
第２の放射線源を備えている実施形態については、放射線方向付け手段は、１つのまたは
両方の放射線源からの放射線を基板の選択された領域に方向付けすることができる。第１
の放射線源及び第２の放射線源は、それぞれ専用の放射線方向付け手段を備えていてもよ
いし、第１及び第２の放射線源は、共通する放射線方向付け装置を共有していてもよい。
放射線方向付け手段は、基板の表面を横切って放射された放射線をスキャンするように動
作可能であることが好ましい。この動作を行うために、放射線方向付け手段は、傾斜ガル
バノ・ミラー（galvanometer tilted mirror）、音響光学若しくは電気光学スキャナ、Ｍ
ＥＭｓビーム偏光器、レゾナントスキャナまたはポリゴン回転ミラー（rotating polygon
）のいずれかを含むことができる。
【００１４】
　共通する放射線方向付け手段を共有する実施形態においては、放射線結合エレメントを
備えていてもよい。放射線結合エレメントは、第１及び第２の放射線源から放射された放
射線を単一ビームに結合する。放射線結合エレメントは、プリズム、ダイクロイックミラ
ーまたはホログラフィック回折格子を含む回折格子のような光学部品とすることができる
。
【００１５】
　第１及び第２の放射線源は、単一のエミッタまたは複合のエミッタを備えることができ
る。放射線源が個別エミッタを複数備えている場合には、１以上の１次元または２次元の
列に配置することができる。このような実施形態においては、各エミッタは、放射制御手
段によって個別にアドレス可能であり、制御可能である。
【００１６】
　個別エミッタにはそれぞれ、専用のエミッタ放射線方向付け手段を設けても良い。エミ
ッタ放射線方向付け手段はそれぞれ、個別エミッタから放射された放射線を基板の特定の
スポットまたは領域に方向付けできることが好ましい。放射された放射線の方向付けには
、放射された放射線の焦点合わせ（focusing）及び／またはターニング（turning）を含
んでもよい。エミッタ放射線方向付け手段は、それぞれ単一レンズ、一対のレンズ、テレ
セントリックデザインを含む複合レンズ、光ファイバ光ガイドまたは１以上のレンズを組
み合わせた光ガイドの１以上を備えていてもよい。一実施形態では、専用のエミッタ放射
線方向付け手段はそれぞれ、放射されたビームの幅を狭くする光ファイバ光ガイドテーパ
を備えることができる。光ファイバ光ガイドテーパは直線状とすることができる。代わり
に、光ファイバ光ガイドテーパは、放射された放射線の入力面及び出力面が互いに０°と
ならないように、その内部に曲がりを有していることができる。入力面と出力面との間の
角度は、２０°乃至９０°の範囲とすることができる。内部に曲がりを有している光ファ
イバ光ガイドテーパを使用すると、並列に並んだ複数のエミッタの列を並列にならべるこ
とにより、連続的に拡大可能な幅の列が形成されて、解像度を大きくすることができる。
【００１７】
　基板マーキング装置はさらに、放射線源または放射線方向付け手段に対する所望の位置
に基板を保持する基板保持手段を備えていてもよい。基板マーキング装置はさらに、放射
線源または放射線方向付け手段と基板との相対的な位置を制御可能に変更することができ
てもよい。相対的な位置は、連続的に変更することができ、また指示付けされたステップ
を使用して変更することができる。相対的な位置の変更により、基板マーキング装置は、
大きい基板を段階的に制御可能に照射することができる。
【００１８】
　放射線源は、熱放射線である第１の波長の放射線を供給できることが好ましい。より詳
細には、第１の放射線源は、基板に熱エネルギーを供給できることが好ましい。熱エネル
ギーは、必要に応じたまたは要求に応じた任意の手段によって放射線源から基板に伝達さ
れる。そのため「熱放射線」という語は、放射線源と基板との間の接触を介した伝導を含
んだ任意の手段により熱エネルギーの伝達を含むものとして理解される。上記のように、
熱放射線の放射線源は、パルス的にまたは連続的に放射することができ、単一の、複数の
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または１次元若しくは２次元の熱放射線エミッタの列を備えることができる。熱放射線は
、広域スペクトルを有していてもよく、より詳細な周波数範囲に限定されていてもよい。
具体的には、熱放射線は、赤外線（ＩＲ）及び／または近赤外線（ＮＩＲ）とすることが
できる。適当な熱放射線エミッタには、近赤外線レーザ（装置）若しくは赤外線レーザ（
装置）、近赤外線ダイオード若しくは赤外線発光ダイオード（ＬＥＤｓ）、抵抗加熱素子
または誘導加熱素子とすることができるがこれらに限定されない。
【００１９】
　放射線源はさらに、紫外線（ＵＶ）を第２の波長の放射線として供給できることが好ま
しい。上記したように、紫外線源は、パルス的にまたは連続的に照射することができ、単
一の、複数のまたは１次元若しくは２次元の紫外線エミッタの列を備えることができる。
適切な紫外線エミッタは、紫外線レーザ、紫外線発光ダイオード、または（例えば水銀ま
たは重水素のような）紫外線ランプを含むことができる。波長は、１００ｎｍ乃至２５ミ
クロンの範囲であることが好ましく、２００ｎｍ乃至２５００ｎｍの範囲であることがよ
り好ましい。
【００２０】
　放射線源が紫外線及び熱放射線の両方を供給するこのような実施形態は、当該技術分野
での公知のインクレス印刷技術よりも効率を大幅に改善する。通常では、単一の紫外線源
のみを使用しており、このような構成でも所望の変色をさせることができるが、このよう
にするには多くの場合において、より多くの時間とエネルギーが必要になる。熱放射線源
は、より効率的であり、しかも低コストで放射能力を高めることができるので、青から赤
に基板を変色する場合には、従来技術の構成に対して特に有利である。
【００２１】
　さらに、放射線源が紫外線及び熱放射線の両方を供給できる実施形態では、当技術分野
で公知のインクレス印刷技術と比較して、マーキング工程後に背景光または周辺光への色
形成層の光安定性を大幅に改善することができる。詳細には、熱放射線は、基板のマーキ
ングが所望される領域の活性化に使用することができ、紫外線及び熱放射線源のいずれか
または両方は、これらの領域の変色に使用することができる。このような構成においては
、熱放射線に暴露された領域のみが活性化され、その後の変色を引き起こすことができる
。このように、基板の活性化されていない他の領域の光安定性が大幅に改善され、例えば
背景光または周辺光の入射が原因となって時間と共に変色しやすくなることがない。
【００２２】
　基板は、任意の適切な基板とすることができる。特に、基板は、ベース層上にジアセチ
レン材料層を有していてもよい。ジアセチレン材料層は、さらに赤外線吸収材料または近
赤外線吸収材料を含んでいてもよい。あるいは、ジアセチレン材料層は、赤外線吸収材料
の層または近赤外線吸収材料の層の上に設けてもよく、逆に設けてもよい。
【００２３】
　基板マーキング装置は、較正手段を備えてもよい。
【００２４】
　本発明の第２の態様によれば、本発明の第１の態様の基板マーキング装置の較正方法が
提供される。
【００２５】
　較正方法は、複数の波長及び複数の強度のシーケンスで放射線を基板に照射してテスト
パターンを形成する工程を備えていてもよい。テストパターンは、所定の較正画像と比較
することにより確認することができる。テストパターンが較正画像と実質的に同一でない
場合には、基板マーキング装置を調整する工程と、テストパターンを再形成する工程とを
さらに備えることができる。テストパターンを再形成する工程では、複数の波長及び複数
の強度の調整されたシーケンスで基板に放射線を照射してテストパターンを形成する。こ
の調整は、手動または自動のいずれかとすることができる。要求及び／または必要に応じ
て、このような調整を多くすることができる。
【００２６】
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　本発明の第２の態様では、要求及び／または必要に応じて、本発明の第１の態様の特徴
の一部または全部を含めることができる。
【００２７】
　本発明の第三の態様によれば、本発明の第１の態様の基板マーキング装置を使用する基
板マーキング方法が提供される。この基板マーキング方法は、変色のために基板を活性化
する第１の波長の放射線を照射する工程と、基板を変色させる第２の波長の放射線を基板
に照射する工程とを備えている。
【００２８】
　第１の波長の放射線は、熱放射線としてもよい。熱放射線は、広域スペクトルを有して
いるか、赤外線及び／または近赤外線とすることができる。
【００２９】
　熱放射線を生成する熱放射線源は、１以上の近赤外線レーザ若しくは赤外線レーザまた
は近赤外線発光ダイオード若しくは赤外線発光ダイオードとすることができる。加えてま
たは代わりに、熱放射線の放射源は、抵抗加熱素子または誘導加熱素子を備え、熱エネル
ギーを伝導により提供してもよい。
【００３０】
　第２の波長の放射線は、紫外線とすることができる。紫外線を生成する紫外線放射源は
、紫外線レーザ、紫外線発光ダイオード、（例えば水銀または重水素のような）紫外線ラ
ンプ、または（例えばコロナ放電またはスパークのような）紫外線放電源の一以上を備え
ることができる。
【００３１】
　基板は、ベース層上にジアセチレン材料層を有していてもよい。ジアセチレン材料層は
、赤外線吸収材料または近赤外線吸収材料を備えているか、赤外線吸収材料層上または近
赤外線吸収材料上に設けられていてもよい。
【００３２】
　本発明の第３の態様では、要求及び／または必要に応じて、本発明の第１及び／または
第２の態様の特徴の一部または全部を含めることができる。
【００３３】
　本発明がより明確に理解されるように、添付図面を参照して一実施の形態を一例として
説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の基板マーキング装置の第１の実施の形態を示す図である。
【図２】本発明の基板マーキング装置の第２の実施の形態を示す図である。
【図３】本発明の基板マーキング装置の第３の実施の形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１を参照すると、基板マーキング装置１００が示されている。基板マーキング装置１
００は、画像を形成するために、放射線照射により変色しやすい材料を有する基板１０１
のマーキングに適している。
【００３６】
　基板１０１は、ジアセチレン材料層が上部に形成されたベース層を備えている。ジアセ
チレン材料層は、ＩＲ（赤外線）若しくはＮＩＲ（近赤外線）吸収材料が組み込まれてい
てもよく、ＩＲ吸収材料層上若しくはＮＩＲ吸収材料層上に形成してもよい。放射線の照
射により変色しやすい他の材料がドープされた基板を使用してもよいことは、当業者に当
然に理解される。
【００３７】
　本発明の基板マーキング装置での使用に特に適した最先端のジアセチレンの例は、WO20
06018640、WO2009093028及びUS6524000に開示されている。放射時に励振を使用し不活性
型と活性型との間で可逆的に活性化されるジアセチレン、または例えば不活性型から活性
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型への溶融再結晶化を使用する非可逆的に活性化されるジアセチレンであることが好まし
い。
【００３８】
　基板マーキング装置１００は、それぞれ放射線源である３つのプリントヘッド１１１，
１１２及び１１３を備えている。プリントヘッド１１１及び１１３は、それぞれＩＲまた
はＮＩＲエミッタ列を備えており、プリントヘッド１１２は、ＵＶエミッタ列を備えてい
る。より詳細には、プリントヘッド１１１及び１１３は、抵抗加熱器または誘導加熱器の
ような接触型サーマルプリントヘッドを備えていてもよい。各プリントヘッド１１１，１
１２及び１１３の種々の個別エミッタは、マイクロプロセッサ１１５により駆動アンプ１
１４を介して個別にアドレス可能であり、個別に制御可能である。
【００３９】
　マイクロプロセッサ１１５は、デジタル画像ファイルを、各プリントヘッド１１１，１
１２及び１１３ごとの一組の放射指令に変換することができる。典型的なこの変換には、
基板上の特定のスポットまたは領域に画像ファイル中の特定のピクセルをマッピングする
ことと、各画像ピクセルの色と整合するように基板の各スポットまたは領域の色を変更す
るために、各プリントヘッド１１１，１１２及び１１３の個別エミッタから要求される照
射（持続期間及び／または強度）を決定することとが含まれる。
【００４０】
　各プリントヘッドのエミッタ列の個別エミッタには、専用の放射線方向付け手段が設け
られている。放射線方向付け手段は、各エミッタが放射すると照射スポットの特定の連続
（または不連続）パターンが形成されるように、個別エミッタをそれぞれ基板１０１の表
面のスポットに結像させる。放射線方向付け手段は、各エミッタに適切な１以上のレンズ
及び／または１以上の光ガイドを備えている。典型的には、各プリントヘッド１１１，１
１２及び１１３は、専用の放射線方向付け手段と組み合わされたエミッタ列が基板１０１
上の照射スポットの整合パターンを形成するように適合される。従って、画像ファイル中
のピクセルを１以上の照射スポットにマッピングすることができる。
【００４１】
　マイクロプロセッサ１１５はさらに、プリントヘッド１１１，１１２及び１１３に対す
る基板１０１の動作を制御することができる。この動作は、図１の矢印１０２で示す単一
方向または複数方向に行うことができる。典型的なこの動作は、プリントヘッド１１１に
より照射されたスポットパターンの領域が、次にプリントヘッド１１２のスポットパター
ンにより対応するように照射される位置に移動し、次にプリントヘッド１１３のスポット
パターンにより対応するように照射される位置に移動するように、矢印１０２によって示
される方向に指示付けされたステップで基板を移動させることで実行される。別の実行に
おいては、基板１０１の動作に加えて、または動作に代えて、プリントヘッド１１１，１
１２及び１１３を移動可能とすることができる。例えば、指示付けされたステップによる
矢印１０２の方向への基板の移動に加えて、矢印１０２に対して実質的に垂直な方向にプ
リントヘッド１１１，１１２及び１１３を移動させることができる。プリントヘッド１１
１，１１２及び１１３の幅は、基板の幅全体を横切って延びても、また横切らなくてもよ
い。プリントヘッド１１１，１１２及び１１３の幅が基板の幅よりも狭い場合には、上記
のように矢印１０２と実質的に垂直な方向にプリントヘッド１１１，１１２及び１１３を
移動できることが好ましい。
【００４２】
　使用の際に、基板１０１は、各プリントヘッド１１１，１１２及び１１３によって順番
に放射された放射線に連続的に暴露される。各領域への照射は、各プリントヘッド１１１
，１１２及び１１３の対応するエミッタにより放射される放射線により決定される。本実
施の形態では、プリントヘッド１１１により放射された近赤外線または赤外線により、プ
リントヘッド１１１のスポットパターンに対応する基板１０１の照射領域が活性化される
。近赤外線または赤外線は、近赤外線または赤外線吸収材料により吸収されると、温度が
上昇して、ジアセチレン材料が、低い活性状態からより高い活性状態に活性化される。次
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に、プリントヘッド１１２からの紫外光の照射に暴露されて、初期重合が発生し、ジアセ
チレン材料が変色する。変色の特質は、照射への暴露に依存する。次にプリントヘッド１
１３により放射された近赤外線または赤外線をさらに照射することにより、ジアセチレン
材料の構造変化が生じる。この構造変化には、放射線へのさらなる暴露に対応したさらな
る変色を含むことができる。基板１０１の領域を、熱放射線及び紫外線で適切なシーケン
スで照射することにより、異なる色の異なる範囲を形成することができる。
【００４３】
　基板のマーキングされる領域のみが近赤外線または赤外線に暴露されるので、マーキン
グされる領域のジアセチレン材料のみが、低い活性状態からより高い活性状態に活性化さ
れる。このように、基板の活性化されていない他の領域の光安定性は、活性化工程を使用
しない従来の技術に比べて大幅に改善される。特に、紫外線源のみを使用する従来の技術
よりも改善される。このようにして基板は、背景光または周辺光が原因となって時間と共
に変色しやすくならなくなる。
【００４４】
　さらに、紫外線源及び熱放射線源の両方が色形成工程で使用されているので、従来の技
術に比べて本技術の効率は大きく改善されている。青から赤に基板を変色する場合には、
紫外線源のみを使用する従来の構成に対して特に利点がある。熱放射線源はより効率的で
あるので、低コストで放射能力を高めることができる。
【００４５】
　各プリントヘッド１１１，１１２，１１３のエミッタは、個別に制御可能であるので、
基板の各エリアで実行される特定の照射のシーケンスを、制御可能に変更して色画像を形
成することができる。このような場合に形成された画像の空間分解能は、各プリントヘッ
ド１１１、１１２及び１１３の照射スポットパターンの各スポットの大きさによって制限
される。
【００４６】
　図２を参照すると、他の実施の形態の基板マーキング装置１５０が示されている。図２
に示す装置では、プリントヘッド１１１，１１２、プロセッサ１１５及び駆動アンプ１１
４１が基板マーキング装置１００として設けられているが、プリントヘッド１１３は設け
られていない。本実施の形態では、プリントヘッド１１３による最終照射工程はおこなわ
れない。
【００４７】
　本実施の形態では、画像を形成するために使用する工程が少なくなっているので、第１
の実施の形態で画像を形成する場合によりも早く画像を形成でき、有効である。さらに、
プリントヘッド１１３が設けられていないので、基板マーキング装置１５０の製造コスト
を大幅に削減することができる。
【００４８】
　最終照射工程がないので、本工程を使用して達成可能な色範囲が狭くなってしまうこと
がある。そのため必要な場合には、上記実施の形態でプリントヘッド１１３により実施し
た工程を、本発明の本実施の形態において実施するようにしてもよい。本実施の形態では
、放射線は、プリントヘッド１１１により生成される。このような実施形態では、先に触
れたより限定された色範囲の問題を被らないのであれば、２つのプリントヘッドを備えた
基板マーキング装置は３つのプリントヘッドを備えた基板マーキング装置よりも低コスト
で製造できるというコストの優位性を享受する。
【００４９】
　図３を参照すると、更に他の実施の形態の基板マーキング装置２００が示されている。
本実施の形態では、第１の放射線源２１１は、紫外線レーザを備えている。第２の放射線
源２１２は、赤外線レーザまたは近赤外線レーザである。各放射線源２１１及び２１２は
、マイクロプロセッサ（図示せず）の制御下において連続的にまたはパルス的に動作され
る。
【００５０】
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　放射線源２１１，２１２はいずれも、分離した放射線を単一ビームに結合するビーム結
合エレメント２１３に放射線のビームを供給する。ビーム結合エレメント２１３は、プリ
ズム、ダイクロイックミラーまたは回折格子とすることができる。
【００５１】
　単一ビームは、放射線方向付け手段によって基板１０１の表面のスポットに結像させる
ことができる。放射線方向付け手段２１４はさらに、マイクロプロセッサ（図示せず）の
制御下において基板１０１の表面を横切る一致スポットをスキャンすることができる。放
射線方向付け手段２１４は、傾斜ガルバノ・ミラー、音響光学若しくは電気光学スキャナ
、ＭＥＭｓビーム偏光器、レゾナントスキャナまたはポリゴン回転ミラーとすることがで
きる。基板１０１の表面を横切るスポットのスキャンは、放射線方向付け手段２１４及び
／または基板１０１の動作により行うことができる。例えば、放射線方向付け手段２１４
がレゾナントスキャナ及び／またはポリゴン回転ミラーを備えている実施形態については
、基板１０１を放射線方向付け手段２１４に対して移動させることができる。
【００５２】
　先の実施形態のように、マイクロプロセッサは、デジタル画像ファイルを、各放射線源
２１１及び２１２並びに放射線方向付け手段２１４ごとの一組の放射指令に変換すること
ができる。典型的なこの変換には、基板上の特定のスポットまたは領域に画像ファイル中
の特定のピクセルをマッピングすることと、各画像ピクセルの色と整合するように基板の
各スポットまたは領域の色を変更するために、個々の放射線源２１１及び２１２から要求
される照射（持続期間及び／または強度）を決定することとが含まれる。基板１０１の表
面の特定のスポットに入射する各放射線源からの放射線を適切に順番付けすることにより
、スポットの変色を制御することができる。次に、放射線方向付け手段２１４を使用して
基板１０１全体のビームをスキャンすることにより、画像を基板１０１に完全に形成する
。
【００５３】
　基板マーキング装置２００は適宜のシーケンスで動作させることができる。例えば、基
板の各スポットを、放射線源２１１及び２１２の両方の放射線に同時に暴露させてもよい
し、各放射線源２１１及び２１２のパルス的な放射線に順番に暴露させてもよい。詳細に
は、パルス的な実施形態では、暴露のシーケンスは、上記第１の実施の形態と同じ態様の
、赤外線または近赤外線、紫外線、赤外線または近赤外線とすることができる。
【００５４】
　連続的な暴露においては、ビームが次のスポットをスキャンする前に１つのスポットが
完全なシーケンスで暴露されるように、スポット基準でスポットにシーケンスを適用する
ことができる。
【００５５】
　代わりに、次の曝露工程がライン又は領域の各スポットに適用される前に、スポットか
らスポットにビームをスキャンすることにより、スポットのラインまたは領域におけるス
ポットごとに順番に、シーケンス内の各暴露工程が適用されるように、ライン基準でライ
ンにまたは領域基準で領域にシーケンスを適用してもよい。
【００５６】
　３つの実施の形態の基板マーキング装置１００．１５０，２００が適当な基板１０１へ
のインクレス印刷に使用できることは明白であるが、各基板マーキング装置には、例えば
基板上の適切な誘電体コーティング内への導電特性の形成を含む他の適当なタスクを任意
に適用することができる。
【００５７】
　なお本発明は、一例としてのみ記載された上記実施の形態の詳細に限定されるものでな
いことは当然に理解される。
【符号の説明】
【００５８】
１００，１５０，２００　基板マーキング装置
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１０１　　　基板
１１１，１１２，１１３　プリントヘッド
１１４　　　駆動アンプ
１１５　　　マイクロプロセッサ
２１１，２１２　放射線源
２１３　ビーム結合エレメント
２１４　放射線方向付け手段

【図１】

【図２】

【図３】
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