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(57)【要約】
　キャリアシート（３０２）に一または二以上の印刷プ
レートセグメント（４０２－４０７）を取り付けるため
の方法である。本方法はファイルを取付けユニット（３
０５、３５０）に関連付けられたコンピュータ（５２８
）にインポートすることを含む。各印刷プレートセグメ
ント（４０２－４０７）に対して、ファイルは印刷プレ
ートセグメント識別子、キャリアシート（３０２）に対
するレジストレーションマーク（１１０）のアライメン
トに関する情報、および各印刷プレートセグメント（４
０２－４０７）に関連付けられた特徴的なパターンに対
応する画像データを含む。特徴的なパターンに対応する
画像データを描写する合成画像（１６０）は次に一また
は二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の
所定の配置でディスプレイ（１５０）に表示される。取
付けユニット（３０５、３５０）および印刷システム（
５５０）および本方法を実行するための指示を用いてプ
ログラムされたコンピュータ可読媒体もまた説明される
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一または二以上の印刷プレートセグメントを一または二以上の印刷プレートセグメント
の位置および方向の所定の配置でキャリアシートに取り付けるためのコンピュータに実装
される方法であって、各印刷プレートセグメントは印刷プレートセグメント識別子と、互
いに距離を空けられた少なくとも二つのレジストレーションマークと、前記印刷プレート
セグメントを使用して媒体に印刷するように構成された特徴的なパターンと、を有し、前
記方法は、
　　（ａ）ファイルを前記キャリアシートに前記一または二以上の印刷プレートセグメン
トを取り付けるための取付けユニットに関連付けられたコンピュータにインポートするこ
とであって、コンピュータ可読情報を含む前記ファイルは、各印刷プレートセグメントに
対する、（ａ）前記印刷プレートセグメント識別子と、（ｂ）前記キャリアシートに対す
る前記二つのレジストレーションマークのアライメントに関する情報と、（ｃ）各印刷プ
レートセグメントに関連付けられた前記特徴的なパターンに対応する画像データと、を含
む、インポートするステップと、
　　（ｂ）前記コンピュータに接続されたディスプレイに一または二以上の印刷プレート
セグメントの位置および方向の前記所定の配置で前記一または二以上の印刷プレートセグ
メントに関連付けられた前記特徴的なパターンに対応する前記画像データを描写する合成
画像を表示するステップと、
　を含む、コンピュータに実装される方法。
【請求項２】
　　（ｃ）前記コンピュータを用いて、取り付けられる印刷プレートセグメントを識別す
ることと、
　　（ｄ）前記コンピュータを用いて、前記取付けユニットに前記キャリアシート上の前
記印刷プレートセグメントを受けるための構成をとることを指示することと、
　　（ｅ）前記印刷プレートセグメントをその所定の位置および方向で前記キャリアシー
トに配置することと、
　　（ｆ）一または二以上の追加のプレートセグメントに対してステップ（ｃ）－（ｅ）
を繰り返すことと、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　一または二以上の印刷プレートセグメントを一または二以上の印刷プレートセグメント
の位置および方向の所定の配置でキャリアシートに取り付けるための取付けユニットであ
って、各印刷プレートセグメントは印刷プレートセグメント識別子と、互いに距離を空け
られた少なくとも二つのレジストレーションマークと、前記印刷プレートセグメントを使
用して媒体に印刷するように構成された特徴的なパターンと、を有し、前記取付けユニッ
トは
　　前記キャリアシートを受けるためのベースと、
　　少なくとも二つのカメラと、
　　プログラム可能な座標の組に従って前記ベースに対して前記少なくとも二つのカメラ
を位置決めするためのコントローラと、
　　前記コンピュータおよび前記少なくとも二つのカメラに接続されたコンピュータであ
って、前記コンピュータは少なくともコンピュータメモリおよびコンピュータプロセッサ
を備え、各印刷プレートセグメントに対する、（ｉ）前記印刷プレートセグメント識別子
と、（ｉｉ）前記キャリアシートに対する前記二つのレジストレーションマークのアライ
メントに関する情報と、（ｉｉｉ）各印刷プレートセグメントに関連付けられた前記特徴
的なパターンに対応する画像データと、を含むコンピュータ可読情報を含む取付けファイ
ルを受信するように構成される、コンピュータと、
　　前記コンピュータに接続された少なくとも一つのディスプレイと、
　　コンピュータであって、
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　　　（ａ）前記取付けファイルを読み取るステップと、
　　　（ｂ）前記少なくとも一つのディスプレイに一または二以上の印刷プレートセグメ
ントの位置および方向の前記所定の配置で前記一または二以上の印刷プレートセグメント
に関連付けられた各特徴的なパターンに対応する前記画像データを描写する合成画像を表
示するステップと、
　　　（ｃ）位置決め機構に前記一または二以上の印刷プレートセグメントの各々がその
対応する方向におけるその対応する位置に配置されるまで段階的に各印刷プレートセグメ
ントの位置および方向に対応する各プログラム可能な座標において前記ベースに対して前
記カメラを位置決めすることを指示するステップと、
　　を実行するための指示を用いてプログラムされたコンピュータと、
　を備える、取付けユニット。
【請求項４】
　ステップ（ｃ）に対応するコンピュータ指示は、
　　（ｃ１）取り付けられる選択された印刷プレートセグメントを識別し、
　　（ｃ２）前記位置決め機構に前記選択された印刷プレートセグメントの位置に対応す
る前記プログラム可能な座標において前記ベースに対して前記カメラを位置決めすること
を指示し、
　　（ｃ３）前記選択された印刷プレートセグメントが配置されたユーザインタフェース
から信号を受信し、
　　（ｃ４）一または二以上の追加の選択された印刷プレートセグメントに対してステッ
プ（ｃ１）－（ｃ３）を繰り返す、
　ための指示をさらに含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　処理システムの一または二以上のプロセッサに一または二以上の印刷プレートセグメン
トの位置および方向の所定の印刷配置でキャリアシートに一または二以上の印刷プレート
セグメントを取り付けるための方法を実行することを指示するためのコンピュータ可読コ
ードセグメントを搬送するコンピュータ可読媒体であって、各印刷プレートセグメントは
印刷プレートセグメント識別子と、互いに距離を空けられた少なくとも二つのレジストレ
ーションマークと、前記印刷プレートセグメントを使用して媒体に印刷するように構成さ
れた特徴的なパターンと、を有し、前記コンピュータ可読媒体は、
　　前記一または二以上のプロセッサに、各印刷プレートセグメントに対して、（ａ）前
記印刷プレートセグメント識別子と、（ｂ）前記キャリアシートに対する前記二つのレジ
ストレーションマークのアライメントに関する情報と、（ｃ）各印刷プレートセグメント
に関連付けられた前記特徴的なパターンに対応する画像データと、を含むコンピュータ可
読情報を含むファイルを作成することを指示するための一または二以上のコードセグメン
トと、
　　前記一または二以上のプロセッサに、コンピュータに接続されたディスプレイに一ま
たは二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の前記所定の印刷配置で前記一ま
たは二以上の印刷プレートセグメントの各々に関連付けられた前記特徴的なパターンに対
応する前記画像データを描写する合成画像を表示させることを指示するための一または二
以上のコードセグメントと、
　を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項６】
　　一または二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の前記所定の印刷配置に
対応する画像部分を有する単一の画像ファイルを読み取り、および表示し、前記単一の画
像ファイルを各サブファイルが一つの印刷プレートセグメントに対応している一または二
以上の画像サブファイルに分解するための一または二以上のコードセグメントと、
　　前記一または二以上の画像サブファイルを前記一または二以上の印刷プレートセグメ
ントに分割する一つの印刷プレートを作成するために印刷プレート合成レイアウトに配置
するための一または二以上のコードセグメントであって、前記印刷プレート合成レイアウ



(4) JP 2020-533214 A 2020.11.19

10

20

30

40

50

トは一または二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の前記所定の配置におけ
る前記少なくとも一つの印刷プレートセグメントの相対的な位置または方向とは異なる少
なくとも一つの印刷プレートセグメントの少なくとも一つの前記相対的な位置または方向
を含む、一または二以上のコードセグメントと、
　　前記印刷プレート合成レイアウトを有する前記一つの印刷プレートを前記一または二
以上の印刷プレートセグメントに切断するための切断機により読取り可能なファイルを作
成するための一または二以上のコードセグメントと、
　をさらに含む、請求項５に記載の媒体。
【請求項７】
　画像を印刷するための印刷システムであって、前記画像は一または二以上の画像部分の
位置および方向の所定の配置で配置された一または二以上の画像部分を含み、前記システ
ムは、
　　レイアウトコンピュータプロセッサであって、
　　　（ａ）一または二以上の画像部分の位置および方向の前記所定の配置で配置された
前記一または二以上の画像部分を含む単一の画像ファイルを読み取り、および表示し、
　　　（ｂ）前記単一の画像ファイルを各サブファイルが一つの画像部分に対応している
一または二以上の印刷プレートセグメントに対応する一または二以上の画像サブファイル
に分解し、
　　　（ｃ）印刷プレートセグメント識別子および少なくとも二つのレジストレーション
マークを含むマークを各画像サブファイルに追加し、
　　　（ｄ）前記一または二以上の画像サブファイルを一または二以上の画像部分の位置
および方向の前記所定の配置における前記少なくとも一つの画像部分の前記位置または方
向とは異なる少なくとも一つの画像部分の少なくとも一つの位置または方向を含む印刷プ
レート合成レイアウトに再配置し、
　　　（ｅ）印刷プレート上の各印刷プレートセグメントの位置を識別して印刷プレート
セグメントの各々を前記印刷プレートの残りから隔てるように動作可能な経路に沿って切
断するために前記切断機に関連付けられたプロセッサにより読取り可能な情報を含む、切
断機により読取り可能な切断ファイルを作成し、
　　　（ｆ）取付け機に関連付けられたプロセッサにより読取り可能な情報を含み、前記
情報は各印刷プレートセグメントに対する、（ｉ）セグメント識別子と、（ｉｉ）キャリ
アシートに対する前記二つのレジストレーションマークのアライメントに関する情報と、
（ｉｉｉ）前記画像部分および前記印刷プレートセグメントに関連付けられた特徴的なパ
ターンに対応する画像データと、を含む、前記取付け機により読取り可能な取付けファイ
ルを作成する、ための指示を用いてプログラムされたレイアウトコンピュータプロセッサ
と、
　　切断機コンピュータプロセッサに接続された切断機であって、前記切断機コンピュー
タプロセッサは前記印刷プレート合成レイアウトを有する印刷プレートから前記一または
二以上の印刷プレートセグメントを切断するために前記切断ファイルを読み取って前記切
断ファイル内の情報を前記切断機に命令するための指示に翻訳するための指示を用いてプ
ログラムされる、切断機と、
　　一または二以上の画像部分の位置および方向の前記所定の配置に対応する一または二
以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の所定の配置でキャリアシートに前記一
または二以上の印刷プレートセグメントを取り付けるための取付けユニットであって、前
記取付けユニットは前記キャリアシートを受けるためのベースと、少なくとも二つのカメ
ラと、プログラム可能な座標の組に従って前記ベースに対して前記少なくとも二つのカメ
ラを位置決めするためのコントローラと、前記コントローラおよび前記少なくとも二つの
カメラに接続された取付け機コンピュータプロセッサと、前記取付けファイルを受信する
ように構成された指示を用いてプログラムされた前記取付け機コンピュータプロセッサと
、コンピュータに接続された少なくとも一つのディスプレイと、を含み、前記取付け機コ
ンピュータプロセッサは、
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　　　（ｇ）前記取付けファイルを読み取るステップと、
　　　（ｈ）前記少なくとも一つのディスプレイに一または二以上の印刷プレートセグメ
ントの位置および方向の前記所定の配置における各プレートセグメントに関連付けられた
前記特徴的なパターンに対応する前記画像データを描写する合成画像を表示するステップ
と、
　　　（ｉ）位置決め機構に前記一または二以上の印刷プレートセグメントの各々がその
対応する方向におけるその対応する位置に配置されるまで段階的に各印刷プレートセグメ
ントの位置および方向に対応する各プログラム可能な座標において前記ベースに対して前
記カメラを位置決めすることを指示するステップと、
　　を実行するための指示を用いてプログラムされる、取付けユニットと、
　を備える、印刷システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　商業印刷、特にパッケージ印刷の分野では、印刷されるコンテンツは印刷用インクが転
写される媒体の一部のみをカバーすることができる。印刷コストを最小化するために、空
きスペースの面積が大きいフルサイズの印刷プレートを作成するのではなく、より小さな
印刷プレートセグメントを作成し、次にこれらのセグメントをキャリアシートに配置する
ことが知られている。セグメントが取り付けられたキャリアシートは次にインクをプレー
トセグメントに塗布し、インクをプレートセグメントから印刷媒体へ転写する印刷プロセ
スにおいて使用される。印刷プレートセグメントの各々に対応する画像は、空きスペース
、そして切断表を使用して互いに隔てられるセグメントを最小化するために効果的な配列
での印刷プレートの画像化、露光、および仕上げ加工のプロセスの間、単一のシート上に
配置することができる。例示的なシステムおよび方法は、「Ｍｅｔｈｏｄ, ａｐｐａｒａ
ｔｕｓ, ａｎｄ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｐｒｏｇｒａｍ ｆｏｒ ｒｅｄｕｃｉｎｇ ｐｌａｔ
ｅ ｍａｔｅｒｉａｌ ｗａｓｔｅ ｉｎ ｆｌｅｘｏｇｒａｐｈｙ ｐｌａｔｅ ｍａｋｉｎ
ｇ」と題し、Ｅｓｋｏ－Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ａ/Ｓに譲渡された米国特許第６，９５４，２
９１号において説明され、参照により本明細書に組み入れられる。
【０００２】
　例えば、図１Ａに示される画像１００は部分１０２、１０４、および１０６を含む複数
の個別のグラフィック部分を有するカートンの例示的な印刷レイアウトを表している。こ
れらの部分は大きな画像１００から分解（ｐａｒｓｅ）されることができ、個々のグラフ
ィック部分１０２ａ、１０４ａ、および１０６ａは印刷プレートを作成するために図１Ｂ
に示されるような圧縮されたレイアウトに再配置される。仕上げ加工された印刷プレート
は次に各グラフィック部分に対応する印刷プレートセグメントに切断される。図１Ｃに例
示されるセグメント１０８のような各セグメントは典型的に取付け番号（「Ｓ－１」）お
よびジョブ番号（「ＧＡＥＬＩＣ ＧＨＯＳＴ＿１６０５」）のような印刷されたマーク
ならびに複数（少なくとも二つ）のレジストレーションマーク１１０を有し、これらは全
て正確なセグメントを識別し、それを適切な位置にあるキャリアシート上にアライメント
するために使用される。
【０００３】
　様々なデジタル取付けユニットは、適切な位置および方向でキャリアシートにセグメン
トを取り付けるプロセスを実行する技術分野において周知であり、図３Ｂに描写される機
械のようなＡＶ Ｆｌｅｘｏｌｏｇｉｃ（例えば、Ｏｐｔｉ－Ｍｏｕｎｔ ａｎｄ Ｆｌａ
ｔ ＦＡＭＭ（登録商標））、ＤｕＰｏｎｔ（Ｃｙｒｅｒｌ（登録商標）Ｍａｃｒｏｆｌ
ｅｘ Ｍａｃｈｉｎｅｓ）、Ｂｉｅｆｆｅｂｉ Ｓ.ｐ.Ａ.、およびＪＭ Ｈｅａｆｏｒｄに
より製造されるドラムおよびフラットマシンを含むが、これらに限定されない。これらの
例示的なデジタル取付け機は、Ｅｓｋｏ Ｓｏｆｔｗａｒｅ ＢＶＢＡにより生産されるＰ
ｌａｔｅＰａｔｃｈｅｒ（登録商標）ソフトウェアのようなソフトウェアによりサポート
される。ＰｌａｔｅＰａｔｃｈｅｒソフトウェアは、ユーザが個別のプレートセグメント
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として作成される原画像の各部分を指定することを可能にし、セグメントを印刷用に圧縮
された印刷プレートレイアウトに編成し、切断機に圧縮されたプレートからセグメントを
切断することを指示し、取付けユニットにキャリアシートへの切断されたセグメントの配
置を容易にすることを指示するためにコンピュータをプログラミングするための指示を含
む。
【０００４】
　各マウンタのグラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）は固有のものであり、この
ような機械のユーザがワークフローの間に取り付ける必要のある対応するパッチを識別す
ることは困難だろう。従来技術の取付けシステムに関連付けられたディスプレイは、セグ
メントを取り付けるための適切な位置にキャリアシートを移動させるためにマウンタによ
り使用される座標を含む表およびその位置に配置されるセグメントの取付けまたはインデ
ックス番号のみをユーザに示す。いくつかのマウンタはセグメントの位置に関連する大ま
かな概観も表示する。
【０００５】
　例示的な従来技術のＧＵＩが図２に例示されており、スクリーンの左端には各プレート
セグメント番号（例えば２．１０００）で表される長方形のボックス１４が、スクリーン
の右端には行の表１５が示されている。各行は印刷プレートセグメントのうち一つに対応
しており、各プレートセグメントが配置されるキャリアシート上の位置に対応するＸおよ
びＹ座標に関する情報ならびにそのセグメントの幅（すなわち、レジストレーションマー
ク間の間隔）を含む。ＧＵＩは取付けユニットまたは取付けソフトウェアに命令を与える
ための様々な仮想ボタン１２、１３、１７、１８を有する。使用時、ソフトウェアは全て
のセグメントが配置されるまでセグメントを番号順（例えば列１６内のグループ１、２、
３）に段階的に処理する（ｓｔｅｐ ｔｕｒｏｕｇｈ）。
【０００６】
　図３Ａに例示される例示的な回転取付けシステム３００はキャリアシート３０２が取り
付けられているドラム３０１、ドラム／キャリアシートの表面に方向付けられた一対のカ
メラ３０４、３０６、およびアライメントマークを用いてオーバーレイされたカメラによ
りキャプチャされた画像を含む横並び合成画像３１０、３１１を可視化するための少なく
とも一つのディスプレイ３０８を備え得る。ユーザはしたがって印刷プレートセグメント
を適切に配置するために十字型のレジストレーションマークを十字型のアライメントマー
クとアライメントさせる。コントローラ３２０は当該技術分野において周知の機構を使用
してドラムおよびカメラの動きを制御し、コンピュータプロセッサ５４８はコントローラ
およびディスプレイに指示を与えるためにコントローラ３２０およびディスプレイ３０８
に接続される。
【０００７】
　使用時、各セグメントを取り付けるための座標が取付けユニットプロセッサに入力され
取付けユニットプロセッサはコントローラにドラム／キャリアシートおよびカメラをプレ
ートセグメントを受けるための位置における座標に対応する位置に位置決めすることを指
示し、ユーザは適切な印刷プレートセグメントを選択し、典型的に両面テープまたは他の
接着剤をその背面に塗布し、プレートセグメント上のレジストレーションマークがディス
プレイ上のアライメントマークとアライメントするまでそれをカメラの下のキャリアシー
トに対してアライメントする。アライメントが完了すると、セグメントはキャリアシート
に取り付けられ、ワークフローは全てのセグメントが配置されるまで次のセグメントに進
む。
【０００８】
　図３Ｂに例示されるようなフラットまたは台型の取付け機は同様に番号が付された同様
の機能を有し、キャリアシートがドラム上ではなく台３３０に平らに配置されることを除
いては回転取付け機と同様の方法で動作され、したがってコントローラ３２０は台に対し
て第一の軸に沿って台車３４０を動作させることができ、カメラはプレートセグメントの
位置に対応するＸ、Ｙ座標の上のカメラの位置決めを可能にするために互いに対して（典
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型的に第一の軸に垂直な）台車上の第二の軸に沿って移動するように構成され得る。言う
までもなく、台（または台の任意の移動可能なキャリアシート取付けベース部分）と一つ
の軸におけるカメラとの間の相対的な動きは台にわたって位置決めされた固定されたバー
に配置されたカメラに対する台の動きまたはキャリアシートを取り付けるために構成され
た台の移動可能な部分を介しても達成され得る。
【０００９】
　上述の従来技術の実施形態では、対応する印刷プレートセグメントを発見するために、
ユーザはプレートセグメント上のジョブネーム（例えば「ＧＡＥＬＩＣ ＧＨＯＳＴ＿１
６０５」）、およびセグメントインデックスまたは取付け番号（例えば「Ｓ－１」）を発
見しなければならない。ユーザは次にセグメントを適切な位置および方向でキャリアシー
トに取り付けるためにカメラの下のセグメントを適切にアライメントしなければならない
。ポリマプレートセグメントは典型的に透明であるため、プレートセグメント上の文字を
読み取るのが困難なことがある。したがって、取付けユニットにプレートセグメントを取
り付けるプロセスを容易にするための分野において必要とされている。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明の一態様は一または二以上の印刷プレートセグメントを一または二以上の印刷プ
レートセグメントの位置および方向の所定の配置でキャリアシートに取り付けるためのコ
ンピュータに実装される方法を含む。各印刷プレートセグメントは印刷プレートセグメン
ト識別子、互いに距離を空けられた少なくとも二つのレジストレーションマーク、および
印刷プレートセグメントを使用して媒体に印刷するように構成された特徴的なパターンを
有する。本方法はキャリアシートに一または二以上の印刷プレートセグメントを取り付け
るための取付けユニットに関連付けられたコンピュータにファイルをインポートすること
を含む。ファイルは、各印刷プレートセグメントに対する（ａ）印刷プレートセグメント
識別子、（ｂ）キャリアシートに対する二つのレジストレーションマークのアライメント
に関する情報、および（ｃ）各印刷プレートセグメントに関連付けられた特徴的なパター
ンに対応する画像データ、を含むコンピュータ可読情報を含む。次に、コンピュータに接
続されたディスプレイは一または二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の所
定の配置で一または二以上の印刷プレートセグメントに関連付けられた特徴的なパターン
に対応する画像データを描写する合成画像を表示する。
【００１１】
　一実施形態では、コンピュータは取り付けられる印刷プレートセグメントを識別し、取
付けユニットにキャリアシート上の印刷プレートセグメントを受けるための構成をとるこ
とを指示する。印刷プレートセグメントは次にその所定の位置および方向でキャリアシー
トに配置され、一または二以上の追加のプレートセグメントに対して前述のステップを繰
り返す。
【００１２】
　本発明の別の態様は一または二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の所定
の配置でキャリアシートに一または二以上の印刷プレートセグメントを取り付けるための
取付けユニットを備える。取付けユニットはキャリアシートを受けるためのドラムまたは
台のようなベース、少なくとも二つのカメラ、プログラム可能な座標の組に従ってベース
に対して少なくとも二つのカメラを位置決めするためのコントローラ、コントローラおよ
び少なくとも二つのカメラに接続されたコンピュータ、ならびにコンピュータに接続され
た少なくとも一つのディスプレイを備える。コンピュータは少なくともコンピュータメモ
リおよびコンピュータプロセッサを有し、各印刷プレートセグメントに対する（ｉ）印刷
プレートセグメント識別子、（ｉｉ）キャリアシートに対する二つのレジストレーション
マークのアライメントに関する情報、および（ｉｉｉ）各印刷プレートセグメントに関連
付けられた特徴的なパターンに対応する画像データ、を含むコンピュータ可読情報を含む
取付けファイルを受信するように構成される。コンピュータは、取付けファイルを読み取
るステップを実行し、一または二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の所定
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の配置で一または二以上の印刷プレートセグメントに関連付けられた各特徴的なパターン
に対応する画像データを描写する合成画像を少なくとも一つのディスプレイに表示し、位
置決め機構に一または二以上の印刷プレートセグメントの各々がその対応する方向におけ
るその対応する位置に配置されるまで段階的に各印刷プレートセグメントの位置および方
向に対応する各プログラム可能な座標においてベースに対してカメラを位置決めすること
を指示するための指示を用いてプログラムされる。
【００１３】
　本発明のさらに別の態様は一または二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向
の所定の印刷配置でキャリアシートに一または二以上の印刷プレートセグメントを取り付
けるための方法を実行するために処理システムの一または二以上のプロセッサに指示する
ためのコンピュータ可読コードセグメントを搬送するコンピュータ可読媒体を備える。コ
ンピュータ可読媒体は、各印刷プレートセグメントに対する（ａ）印刷プレートセグメン
ト識別子、（ｂ）キャリアシートに対する二つのレジストレーションマークのアライメン
トに関する情報、および（ｃ）各印刷プレートセグメントに関連付けられた特徴的なパタ
ーンに対応する画像データ、を含むコンピュータ可読情報を含むファイルを作成するため
に一または二以上のプロセッサに指示するための一または二以上のコードセグメントを含
む。媒体は一または二以上のプロセッサにコンピュータに接続されたディスプレイに一ま
たは二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の所定の印刷配置で一または二以
上の印刷プレートセグメントの各々に関連付けられた特徴的なパターンに対応する画像デ
ータを描写する合成画像を表示させることを指示するための一または二以上のコードセグ
メントも含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、媒体はさらに一または二以上の印刷プレートセグメントの位
置および方向の所定の印刷配置に対応する画像部分を有する単一の画像ファイルを読み取
り、表示するための一または二以上のコードセグメントを含んでもよく、単一の画像ファ
イルを一または二以上の画像サブファイルに分解する。各サブファイルは一つの印刷プレ
ートセグメントに対応する。このような実施形態では、媒体は一または二以上の印刷プレ
ートセグメントに分割する一つの印刷プレートを作成するために一または二以上の画像サ
ブファイルを印刷プレート合成レイアウトに配置するための一または二以上のコードセグ
メントも含む。印刷プレート合成レイアウトは、一または二以上の印刷プレートセグメン
トの位置および方向の所定の配置における少なくとも一つの印刷プレートセグメントの相
対的な位置または方向とは異なる少なくとも一つの印刷プレートセグメントの少なくとも
一つの相対的な位置または方向を含む。この実施形態における媒体は印刷プレート合成レ
イアウトを有する一つの印刷プレートを一または二以上の印刷プレートセグメントに切断
するための切断機により読取り可能なファイルを作成するための一または二以上のコード
セグメントも含む。
【００１５】
　本発明のさらに別の態様は一または二以上の画像部分の位置および方向の所定の配置で
配置された一または二以上の画像部分を有する画像を印刷するための印刷システムを備え
る。印刷システムはレイアウトコンピュータプロセッサ、切断機、およびキャリアシート
に一または二以上の印刷プレートセグメントを取り付けるための取付けユニットを備える
。
【００１６】
　レイアウトコンピュータプロセッサは一または二以上の画像部分の位置および方向の所
定の配置で配置された一または二以上の画像部分を含む単一の画像ファイルを読み取り、
および表示し、単一の画像ファイルを一または二以上の印刷プレートセグメントに対応す
る一または二以上の画像サブファイルに分解するための指示を用いてプログラムされる。
各サブファイルは一つの画像部分に対応する。レイアウトコンピュータプロセッサはさら
に、印刷プレートセグメント識別子および少なくとも二つのレジストレーションマークを
含むマークを各画像サブファイルに追加し、一または二以上の画像サブファイルを印刷プ
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レート合成レイアウトに再配置するための指示を用いてプログラムされる。印刷プレート
合成レイアウトは一または二以上の画像部分の位置および方向の所定の配置における少な
くとも一つの画像部分の位置または方向とは異なる少なくとも一つの画像部分の少なくと
も一つの位置または方向を含む。レイアウトコンピュータプロセッサはさらに切断機によ
り読取り可能な切断ファイルを作成するための指示を用いてプログラムされる。切断ファ
イルは印刷プレート上の各印刷プレートセグメントの位置を識別し、印刷プレートセグメ
ントの各々を印刷プレートの残りから隔てるように動作可能な経路に沿って切断するため
に切断機に関連付けられたプロセッサにより読取り可能な情報を含む。レイアウトコンピ
ュータプロセッサはさらに取付け機により読取り可能な取付けファイルを作成するための
指示を用いてプログラムされる。取付けファイルは取付け機に関連付けられたプロセッサ
により読取り可能な情報を含み、情報は各印刷プレートセグメントに対する、（ｉ）セグ
メント識別子、（ｉｉ）キャリアシートに対する二つのレジストレーションマークのアラ
イメントに関する情報、および（ｉｉｉ）画像部分および印刷プレートセグメントに関連
付けられた特徴的なパターンに対応する画像データ、を含む。
【００１７】
　前述のシステムにおける切断機は印刷プレート合成レイアウトを有する印刷プレートか
ら一または二以上の印刷プレートセグメントを切断するために切断ファイルを読み取り、
切断ファイル内の情報を切断機に命令するための指示に翻訳するための指示を用いてプロ
グラムされる切断機コンピュータプロセッサに接続される。
【００１８】
　前述のシステムの取付けユニットは一または二以上の画像部分の位置および方向の所定
の配置に対応する一または二以上の印刷プレートセグメントの位置および方向の所定の配
置でキャリアシートに一または二以上の印刷プレートセグメントを取り付けるために構成
される。取付けユニットはキャリアシートを受けるためのベース、少なくとも二つのカメ
ラ、プログラム可能な座標の組に従ってベースに対して少なくとも二つのカメラを位置決
めするためのコントローラ、コントローラおよび少なくとも二つのカメラに接続され、取
付けファイルを受信するように構成された取付け機コンピュータプロセッサ、ならびにコ
ンピュータに接続された少なくとも一つのディスプレイを含む。取付け機コンピュータプ
ロセッサは、取付けファイルを読み取るステップを実行し、一または二以上の印刷プレー
トセグメントの位置および方向の所定の配置で各プレートセグメントに関連付けられた特
徴的なパターンに対応する画像データを描写する合成画像を少なくとも一つのディスプレ
イに表示し、位置決め機構に一または二以上の印刷プレートセグメントの各々がその対応
する方向におけるその対応する位置に配置されるまで段階的に各印刷プレートセグメント
の位置および方向に対応する各プログラム可能な座標においてベースに対してカメラを位
置決めすることを指示するための指示を用いてプログラムされる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１Ａ】印刷されたオブジェクトに対応する例示的な画像を描写する。
【図１Ｂ】図１Ａの画像から分解され、合成印刷プレートを作成するために再配置された
例示的な画像部分を描写する。
【図１Ｃ】図１Ａの例示的な画像の画像部分に対応する例示的な印刷プレートセグメント
を描写する。
【図２】プレートセグメント取付けユニットに関連付けられた例示的な従来技術のユーザ
インタフェースディスプレイを描写する。
【図３Ａ】例示的な回転プレート取付けユニットを描写する。
【図３Ｂ】例示的なフラットプレート取付けユニットを描写する。
【図４】本発明の実施形態による例示的なグラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）
ディスプレイを描写する。
【図５】例示的な印刷ワークフローの概略的な例示である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
　図４を参照すると、本発明の一実施形態に対応する例示的なグラフィックユーザインタ
フェース（ＧＵＩ）が示されている。図２に描写されるようにいくつかの座標を含む表お
よびプレート上の大まかな概観のみを示すのではなく、取付けユニットに接続されたプロ
セッサ５４８に関連付けられたディスプレイ４１０に表示されたＧＵＩ４００は合成画像
４１２内の各プレートセグメント４０２、４０３、４０４、４０５、４０６、４０７に対
応する画像を描写している。各プレートセグメントに対する画像は少なくとも印刷プレー
トセグメントに関連付けられた特徴的なパターンを含む（例えば画像４０６はプレートセ
グメント４０６ａに対応する）。本明細書において言及される「特徴的なパターン（ｃｈ
ａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ ｐａｔｔｅｒｎ）」は、媒体に印刷される際にテキスト、グ
ラフィック、またはそれらの組合せを含む画像に分解されるプレートセグメントのインク
受容部およびインク非受容部の組合せを指す。各合成画像はユーザが特徴的なパターンに
対してプレートセグメント上のレジストレーションマークを設置するのを助けるために少
なくともレジストレーションマークのようなマークも含み得る。各画像はまたキャリアシ
ート上のその意図された相対的な位置に対応するスクリーン上の位置で互いに対して方向
付けられ、設置される。このディスプレイにより、誤ったセグメントを使用することまた
は１８０°回転したセグメントを取り付けること等による誤った取付けの可能性が減少す
る。複数のプレートセグメントに対応する複数の画像を用いる例を参照して本明細書にお
いて説明されるが、本発明の態様は単一の画像および単一のプレートセグメントのみを用
いるアプリケーションに対してだけでなく、単一のプレートセグメントにも役立ち得る適
切な方向付けとしても有益であることを理解されるべきである。したがって、前述および
以下の例のいずれかを一または二以上のプレートセグメントおよび一または二以上の画像
を用いて任意のアプリケーションに適用する。
【００２１】
　したがって本発明に関連して取付けファイルにインポートされた取付けファイルは各セ
グメントの位置およびラベリングに対応する座標ならびに他のテキストの情報だけでなく
各セグメントに対応する画像ファイルも含む。理想的には、ＥＳＫＯ（登録商標）Ｐｌａ
ｔｅＰａｔｃｈｅｒ（商標）ソフトウェアのようなソフトウェアにはプレートセグメント
の作成からの画像情報が既に含まれており、したがって取付け中に表示される取付けユニ
ットに関連付けられたプロセッサと共有されるファイル内にその画像情報を容易に含める
ことができる。共有された情報は取付けユニットに関連付けられたコンピュータに伝送さ
れる出力ファイルの形態であってもよい。その出力ファイルはパスワード保護することが
できる。
【００２２】
　したがって、本発明の一態様は図３Ａおよび図３Ｂに例示される機械３００および３５
０のような取付け機を備える。上記で論じられたように、取付けユニット３００または３
５０は例えば図１に描写される画像１００においてみられる位置および方向に対応する位
置および方向におけるセグメントの位置および方向の所定の配置でキャリアシート３０２
に複数の印刷プレートセグメントを取り付けるために使用され得る。取付け機３００また
は３５０は図５に描写される印刷ワークフロー５００の取付け部５４０における取付けス
テップ５４２の間使用され得る。例示的なワークフロー５００は以下でより詳細に説明さ
れる。
【００２３】
　画像１００は複数の画像部分を含み、取付けユニットに対する入力ファイルを作成する
ためのモジュールを有する同じソフトウェアは画像１００を本明細書に記載の印刷プレー
トセグメントに対応する個々の画像部分に分解するためのモジュールも有し得る。例えば
、画像１００は印刷ワークフローのレイアウト部５１０においてコンピュータプロセッサ
５１８に接続されたコンピュータディスプレイ１５０の一部に表示され得る。アプリケー
ションの至るところで本明細書において使用されるように、「接続された（ｃｏｎｎｅｃ
ｔｅｄ）」という語は有線接続または無線接続および直接接続（例えばコンピュータの出
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力ポートからコンピュータディスプレイ上の入力ポートへの有線接続、もしくはＢｌｕｅ
Ｔｏｏｔｈ（登録商標）技術を介した無線接続）もしくは間接接続（例えば一または二以
上の介在するコンポーネントがプロセッサとディスプレイとの間に配置され得るコンピュ
ータネットワークを介した無線接続、出力ポートからスイッチへの有線接続に続くスイッ
チからディスプレイへの有線接続）またはそれらのいくつかの組合せを指し得る。また、
本明細書で使用されるように、「コンピュータプロセッサ（ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ）」という語は単一のプロセッサまたは複数のプロセッサを指してもよく、複
数のプロセッサは単一の機械、機械のシステム、もしくはネットワークにおいてリンクさ
れてもよく、または互いに直接通信する能力を有し得るかまたは有し得ない個別のプロセ
ッサでもよい。一つのプロセッサにより生成された情報が別のプロセッサと共有される場
合、情報は有線もしくは無線ネットワーク、もしくはそれらの組合せを介して、またはこ
れらに限定されるものではないが、コンピュータディスク、フラッシュデバイス、ハード
ドライブ等のような任意のコンピュータ可読媒体を介して、共有され得る。
【００２４】
　ディスプレイ１５０に接続されたコンピュータプロセッサは画像１００に対応する単一
の画像ファイルを読み取り、表示するための指示を用いてプログラムすることができ、画
像１００は図１Ａに描写される画像部分の位置および方向の配置で配置された複数の画像
部分（例えば１０２、１０４、１０６）を含む。各画像部分は、以下でより詳細に説明さ
れるように作成される複数の印刷プレートセグメントのうち一つに対応する。
【００２５】
　関連するソフトウェアモジュール（例えばコンピュータ可読媒体上に常駐するコードセ
グメントの性質を持つコンピュータ可読指示）のユーザは次に、ワークフローのステップ
５１２において、単一の画像ファイル１００を図１Ｂに描写されるサブファイル１０２ａ
、１０４ａ、および１０６ａのような複数の画像サブファイルに分解してもよく、各サブ
ファイルは各画像部分（１０２、１０４、１０６）に対応する。単一の画像および単一の
印刷プレートセグメントのみを用いる実施形態の場合、分解ステップは必要ない（しかし
必要であるかまたは望ましい場合、いくつかのケースでは、単一の画像に対応する画像コ
ンテンツは画像周辺の空白領域から分解され得る）。ワークフローのステップ５１４にお
いて、自動的におよび／またはユーザのインタラクションにより、ソフトウェアは次に各
画像サブファイルに対する印刷プレートセグメント識別子（例えば図１Ｃに描写されるセ
グメント１０８における「Ｓ－１」）、印刷ジョブタイトル（例えば「ＧＡＥＬＩＣ Ｇ
ＨＯＳＴ＿１６０５」）および複数のレジストレーションマーク１１０を含むマークを追
加し得る。図１Ｃに示される画像サブファイルから作成される印刷プレートセグメントを
使用して媒体に印刷するように構成された特徴的なパターンを定義するボトルおよび様式
化された「ＧＡＥＬＩＣ ＧＨＯＳＴ」レタリングのグラフィックと異なり、様々なマー
ク（セグメント識別子、ジョブタイトル、およびレジストレーションマーク）は最終的に
は印刷プレートセグメントの取扱者に対して目に見える形で印刷プレートセグメントに印
刷されるが、印刷プレートセグメントを用いて印刷する際に媒体に見える形で印刷するイ
ンク受容領域およびインク非受容領域のパターンには変換されない。
【００２６】
　ワークフローのステップ５１６において、ソフトウェアは自動的におよび／またはユー
ザのインタラクションにより、画像サブファイルを図１Ｂに描写されるレイアウト１６０
のような印刷プレート合成レイアウトに再配置し得る。レイアウト１６０はディスプレイ
１５０に表示され得る。レイアウト１６０では、ディスプレイ上のプロセッサによりレン
ダリングされた画像１０２ａ、１０４ａ、および１０６ａの各々の位置および方向は画像
１００内の画像部分１０２、１０４および１０６の位置および方向とは異なる。しかしな
がら、印刷プレート合成レイアウト内のいくつかの画像部分は少なくとも画像部分の位置
および方向の所定の配置におけるそれらの対応する画像と同一の方向（および稀な例では
同様の相対的な位置）を有し得ることを理解されるべきである。一般的に、適切なステッ
プにおいて囲んでいるセグメントから離してそのセグメントを切断することが可能になる
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ように、スペースが各印刷プレートセグメント周辺の境界を提供するのに十分に大きけれ
ばレイアウト１６０は画像サブファイル間の空きスペースを最小化する効果的なレイアウ
トである。
【００２７】
　レイアウトファイル（レイアウト１６０に対応する指示を含む画像ファイル）は次にそ
のレイアウトを有する印刷プレートを作成するためにワークフロー５００のプレート作成
部５２０に関連付けられたコンピュータプロセッサ５２８により使用され得る。したがっ
て、例えば、プロセッサ５２８は当該技術分野において既知の様々な技術のいずれかを使
用して印刷プレート基板にレイアウトの画像を固定するためにレイアウト１６０に対応す
る画像ファイルを使用し、画像化された印刷プレート基板が印刷プレートを想像するため
の当該技術分野において既知の様々なプロセスのいずれかを介してその後に続いて処理さ
れ得るイメージセッターの一部であり得る。しかしながら、本明細書で説明される技術は
特にフレキソ印刷に良好に適応し得る。
【００２８】
　印刷プレートは次にワークフロー５００の切断部５３０に移動し得る。典型的にレイア
ウトプロセッサ５１８を使用してワークフローのレイアウト部５１０の間に作成される切
断ファイルは切断機（図示されていない）に関連付けられたコンピュータプロセッサ５３
８により使用されるレイアウト１６０に対応する情報を含む。プロセッサ５３８は切断機
にレイアウト１６０を有する印刷プレートを図１Ｃに描写されるセグメント１０８のよう
な複数の印刷プレートセグメントに切断させるための指示を用いてプログラムされ得る。
例えば、レジストレーションマークの座標は切断ファイル内で定義される切断経路に従っ
て切断され、対応する切断ヘッドの動きを切断機に対するプロセッサにより読み込まれる
各印刷プレートセグメントを設置するために、例えばマシンビジョンを使用して、切断機
により使用され得る。
【００２９】
　個別の印刷プレートセグメントは次にワークフロー５００の取付け部５４０に移行する
。ワークフロー５００のレイアウト部５１０の間、プロセッサ５１８はプレートセグメン
トをキャリアシートに取り付けるステップの間にプロセッサ５４８により使用される取付
けファイルを生成し得る。取付けファイルは、各印刷プレートセグメントに対する、（ｉ
）セグメント識別子、（ｉｉ）キャリアシートに対するレジストレーションマークのアラ
イメントに関する情報、および（ｉｉｉ）印刷プレートセグメントに対応する画像サブフ
ァイル、を含むコンピュータ可読情報を含む。キャリアシートに対するレジストレーショ
ンマークのアライメントに関する情報は、キャリアシート上の第一のレジストレーション
マークをアライメントするための座標およびキャリアシート上のセグメントの第二のレジ
ストレーションマークをアライメントするための位置を識別する情報を含み得る。第二の
レジストレーションマークをアライメントするための位置を識別する情報は例えばレジス
トレーションマーク間の幅または距離の形態で提供されてもよく、そこから第二の座標の
位置が第一のレジストレーションマークの既知の位置から計算され得る。したがって、三
つのデータ点、すなわち（ａ）第一のレジストレーションマークのＸ座標、（ｂ）第一の
レジストレーションマークのＹ座標、および（ｃ）第一のレジストレーションマークと第
二のレジストレーションマークとの間の（既知の固定軸に沿った）距離、はセグメントの
位置を一意的に識別するために要求されるものの全てであり得る。取付けファイル内の前
述の情報は次に取付けプロセスの間の各印刷プレートセグメントの配置および選択を容易
にするため、プロセッサ５４８に接続されたディスプレイ４１０に表示される画像４１２
を生成するために、取付けプロセスの間プロセッサ５４８により使用される。
【００３０】
　図３Ａおよび図３Ｂに関して説明されるように、取付けユニットはキャリアシート３０
２を受けるための回転取付け機内のドラム３０１またはフラット取付け機内の台３３０の
ようなベース、少なくとも二つのカメラ３０４および３０６、カメラおよび／またはカメ
ラが取り付けられる任意の移動可能な台車および／またはドラム３０１または台３３０に
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対してカメラを位置決めするための、キャリアシートが取り付けられる任意の移動可能な
ベースに接続されたコントローラ３２０を備える。プロセッサ５４８はしたがって取付け
ファイルを読み取り、ＧＵＩ４００の一部としての画像４１２をディスプレイ４１０に表
示する。画像４１２は本質的に複数のプレートセグメントに関連付けられた特徴的なパタ
ーンに対応する画像データを描写する合成画像であり、それらがキャリアシートに取り付
けられるセグメントの位置および方向の所定の配置で配置される。したがって、画像情報
と併用して、一意的に取付け位置を定義するための上記の情報の同じ三つの点はディスプ
レイ４１０に合成画像４１２をレンダリングするためにプロセッサ５４８に指示を与える
。ディスプレイ４１０は図３Ａおよび図３Ｂに描写されるディスプレイ３０８と同一のデ
ィスプレイであってもよく、プロセッサは配置されるプレートセグメントを選択するため
のＧＵＩ４００および画像４１２とカメラによりキャプチャされたレジストレーションマ
ークを用いてオーバーレイされたアライメントマークの横並び合成画像３１０、３１１と
の間を交互に切り替えるように構成されてもよい。他の実施形態では、取付け機プロセッ
サはＧＵＩを表示するための第一のディスプレイおよびアライメントマークを用いてオー
バーレイされたカメラによりキャプチャされた画像を表示する専用の第二のディスプレイ
を有し得る。
【００３１】
　ソフトウェアが自動的に、またはユーザが手動で、ユーザインタフェースを使用してキ
ャリアシートに配置されるプレートセグメントを段階的に移動させる。ユーザインタフェ
ースは図４に示されるような多数の仮想ボタンを備えるスクリーン、およびマウス、ジョ
イスティック、キーボード等、またはタッチスクリーンがユーザとのインタラクティブ性
のためにインタフェースにプログラムされた各ボタンまたはアクティブ領域に対応する画
素付近でディスプレイスクリーンの表面に隣接する指またはスタイラスを置くことにより
ボタンの選択または押下が可能になる実施形態においてはユーザの指のような、各ボタン
を選択およびアクティブにするためのユーザにより制御されるコンポーネントを備え得る
。各印刷プレートセグメントが選択されると、プロセッサはファイルからそのセグメント
に対応する座標を読み取り、命令をコントローラ３２０に送信し、コントローラはその所
定の位置および方向でキャリアシート３０２に印刷プレートセグメントを受けるためのポ
ジションにカメラおよびドラムを移動させるためにカメラ３０４、３０６およびドラム３
０１に関連付けられた位置決め機構を制御する。台の実施形態では、コントローラは正確
な位置決めを提供するために台３３０（または固定されたオーバーヘッドカメラ取付けプ
ラットフォームに対して移動可能なその台もしくは位置）に対して移動可能な台車３４０
および台車３４０に取り付けられた互い（または取付けプラットフォーム）に対して移動
可能なカメラ３０４、３０６を制御し得る。したがって、本明細書で言及されるように、
キャリアシートが取り付けられるベースに対するカメラの位置決めを含むステップは、（
ａ）互いに対するカメラの動き、（ｂ）ベース（ドラムもしくは移動可能な台もしくはそ
の一部）の動きまたはベースに対する移動可能なカメラ取付けプラットフォーム（台車）
の動き、または（ａ）と（ｂ）との組合せを含み得る。
【００３２】
　手動の実施形態では、ユーザは次に取付けのために適切な印刷プレートセグメントを選
択し、カメラの下のセグメントのレジストレーションマークをアライメントしてレジスト
レーションマークをディスプレイ３０８に表示される横並び画像内のアライメントマーク
を用いてアライメントするまでキャリアシートに対するセグメントの位置を調整する。ア
ライメントマークおよびレジストレーションマークがアライメントされると、セグメント
は次に当該技術分野において既知の任意の手段によりキャリアシートに固定されることが
できる。
【００３３】
　典型的に、キャリアシートは取付け機に取り付けられ、プレートセグメントは特に段ボ
ールのマーケットにおけるアプリケーションに対してキャリアシートに両面テープを用い
て接着され、波形のマーケットは厚いプレート、任意選択的にはＥｓｋｏ（登録商標）Ｐ
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ｌａｔｅＰａｔｃｈｅｒソフトウェアの使用により特徴付けられる。しかしながら、本発
明は任意の特定のマーケットにおける使用または任意の特定のソフトウェアを用いた使用
、ならびにフレキシブルなマーケットにおける使用および他のソフトウェア（例えばＥｓ
ｋｏ（登録商標） Ｇｒａｐｈｏｌａｓ（登録商標） Ｍｅｒｇｅｒ（商標） Ｆｕｎｃｔ
ｉｏｎａｌｉｔｙ）と組み合わせた使用に限定されない。フレキソの実施形態のような他
の実施形態では、ドラムは真空ドラム（または台が真空台）であってもよく、シートは印
刷プレートセグメントをその位置に保持するために十分な真空がキャリアシートを貫通す
ることを可能にする穿孔を有してもよい。さらに別の実施形態では、キャリアシートは磁
気または金属シートであってもよく、印刷プレートセグメントは磁力によりその位置に保
持されるように選択された材料（金属キャリアに対しては磁性を有する材料、または磁性
キャリアに対しては金属）を備えてもよい。いくつかのシステムは接着剤、真空、および
／または磁気の固定機構の組合せを使用する。
【００３４】
　コンピュータプロセッサにより使用されるマシンビジョンアルゴリズムはユーザがいつ
適切なアライメントが達成されたかを決定するのに役立ち得る。取付けプロセスは複数の
セグメントの各々がキャリアシート上のその意図された方向におけるその意図された位置
に配置されるまで段階的に進行する。段階的な進行は各セグメントが配置された際にユー
ザインタフェースに示すことをユーザに要求することができ、それにより取付けユニット
を動作させるソフトウェアが次に配置のためにキュー内の次のセグメントに進む。
【００３５】
　印刷プレートセグメントを配置する際にオペレータが見た画像がユーザをガイドするの
を助ける手動プロセスにおける使用が最も有益であるが、画像が正確なセグメントを確か
めるために使用することができ、セグメントの方向が自動的に選択されて適切に配置され
るため、画像４１２は印刷プレートセグメントを配置するための自動的なプロセスにおい
ても有用であり得る。
【００３６】
　本明細書に記載の取付け方法ステップに対応するコンピュータ指示はユーザが、または
ソフトウェアが自動的に、取り付けられる選択されたプレートセグメントを（例えばイン
デックス番号および／または画像を用いて）識別することを可能にするコードを含み得る
。コードは位置決め機構に選択されたセグメントの所定の位置および方向に対応するプロ
グラム可能な座標にベースに対してカメラを位置決めすることを指示する。対応する印刷
プレートセグメントが（手動プロセスに対するユーザにより、または自動的な実施形態に
おけるプレートセグメント配置機構により）選択され、カメラを使用してアライメントさ
れる。ユーザインタフェースは（例えば配置ステップが完了したことを示すボタンを選択
しているユーザにより）選択されたプレートセグメントが配置された信号を受信し、次に
前述のステップは全てが配置されるまで一または二以上の追加の選択されたプレートセグ
メントに対して繰り返される。
【００３７】
　したがって、本発明の非常に基本的な実施形態はセグメントの位置および方向の所定の
配置でキャリアシートに複数の印刷プレートセグメントを取り付けるためのコンピュータ
に実装される方法を含む。この方法は、図４に例示されるように、取付けユニットに関連
付けられたコンピュータプロセッサを使用すること、本明細書に記載のように、およびワ
ークフローのステップ５１４に従って取付けファイルをインポートすること、コンピュー
タプロセッサに接続されたディスプレイにセグメントの位置および方向の所定の配置内の
各プレートセグメントに関連付けられた特徴的なパターンに対応する画像データを描写す
る合成画像４１２を表示することを含む。方法は次にプレートセグメントをキャリアシー
トに取り付けるステップ５４２を含み得る。取付けステップはコンピュータを用いて取り
付けられるプレートセグメントを識別すること、次にコンピュータを用いて取付けユニッ
トにキャリアシート上のプレートセグメントを受けるための構成をとることを指示するこ
と、そしてその所定の位置および方向内のキャリアシートにプレートセグメントを配置す
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ることを含み得る。前述のステップは次にセグメントの全てが配置されるまで一または二
以上の追加のプレートセグメントに対して繰り返される。
【００３８】
　本発明の別の実施形態は一または二以上のプロセッサに本明細書に記載のキャリアシー
トに複数の印刷プレートセグメントを取り付けるための方法を実行させることを指示する
ためのコンピュータ可読コードセグメントを搬送するコンピュータ可読媒体を備える。最
低でも、このようなコードはワークフロー５００の取付け部５４０にみられるステップを
実行するための一または二以上のコードセグメントを含み得る。具体的には、コードは一
または二以上のプロセッサに本明細書に記載の取付けファイルを読み取らせることを指示
するための一または二以上のコードセグメント、および一または二以上のプロセッサに接
続されたディスプレイに本明細書に記載の印刷プレートセグメントの位置および方向の所
定の印刷配置で各印刷プレートセグメントに関連付けられた特徴的なパターンに対応する
画像データを描写する合成画像４１２を表示させることを指示するための一または二以上
のコードセグメントを含み得る。
【００３９】
　コードはワークフロー５００の追加のステップを管理するためのコードのより大きなコ
レクションの内部で取付けモジュールを動作させるためのコードを含み得る。したがって
、ワークフロー５００の他のステージに対応する追加のコードセグメントは単一のソフト
ウェアアプリケーション、または一式のソフトウェアアプリケーションモジュールにも含
まれ得る。例えば、コードセグメントの一つのコレクションは本明細書でステップ５１２
に関して説明されるように、印刷プレートセグメントの位置および方向の所定の印刷配置
に対応する画像部分を有する単一の画像ファイルを読み取りおよび表示するため、および
単一の画像ファイルを複数の画像サブファイルに分解するためであり得る。このようなコ
ードはステップ５１４に従ってマークを追加するため、および本明細書に記載のステップ
５１６に従って複数の印刷プレートセグメントを作成するためにサブファイルを印刷プレ
ート合成レイアウトに配置するための追加のセグメントを含み得る。コードの別のセクシ
ョンは本明細書に記載の切断機により読取り可能な切断ファイルおよび取付け機により読
取り可能な取付けファイルを作成し得る。コードのさらに他のセクションは、ワークフロ
ーの切断ステップを実行するために切断機を動作させるため、すなわち印刷プレート合成
レイアウトを有する印刷プレートを複数の印刷プレートセグメントに切断するためのファ
イルを作成するための一または二以上のコードセグメントを含み得る。
【００４０】
　例示的な印刷システムはコントローラに接続されたコンピュータプロセッサを有する本
明細書に記載の取付けユニットを備え得る。このようなシステムはワークフローのレイア
ウト部分を実施するためのレイアウトプロセッサ５１８、ワークフローの印刷プレート生
成部５２０において印刷プレートを作成するためにプロセッサ５２８に接続されたイメー
ジセッターまたは他の装置、本明細書に記載のような印刷プレートからプレートセグメン
トを切断するためにプロセッサ５３８に接続された切断表、および仕上げ加工された印刷
を作成するためにワークフローの印刷部５５０において印刷プレートにインクを塗布し、
媒体に所望の画像を印刷するステップ５５２を実施するために当該技術分野において既知
の印刷システムをさらに備え得る。例示的なシステムはワークステーション部分の任意の
組合せまたは置換えを含み得る。
【００４１】
　このようなシステムは理想的にはワークフローの各部分に対して使用することのできる
単一のソフトウェアパッケージの使用により統合されるが、いくつかのシステムはワーク
フローの個別の部分に対応するソフトウェアの所定のモジュールのみが必要であり得る。
したがって本発明は完全なワークフローを実行するためのソフトウェアもしくはシステム
、または所定のワークフロー部に対して動作可能なワークフロー部もしくはコードの任意
の固有の組合せもしくは置換えに限定されない。むしろ、本発明の一態様は、その中心に
、任意の装置、システム、コンピュータ可読媒体に常駐するコード、または取付け動作に
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したがって、もしくは取付け機内に図４に描写されるディスプレイを作成するためのコン
ピュータに実装される方法を含む。本発明の他の態様はこれらの部分を実行するために動
作可能なワークフローおよびシステムおよび機械の部分を含む方法、システムまたはコー
ドのその部分の統合を含み得る。
【００４２】
　本発明は固有の実施形態を参照して本明細書で例示および説明されているが、本発明は
示されている詳細に限定されることを意図していない。むしろ、様々な修正が本発明から
逸脱することなく特許請求の範囲の等価物の範囲および幅の内部で詳細に成され得る。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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