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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】フレキソ印刷インク、グラビア印刷インク、平
板印刷インクが全て考慮されるよう広い範囲の粘度を有
するインクを滑らかな非吸収媒体の基材（例えば、ポリ
マー膜）を含む印刷媒体に直接印刷する装置および方法
を提供する。
【解決手段】可変データ／画像形成で印刷可能である。
画像形成ロール１１０を浸し液１１２の層で覆い、レー
ザ１１４の画像形成装置を介してパターン化された部分
を選択的に蒸発させることにより、画像形成ロール１１
０で湿し水１１２をパターン化する。次いで、画像形成
ロール１１０は、印刷基材１２２と接触し、膜の割れ目
を介してパターン化された浸し液１１２を基材１２２に
転写する。次いで、基材１２２はインク塗布ステーショ
ン１１６を通過し、そこで、浸し液１１２により拒絶さ
れた部分を除いて粘着されるよう、インクを基材１２２
に直接塗布する
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変データ平板印刷システムにおいて直接印刷基材に印刷する装置であって、
　パターン化された浸し液の潜像をその上に受け取るよう構成される画像再形成可能な画
像形成部材面を有する画像形成部材と、
　前記画像形成部材とバッカーを含み、潜像転写サブシステム内の印刷基材媒体の進行方
向の第１のニップで、前記画像再形成可能な画像形成部材面から前記印刷基材に前記パタ
ーン化された浸し液の潜像を転写するよう構成される潜像転写サブシステムと、
　前記媒体の進行方向の前記画像形成部材の下流に配置され、前記インク塗布サブシステ
ムからその上に配置された前記パターン化された浸し液の潜像を有する前記印刷基材にイ
ンクを直接塗布するよう構成されるインク塗布サブシステムであって、前記インクが、前
記印刷基材の前記浸し液の溶剤のない部分に粘着して、前記印刷基材上にインク画像が形
成される、インク塗布サブシステムと
　を含む装置。
【請求項２】
　前記画像再形成可能な画像形成部材面に浸し液の層を塗布するよう構成される浸し液サ
ブシステムと、
　前記浸し液の層の一部を選択的に取り除いて、前記パターン化された浸し液の潜像を前
記画像再形成可能な画像形成部材面上に生成するよう構成されるパターン化装置と
　をさらに含む請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記印刷基材が、第１の面と第２の面を有し、前記第１の面が、前記画像形成部材から
、前記パターン化された浸し液の潜像と、前記インク塗布サブシステムから、前記インク
と、を受け取り、前記画像形成部材と前記インク塗布サブステーションの両方が、前記印
刷基材の前記第１の面と流体連通する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記画像形成部材が、画像形成ロールであり、前記画像再形成面が、剛性である、請求
項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記インク塗布サブシステムが、前記インクを前記印刷基材上に調量するよう構成され
る、剛性の外面を有する、アニロックスインク塗布ロールと、
　前記アニロックスインク塗布ロールの反対側に配置される前記印刷基材の前記第２の面
と連通するバッカーと
　を含む、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　可変データ平板印刷システムにおける印刷基材への直接印刷方法であって、
　ａ）パターン化された浸し液の潜像を画像形成部材の画像再形成可能な画像形成部材面
上で受け取るステップと、
　ｂ）前記画像形成部材とバッカーを含む潜像転写サブシステム内の印刷基材媒体の進行
方向の第１のニップで、前記パターン化された浸し液の潜像を前記画像再形成可能な画像
形成部材面から前記印刷基材に転写するステップと、
　ｃ）前記媒体の進行方向の前記画像形成部の下流に配置されるインク塗布サブシステム
からその上に配置された前記パターン化された浸し液の潜像を有する前記印刷基材にイン
クを直接塗布するステップであって、前記インクが、前記印刷基材の前記浸し液の溶剤の
ない部分に粘着して、前記印刷基材上にインク画像が形成される、ステップと
　を含む方法。
【請求項７】
　ｄ）浸し液サブシステムにより、前記画像再形成可能な画像形成部材面に浸し液の層を
塗布するステップと、
　ｅ）パターン化装置により、前記浸し液の層の選択部分を取り除いて、前記パターン化
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された浸し液の潜像を前記画像再形成可能な画像形成部材面上に生成するステップと
　をさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ステップｂ）には、剛性の外面を有する画像形成部材を用いて、前記パターン化さ
れた浸し液の潜像を転写することが含まれ、
　さらに前記ステップｃ）には、剛性の外面を有するアニロックスインク塗布ロールを用
いて、前記印刷基材上に前記インクを調量することが含まれる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　印刷に有用な可変データ平板印刷システムであって、
　パターン化された浸し液の潜像をその上に受け取るよう構成される画像再形成可能な画
像形成部材面を有する画像形成部材と、
　前記画像形成部材とバッカーを含み、潜像転写サブシステム内の印刷基材媒体の進行方
向の第１のニップで、前記画像再形成可能な画像形成部材面から前記印刷基材に前記パタ
ーン化された浸し液の潜像を転写するよう構成される潜像転写サブシステムと、
　前記媒体の進行方向の前記画像形成部材の下流に配置され、前記インク塗布サブシステ
ムからその上に配置された前記パターン化された浸し液の潜像を有する前記印刷基材にイ
ンクを直接塗布するよう構成されるインク塗布サブシステムであって、前記インクが、前
記印刷基材の前記浸し液の溶剤のない部分に粘着して、前記印刷基材上にインク画像が形
成される、インク塗布サブシステムと、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと接続する記憶装置であって、
　前記パターン化された浸し液の潜像を前記画像再形成可能な画像形成部材面上に供給し
、
　前記パターン化された浸し液の潜像を前記画像再形成可能な画像形成部材面から前記印
刷基材に転写し、
　インク塗布サブシステムから前記印刷基材に直接インクを塗布して、前記印刷基材上に
前記インク画像を生成するために前記プロセッサ上で動作する命令を含む記憶装置と
　を含むシステム。
【請求項１０】
　前記画像再形成可能な画像形成部材面に浸し液の層を塗布するよう構成される浸し液サ
ブシステムと、
　前記浸し液の層の一部を選択的に取り除いて、前記画像再形成可能な画像形成部材面上
に前記浸し液の前記パターン化された潜像を生成するよう構成されるパターン化装置をさ
らに含む請求項９に記載のシステム。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、インクベースのデジタル印刷に関する。具体的には、本開示は、浸し液とイ
ンクを含むインクベースのデジタル印刷システムを用いて、可変データを滑らかで非吸収
性であり得る印刷基材に直接印刷することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクベースのデジタル印刷では、可変データ平板印刷システム、すなわちデジタルオ
フセット印刷システムが用いられる。「可変データ平板印刷システム」とは、高い粘度の
平板印刷インクを用い、次から次に画像が変化し得るデジタル画像データに基づいて、平
板印刷を行うシステムのことである。「可変データの平板印刷」または「インクベースの
デジタル印刷」すなわち「デジタルオフセット印刷」とは、画像形成処理において基材に
画像を描く各後工程において変化可能な画像を基材上に作成する、可変画像データの平板
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印刷のことである。
【０００３】
　可変データによる、高い粘度のインクまたは材料の印刷で生じる問題は、現在のマーキ
ングシステムに関する問題である。オフセット平板印刷やインクジェットマーキングなど
の現在のシステムでは、高い粘度のインクを用いる印刷と可変データでの印刷のどちらか
一方は可能であるが、これらの両方を満たす印刷は不可能である。従来のオフセット印刷
では、印刷処理において、不変の画像データにより浸し液の層で選択的に覆われた画像形
成部材面（プレート、ドラムなど）の一部に照射硬化性インクを転写することを含み得る
。次いで、印刷版から紙、プラスチック、金属などの印刷基材にインクが転写され、これ
らの上で画像が印刷され、その後硬化される。しかしながら、従来のオフセット印刷では
、高い粘度のインクを媒体に印刷することはできるが、可変データを印刷することはでき
ない。インクジェットマーキングシステムでは、可変データで印刷可能であるが、媒体ま
たは粘度の高いインクを用いる印刷はできない。さらに、ブランケットまたはプレートを
含むデジタルシステムは、耐久性に影響を及ぼすことなくブランケットまたはプレートの
画像再形成面から残余インクを確実で安全に取り除くことが可能なクリーニングシステム
を提供することは困難である。広い範囲の紙媒体とインクに対して、可変データ平板印刷
システムが効率的に機能するようにするよう、これらの問題を克服しなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、広い範囲のインクと印刷基材を用いる、可変データの印刷に対する従来の
印刷技術の欠点の克服が必要である。当技術分野では、可変画像データで様々な粘度のイ
ンクを印刷基材に直接印刷可能な印刷処理も必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　したがって、例示的な改良型装置および方法を開示する。この装置および方法では、媒
体をプリンテッドエレクトロニクスに必要な成分を含む、粘度の高いマーキング材料（例
えば、インク、着色導電性液体、トナー）（以後本明細書ではインクとも呼ぶ）を使用可
能な方法を用いて、例えば、ポリマー膜などの滑らかで非吸収性媒体の印刷基材に直接印
刷する。例示的な装置および方法により、可変データ／画像形成を用いて印刷することが
可能となる。特定の理論に限定されることなく、面の摩擦係数を変える物質（例えば、シ
リコーンオイル）である浸し液の層が、画像形成部材（例えば、ロール、ドラム、ブラン
ケット）の上で潜像としてパターン化される。画像形成部材が基材に接触し、パターン化
された浸し液の潜像が、膜の割れ目を介して、基材に転写される。次いで、基材はインク
塗布ステーションまたはサブシステムを通過し、そこで、浸し液により拒絶される部分を
除いた基材の部分にインクが直接転写されて、印刷画像が形成される。それゆえ、中間ユ
ニットとしての画像形成部材なしで、インク塗布ステーションから基材にインクが直接付
着する。したがって、画像形成部材が、インクを受けたり転写したりすることはできない
。これにより、合致型インク受取り式画像形成部材、およびインククリーニングステーシ
ョン、具体的には、画像形成部材と連通するインククリーニングステーションの必要がな
くなる。また、例示的なアプローチにより、例えば、パッキング用途、非吸収性の表面の
用途、プリンテッドエレクトロニクスのための、ポリマーへのフレキソ印刷およびグラビ
ア印刷に対する本当のデジタル代替手段が可能となる。
【０００６】
　本明細書に記載される様態に従うと、可変データ平板印刷システムにおいて印刷基材に
直接印刷する装置が提供され、この装置は、画像形成部材、潜像転写サブシステム、およ
びインク塗布サブシステムを含む。この画像形成部材は、画像再形成可能な画像形成部材
面を有し、この面がパターン化された浸し液の潜像をその上に受け取るよう構成される。
潜像転写サブシステムは、画像形成部材とバッカーを含み、この潜像転写サブシステムが
、潜像転写サブシステム内の印刷基材媒体の進行方向の第１のニップで、パターン化され
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た浸し液の潜像を画像再形成可能な画像形成部材面から印刷基材に転写するよう構成され
る。インク塗布サブシステムは、媒体の進行方向の画像形成部材の下流に配置され、この
インク塗布サブシステムが、その上に配置されたパターン化された浸し液の潜像を有する
インク塗布サブシステムから印刷基材にインクを直接塗布するよう構成され、印刷基材の
浸し液の溶剤のない部分にインクが粘着して、印刷基材上にインク画像が形成される。
【０００７】
　可変データ平板印刷システムにおいて印刷基材に直接印刷する装置は、画像再形成可能
な画像形成部材面上に浸し液の層を塗布するよう構成される浸し液サブシステムと、浸し
液の層の一部を選択的に取り除いて、画像再形成可能な画像形成部材面上にパターン化さ
れた浸し液の潜像を生成するよう構成されるパターン化装置と、を含み得る。この装置で
は、画像形成部材とインク塗布サブステーションの両方が、印刷基材の第１の面と流体連
通する。この装置では、画像再形成可能な画像形成部材面は、剛性であり得る、あるいは
、その弾力性が制限されている。この装置は、画像形成部材に隣接する蒸気除去装置も含
み得、画像形成部材の周りの浸し液の蒸気を取り除いて、浸し液を浸し液サブシステムに
リサイクルするよう構成される。
【０００８】
　例示的な実施形態には、可変データ平板印刷システムにおいて印刷基材に直接印刷する
方法が含まれ得る。この方法には、画像形成部材の画像再形成可能な画像形成部材面上で
パターン化された浸し液の潜像を受け取るステップと、画像形成部材とバッカーを含む潜
像転写サブシステム内の印刷基材媒体の進行方向の第１のニップで画像再形成可能な画像
形成部材面から印刷基材にパターン化された浸し液の潜像を転写するステップと媒体の進
行方向の画像形成部材の下流に配置されるインク塗布サブシステムから、その上に配置さ
れたパターン化された浸し液の潜像を有する印刷基材にインクを直接塗布するステップで
あって、浸し液の溶剤のない印刷基材の部分にインクが粘着して印刷基材上にインク画像
が形成される、ステップと、が含まれ得る。
【０００９】
　この方法には、浸し液サブシステムにより画像再形成可能な画像形成部材面に浸し液の
層を塗布するステップと、パターン化装置により浸し液の層選択部分を取り除いて、画像
再形成可能な画像形成部材面上にパターン化された浸し液の潜像を生成するステップと、
も含まれ得る。この方法には、剛性の外面を有する画像形成部材を用いてパターン化され
た浸し液の潜像を転写するステップと、剛性の外面を有するアニロックスインク塗布ロー
ルを用いて印刷基材上にインクを調量するステップと、がさらに含まれ得る。この方法に
は、パターン化装置に隣接する蒸気除去装置により画像形成部材の周りの浸し液の蒸気を
取り除くステップがさらに含まれ得る。
【００１０】
　本明細書に記載される様態に従うと、印刷戦略には、印刷に有用な可変データ平板印刷
システムが含まれ、このシステムは、画像形成部材、潜像転写サブシステム、インク塗布
サブシステム、プロセッサ、および記憶装置を含む。この画像形成部材は、パターン化さ
れた浸し液の潜像をその上に受け取るよう構成される画像再形成可能な画像形成部材面を
有する。潜像転写サブシステムは、画像形成部材とバッカーを含み、この潜像転写サブシ
ステムが、潜像転写サブシステム内の印刷基材媒体の進行方向の第１のニップでパターン
化された浸し液の潜像を画像再形成可能な画像形成部材面から印刷基材に転写するよう構
成される。インク塗布サブシステムは、媒体の進行方向の画像形成部材の下流に配置され
、このインク塗布サブシステムが、インク塗布サブシステムからその上に配置されるパタ
ーン化された浸し液の潜像を有する印刷基材にインクを直接塗布するよう構成され、印刷
基材の浸し液の溶剤のない部分にインクが粘着し、印刷基材にインク画像が形成される。
この記憶装置はプロセッサに接続し、かつ、再形成可能な画像形成部材面上にパターン化
された浸し液の潜像を提供し、画像再形成可能な画像形成部材面から印刷基材にパターン
化された浸し液の潜像を転写し、インク塗布サブシステムから印刷基材インクを直接塗布
して印刷基材上にインク画像を生成するためのプロセッサにより実行される命令を含む。
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【００１１】
　次に、以下の図面を参照して、開示される装置、機構、および方法の種々の例示的な実
施形態を詳細に説明するが、これらの図面では、同様の参照符号により類似の要素または
同一の要素が示されている。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、従来技術の可変データ平板印刷システムの側面図である。
【図２】図２は、例示的な実施形態に従った、印刷基材に直接印刷する可変データ平板印
刷システムの側面概略図である。
【図３】図３は、例示的な実施形態に従った、印刷基材に直接印刷する複数の印刷ステー
ションを有する可変データ平板印刷システムの側面概略図である。
【図４】図４は、図２および図３に示されている可変データ平板印刷システム内の装置を
自動的に制御するための命令を実行するプロセッサを有する制御装置のブロック図である
。
【図５】図５は、例示的な実施形態に従った、印刷基材に直接印刷するための処理を示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書で開示する装置、システム、および方法の例を以下に説明する。装置、システ
ム、および方法の実施形態には、以下に説明する例の１つ以上、あるいは全ての組み合わ
せが含まれ得る。しかしながら、本発明は、様々な形態で具体化可能であり、以下に説明
する実施形態に限定されると解釈されてはならない。これらの例示的な実施形態は、むし
ろ、本開示を完全に理解し、本発明の範囲が完全に当業者に伝わるよう提供される。した
がって、例示的な実施形態は、全ての代替形態、変更形態、および等価形態におよび、本
明細書に記載される装置、機構、および方法の趣旨と範囲を含むことを意図するものとす
る。
【００１４】
　数量と関連して使用される修飾語「約」には、表示値と文脈により規定される意味も含
まれる（例えば、少なくとも、特定の数量の測定に関連する誤差も含まれる）。特定の値
と共に使用されるとき、その値を開示するものとして見なされるものとする。
【００１５】
　これに関連して本発明の実施形態が制限されないものとするが、例えば、「処理する」
、「演算する」、「計算する」、「判定する」、「塗布する」、「受け取る」、「構築す
る」、「分析する」、「チェックする」などの用語を用いる議論は、コンピュータのレジ
スタおよび／またはメモリ内の物理的（例えば、電子）数値として示されるデータを操作
し、かつ／またはコンピュータのレジスタおよび／またはメモリあるいは動作および／ま
たは処理を実行するための命令を格納する，その他の情報記憶媒体内の物理的数量として
同様に示される他のデータに変換する、コンピュータ、コンピュータプラットフォーム、
コンピュータシステム、またはその他の電子コンピュータ装置の動作（複数可）および／
または処理（複数可）のことを指し得る。
【００１６】
　本明細書で使用される用語「複数（ｐｌｕｒａｌｉｔｙ）」、および「複数（ａ　ｐｌ
ｕｒａｌｉｔｙ）」には、例えば、「多数（ｍｕｌｔｉｐｌｅ）」または「２つ以上（ｔ
ｗｏ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）」という意味も含まれ得るが、これに関連して本発明の実施形態
が制限されないものとする。用語「複数（ｐｌｕｒａｌｉｔｙ）」または「複数（ａ　ｐ
ｌｕｒａｌｉｔｙ）」は、２つ以上の構成部品、装置、要素、ユニット、パラメータなど
を示すために、本明細書全般に渡って使用され得る。例えば、「複数の抵抗」は、２つ以
上の抵抗という意味を含み得る。
【００１７】
　本明細書では「制御装置」という用語は、一般に、処理またはマシンを管理する、ある
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いは、制御する１つ以上の装置の動作に関連するコンピュータ装置などの種々の装置を指
すために用いられる。様々な形態で（例えば、専用ハードウェアなどの）で制御装置を実
装して、本明細書で議論される種々の機能を実行することができる。「プロセッサ」は、
本明細書で議論される種々の機能を実行するよう、ソフトウェア（例えば、マイクロコー
ド）を用いてプログラム可能な１つ以上のマイクロプロセッサを用いる制御装置の一例で
ある。制御装置は、プロセッサを用いても、用いなくても実装可能であり、かつ、いくつ
かの機能を実行する専用ハードウェアと、その他の機能を実行するプロセッサ（例えば、
１つ以上のプログラムされたマイクロプロセッサおよび関連回路）と、の組み合わせとし
ても実装可能である。本開示の種々の実施形態で用いられ得る、制御装置の構成要素の例
として、従来のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、およびフィー
ルド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）が挙げられるがこれらには限定され
ない。
【００１８】
　「印刷媒体」、「印刷基材」、および「印刷シート」という用語は、通常、事前にカッ
トされた、あるいは、ウェブから供給された、画像用の紙、ポリマー、マイラー材料、プ
ラスチック、またはその他の好適な物理的印刷媒体、基材、シート、ウェブなどの可撓性
のある物理的シートのことを指す。
【００１９】
　本明細書で使用される「印刷装置」または「印刷システム」という用語は、デジタル複
写機、またはプリンタ、スキャナ、画像印刷装置、電子写真装置、静電写真装置、デジタ
ルプロダクションプレス、文書処理システム、画像再生機、製本機、ファクシミリ、多機
能装置、または、一般に、印刷処理などの実行に有用な装置のことを指し、いくつかのマ
ーキングエンジン、供給機構、スキャニング組立体、および、給紙装置、仕上げ装置など
、その他の印刷媒体処理ユニットを含み得る。「印刷システム」は、シート、ウェブ、基
材などを操作することができる。印刷システムは、全ての面にマークを付けることができ
、かつ、入力シート上のマークを読み込む任意のマシン、あるいは、そのようなマシンの
任意の組み合わせでよい。
【００２０】
　本明細書で使用される「電磁受容体」または「電磁吸収体」という用語は、電磁エネル
ギーと相互作用を起こして、熱などのエネルギーを消散させる物質のことを指す。受容体
に電磁エネルギーが加えられると、メカニズムの．組み合わせを通した熱損失が発生する
。
【００２１】
　説明のため、本出願全体に渡って「定着装置」という用語が使用されているが、「定着
装置」という用語は、印刷処理に有用な、あるいは印刷システム内の部材も包含すること
も意図し、その中には、定着部材、圧力部材、ＵＶ硬化部材、電子ビーム硬化部材、加熱
部材、および／または、ドナー部材が含まれるがこれらには限定されない。種々の実施形
態では、定着装置は、例えば、ローラ、シリンダ、ベルト、プレート、膜、シート、ドラ
ム、ドレルト（ベルトとドラムの間のクロス）の形態を有し得る、あるいは、定着装置の
ための、その他の既知の形態を有し得る。本明細書に記載される「定着装置」は、ソリッ
ドインクジェット印刷、図像法、ゼログラフィ、フレキソ印刷、オフセット印刷などの、
その他の種類の印刷にも適用可能である。
【００２２】
　本明細書に開示される実施形態には、コンピュータ可読媒体も含まれ得、その中には、
コンピュータ実行可能命令またはデータ構造が格納される。そのようなコンピュータ可読
媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによりアクセス可能な、かつ、取得可
能な任意の媒体でよい。そのようなコンピュータ可読媒体の例として、ＲＡＭ、ＲＯＭ、
ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置
、または、その他磁気記憶装置、あるいは、コンピュータ実行可能命令、またはデータ構
造の形態の所望のプログラムコード手段を移送したり格納したりするために使用可能なそ
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の他の媒体が挙げられるがこれらには限定されない。ネットワーク、または、その他の通
信接続（有線、無線、または、それらの組み合わせのどれか）を介して情報がコンピュー
タに転送される、あるいは、提供されるとき、そのコンピュータは、その接続をコンピュ
ータ可読媒体として適切に見なすことができる。したがって、そのような全ての接続をコ
ンピュータ可読媒体と適切に名付けることができる。上記の組み合わせもコンピュータ可
読媒体の範囲に含まれるものとする。
【００２３】
　コンピュータ実行可能命令には、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、または、専用
プロセッシング装置に特定の機能またはグループの機能を実行させる命令およびデータな
どが含まれる。コンピュータ実行可能命令には、独立型コンピュータまたはネットワーク
環境内のコンピュータにより実行されるプログラムモジュールも含まれる。一般に、プロ
グラムモジュールには、特定のタスクを行う、あるいは、特定の抽象データ型を実施する
、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、およびデータ構造などが含ま
れる。コンピュータ実行可能命令、関連するデータ構造、およびプログラムモジュールは
、本明細書に開示される方法のステップを実行するためのプログラムコード手段の例を表
している。そのような実行可能命または関連するデータ構造の特定のシーケンスは、その
中に記述される機能を実施するための対応する動作の例を表している。
【００２４】
　従来技術の可変データ平板印刷システムは、２０１２年５月３日公開の米国特許第１３
／０９５，７１４号明細書に基づく米国特許出願２０１２／０１０３２１２Ａ１号明細書
（２１２公報）で開示されている。この２１２公報には、例えば、図１に示されているよ
うな例示的な可変データ平板印刷システム１０が記載されている。本明細書では、図１に
示される例示的なシステム１０の一般的な説明を行う。図１の例示的なシステム１０で示
される個々の構成部品、および／またはサブシステムに関する付加的な詳細は、２１２公
報に記載されている。
【００２５】
　図１で示される通り、例示的なシステム１０は、画像形成部材１２を含み得、この画像
形成部材が、転写ニップ１４でターゲットの画像受取り媒体の基材１６にインク画像を塗
布するよう用いられる。この転写ニップ１４は、画像転写機構３０の一部である加圧ロー
ラ１８により形成され、画像形成部材１２の方向に圧力を加える。
【００２６】
　例示的なシステム１０を用いて、多種多様な画像受取り媒体の基材１６に画像を形成す
るができる。２１２公報には、使用可能な広い範囲のマーキング（印刷）材料が説明され
ており、その中には、色素密度が重さ換算で１０％より高いマーキング材料も含まれる。
一般に、溶液内で懸濁して異なる色を生成する色素材料の密度が上がると、画質と彩度が
向上すると考えられる。しかしながら、このように密度が上昇することにより、例えば、
ジェットインクの画像を形成する用途を含む可変データのデジタル画像形成を容易にする
ために従来用いられていた、特定の画像を形成する用途に、そのようなインクを使用でき
なくなる。
【００２７】
　上記の通り、画像形成部材１２は、構造取付け層の上に形成される画像再形成面の層ま
たはプレートから成り得、この構造取付け層は、例えば、円筒形のコア、または円筒形の
コアを覆う１枚以上の構造層でよい。浸し液サブシステム２０は、一般に、一連のローラ
を含み得、これらのローラが、一般に均一な厚さを有する浸し液すなわち浸し水の層を有
する画像再形成可能プレート面に均一に水付けを行うための、すなわち、画像形成部材１
２の画像再形成可能プレート面に対する水付けのための水付けローラまたは水付けユニッ
トとして見なされ得る。浸し液すなわち浸し水を画像再形成面上に調量した後、センサ２
２を用いて浸し液の層、すなわち、浸し水の厚さを測定することができ、このセンサがフ
ィードバックを提供して、画像再形成可能プレート面への浸し液すなわち浸し水の調量を
制御する。
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【００２８】
　光学パターン化サブシステム２４を用いて、例えば、レーザエネルギーを用いて、浸し
液の層を画像状にパターン化することにより、均一な浸し液の層に潜像を選択的に形成す
ることができる。理想的には、画像再形成可能プレート面の近くに配置される光学パター
ン化サブシステム２４から発光されるＩＲすなわちレーザエネルギーをほとんど吸収する
材料で画像形成部材１２の画像再形成可能プレート面を形成すると都合がいい。そのよう
な材料でプレート面を形成することにより、浸し液を加熱するエネルギーの浪費をほぼ最
小限に抑え、それと同時に高い空間解像能力を維持するために、水平方向への熱の拡散も
最小限に抑えることに寄与することができ好都合である。例示的なシステム１０の光学パ
ターン化サブシステム２４により行われるパターン化処理のメカニズムの詳細は、図５を
参照して２１２公報に記載されている。簡単に説明すると、光学パターン化サブシステム
２４からの光学パターン化エネルギーを照射することにより、均一な浸し液の層の一部を
選択的に蒸発させて、潜像を生成する。
【００２９】
　次いで、画像形成部材１２の画像再形成可能プレート面を覆う、潜像を有するパターン
化された浸し液の層は、インク塗布サブシステム２６に送られる。インク塗布サブシステ
ム２６を用いて、パターン化された浸し液の層と画像形成部材１２の画像再形成可能プレ
ート面の上にインクの均一な層を塗布することができる。実施形態では、このインク塗布
サブシステム２６は、アニロックスローラを用いて１つ以上のインク形成ローラにインク
を調量することができ、このインク形成ローラが、画像形成部材１２の画像再形成可能プ
レート面と接触する。その他の実施形態では、インク塗布サブシステム２６が、画像再形
成可能プレート面へのインクの正確な供給率を供給する一連の調量ローラなどのその他の
従来の要素を含み得る。インク塗布サブシステム２６は、画像再形成可能プレート面の画
像部分を表す領域にインクを付着させることができ、浸し液の層の非画像部分に付着した
インクは、その部分に粘着しない。
【００３０】
　画像再形成可能プレート面のインクの粘着性および粘度は、複数の機構により変更可能
であり、その中には、レオロジ制御サブシステム２８を使用する方法も含まれる。いくつ
かの実施形態では、このレオロジ制御サブシステム２８は、画像再形成可能プレート面上
にインクの部分的な架橋コアを形成して、例えば、インクと画像再形成可能プレート面の
接着強度に関連するインクの粘着強度を増加させることができる。いくつかの実施形態で
は、特定の硬化機を用いることができる。これらの硬化機構は、例えば、光学硬化すなわ
ち光硬化、熱硬化、乾燥、または様々な形態の化学硬化を含み得る。複数の物理的、機械
的、または化学的冷却機構を介して冷却することにより、転写インクのレオロジを変更す
ることもできる。
【００３１】
　転写サブシステム３０を用いて、画像再形成可能プレート面から画像受取り媒体１６の
基材にインクを転写すると、基材へのマーキングが行われる。レオロジ制御システム２８
により、インクの接着性および／または粘着性が変更され、転写ニップ１４で画像形成部
材１２の画像再形成可能プレート面からインクが分離したとき、変更されたインクの接着
性および／または粘着性により、インクが移り基材１６にほぼ完全に接着する。実際にイ
ンクを調整し、かつ、転写ニップ１４での温度と圧力の条件を制御することにより、画像
形成部材１２の画像再形成可能プレート面から基材１６へのインクの転写効率は９５％を
超えることができる。浸し液が、基材１６も濡らす可能性はあるが、素早く蒸発させるた
め、あるいは基材１６に吸収させるため転写される浸し液の量を全体として最小にする。
【００３２】
　最後に、画像形成部材１２の画像再形成可能プレート面を準備し状態を整えて、例示的
なシステム１０内の可変デジタルデータの画像形成動作における画像転写の上記のサイク
ルを繰り返すよう、クリーニングシステム３２を提供して、転写されなかった残余インク
、および／または、残った浸し液を含む残余物を画像再形成可能プレート面から取り除く
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。エアーナイフを用いて、残余浸し液を取り除くことができる。しかしながら、いくらか
はインク残余物が残り得ることが予測される。クリーニングサブシステム３２のいくつか
の形態を用いることにより、そのようなインクの残余物を取り除くことができる。２１２
公報には、そのようなクリーニングサブシステム３２の詳細が示されており、このクリー
ニングサブシステムは、画像形成部材１２の画像再形成面と物理的に接触する粘着部材な
どの第１のクリーニング部材を少なくとも含み、この粘着部材により、残余インクおよび
残った少量の界面活性剤の化合物が、画像形成部材１２の画像再形成面の浸し液から取り
除かれる。次いで、この粘着部材が滑らかなローラと接触し得、残余インクが粘着部材か
らこのローラに転写され得、その後、転写したインクは、例えば、ドクターブレードによ
り滑らかなローラから分離する。
【００３３】
　この２１２公報には、その他の機構も詳細に説明されており、これらの機構により画像
形成部材１２の画像再形成面のクリーニングが容易になり得る。しかしながら、クリーニ
ング機構には関係なく、残余インクおよび浸し液を画像形成部材１２の画像再形成面から
クリーニングすることは、提案されるシステム内で残余画像が印刷されるのを防ぐために
極めて重要である。クリーニングされた後、画像形成部材１２の画像再形成面は、再度、
浸し液サブシステム２０に送られ、この浸し液サブシステムにより、画像形成部材１２の
画像再形成面に新しい浸し液の層が塗布され、この処理が繰り返される。
【００３４】
　図２には、本発明の実施形態に従った、例示的な可変データ平板印刷システム１００の
簡単なレイアウトが示されている。図２に示されている通り、例示的な可変データ平板印
刷システム１００は、１つ以上の印刷ステーション１０５を含み得、これらの印刷ステー
ションが、画像形成部材１１０、浸し液サブシステム１１２、パターン化サブシステム１
１４、およびインク塗布サブシステム１１６を有する。このシステム１００は、赤外線放
射（ＩＲ）気密筺体１１８に、少なくとも部分的に囲まれ得る。
【００３５】
　画像形成部材１１０は、ドラムとして図２に示されている電磁受容体でよい。ドラムと
して示されているが、この画像形成部材１１０は、必ずしもドラムまたはドラム型の画像
形成部材に限定されて解釈される必要はなく、例えば、ドラム、プレートまたはベルト、
あるいは、その他の現在既知の、あるいは、将来開発される構成も含まれ得る。この画像
形成部材１１０は、画像再形成可能な画像形成部材面の外面を有し、この外面は剛性であ
り得る、あるいは、弾力性が制限されている。この外面は、シリコーンゴムなどのエラス
トマーでよく、レーザエネルギーを吸収するためにカーボンブラックの密度が高い。
【００３６】
　制御装置１２０が示されているが、この制御装置は、ワークステーションおよび画像入
力装置から情報および命令を受信して、浸し液サブシステム１１２、パターン化サブシス
テム１１４、インク塗布サブシステム１１６などの種々のサブシステムを用いて、印刷基
材１２２上で画像形成を行うことができる。印刷基材１２２は、例えば、紙、プラスチッ
ク、または複合シートフィルムなどの任意の特定の構成物に限定されると見なされないも
のとする。例示的なシステム１００は、多種多様な画像受取り印刷または媒体基材上に画
像を生成するよう用いられ得る。
【００３７】
　浸し液サブシステム１１２は、一般に均一で制御された厚さを有する浸し液の層を画像
形成部材１１０の外面に提供する。浸し液とは、蒸気、噴霧液体、霧状の液体などの浮遊
状態により直接接触を介して、あるいは、微粒子の形態となり浮遊して気体流で搬送され
て、塗布可能な溶液のことである。浸し液は非水性でよく、その中には、例えば、シリコ
ーン液（Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５、ＯＳ１０、ＯＳ２０など）、およびポリフッ化エーテルまた
はポリフッ化シリコーン液が含まれる。画像形成部材１１０の外面は、浸し液サブシステ
ム１１２により塗布される特定の浸し液で調整される。
【００３８】
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　浸し液は、例えば、浸し液で画像形成部材を均一に濡らすための一連のローラを通して
、画像形成部材１１０の画像再形成可能な画像形成部材面と直接接触することにより、通
常、塗布される水または水性の浸し水でもよい。溶液または浸し液には、主に水が含まれ
得、この水には、随意的に、少量のイソプロピルアルコールまたはエタノールが加えられ
て、後工程のレーザパターン化に必要な蒸発エネルギー、および表面張力を下げているが
、これについては後程さらに詳しく説明する。浸し液には、少量の界面活性剤も加えられ
る。あるいは、その他の好適な浸し液を用いて、インクベースのデジタル平板印刷システ
ムの性能を向上させることもできる。例示的な浸し液には、水、およびノベック（商標）
溶液の混合液が含まれ得る。
【００３９】
　画像形成部材１１０に浸し液が塗布された後、センサ２２を用いて、浸し液の厚さを測
定することができ、このセンサがフィードバックを提供することにより、浸し液サブシス
テム１１２による画像形成部材１１０の画像再形成可能な画像形成部材面への浸し液の調
量を制御することができる（例えば、制御装置１２０を介して）。
【００４０】
　浸し液サブシステム１１２により画像形成部材１１０に正確で均一な量の浸し液を供給
して、浸し液の層を形成した後、光学パターン化サブシステム１１４を用いて、例えば、
電磁スペクトル内の赤外線（ＩＲ）波長のレーザエネルギーすなわち光エネルギーを用い
て、浸し液の層を画像状にパターン化することにより、浸し液の層の一部を選択的に取り
除き、均一な浸し液の層に潜像を形成する。
【００４１】
　理想的には、画像形成部材１１０の外面は、表面の近くに配置された光学パターン化サ
ブシステム１１４から発光されるレーザエネルギー（可視光またはＩＲなどの不可視光）
をほとんど吸収して、浸し液を加熱する際のエネルギーの浪費を最小に抑え、かつ、高い
空間解像能力を維持するために、水平方向への熱の拡散も最小に抑える。好適な放射線感
受性成分を浸し液に加えて、画像形成部材１１０での入射する放射レーザエネルギーの吸
収を容易にすることができる。この例では、レーザ発光器を含む光学パターン化サブシス
テム１１４が記載されているが、様々なシステムを用いて、光エネルギーを供給して画像
再形成可能な画像形成部材面上の浸し液をパターン化することができることは理解されよ
う。
【００４２】
　光学パターン化サブシステム１１４からのレーザエネルギーは、画像形成部材１１０に
よって吸収され、レーザを当てたポイントのみで浸し液が蒸発する。レーザ光の線が、光
のセグメントまたは部分でオンなったりオフになったりすることにより、処理の解像度が
形成される。浮遊する蒸発した浸し液は、溶液の再凝結を防ぐため蒸発した直後に回収さ
れ得る。この例では、光学パターン化サブシステム１１４に隣接する蒸気回収マニホール
ド１２４が、パターン化された潜像または印刷基材１２２の上で再凝固する前に蒸発した
蒸気の浸し液を取り除く。
【００４３】
　画像形成部材１１０を用いて、転写ニップ１２６でパターン化された浸し液の潜像を印
刷基材１２２に塗布することができる。画像形成部材１１０の方向に圧力を加える潜像転
写サブシステム１３０の一部であるバッカーローラ１２８により転写ニップ１２６が生成
され得る。画像形成部材１１０上のパターン化された浸し液の潜像は、回転し、転写ニッ
プ１２６で、印刷基材１２２と接触し描写され、媒体の進行方向１３２に沿って右から左
に連続して停止することなしに搬送される。パターン化された浸し液が、基材１２２に転
写されるよう十分な圧力とニップの順応性が加えられる。印刷基材１２２が、転写ニップ
から出るとき、パターン化された浸し液の層が分離して、そのパターン化された浸し液の
膜（例えば、浸し液の層の厚さの約半分以上）が印刷基材に転写される。画像形成部材１
１０上に残る残余浸し液は、蒸発し得、転写ニップ１２６を通過後、蒸発した浸し液の溶
剤が、印刷基材１２２上で再凝固することを防ぐために、例えば、蒸気回収マニホールド
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１３４により回収され再利用される。この蒸気回収マニホールド１３４は、蒸気回収マニ
ホールド１２４と一体型でよく、一方または両方のマニホールドが、再使用のために、浸
し液サブシステム１１２に延在する。
【００４４】
　印刷基材１２２は、媒体の進行方向１３２に沿って進み続け、インク塗布サブシステム
１１６に入り、そこで、浸し液によりインクが拒絶されない全ての位置でインクが塗布さ
れる。例示的なインク塗布サブシステム１１６は、インク塗布ロール１３６とバッカーロ
ール１３８を含み、これらのロールが必要に応じて合致して、インク塗布ロールとバッカ
ーロールの間に形成されるニップ１４０で印刷基材１２２を支持する。このインク塗布ロ
ール１３６は、単一のロールとして示されているが、平板印刷インクを印刷基材１１４上
に調量するアニロックスローラを含む複数のローラでもよい。別途、インク塗布サブシス
テム１１６は、インクの正確な供給率を印刷基材１１４に供給する一連の調量ローラなど
のその他の従来要素を含み得る。インク塗布サブシステム１１６は、印刷基材１２２のフ
ォーマット化された画像部分を表すポケットにインクを塗布することができ、その上に浸
し液を有する印刷基材のフォーマット化さていない部分の上のインクは、その部分に粘着
しない。フレキソ印刷インク、グラビア印刷インク、平板印刷インクが全て使用できるよ
う、インクは広い範囲の粘度を有し得る。
【００４５】
　印刷基材１２２がインク塗布サブシステム１１６を出た後、基材上の残余浸し液は、例
えば、蒸気回収マニホールド１４２により蒸発し得、随意的に、浸し液サブシステム１１
２に回収される。残余浸し液は、既知のクリーニング方法およびソリューションを用いて
取り除くこともできる。例えば、エアーナイフを用いて、残余浸し液を取り除くこともで
きる。
【００４６】
　インク塗布後、インクを塗布された／印刷基材１２２は、媒体の進行方向１３２に定着
サブシステム１４４に移動し得、この定着サブシステムは、光学硬化または光硬化、熱硬
化、乾燥、または様々な形態の化学硬化を含み得る定着機構１５０を有する。この定着機
構１５０はＵＶ　ＬＥＤランプ１５２を有して示されているが、特定の理論には限定され
ない。定着サブシステム１４４は、定着機構１５０との相互作用を通して、印刷基材を支
持するための支持バッカー１５４（例えば、バッカーロール）を必要に応じて含むことが
できる。
【００４７】
　インク塗布および随意的な定着サブシステム１４４を通過後、インクを塗布された／印
刷基材１２２は、異なる種類のインク（例えば、色、粘度、色素）を塗布する別の印刷ス
テーション１０５、および仕上げステーション、出力トレイ、または、定着システム１５
０のようなその他の定着装置にインク塗布後の単一のシート、紙のロールの一部、シート
の束を送るベルトまたはグリッパ装置などの搬送操作機構に進行を続けることができる。
【００４８】
　図２に示されているシステムの一例には、印刷基材上に完全デジタルの「パッチ生成器
」が含まれている。その後に続く印刷ステーションの上流に配置される印刷ステーション
１０５により、例えば、白インク、または、その他の色のインクのパッチを印刷基材１２
２上に塗布することができる。これにより、フレキソ印刷または輪転グラビア印刷の白イ
ンクを完全デジタルの印刷システムに用いることができるという利点が提供される。イン
クジェットインクと比較して、フレキソ印刷および輪転グラビア印刷の白インクは、色素
含有率が高いため、薄い膜の厚さでも不当明度および反射率を提供することができる。そ
の他の例では、印刷ステーション１０５の上流に配置されるアナログ印刷プレスにより、
白インクのパッチまたは別の色のインクを印刷基材に塗布することができる。
【００４９】
　図３には、複数の印刷ステーション１０５を有する可変データ平板印刷システム１５０
が示されており、これらの印刷ステーションが、第１の印刷ステーション１６０、第２の
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印刷ステーション１６２、第３の印刷ステーション１６４、および第４の印刷ステーショ
ン１６６として直列に配置される。この例では、各印刷ステーション１０５は、媒体の進
行方向１３２に沿って移動する印刷基材１２２に各色画像部分などの異なる種類のインク
（例えば、色、粘度、色素）を塗布する。例えば、各印刷ステーション１０５は、それぞ
れシアン、マゼンタ、イエロー、およびキー（ブラック）（省略するとＣＭＹＫとなる）
の異なる色のインクをそれぞれ塗布する。別の例では、第１の印刷ステーション１６０が
、白インクまたは別の色のパッチを塗布し得、第２の印刷ステーション１６２、第３の印
刷ステーション１６４、および第４の印刷ステーション１６６が、ＣＭＹＫの異なる各色
のインク画像部分を印刷基材１２２にそれぞれ塗布し得る。もちろん、必要に応じて、第
５の印刷ステーション１０５を加えて、残った色のインク画像を印刷基材に塗布してもよ
い。
【００５０】
　明らかに、本明細書で例示されている可変データ平板印刷システムは拡張性のあるシス
テムであり、塗布するインクの色の数はこれより多くても少なくてもよい。この提案によ
り、インクのタイプ間の再転写や干渉を避けるために、その後のタイプのインク画像部分
が塗布される前に、各インタイプ（例えば、色、粘度、色素）の画像を部分的、あるいは
、完全に硬化することが可能となる。色合わせしたインクセットを用いる場合、例えば、
各色のインク画像部分間でインクの粘度がだんだんと高くなるため、色間の硬化は必要な
いことは理解されよう。
【００５１】
　図４には、図２および図３に示されるシステム内の装置を自動的に制御するための命令
を実行するプロセッサを有する制御装置１２０のブロック図が示されている。この制御装
置１２０は、デスクトップ・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、携帯用コンピ
ュータ、埋め込み型プロセッサ、携帯用通信装置、または、その他の種類コンピュータ装
置などの装置内で具体化され得る。この制御装置１２０は、メモリ１７０、プロセッサ１
７２、入力／出力装置１７４、ディスプレイ１７６、およびバス１７８を含み得る。バス
１７８により、制御装置１２０やコンピュータ装置の構成要素間の信号の通信や送信が可
能となる。
【００５２】
　プロセッサ１７２は、命令を解釈し実行する、少なくとも１つの従来型プロセッサまた
はマイクロプロセッサを含み得る。このプロセッサ１７２は、汎用プロセッサまたは特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣなどの）でよく、１つ以上のプロセッサ部を含み得る。それ
に加えて、制御装置１２０は、複数のプロセッサ１７２を含み得る。
【００５３】
　メモリ１７０は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、または、プロセッサ１７２
により実行される命令および情報を格納するその他の種類の動的な記憶装置でよい。メモ
リ１７０は、従来のＲＯＭ装置、または、プロセッサ１７２により実行される命令および
情報を格納するその他の種類の動的な記憶装置を含み得るリード・オンリ・メモリ（ＲＯ
Ｍ）も含み得る。メモリ１７０は、制御装置１２０により使用されるデータを格納する任
意のメモリ装置でよい。
【００５４】
　入力／出力装置１７４（Ｉ／Ｏ装置）は、可変データ平板印刷システム１００、１５０
の構成要素間のデータのやりとり、およびユーザに対しては情報を制御装置１２０に入力
可能にする、マイクロフォン、タッチパッド、キーパッド、キーボード、マウス、ペン、
スタイラスペン、音声認識、ボタンなどの１つ以上の従来入力機構、および、コマンド、
アクチュエータ、モータなど起動させる電圧を生成する出力機構、ディスプレイ、１つ以
上のスピーカを含む、ユーザに情報を出力する１つ以上の従来型機構、メモリ、磁気ディ
スクまたは光ディスク、ディスクドライブなどの記憶媒体、プリンタ装置など、および／
または、上記の装置用のインターフェースを含み得る。ディスプレイ１７６は、通常、多
くの従来型コンピュータ装置で使用されるＬＣＤディスプレイまたはＣＲＴディスプレイ
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、または、その他全ての種類のディスプレイ装置でよい。
【００５５】
　制御装置１２０は、読取り可能なプログラムコードを有する、例えば、メモリ１７０な
どのコンピュータ可読媒体に含まれる一連の命令または命令の集合を実行することにより
、プロセッサ１７２に応じて機能を実行することができる。そのような命令は、記憶装置
などのその他のコンピュータ可読媒体から、あるいは、別の装置から通信インターフェー
スを介して、あるいは、インターネットなどの外部供給源からダウンロードして、メモリ
１７０に読み込まれ得る。制御装置１２０は、パーソナルコンピュータなどの独立型制御
装置でよく、イントラネット、インターネットなどのネットワークに接続することもでき
る。必要に応じて、その他の要素も制御装置１２０に含まれ得る。
【００５６】
　本発明の様態に関する動作を行うコンピュータ可読プログラムコードは、Ｊａｖａ（登
録商標）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋などのオブジェクト指向プログラム言語、「Ｃ」
プログラム言語などの従来の手続き型プログラム言語、あるいはＰｅｒｌまたはＰｙｔｈ
ｏｎのような同様のプログラム言語を含む１つ以上のプログラム言語の任意の組み合わせ
で書き込まれ得る。コンピュータ可読プログラムコードは、ユーザのコンピュータで完全
に実行され得る、あるいは、ユーザのコンピュータで、独立型のソフトウェアパッケージ
として、部分的に実行され得る、あるいは、ユーザのコンピュータで部分的に実行され、
かつ、遠隔コンピュータで部分的に実行され得る、あるいは、遠隔コンピュータすなわち
サーバで完全に実行され得る。後者の場合、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）また
はワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、あるいは、外部コンピュータとの接続（例えば
、インターネットサービスプロバイダを用いるインターネットを通して）を含む、全ての
種類のネットワークを通して、遠隔コンピュータをユーザのコンピュータに接続可能であ
る。
【００５７】
　メモリ１７０は、種々の機能を行うプロセッサにより実行される命令を格納することが
できる。例えば、メモリ１７０は、印刷ステーション１０５の動作を制御するプロセッサ
１７２上で動作する命令を格納することができ、この命令には、画像形成部材１１０の画
像再形成可能な画像形成部材面に浸し液の層を塗布するステップと、浸し液の層の一部を
取り除いて、画像再形成可能な画像形成部材面上にパターン化された浸し液の潜像を生成
するステップと、パターン化された浸し液の潜像を画像再形成可能な画像形成部材面から
印刷基材１２２に転写するステップと、インク塗布サブシステム１１６から印刷基材にイ
ンクを直接塗布して、印刷基材上にインク画像を生成するステップと、が含まれる。
【００５８】
　図５には、例示的な実施形態に従った、印刷媒体に直接印刷する処理のフローチャート
が示されている。この５００は、ステップ５１０で、浸し液サブシステムにより、浸し液
サブシステムを介して画像形成部材の画像再形成面に浸し液の層を塗布することで始まる
。次いで、ステップ５２０で、パターン化サブシステムにより、画像形成部材から浸し液
の層の選択部分を蒸発させて取り除き、パターン化された浸し液の潜像を画像再形成可能
な画像形成部材面に生成する。ステップ５１０およびステップ５２０により、画像形成部
材は、その画像再形成可能な画像形成部材面上にパターン化された浸し液の潜像を受け取
る。
【００５９】
　ステップ５３０で、画像形成部材により、画像形成部材とバッカーを含む潜像転写サブ
システム内の第１のニップで、画像再形成可能な画像形成部材面から印刷基材媒体の進行
方向に移動する印刷基材にパターン化された浸し液の潜像を転写する。ステップ５４０で
、媒体の進行方向の画像形成部材の下流に配置される、インク塗布サブシステムにより、
その上に配置されたターン化された浸し液の潜像を有する印刷基材にインクを直接塗布し
、浸し液が画像形成部材から蒸発した印刷基材の浸し液の溶剤のない部分にこのインクが
粘着して、印刷基材上にインク画像が形成される。ステップ５５０で、その他のタイプの
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インクがインク画像に加えられるかどうかを判定する。その他のタイプのインクが加えら
れると判定した場合、インク画像が完成するまでステップ５１０～ステップ５４０を繰り
返えす。ステップ５５０で、インク画像が完成したと判定した場合、ステップ５６０で、
インク画像を有する印刷基材が、搬送操作部や定着装置に送られる。インククリーナが、
次の画像のために、画像形成部材１１０をクリーニングする必要なく、記載された処理（
５００）により、印刷媒体１１４にインクを直接塗布することができる。
【００６０】
　なお、転写ニップ１２６で、パターン化された浸し液の層が分離するため、図１に示さ
れる従来技術の例で好適な層よりも厚い浸し液の層により、印刷基材１２２に転写される
パターン化された浸し液の膜がインクを拒絶するのに十分な厚さ（例えば、約１ミクロン
）を有することが確実になることが所望され得る。都合の良いことに、そのような要求事
項により、例示的な印刷ステーション１０５を用いた使用に有効な基材が限定されるため
、印刷基材１２２は、パターン化サブシステム１１４からのレーザ発光またはＩＲ発光と
互換性がある必要はない。また、そのような要求事項により、例示的な印刷ステーション
１０５を用いて使用可能な基材と浸し液が制限されるため、印刷基材１２２は、浸し液サ
ブシステム１１２と互換性がある必要はない。さらに、印刷基材と画像形成部材は、転写
ニップ１２６でのみ接触するため、印刷基材１２２は、画像形成部材１１０の形状と互換
性がある必要はない。
【００６１】
　さらに、画像形成部材１１２が、インクを受け取ったり転写したりすることはないため
、画像形成部材１１２は、満たされるべき要求事項および重要な機能が少ない。従来技術
のシステムでは、浸し液のアプリケーションが組み込み込まれ、インクが塗布され、低い
表面エネルギーの画像形成部材面から分離する。インク塗布および分離は、２つの対立す
る機能特性であり、そのため設計空間が制限される。インクの分離／転写を制限すること
なく、例示的な可変データ平板印刷システムで使用可能なインクを設計して、従来のシス
テムを制限する現在のインクよりも良好な流れを実現し、より良好なベタ領域を提供する
ことができる。
【００６２】
　さらに、使用可能なインクの種類が多いため、例示的な可変データ平板印刷システムは
、プラスチック媒体上に印刷するインクジェットに対して著しい強みを有する。例えば、
例示的な可変データ平板印刷システムは、５００～１００，０００ｃＰ以上の範囲の粘度
のインクを使用可能であるが、インクジェットでは１０ｃＰ以下の粘度のインクが必要で
ある。粘度の高いインクを使用することにより、梱包用途およびインク使用に関する、い
くつかの機能的利点がもたらされる。インク層が薄いと（インクジェットよりも約１０倍
薄い）、ランニングコストを抑えることができる。より高いい分子量のインク成分は、ポ
リマー基材により良く粘着し、動きにくい。また、この例示的な可変データ平板印刷シス
テムにより、噴霧する必要がないためインクの使用に関してより柔軟な発想が可能となる
。
【００６３】
　上記の説明には特定の具体的な詳細が含まれ得るが、これらの説明は、多少なりとも、
請求項を限定するものとして解釈されない。開示されたシステムおよび方法の記載された
実施形態のその他の構成も本開示の範囲の一部である。例えば、複数の印刷ステーション
のうちの個々の印刷ステーションに本開示の原理を適応することができ、個々の可変デー
タ平板印刷システムまたは可変データ平板印刷システムのグループは、複数のユーザまた
は印刷ジョブの注文元と通信するための装置管理アプリケーションに関連している。各印
刷ステーションは、開示された可変データ平板印刷システムのうちのいくつかの部分を含
み得、開示された方法のうちのいくつかの部分を実行するが、必ずしもシステムの全ての
構成要素を含んでいない、あるいは必ずしも方法の全てのステップの全てを実行しない。
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