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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を照射することによって硬化する光硬化型の基本色インクを吐出する基本色用記録ヘ
ッドと、光硬化型の透明インクを吐出する透明インク用記録ヘッドとを備え、記録媒体を
一定方向に搬送しながら画像記録を行う画像記録装置において、
　前記基本色用記録ヘッドよりも記録媒体搬送方向の下流側及び前記透明インク用記録ヘ
ッドよりも記録媒体搬送方向の下流側にそれぞれ前記記録媒体上に吐出された各インクに
光を照射する光照射装置を配置するとともに、前記基本色用記録ヘッドと前記透明インク
用記録ヘッドのうち先にインクを吐出する記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッド
との間に位置する前記光照射装置による光の照射量を所望する画像の光沢感に応じて制御
する制御装置を備えたことを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
　光を照射することによって硬化する光硬化型の基本色インクを吐出する基本色用記録ヘ
ッドと、光硬化型の透明インクを吐出する透明インク用記録ヘッドとを備え、記録媒体を
一定方向に搬送するとともに前記各記録ヘッドを記録媒体搬送方向と直交する主走査方向
に往復移動させながら画像記録を行う画像記録装置において、
　前記基本色用記録ヘッドよりも移動方向の上流側及び前記透明インク用記録ヘッドより
移動方向の上流側にそれぞれ前記記録媒体上に吐出された各インクに光を照射する光照射
装置を配置するとともに、前記基本色用記録ヘッドと前記透明インク用記録ヘッドのうち
先にインクを吐出する記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッドとの間に位置する前
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記光照射装置による光の照射量を所望する画像の光沢感に応じて制御する制御装置を備え
たことを特徴とする画像記録装置。
【請求項３】
　前記各記録ヘッドは一方向に走査するときにのみインクを吐出して画像記録を行い、前
記基本色用記録ヘッドの画像記録時の移動方向の上流側に前記透明インク用記録ヘッドを
配置し、前記各記録ヘッドの画像記録時の移動方向の上流側にそれぞれ前記光照射装置を
配置したことを特徴とする請求項２に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　前記各記録ヘッドは双方向に走査するときにインクを吐出して画像記録を行い、前記基
本色用記録ヘッドの移動方向の上流側及び下流側に前記透明インク用記録ヘッドをそれぞ
れ配置し、前記基本色用記録ヘッド及び透明インク用記録ヘッドの移動方向の上流側及び
下流側にそれぞれ前記光照射装置を配置したことを特徴とする請求項２に記載の画像記録
装置。
【請求項５】
　記録画像の光沢感の程度を選択する選択手段を備え、前記制御装置は、前記選択手段に
よって選択された画像の光沢感に応じて前記光照射装置の点灯消灯、光量、照射時間又は
前記光照射装置からの光の照射タイミングを制御することを特徴とする請求項１から４の
いずれか一項に記載の画像記録装置。
【請求項６】
　前記選択手段によって光沢感のある画像記録を行うことが選択された際には、前記制御
装置は前記基本色用記録ヘッドと前記透明インク用記録ヘッドのうち先にインクを吐出す
る記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッドとの間に位置する前記光照射装置を消灯
するように制御し、前記選択手段によって光沢感のない画像記録を行うことが選択された
際には、前記制御装置は前記基本色用記録ヘッドと前記透明インク用記録ヘッドのうち先
にインクを吐出する記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッドとの間に位置する前記
光照射装置を点灯するように制御することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に
記載の画像記録装置。
【請求項７】
　前記基本色用記録ヘッドは複数設けられ、前記各基本色用記録ヘッドの間に前記光照射
装置をそれぞれ配置し、前記制御装置は、前記選択手段によって選択された画像の光沢感
に応じて前記光照射装置の点灯消灯、光量、照射時間又は前記光照射装置からの光の照射
タイミングを制御することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の画像記録
装置。
【請求項８】
　前記基本色インクは、少なくともシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各色のイン
クを含むことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の画像記録装置。
【請求項９】
　前記インクは、紫外線を照射することによって硬化する紫外線硬化型インクであり、前
記光照射装置から照射される光のうち少なくとも一部は紫外線であることを特徴とする請
求項１から８のいずれか一項に記載の画像記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像記録装置に係り、特に、透明インクを使用した画像記録装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、少量多品種の需要に対して臨機応変に対応できる画像記録装置として、従来よ
りインクジェット方式の画像記録装置が知られている。インクジェット方式の画像記録装
置は、記録ヘッドの記録媒体に対向する面に設けられたノズルからインクを吐出して記録
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媒体上に着弾、定着させることにより記録媒体に画像を記録するものであり、従来のグラ
ビア印刷方式やフレキソ印刷方式による画像記録手段と異なって製版工程を必要としない
ため少量の需要にも簡易かつ迅速に対応することができるという特徴を有している。また
、騒音が少なく多色のインクを用いることによってカラーでの画像記録も容易に行うこと
ができるという長所がある。
【０００３】
　さらに近時は、様々な記録媒体に対応可能な画像記録装置として、光硬化型インクを用
いたインクジェット画像記録装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。これは、
紫外線等の光に対して所定の感度を有する光開始剤が含有された光硬化型インクを用い、
記録媒体上に着弾したインクに光を照射することで、インクを硬化させ記録媒体上に定着
させるものである。このような光硬化型インクを用いたインクジェット方式の画像記録装
置は、インク着弾後、光を照射することによりインクが瞬時に硬化するため、記録媒体へ
のインクの浸透や滲みが少なく、普通紙はもとより、インク受容層を持たずインク吸収性
の全くないプラスチックや金属等の記録媒体に対しても画像記録を行うことが可能である
。
【０００４】
　しかし、一般に、水性インクや油性インクを用いてインク受容層をもつ記録媒体を用い
て画像記録を行う場合にはインクの大部分が記録媒体に吸収されるのに対して、光硬化型
インクを用いてインク受容層を持たない記録媒体を用いて画像記録を行う場合には、イン
クは光が照射されると同時に硬化定着し記録媒体に吸収されないため、記録媒体表面にイ
ンクが残留して、インク着弾部分が隆起した状態でインクが硬化する。
【０００５】
　このため、記録画像にざらつきや凹凸を生じたり記録媒体表面の平滑性が損なわれるこ
とによって目視した場合に光沢感のばらつきとして認識されることにより、画像全体とし
ての画質が低下して、高精細な画像記録を行うことができないという問題がある。
【０００６】
　この点、記録媒体の表面に生じる光沢感のばらつきを解消し、さらに記録画像の保存性
を向上させる技術として、着色剤を含有しないインク（以下「透明インク」という。）を
画像記録に用いることが考えられている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００１－３１０４５４号公報
【特許文献２】特開２００３－１９１６０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、透明インクを画像記録に用いたとしても、インクを硬化させる光を一律
に照射したのでは、基本色インクと透明インクとがそれぞれ別個に硬化定着し、記録画像
の表面にざらつきや凹凸が生じたり、部分によって光沢感の強い所と弱い所とを生じて画
像全体の光沢感が均一化しないため、高品質な画質を得ることができないという問題があ
る。また、記録画像にどの程度の光沢感を持たせるかはユーザーの好みや画像の種類等に
よって異なるが、基本色インクの他に透明インクを用いたとしても一律に光を照射した場
合には記録画像の光沢感を選択することはできず、個別に所望の光沢感を得ることはでき
ないという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は以上のような課題を解決すべくなされたものであり、光硬化型インク
を用いて画像記録を行った場合に、画像全体の光沢感を均一化させ高精細な画像記録を行
うともに、所望の光沢感を持つ画像を得ることのできる画像記録装置を提供することを目
的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、光を照射することによって硬化す
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る光硬化型の基本色インクを吐出する基本色用記録ヘッドと、光硬化型の透明インクを吐
出する透明インク用記録ヘッドとを備え、記録媒体を一定方向に搬送しながら画像記録を
行う画像記録装置において、
　前記基本色用記録ヘッドよりも記録媒体搬送方向の下流側及び前記透明インク用記録ヘ
ッドよりも記録媒体搬送方向の下流側にそれぞれ前記記録媒体上に吐出された各インクに
光を照射する光照射装置を配置するとともに、前記基本色用記録ヘッドと前記透明インク
用記録ヘッドのうち先にインクを吐出する記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッド
との間に位置する前記光照射装置による光の照射量を所望する画像の光沢感に応じて制御
する制御装置を備えたことを特徴としている。
【００１０】
　このような構成を有する請求項１に記載の発明においては、ラインプリント方式の画像
記録装置において、基本色用記録ヘッドと透明インク用記録ヘッドのうち先にインクを吐
出する記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッドとの間に位置する前記光照射装置に
よる光の照射量を制御装置によって所望する画像の光沢感に応じて制御し、先に吐出され
たインクが記録媒体に着弾してから光が照射されるまでのタイミングを変化させることが
できるようになっている。
【００１１】
　また、請求項２に記載の発明は、光を照射することによって硬化する光硬化型の基本色
インクを吐出する基本色用記録ヘッドと、光硬化型の透明インクを吐出する透明インク用
記録ヘッドとを備え、記録媒体を一定方向に搬送するとともに前記各記録ヘッドを記録媒
体搬送方向と直交する主走査方向に往復移動させながら画像記録を行う画像記録装置にお
いて、
　前記基本色用記録ヘッドよりも移動方向の上流側及び前記透明インク用記録ヘッドより
移動方向の上流側にそれぞれ前記記録媒体上に吐出された各インクに光を照射する光照射
装置を配置するとともに、前記基本色用記録ヘッドと前記透明インク用記録ヘッドのうち
先にインクを吐出する記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッドとの間に位置する前
記光照射装置による光の照射量を所望する画像の光沢感に応じて制御する制御装置を備え
たことを特徴としている。
【００１２】
　したがって、請求項２に記載の発明では、シリアルプリント方式の画像記録装置におい
て、基本色用記録ヘッドと透明インク用記録ヘッドのうち先にインクを吐出する記録ヘッ
ドと後にインクを吐出する記録ヘッドとの間に位置する前記光照射装置による光の照射量
を制御装置によって所望する画像の光沢感に応じて制御し、先に吐出されたインクが記録
媒体に着弾してから光が照射されるまでのタイミングを変化させることができるようにな
っている。
【００１３】
　さらに、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の画像記録装置において、前記各記
録ヘッドは一方向に走査するときにのみインクを吐出して画像記録を行い、前記基本色用
記録ヘッドの画像記録時の移動方向の上流側に前記透明インク用記録ヘッドを配置し、前
記各記録ヘッドの画像記録時の移動方向の上流側にそれぞれ前記光照射装置を配置したこ
とを特徴としている。
【００１４】
　このように、請求項３に記載の発明は、片方向の画像記録を行うシリアルプリント方式
の画像記録装置において、基本色インクを吐出させた後に透明インクを吐出させるように
なっている。
【００１５】
　さらに、請求項４に記載の発明は、請求項２に記載の画像記録装置において、前記各記
録ヘッドは双方向に走査するときにインクを吐出して画像記録を行い、前記基本色用記録
ヘッドの移動方向の上流側及び下流側に前記透明インク用記録ヘッドをそれぞれ配置し、
前記基本色用記録ヘッド及び透明インク用記録ヘッドの移動方向の上流側及び下流側にそ
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れぞれ前記光照射装置を配置したことを特徴としている。
【００１６】
　したがって、請求項４に記載の発明によれば、基本色インクと透明インクとを用いて画
像記録を行うシリアルプリント方式の画像記録装置において、双方向での画像記録を行う
ことができるようになっている。
【００１７】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一項に記載の画像記録装置
において、記録画像の光沢感の程度を選択する選択手段を備え、前記制御装置は、前記選
択手段によって選択された画像の光沢感に応じて前記光照射装置の点灯消灯、光量、照射
時間又は前記光照射装置からの光の照射タイミングを制御することを特徴としている。
【００１８】
　このように、請求項５に記載の発明によれば、選択手段によって記録画像の光沢感の程
度を選択することができるようになっている。
【００１９】
　さらに、請求項６に記載の発明は、請求項１から５のいずれか一項に記載の画像記録装
置において、前記選択手段によって光沢感のある画像記録を行うことが選択された際には
、前記制御装置は前記基本色用記録ヘッドと前記透明インク用記録ヘッドのうち先にイン
クを吐出する記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッドとの間に位置する前記光照射
装置を消灯するように制御し、前記選択手段によって光沢感のない画像記録を行うことが
選択された際には、前記制御装置は前記基本色用記録ヘッドと前記透明インク用記録ヘッ
ドのうち先にインクを吐出する記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッドとの間に位
置する前記光照射装置を点灯するように制御することを特徴としている。
【００２０】
　このように、請求項６に記載の発明は、基本色用記録ヘッドと透明インク用記録ヘッド
のうち先にインクを吐出する記録ヘッドと後にインクを吐出する記録ヘッドとの間に位置
する光照射装置の駆動を制御装置によって画質に応じて制御し、先に吐出されたインクが
記録媒体に着弾してから光が照射されるまでのタイミングを変化させることによって記録
画像の光沢感の程度を選択することができるようになっている。
【００２１】
　さらに、請求項７に記載の発明は、請求項１から６のいずれか一項に記載の画像記録装
置において、前記基本色用記録ヘッドは複数設けられ、前記各基本色用記録ヘッドの間に
前記光照射装置をそれぞれ配置し、前記制御装置は、前記選択手段によって選択された画
像の光沢感に応じて前記光照射装置の点灯消灯、光量、照射時間又は前記光照射装置から
の光の照射タイミングを制御することを特徴としている。
【００２２】
　このように、請求項７に記載の発明は、各基本色用記録ヘッドから吐出されたインクに
対して各基本色用記録ヘッドの間に設けられた光照射装置から光を照射し、硬化定着させ
るようになっている。
【００２３】
　請求項８に記載の発明は、請求項１から７のいずれか一項に記載の画像記録装置におい
て、前記基本色インクは、少なくともシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各色のイ
ンクを含むことを特徴としている。
【００２４】
　このような構成を有する請求項８に記載の発明は、基本色インクとして少なくともシア
ン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各色のインクを用いて画像記録を行うようになって
いる。
【００２５】
　請求項９に記載の発明は、請求項１から８のいずれか一項に記載の画像記録装置におい
て、前記インクは、紫外線を照射することによって硬化する紫外線硬化型インクであり、
前記光照射装置から照射される光のうち少なくとも一部は紫外線であることを特徴として
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いる。
【００２６】
　このような構成を有する請求項９に記載の発明は、記録媒体上に着弾したインクに対し
て紫外線が照射されることによりインクが硬化定着し、所定の画像が形成されるようにな
っている。
【発明の効果】
【００２７】
　請求項１に記載された発明によれば、ラインプリント方式の画像記録装置において、基
本色用インクと透明インクのうち先に吐出されたインクが記録媒体に着弾してから光が照
射されるまでのタイミングを変化させることができるので、先に吐出されたインクのドッ
ト径の拡がりの程度及び後から吐出されたインクとの混合の程度を調整することができる
。これにより、記録画像の画質を光沢感のあるのものとするか光沢感のないマット調のも
のとするかを選択することができ、所望の光沢感を有する高精細な画像記録を行うことが
できるという効果を奏する。
【００２８】
　請求項２に記載された発明によれば、シリアルプリント方式の画像記録装置において、
基本色用インクと透明インクのうち先に吐出されたインクが記録媒体に着弾してから光が
照射されるまでのタイミングを変化させることができるので、先に吐出されたインクのド
ット径の拡がりの程度及び後から吐出されたインクとの混合の程度を調整することができ
る。これにより、記録画像の画質を光沢感のあるのものとするか光沢感のないマット調の
ものとするかを選択することができ、所望の光沢感を有する高精細な画像記録を行うこと
ができるという効果を奏する。
【００２９】
　請求項３に記載された発明によれば、片方向の画像記録を行うシリアルプリント方式の
画像記録装置において、最小限の光源で効率よく記録画像の光沢感の均一化を図り、所望
の光沢感を有する高精細な画像記録を行うことができる。また、基本色インクを吐出させ
た後に透明インクを吐出させるため、画像保存性の高い記録画像を形成することができる
という効果を奏する。
【００３０】
　請求項４に記載された発明によれば、双方向の画像記録を行うシリアルプリント方式の
画像記録装置において、記録画像の光沢感の均一化を図り、所望の光沢感を有する高精細
な画像記録を行うことができる。また、基本色インクを吐出させた後に透明インクを吐出
させることができるため、画像保存性の高い記録画像を形成することができることができ
るという効果を奏する。
【００３１】
　請求項５に記載された発明によれば、選択手段によって記録画像の光沢感の程度を選択
することができるので、ユーザーの好みや画像の種類等に応じて適切な光沢感の画像を記
録することができ、高精細な画像記録を行うことが可能であるという効果を奏する。
【００３２】
　請求項６に記載された発明によれば、選択された画質に応じて光照射装置の駆動を制御
することにより先に吐出されたインクが記録媒体に着弾してから光が照射されるまでのタ
イミングを変化させ、先に吐出されたインクのドット径の拡がりの程度及び後から吐出さ
れたインクとの混合の程度を調整することができることができるので、ユーザーの好みや
画像の種類等に応じて適切な光沢感の画像を記録することができ、高精細な画像記録を行
うことが可能であるという効果を奏する。
【００３３】
　請求項７に記載された発明によれば、各基本色用記録ヘッドから吐出されたインクに対
して各基本色用記録ヘッドの間に設けられた光照射装置から光を照射し、硬化定着させる
よう常に高精細な画像記録を行うことが可能であるという効果を奏する。
【００３４】
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　請求項８に記載された発明によれば、基本色インクとして少なくともシアン、マゼンタ
、イエロー、ブラックの各色のインクを用いて画像記録を行うので、色鮮やかな画像記録
を行うことができるという効果を奏する。
【００３５】
　請求項９に記載された発明によれば、インク吐出後に紫外線を照射することによりイン
クが硬化定着するので、記録媒体が紙などのインク受容層を持ちインク吸収性のよい記録
媒体のみならず、樹脂フィルム等のインク吸収性の低い記録媒体、あるいはインク吸収性
のない記録媒体に対しても高精細な画像記録を行うことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、添付図面を参照しつつ本発明に係る画像記録装置１の第一の実施形態について説
明する。
【００３７】
　図１に示すように、本実施の形態において、画像記録装置１は、シリアルプリント方式
の画像記録装置１であり、この画像記録装置１には、平板状に形成され記録媒体Ｐを非記
録面から支持するプラテン２が設けられている。
【００３８】
　また、画像記録装置１は、例えば、図示しない搬送ローラを備えており、記録媒体搬送
機構１２（図２参照）によって搬送ローラを回転駆動させることにより記録媒体Ｐが図１
に示す矢印Ｘ方向（以下、「主走査方向Ｘ」という。）に直交する記録媒体Ｐの搬送方向
（図示せず）に搬送されるようになっている。
【００３９】
　また、プラテン２の上方には、棒状のキャリッジレール３が搬送方向に直交する主走査
方向Ｘに延在して配置されている。このキャリッジレール３には、キャリッジ４がキャリ
ッジレール３に沿って往復動自在に支持されており、このキャリッジ４は、キャリッジ駆
動機構１１（図２参照）によって主走査方向Ｘに沿って往復駆動されるようになっている
。
【００４０】
　キャリッジ４には、本実施形態における画像記録装置１で使用される各基本色（ブラッ
ク（Ｋ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）。）に対応した４つの基本色
用記録ヘッド５，５…が一群として搭載されている。なお、画像記録装置１で使用される
インクの色はこれに限定されず、例えば、ライトイエロー（ＬＹ）、ライトマゼンタ（Ｌ
Ｍ）、ライトシアン（ＬＣ）等の色を使用することもできる。この場合には、各色に対応
した基本色用記録ヘッド５，５…がキャリッジ４に搭載される。
【００４１】
　また、キャリッジ４の上であって、一群として設けられた基本色用記録ヘッド５，５…
の両側には、透明インク（ＣＬ）を吐出させる透明インク用記録ヘッド６ａ，６ｂがそれ
ぞれ配設されている。なお、透明インク用記録ヘッド６ａ，６ｂの数は一つに限定されず
基本色用記録ヘッド５，５…の両側にそれぞれ複数設けられていてもよい。
【００４２】
　また、基本色用記録ヘッド５，５…のうち両端に位置する基本色用記録ヘッド５，５と
各透明インク用記録ヘッド６ａ，６ｂとの間、及び各透明インク用記録ヘッド６ａ，６ｂ
とキャリッジ４の各側壁との間には、光照射装置としての紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７
ｃ，７ｄがそれぞれ配設されている。なお、紫外線照射装置７は各位置に複数配置しても
よい。また、紫外線照射装置７を複数設けられた各基本色用記録ヘッド５，５…の間にそ
れぞれ設けるようにしてもよい。このような構成をとることにより、各基本色用記録ヘッ
ド５，５…から吐出された各インクを早期に硬化させることができるので、各基本色イン
クとが混ざり合い画質が低下することを防止することができ、高精細な画像記録を行うこ
とが可能となる。
【００４３】
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　紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄは、記録媒体Ｐの上に吐出され着弾したインク
を硬化定着させる光として紫外線を照射する紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄを有して
いる。この紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄとしては、例えば高圧水銀ランプ、低圧水
銀ランプ、メタルハライドランプ、半導体レーザー、冷陰極管、エキシマーランプ、又は
ＬＥＤ（Light  Emitting  Diode）等を適用することが可能である。
【００４４】
　本実施形態に用いられるインクは、光としての紫外線が照射されることにより硬化する
性質を具備する光硬化型インクであり、主成分として、少なくとも重合性化合物（公知の
重合性化合物を含む。）と、光開始剤と、色材とを含むものである。上記光硬化型インク
は、重合性化合物としてラジカル重合性化合物を含むラジカル重合系インクとカチオン重
合性化合物を含むカチオン重合系インクとに大別されるが、この両系のインクが本実施形
態に用いられるインクとしてそれぞれ適用可能である。また、ラジカル重合系インクとカ
チオン重合系インクとを複合させたハイブリッド型インクを本実施形態に用いられるイン
クとして適用してもよい。しかしながら、酸素による重合反応の阻害作用が少ない又は無
いカチオン重合系インクの方が機能性、汎用性に優れるため、特に、カチオン重合系イン
クを用いることが好ましい。カチオン重合系インクは、少なくともオキセタン化合物，エ
ポキシ化合物，ビニルエーテル化合物等のカチオン重合性化合物と、光カチオン開始剤と
、色材とを含む混合物である。
【００４５】
　また、記録媒体Ｐとしては、普通紙、再生紙、光沢紙等の各種紙、各種布地、各種不織
布、樹脂、金属、ガラス等の種々の材質からなる記録媒体Ｐが適用可能である。また、記
録媒体Ｐの形態としては、ロール状、カットシート状、板状等の各種形態が適用可能であ
る。
【００４６】
　次に、図２及び図３を参照しつつ、本実施形態における画像記録装置１の制御構成につ
いて説明する。
【００４７】
　画像記録装置１は、ユーザーが記録画像の光沢感の程度等の画質や、記録媒体Ｐの種類
、基本色インクと透明インクの何れを先に吐出させて画像記録を行うかといった各種の画
像記録条件等を入力する選択手段としての入力部９を有しており、入力部９から入力され
た情報は、制御装置１０に送られるようになっている。入力部９は、例えばキーボードや
操作パネルであり、ユーザーはキーやパネルを操作することによって光沢感のある画質と
するか光沢感のないマット調の画質とするかといった画質の選択を行うことができるよう
になっている。
【００４８】
　制御装置１０は、キャリッジ駆動機構１１を制御してキャリッジ４を主走査方向Ｘに沿
って往復移動させるとともに、キャリッジ４の動作に合わせて記録媒体Ｐを搬送方向に搬
送させるように、記録媒体搬送機構１２の動作を制御するようになっている。
【００４９】
　また、制御装置１０には、パーソナルコンピュータ等の外部装置（図示せず）から入力
された記録画像に関する画像データが送られるようになっており、制御装置１０は、送ら
れてきた画像データ及び入力部９から入力された情報に基づき基本色用記録ヘッド５，５
…及び透明インク用記録ヘッド６ａ，６ｂを動作させて、各記録ヘッド５，５…，６ａ，
６ｂから適切な吐出量のインクを吐出させ、記録媒体Ｐ上に所定の画像を記録させるよう
になっている。なお、制御装置１０はキャリッジ４が主走査方向Ｘに沿って図１に示す右
方向及び左方向の何れの方向に移動する場合にも各記録ヘッド５，５…，６ａ，６ｂを動
作させてインクを吐出させ画像記録を行わせるようになっている。
【００５０】
　さらに、制御装置１０は、入力部９から入力された記録画像の光沢感等の画質に応じて
各紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄを制御し紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄを
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点灯させて紫外線を照射させたり、紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄを消灯させたり、
紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄから照射される紫外線の照射量を調節したりするよう
になっている。ここで、紫外線の照射量とは紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄから照射
される紫外線の光量と照射時間との積であり、同じ光量の紫外線であれば照射時間が長い
ほどインクに対して照射される紫外線量が多くなる。したがって、例えば、制御装置１０
は紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄに印加する電圧や電流等を変えることにより光量を
調整しインクに照射される紫外線量を増減させることができる。また、紫外線光源８ａ，
８ｂ，８ｃ，８ｄとしてＬＥＤ等のように紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄを構成する
個々の光源をそれぞれ制御することのできるものを用いた場合には、光源の一部のみを点
灯させるように制御することにより全体として照射される紫外線量を少なくすることがで
きる。また、キャリッジ４の移動速度を速くすればその分インクに紫外線が照射される時
間が短くなり、逆にキャリッジ４の移動速度を遅くすればインクに紫外線が照射される時
間が長くなるため、紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄの個々の光源の光量を変化させる
ことなく紫外線の照射量を調整することも可能である。
【００５１】
　ここで、基本色インクと透明インクとを用いて画像記録を行う場合、先に基本色インク
を吐出させその上に透明インクを吐出させる場合と、先に透明インクを吐出させその上に
基本色インクを吐出させる場合とがある。例えば、先に基本色インクを吐出させ硬化定着
させた後に透明インクを吐出させると、図３（ａ）に示すように、それぞれのインクが混
ざり合うことなく硬化定着し全体として光沢感のないマット調の画像を形成することがで
きる。また、先に基本色インクを吐出させ記録媒体Ｐ上で硬化定着する前に透明インクを
吐出させると、図３（ｂ）に示すように、先に吐出された基本色インクが記録媒体Ｐ上で
拡がり、後から吐出された透明インクと混合することによって画像全体として光沢感のあ
る画像を形成することができる。このことは、先に透明インクを吐出させその後に基本色
インクを吐出させた場合にも同様である。
【００５２】
　したがって、マット調の画質が選択されたときは、制御装置１０は、先に吐出させたイ
ンク（以下「第一次インク」という。）が後に吐出されるインク（以下「第二次インク」
という。）と混合しないようにするため、第一次インクを吐出する記録ヘッドの下流側に
位置する紫外線照射装置を点灯させて第一次インクが吐出された後このインクに紫外線を
照射し硬化定着させた上で第二次インクを吐出させるようになっている。これに対して、
光沢感のある画質が選択されたときには、制御装置１０は、第一次インクを吐出する記録
ヘッドの下流側に位置する紫外線照射装置を消灯させ第一次インクが硬化せずにドット径
が周囲に拡大する状態としその上に第二次インクを吐出させるようになっている。また、
光沢感ある画質とマット調の画質との中間の画質が選択されたときは、制御装置１０は、
第一次インクを吐出させる記録ヘッドと、第二次インクを吐出させる記録ヘッドとの間に
位置する紫外線照射装置の紫外線量を少なくするように各紫外線照射装置から照射される
紫外線の光量やキャリッジの移動速度を制御し、第二次インクが吐出された後に第二次イ
ンクを吐出させた記録ヘッドの下流側に位置する紫外線照射装置から照射される紫外線に
よって両インクを完全に硬化定着させるようになっている。これにより、第一次インクと
第二次インクは記録媒体上で多少混合する状態で硬化定着し、光沢感ある画質とマット調
の画質との中間の所望の画質の画像を形成することができる。
【００５３】
　次に、本実施形態の作用について説明する。
【００５４】
　入力部９から記録画像について光沢感のある画質とするかマット調の画質とするか及び
基本色インクと透明インクの何れを先に吐出させるか等の画像記録条件が入力されると、
この情報は電気信号として制御装置１０に送られる。制御装置１０は、基本色用記録ヘッ
ド５，５…及び透明インク用記録ヘッド６ａ，６ｂを制御して画像記録を行うための準備
を開始させ、画像記録を行う準備が完了すると、選択された画質の画像を形成するために
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必要な紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄの紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄを点
灯させ、又はその紫外線量を調整する。次に、制御装置１０が記録媒体搬送機構１２を制
御することにより記録媒体Ｐを所定の搬送方向に搬送させるとともに、キャリッジ駆動機
構１１を制御することによりキャリッジ４が記録媒体Ｐの上を主走査方向Ｘに沿って往復
移動する。この際、制御装置１０はキャリッジ４に搭載された各基本色用記録ヘッド５，
５…及び透明インク用記録ヘッド６ａ，６ｂを制御して、選択された画質及び画像記録条
件に合うように各記録ヘッド５，５…，６ａ，６ｂからそれぞれインクを記録媒体Ｐ上に
吐出させる。そして、記録媒体Ｐ上に着弾したインクに紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８
ｄから紫外線が照射されることによって記録媒体Ｐに画像が記録される。
【００５５】
　第一次インクが基本色インクである場合の画像記録のパターンとしては、例えば、以下
のようなパターンがある。
【００５６】
　まず、入力部９から光沢感のある画像を形成する旨の選択がなされた場合、キャリッジ
４が図１における左方向に移動する場合には、制御装置１０はキャリッジ４の移動方向の
最上流に位置する紫外線照射装置７ｄの紫外線光源８ｄのみを点灯させそれ以外の紫外線
光源８ａ，８ｂ，８ｃは消灯させる。そして、制御装置１０は記録媒体搬送機構１２を制
御して記録媒体Ｐを所定の搬送方向に搬送させるとともに各基本色用記録ヘッド５，５…
を制御して画像データに基づいて各色の基本色インクを吐出させ、さらに基本色用記録ヘ
ッド５，５…よりもキャリッジ４の移動方向の上流側に位置する透明インク用記録ヘッド
６ｂを制御して透明インクを吐出させる。この場合、基本色用記録ヘッド５，５…と透明
インク用記録ヘッド６ｂとの間に位置する紫外線照射装置７ｃの紫外線光源８ｃは消灯し
ているので、基本色用記録ヘッド５，５…から吐出された基本色インクは硬化定着せず記
録媒体Ｐ上で基本色インクのドット径が拡大する。さらに基本色インクがこのような状態
にあるときに透明インク用記録ヘッド６ｂから透明インクが吐出されるため、基本色イン
クと透明インクとが記録媒体Ｐ上で混合する。そして、透明インク用記録ヘッド６ｂより
も上流に位置する紫外線照射装置７ｄから紫外線が照射され、これにより、図３（ｂ）に
示すように、各インクが硬化定着して基本色インクと透明インクとが混合した光沢感のあ
る画像が記録媒体Ｐ上に記録される。なお、キャリッジ４の移動方向が右方向に切り替わ
る際には、制御装置１０は、キャリッジ４の移動方向の最上流に位置する紫外線照射装置
７ａの紫外線光源８ａのみが点灯するように点灯させる紫外線照射装置を切替える。これ
により、双方向で画像記録を行った場合に、図１に示す右方向及び左方向の何れの方向に
キャリッジ４が移動しているときでも同様に光沢感のある画像を記録することができる。
【００５７】
　なお、キャリッジ４が何れの方向に移動する場合でも、第一次インクが吐出されてから
第二次インクが吐出されるまでの間の第一次インクに対する紫外線の照射タイミングに直
接関わらない紫外線照射装置７ａ，７ｄの紫外線光源８ａ，８ｄは常に点灯するように制
御してもよい。紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄとして、例えばＬＥＤのように点灯し
てから所定の光量の紫外線を照射できるまでに時間を要しないものを用いた場合には、走
査ごとに点灯を制御した方が消費電力の低減に資するため望ましいといえるが、例えば高
圧水銀ランプのように点灯してから所定の光量の紫外線を照射できるまでに時間を要する
ものを紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄとして用いる場合には、紫外線照射装置７ａ，
７ｄについては常に点灯させておく方が望ましい場合もあるからである。
【００５８】
　次に、入力部９から光沢感のないマット調の画像を形成する旨の選択がなされた場合に
は、制御装置１０は基本色用記録ヘッド５，５…と基本色用記録ヘッド５，５…よりもキ
ャリッジ４の移動方向上流側に位置する透明インク用記録ヘッド６ｂとの間に位置する紫
外線照射装置７ｃとキャリッジ４の移動方向の最上流に位置する紫外線照射装置７ｄの紫
外線光源８ｃ、８ｄを点灯させ、それ以外の紫外線光源８ａ，８ｂは消灯させる。そして
、制御装置１０は記録媒体搬送機構１２を制御して記録媒体Ｐを所定の搬送方向に搬送さ
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せるとともに各基本色用記録ヘッド５，５…を制御して画像データに基づいて各色の基本
色インクを吐出させ、さらに基本色用記録ヘッド５，５…よりもキャリッジ４の移動方向
の上流側に位置する透明インク用記録ヘッド６ｂを制御して透明インクを吐出させる。こ
の場合、先に吐出された基本色インクは基本色用記録ヘッド５，５…の上流側に位置する
紫外線照射装置７ｃから照射された紫外線によって硬化定着し、その後に透明インクが吐
出されて透明インク用記録ヘッド６ｂの上流側に位置する紫外線照射装置７ｄから照射さ
れる紫外線によって硬化定着するので、基本色インクと透明インクとが記録媒体Ｐ上で混
合することはない。これにより図３（ａ）に示すように、それぞれのインクが混ざり合う
ことなく硬化し、全体として光沢感のないマット調の画像が記録媒体Ｐ上に記録される。
この場合もキャリッジ４の移動方向が切り替わる際には、制御装置１０は、基本色用記録
ヘッド５，５…と基本色用記録ヘッド５，５…よりもキャリッジ４の移動方向上流側に位
置する透明インク用記録ヘッド６ａとの間に位置する紫外線照射装置７ｂとキャリッジ４
の移動方向の最上流に位置する紫外線照射装置７ａの紫外線光源８ａ，８ｂとが点灯する
ように切替えを行う。
【００５９】
　なお、キャリッジ４が何れの方向に移動する場合でも、紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７
ｃ，７ｄの紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄのすべてを常に点灯するように制御しても
よい。このようにした場合、第一次インクの着弾後にインクに対して十分に紫外線が照射
されるので、第一次インクと第二次インクとが混ざり合うことなく硬化定着しマット調の
画像を形成することができる。また、前述のとおり、紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７ｃ，
７ｄに適用される紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄによっては走査ごとに点灯消灯を制
御せずに常に点灯させておく方が望ましい場合もあるからである。
【００６０】
　さらに、入力部９から中間的な画質の画像を形成する旨の選択がなされた場合には、制
御装置１０は基本色用記録ヘッド５，５…と透明インク用記録ヘッド６ｂとの間に位置す
る紫外線照射装置７ｃの紫外線光源８ｃの紫外線量を減少させるように制御するとともに
、キャリッジ４の移動方向の最上流に位置する紫外線照射装置７ｄの紫外線光源８ｄを点
灯させ、それ以外の紫外線光源８ａ，８ｂは消灯させる。そして、制御装置１０は記録媒
体搬送機構１２を制御して記録媒体Ｐを所定の搬送方向に搬送させるとともに各基本色用
記録ヘッド５，５…を制御して画像データに基づいて各色の基本色インクを吐出させ、さ
らに基本色用記録ヘッド５，５…よりもキャリッジ４の移動方向の上流側に位置する透明
インク用記録ヘッド６ｂを制御して透明インクを吐出させる。この場合、先に吐出された
基本色インクは基本色用記録ヘッド５，５…の上流側に位置する紫外線照射装置７ｃから
照射された紫外線によって完全硬化には至らない程度に硬化し、その後に透明インクが吐
出されて透明インク用記録ヘッド６ｂの上流側に位置する紫外線照射装置７ｄから紫外線
が照射されることによって各インクが完全に硬化定着する。このため、基本色インクは記
録媒体Ｐ上に吐出された後多少そのドット径が拡大し後に吐出された透明インクと多少混
合することとなる。これにより中間的な光沢感を有する画像が記録媒体Ｐ上に記録される
。この場合もキャリッジ４の移動方向が切り替わる際には、制御装置１０は、点灯させる
紫外線照射装置７ａ及び紫外線量を減少させる紫外線照射装置７ｂの切替えを行う。
【００６１】
　なお、キャリッジ４が何れの方向に移動する場合でも、紫外線照射装置７ａ，７ｄの紫
外線光源８ａ，８ｄは常に点灯させ、紫外線照射装置７ｂ，７ｃの紫外線光源８ｂ，８ｃ
は常に紫外線の照射量を減少させて点灯するように制御してもよい。このようにした場合
、第一次インクの着弾後にインクに対して完全硬化に至らない程度の紫外線が照射される
ので、第一次インクと第二次インクとが多少混ざり合った状態で硬化定着し中間的な画質
の画像を形成することができる。また、前述のとおり、紫外線照射装置７ｂ，７ｃ７ａ，
７ｄに適用される紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄによっては走査ごとに点灯消灯を制
御せずに常に点灯させておく方が望ましい場合もあるからである。
【００６２】
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　なお、制御装置１０は、紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄからの紫外線照射を制
御することなく、基本色インクが吐出されてから透明インクが吐出されるまでの間のキャ
リッジ４の移動速度を制御することにより、先に吐出された基本インクに対する紫外線の
照射量を変化させ、同様の効果を得ることができる。すなわち、基本色インクが吐出され
てから透明インクが吐出されるまでの間のキャリッジ４の移動速度を速くすることにより
紫外線の照射量を減少させ、光沢感のある画像を形成することが可能であり、逆にキャリ
ッジ４の移動速度を遅くすれば紫外線の照射量を増加させ、光沢感のないマット調の画像
を形成することが可能である。
【００６３】
　次に、第一次インクが透明インクである場合の画像記録のパターンとしては、例えば、
以下のようなパターンがある。
【００６４】
　まず、入力部９から光沢感のある画像を形成する旨の選択がなされた場合には、制御装
置１０は基本色用記録ヘッド５，５…と基本色用記録ヘッド５，５…よりもキャリッジ４
の移動方向上流側にある透明インク用記録ヘッド６ｂとの間に設けられている紫外線照射
装置７ｃのみを点灯させそれ以外の紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７ｄを消灯させる。そし
て、制御装置１０は、基本色用記録ヘッド５，５…よりもキャリッジ４の移動方向下流側
にある透明インク用記録ヘッド６ａから透明インクを吐出させ、その後基本色用記録ヘッ
ド５，５…から基本色インクを吐出させる。記録媒体Ｐ上に着弾した各インクは基本色用
記録ヘッド５，５…のキャリッジ４移動方向上流側に位置する紫外線照射装置７ｃから照
射された紫外線によって硬化定着し、図３（ｂ）に示すように、記録媒体Ｐ上に光沢感の
ある画像が記録される。なお、キャリッジ４の移動方向が切り替わる際に、制御装置１０
が点灯させる紫外線照射装置７ｂを切替えることは他の場合と同様である。
【００６５】
　また、入力部９から光沢感のないマット調の画像を形成する旨の選択がなされた場合に
は、制御装置１０は、一群として設けられた基本色用記録ヘッド５，５…の両側に基本色
用記録ヘッド５，５…に隣接してそれぞれ設けられた紫外線照射装置７ｂ，７ｃの紫外線
光源８ｂ，８ｃを点灯させそれ以外の紫外線光源７ａ，７ｄは消灯させる。そして、制御
装置１０は、基本色用記録ヘッド５，５…よりもキャリッジ４の移動方向下流側にある透
明インク用記録ヘッド６ａから透明インクが吐出されこの透明インクに対して透明インク
用記録ヘッド６ａの上流側に位置する紫外線照射装置７ｂから紫外線が照射されてインク
が硬化定着する。その後基本色用記録ヘッド５，５…から基本色インクが吐出され、記録
媒体Ｐ上に着弾した各インクは基本色用記録ヘッド５，５…のキャリッジ４移動方向上流
側に位置する紫外線照射装置７ｃから照射された紫外線によって硬化定着し、図３（ａ）
に示すように、記録媒体Ｐ上に光沢感のないマット調の画像が記録される。
【００６６】
　さらに、入力部９から中間的な画質の画像を形成する旨の選択がなされた場合には、制
御装置１０は基本色用記録ヘッド５，５…と基本色用記録ヘッド５，５…よりもキャリッ
ジ４の移動方向下流側にある透明インク用記録ヘッド６ａとの間に位置する紫外線照射装
置７ｂの紫外線光源８ｂの紫外線量を減少させるように制御するとともに、基本色用記録
ヘッド５，５…のキャリッジ４の移動方向上流側に隣接して設けられている紫外線照射装
置７ｃの紫外線光源８ｃを点灯させそれ以外の紫外線光源８ａ，８ｄは消灯させる。そし
て、制御装置１０は、基本色用記録ヘッド５，５…よりもキャリッジ４移動方向の下流側
に位置する透明インク用記録ヘッド６ａを制御して透明インクを吐出させ、さらに各基本
色用記録ヘッド５，５…を制御して画像データに基づいて各色の基本色インクを吐出させ
る。この場合、先に透明インク用記録ヘッド６ａから吐出された透明インクはこの透明イ
ンク用記録ヘッド６ａの上流側に位置する紫外線照射装置７ｂから照射された紫外線によ
って完全硬化には至らない程度に硬化し、その後に基本色インクが吐出されて基本色用記
録ヘッド５，５…の上流側に位置する紫外線照射装置７ｃから紫外線が照射されることに
よって各インクが完全に硬化定着する。このため、透明インクは記録媒体Ｐ上に吐出され
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た後多少そのドット径が拡大し後に吐出された基本色インクと多少混合することとなる。
これにより中間的な光沢感を有する画像が記録媒体Ｐ上に記録される。なお、キャリッジ
４の移動方向が切り替わる際には、制御装置１０は点灯させる紫外線照射装置７ｂ及び照
射する紫外線量を減少させる紫外線照射装置７ｃを切替える。
【００６７】
　なお、これらの場合も、制御装置１０は、紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄから
の紫外線照射を制御することなく、透明インクが吐出されてから基本色インクが吐出され
るまでの間のキャリッジ４の移動速度を制御することにより、先に吐出された基本インク
に対する紫外線の照射量を変化させ、同様の効果を得ることができる点は第一次インクが
基本色インクである場合と同様である。
【００６８】
　また、第一次インクが透明インクである場合の各画像記録の場合と同様、紫外線照射装
置７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄの紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄの一部について常に点灯
させておく又は照射する紫外線量を常に減少させておくように制御してもよい。前述のと
おり、このようにしても、所望の画質の画像を得ることができるとともに、紫外線照射装
置７ｂ，７ｃ７ａ，７ｄに適用される紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄによっては走査
ごとに点灯消灯を制御せずに常に点灯させておく方が望ましい場合もあるからである。
【００６９】
　本実施形態によれば、紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄを制御することにより基
本色インクと透明インクのうち先に吐出されたインクを硬化定着させずに他方のインクを
吐出させ、その後インク同士が多少混合された状態で硬化定着させることができる。この
ため、記録画像の表面にざらつきや凸凹を生じたり画像全体の光沢感がばらついたりする
ことがなく、全体として記録画像の表面が均一化された高精細な画像記録を行うことが可
能である。
【００７０】
　また、一台の画像記録装置１によって光沢感のある画質、光沢感のないマット調の画質
及び中間的な画質といった異なる画質の画像を選択的に記録することができ、ユーザーの
好みや画像の種類に応じて最適な画質での画像記録を行うことができる。
【００７１】
　さらに、基本色用記録ヘッド５，５…の両側に透明インク用記録ヘッド６ａ，６ｂを配
置し、各透明インク用記録ヘッド６ａ，６ｂの両側に紫外線照射装置７ａ，７ｂ，７ｃ，
７ｄを配置しているので、一台の画像記録装置１によって、透明インクより先に基本色イ
ンクを吐出させる画像記録及び基本色インクより先に透明インクを吐出させる画像記録を
選択的に双方向にて行うことが可能である。
【００７２】
　なお、本実施形態において、画像記録装置１は、双方向で透明インクより先に基本色イ
ンクを吐出させる画像記録及び基本色インクより先に透明インクを吐出させる画像記録を
選択的に行うことができるものとしたが、一部の記録ヘッドと一部の紫外線照射装置のみ
を動作させて片方向の画像記録を行わせることも可能である。また、プリンタの仕様とし
て、例えば透明インクより先に基本色インクを吐出させる画像記録又は基本色インクより
先に透明インクを吐出させる画像記録のいずれか一方に限定して行うものとしたり、キャ
リッジが所定の片方向に移動する際にのみ画像記録を行うものとしてもよい。このように
プリンタの仕様を限定的なものとした場合には、キャリッジ内の紫外線照射装置の一部は
点灯させる必要がなくなったり、また透明インク用記録ヘッドも基本色用記録ヘッドの両
側に設ける必要がなくなったりするため、不要である紫外線照射装置や透明インク用記録
ヘッドをキャリッジ５に搭載しない構成とすることもできる。このような構成とした場合
には、キャリッジ５の小型化、軽量化を図ることが可能となる。すなわち、例えば、基本
色インクを先に吐出させる画像記録のみを行うものであって、キャリッジが片方向に移動
する場合のみ画像記録を行うようにプリンタの仕様を限定する場合には、図４に示すよう
に、透明インク用記録ヘッド１４を基本色用記録ヘッド１３，１３…よりも図４に示す左
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側にのみ配置し、紫外線照射装置１５，１５をこの透明インク用記録ヘッド１４の両側に
のみ配置する構成をとることにより、キャリッジ４が図４に示す右方向に移動する際にの
み基本色インク、透明インクの順にインクを吐出させ画像記録を行うことができる。この
ような構成とすることにより、最小限の紫外線光源によって効率よく記録画像の光沢感の
均一化を図り、所望の光沢感を有する画像記録を行うことができる。また、基本色インク
を吐出させた後に透明インクを吐出させるため、画像保存性の高い記録画像を形成するこ
とが可能となる。
【００７３】
　また、いかなるパターンの画像記録の場合にもキャリッジ４の移動方向の最上流に位置
する紫外線照射装置は点灯させておく構成とすることもできる。このような構成をとるこ
とにより、各インクを確実に硬化定着させることができる。
【００７４】
　また、本実施形態において、選択できる画質の種類としては、光沢感のある画質、光沢
感のないマット調の画質及び中間的な画質の３種類について説明したが、中間的な画質と
してより光沢感のある画質に近いものやよりマット調の画質に近いもの等さらに細分化さ
れた画質を選択できるようにしてもよい。この場合、光沢感の程度は制御装置１０が紫外
線照射装置７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄの紫外線光源８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄから照射される
紫外線量を制御することによって調整される。
【００７５】
　また、本実施形態においては、光沢感のある画質等の所望の画質をユーザーが入力部９
から入力するようにしたが、記録を行おうとする画像が写真かそれ以外であるかというよ
うに、画像の種類を入力することによって入力された種類の画像に最も適した画質が選択
されて画像記録が行われるようにしてもよい。
【００７６】
　なお、本実施形態では、紫外線を照射することにより硬化するインクを用いて画像記録
を行うものとしたが、インクは必ずしもこれには限定されず、例えば、紫外線、電子線、
Ｘ線、可視光線、赤外線等の電磁波といった紫外線以外の光を照射することにより硬化す
るインクであってもよい。この場合、インクには、紫外線以外の光で重合して硬化する重
合性化合物と、紫外線以外の光で重合性化合物同士の重合反応を開始させる光開始剤とが
適用される。また、紫外線以外の光で硬化する光硬化型のインクを用いる場合は、紫外線
光源に代えて、その光を照射する光源を適用する。
【００７７】
　その他、本発明が上記実施の形態に限らず適宜変更可能であるのは勿論である。
【００７８】
　次に、本発明に係る画像記録装置の第二の実施の形態について説明する。なお、以下に
おいては、特に第一の実施形態と異なるところにつき説明する。
【００７９】
　本実施形態において画像記録装置１６は、図５に示すように、画像記録装置１６の本体
に固定された記録ヘッド１４，１４からインクを吐出させるとともに、図示しない搬送機
構によって記録媒体Ｐを搬送させて、画像を記録するラインプリント方式の画像記録装置
１６である。
【００８０】
　画像記録装置１６には、記録媒体Ｐを非記録面側から保持するプラテン１７が設けられ
ており、プラテン１７の上方には、本実施形態における画像記録装置１６で使用される使
用される各基本色（ブラック（Ｋ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）。
）に対応した４つの基本色用記録ヘッド１８，１８…が一群として配設されている。各基
本色用記録ヘッド１８，１８…は記録媒体Ｐの幅寸法とほぼ等しい長さ寸法を有し、記録
媒体Ｐの幅方向に延在するように設けられている。なお、画像記録装置１６で使用される
インクの色はこれに限定されず、例えば、ライトイエロー（ＬＹ）、ライトマゼンタ（Ｌ
Ｍ）、ライトシアン（ＬＣ）等の色を使用することもでき、この場合には、各色に対応し
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た基本色用記録ヘッド１８，１８…が配設される。
【００８１】
　また、一群として設けられた基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの上流
側及び下流側には、透明インク（ＣＬ）を吐出させる透明インク用記録ヘッド１９ａ，１
９ｂがそれぞれ配設されている。各透明インク用記録ヘッド１９ａ，１９ｂは基本色用記
録ヘッド１８，１８…とほぼ等しい長さ寸法を有し、基本色用記録ヘッド１８，１８…と
並行するように設けられている。なお、透明インク用記録ヘッド１９の数は一つに限定さ
れず基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの上流側及び下流側にそれぞれ複
数設けられていてもよい。
【００８２】
　また、一群として設けられている基本色用記録ヘッド１８，１８…の搬送方向Ｙの下流
側及び、各透明インク用記録ヘッド１９ａ，１９ｂの搬送方向Ｙの下流側には、各記録ヘ
ッド１８，１８…，１９ａ，１９ｂとほぼ等しい長さ寸法に形成され光として紫外線を照
射する紫外線光源２１ａ，２１ｂ，２１ｃを有する光照射装置としての紫外線照射装置２
０ａ，２０ｂ，２０ｃがそれぞれ隣接する記録ヘッド１８，１９ａ，１９ｂと並行するよ
うに配設されている。
【００８３】
　また、画像記録装置は、第一の実施形態と同様の選択手段としての入力部（図示せず）
及び制御装置（図示せず）を備えている。
【００８４】
　制御装置は、入力部から入力された記録画像の光沢感等の画質に応じて各紫外線照射装
置２０ａ，２０ｂ，２０ｃを制御し紫外線光源２１ａ，２１ｂ，２１ｃを点灯して紫外線
を照射させたり、紫外線光源２１ａ，２１ｂ，２１ｃを消灯させたり、紫外線光源２１ａ
，２１ｂ，２１ｃから照射される紫外線量を調節したりするようになっている。すなわち
、例えば、制御装置は紫外線光源２１ａ，２１ｂ，２１ｃに印加する電圧や電流等を変え
ることにより光量を調整しインクに照射される紫外線量を増減させることができ、また、
光源としてＬＥＤ等のように個々の光源をそれぞれ制御することのできるものを用いた場
合には、光源の一部のみを点灯させるように制御することにより全体として照射される紫
外線量を少なくすることができる。さらに、記録媒体Ｐの搬送速度が速ければインクに対
して紫外線が照射される時間が短くなるため全体としての紫外線量が少なくなり記録媒体
Ｐの搬送速度が遅ければインクに対して紫外線が照射される時間が長くなるため全体とし
ての紫外線の照射量が多くなることから、記録媒体Ｐの搬送速度を制御することによって
も照射される紫外線量を調整することが可能である。
【００８５】
　基本色インクと透明インクとを用いて画像記録を行う場合、先に基本色インクを吐出さ
せその上に透明インクを吐出させる場合と、先に透明インクを吐出させその上に基本色イ
ンクを吐出させる場合とがあり、先に基本色インクを吐出させる場合には、基本色用記録
ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの上流側に位置する透明インク用記録ヘッド１９ａ
からはインクを吐出させず、基本色用記録ヘッド１８，１８…から基本色インクを吐出さ
せた後、基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの下流側に位置する透明イン
ク用記録ヘッド１９ｂから透明インクを吐出させるようになっている。逆に、先に透明イ
ンクを吐出させた上に基本色インクを吐出させる場合には、基本色用記録ヘッド１８，１
８…よりも搬送方向Ｙの上流側に位置する透明インク用記録ヘッド１９ａからインクを吐
出させた後に基本色用記録ヘッド１８，１８…から基本色インクを吐出させるように制御
するようになっている。
【００８６】
　この際、先に吐出させたインク（以下「第一次インク」という。）を硬化定着させた後
に、後から吐出されるインク（以下「第二次インク」という。）を吐出させると、それぞ
れのインクが混ざり合うことなく硬化定着し全体として光沢感のないマット調の画像を形
成することができる。また、第一次インクを吐出させた後、記録媒体Ｐ上で硬化定着する
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前に第二次インクを吐出させると、先に吐出された第一次インクが記録媒体Ｐ上で拡がり
、後から吐出された第二次インクと混合することによって画像全体として光沢感のある画
像を形成することができる。また、第一次インクを完全硬化に至らない程度に硬化させた
後に第二次インクを吐出させると、各インクが多少混合された状態で硬化されるため、光
沢感ある画質とマット調の画質との中間の画質の画像を形成することができる。したがっ
て、マット調の画質が選択されたときは、制御装置は、第一次インクを吐出する記録ヘッ
ドよりも搬送方向Ｙの下流側に位置する紫外線照射装置を点灯させて第一次インクが吐出
された後このインクに紫外線を照射してインクを硬化定着させた上で第二次インクを吐出
させるようになっている。これに対して、光沢感のある画質が選択されたときには、制御
装置は、第一次インクを吐出する記録ヘッドの下流側に位置する紫外線照射装置を消灯さ
せ第一次インクが硬化せずにドット径が周囲に拡大する状態としその上に第二次インクを
吐出させ、各インクが混合した状態で硬化定着するように紫外線照射装置から紫外線を照
射するようになっている。また、光沢感ある画質とマット調の画質との中間の画質が選択
されたときは、制御装置は、第一次インクを吐出させる記録ヘッドと、第二次インクを吐
出させる記録ヘッドとの間に位置する紫外線照射装置の紫外線量を少なくするように制御
を行い、第二次インクが吐出された後に第二次インクを吐出させた記録ヘッドの下流側に
位置する紫外線照射装置から照射される紫外線によって両インクを完全に硬化定着させる
ようになっている。これにより、第一次インクと第二次インクは記録媒体上で多少混合す
る状態で硬化定着し、光沢感ある画質とマット調の画質との中間の所望の画質の画像を形
成することができる。
【００８７】
　なお、その他の構成は、第一実施形態のものと同様であるので、その説明を省略する。
【００８８】
　次に、本実施形態の作用について説明する。
【００８９】
　入力部から記録画像について光沢感のある画質とするかマット調の画質とするか及び基
本色インクと透明インクの何れを先に吐出させるか等の画像記録条件が入力されると、選
択された画質の画像を形成するために必要な紫外線照射装置２０ａ，２０ｂ，２０ｃの紫
外線光源２１ａ，２１ｂ，２１ｃが点灯され、又はその紫外線量が調整される。記録媒体
Ｐが搬送方向Ｙに搬送され所定の位置に到達すると、各基本色用記録ヘッド１８，１８…
及び透明インク用記録ヘッド１９ａ，１９ｂから各色のインクが記録媒体Ｐ上に吐出され
る。そして、記録媒体上に着弾したインクに紫外線光源２１ａ，２１ｂ，２１ｃから紫外
線が照射されることによって記録媒体Ｐに画像が記録される。
【００９０】
　第一次インクが基本色インクである場合の画像記録のパターンとしては、例えば、以下
のようなパターンがある。
【００９１】
　まず、入力部から光沢感のある画像を形成する旨の選択がなされた場合には、記録媒体
搬送方向Ｙの最下流に位置する紫外線照射装置２０ａの紫外線光源２１ａのみを点灯させ
それ以外の紫外線光源２１ｂ，２１ｃは消灯させる。そして、記録媒体Ｐが所定の搬送方
向に搬送されるとともに各基本色用記録ヘッド１８，１８…から画像データに基づいて各
色の基本色インクが吐出される。さらに基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも記録媒体
搬送方向Ｙの下流側に位置する透明インク用記録ヘッド１９ａから透明インクが吐出され
る。この場合、基本色用記録ヘッド１８，１８…と透明インク用記録ヘッド１９ａとの間
に位置する紫外線照射装置２０ｂの紫外線光源２１ｂは消灯しているので、基本色用記録
ヘッド１８，１８…から吐出された基本色インクは硬化定着せず記録媒体上で基本色イン
クのドット径が拡大する。さらに基本色インクがこのような状態にあるときに透明インク
が吐出されるため基本色インクと透明インクとが記録媒体Ｐ上で混合する。そして、透明
インク用記録ヘッド１９ａよりも搬送方向Ｙの下流に位置する紫外線照射装置２０ａから
紫外線が照射され、これにより各インクが硬化定着して基本色インクと透明インクとが混
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合した光沢感のある画像が記録媒体Ｐ上に記録される。
【００９２】
　次に、入力部から光沢感のないマット調の画像を形成する旨の選択がなされた場合には
、基本色用記録ヘッド１８，１８…と基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも記録媒体搬
送方向Ｙの下流側に位置する透明インク用記録ヘッド１９ａとの間に位置する紫外線照射
装置２０ｂと搬送方向Ｙの最下流に位置する紫外線照射装置２０ａの紫外線光源２１ａ，
２１ｂを点灯させ、それ以外の紫外線光源２１ｃは消灯させる。そして、記録媒体Ｐが所
定の搬送方向Ｙに搬送されるとともに各基本色用記録ヘッド１８，１８…から各色の基本
色インクが吐出され、さらに基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの下流側
に位置する透明インク用記録ヘッド１９ａから透明インクが吐出される。この場合、先に
吐出された基本色インクは基本色用記録ヘッド１８，１８…の下流側に位置する紫外線照
射装置２０ｂから照射された紫外線によって硬化定着し、その後に透明インクが吐出され
て透明インク用記録ヘッド１９ａの下流側に位置する紫外線照射装置２０ａから照射され
る紫外線によって硬化定着するので、基本色インクと透明インクとが記録媒体Ｐ上で混合
することはない。これにより光沢感のないマット調の画像が記録媒体Ｐ上に記録される。
【００９３】
　さらに、入力部から中間的な画質の画像を形成する旨の選択がなされた場合には、基本
色用記録ヘッド１８，１８…と基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも記録媒体搬送方向
Ｙの下流側に位置する透明インク用記録ヘッド１９ａとの間に位置する紫外線照射装置２
０ｂの紫外線光源２１ｂの紫外線量が減少するように制御されるとともに、搬送方向Ｙの
最下流に位置する紫外線照射装置２０ａの紫外線光源２１ａを点灯させそれ以外の紫外線
光源２１ｃは消灯させる。そして、記録媒体Ｐが所定の搬送方向Ｙに搬送されるとともに
各基本色用記録ヘッド１８，１８…から各色の基本色インクが吐出され、さらに基本色用
記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの下流側に位置する透明インク用記録ヘッド１
９ａから透明インクが吐出される。この場合、先に吐出された基本色インクは基本色用記
録ヘッド１８，１８…の下流側に位置する紫外線照射装置２０ｂから照射された紫外線に
よって完全硬化には至らない程度に硬化し、その後に透明インクが吐出されて透明インク
用記録ヘッド１９ａの下流側に位置する紫外線照射装置２０ａから紫外線が照射されるこ
とによって各インクが完全に硬化定着する。このため、基本色インクは記録媒体Ｐ上に吐
出された後多少そのドット径が拡大し後に吐出された透明インクと多少混合することとな
る。これにより中間的な光沢感を有する画像が記録媒体Ｐ上に記録される。
【００９４】
　なお、制御装置は、紫外線照射装置２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，からの紫外線照射を制御
することなく、基本色インクが吐出されてから透明インクが吐出されるまでの間の記録媒
体Ｐの搬送速度を制御することにより、先に吐出された基本インクに対する紫外線の照射
量を変化させ、同様の効果を得ることができる。すなわち、基本色インクが吐出されてか
ら透明インクが吐出されるまでの間の記録媒体Ｐの搬送速度を速くすることにより紫外線
の照射量を減少させ、光沢感のある画像を形成することが可能であり、逆に記録媒体Ｐの
搬送速度を遅くすれば紫外線の照射量を増加させ、光沢感のないマット調の画像を形成す
ることが可能である。
【００９５】
　次に、第一次インクが透明インクである場合の画像記録のパターンとしては、例えば、
以下のようなパターンがある。
【００９６】
　まず、入力部から光沢感のある画像を形成する旨の選択がなされた場合には、基本色用
記録ヘッド１８，１８…と基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの下流側に
ある透明インク用記録ヘッド１９ａとの間に設けられている紫外線照射装置２１ａの紫外
線光源２１ｂのみを点灯させそれ以外の紫外線照射装置２０ａ，２０ｃの紫外線光源２１
ａ，２１ｃを消灯させる。そして、基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの
上流側にある透明インク用記録ヘッド１９ｂから透明インクを吐出させその後基本色用記
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録ヘッド１８，１８…から基本色インクを吐出させる。記録媒体Ｐ上に着弾した各インク
は基本色用記録ヘッド１８，１８…の搬送方向Ｙの下流側に位置する紫外線照射装置２０
ｂから照射された紫外線によって硬化定着し記録媒体Ｐ上に画像が記録される。なお、こ
の場合、搬送方向Ｙの最下流に位置する紫外線照射装置２０ａも点灯させるようにしても
よい。このようにすることにより、インクの硬化定着をより確実に行うことができる。
【００９７】
　次に、基本色インクよりも先に透明インクを吐出する場合であって、入力部から光沢感
のないマット調の画像を形成する旨の選択がなされた場合には、一群として設けられた基
本色用記録ヘッド１８，１８…の搬送方向Ｙの上流側及び下流側それぞれ設けられた紫外
線照射装置２０ｂ，２０ｃの紫外線光源２１ｂ、２１ｃを点灯させそれ以外の紫外線光源
２１ａは消灯させる。そして、基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの上流
側にある透明インク用記録ヘッド１９ｂから透明インクが吐出されこの透明インクに対し
て透明インク用記録ヘッド１９ｂの下流側に位置する紫外線照射装置２０ｃから紫外線が
照射されてインクが硬化定着する。その後基本色用記録ヘッド１８，１８…から基本色イ
ンクが吐出され、記録媒体Ｐ上に着弾した各インクは基本色用記録ヘッド１８，１８…１
８，１８…の搬送方向Ｙの下流側に位置する紫外線照射装置２０ｂから照射された紫外線
によって硬化定着し記録媒体Ｐ上に画像が記録される。なお、この場合、全ての紫外線照
射装置２０ａ，２０ｂ，２０ｃを点灯させるようにしてもよい。このようにすることによ
り、インクの硬化定着をより確実に行うことができる。
【００９８】
　さらに、基本色インクよりも先に透明インクを吐出する場合であって、入力部から中間
的な画像を形成する旨の選択がなされた場合には、基本色用記録ヘッド１８，１８…と基
本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの上流側にある透明インク用記録ヘッド
１９ｂとの間に位置する紫外線照射装置２０ｃの紫外線光源２１ｃの紫外線量が減少する
ように制御されるとともに、基本色用記録ヘッド１８，１８…の搬送方向Ｙの下流側に隣
接して設けられている紫外線照射装置２０ｂの紫外線光源２１ｂを点灯させそれ以外の紫
外線光源２１ａは消灯させる。そして、基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向
Ｙの上流側に位置する透明インク用記録ヘッド１９ｂから透明インクを吐出させ、さらに
各基本色用記録ヘッド１８，１８…から各色の基本色インクを吐出させる。この場合、先
に透明インク用記録ヘッド１９ｂから吐出された透明インクはこの透明インク用記録ヘッ
ド１９ｂの下流側に位置する紫外線照射装置２０ｃから照射された紫外線によって完全硬
化には至らない程度に硬化し、その後に基本色インクが吐出されて基本色用記録ヘッド１
８，１８…の下流側に位置する紫外線照射装置２０ｂから紫外線が照射されることによっ
て各インクが完全に硬化定着する。このため、透明インクは記録媒体Ｐ上に吐出された後
多少そのドット径が拡大し後に吐出された基本色インクと多少混合することとなる。これ
により中間的な光沢感を有する画像が記録媒体Ｐ上に記録される。なお、この場合、搬送
方向Ｙの最下流に位置する紫外線照射装置２０ａも点灯させるようにしてもよい。このよ
うにすることにより、インクの硬化定着をより確実に行うことができる。
【００９９】
　なお、これらの場合も、制御装置は、紫外線照射装置２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，からの
紫外線照射を制御することなく、透明インクが吐出されてから基本色インクが吐出される
までの間の記録媒体Ｐの搬送速度を制御することにより、先に吐出された基本インクに対
する紫外線の照射量を変化させ、同様の効果を得ることができる点は第一次インクが基本
色インクである場合と同様である。
【０１００】
　本実施形態によれば、紫外線照射装置２０ａ，２０ｂ，２０ｃを制御することにより基
本色インクと透明インクのうち先に吐出されたインクを硬化定着させずに他方のインクを
吐出させ、その後インク同士が多少混合された状態で硬化定着させることができる。この
ため、記録画像の表面にざらつきや凸凹を生じたり画像全体の光沢感がばらついたりする
ことがなく、全体として記録画像の表面が均一化された高精細な画像記録を行うことが可
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能である。
【０１０１】
　また、一台の画像記録装置１６によって光沢感のある画質、光沢感のないマット調の画
質及び中間的な画質といった異なる画質の画像を選択的に記録することができ、ユーザー
の好みや画像の種類に応じて最適な画質での画像記録を行うことができる。
【０１０２】
　さらに、基本色用記録ヘッド１８，１８…よりも搬送方向Ｙの上流側及び下流側にそれ
ぞれ透明インク用記録ヘッドを配置し、一群として設けられた基本色用記録ヘッド１８，
１８…の搬送方向Ｙの下流側及び各透明インク用記録ヘッド１９ａの搬送方向Ｙの下流側
にそれぞれ紫外線照射装置２０ａを配置しているので、ラインプリント方式の画像記録装
置１６においても、一台の画像記録装置１６によって、透明インクより先に基本色インク
を吐出させる画像記録及び基本色インクより先に透明インクを吐出させる画像記録を選択
的に行うことが可能である。
【０１０３】
　なお、本発明が本実施の形態に限られないことは、第一の実施形態と同様である。
【０１０４】
　また、本実施形態において、画像記録装置１６は、一台で透明インクより先に基本色イ
ンクを吐出させる画像記録及び基本色インクより先に透明インクを吐出させる画像記録を
選択的に行うことができるものとしたが、プリンタの仕様として、例えば透明インクより
先に基本色インクを吐出させる画像記録又は基本色インクより先に透明インクを吐出させ
る画像記録のいずれか一方に限定して行うものとしてもよい。このようにプリンタの仕様
を限定的なものとした場合には、紫外線照射装置の一部は点灯させる必要がなくなり、ま
た透明インク用記録ヘッドも基本色用記録ヘッドの両側に設ける必要がなくなるため、不
要である紫外線照射装置や透明インク用記録ヘッドを備えない構成とすることもできる。
このような構成とした場合には、装置の小型化、軽量化を図ることが可能となる。すなわ
ち、例えば、基本色インクを先に吐出させる画像記録のみを行うようにプリンタの仕様を
限定する場合には、図６に示すように、透明インク用記録ヘッド２３を基本色用記録ヘッ
ド２２，２２…よりも搬送方向Ｙの下流側にのみ配置し、紫外線照射装置２４ａ，２４ｂ
，２４ｃ，２４ｄ，２４ｅを基本色用記録ヘッド２２，２２…の搬送方向Ｙの下流側及び
各透明インク用記録ヘッド２３の搬送方向Ｙの下流側に配置する構成をとることができる
。また、逆に、基本色インクより先に透明インクを吐出させる画像記録のみを行うように
プリンタの仕様を限定する場合には、基本色用記録ヘッドの搬送方向Ｙの上流側にのみ透
明インク用記録ヘッドを配置し、各記録ヘッドの搬送方向Ｙの下流側に紫外線照射装置を
配置する構成をとることができる。
【０１０５】
　また、本実施形態においては、基本色インクを硬化させるための紫外線照射装置２０ｂ
として一群として設けられた基本色用記録ヘッド１８，１８…のうち最下流に位置する基
本色用記録ヘッド１８，１８…の搬送方向Ｙの下流側にのみ紫外線照射装置２０ｂを設け
るものとしたが、図６に示すように、各基本色用記録ヘッド２２，２２…の下流側にそれ
ぞれ紫外線照射装置２４ａ，２４ｂ，２４ｃ，２４ｄ，２４ｅを設けるようにしてもよい
。このような構成をとることにより、各基本色インクを吐出後に確実に硬化定着させるこ
とが可能となる。なお、このような構成をとった場合、基本色インクが硬化しないうちに
透明インクを吐出させて光沢感のある画質の画像形成を行う場合には各基本色用記録ヘッ
ド２２，２２…の下流側に設けられた全ての紫外線照射装置２４ａ，２４ｂ，２４ｃ，２
４ｄ，２４ｅの紫外線光源２５ａ，２５ｂ，２５ｃ，２５ｄ，２５ｅを消灯させる必要が
あり、また、基本色インクの吐出後完全に硬化しないうちに透明インクを吐出させて中間
的な画質の画像形成を行う場合には各基本色用記録ヘッド２２，２２…の下流側に設けら
れた全ての紫外線照射装置２４ａ，２４ｂ，２４ｃ，２４ｄ，２４ｅを制御してその紫外
線量を調整する必要がある。
【図面の簡単な説明】
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【０１０６】
【図１】本発明に係る画像記録装置の第一の実施形態の要部構成を示した正面図である。
【図２】本実施の形態に係る制御装置の概略を示した要部ブロック図である。
【図３】図３（ａ）は、マット調の画質の場合のインクの硬化状態を模式的に示した図で
ある。図３（ｂ）は、光沢感ある画質の場合のインクの硬化状態を模式的に示した図であ
る。
【図４】本発明に係る画像記録装置の第一の実施形態の変形例の要部構成を示した正面図
である。
【図５】本発明に係る画像記録装置の第二の実施形態の要部構成を示した側面図である。
【図６】本発明に係る画像記録装置の第二の実施形態の変形例の要部構成を示した側面図
である。
【符号の説明】
【０１０７】
１　画像記録装置
５　基本色用記録ヘッド
６ａ，６ｂ　透明インク用記録ヘッド
７ａ，ｂ，ｃ，ｄ　紫外線照射装置
８ａ，ｂ，ｃ，ｄ　紫外線光源
９　入力部
１０　制御装置
Ｐ　記録媒体
Ｘ　主走査方向
Ｙ　記録媒体搬送方向

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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