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(57)【要約】
【課題】画像をオーバーコートする透明インクを必要以
上に消費することなく、特定の波長による干渉色を発生
させないオーバーコートを実現可能な、インクジェット
記録装置およびインクジェット記録方法を提供する。
【解決手段】有色インクを用いて記録媒体１７１に画像
を記録する工程の最中あるいは記録工程が終了した後に
透明インクを記録する第１の付与工程と、ここで付与さ
れた透明インクが定着する時間をおいて、再び透明イン
クを記録する第２の付与工程とを用意する。これにより
、第１の付与工程で形成された一様な透明インクの層１
７５の上に、第２の付与工程で付与された透明インク滴
による凸部１７４が形成され、記録物の反射光に様々な
波長（色）の光が含ませることが出来る。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データに従って画像を記録するための有色インクと、画像が記録された記録媒体を
オーバーコートするための透明インクを用いて、記録媒体に画像を記録するインクジェッ
ト記録方法であって、
　前記有色インクを用いて記録媒体の単位領域に画像を記録する記録工程と、
　前記記録工程の最中あるいは前記記録工程が終了した後に、前記単位領域に前記透明イ
ンクを記録する第１の付与工程と、
　前記第１の付与工程が完了した後に該第１の付与工程で付与された前記透明インクが定
着するための時間をおいて、前記単位領域に前記透明インクを記録する第２の付与工程と
を有することを特徴とするインクジェット記録方法。
【請求項２】
　前記第１の付与工程では記録された前記透明インクが記録媒体上に透明インクの層を形
成する程度の記録率で記録され、前記第２の付与工程では、前記透明インクの層の上に凸
部を形成する程度であって前記第１の付与工程よりも低い記録率で、前記透明インクが記
録されることを特徴とする請求項１に記載のインクジェット記録方法。
【請求項３】
　前記有色インクを吐出する吐出口列と前記透明インクを吐出する吐出口列が記録媒体に
対して移動する走査と、該走査と異なる方向に記録媒体を搬送する搬送動作とを、交互に
行うことによって、前記単位領域の画像を複数回の前記走査により完成させるインクジェ
ット記録方法であって、
　前記第２の付与工程は、前記第１の付与工程が完了した前記単位領域に対し、前記透明
インクの記録を伴わないＮ回分（Ｎは１以上の整数）の走査を行った後に、前記透明イン
クの記録を伴う走査を行うことによって前記透明インクを記録することを特徴とする請求
項１または２に記載のインクジェット記録方法。
【請求項４】
　前記第１の付与工程は、前記記録工程が終了した前記単位領域に対し、前記搬送の方向
の下流に位置する前記透明インクの吐出口列によって行われることを特徴とする請求項３
に記載のインクジェット記録方法。
【請求項５】
　前記第１の付与工程は、前記記録工程と同じ走査で行われることを特徴とする請求項３
に記載のインクジェット記録方法。
【請求項６】
　前記第１の付与工程は、前記記録工程が終了した前記単位領域に対し、前記記録媒体の
フィードバックを行った後に行われることを特徴とする請求項３に記載のインクジェット
記録方法。
【請求項７】
　前記有色インクは顔料を含有するインクであることを特徴とする請求項１乃至６のいず
れかに記載のインクジェット記録方法。
【請求項８】
　画像データに従って画像を記録するための有色インクと、画像が記録された記録媒体を
オーバーコートするための透明インクを用いて、記録媒体に画像を記録するインクジェッ
ト記録装置であって、
　前記有色インクを用いて記録媒体の単位領域に画像を記録する記録手段と、
　前記記録手段による前記有色インクの記録の最中あるいは前記有色インクの記録が終了
した後に、前記単位領域に前記透明インクを記録する第１の付与手段と、
　前記第１の付与手段による前記透明インクの記録が終了した後に、前記第１の付与手段
で付与された前記透明インクが定着するための時間をおいて、前記単位領域に前記透明イ
ンクを記録する第２の付与手段と
を備えることを特徴とするインクジェット記録装置。
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【請求項９】
　前記第１の付与手段は、記録媒体上に前記透明インクの層を形成する程度の記録率で前
記透明インクを記録し、前記第２の付与手段は、前記透明インクの層の上に凸部を形成す
る程度の前記第１の付与手段よりも低い記録率で、前記透明インクを記録することを特徴
とする請求項８に記載のインクジェット記録装置。
【請求項１０】
　前記有色インクを吐出する吐出口列と前記透明インクを吐出する吐出口列が記録媒体に
対して移動する走査と、該走査と異なる方向に記録媒体を搬送する搬送動作とを、交互に
行うことによって、前記単位領域の画像を複数回の前記走査により完成させるインクジェ
ット記録装置であって、
　前記第２の付与手段は、前記第１の付与手段による前記透明インクの記録が終了した前
記単位領域に対し、前記透明インクの記録を伴わないＮ回分（Ｎは１以上の整数）の走査
を行った後に、前記透明インクの記録を伴う走査を行うことによって前記透明インクを記
録することを特徴とする請求項８または９に記載のインクジェット記録装置。
【請求項１１】
　前記第１の付与手段は、前記搬送の方向の下流に位置する前記透明インクの吐出口列を
用い、前記記録手段による前記有色インクの記録が完了した前記単位領域に対して前記透
明インクを記録することを特徴とする請求項１０に記載のインクジェット記録装置。
【請求項１２】
　前記第１の付与手段は、前記記録手段による前記有色の記録と同じ走査で前記透明イン
クの記録を行うことを特徴とする請求項１０に記載のインクジェット記録装置。
【請求項１３】
　前記第１の付与手段は、前記記録手段による前記有色インクの記録が終了した前記単位
領域に対し、前記記録媒体のフィードバックを行った後に、前記透明インクの記録を行う
ことを特徴とする請求項１０に記載のインクジェット記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を記録するための有色インクおよび画像を保護するための透明インクを
用いて記録媒体に画像を形成するインクジェット記録装置およびインクジェット記録方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置は、高密度かつ高速な記録動作が可能であること、ランニング
コストが安く静かな記録方式であることなど様々な優位点を有しており、各種装置の出力
機器あるいはポータブルプリンタ等として様々な形態に商品化されている。
【０００３】
　このようなインクジェット記録装置では、出力後の画像の見栄えや耐候性を向上させる
ための要求が高まっており、近年では顔料インクを用いて画像を記録するものも多く提供
されている。また、特許文献１には、顔料インクなどの有色インクによって記録した画像
上に透明のインクを付与し、画像表面をオーバーコートすることによって画像の光沢性や
擦れなどへの耐性（以下「耐擦性」という）等を高める技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－０８１７５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような透明インクを画像上にオーバーコートして得られた出力物に
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おいては、透明インク層における光の干渉が画像とは無関係な発色を起こし、画像品位を
劣化させる場合がある。
【０００６】
　図１は、顔料インクで記録した画像の上に透明インクを付与した際の記録媒体の層断面
を示す模式図である。記録媒体１００１上に顔料インクによって記録が成された顔料層１
００２が形成され、更にその上に透明インク層１００３が形成されている。透明インク層
１００３は、一般に、約１００ｎｍ～５００ｎｍ程度の厚みｄを有している。
【０００７】
　例えば太陽光や蛍光灯からの平行光１００４は、透明インク層１００３上で反射する反
射光１００５と透明インク層１００３に透過し顔料層１００２の表面で反射する光１００
６とに分けられ、両者の光路差に伴う光の干渉が起こる。そして、例えば、入射角をθ、
入射光の波長をλ、透明インク層１００３の屈折率をｎ、としたとき、
ｍ×λ＝ｎ×２ｄ×ＣＯＳθ＋λ／２（ｍは整数）　（式１）
の関係が成り立つ波長λを有する光の強度が増し、当該光の干渉色が他色に比べて強く視
認される。また上記関係式を満たす波長λは、透明インク層１００３の膜厚ｄによって変
化するので、透明インク層１００３の厚みが一様でないと、虹色の反射光が認識される場
合もある。このような画像とは無関係な発色は、記録物の品位を劣化させる。
【０００８】
　上記干渉による弊害を抑えるための方法としては、一般に以下の３つの方法などが考え
られる。（１）透明インク層１００３の厚みｄを極薄くする。（２）多くの可視光におい
て干渉を起こさせる程に透明インク層の厚みｄを厚くする。（３）透明インクの厚みが厚
い部分と薄い部分を形成し、様々な干渉波長を発生させる。
【０００９】
　しかし、（１）のように透明インク層を極薄くしてしまうと、透明インク層を付与する
ことの本来の目的、すなわち画像表面において十分な光沢性や耐擦性が得られなくなる。
また、（２）のように特定の干渉色が目立たなくなる程度に透明インク層を厚くするには
、１μｍ程度の厚みが必要となるが、この場合、有色インクに比べて大量の透明インクが
消費されることになる。このように、画像とは直接関係しない透明インクのために、装置
の大型化や高価格化が招致されることは好ましくない。
【００１０】
　一方、（３）のように透明インクの厚みが厚い部分と薄い部分を形成するためには、領
域に応じて透明インクの付与量を変える必要が生じる。この場合、図１４に示すように領
域に応じて透明インクの記録率に偏りを持たせれば、図１６（ａ）のように記録された透
明インクの液滴２１２が記録媒体の表面で広がり、同図（ｂ）に示すように厚みばらつき
有する透明インク層２１３を作ることが出来る。しかし、十分な厚みの差を作る為には、
やはり多量の透明インクが消費され、またこのような方法で作成した段差は、緩やか且つ
大きな周期でしか得られないので、干渉色を十分に目立たなくすることは難しい。
【００１１】
　本発明は上記従来技術の課題に鑑みてなされたものである。よってその目的とするとこ
ろは、画像をオーバーコートする透明インクを必要以上に消費することなく、特定の波長
による干渉色を発生させないオーバーコートを実現可能な、インクジェット記録装置およ
びインクジェット記録方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　そのために本発明は、画像データに従って画像を記録するための有色インクと、画像が
記録された記録媒体をオーバーコートするための透明インクを用いて、記録媒体に画像を
記録するインクジェット記録方法であって、前記有色インクを用いて記録媒体の単位領域
に画像を記録する記録工程と、前記記録工程の最中あるいは前記記録工程が終了した後に
、前記単位領域に前記透明インクを記録する第１の付与工程と、前記第１の付与工程が完
了した後に該第１の付与工程で付与された前記透明インクが定着するための時間をおいて
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、前記単位領域に前記透明インクを記録する第２の付与工程とを有することを特徴とする
。
【００１３】
　また、画像データに従って画像を記録するための有色インクと、画像が記録された記録
媒体をオーバーコートするための透明インクを用いて、記録媒体に画像を記録するインク
ジェット記録装置であって、前記有色インクを用いて記録媒体の単位領域に画像を記録す
る記録手段と、前記記録手段による前記有色インクの記録の最中あるいは前記有色インク
の記録が終了した後に、前記単位領域に前記透明インクを記録する第１の付与手段と、前
記第１の付与手段による前記透明インクの記録が終了した後に、前記第１の付与手段で付
与された前記透明インクが定着するための時間をおいて、前記単位領域に前記透明インク
を記録する第２の付与手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、第１の付与工程で形成された一様な透明インクの層の上に、第２の付
与工程で付与された透明インク滴による凸部が形成され、記録物の反射光に様々な波長（
色）の光を含ませることが出来る。よって、透明インクを必要以上に消費することなく、
特定の波長による干渉色を発生させない記録物を出力することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】顔料インク上に透明インクを付与した際の記録媒体の層断面図である。
【図２】本発明で使用可能なインクジェット記録装置の概観構成図である。
【図３】インクジェット記録装置の制御系の構成を説明するためのブロック図である。
【図４】第１の実施形態で使用する記録ヘッドを吐出口側から観察した模式図である。
【図５】透明インクの記録率と干渉色の観察結果を示す図である。
【図６】（ａ）～（ｆ）は、透明インクの記録タイミングと記録媒体での定着の様子を示
す図である。
【図７】マルチパス記録方法を簡単に説明するための模式図である。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、８パスのマルチパス記録の記録状態を示す図である。
【図９】有色インクの吐出口列に適用するマスクパターンを示す図である。
【図１０】透明インクの吐出口列に適用するマスクパターンを示す図である。
【図１１】（ａ）～（ｆ）は、マルチパス記録によってインクが付与される様子を説明す
るための断面図である。
【図１２】（ａ）～（ｅ）は、記録状態を上面から説明するための模式図である。
【図１３】（ａ）～（ｅ）は、画像データが存在しない単位領域の記録状態を示す断面図
である。
【図１４】領域に応じて透明インクの記録率に偏りを持たせる方法の説明図である。
【図１５】従来の方法と本実施形態とで、記録物の比較結果を示す図である。
【図１６】（ａ）および（ｂ）は、透明インクの記録率に偏りを持たせた場合の記録状態
を示す図である。
【図１７】第２の実施形態で用いる記録ヘッドを吐出口側から観察した模式図である。
【図１８】低階調領域における第１の付与工程後の記録状態を説明する断面図である。
【図１９】第３の実施形態で用いる記録ヘッドを吐出口側から観察した模式図である。
【図２０】第３の実施形態のシステムコントローラが実行するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１７】
　図２は本実施形態で使用するインクジェット記録装置の概観構成を説明するための図で
ある。インクジェット記録ヘッドや複数色分のインクタンクを搭載するキャリッジ１１は
、キャリッジモータ１２を駆動源として主走査方向に往復移動する。キャリッジ１１の往
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復走査に追従するように取り付けられているフレキシブルケーブル１３は、不図示の制御
部とキャリッジ１１に搭載された記録ヘッドとの間での電気信号の送受信を行う。キャリ
ッジ１１の移動位置は、主走査方向に延在して取り付けられているエンコーダ１６を、キ
ャリッジに備えられたエンコーダセンサが光学式に読みとることによって検出出来るよう
になっている。
【００１８】
　外部に接続されたホストコンピュータより記録動作コマンドが入力されると、給紙トレ
イ１５に積層されている記録媒体の１枚がキャリッジ１１に搭載された記録ヘッドによっ
て記録可能な位置まで給紙される。その後、記録信号に伴ってインクを吐出しながらの記
録ヘッドの記録主走査と、該記録走査とは異なる方向への記録媒体の所定量の搬送動作を
交互に繰り返すことにより、記録媒体に順次画像が形成されて行く。
【００１９】
　キャリッジ１１が移動する領域の端部には、記録ヘッドのメンテナンス処理を実行する
ための回復手段１４が備えられている。回復手段１４には、吸引および放置時に記録ヘッ
ドの吐出口面を保護するためのキャップ１４１、吐出回復時の透明インクを受容する吐出
受け１４２、吐出回復時の吐出した有色インクを受容する吐出受け１４３等が備えられて
いる。ワイパーブレード１４４は、矢印の方向に移動しながら記録ヘッドの吐出口面をワ
イピングする。
【００２０】
　図３は、図１に示したインクジェット記録装置の制御系の構成を説明するためのブロッ
ク図である。３０１は、受信した画像データを処理したり装置全体を制御したりするシス
テムコントローラである。システムコントローラ３０１の内部には、マイクロプロセッサ
を始め、制御プログラムや後述するマスクパターンなどを記憶した記憶素子（ＲＯＭ）や
、各種画像処理を実施する際のワークエリアとなるＲＡＭが配置されている。１２は主走
査方向にキャリッジ１１を移動させるためのキャリッジモータ、３０５は記録媒体を副走
査方向に搬送するための搬送モータである。３０２及び３０３はドライバであり、システ
ムコントローラ３０１から記録ヘッドや記録媒体の移動速度や移動距離などの情報を受け
取り、夫々のモータ１２及び３０５を駆動する。
【００２１】
　３０６は外部に接続されたホストコンピュータであり、本実施形態のインクジェット記
録装置に対して記録すべき画像情報を転送する。ホストコンピュータ３０６の形態として
は情報処理装置としてのコンピュータとするほか、イメージリーダなどの形態とすること
もできる。３０７は、ホストコンピュータ３０６からのデータを一時的に格納するための
受信バッファであり、システムコントローラ３０１からデータの読み込みが行われるまで
、受信データを蓄積しておく。
【００２２】
　３０８は、記録すべきデータをイメージデータに展開するためのフレームメモリであり
、記録に必要な容量のメモリサイズをインク色毎に有している。３０９は、記録すべきデ
ータを各インク色用に、それぞれ一時的に記憶するためのバッファであり、記録ヘッドの
ノズル数に応じて記録容量は変化する。
【００２３】
　３１０は記録制御部であり、システムコントローラ３０１からの指令により記録ヘッド
１７を適切にコントロールし、記録速度や記録データ数などを制御する。３１１は記録ヘ
ッドドライバであり、記録制御部３１０からの信号によりコントロールされ、インクを吐
出させるための記録ヘッド１７を駆動する。
【００２４】
　以上の構成において、ホストコンピュータ３０６から供給される画像データは、受信バ
ッファ３０７に転送されて一時的に格納され、システムコントローラ３０１によって各色
のフレームメモリ３０８に展開される。次に、展開された画像データは、システムコント
ローラ３０１によって読み出され所定の画像処理が施された後に、色毎にバッファ３０９
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に展開される。記録制御部３１０は、各バッファ内の画像データに基づいて記録ヘッド１
７の動作を制御する。
【００２５】
　図４は、本実施形態で使用する記録ヘッド１７の構成を吐出口側から観察した状態を示
す模式図である。記録ヘッド１７には、１インチ当たり１２００個の密度で副走査方向に
１２８０個配列する吐出口によって１色分の吐出口列が形成され、この吐出口列がインク
色に対応した分だけ主走査方向に複数並列している。本実施形態では、ブラックインクを
吐出する吐出口列４Ｋ、シアンインクを吐出する吐出口列４Ｃ、マゼンタインクを吐出す
る吐出口列４Ｍ、およびイエローインクを吐出する吐出口列４Ｙが、図の順番で並んでい
る。これら４色の吐出口列に対し更に副走査方向の下流側には、透明インクを吐出するた
めの吐出口列４ＣＬが配置されている。各吐出口から吐出される液滴は約４．５ｐｌであ
るが、ブラックインクについては、高濃度の黒画像を実現するために、他よりも多い吐出
量に設定されていてもよい。本実施形態の記録装置は、このような記録ヘッド１７を主走
査方向に走査しながら吐出させることにより、主走査方向に２４００ｄｐｉ（ドット／ｉ
ｎｃｈ；参考値）、副走査方向に１２００ｄｐｉの記録密度でドットを記録することが可
能となっている。
【００２６】
　次に、本実施形態で適用するインクセットの成分および精製方法を説明する。本実施形
態では有色インクとして顔料を含有する４色の顔料インクを用いる。
【００２７】
　＜イエローインク＞
　（１）分散液の作製
　まず、以下に示す顔料１０部、アニオン系高分子３０部、純水６０部を混合する。
・　　　　　　顔料：［Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー７４（製品名：Ｈａｎｓａ　Ｂｒｉ
ｌｌｉａｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　５ＧＸ（クラリアント社製））］
・　　　　　　アニオン系高分子Ｐ－１：［スチレン／ブチルアクリレート／アクリル酸
共重合体（共重合比（重量比）＝３０／４０／３０）、酸価２０２、重量平均分子量６５
００、固形分１０％の水溶液、中和剤：水酸化カリウム］３０部
次に、以上に示す材料をバッチ式縦型サンドミル（アイメックス製）に仕込み、０．３ｍ
ｍ径のジルコニアビーズを１５０部充填し、水冷しつつ、１２時間分散処理を行う。更に
、この分散液を遠心分離機にかけ粗大粒子を除去した。そして、最終調製物として、固形
分が約１２．５％、重量平均粒径が１２０ｎｍの顔料分散体１を得た。得られた顔料分散
体を用いて、下記のようにしてインクを調製する。
【００２８】
　（２）インクの作製
　以下の成分を混合し、十分に攪拌して溶解・分散後、ポアサイズ１．０μｍのミクロフ
ィルター（富士フィルム製）にて加圧濾過して、インク１を調製する。
・上記で得た顔料分散体１：４０部
・グリセリン：９部
・エチレングリコール：６部
・アセチレングリコールエチレンオキサイド付加物
（商品名：アセチレノールＥＨ）：１部
・１，２－ヘキサンジオール：３部
・ポリエチレングリコール（分子量１０００）：４部
・水：３７部
【００２９】
　＜マゼンタインク＞
　（１）分散液の作製
　まず、ベンジルアクリレートとメタクリル酸を原料として、常法により、酸価３００、
数平均分子量２５００のＡＢ型ブロックポリマーを作り、水酸化カリウム水溶液で中和し
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、イオン交換水で希釈して均質な５０質量％ポリマー水溶液を作成する。また、上記ポリ
マー溶液を１００ｇ、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１２２を１００ｇおよびイオン交換水を
３００ｇを混合し、機械的に０．５時間撹拌する。次に、マイクロフリュイダイザーを使
用し、この混合物を、液体圧力約７０ＭＰａ下で相互作用チャンバ内に５回通すことによ
って処理する。更に、上記で得た分散液を遠心分離処理（１２，０００ｒｐｍ、２０分間
）することによって、粗大粒子を含む非分散物を除去してマゼンタ分散液とする。得られ
たマゼンタ分散液は、その顔料濃度が１０質量％、分散剤濃度が５質量％であった。
【００３０】
　（２）インクの作製
　インクの作製は、上記マゼンタ分散液を使用する。これに以下の成分を加えて所定の濃
度にし、これらの成分を十分に混合撹拌した後、ポアサイズ２．５μｍのミクロフィルタ
ー（富士フイルム製）にて加圧濾過し、顔料濃度４質量％、分散剤濃度２質量％の顔料イ
ンクを調製する。
【００３１】
　上記マゼンタ分散液　　　４０部
　グリセリン　　　　　　　１０部
　ジエチレングリコール　　１０部
　アセチレングリコールＥＯ付加物　０．５部
　（川研ファインケミカル製）イオン交換水　　３９．５部。
【００３２】
　＜シアンインク＞
　（１）分散液の作製
　まず、ベンジルアクリレートとメタクリル酸を原料として、常法により、酸価２５０、
数平均分子量３０００のＡＢ型ブロックポリマーを作り、水酸化カリウム水溶液で中和し
、イオン交換水で希釈して均質な５０質量％ポリマー水溶液を作成する。また、上記のポ
リマー溶液を１８０ｇ、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３を１００ｇおよびイオン交換
水を２２０ｇを混合し、機械的に０．５時間撹拌する。次に、マイクロフリュイダイザー
を使用し、この混合物を、液体圧力約７０ＭＰａ下で相互作用チャンバ内に５回通すこと
によって処理する。更に、上記で得た分散液を遠心分離処理（１２，０００ｒｐｍ、２０
分間）することによって、粗大粒子を含む非分散物を除去してシアン分散液とする。得ら
れたシアン分散液は、その顔料濃度が１０質量％、分散剤濃度が１０質量％であった。
【００３３】
　（２）インクの作製
　インクの作製は、上記シアン分散液を使用する。これに以下の成分を加えて所定の濃度
にし、これらの成分を十分に混合撹拌した後、ポアサイズ２．５μｍのミクロフィルター
（富士フイルム製）にて加圧濾過し、顔料濃度２質量％、分散剤濃度２質量％の顔料イン
クを調製する。
【００３４】
　上記シアン分散液　　　　２０部
　グリセリン　　　　　　　１０部
　ジエチレングリコール　　１０部
　アセチレングリコールＥＯ付加物　　　　０．５部
　（川研ファインケミカル製）イオン交換水　　５３．５部。
【００３５】
　＜ブラックインク＞
　（１）分散液の作製
　イエローインク１で使用したポリマー溶液を１００ｇ、カーボンブラックを１００ｇお
よびイオン交換水を３００ｇを混合し、機械的に０．５時間撹拌する。次に、マイクロフ
リュイダイザーを使用し、この混合物を、液体圧力約７０ＭＰａ下で相互作用チャンバ内
に５回通すことによって処理する。更に、上記で得た分散液を遠心分離処理（１２，００
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０ｒｐｍ、２０分間）することによって、粗大粒子を含む非分散物を除去してブラック分
散液とする。得られたブラック分散液は、その顔料濃度が１０質量％、分散剤濃度が６質
量％であった。
【００３６】
　（２）インクの作製
　インクの作製は、上記ブラック分散液を使用する。これに以下の成分を加えて所定の濃
度にし、これらの成分を十分に混合撹拌した後、ポアサイズ２．５μｍのミクロフィルタ
ー（富士フイルム製）にて加圧濾過し、顔料濃度５質量％、分散剤濃度３質量％の顔料イ
ンクを調製する。
【００３７】
　上記ブラック分散液　　　５０部
　グリセリン　　　　　　　１０部
　トリエチレングリコール　１０部
　アセチレングリコールＥＯ付加物　　　　０．５部
　（川研ファインケミカル製）イオン交換水　　　２５．５部。
【００３８】
　＜透明インク＞
（１）樹脂溶液の作製
　まず、下記のようにして樹脂水溶液を得る。その後、スチレン、及びアクリル酸で構成
される樹脂を１５．０質量％、前記アクリル酸を構成するカルボン酸に対して水酸化カリ
ウムを１当量加え、残部を水で１００．０質量％に調整した後、８０℃で撹拌して樹脂を
溶解する。その後、固形分の含有量が１５．０質量％になるように水で調整して、樹脂水
溶液を得る。樹脂は、重量平均分子量７，０００である。
【００３９】
（２）インクの作製
下記に示す各成分を混合し、十分撹拌して、インクを調製した。得られた透明インクは無
色透明であった。
・樹脂水溶液：　　　　　　　　　　　　　　　　　２６．６部
・グリセリン：　　　　　　　　　　　　　　　　　９部
・エチレングリコール：　　　　　　　　　　　　　６部
・アセチレングリコールＥＯ付加物：　　　　　　　１部
・（川研ファインケミカル製）イオン交換水：５７．４部
　以上のように作製された本実施形態の透明インクは、表面張力が低いため記録媒体に広
がりやすい。また、離れた位置に記録された２つの液滴であっても、これらが定着する前
に接触すれば互いに連結して、記録媒体の表面で一様な層を形成しやすい特徴を有してい
る。
【００４０】
　図５は、本発明者らが、上述した記録装置、記録ヘッドおよびインクを用いて画像を記
録した場合の、透明インクの記録率と干渉色の観察結果を示す図である。本検討では、キ
ヤノン製フォト光沢紙（商品名「フォト光沢紙［薄口］ＬＦＭ－ＧＰ４２１Ｒ」）に対し
、上記シアンインクを１５０％の記録率で記録した後に、透明インクをそれぞれの記録率
で記録した。記録に関しては、８パスのマルチパス記録で行った。記録率とは、２４００
ｄｐｉ×１２００ｄｐｉの解像度で記録可能な単位領域に含まれる全画素のうち、インク
液滴が記録（付与）される画素の割合を示す。上述したように本実施形態で使用する透明
インクは表面張力が低いので、２４００ｄｐｉ×１２００ｄｐｉの解像度で４．５ｐｌの
吐出量であれば、２５％程度の記録密度で透明インクの一様な層が形成される。図では、
このように記録して得た出力物の干渉色を目視で確認した結果を示している。
【００４１】
　図から判るように、透明インクの記録率が少ない（１０％以下）場合は干渉色が見られ
ない。これは、ドットが離散しているので、一様な層が形成されないためである。あるい
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は、層を形成したとしても、これが極薄い層であるので式１を満たす波長領域が可視光領
域に存在しないためである。
【００４２】
　記録率が２５％程度になると、安定した透明インク層が形成され、干渉光が確認される
ようになる。そして、透明インクの記録率、すなわち透明インク層の厚みが徐々に増加す
るにつれ、長い波長（λ）の干渉色が確認されるようになる。
【００４３】
　以上の結果を踏まえ、本発明者らは、画像表面に凹凸を設けて透明インク層の厚みを一
定にしなければ、反射光に様々な波長（色）の光が含まれ、特定の干渉色が目立ち難くな
ることに着目した。そしてそのためには、透明インクの付与のタイミングを調整すること
が有効であるという知見に至った。
【００４４】
　図６（ａ）～（ｆ）は、本実施形態における透明インクの付与（記録）のタイミングと
記録媒体での定着の様子を説明するための図である。図６（ａ）は、記録ヘッド１７の吐
出口列４Ｙ～４Ｋによって、まず記録媒体１４１上に有色インクの層１４２が形成された
状態を示している。その後、透明インクの吐出口列４ＣＬを用いたマルチパス記録によっ
て、徐々に透明インクの層を形成していく。
【００４５】
　図６（ｂ）および（ｃ）は、透明インクの第１の付与工程を示す。第１の付与工程では
、透明インク滴１４３が、記録媒体１４１に着弾された隣り合う透明インク滴同士が接触
する程度に高密度に記録される。先述したように透明インクは表面張力が低いので、この
ように高密度に記録されると記録媒体表面で一様に広がり易く、即座に図６（ｄ）のよう
な液体層１４４を形成する。
【００４６】
　本実施形態では、このような第１の付与工程によって一様な透明インク層（液体層）１
４４が形成されると、しばらく時間をおく。そして、透明インク層１４４が有る程度定着
した後に、新たに、図６（ｅ）に示すような第２の付与工程を実行する。第２の付与工程
では、隣り合う透明インク滴１４３同士が接触しない程度に低密度に記録される。このよ
うに低密度で記録された透明インクの液滴１４５は、記録媒体表面で大きく広がることな
く、図６（ｆ）に示すように、離散した状態で定着する。
【００４７】
　第１の付与工程と第２の付与工程によって形成された図６（ｆ）に示すような透明イン
クの層は、第２の付与工程で透明インクが付与された位置と付与されなかった位置で層の
厚みが異なり、記録媒体表面に凹凸を形成する。これにより、印刷画像を観察した場合で
も、反射光に様々な波長（色）の光が含ませることが出来、特定の干渉色が視認されない
記録物とすることが出来る。
【００４８】
　本実施形態では、図６（ａ）～（ｆ）で示した記録を実現するために、図４に示した記
録ヘッドによる８パスのマルチパス記録を行う。以下、マルチパス記録について簡単に説
明する。
【００４９】
　マルチパス記録では、記録ヘッドが１回の主走査で記録可能な画像データを予め用意さ
れているマスクパターンに従って間引き、複数回の主走査によって段階的に画像を完成さ
せていく。
【００５０】
　図７は、マルチパス記録方法を簡単に説明するための模式図である。ここでは、簡単の
ため、１６個の吐出口を有する吐出口列５６を用い、４パスのマルチパス記録を行う場合
を説明する。４パスのマルチパス記録の場合、吐出口列５６は、４つずつの吐出口を含む
４つの領域（領域１～領域４）に分割して考えることが出来る。
【００５１】
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　５７ａ～５７ｄは、領域１～領域４の夫々に宛がわれるマスクパターンを示している。
マスクパターン５７ａ～５７ｄの夫々は、黒で示した記録許容画素と白で示した非記録許
容画素を定めた４画素×４画素の領域を有しており、これら５７ａ～５７ｄのマスクパタ
ーンを重ねあわせることにより、記録許容画素が補完される構成になっている。実際に記
録を行う際には、個々の吐出口に宛がわれた画像データ（記録／非記録データ）とマスク
パターンとの間で論理積演算を行い、その結果に基づいた吐出動作が実行される。なお、
ここでは簡単のため４画素×４画素の領域を有するマスクパターンを示しているが実際の
マスクパターンは主走査方向にも副走査方向にも更に大きな領域を有している。
【００５２】
　５８ａ～５８ｄは、記録走査を重ねていくことによって記録媒体に画像が完成されてい
く様子を示している。各記録走査において、吐出口列５６の領域１～４は、マスクパター
ン５７ａ～５７ｄによって記録が許容された画素に対してのみ記録を行い、各記録走査が
終了するたびに、記録媒体は副走査方向に各領域の幅に対応した分ずつ搬送される。この
ような構成よって、記録媒体の単位領域（吐出口列の各領域の幅に対応する記録媒体の領
域）は４回の記録走査によって画像が完成される仕組みになっている。
【００５３】
　このようなマルチパス記録を行えば、記録媒体の各単位領域が複数回の走査で吐出口列
の複数の領域によって記録されるので、ノズル（吐出口）特有のばらつきや記録媒体の搬
送精度のばらつきが分散され、濃度むらやすじを低減させることが出来る。
【００５４】
　図７では、簡単のため、４パスのマルチパス記録の例を説明したが、本実施形態のよう
に８パスのマルチパス記録を行う場合には、１つの吐出口列が８領域に分割され、各領域
に対し互いに補完の関係にあるマスクパターンが宛がわれていればよい。このようなマス
クパターンは、各領域の補完の関係が保たれていれば、記録許容エリアの配置を様々に変
えることも出来る。例えば、本実施形態のようにインクの種類に応じた複数の吐出口列を
備える場合には、インクの種類に応じてマスクパターンを異ならせることも出来る。
【００５５】
　図８（ａ）～（ｃ）は、図４で示した本実施形態の記録ヘッド１７を用いて８パスのマ
ルチパス記録を行った場合の、記録媒体に対する記録状態を説明するための図である。図
８（ａ）は、幅ｄの単位領域１６４に対し、有色インクＫＣＭＹによって１パス目の記録
走査が行われた状態を示す。図８（ｂ）は、同図（ａ）で示した記録走査と幅ｄの搬送動
作が行われた後、単位領域１６４に対し有色インクによる２パス目の記録走査が、これに
隣接する単位領域１６５に１パス目の記録走査が行われた状態を示す。以上のような記録
走査を繰り返すことにより、１６４や１６５、またこれに続く単位領域に順次記録が行わ
れ、個々の単位領域は記録走査が進むにつれて画像が完成されていく。
【００５６】
　図８（ｃ）は、８パス目の記録走査が行われ有色インクによる１００％の記録が完成し
た単位領域１６４に対し、９パス目の記録が行われた状態を示している。このように各単
位領域には、９パス目～１６パス目の記録走査によって透明インクが徐々に記録されて行
く。
【００５７】
　図９は、本実施形態の有色インクの吐出口列４Ｙ～４Ｋに適用するマスクパターンを示
す図である。本実施形態では８パスのマルチパス記録を行うので、１２８０個の吐出口を
有する１つの吐出口列は、１６０個ずつの吐出口を含む領域１～領域８に分割される。こ
こでは、各領域に対し主走査方向１６画素×副走査方向４画素のマスクパターン７３ａ～
７３ｈが宛がわれており、これら８つのマスクパターン７３ａ～７３ｈは、互いに補完の
関係を有している。また、各マスクパターンの記録許容率（１６画素×４画素に含まれる
記録許容画素の割合）は均等に１２．５％になっている。すなわち、本実施形態によれば
、１２．５％ずつの８回の記録走査によって、単位領域に対する有色インクの記録が完成
（１００％）される。
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【００５８】
　一方、図１０は、本実施形態の透明インクの吐出口列４ＣＬに適用するマスクパターン
を示す図である。透明インクについても、吐出口列４ＣＬは１６０個ずつの吐出口を含む
領域１～領域８に分割され、それぞれについてマスクパターン９０ａ～９０ｈが宛がわれ
ている。透明インクのマスクパターンは、全てを足し合わせても５０％の記録率になって
おり、補完はされない。これは、本実施形態の記録装置では、上述したように２５％程度
の記録密度で透明インクの一様な層は形成され、十分な光沢や保護を得るためであっても
、５０％程度の記録率で十分であるからである。
【００５９】
　透明インクについては、各領域の記録許容率は一律ではなく、９０ａ～９０ｆは６．２
５％、９０ｇは０％、９０ｈは１２．５％になっている。但し、透明インクについては、
特に透明インク用の画像データが存在するわけではなく、全ての画素に１ドットずつの記
録を行う。従って、黒で示した記録許容画素の全てに対し、すなわち画像の全領域に対し
５０％の記録率で、透明インクが記録される。
【００６０】
　以上説明したマスクパターンを使って８パスのマルチパス記録を行った場合、単位領域
には１～８パス目では１２．５％の割合で有色インクが記録され、９～１４パス目では６
．２５％の割合で透明インクが記録される。その後、１５パス目ではいずれのインクも記
録されず、１６パス目で１２．５％の透明インクが記録される。その結果、本実施形態の
場合は、９～１４パス目での記録が透明インクの第１の付与工程となり、透明インクの記
録を行わない１５パス目を挟んだ１６パス目の記録が第２の付与工程となる。
【００６１】
　図１１（ａ）～（ｈ）は、上述したマスクパターンを用いたマルチパス記録によって記
録媒体１７１の単位領域にインクが付与されて行く様子を説明するための断面図である。
図１１（ａ）および（ｂ）は、１～８パス目によって徐々に有色インクが記録される状態
を示している。１２．５％ずつの記録が行われた結果、図１１（ｃ）のように、記録媒体
１７１には有色インクの層１７３が形成される。
【００６２】
　図１１（ｄ）および（ｅ）は、９～１４パス目によって徐々に透明インクが記録される
第１の付与工程を示している。連続的に記録された透明インクは、互いに接触すると連結
し、図１１（ｆ）のように、有色インクの層１７３の上で透明インクの層１７５を形成す
る。そして、このように形成された透明インクの層１７５は、透明インクの記録が行われ
ない１５パス目の間にほぼ定着する。
【００６３】
　図１１（ｇ）は、１６パス目によって透明インクが記録される第２の付与工程を示して
いる。最後に記録される１２．５％の透明インクは、隣接するインク滴同士が互いに接触
することがないような配置になっており、図１１（ｈ）のように、既に定着している透明
インク層１７５の上でインクの凸部１７４を形成して定着する。
【００６４】
　図１２（ａ）～（ｅ）は、上記記録状態を上面から説明するための模式図である。図１
２（ａ）は、単位領域に対し透明インクの液滴が記録される画素位置の順番を示している
。すなわち、透明インクの１パス目（９パス目）で記録が行われる画素には「１」が、２
パス目（１０パス目）で記録が行われる画素には「２」が・・・８パス目（１６パス目）
で記録が行われる画素には「８」が、それぞれ示されている。
【００６５】
　図１２（ｂ）は、１～８パスによって有色インクの記録が完了し、有色インクの層１７
３が形成されている状態を示している。図１２（ｃ）は、同図（ｂ）のように形成された
有色インクの層１７３の上に、第１の付与工程によって徐々に透明インクが記録されてい
く途中の様子を示している。図１０にも示したように、本実施形態で透明インク用に用い
るマスクパターンは記録許容画素が離散して配置されている。しかし、連続した記録走査
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によって隣接する位置に透明インクが記録されると、複数の透明インク滴同士は互いに連
結し、一様な厚みの透明インクの層１７５を形成する（図１２（ｄ））。そして、このよ
うに形成された透明インクの層１７５は、透明インクの記録が行われない１５パス目の間
にほぼ定着する。
【００６６】
　図１２（ｅ）は、第２の付与工程によって１２．５％の透明インクが記録された様子を
示している。図１０からの判るように、領域８に宛がわれているマスクパターンの記録許
容画素の配置は離散的であるので、隣接するインク滴同士が互いに接触することがなく、
既に定着している透明インクの層１７５の上でインクの凸部１７４を形成して定着する。
【００６７】
　以上では、有色インクの層１７３の上に透明インクが記録される場合について説明した
が、画像データは全ての領域に存在するわけではなく、有色インクは全領域で層を形成す
るわけではない。記録媒体上には有色インクが記録されない白紙領域や、僅かな有色イン
クしか記録されない低階調領域も存在する。
【００６８】
　図１３（ａ）～（ｅ）は、上述したマスクパターンを用いたマルチパス記録によって記
録媒体の画像データが存在しない単位領域に、インクが付与されて行く様子を説明するた
めの断面図である。画像データが存在しない領域では、図８で示した有色インク用のマス
クパターンと画像データとの間で論理積をとっても記録データは生成されないので、当該
領域に対する１～８パス目において有色インクの記録は行われない。但し、このような領
域に対しても９～１６パス目における透明インクの記録は行われる。
【００６９】
　図１３（ａ）および（ｂ）は、９～１４パス目によって、白紙の記録媒体１８１に徐々
に透明インクが記録される第１の付与工程を示している。この第１の付与工程によって、
図１３（ｃ）のように透明インクの層１８２が形成され、これは透明インクの記録が行わ
れない１５パス目の間にほぼ定着する。
【００７０】
　図１３（ｄ）は、１６パス目によって透明インクが記録される第２の付与工程を示して
いる。最後に記録される１２．５％の透明インクは、隣接するインク滴同士が互いに接触
することがないような配置になっており、図１３（ｅ）のように、既に定着している透明
インク層１８２の上でインクの凸部１８３を形成して定着する。
【００７１】
　一方、図１８は、低階調領域における第１の付与工程後の記録状態を説明するための断
面図である。低階調領域では、有色インクが離散的にしか記録されないので図１１に示す
ような有色インク層１７３は形成せず、インクによる凸部２２２が所々存在する上に、透
明インクが記録される。このような記録状態であっても、本実施形態の透明インクは表面
張力が低いため記録媒体に広がりやすく、均等な厚みの透明インク層２２３を形成する。
よって、第２の付与工程で記録される透明インクは、図１１や図１３に示したように、均
一な透明インク層２２３の上でインクの凸部を形成して定着する。
【００７２】
　図１５は、干渉色を抑えるために背景技術の項で上げた（１）～（３）の方法を採用し
た場合と、本実施形態の方法でオーバーコートを行った場合とで、光沢性、耐擦性、透明
インクの消費量、および干渉色の目立ち具合を比較した結果を示す図である。（１）のよ
うに透明インク層を極薄くすると、透明インクによる干渉色や透明インクの消費量は抑え
られるが、透明インク層を付与することの本来の目的、すなわち画像表面において十分な
光沢性や耐擦性が得られなくなる。（２）のように透明インク層を厚くすると、透明イン
クを付与する本来の効果である光沢性と耐擦性は向上するが、透明インクによる干渉色が
目立ち、透明インクの消費量が増大する。（３）のように記録率分布を偏らせることによ
って、即ち図１４や図１６で説明した方法によって、透明インクの厚みが厚い部分と薄い
部分を形成した場合、（２）よりも干渉色は目立ち難くなり透明インクの消費量も抑えら
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れるが、十分ではない。これに対し、本実施形態の方法を採用すると、透明インクを付与
することの本来の効果すなわち画像表面において十分な光沢性や耐擦性を実現しながらも
、透明インクの消費や干渉色を十分に抑えることが出来る。
【００７３】
　以上説明したように本実施形態によれば、マルチパス記録における記録ヘッドの１つの
領域を非記録領域（領域７）とすることにより、透明インクのオーバーコートを第１の付
与工程と第２の付与工程に分けることが可能となる。これにより、有色インクを記録した
画像領域も有色インクを記録しない白紙領域も、反射光に様々な波長（色）の光を同じよ
うに含ませることが出来、観察した際に特定の干渉色が視認されない記録物を出力するこ
とが可能となる。
【００７４】
（第２の実施形態）
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様、図２および図３で示した記録装置を用
いる。但し本実施形態では、透明インクの吐出口列は他の有色インクに対し副走査方向に
ずれておらず、主走査方向に並列している。
【００７５】
　図１７は、本実施形態で使用する記録ヘッド２４１の構成を吐出口側から観察した状態
を示す模式図である。記録ヘッド２４１には、第１の実施形態と同様、１インチ当たり１
２００個の密度で副走査方向に１２８０個配列する吐出口によって１色分の吐出口列が形
成され、この吐出口列がインク色に対応した分だけ主走査方向に複数並列している。本実
施形態では、ブラックインクＫ、シアンインクＣ、マゼンタインクＭ、イエローインクＹ
、および透明インクＣＬの各吐出口列が、互いに副走査方向にずれることなく、図の順番
で主走査方向に並列している。本実施形態の記録装置は、このような記録ヘッド２４１を
用いて８パスのマルチパス記録を行う。
【００７６】
　本実施形態では、透明インクの第１の付与工程と第２の付与工程を成立させるため、有
色インクの吐出口列において記録に使用する領域を限定する。具体的には、領域２４２に
含まれる吐出口のみ用いて記録を行い、これ以外の領域に含まれる吐出口では記録を行わ
ない。このような記録は、再度図９を参照するに、領域１～領域６で約１６．７％、領域
７および８で０％の記録許容率を有するマスクパターンを使用することにより実現できる
。一方、透明インクについては、領域２４３および領域２４４に含まれる吐出口では記録
を行い、領域２４５に含まれる吐出口では記録を行わない。このような記録は、図１０で
示したマスクパターンを使用することによって実現される。
【００７７】
　本実施形態の場合、第１の付与工程における透明インクは、有色インクと同じ記録走査
で記録される。すなわち、透明インクの第１の付与工程は有色インクの記録工程の最中に
行われる。よって、マルチパス記録では、有色インクが記録された上に透明インクは記録
される部分や、透明インクが記録された上に有色インクが記録される部分が記録媒体上で
混在する。しかし、表面張力の低い透明インク滴は互いに連結して層を形成するのに十分
な量が記録されているので、第１の付与工程では第１の実施形態と同様に表面が滑らかな
透明インク層を形成することが出来る。そして、このように形成された透明インク層が定
着した後に、第２の付与工程によって透明インクの凸部を形成することにより、観察した
際に特定の干渉色が視認されない記録物を出力することが可能となる。
【００７８】
（第３の実施形態）
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様、図２および図３で示した記録装置を用
いる。また、記録ヘッドについては、第２の実施形態と同様の記録ヘッドを用いる。但し
、本実施形態では、有色インクの吐出口列に非記録領域を設けることなく全領域で記録を
行う。
【００７９】
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　図１９は、本実施形態で使用する記録ヘッド２５１の構成を吐出口側から観察した模式
図である。各色の吐出口列の配列状態は第２の実施形態で説明した図１７と同様である。
但し、本実施形態では、有色インクについては、領域２５２に含まれる全ての吐出口を用
いて記録を行う。
【００８０】
　本実施形態では、透明インクの第１の付与工程と第２の付与工程を成立させるため、有
色インクのマルチパス記録を完成させた後、記録媒体をフィードバックしてから透明イン
クの付与工程を実行する。
【００８１】
　図２０は、本実施形態のシステムコントローラ３０１が実行する記録工程を説明するた
めのフローチャートである。ホストコンピュータ３０６から記録コマンドが入力されると
、システムコントローラ３０１は、まず、ステップＳ２３０にて、給紙トレイ１５に積載
されている記録媒体の１枚を装置内部に給紙する。次に、ステップＳ２３１にて有色イン
クの全吐出口領域２５２を用いて、入力された画像データに従った８パスのマルチパス記
録を行う。このとき、透明インクの記録は行わない。
【００８２】
　画像データに従った記録が完了すると、システムコントローラ３０１は、搬送モータを
逆方向に回転し記録媒体をフィードバックする。そして、ステップＳ２３３にて、透明イ
ンクによる８パスのマルチパス記録を行う。透明インクの吐出口列は図１０で示したマス
クパターンを用いているので、領域２５３（領域１～６）によって第１の付与工程が行わ
れ、領域２５５（領域７）では定着のための非記録走査が行われ、領域２５４（領域８）
によって第２の付与工程が行われる。このような透明インクの付与工程が終了するとステ
ップＳ２３４に進み、記録媒体を装置外へと排紙する。以上で本処理が終了する。以上説
明した本実施形態によれば、第１の実施形態と同様の層構造を有する記録物が得られる。
すなわち、有色インクを記録した画像領域も有色インクを記録しない白紙領域も、反射光
に様々な波長（色）の光を同じように含ませることが出来、観察した際に特定の干渉色が
視認されない記録物を出力することが可能となる。
【００８３】
（その他の実施形態）
　以上説明した実施形態では、８パスのマルチパス記録における７パス目（領域７）だけ
、すなわち１回分の走査を透明インクを記録しない走査（領域）としたが、本発明はこれ
に限定されるものではない。定着のために更に多くの時間が必要であれば、この時間に相
当する連続する２パス以上のＮ回分（Ｎは１以上の整数）の走査を、透明インクを記録し
ない走査としてもよい。また、第２の付与工程のための記録走査も１回分に限定されるも
のではない。例えば再度図１０を参照するに、領域５および６の記録許容率を０％とし領
域７および８の記録率を０％としなければ、領域１～領域４までの記録を第１の付与工程
、領域７および８による記録を第２の付与工程とすることが出来る。
【００８４】
　更に、以上の実施形態では記録ヘッドの走査と記録媒体の搬送動作とを交互に繰り返す
ことにより画像を形成するシリアル型のインクジェット記録装置を例に説明してきたが、
本発明はこの形態に限定されるものではない。本発明は、記録物をオーバーコートするた
めの透明インクを、透明インク層を形成するための第１の付与工程と、形成された透明イ
ンク層の上に凸部を形成するための第２の付与工程に分けて記録することに特徴がある。
よって、記録媒体の幅に相当する吐出口列を有する固定された記録ヘッドに対し、記録媒
体を所定の速度で搬送する形態のいわゆるフルマルチ型の記録装置でも、本発明を有効に
機能させることは出来る。フルマルチ型の記録装置の場合は、例えば透明インクの吐出口
列によって第１の付与工程を行った後に、記録媒体のフィードバックを行い、改めて第２
の付与工程を実行するようにすればよい。
【００８５】
　さらに、上記実施形態では、透明インクの記録率を５０％とするマスクパターンを用い
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たが、本発明はこれに限定されるものでもない。透明インクは、十分な厚みを有する層が
形成される分だけ記録されれば良く、必要以上に多量の透明インクを消費する必要はない
。従って、透明インクの記録率は、個々の吐出口から吐出される液滴の量（吐出量）、記
録装置の記録解像度、あるいは記録媒体の種類等に応じて適切な値に調整されればよく、
５０％以上であっても以下であっても構わない。
【符号の説明】
【００８６】
　１７１　　記録媒体
　１７３　　有色インクの層
　１７４　　凸部
　１７５　　透明インクの層

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【図１８】

【図１９】 【図２０】
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