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(57)【要約】
【課題】透明な記録媒体の表面及び裏面の何れから見て
も互いの画像が透過することなく、それぞれの面からは
各面の画像だけを視認することができる記録結果を出力
する記録装置、記録方法及び動作制御プログラムを提供
する。
【解決手段】副走査方向に第１ノズル群Ａと、第２ノズ
ル群Ｂと、第３ノズル群Ｃと、に分割された印刷ヘッド
３６を備えたプリンタ２０を用いて透明フィルムＰ上に
インクを付着させて画像を形成する印刷方法であって、
透明フィルムＰに対して第１ノズル群Ａからカラーイン
クを吐出させて第１層Ｘを印刷するステップＳ１５と、
第２ノズル群Ｂから白インクを吐出させて第１層Ｘを遮
蔽する第２遮蔽層Ｙを印刷するステップＳ１７と、第３
ノズル群Ｃからカラーインクを吐出させて第２遮蔽層に
重ねて第３層Ｚを印刷するステップＳ１９と、を有する
。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体の搬送方向に第１ノズル群と、第２ノズル群と、第３ノズル群と、に分割され
た記録ヘッドを備えた記録装置を用いて記録媒体上に液滴を付着させて印刷像を形成する
記録方法であって、
　印刷像形成面の反対側から観察可能な記録媒体に対して前記第１ノズル群から記録材料
を吐出させて第１の印刷像を形成するステップと、前記第２ノズル群から遮蔽材料を吐出
させて前記第１の印刷像を遮蔽する第２の印刷像を形成するステップと、前記第３ノズル
群から前記記録材料を吐出させて前記第２の印刷像に重ねて第３の印刷像を形成するステ
ップと、を有することを特徴とする記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録ヘッドのノズルから記録材料を吐出させて記録処理を実行する記録方法
、記録装置及び動作制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　透明なウインドガラスやフィルム等のメディアに、広告用等の文字や記号等を含む画像
をプリントするインクジェットプリンタが知られている。
【０００３】
　透明なメディアには、画像のみを直接ダイレクトにプリントしても、その画像の例えば
赤、青、黄色、黒等の高濃度色以外の、灰色等の明度の高い中間色は、透明なメディアを
通して、その画像に侵入する光に妨害されて、的確に表現することができない。このため
、透明なメディアに、地色層を介して、カラー画像等の画像を重ねてプリントする方法が
種々提案されている。
【０００４】
　特許文献１には、画像プリント用のサブヘッドと、地色層プリント用のサブヘッドとを
、インクジェットヘッドのＸ方向の前部と後部とに配置したプリンタが記載されている。
メディア上方をＹ方向に往復移動させる地色層プリント用のサブヘッドから噴射させたイ
ンク液滴により、メディアに地色層をプリントする。次いで、メディアをＸ方向に順送り
移動させて、そのメディアにプリントされた地色層上方に画像プリント用のサブヘッドが
達した後に、その地色層上方をＹ方向に往復移動させる画像プリント用のサブヘッドから
噴射させたインク液滴により、その地色層表面に画像を重ねプリントする。
【０００５】
　このように、特許文献１に記載されたプリンタは、地色層や画像を定着させるためのア
ンダーコート層に画像形成層を重ねてプリントするものであって、あくまでも画像形成層
から画像を観察するのみである。つまり、片面印刷を前提としている。
【０００６】
　一方、インクジェットプリンタには両面印刷を行うものもある。例えば、特許文献２に
は、インク吐出制御のためインクジェットプリンタにほぼ標準的に搭載されているヘッド
近傍の温度検知手段を用いて、所定条件下でこの温度検知手段による検出温度を環境温度
と認識させ、この環境温度に応じて第１印刷面の終了後の待機時間を可変させて必要十分
なインク定着時間を確保し、その後第２印刷面の印刷を開始させるよう記載されている。
インクジェットプリンタは、表面の記録後、所定時間記録媒体を待機させると、記録媒体
の逆送を開始し、切換部材にガイドされて反転機構におけるループ状の反転経路に沿って
搬送され、表裏および前後を反転させた状態で再び記録部へと供給され裏面の記録を行う
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２００７－　５０５５５号公報
【特許文献２】特開２００７－１５２７３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このように、特許文献２に記載のインクジェットプリンタによる両面印刷は、第１印刷
面に対して表面印刷を行った後、所定時間をおいて第２印刷面に対して裏面印刷を行う。
記録シートの表裏にそれぞれ印刷を行うため、表面の画像と裏面の画像とが互いに透過し
てしまうような記録シートに対して両面印刷を行うことは難しい。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、記録媒体の表面及び裏面
の何れから見ても互いの画像が透過することなく、それぞれの面からは各面の画像を視認
することができる記録結果を出力する記録装置、記録方法及び動作制御プログラムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決することのできる本発明は、記録媒体の搬送方向に第１ノズル群と、第
２ノズル群と、第３ノズル群と、に分割された記録ヘッドを備えた記録装置を用いて記録
媒体上に液滴を付着させて印刷像を形成する記録方法であって、
　印刷像形成面の反対側から観察可能な記録媒体に対して前記第１ノズル群から記録材料
を吐出させて第１の印刷像を形成するステップと、前記第２ノズル群から遮蔽材料を吐出
させて前記第１の印刷像を遮蔽する第２の印刷像を形成するステップと、前記第３ノズル
群から前記記録材料を吐出させて前記第２の印刷像に重ねて第３の印刷像を形成するステ
ップと、を有することを特徴とする。
【００１１】
　上記構成によれば、印刷像形成面の反対側から観察可能な記録媒体の一方の面に対して
第１の印刷像、第１の印刷像を遮蔽する第２の印刷像及び第２の印刷像に重ねて第３の印
刷像を形成するので、印刷像を形成していない他方の面からみると記録媒体越しに第１の
印刷像を視認することができる。一方、印刷像を形成した面からは、第２の印刷像によっ
て遮蔽された第１の印刷像を視認することはできないが、最後に重ねた第３の印刷像を視
認することができる。したがって、記録媒体の表面及び裏面の何れから見ても互いの印刷
像が透過することなく、それぞれの面からは各面の印刷像を視認することができる記録結
果を出力する。すなわち、一方の面にのみ画像形成を施しただけで、第１の印刷像と第３
の印刷像とを記録媒体の両面から視認することができ、あたかも両面記録を行ったかのよ
うな記録結果を出力することができる。
【００１２】
　また、本発明の記録方法において、前記遮蔽材料として白色インクを使用することを特
徴とする。
【００１３】
　上記構成によれば、白色はあらゆる波長の光を反射する性質を有するため、遮蔽材料と
して白インクを使用することによって、記録媒体を透過した光が第１の印刷像に当たると
、第１の印刷像を構成する色の光は反射される。また、光が第３の印刷像側から入射する
と、第３の印刷像を構成する色の光が反射される。すなわち、第１の印刷像及び第３の印
刷像を構成する色の光が互いに反射されるため、記録媒体の表裏どちらから観察しても発
色の良い記録結果を得ることができる。
【００１４】
　前記第１の印刷像を形成する記録データと、前記第３の印刷像を形成する記録データと
は互いに反転したデータであり、前記反転したデータを生成するステップを有することを
特徴とする。
【００１５】
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　上記構成によれば、互いに反転したデータを生成するので、記録媒体越しに視認する第
１の印刷像と画像を形成した面から視認する第３の印刷像とは、同一の印刷像として視認
することができる。つまり、あたかも同じ印刷像の両面記録を行ったかのような記録結果
を出力することができる。
【００１６】
　また、上記課題を解決することのできる本発明は、記録媒体の搬送方向に第１ノズル群
と、第２ノズル群と、第３ノズル群と、に分割された記録ヘッドと、
　印刷像形成面の反対側から観察可能な記録媒体に対して前記第１ノズル群から記録材料
を吐出させて第１の印刷像を形成し、前記第２ノズル群から遮蔽材料を吐出させて前記第
１の印刷像を遮蔽する第２の印刷像を形成し、前記第３ノズル群から前記記録材料を吐出
させて前記第２の印刷像に重ねて第３の印刷像を形成する記録制御部と、を有することを
特徴とする記録装置である。
【００１７】
　上記構成によれば、記録媒体の表面及び裏面の何れから見ても互いの印刷像が透過する
ことなく、それぞれの面からは各面の印刷像を視認することができる記録結果を出力する
。
【００１８】
　また、上記課題を解決することのできる本発明は、記録媒体の搬送方向に第１ノズル群
と、第２ノズル群と、第３ノズル群と、に分割された記録ヘッドを備えた記録装置の動作
制御プログラムであって、
　印刷像形成面の反対側から観察可能な記録媒体に対して前記第１ノズル群から記録材料
を吐出させて第１の印刷像を形成するステップと、前記第２ノズル群から遮蔽材料を吐出
させて前記第１の印刷像を遮蔽する第２の印刷像を形成するステップと、前記第３ノズル
群から前記記録材料を吐出させて前記第２の印刷像に重ねて第３の印刷像を形成するステ
ップと、を前記記録装置が備えるコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１９】
　上記構成によれば、動作制御プログラムを記録装置に搭載するだけで、記録媒体の表面
及び裏面の何れから見ても互いの印刷像が透過することなく、それぞれの面からは各面の
印刷像を視認することができる記録結果を出力する記録装置を提供することが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施形態に係るプリンタの主要構成部を示す概略斜視図である。
【図２】図１に示したプリンタの電気的な構成を示すブロック図である。
【図３】印刷ヘッドが主走査方向に走査し、透明フィルムが副走査方向に搬送する様子を
模式的に示した図である。
【図４】印刷ヘッドが主走査方向に走査し、透明フィルムが副走査方向に搬送する様子を
模式的に示した図である。
【図５】プリンタを用いた印刷方法を説明するためのフローチャートである。
【図６】透明シートに印刷された画像を表裏それぞれの面から観察した模式図である。（
ａ）は印刷面から観察した図であり、（ｂ）は（ａ）の矢印Ｑ方向から観察した図である
。
【図７】画像データを反転しない場合で、透明シートに印刷された画像を表裏それぞれの
面から観察した模式図である。（ａ）は印刷面から観察した図であり、（ｂ）は（ａ）の
矢印Ｑ方向から観察した図である。
【図８】第２遮蔽層を１部分にのみ印刷した場合で、透明シートに印刷された画像を表裏
それぞれの面から観察した模式図である。（ａ）は印刷面から観察した図であり、（ｂ）
は（ａ）の矢印Ｑ方向から観察した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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　以下、本発明に係る記録装置の好適な実施の形態について、図面を参照して詳細に説明
する。なお、記録装置としてインクジェットプリンタ（以下、「プリンタ」という。）を
例に挙げて説明する。図１は本実施形態のプリンタの主要構成部を示す概略斜視図、図２
は図１に示したプリンタの電気的な構成を示すブロック図である。
【００２２】
　図１に示したプリンタ２０は、用紙スタッカ２２と、不図示のステップモータで駆動さ
れる紙送りローラ２４と、プラテン２６と、キャリッジ２８と、キャリッジモータ３０と
、キャリッジモータ３０によって駆動される牽引ベルト３２と、キャリッジ２８の走査を
案内するガイドレール３４とを備えている。キャリッジ２８には、多数のノズルを備えた
印刷ヘッド３６（記録ヘッド）が搭載されている。
【００２３】
　印刷用紙Ｐ（記録媒体）は、用紙スタッカ２２から紙送りローラ２４によって巻き取ら
れてプラテン２６の表面上を、印刷ヘッドの主走査方向と直行する副走査方向へ送られる
。本実施形態では、印刷用紙Ｐは透明フィルム等の光を透過する透明基材である。キャリ
ッジ２８は、キャリッジモータ３０により駆動される牽引ベルト３２に牽引されて、ガイ
ドレール３４に沿って主走査方向に移動する。
【００２４】
　プリンタ２０は、図２に示すように、ホストコンピュータ９０から供給された信号を受
信する受信バッファメモリ５０と、画像データを格納するイメージバッファ５４と、プリ
ンタ２０全体の動作を制御するシステムコントローラ５４（記録制御部）と、メインメモ
リ５２と、ＥＥＰＲＯＭ５３とを備えている。ＥＥＰＲＯＭ５３に記憶されたファームウ
ェアをメインメモリ５２に読み出し実行することによって、プリンタ２０の各種動作が実
現される。
【００２５】
　システムコントローラ５１は、さらに、キャリッジモータ３０を駆動する主走査駆動回
路６１と、紙送りモータ３１を駆動する副走査駆動回路６２と、印刷ヘッド３６を駆動す
るヘッド駆動回路６３と、画像データの左右を反転させる画像データ反転回路とが接続さ
れている。副走査駆動回路６２と、紙送りモータ３１と、紙送りローラ２４は、紙送り機
構を構成している。システムコントローラ５１は、受信バッファメモリ５０が受信した印
刷データに含まれる各種コマンドや、予めＥＥＰＲＯＭ５３に書き込まれた設定条件等に
応じて、主走査駆動回路６１、副走査駆動回路６２及び画像データ反転回路５８を制御す
る。
【００２６】
　例えば、高画質の画像を印刷するよう設定されている場合は、主走査駆動回路６１及び
副走査駆動回路６２によって、ラスタを副走査方向に間欠的に形成しつつ画像を印刷する
いわゆるインターレース方式の印刷を行う。また、１ラスタを形成するノズルを間欠的タ
イミングで駆動させて印刷するいわゆるオーバーラップ方式の印刷を行うこともできる。
【００２７】
　本実施形態のイメージバッファ５４は、透明フィルムＰの第１層（第１の印刷像）とし
て印刷される画像データが展開される第１層データ展開部５５と、透明フィルムＰの第２
遮蔽層（第２の印刷像）として印刷される画像データが展開される第２遮蔽層データ展開
部５６と、透明フィルムＰの第３層（第３の印刷像）として印刷される画像データが展開
される第３層データ展開部５７と、を備えている。受信バッファメモリ５０が受信した印
刷データのうち画像データは、そのまま第３層データ展開部５７に展開される。第２遮蔽
層データ展開部５６には、第１層を遮蔽するための遮蔽データが展開される。この遮蔽デ
ータは、ホストコンピュータ９０のプリンタドライバ９１が生成してプリンタ２０へ送信
してもよいし、プリンタ２０側の図示せぬ記憶手段に予め保持しておいてもよい。第１層
データ展開部５７には、ホストコンピュータ９０から受信した画像データの左右を反転さ
せた反転画像データが展開される。
【００２８】
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　画像データ反転回路５８は、受信バッファメモリ５０が受信した画像データの左右を反
転して、第１層データ展開部５５に展開する。
【００２９】
　図３及び図４は印刷ヘッドが主走査方向に走査し、透明フィルムが副走査方向に搬送す
る様子を模式的に示した図である。
　図３及び図４に示すように本実施形態のプリンタ２０が備える印刷ヘッド３６のノズル
は、副走査方向（記録媒体の搬送方向）に第１ノズル群Ａ、第２ノズル群Ｂ及び第３ノズ
ル群の３つの領域に分割されている。
　第１ノズル群Ａ及び第３ノズル群Ｃは、カラーインクのノズル群であり、左からＹ（イ
エロー）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シアン）、Ｋ（ブラック）のインクを吐出する。第２ノ
ズル群Ｂは、遮蔽材として使用される白インクを吐出するノズル群である。
【００３０】
　ヘッド駆動回路６３は、第１層データ展開部５５に展開された反転画像データに基づき
第１ノズル群Ａの対応する各ノズルに吐出信号を印加し、第２遮蔽層データ展開部５６に
展開された遮蔽層データに基づき第２ノズル群Ｂの対応する各ノズルに吐出信号を印加し
、第３層データ展開部５７に展開された画像データに基づき第３ノズル群Ｃの対応する各
ノズルに吐出信号を印加する。
【００３１】
　つまり、本実施形態のプリンタ２０は、透明フィルムＰに対して、画像データに基づき
第１ノズル群Ａからカラーインクを吐出させて第１層を印刷し、遮蔽データに基づき第２
ノズル群Ｂから白インクを吐出させて第１層を遮蔽する第２遮蔽層を印刷し、反転画像デ
ータに基づき第３ノズル群Ｃからカラーインクを吐出させて第２遮蔽層に重ねて第３層を
印刷する。
【００３２】
　以下では、図３から図５を参照して、プリンタ２０を用いた印刷方法について説明する
。
　図５は、プリンタを用いた印刷方法を説明するためのフローチャートである。
　プリンタドライバ９１によって生成された印刷データがホストコンピュータ９０からプ
リンタ２０へ送信されると、まず印刷データは受信バッファメモリ５０に一時的に保存さ
れる。受信バッファメモリ５０から印刷データを順次読み出し、各種コマンドデータであ
れば、システムコントローラ５１がコマンドを解析する。
【００３３】
　画像データであれば（ステップＳ１１：Ｙｅｓ）、イメージバッファ５４に展開される
。ここで、受信した画像データはそのまま第３層データ展開部５７に展開される（ステッ
プＳ１２）。一方、システムコントローラ５１は、両面印刷を指示するコマンドあるいは
予め両面印刷設定を読み取ると、画像データ反転回路５８を駆動させて受信した画像デー
タの左右を反転し、反転画像データを第１層データ展開部５５に展開する（ステップＳ１
３）。
【００３４】
　さらに、システムコントローラ５１は、遮蔽層データを図示せぬ記憶手段から読み出し
て第２遮蔽層データ展開部５６に展開する。ここでは、遮蔽層データは、第１層データ展
開部５５に展開された反転画像データを遮蔽し、印刷可能領域全体を覆うデータである。
すなわち、第２ノズル群Ｂの全てのノズルに吐出信号を印加し、全てのノズルから白イン
クを吐出させるためのデータである。
　なお、遮蔽層データは、必ずしも印刷可能領域全体を覆うデータである必要はなく、反
転画像データと同一のデータであってもよい。この場合には、反転画像データと同一のデ
ータが第２遮蔽層データ展開部５６に展開され、第２ノズル群Ｂの一部のノズルから白イ
ンクが吐出され、その部分のみが遮蔽される。
【００３５】
　システムコントローラ５１は印刷契機があると（ステップＳ１４：Ｙｅｓ）、副走査方
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向駆動回路６２を駆動させて、紙送りモータ３１を作動させ透明フィルムＰを印刷開始位
置に頭だしする。さらに、主走査方向駆動回路６１及びヘッド駆動回路６３を駆動させて
、キャリッジモータ３０を作動させ印刷ヘッド３６を主走査方向に移動させるとともに、
第１層データ展開部５５に展開された反転画像データに基づき第１ノズル群Ａの対応する
ノズルからカラーインクを吐出させて第１層Ｘ１の印刷を開始する（ステップＳ１５,図
３（ａ）参照）。
【００３６】
　次に、紙送りモータ３１を駆動させて第１ノズル群Ａの高さ分（ここでは、印刷ヘッド
３６の高さの約三分の一）だけ透明フィルムを搬送する（ステップＳ１６）。すなわち、
第２ノズル群Ｂが第１層Ｘ１の上部に位置するところまで透明フィルムＰを搬送する。そ
して、印刷ヘッド３６を主走査方向に移動させるとともに、第２遮蔽層データ展開部５６
に展開された遮蔽層データに基づき第２ノズル群Ｂの対応するノズルから白インクを吐出
させて第１層Ｘ１に重ねて第２遮蔽層Ｙ１の印刷を開始する。これと同時に、第１ノズル
群Ａによって第１層Ｘ２が印刷される（ステップＳ１７,図３（ｂ）参照）。
【００３７】
　紙送りモータ３１を駆動させて印刷ヘッド３６の高さの約三分の一だけ透明フィルムを
搬送する（ステップＳ１８）。すなわち、第３ノズル群Ｃが第２遮蔽層Ｙ１の上部に位置
するところまで透明フィルムＰを搬送する。そして、印刷ヘッド３６を主走査方向に移動
させるとともに、第３層データ展開部５７に展開された画像データに基づき第３ノズル群
Ｃの対応するノズルからカラーインクを吐出させて第２遮蔽層Ｙ１に重ねて第３層Ｚ１の
印刷を開始する。これと同時に、第１ノズル群Ａによって第１層Ｘ３が印刷され、第２ノ
ズル群Ｂによって第２遮蔽層Ｙ２が印刷される（ステップＳ１９,図４（ａ）参照）。
【００３８】
　各データ展開部５５,５６,５７に展開された画像データの印刷処理が終了していなけれ
ば（ステップＳ２０：Ｎｏ）、ステップＳ１８に戻り、再び紙送りモータ３１を駆動させ
て印刷ヘッド３６の高さの約三分の一だけ透明フィルムを搬送する。すなわち、第３ノズ
ル群Ｃが第２遮蔽層Ｙ２の上部に位置するところまで透明フィルムＰを搬送する。そして
、印刷ヘッド３６を主走査方向に移動させるとともに、第３層データ展開部５７に展開さ
れた画像データに基づき第３ノズル群Ｃの対応するノズルからカラーインクを吐出させて
第２遮蔽層Ｙ２に重ねて第３層Ｚ２の印刷を開始する。これと同時に、第１ノズル群Ａに
よって第１層Ｘ４が印刷され、第２ノズル群Ｂによって第２遮蔽層Ｙ３が印刷される（ス
テップＳ１９,図４（ｂ）参照）。
【００３９】
　上述のように、ステップＳ１８,ステップＳ１９,ステップＳ２０を繰り返し実行し、各
データ展開部５５,５６,５７に展開された画像データの印刷処理が終了すると（ステップ
Ｓ２０：Ｙｅｓ）、透明フィルム２１を外部へ排出する（ステップＳ２１）。
【００４０】
　図６は、透明シートＰに印刷された画像を表裏それぞれの面から観察した模式図である
。（ａ）は印刷面から観察した図であり、（ｂ）は（ａ）の矢印Ｑ方向から観察した図で
ある。本実施形態の印刷方法によって印刷された透明フィルムＰには、（ａ）図に示すよ
うに第１層Ｘ（Ｘ１～Ｘ３）と第３層Ｚ（Ｚ１～Ｚ３）との間に第２遮蔽層Ｙが形成され
るため、第１層Ｘと第３層Ｚとが互いに透けて見えることがなく、片面にのみ印刷処理を
施したにもかかわらずあたかも両面印刷したかのような印刷物を得ることができる。
【００４１】
　また、画像データ反転回路５８が反転したデータを生成するので、透明フィルムＰ越し
に（矢印Ｑ方向から）観察する第１層Ｘと印刷処理を施した面から観察する第３層Ｚとは
、同一の画像として視認することができる。つまり、あたかも同じ画像の両面印刷を行っ
たかのような印刷結果を得ることができる。
【００４２】
　このように本実施形態によれば、透明フィルムＰの一方の面に対して第１層Ｘ、第１層
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Ｘを遮蔽する第２遮蔽層Ｙ及び第２遮蔽層Ｙに重ねて第３層Ｚを印刷するので、印刷を行
っていない他方の面からみると透明フィルムＰ越しに第１層Ｘを視認することができる。
一方、印刷処理を施した面からは、第２遮蔽層Ｙによって遮蔽された第１層Ｘを視認する
ことはできないが、最後に重ねた第３層Ｚを視認することができる。したがって、一方の
面にのみ印刷処理を施しただけで、第１層Ｘと第３層Ｚとを透明フィルムＰの両面から視
認することができ、あたかも両面印刷を行ったかのような印刷結果を出力することができ
る。
【００４３】
　また、本実施形態で採用した白インクはあらゆる波長の光を反射する性質を有するため
、透明フィルムＰを透過した光が第１層Ｘに当たると、第１層を構成する色の光が反射さ
れる。また、光が第３層側から入射すると、第３層Ｚを構成する色の光が反射される。す
なわち、第１層及び第３層を構成する色の光が互いに反射されるため、透明フィルムＰの
表裏どちらから観察しても発色のよい印刷結果を得ることができる。
【００４４】
　なお、本実施形態では画像データ反転回路５８が受信した画像データの左右を反転した
反転画像データを生成するよう説明したが、画像データを反転しない構成を採用すること
もできる。図７は、画像データを反転しない場合で、透明シートＰに印刷された画像を表
裏それぞれの面から観察した模式図である。（ａ）は印刷面から観察した図であり、（ｂ
）は（ａ）の矢印Ｑ方向から観察した図である。
　この場合も印刷された透明フィルムＰには、（ａ）図に示すように第１層Ｘ（Ｘ１～Ｘ
３）と第３層Ｚ（Ｚ１～Ｚ３）との間に第２遮蔽層Ｙが形成されるため、第１層Ｘと第３
層Ｚとが互いに透けて見えることがない。しかし、（ｂ）図に示すように第１層Ｘと第３
層Ｚとは反転した画像データではないため、透明フィルム越しに観察する第１層Ｘと印刷
処理を施した面から観察する第３層Ｚとは、左右逆の画像として視認することができる。
【００４５】
　さらに、上記実施形態では、第２遮蔽層Ｙは、透明フィルムＰの前面に印刷される構成
としたが、実際に印刷された部分だけを遮蔽するよう構成することもできる。図８は、第
２遮蔽層を１部分にのみ印刷した場合で、透明シートＰに印刷された画像を表裏それぞれ
の面から観察した模式図である。（ａ）は印刷面から観察した図であり、（ｂ）は（ａ）
の矢印Ｑ方向から観察した図である。
　この場合も、印刷された透明フィルムＰには、（ａ）図に示すように第１層Ｘ（Ｘ１～
Ｘ３）と第３層Ｚ（Ｚ１～Ｚ３）との間に第２遮蔽層Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３が形成されるため
、第１層Ｘと第３層Ｚとが互いに透けて見えることがない。しかし、（ｂ）図に示すよう
に第１層Ｘと第３層Ｚとは反転した画像データではないため、透明フィルム越しに観察す
る第１層Ｘと印刷処理を施した面から観察する第３層Ｚとは、左右逆の画像として視認す
ることができる。
【００４６】
　さらに、上記実施形態では、印刷用紙Ｐは透明フィルム等の光を透過する透明基材であ
ったが、透過型の記録媒体であればよい。例えば半透明の記録媒体でもよい。
【００４７】
　また、本発明における印刷ヘッドのノズルの配列は、上記実施形態に限られず、他の配
列を採用することも可能である。すなわち、副走査方向にカラーインクノズル群、白イン
クノズル群、カラーインクノズル群が順に配列されていればよい。
【００４８】
　また、本発明における遮蔽材料は、白インクに限られない。すなわち第１層Ｘと第３層
とを互いに遮蔽する効果を発揮する材料であれば、例えばメタリックインク等の他の色を
採用することも可能である。
【符号の説明】
【００４９】
　２０：プリンタ、２２：用紙スタッカ、２４：紙送りローラ、２６：プラテン、２８：
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キャリッジ、３０：キャリッジモータ、キャリッジモータ３０、３１：紙送りローラ、３
２：牽引ベルト、３４：ガイドレール、３６：印刷ヘッド、５０：受信バッファメモリ、
５１：システムコントローラ（印刷制御部）、５２：メインメモリ、５３：ＥＥＰＲＯＭ
、５４：イメージバッファ、５５：第１層データ展開部、５６：第２遮蔽層データ展開部
、５７：第３層データ展開部、５８：画像データ反転回路（画像データ反転部）、６１：
主走査駆動回路、６２：副走査駆動回路、６３：ヘッド駆動回路、９０：ホストコンピュ
ータ、９１：プリンタドライバ。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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