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(57)【要約】
【課題】情報の書き込みが成功したシートと、失敗した
シートとが混在することのない後処理装置を提供するこ
とである。
【解決手段】後処理装置は、受入部と、判定部と、排紙
制御部とを持つ。受入部は、シートに設けられた無線タ
グに情報を書き込む画像形成装置が出力したシートを受
け入れる。判定部は、受入部により受け入れられたシー
トに設けられた無線タグへの情報の書き込みの成功又は
失敗を判定する。排紙制御部は、判定部によって情報の
書き込みが成功したと判定されたシートを第１排紙部に
排紙し、判定部によって情報の書き込みが失敗したと判
定されたシートを第１排紙部とは異なる第２排紙部に排
紙する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートに設けられた無線タグに情報を書き込む画像形成装置が出力したシートを受け入
れる受入部と、
　前記受入部により受け入れられたシートに設けられた無線タグへの情報の書き込みの成
功又は失敗を判定する判定部と、
　前記判定部によって前記情報の書き込みが成功したと判定されたシートを第１排紙部に
排紙し、前記判定部によって前記情報の書き込みが失敗したと判定されたシートを前記第
１排紙部とは異なる第２排紙部に排紙する排紙制御部と、
　を備えた後処理装置。
【請求項２】
　前記排紙制御部によって前記第２排紙部へ１枚以上のシートが排紙された場合には、前
記排紙された１枚以上のシートが前記情報の書き込みが失敗したと判定されたシートであ
ることを示す画像が形成されたシートが前記第２排紙部に排紙される請求項１に記載の後
処理装置。
【請求項３】
　前記排紙制御部によって前記第２排紙部へ排紙されたシートには後処理が行われる請求
項１または請求項２に記載の後処理装置。
【請求項４】
　前記後処理は、前記第２排紙部へ排紙されたシートを綴じる綴じ処理である請求項３に
記載の後処理装置。
【請求項５】
　画像形成装置と後処理装置とを含む画像形成システムであって、
　前記画像形成装置は、シートに設けられた無線タグに情報を書き込む部を備え、
　前記後処理装置は、
　前記画像形成装置が出力したシートを受け入れる受入部と、
　前記受入部により受け入れられたシートに設けられた無線タグへの情報の書き込みの成
功又は失敗を判定する判定部と、
　前記判定部によって前記情報の書き込みが成功したと判定されたシートを第１排紙部に
排紙し、前記判定部によって前記情報の書き込みが失敗したと判定されたシートを前記第
１排紙部とは異なる第２排紙部に排紙する排紙制御部と、
　を備えた画像形成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、後処理装置、及び画像形成システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線タグ（ＲＦ（Radio Frequency）タグ）が設けられたシートがある。このシートに
電子写真方式で画像を形成し、無線タグに情報を書き込んだり、読み込んだりする装置が
ある。
【０００３】
　電子写真方式では、トナー像を定着する定着部などにおいて熱や圧力が加えられること
から、無線タグが故障することがある。この場合、無線タグへの情報の書き込みが失敗す
る。また、無線タグが故障していなくても、無線タグへの情報の書き込みが失敗すること
もある。
【０００４】
　無線タグへの情報の書き込みが失敗した場合、シートの排紙先には、情報の書き込みが
成功したシートと、失敗したシートとが混在することとなる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１１０８０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、情報の書き込みが成功したシートと、失敗したシー
トとが混在することのない後処理装置、及び画像形成システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の後処理装置は、受入部と、判定部と、排紙制御部とを持つ。受入部は、シー
トに設けられた無線タグに情報を書き込む画像形成装置が出力したシートを受け入れる。
判定部は、受入部により受け入れられたシートに設けられた無線タグへの情報の書き込み
の成功又は失敗を判定する。排紙制御部は、判定部によって情報の書き込みが成功したと
判定されたシートを第１排紙部に排紙し、判定部によって情報の書き込みが失敗したと判
定されたシートを第１排紙部とは異なる第２排紙部に排紙する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態の画像形成システム１０００の概略構成を示す図。
【図２】稼働環境評価ＤＢの構造を示す図。
【図３】画像形成制御部５０の処理の流れを示すフローチャート。
【図４】画像形成制御部５０の処理の流れを示すフローチャート。
【図５】無線タグユニット３００の処理の流れを示すフローチャート。
【図６】後処理制御部４００の処理の流れを示すフローチャート。
【図７】後処理制御部４００の処理の流れを示すフローチャート。
【図８】綴じられたシート束の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施形態の画像形成装置では、情報の書き込みが成功したシートと、失敗したシートと
が混在することのない後処理装置、及び画像形成システムを提供することが可能となる。
以下、実施形態の後処理装置について詳細に説明する。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係る画像形成システム１０００の一実施例を示す概略構成図であ
る。画像形成システム１０００は、画像形成装置１００及び後処理装置２００で構成され
る。
【００１１】
　画像形成装置１００は、複合機であるＭＦＰ（Multi-Function Peripherals）や、プリ
ンタ、複写機等である。画像形成装置１００には隣接して後処理装置２００が配置されて
いる。
【００１２】
　画像形成装置１００によって画像が形成されたシートは、後処理装置２００に搬送され
る。後処理装置２００は、画像形成装置１００から供給されたシートを受け入れる。後処
理装置２００は、排紙トレイ６１と固定トレイ６２とを備える。排紙トレイ６１は昇降可
能である。後処理装置２００は、受け入れたシートを排紙トレイ６１または固定トレイ６
２に排紙する。排紙トレイ６１は、第１排紙部の一例である。固定トレイ６２は、第２排
紙部の一例である。
【００１３】
　図１において、画像形成装置１００の上部には原稿台（図示せず）があり、原稿台上に
は自動原稿送り装置（ＡＤＦ（Auto Document Feeder））１２を開閉自在に設けている。
さらに画像形成装置１００の上部には操作パネル１３が設けられている。コントロールパ
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ネル１３は、各種のキーを備える操作部１４と、タッチパネル式の表示部１５を備える。
【００１４】
　画像形成装置１００は、スキャナ部１６を備える。スキャナ部１６は、ＡＤＦ１２によ
って送られる原稿、または原稿台上に置かれた原稿を読み取る。
【００１５】
　画像形成装置１００は、無線タグユニット３００、及びプリンタ部１８を備える。プリ
ンタ部１８は、画像形成制御部５０、及び給紙カセット１６ａ、１６ｂ等を備える。画像
形成制御部５０は、コントロールパネル１３、無線タグユニット３００、及びプリンタ部
１８を制御する。画像形成制御部５０は、プリンタ部１８におけるシートの搬送を制御す
る。本実施形態における無線タグは、例えばＲＦ（Radio Frequency）タグである。
【００１６】
　給紙カセット１６ａは、無線タグを有するシート（以下「無線タグシート」という。）
を収納する。給紙カセット１６ｂは、無線タグを有しない通常のシート（以下「通常シー
ト」という。）を収納する。
【００１７】
　プリンタ部１８は、画像を形成する。例えば、プリンタ部１８は、画像データが示す画
像を形成する。以下の説明では、画像を形成することを印刷とも表現する。プリンタ部１
８は、中間転写ベルト２１を備える。プリンタ部１８は、従動ローラ４１、及びバックア
ップローラ４０等で中間転写ベルト２１を支持する。プリンタ部１８は、中間転写ベルト
２１を矢印ｍ方向に回転する。
【００１８】
　プリンタ部１８は、４組の画像形成ステーション２２Ｙ、２２Ｍ、２２Ｃ及び２２Ｋを
備える。各画像形成ステーション２２Ｙ、２２Ｍ、２２Ｃ及び２２Ｋは、各々Ｙ（イエロ
ー）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シアン）及びＫ（ブラック）の画像形成用とされる。画像形
成ステーション２２Ｙ、２２Ｍ、２２Ｃ及び２２Ｋは、中間転写ベルト２１の下側で、中
間転写ベルト２１の回転方向に沿って並列に配置される。
【００１９】
　以下、各画像形成ステーション２２Ｙ、２２Ｍ、２２Ｃ及び２２Ｋのうち、Ｙ（イエロ
ー）の画像形成ステーション２２Ｙを例に挙げて説明する。なお、画像形成ステーション
２２Ｍ、２２Ｃ及び２２Ｋについては、画像形成ステーション２２Ｙと同様の構成を備え
るため、詳細な説明を省略する。
【００２０】
　画像形成ステーション２２Ｙは、帯電チャージャ２６、露光走査ヘッド２７、現像装置
２８及び感光体クリーナ２９を備える。帯電チャージャ２６、露光走査ヘッド２７、現像
装置２８及び感光体クリーナ２９は、矢印ｎ方向に回転する感光体ドラム２４の周囲に配
置される。
【００２１】
　画像形成ステーション２２Ｙは、１次転写ローラ３０を備える。１次転写ローラ３０は
、中間転写ベルト２１を介して感光体ドラム２４と対向する。
【００２２】
　画像形成ステーション２２Ｙは、感光体ドラム２４を帯電チャージャ２６で帯電後、露
光走査ヘッド２７によって露光する。画像形成ステーション２２Ｙは、感光体ドラム２４
上に静電潜像を形成する。現像装置２８は、トナーとキャリアとにより形成される二成分
の現像剤を用い、感光体ドラム２４上の静電潜像を現像する。
【００２３】
　１次転写ローラ３０は、感光体ドラム２４に形成されるトナー像を中間転写ベルト２１
に１次転写する。画像形成ステーション２２Ｙ、２２Ｍ、２２Ｃ及び２２Ｋは、１次転写
ローラ３０によって、中間転写ベルト２１上にカラートナー像を形成する。カラートナー
像は、Ｙ（イエロー）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シアン）及びＫ（ブラック）のトナー像を
順次重ねて形成される。感光体クリーナ２９は、感光体ドラム２４に残留するトナーを１
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次転写後に除去する。
【００２４】
　プリンタ部１８は、２次転写ローラ３２を備える。２次転写ローラ３２は、中間転写ベ
ルト２１を介してバックアップローラ４０と対向する。２次転写ローラ３２は、シートに
、中間転写ベルト２１上のカラートナー像を一括して２次転写する。
【００２５】
　搬送路３３ａは、合流部４４ａから分岐部４４ｂまでの搬送路である。搬送路３３ｂは
、両面印刷を行うための搬送路であり、分岐部４４ｂから合流部４４ａまでの搬送路であ
る。搬送路３３ｃは、分岐部４４ｂから無線タグユニット３００を経由して排紙部２０５
までの搬送路である。
【００２６】
　画像形成制御部５０は、給紙カセット１６ａ、１６ｂから取り出したシートを、搬送路
３３ａに向けて搬送し、定着装置３４によってトナー像を定着することでシートに画像を
形成する。画像形成制御部５０は、画像が形成されたシートを搬送路３３ｃに搬送するこ
とで、シートを排紙する。
【００２７】
　無線タグユニット３００は、無線タグユニット制御部２０１、切替部２０２、読み取り
部２０３、及び書き込み部２０４を備える。本実施例において、無線タグユニット３００
は、プリンタ部１８から着脱可能となっている。
【００２８】
　無線タグユニット制御部２０１は、演算装置及び記憶装置を備える。無線タグユニット
制御部２０１は、読み取り部２０３、及び書き込み部２０４を制御する。また、無線タグ
ユニット制御部２０１は、画像形成制御部５０と通信可能である。無線タグユニット制御
部２０１は、無線タグユニット３００にシートが搬送されたことを検出できる。
【００２９】
　書き込み部２０４は、画像が形成された無線タグシートの無線タグに情報（以下、「タ
グデータ」ともいう）を書き込む。読み取り部２０３は、無線タグから情報を読み取る。
無線タグユニット制御部２０１は、読み取り部２０３によって無線タグから読み取られた
情報によって、書き込み部２０４による情報の書き込みが成功したか否かを判定する。書
き込み部２０４による情報の書き込みが成功したか否かを示す判定結果は、画像形成制御
部５０を経由して後処理部２００に送信される。無線タグユニット３００による書き込み
が成功したか否かに関わらず、シートは排紙部２０５から後処理部２００の受入部１３０
に搬送される。受入部１３０には、センサが設けられており、シートが搬送されてきたこ
とを検出できる。
【００３０】
　以上説明した画像形成装置１０の現像方式は、タンデム現像方式であるが、これに限る
ものではなく、また現像装置２８の数も限定されない。
【００３１】
　次に後処理装置２００について説明する。後処理装置２００は、ステイプル機構２０、
パンチ機構９０、及び後処理制御部４００を備える。なお、シートの中綴じと二つ折りの
処理を行うサドルユニットを備えるものもある。
【００３２】
　後処理制御部４００は、ステイプル機構２０、及びパンチ機構９０の制御や、シートの
搬送制御等、後処理装置４００全般を制御する。
【００３３】
　パンチ機構９０は、受入部１３０の下流に配置される。パンチ機構９０は、パンチ機構
９１とダストボックス９２とを備える。パンチ機構９１によるパンチ（穿孔）は、ユーザ
が操作パネル１３を操作してパンチモードに設定しているときに実行される。パンチ機構
９０から排紙されたシートは、シート搬送用のローラ９３により排紙切替部１２５に搬送
される。排紙切替部１２５は、入口ローラ１２４を備え、固定トレイ６２にシートを排紙
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するか、給紙ローラ２５にシートを搬送する。給紙ローラ２５に搬送されたシートは、ス
テイプル機構２０によって綴じ処理が行われることとなる。以下の説明では、固定トレイ
６２にシートを排紙する制御を第１制御と称することがある。また、給紙ローラ２５にシ
ートを搬送する制御を第２制御と称することがある。
【００３４】
　後処理装置２００は、待機トレイ１２１、及び処理トレイ１２２を備える。入口ローラ
１２４の下流側には給紙ローラ２５が設けられる。入口ローラ１２４で受け取られたシー
トは、給紙ローラ２５を介して待機トレイ１２１に搬送される。給紙ローラ２５は上ロー
ラと下ローラから成る。入口ローラ１２４から待機トレイ１２１までの間には、シートを
給紙ローラ２５に導くためのペーパーパス１２６が設けられている。待機トレイ１２１の
下方には、待機トレイ１２１から落下したシートを積載する処理トレイ１２２が配置され
ている。
【００３５】
　待機トレイ１２１は、複数枚のシートを積載可能である。また、待機トレイ１２１は、
開放可能な構造になっており、所定の枚数のシートが積載されると待機トレイ１２１が開
く。シートは、自重あるいは強制的に落下させる不図示の落下補助部材の作動により処理
トレイ１２２に落下する。処理トレイ１２２は、ステイプラ２３によりシートがステイプ
ルされる間、シートＰを整合して支持する。
【００３６】
　処理トレイ１２２に落下したシートは、ローラ１２７によってステイプラ２３に導かれ
、綴じ処理が行われる。ローラ１２７は上ローラと下ローラから成る。シートにステイプ
ルする場合、待機トレイ１２１から処理トレイ１２２に落下した複数枚のシートＰは、搬
送方向である縦方向に整合し、かつ搬送方向と直交する横方向に整合した上でステイプル
する。搬送ベルト３１は、回転駆動され、シートの排出方向に沿ってステイプラ２３と排
出口との間で循環的に回転移動する。
【００３７】
　図２は、画像形成装置１００と後処理装置２００の制御系を示す図である。
【００３８】
　図２において、画像形成制御部５０は、演算装置５１及び記憶装置５２を備える。演算
装置５１は、記憶装置５２に記憶された各種プログラムに従い、ＡＤＦ１２、コントロー
ルパネル１３、スキャナ部１６、プリンタ部１８、及び無線タグユニット３００を制御す
る。
【００３９】
　演算装置５１は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＡＳＩＣ（Application
 Specific Integrated Circuit）等である。記憶装置５２は、ＲＯＭ（Read Only Memory
）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等である。
【００４０】
　画像形成制御部５０は、後処理制御部４００とバスによって接続する。無線タグユニッ
ト３００の書き込み部２０４による情報の書き込みが成功したか否かを示す判定結果は、
画像形成制御部５０から後処理制御部４００に通知される。
【００４１】
　なお、ＡＤＦ１２、コントロールパネル１３、スキャナ部１６、プリンタ部１８、及び
無線タグユニット３００の各々も演算装置及び記憶装置を備えている。
【００４２】
　後処理制御部５０は、演算装置４５１及び記憶装置４５２を備える。演算装置４５１は
、記憶装置４５２に記憶された各種プログラムに従い、ステイプル機構２０、パンチ機構
９０、及び搬送部４５３等を制御する。なお、搬送部４５３は、搬送系に関する各種機構
をまとめたものである。搬送部４５３は、例えば排紙切替部１２５などのパスの切替機構
、入口ローラ１２４などのローラや搬送ベルト３１を駆動するモータ、待機トレイ１２１
など稼働可能なトレイ、各種センサなどを含む。
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【００４３】
　次に、画像形成制御部５０、無線タグユニット３００、後処理制御部４００の制御内容
について、フローチャートを用いて説明する。
【００４４】
　図３、図４は、画像形成制御部５０の処理の流れを示すフローチャートである。図３に
示される処理は、印刷及びタグデータを送信する処理など、主として印刷に係る処理であ
る。なお、図３は、無線タグシートにＭページ分の印刷を行う処理を示している。各ペー
ジが印刷される無線タグシートに書き込まれるタグデータは、記憶装置５２に記憶されて
いるものとする。
【００４５】
　一方、図４に示される処理は、タグデータの書き込み等について、無線タグユニット３
００と後処理制御部４００とのやり取りに係る処理である。図３と図４に示される処理は
、並行して実行される。
【００４６】
　図３において、画像形成制御部５０は、画像形成処理を開始すると、ページ番号を示す
カウンタｋを１で初期化する（ＡＣＴ１０１）。画像形成制御部５０は、記憶装置５２か
らｋページ目のタグデータを取得して、無線タグユニット３００にｋページ目のタグデー
タを送信する（ＡＣＴ１０２）。ここで送信されるデータ内容は、ページを示すｋと、タ
グデータをペアにした（ｋ、タグデータ）である。
【００４７】
　画像形成制御部５０は、ｋページ目の印刷を開始する（ＡＣＴ１０３）。ｋページ目の
印刷が終了すると（ＡＣＴ１０４：ＹＥＳ）、画像形成制御部５０は、シートを無線タグ
ユニット３００に搬送する（ＡＣＴ１０５）。画像形成制御部５０は、カウンタｋを１増
分する（ＡＣＴ１０６）。
【００４８】
　画像形成制御部５０は、カウンタｋがＭ以下か否かを判定する（ＡＣＴ１０７）。カウ
ンタｋがＭ以下の場合には（ＡＣＴ１０７：ＹＥＳ）、画像形成制御部５０は、ｋページ
目を印刷するために、ＡＣＴ１０２に戻る。カウンタｋがＭ以下ではない場合には（ＡＣ
Ｔ１０７：ＮＯ）、画像形成制御部５０は、終了通知を無線タグユニット３００に送信し
（ＡＣＴ１０８）、本処理を終了する。上記終了通知は、Ｍページ分の印刷が終了したこ
とを無線タグユニット３００に示すための通知である。
【００４９】
　次に、図４について説明する。図４において用いられている判定情報とは、上記判定結
果を含む情報である。具体的に、判定情報のデータ内容は、ページを示すｋと、判定結果
をペアにした（ｋ、判定結果）である。判定結果は、書き込みが成功した場合には「ＯＫ
」、書き込みが失敗した場合には「ＮＧ」で表現される。
【００５０】
　図４において、画像形成制御部５０は、画像形成処理を開始すると、書き込み失敗があ
ったか否かを示すＮＧフラグをオフで初期化する（ＡＣＴ２０１）。画像形成制御部５０
は、無線タグユニット３００から判定情報を受信すると（ＡＣＴ２０２：ＹＥＳ）、判定
結果がＮＧで、かつＮＧフラグがオフか否かを判定する（ＡＣＴ２０３）。
【００５１】
　判定結果がＯＫまたはＮＧフラグがオンの場合には（ＡＣＴ２０３：ＮＯ）、画像形成
制御部５０は、ＡＣＴ２０５に進む。判定結果がＮＧで、かつＮＧフラグがオフの場合に
は（ＡＣＴ２０３：ＹＥＳ）、画像形成制御部５０は、ＮＧフラグをオンにする（ＡＣＴ
２０４）。画像形成制御部５０は、無線タグユニット３００から受信した判定情報を、そ
のまま後処理部に送信する（ＡＣＴ２０５）。
【００５２】
　画像形成制御部５０は、判定情報に示されるページがＭページか否かを判定する（ＡＣ
Ｔ２０６）。判定情報に示されるページがＭページではない場合には（ＡＣＴ２０６：Ｎ
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Ｏ）、画像形成制御部５０は、ＡＣＴ２０２に戻る。判定情報に示されるページがＭペー
ジの場合には（ＡＣＴ２０６：ＹＥＳ）、画像形成制御部５０は、終了通知を後処理制御
部４００に送信する（ＡＣＴ２０７）。上記終了通知は、全ての判定情報の送信が終了し
たことを後処理制御部４００に示すための通知である。
【００５３】
　画像形成制御部５０は、ＮＧフラグがオンか否かを判定する（ＡＣＴ２０８）。ＮＧフ
ラグがオフの場合には（ＡＣＴ２０８：ＮＯ）、画像形成制御部５０は、本処理を終了す
る。ＮＧフラグがオンの場合には（ＡＣＴ２０８：ＹＥＳ）、画像形成制御部５０は、Ｎ
Ｇページを印刷し、ＮＧページを排紙部２０５へ搬送して（ＡＣＴ２０９）、本処理を終
了する。ＮＧページとは、書き込みが失敗したシートであることを示す画像が形成された
シートである。このＮＧページは、書き込みが失敗したシートの表紙として、書き込みが
失敗したシートとともに綴じられる。また、ＮＧページが印刷されるシートは、給紙カセ
ット１６ｂから給紙された通常シートである。
【００５４】
　図５は、無線タグユニット３００の処理の流れを示すフローチャートである。
【００５５】
　無線タグユニット３００は、画像形成制御部５０により画像形成処理が開始されると、
ページ番号を示すカウンタｋを１で初期化する（ＡＣＴ３０１）。無線タグユニット３０
０は、画像形成制御部５０からタグデータを受信したか否かを判定する（ＡＣＴ３０２）
。タグデータを受信しなかった場合には（ＡＣＴ３０２：ＮＯ）、画像形成制御部５０か
ら終了通知を受信したか否かを判定する（ＡＣＴ３１１）。画像形成制御部５０から終了
通知を受信した場合には（ＡＣＴ３１１：ＹＥＳ）、無線タグユニット３００は、本処理
を終了する。画像形成制御部５０から終了通知を受信していない場合には（ＡＣＴ３１１
：ＮＯ）、無線タグユニット３００は、ＡＣＴ３０２に戻る。
【００５６】
　ＡＣＴ３０２において、タグデータを受信した場合には（ＡＣＴ３０２：ＹＥＳ）、無
線タグユニット３００は、タグデータを記憶装置に保持する（ＡＣＴ３０３）。無線タグ
ユニット３００は、無線タグユニット３００にシートが搬送されたことを検出すると（Ａ
ＣＴ３０４：ＹＥＳ）、無線タグにタグデータを書き込む（ＡＣＴ３０５）。無線タグユ
ニット３００は、無線タグからタグデータを読み込む（ＡＣＴ３０６）。
【００５７】
　無線タグユニット３００は、読み込んだデータから、タグデータの書き込みが成功した
か否かを判定する（ＡＣＴ３０７）。書き込みが成功した場合には（ＡＣＴ３０７：ＹＥ
Ｓ）、無線タグユニット３００は、判定情報（ｋ、ＯＫ）を画像形成制御部５０に送信す
る（ＡＣＴ３０８）。書き込みが失敗した場合には（ＡＣＴ３０７：ＮＯ）、無線タグユ
ニット３００は、判定情報（ｋ、ＮＧ）を画像形成制御部５０に送信する（ＡＣＴ３０９
）。無線タグユニット３００は、カウンタｋを１増分して（ＡＣＴ３１０）、ＡＣＴ３０
２に戻る。
【００５８】
　図６、図７は、後処理制御部４００の処理の流れを示すフローチャートである。図６は
、ＡＣＴ４０１－４１１を示している。図７は、ＡＣＴ４１２－４１７を示している。
【００５９】
　図６において、後処理制御部４００は、画像形成制御部５０により画像形成処理が開始
されると、ページ番号を示すカウンタｋを１で初期化する（ＡＣＴ４０１）。後処理制御
部４００は、書き込み失敗があったか否かを示すＮＧフラグをオフで初期化する（ＡＣＴ
４０２）。このＮＧフラグは、画像形成制御部５０の処理で説明されたＮＧフラグと同じ
性質のフラグであり、後処理制御部４００の記憶装置に記憶される。
【００６０】
　後処理制御部４００は、画像形成制御部５０から判定情報を受信したか否かを判定する
（ＡＣＴ４０３）。判定情報を受信した場合には（ＡＣＴ４０３：ＹＥＳ）、後処理制御
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部４００は、受信した判定情報を記憶装置に保持する（ＡＣＴ４０４）。
【００６１】
　後処理制御部４００は、受入部１３０において、シートが搬送されたことを検出すると
（ＡＣＴ４０５：ＹＥＳ）、保持した判定情報を用いて、無線タグへのタグデータの書き
込みが成功したか否かを判定する（ＡＣＴ４０６）。
【００６２】
　後処理制御部４００は、無線タグへのタグデータの書き込みが成功した場合には（ＡＣ
Ｔ４０６：ＹＥＳ）、以下の処理を行う。すなわち、後処理制御部４００は、タグデータ
の書き込みが成功したと判定されたシートに対し、第１制御を行う（ＡＣＴ４０７）。
【００６３】
　無線タグへのタグデータの書き込みが失敗した場合には（ＡＣＴ４０６：ＮＯ）、後処
理制御部４００は、ＮＧフラグがオフか否かを判定する（ＡＣＴ４０８）。ＮＧフラグが
オンの場合には（ＡＣＴ４０８：ＮＯ）、後処理制御部４００は、ＡＣＴ４１０に進む。
ＮＧフラグがオフの場合には（ＡＣＴ４０８：ＹＥＳ）、後処理制御部４００は、ＮＧフ
ラグをオンにする（ＡＣＴ４０９）。
【００６４】
　後処理制御部４００は、タグデータの書き込みが失敗したと判定されたシートに対し、
第２制御を行い（ＡＣＴ４１０）、ＡＣＴ４１１に進む。
【００６５】
　ＡＣＴ４０３において、判定情報を受信していない場合には（ＡＣＴ４０３：ＮＯ）、
後処理制御部４００は、画像形成制御部５０から終了通知を受信したか否かを判定する（
ＡＣＴ４１２）。終了通知を受信していない場合には（ＡＣＴ４１２：ＮＯ）、後処理制
御部４００は、ＡＣＴ４０３に戻る。
【００６６】
　終了通知を受信した場合には（ＡＣＴ４１２：ＹＥＳ）、後処理制御部４００は、ＮＧ
フラグがオンか否かを判定する（ＡＣＴ４１３）。ＮＧフラグがオフの場合には（ＡＣＴ
４１３：ＮＯ）、後処理制御部４００は、本処理を終了する。ＮＧフラグがオンの場合に
は（ＡＣＴ４１３：ＹＥＳ）、後処理制御部４００は、ＮＧページの搬送を待つ。
【００６７】
　後処理制御部４００は、ＮＧページの搬送を検出すると（ＡＣＴ４１４：ＹＥＳ）、Ｎ
Ｇページに対し、第２制御を行う（ＡＣＴ４１５）。後処理制御部４００は、ステイプル
機構２０によって綴じ処理を行う（ＡＣＴ４１６）。後処理制御部４００は、綴じられた
シート束を可動トレイ２３４へ排紙して（ＡＣＴ４１７）、本処理を終了する。
【００６８】
　上記ＡＣＴ４０６では、無線タグへのタグデータの書き込みの成功を判定しているが、
書き込みの失敗を判定してもよい。この場合、ＡＣＴ４０６は、無線タグへのタグデータ
の書き込みが失敗したか否かを判定することとなる。
【００６９】
　図８は、タグデータの書き込みに失敗し、綴じられたシート束の一例を示す図である。
【００７０】
　図８の例では、タグデータの書き込みに失敗した２ページのシートと、ＮＧページとが
示されている。ＮＧページには、タグデータの書き込みが失敗したと判定されたシートで
あることを示す画像（以下、「失敗判定画像」ともいう）として、「書き込み失敗」及び
「２０１７．ＸＸ．ＸＸ」が印刷されている。「２０１７．ＸＸ．ＸＸ」は、印刷した日
付である。さらに、これらの３ページのシートは、ステイプルにより綴じられている。
【００７１】
　このように、綴じ処理を行うことで、タグデータの書き込みに失敗したシートがばらけ
ることなく、また書き込みに失敗したことが目視により確認することができる。タグデー
タの書き込みに失敗したか否かは、無線タグを目視しても人間には判定できないため、本
実施形態のように、失敗判定画像によって可視化することは非常に有効である。
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【００７２】
　なお、綴じ処理はステイプルによるものに限らない。綴じ処理の他の例として、テープ
で綴じる処理、糊で綴じる処理が挙げられる。さらに後処理は綴じ処理に限らない。後処
理の他の例として、パンチ機構９０によりパンチ穴を空ける処理や、シートを折り曲げる
処理が挙げられる。パンチ穴は、目視により人間が確認できるため、タグデータの書き込
みに失敗したことを可視化する例の１つである。また、パンチ穴を空けることは、シート
がばらけたとしても目視により人間が確認できるというメリットがある。
【００７３】
　図８の例では、失敗判定画像として、「書き込み失敗」と、日付とが印刷されるが、こ
れに限るものではない。例えば、失敗判定画像として、タグデータの書き込みに失敗した
ページ番号や、失敗したシートの枚数等を含めるようにしてもよい。これにより、より詳
細に、書き込みに失敗したシートに関する情報を提供することができる。
【００７４】
　上記実施形態では、印刷後にタグデータの書き込み、及び読み取りが行われているが、
これに限るものではない。タグデータの書き込みが成功したか否かを正確に判定可能であ
れば、タグデータを書き込むタイミング、及び読み取るタイミングは問わない。例えば、
印刷前にタグデータを書き込み、印刷後に読み取りを行うようにしてもよい。
【００７５】
　さらに、タグデータの書き込みを画像形成装置１００で行い、読み取りを後処理装置２
００で行うようにしてもよい。あるいは、タグデータの書き込みと読み取りとを後処理装
置２００で行うようにしてもよい。
【００７６】
　上記実施形態では、書き込みに失敗したシートに対して後処理が行われているが、書き
込みが成功したシートに対して後処理が行われるようにしてもよい。
【００７７】
　以上説明した実施形態によれば、情報の書き込みが成功したと判定されたシートを固定
トレイ６２に排紙し、情報の書き込みが失敗したと判定されたシートを排紙トレイ６１に
排紙する。このようにすることにより、情報の書き込みが成功したシートと、失敗したシ
ートとが混在することのない後処理装置、及び画像形成システムを提供することができる
。
【００７８】
　上述した実施形態における後処理装置の機能をコンピュータで実現するようにしても良
い。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録
媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込
ませ、実行することによって実現しても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム
」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み
取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のこ
とをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネ
ットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように
、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとな
るコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持してい
るものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのも
のであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されている
プログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
【００７９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
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含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００８０】
１８…プリンタ部、２３…ステイプラ、１００…画像形成装置、１２５…排紙切替部、２
００…後処理装置、２０３…読み取り部、２０４…書き込み部、３００…無線タグユニッ
ト、１０００…画像形成システム、６１…排紙トレイ、６２…固定トレイ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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