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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロール紙に複数頁の画像を形成するとともに、前記複数頁の画像を形成し終えた後に、
前記ロール紙を識別する識別画像を当該ロール紙に形成する画像形成手段と、ロール紙を
識別する識別情報及び、前記画像形成手段がロール紙に複数頁の画像を形成した履歴に関
する履歴情報を対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記画像形成手段が複数頁の画像を形成したロール紙に対し、予め定められた後処理を
行う後処理手段と、を有し、
　前記後処理手段は、
　前記ロール紙に形成された識別画像を読み取る読取手段を有し、前記記憶手段に記憶さ
れた前記識別情報及び前記履歴情報を受け取り、前記読取手段により読み取られた識別画
像により識別されるロール紙の識別情報と対応する履歴情報に基づいて、前記画像形成手
段が複数頁の画像を形成したロール紙に対し、予め定められた後処理を行う
　印刷システム。
【請求項２】
　前記画像形成手段が画像を形成したロール紙を画像形成順に収納する収納手段と、
　この収納手段が収納したロール紙を画像形成順とは逆の順序で前記後処理手段に給紙す
る給紙手段と、
　をさらに有し、
　前記後処理手段は、
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　前記識別画像、前記識別情報及び前記履歴情報に基づいて、予め定められた後処理を行
う
　請求項１記載の印刷システム。
【請求項３】
　前記記憶手段が記憶する前記履歴情報の配列順序を、前記後処理手段が後処理を行う順
序に合わせるよう変換する変換手段をさらに有する
　請求項１又は２記載の印刷システム。
【請求項４】
　前記後処理手段は、
　前記読取手段により識別画像が読み取られた場合に、前記記憶手段に記憶されている識
別情報を取得し、前記識別画像と前記識別情報とが対応するか否かを判定する判定手段と
、
　この判定手段の判定結果を出力する判定結果出力手段と、
　をさらに有する
　請求項１乃至３いずれか記載の印刷システム。
【請求項５】
　前記画像形成手段は、
　前記履歴情報に基づく情報を前記ロール紙に出力する情報出力手段をさらに有する
　請求項１乃至４いずれか記載の印刷システム。
【請求項６】
　ロール紙に複数頁の画像を形成するとともに、前記複数頁の画像を形成し終えた後に、
前記ロール紙を識別する識別画像を当該ロール紙に形成する画像形成手段と、
　前記画像形成手段がロール紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情報とともに
、ロール紙を識別する識別情報を、前記履歴情報及び前記識別情報を対応付けて記憶する
記憶手段に出力する出力手段と、
　前記画像形成手段が画像を形成したロール紙を画像形成順に収納する収納手段と、
　を有する画像形成装置。
【請求項７】
　複数頁の画像及びロール紙を識別する識別画像を順に形成され画像形成順に収納された
ロール紙を、画像形成順とは逆の順序で給紙する給紙手段と、
　この給紙手段が給紙するロール紙から前記識別画像を読み取る読み取り手段と、
　ロール紙に複数頁の画像が形成された履歴に関する履歴情報とともに、ロール紙を識別
する識別情報を、前記履歴情報及び前記識別情報を対応付けて記憶する記憶手段から取得
する情報取得手段と、
　前記識別画像、前記識別情報及び前記履歴情報に基づいて、複数頁の画像が形成された
ロール紙に対し、予め定められた後処理を行う後処理手段と、
　を有する後処理装置。
【請求項８】
　ロール紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情報を記憶するステップと、前記
ロール紙を識別する識別画像を当該ロール紙に形成するステップと、前記履歴情報ととも
に前記ロール紙を識別する識別情報を、該履歴情報と該識別情報とを対応付けて記憶する
記憶手段に出力するステップとをコンピュータに実行させる画像形成プログラム。
【請求項９】
　ロール紙に形成された当該ロール紙を識別する識別画像を読み取るステップと、前記ロ
ール紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情報とともに、前記ロール紙を識別す
る識別情報を、該履歴情報と該識別情報とを対応付けて記憶する記憶手段から取得するス
テップと、前記識別画像、前記識別情報及び前記履歴情報に基づいて、複数頁の画像が形
成されたロール紙に対し、予め定められた後処理を行うステップとをコンピュータに実行
させる後処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷システム、画像形成装置、後処理装置、画像形成プログラム及び後処理
プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、連続印刷用紙に印刷データの有無を表示するマークを印刷しかつそのマ
ークを検出して、印刷結果を切断あるいは折りたたみ切断する印刷システムを開示する。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－５３８５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、連続紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情報に基づいて、予め定
められた後処理を行うことを可能にする印刷システム、画像形成装置、後処理装置、画像
形成プログラム及び後処理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】
【０００５】
　上記目的を達成するため、請求項１に係る本発明は、ロール紙に複数頁の画像を形成す
るとともに、前記複数頁の画像を形成し終えた後に、前記ロール紙を識別する識別画像を
当該ロール紙に形成する画像形成手段と、ロール紙を識別する識別情報及び、前記画像形
成手段がロール紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情報を対応付けて記憶する
記憶手段と、前記画像形成手段が複数頁の画像を形成したロール紙に対し、予め定められ
た後処理を行う後処理手段と、を有し、前記後処理手段は、前記ロール紙に形成された識
別画像を読み取る読取手段を有し、前記記憶手段に記憶された前記識別情報及び前記履歴
情報を受け取り、前記読取手段により読み取られた識別画像により識別されるロール紙の
識別情報と対応する履歴情報に基づいて、前記画像形成手段が複数頁の画像を形成したロ
ール紙に対し、予め定められた後処理を行う印刷システムである。
【０００６】
　請求項２に係る本発明は、前記画像形成手段が画像を形成したロール紙を画像形成順に
収納する収納手段と、この収納手段が収納したロール紙を画像形成順とは逆の順序で前記
後処理手段に給紙する給紙手段と、をさらに有し、前記後処理手段は、前記識別画像、前
記識別情報及び前記履歴情報に基づいて、予め定められた後処理を行う請求項１記載の印
刷システムである。
【０００７】
　請求項３に係る本発明は、前記記憶手段が記憶する前記履歴情報の配列順序を、前記後
処理手段が後処理を行う順序に合わせるよう変換する変換手段をさらに有する請求項１又
は２記載の印刷システムである。
【０００８】
　請求項４に係る本発明は、前記後処理手段は、前記読取手段により識別画像が読み取ら
れた場合に、前記記憶手段に記憶されている識別情報を取得し、前記識別画像と前記識別
情報とが対応するか否かを判定する判定手段と、この判定手段の判定結果を出力する判定
結果出力手段と、をさらに有する請求項１乃至３いずれか記載の印刷システムである。
【０００９】
　請求項５に係る本発明は、前記画像形成手段は、前記履歴情報に基づく情報を前記ロー
ル紙に出力する情報出力手段をさらに有する請求項１乃至４いずれか記載の印刷システム
。
【００１０】
　請求項６に係る本発明は、ロール紙に複数頁の画像を形成するとともに、前記複数頁の
画像を形成し終えた後に、前記ロール紙を識別する識別画像を当該ロール紙に形成する画



(4) JP 5305073 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

像形成手段と、前記画像形成手段がロール紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴
情報とともに、ロール紙を識別する識別情報を、前記履歴情報及び前記識別情報を対応付
けて記憶する記憶手段に出力する出力手段と、前記画像形成手段が画像を形成したロール
紙を画像形成順に収納する収納手段と、を有する画像形成装置である。
【００１１】
　請求項７に係る本発明は、複数頁の画像及びロール紙を識別する識別画像を順に形成さ
れ画像形成順に収納されたロール紙を、画像形成順とは逆の順序で給紙する給紙手段と、
この給紙手段が給紙するロール紙から前記識別画像を読み取る読み取り手段と、ロール紙
に複数頁の画像が形成された履歴に関する履歴情報とともに、ロール紙を識別する識別情
報を、前記履歴情報及び前記識別情報を対応付けて記憶する記憶手段から取得する情報取
得手段と、前記識別画像、前記識別情報及び前記履歴情報に基づいて、複数頁の画像が形
成されたロール紙に対し、予め定められた後処理を行う後処理手段と、を有する後処理装
置である。
【００１２】
　請求項８に係る本発明は、ロール紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情報を
記憶するステップと、前記ロール紙を識別する識別画像を当該ロール紙に形成するステッ
プと、前記履歴情報とともに前記ロール紙を識別する識別情報を、該履歴情報と該識別情
報とを対応付けて記憶する記憶手段に出力するステップとをコンピュータに実行させる画
像形成プログラムである。
【００１３】
　請求項９に係る本発明は、ロール紙に形成された当該ロール紙を識別する識別画像を読
み取るステップと、前記ロール紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情報ととも
に、前記ロール紙を識別する識別情報を、該履歴情報と該識別情報とを対応付けて記憶す
る記憶手段から取得するステップと、前記識別画像、前記識別情報及び前記履歴情報に基
づいて、複数頁の画像が形成されたロール紙に対し、予め定められた後処理を行うステッ
プとをコンピュータに実行させる後処理プログラムである。
                                                                      
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に係る本発明によれば、連続紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情
報に基づいて、予め定められた後処理を行うことを可能にすることができる。
【００１５】
　請求項２に係る本発明によれば、請求項１に係る本発明の効果に加えて、画像を形成し
た連続紙が収納手段に収納された後に、給紙手段によって給紙されても、連続紙に複数頁
の画像を形成した履歴に関する履歴情報に基づいて、予め定められた後処理を行うことを
可能にすることができる。
【００１６】
　請求項３に係る本発明によれば、請求項１又は２に係る本発明の効果に加えて、本構成
を有していない場合に比較して、効率的に後処理を行うことができる。
【００１７】
　請求項４に係る本発明によれば、請求項１乃至３いずれかに係る本発明の効果に加えて
、画像を形成した連続紙と履歴情報との対応づけを確実にすることができる。
【００１８】
　請求項５に係る本発明によれば、請求項１乃至４いずれかに係る本発明の効果に加えて
、作業者が履歴情報について容易に把握することができる。
【００１９】
　請求項６に係る本発明によれば、連続紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情
報に基づいて、予め定められた後処理を行うことを可能にすることができる。
【００２０】
　請求項７に係る本発明によれば、連続紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情
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報に基づいて、予め定められた後処理を行うことを可能にすることができる。
【００２１】
　請求項８に係る本発明によれば、連続紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情
報に基づいて、予め定められた後処理を行うことを可能にすることができる。
【００２２】
　請求項９に係る本発明によれば、連続紙に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情
報に基づいて、予め定められた後処理を行うことを可能にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　次に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１において、本発明の実施形態に係る印刷システム１０が例示されている。印刷シス
テム１０は、例えば第１の画像形成装置１２、第２の画像形成装置１４、後処理装置１６
及び管理装置１８がネットワーク２０を介して相互に接続されることにより構成されてい
る。
【００２４】
　図２は、第１の画像形成装置１２の構成を示す構成図である。図２に示すように、第１
の画像形成装置１２は、給紙装置２２、画像形成ユニット２４、スタック（収納）装置２
６、ＵＩ（ユーザインターフェイス）装置２８及び制御部３０を有する。
【００２５】
　給紙装置２２は、印刷されていないロール紙（連続紙）３２を画像形成ユニット２４に
対して供給する。スタック装置２６は、画像形成ユニット２４により印刷が行われた後の
ロール紙３２を巻き取ることにより収納する。つまり、スタック装置２６は、ロール紙３
２の先端側、言い換えれば、搬送方向の前側からロール紙３２を収納するように構成され
る。
【００２６】
　画像形成ユニット２４は、予め用意された刷版を用いて印刷を行う刷版印刷機であり、
制御部３０の制御により給紙装置２２から供給されたロール紙３２に対して画像形成（印
刷）を行う。この画像形成ユニット２４には、駆動ローラ３４と、識別画像印刷部３６と
が備えられている。駆動ローラ３４は、ロール紙３２を制御部３０により指定された搬送
速度で搬送する。
【００２７】
　識別画像印刷部３６は、連続紙を個別に識別する識別画像をロール紙３２に印刷する。
識別画像については、図５等を用いて後述する。
【００２８】
　ＵＩ装置２８は、例えばタッチパネルなどの入出力装置であり、第１の画像形成装置１
２に対する入力を受け入れるとともに、第１の画像形成装置１２に関する情報等を表示す
る。
【００２９】
　制御部３０は、例えば図３に示すように、ＣＰＵ４０、メモリ４２、ハードディスクド
ライブ（ＨＤＤ）等の記憶装置４４及びデータの送受信を行う通信インタフェース（ＩＦ
）４６が制御バス４８を介して相互に接続されることにより構成され、第１の画像形成装
置１２を構成する各部を制御する。なお、制御バス４８には、例えば上述したＵＩ装置２
８も接続されている。
【００３０】
　ＣＰＵ４０は、メモリ４２または記憶装置４４に格納されたプログラムに基づいて所定
の処理を実行し、制御部３０の動作を制御する。また、プログラムをメモリ４２や記憶装
置４４から提供するのではなく、当該プログラムをＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に格納して
提供することも可能である。この記録媒体は磁気ディスク、半導体メモリまたはその他の
記録媒体であってもよい。
【００３１】
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　次に、第１の画像形成装置１２の動作について説明する。
　図４は、第１の画像形成装置１２がロール紙３２に複数頁の画像を形成した印刷結果例
を示す模式図であって、（Ａ）は２つの印刷ジョブによる印刷結果例を示す模式図であり
、（Ｂ）はジョブのキャンセルをされた場合の印刷結果例（ロール紙３２の状態）を示す
模式図である。
　図５は、ロール紙３２に複数頁の画像が形成された後に、識別画像印刷部３６がロール
紙３２の後端側に形成する識別画像を示す模式図である。
　上述したように、第１の画像形成装置１２は、給紙装置２２が供給するロール紙３２に
対して複数頁を画像を形成し、画像を形成されたロール紙３２をスタック装置２６が収納
する。
【００３２】
　図４（Ａ）に示すように、給紙装置２２が供給するロール紙３２には、ロール紙３２を
識別する媒体識別ＩＤが個別に付されている。ロール紙３２は、例えば頁サイズが１２イ
ンチにされた全頁数が２０００頁である印刷ジョブ１と、例えば頁サイズが１８インチに
された全頁数が３０００頁である印刷ジョブ２とによって複数頁の画像が形成される。
【００３３】
　印刷ジョブ１には、印刷開始時の損紙（３０頁分）、正常印刷頁（１５６０頁分）、ジ
ョブ内損紙（７頁分）、正常印刷頁（４４０頁分）及び印刷停止時の損紙（２０頁分）が
含まれている。つまり、印刷ジョブ１により、２０００頁の正常印刷とともに５７頁分の
損紙が生じている。また、印刷ジョブ２には、印刷開始時の損紙（３０頁分）、正常印刷
頁（３０００頁分）及び印刷停止時の損紙（２０頁分）が含まれている。つまり、印刷ジ
ョブ２により、３０００頁の正常印刷とともに５０頁分の損紙が生じている。
【００３４】
　また、図４（Ｂ）に示すように、ジョブのキャンセルをされた場合、ロール紙３２には
、例えば印刷開始時の損紙（４０頁分）、損紙となるキャンセル頁（５０頁分）及びジョ
ブ内損紙（２０頁分）が発生する。
【００３５】
　そして、図５に示すように、ロール紙３２の後端側（第１の画像形成装置１２による搬
送方向後端側）には、例えば最終頁の画像として、識別画像印刷部３６が識別画像５０を
印刷する。識別画像５０は、ロール紙３２それぞれを個別に識別するための例えばバーコ
ードなどの画像である。なお、後処理装置１６の後述する給紙装置８０がロール紙３２を
搬送する方向は、第１の画像形成装置１２の給紙装置２２がロール紙３２を搬送する方向
に対して逆となる。
【００３６】
　識別画像印刷部３６は、作業者がロール紙３２に関する情報を認識できるように、可読
文字による媒体情報５２を識別画像５０とともに形成してもよい。媒体情報５２は、例え
ばロール紙３２を個別に識別する識別画像５０に対応する個別の媒体識別ＩＤ及び作業者
が確認することを必要とする画像形成履歴の情報（印刷結果情報）などである。
　画像形成ユニット２４は、ロール紙３２における各頁の区切り位置を示すために、各頁
に頁マーク５４を印刷するようにされている。
【００３７】
　また、第１の画像形成装置１２は、画像形成ユニット２４によりロール紙３２に複数頁
の画像を形成するとともに、ロール紙３２に複数頁の画像を形成した結果に関する印刷結
果情報を制御部３０により生成し、管理装置１８に対して出力するようにされている。
【００３８】
　図６は、第１の画像形成装置１２が管理装置１８に対して出力する印刷結果情報例であ
る。
　図６に示すように、印刷結果情報６０は、ロール紙３２に固有の１つの媒体識別ＩＤ１
００と、１つ以上のジョブ依存情報１１０及び印刷中の事象情報１２０とを有する。媒体
識別ＩＤ１００は、上述した識別画像５０と一対一で対応する識別番号である。ジョブ依
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存情報１１０は、ジョブの識別番号、ジョブのトータル頁数、ジョブの頁サイズ及びジョ
ブ内分割数が含まれる。印刷中の事象情報１２０は、印刷開始時の損紙数、正常印刷頁数
（連続頁数）、ジョブ内損紙数、印刷停止時の損紙数、印刷時のエラー（キャンセル及び
用紙切れ等を含む）に関する情報が含まれる。
　なお、１つ以上のジョブ依存情報１１０及び印刷中の事象情報１２０は、ロール紙３２
に複数頁の画像を形成した履歴に関する履歴情報１３０を構成する。
【００３９】
　図７は、第１の画像形成装置１２の動作の概要（Ｓ１０）を示すフローチャートである
。
　図７に示すように、ステップ１００（Ｓ１００）において、第１の画像形成装置１２は
、ロール紙３２に対する媒体識別ＩＤ１００（識別情報）を設定する。媒体識別ＩＤは、
例えば作業者がＵＩ装置２８を介して入力することによって設定されてもよいし、ＣＰＵ
４０がシリアルナンバを順次に設定するものであってもよい。
【００４０】
　ステップ１０２（Ｓ１０２）において、第１の画像形成装置１２は、画像形成（印刷）
にともなって画像を形成した履歴に関する履歴情報を生成し、例えば記憶装置４４に履歴
情報を記憶する。
【００４１】
　ステップ１０４（Ｓ１０４）において、第１の画像形成装置１２は、予め定められた複
数の画像を形成し終えると、例えばロール紙３２の最終頁に、ロール紙３２を識別する識
別画像５０を識別画像印刷部３６が形成する。
　なお、複数頁の画像及び識別画像５０を形成されたロール紙３２は、スタック装置２６
に収納されている。
【００４２】
　ステップ１０６（Ｓ１０６）において、第１の画像形成装置１２は、媒体識別ＩＤ１０
０及び履歴情報１３０を管理装置１８に対して出力する。
【００４３】
　このように、第１の画像形成装置１２は、複数頁の画像及び識別画像５０を形成された
ロール紙３２と、媒体識別ＩＤ１００及び履歴情報１３０とを分離する。
【００４４】
　次に、第２の画像形成装置１４（図１）について説明する。
　図８は、第２の画像形成装置１４の構成を示す構成図である。図８に示すように、第２
の画像形成装置１４は、給紙装置２２、電子写真方式の画像形成ユニット７０、スタック
装置２６、ＵＩ（ユーザインターフェイス）装置２８及び制御部３０を有する。
　なお、第２の画像形成装置１４において、図２に示した第１の画像形成装置１２を構成
する部分と実質的に同一のものには、同一の符号が付してある。
【００４５】
　画像形成ユニット７０には、Ｙ（イエロー），Ｍ（マゼンタ），Ｃ（シアン），Ｋ（黒
）の各色毎にそれぞれ独立して構成された感光ドラム７２ａ～７２ｄと、定着器７４とが
備えられている。画像形成ユニット７０は、図示しないホスト装置からの画像形成信号に
応じて、感光体ドラム７２ａ～７２ｄそれぞれをレーザ光により照射することにより感光
体ドラム感光体ドラム７２ａ～７２ｄ上に静電潜像をそれぞれ形成する。そして、感光体
ドラム７２ａ～７２ｄ上に形成された静電潜像は、現像器（図示せず）により各色のトナ
ーで現像され、ロール紙３２に転写される。また、画像形成ユニット７０は、予め定めら
れた複数の画像を形成し終えると、例えばロール紙３２の最終頁に、ロール紙３２を識別
する識別画像５０を形成する。そして、ロール紙３２に転写されたトナー画像は、定着器
７４によりロール紙３２に定着される。
【００４６】
　第２の画像形成装置１４は、第１の画像形成装置１２と同様に、複数頁の画像及び識別
画像５０を形成されたロール紙３２をスタック装置２６に収納し、媒体識別ＩＤ１００及
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び履歴情報１３０を管理装置１８に対して出力する。
【００４７】
　次に、管理装置１８（図１）について説明する。
　管理装置１８は、図３に示した各部と略同様の構成部分を備えてコンピュータの機能を
有し、印刷システム１０を構成する各部を管理する。例えば、第１の画像形成装置１２及
び第２の画像形成装置１４が出力する媒体識別ＩＤ１００及び履歴情報１３０を、媒体識
別ＩＤ１００ごとに記憶し、後処理装置１６によるアクセスに応じて、媒体識別ＩＤ１０
０及び履歴情報１３０を後処理装置１６に対して出力する。
【００４８】
　次に、後処理装置１６について説明する。
　図９は、後処理装置１６の構成を示す構成図である。図９に示すように、後処理装置１
６は、給紙装置８０、読み取り装置８２、処理ユニット８４及び制御部８６から構成され
ている。また、処理ユニット８４は、ＵＩ装置８８、切断部９０、区分部９２、損紙排出
部９４及び正常印刷排出部９６とを備えている。
【００４９】
　給紙装置８０は、第１の画像形成装置１２又は第２の画像形成装置１４により画像を形
成されたロール紙３２を搬送し、処理ユニット８４に向けて給紙する。なお、給紙装置８
０は、第１の画像形成装置１２又は第２の画像形成装置１４が画像を形成する速度よりも
高速でロール紙３２を給紙することができるようにされている。即ち、給紙装置８０は、
スタック装置２６が収納した複数のロール紙３２を画像形成速度よりも高速で効率的に後
処理装置１６が後処理を行うことを可能にしている。
　読み取り装置８２は、給紙装置８０と処理ユニット８４との間に設けられ、給紙装置８
０により給紙されたロール紙３２に印刷された識別画像５０（図５）を読み取る。
【００５０】
　制御部８６は、図３に示した各部と略同様の構成部分を備えてコンピュータの機能を有
し、予め定められたプログラムを実行することにより、後処理装置１６を構成する各部を
制御する。例えば、制御部８６は、読み取り装置８２により読み取られた識別画像５０を
用いて、後述する後処理プログラム２００等を実行することにより、後処理装置１６を構
成する各部を制御する。
【００５１】
　ＵＩ装置８８は、例えばタッチパネルなどの入出力装置であり、後処理装置１６に対す
る入力を受け入れるとともに、後処理装置１６に関する情報等を表示する。切断部９０は
、制御部８６の制御に応じてロール紙３２を各頁毎に切断する。区分部９２は、制御部８
６の制御に応じて、切断部９０が切断したロール紙を正常な印刷物と損紙とに区分けする
。
　そして、制御部８６は、正常な印刷物を正常印刷排出部９６に排出し、損紙を損紙排出
部９４に排出するように処理ユニット８４を制御する。
【００５２】
　図１０は、制御部８６が実行する後処理プログラム２００の構成を示すプログラム構成
図である。
　図１０に示すように、後処理プログラム２００は、判定部２０２、変換部２０４及び情
報抽出部２０６を有する。判定部２０２は、読み取り装置８２が読み取った識別画像５０
を受け入れ、管理装置１８から媒体識別ＩＤ１００を受け入れて、識別画像５０と媒体識
別ＩＤ１００とが対応するか否かを判定し、判定結果をＵＩ装置２８に対して出力する。
したがって、例えば識別画像５０と媒体識別ＩＤ１００とが対応しない場合、判定部２０
２の判定結果に応じて、ＵＩ装置２８は、画像を形成されたロール紙３２と履歴情報１３
０とが一致しないことを表示する。
【００５３】
　変換部２０４は、管理装置１８から印刷結果情報６０（媒体識別ＩＤ１００及び履歴情
報１３０）を受け入れ、履歴情報１３０の配列順序を、後処理装置１６が後処理を行う順
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序に合わせるよう変換し、後処理情報として後処理装置１６を構成する各部に対して出力
する。
【００５４】
　図１１は、変換部２０４が履歴情報１３０の配列順序を変換した印刷結果情報例（変換
後の印刷結果情報６２）である。
　図１１に示すように、印刷結果情報６２は、１つの媒体識別ＩＤ１００と、１つ以上の
ジョブ依存情報１１０及び印刷中の事象情報１２０とを有し、ジョブ依存情報１１０及び
印刷中の事象情報１２０がジョブ単位で画像形成順序とは逆の順序に変換されている。
　なお、印刷結果情報６２において、図６に示した印刷結果情報６０を構成する部分と実
質的に同一のものには、同一の符号が付してある。また、１つ以上のジョブ依存情報１１
０及び印刷中の事象情報１２０は、ロール紙３２に複数頁の画像を形成した履歴に関する
履歴情報１４０を構成する。
【００５５】
　そして、変換部２０４が出力する後処理情報に応じて、例えば制御部３０は、画像形成
ユニット７０がロール紙３２を搬送する速度、切断部９０がロール紙３２を切断する動作
及び切断されたロール紙３２を区分部９２が正常な印刷物と損紙とに区分けする動作など
を制御する。
【００５６】
　情報抽出部２０６（図１０）は、管理装置１８から媒体識別ＩＤ１００及び履歴情報１
３０を受け入れ、作業者に通知すべき情報を抽出し、ＵＩ装置２８に対して出力する。例
えば、エラー頁（例外処理頁）がロール紙３２に含まれている場合、情報抽出部２０６が
、ロール紙３２にエラー頁が含まれていることを示す情報を抽出してＵＩ装置２８に対し
て出力し、ＵＩ装置２８は、ロール紙３２にエラー頁が含まれている旨を表示する。また
、給紙装置８０が給紙するロール紙３２において、エラー頁が画像形成ユニット７０に給
紙されるタイミングを制御部３０がロール紙３２の搬送速度に応じて予測し、エラー頁が
画像形成ユニット７０に給紙されるタイミングをＵＩ装置２８が表示できるように、ロー
ル紙３２中のエラー頁の位置を示す情報を情報抽出部２０６が履歴情報１３０から抽出す
るようにされてもよい。
【００５７】
　次に、後処理装置１６の動作について説明する。
　図１２は、第１の画像形成装置１２のスタック装置２６が収納したロール紙３２を、後
処理装置１６の給紙装置８０が給紙する状態を示し、図４（Ａ）に示したロール紙３２に
対応する模式図である。
　図１２に示すように、給紙装置８０は、スタック装置２６がロール紙３２を収納した順
序とは逆の順序でロール紙３２を給紙する。即ち、図４（Ａ）に示した印刷ジョブ２によ
る印刷結果が印刷ジョブ１による印刷結果よりも先に給紙され、印刷ジョブ２の印刷停止
時の損紙（２０頁分）、正常印刷頁（３０００頁分）及び印刷開始時の損紙（３０頁分）
が頁毎に画像形成順序とは逆の順序で給紙された後に、印刷ジョブ１の印刷停止時の損紙
（２０頁分）、正常印刷頁（４４０頁分）、ジョブ内損紙（７頁分）、正常印刷頁（１５
６０頁分）及び印刷開始時の損紙（３０頁分）が頁毎に画像形成順序とは逆の順序で給紙
される。
　なお、ロール紙３２の図示しない識別画像５０は、第２の印刷ジョブによる印刷結果よ
りも先に搬送される。
【００５８】
　図１３は、後処理装置１６の動作の概要（Ｓ２０）を示すフローチャートである。
　図１３に示すように、ステップ２００（Ｓ２００）において、後処理装置１６は、給紙
装置８０が給紙するロール紙３２に対し、読み取り装置８２が識別画像５０を読み取る。
【００５９】
　ステップ２０２（Ｓ２０２）において、後処理装置１６は、ＣＰＵ４０が通信ＩＦ４６
を介して管理装置１８から媒体識別ＩＤ１００とともに履歴情報１３０を取得する。
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【００６０】
　ステップ２０４（Ｓ２０４）において、後処理装置１６は、後処理プログラム２００を
実行し、識別画像５０、媒体識別ＩＤ１００及び履歴情報１３０に応じて変換後の印刷結
果情報６２を生成し、後処理を行う。例えば、識別画像５０と媒体識別ＩＤ１００とが対
応する場合には、変換部２０４の変換結果に応じて、制御部８６は後処理装置１６を構成
する各部を制御し、ロール紙３２を搬送する速度、切断部９０がロール紙３２を切断する
動作及び切断されたロール紙３２を区分部９２が正常な印刷物と損紙とに区分けする動作
などを制御する。
【００６１】
　次に、本発明の実施形態に係る印刷システム１０の変形例について説明する。
　図１４において、本発明の実施形態に係る印刷システム１０の変形例が示されている。
なお、印刷システム１０の変形例において、図１に示した印刷システム１０を構成する部
分と実質的に同一のものには、同一の符号が付してある。
【００６２】
　印刷システム１０の変形例において、、第１の画像形成装置１２及び第２の画像形成装
置１４はそれぞれ記録媒体書込み装置６６を有し、後処理装置１６は記録媒体読み取り装
置６８を有する。記録媒体書込み装置６６は、例えば磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ又は半
導体メモリなどの記録媒体９８に、制御部３０が出力する印刷結果情報６０を書き込む。
記録媒体読み取り装置６８は、記録媒体９８に書き込まれた印刷結果情報６０を読み取り
、制御部８６に対して出力する。
【００６３】
　印刷システム１０の変形例においては、第１の画像形成装置１２又は第２の画像形成装
置１４のスタック装置２６が収納したロール紙３２が後処理装置１６の給紙装置８０へ搬
送され、給紙装置８０から給紙されるロール紙３２に対して処理ユニット８４が後処理を
行うようにされている。ここで、制御部８６は、記録媒体読み取り装置６８が読み取った
印刷結果情報６０と、読み取り装置８２が読み取った識別画像５０とに応じて、変換後の
印刷結果情報６２を生成し、ロール紙３２を搬送する速度、切断部９０がロール紙３２を
切断する動作及び切断されたロール紙３２を区分部９２が正常な印刷物と損紙とに区分け
する動作などを制御する。
【００６４】
　なお、ロール紙３２は、スタック装置２６により収納された後に給紙装置８０が給紙す
るようにされてもよいし、画像形成ユニット２４又は画像形成ユニット７０により画像を
形成された後に、処理ユニット８４へ直接搬送されてもよい。
【００６５】
　また、上記実施形態においては、印刷結果情報６０に含まれる履歴情報１３０の配列順
序を後処理装置１６が変換する場合を例に説明したが、これに限定されることなく、例え
ば第１の画像形成装置１２又は第２の画像形成装置１４が変換してもよいし、管理装置１
８が変換してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施形態に係る印刷システムの構成を示す構成図である。
【図２】第１の画像形成装置の構成を示す構成図である。
【図３】制御部の構成を示す構成図である。
【図４】第１の画像形成装置がロール紙に複数頁の画像を形成した印刷結果例を示す模式
図であって、（Ａ）は２つの印刷ジョブによる印刷結果例を示す模式図であり、（Ｂ）は
ジョブのキャンセルをされた場合の印刷結果例を示す模式図である。
【図５】ロール紙に複数頁の画像が形成された後に、識別画像印刷部がロール紙の後端側
に形成する識別画像を示す模式図である。
【図６】第１の画像形成装置が管理装置に対して出力する印刷結果情報例である。
【図７】第１の画像形成装置の動作の概要（Ｓ１０）を示すフローチャートである。
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【図８】第２の画像形成装置の構成を示す構成図である。
【図９】後処理装置の構成を示す構成図である。
【図１０】制御部が実行する後処理プログラムの構成を示すプログラム構成図である。
【図１１】変換部が履歴情報の配列順序を変換した印刷結果情報例である。
【図１２】第１の画像形成装置のスタック装置が収納したロール紙を、後処理装置の給紙
装置が給紙する状態を示し、図４（Ａ）に示したロール紙に対応する模式図である。
【図１３】後処理装置の動作の概要（Ｓ２０）を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施形態に係る印刷システムの変形例の構成を示す構成図である。
【符号の説明】
【００６７】
１０　　印刷システム
１２　　第１の画像形成装置
１４　　第２の画像形成装置
１６　　後処理装置
１８　　管理装置
２０　　ネットワーク
２２　　給紙装置
２４　　画像形成ユニット
２６　　スタック装置
２８　　ＵＩ装置
３０　　制御部
３２　　ロール紙
３６　　識別画像印刷部
４０　　ＣＰＵ
４４　　記憶装置
４６　　通信ＩＦ
５０　　識別画像
５２　　媒体情報
６０　　印刷結果情報
６２　　印刷結果情報（変換後）
６６　　記録媒体書込み装置
６８　　記録媒体読み取り装置
７０　　画像形成ユニット
８０　　給紙装置
８２　　読み取り装置
８４　　処理ユニット
８６　　制御部
８８　　ＵＩ装置
９０　　切断部
９２　　区分部
９４　　損紙排出部
９６　　正常印刷排出部
９８　　記録媒体
１００　　媒体識別ＩＤ
１１０　　ジョブ依存情報
１２０　　事象情報
１３０　　履歴情報
１４０　　履歴情報（変換後）
２００　　後処理プログラム
２０２　　判定部
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２０４　　変換部
２０６　　情報抽出部

【図１】 【図２】



(13) JP 5305073 B2 2013.10.2

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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