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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に画像を形成する画像形成手段を備え、
　前記画像形成手段により記録媒体の両面に画像を形成可能な画像形成装置において、
　記録媒体における１ジョブの先頭頁または最終頁の画像を形成される面の裏面に前記１
ジョブの画像が形成されるか否かを判定する判定手段と、
　前記裏面に前記１ジョブの画像が形成されないと判定された場合、前記裏面に該画像形
成装置を使用するユーザもしくはジョブ毎に異なる情報が形成されるように、前記先頭頁
または最終頁の画像を形成される記録媒体の印刷設定を両面印刷に変更し、前記裏面に前
記１ジョブの画像が形成されると判定された場合、前記裏面に前記情報が形成されないよ
うに制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記画像形成手段により１ジョブの画像の奇数頁が記録媒体の一方の面に形成され、前
記１ジョブの画像の偶数頁が記録媒体の他方の面に形成されるとき、前記制御手段は、前
記１ジョブの画像の総頁数が奇数である場合には、記録媒体における前記１ジョブの画像
の最終頁が形成される面の裏面に前記情報が形成されるように、当該最終頁が形成される
記録媒体の印刷設定を両面印刷に変更し、前記１ジョブの画像の総頁数が偶数である場合
には、前記記録媒体における前記１ジョブの画像の最終頁が形成される面の裏面に前記情
報が形成されないように制御することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
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　前記画像形成手段は、それぞれ異なる色の画像を形成するように複数備えられており、
　前記制御手段によって前記裏面に形成されるように制御される情報には、前記複数の画
像形成手段によって前記ユーザもしくはジョブ毎に異なる色で形成される情報が含まれる
ことを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記制御手段によって前記裏面に形成されるように制御される情報には、前記画像形成
手段によって前記ユーザもしくはジョブ毎に異なる模様のパターンで形成される情報が含
まれることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記制御手段によって前記裏面に形成されるように制御される情報には、前記画像形成
手段によって前記ユーザ毎に異なる個人名で形成される情報が含まれることを特徴とする
請求項１乃至４のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記画像形成手段による記録媒体への画像形成により消耗される消耗品と、
　前記消耗品を注文するための注文内容を形成された面を下面にして、記録媒体を前記注
文先電話番号へＦＡＸ送信するＦＡＸ送信手段と、をさらに備え、
　１ジョブの画像の最終頁が形成される記録媒体における前記注文内容を形成される面の
裏面に、前記制御手段によって形成されるように制御される情報には、前記消耗品の注文
先電話番号が含まれることを特徴とする請求項３乃至５のいずれかに記載の画像形成装置
。
【請求項７】
　前記１ジョブの画像の最終頁が形成される記録媒体における前記注文内容を形成される
面の裏面に、前記制御手段によって形成されるように制御される情報には、前記ＦＡＸ送
信手段によって前記注文内容を形成された記録媒体を前記注文先電話番号へＦＡＸ送信す
るための操作手順が含まれることを特徴とする請求項６に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザプリンタやＦＡＸ機能を備えた複合プリンタなどの画像形成装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　今日において、オフィスでは、複数のユーザが共有して印刷できるプリンタが主流とな
っている。このようなプリンタにおいては、自分の印刷出力した用紙と他のユーザが印刷
出力した用紙とが排紙トレイ上に混在してしまうので、いちいち排紙トレイ上の用紙の束
をめくっていってジョブの最後の用紙の印刷内容を確認して自分の印刷出力した用紙を判
別しなければならなかった。したがって、非常に手間がかかり、使い勝手が悪かった。そ
こで、たとえば、ジョブの用紙の排出の完了に応答して、ジョブ識別情報が印字された合
い紙が出力されるようにした複写機に関する技術が開示されている（特許文献１参照）。
このようにすれば、操作者が前のジョブの排出用紙束の中から自分のジョブを容易に識別
して取出すことのできる、使い勝手の良い複写機を提供することができる。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１４３０１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１において、ジョブ毎に合い紙にジョブ識別情報を印字しなけ
ればならないので、用紙の無駄遣いになってしまう問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、このような問題に鑑みなされたものであって、複数のユーザが印刷
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出力した用紙束の中から自分の印刷出力した用紙を容易に判別して取出すことができ、か
つ、用紙の使用を節約することができる画像形成装置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】
【０００６】
　前記目的を達成するために、請求項１に記載の画像形成装置では、記録媒体に画像を形
成する画像形成手段を備え、画像形成手段により記録媒体の両面に画像を形成可能な画像
形成装置において、記録媒体における１ジョブの先頭頁または最終頁の画像を形成される
面の裏面に１ジョブの画像が形成されるか否かを判定する判定手段と、前記裏面に１ジョ
ブの画像が形成されないと判定された場合、前記裏面に該画像形成装置を使用するユーザ
もしくはジョブ毎に異なる情報が形成されるように、先頭頁または最終頁の画像を形成さ
れる記録媒体の印刷設定を両面印刷に変更し、前記裏面に前記１ジョブの画像が形成され
ると判定された場合、前記裏面に前記情報が形成されないように制御する制御手段と、を
備えたことを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の画像形成装置では、画像形成手段により１ジョブの画像の奇数頁が記
録媒体の一方の面に形成され、１ジョブの画像の偶数頁が記録媒体の他方の面に形成され
るとき、前記制御手段は、前記１ジョブの画像の総頁数が奇数である場合には、記録媒体
における前記１ジョブの画像の最終頁が形成される面の裏面に前記情報が形成されるよう
に、当該最終頁が形成される記録媒体の印刷設定を両面印刷に変更し、前記１ジョブの画
像の総頁数が偶数である場合には、前記記録媒体における前記１ジョブの画像の最終頁が
形成される面の裏面に前記情報が形成されないように制御することを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の画像形成装置では、画像形成手段は、それぞれ異なる色の画像を形成
するように複数備えられており、制御手段によって裏面に形成されるように制御される情
報には、複数の画像形成手段によってユーザもしくはジョブ毎に異なる色で形成される情
報が含まれることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に記載の画像形成装置では、制御手段によって裏面に形成されるように制御さ
れる情報には、画像形成手段によってユーザもしくはジョブ毎に異なる模様のパターンで
形成される情報が含まれることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に記載の画像形成装置では、制御手段によって裏面に形成されるように制御さ
れる情報には、画像形成手段によってユーザ毎に異なる個人名で形成される情報が含まれ
ることを特徴とする。
【００１１】
　請求項６に記載の画像形成装置では、画像形成手段による記録媒体への画像形成により
消耗される消耗品と、消耗品を注文するための注文内容を形成された面を下面にして、記
録媒体を注文先電話番号へＦＡＸ送信するＦＡＸ送信手段と、をさらに備え、１ジョブの
画像の最終頁が形成される記録媒体における注文内容を形成される面の裏面に、制御手段
によって形成されるように制御される情報には、消耗品の注文先電話番号が含まれること
を特徴とする。
【００１２】
　請求項７に記載の画像形成装置では、１ジョブの画像の最終頁が形成される記録媒体に
おける注文内容を形成される面の裏面に、制御手段によって形成されるように制御される
情報には、ＦＡＸ送信手段によって注文内容を形成された記録媒体を注文先電話番号へＦ
ＡＸ送信するための操作手順が含まれることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の画像形成装置によれば、記録媒体における１ジョブの先頭頁または最終頁の
画像を形成される面の裏面に、画像形成装置を使用するユーザもしくはジョブ毎に異なる
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情報を形成するので、記録媒体に形成された画像の内容を順次確認していって自分のジョ
ブの記録媒体を判別するよりも容易に判別して取出すことができる。また、合い紙を使用
するといった、記録媒体の無駄遣いを防止することもできる。
【００１４】
　請求項２の画像形成装置によれば、１ジョブの画像を記録媒体の両面に形成する場合で
あっても、１ジョブの画像の総頁数が奇数であれば画像が形成されない面にユーザもしく
はジョブ毎に異なる情報を形成することができるので、記録媒体に形成された画像の内容
を順次確認していって自分のジョブの記録媒体を判別するよりも容易に判別して取出すこ
とができる。また、合い紙を使用するといった、記録媒体の無駄遣いを防止することもで
きる。
【００１５】
　請求項３の画像形成装置によれば、ジョブの最初または最後の記録媒体における画像を
形成される面の裏面に、ユーザもしくはジョブ毎に異なる色で情報を形成するので、視覚
的に自分のジョブを判別することができる。
【００１６】
　請求項４の画像形成装置によれば、ジョブの最初または最後の記録媒体における画像を
形成される面の裏面に、ユーザもしくはジョブ毎に異なる模様でパターンを形成するので
、単色の画像形成装置でも請求項１と同様の効果を得ることができる。
【００１７】
　請求項５の画像形成装置によれば、請求項３にようにユーザもしくはジョブ毎に異なる
模様でパターンを形成した場合、自分のジョブに対応する模様を忘れることがあるが、ジ
ョブの最初または最後の記録媒体における画像を形成される面の裏面に、個人名を形成す
れば、確実に自分のジョブの記録媒体を判別することができる。
【００１８】
　請求項６の画像形成装置によれば、請求項１と同様の効果に加え、注文内容を形成され
た面を下面にして、ＦＡＸ送信手段に記録媒体をセットした後、注文先電話番号を忘れた
としても、いちいち既にセットした記録媒体の下面を表返して注文先電話番号を確認した
り、注文先電話番号が記載されたメモや注文先電話番号を保存したデータを探したりしな
くても良くなる。
【００１９】
　請求項７の画像形成装置によれば、ＦＡＸ送信操作に不慣れなユーザでも使い勝手が良
い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　〔第１実施形態〕
　　（全体構成）
　本発明の１つの実施形態を図と共に説明する。まず、本発明の画像形成装置としてのプ
リント機能と複写機能とファクシミリ機能とが複合された複合プリンタ１の構成を、図１
を参照して説明する。図１は、複合プリンタ１の外観図である。図２は、複合プリンタの
全体構成を示す装置断面図である。このレーザプリンタ１は、本体ケーシング２内に備え
られた画像形成部３と、画像形成部３の上方に設けられた画像読取部４とから主に構成さ
れる。
【００２１】
　尚、以下では、複合プリンタ１において、操作パネル５が設けられる側を「前側」とし
、その反対側を「後側」とする。
【００２２】
　　＜画像形成部の構成＞
　図２に示すように、画像形成部３は、下部に記録媒体としての用紙６を収納した給紙ト
レイ７が着脱可能に設置されている。給紙トレイ７の後側には、給紙トレイ７に積載され
た用紙６の１番上の用紙６を用紙搬送路８へ向けて給紙するための給紙ローラ９が設けら
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れている。給紙ローラ９に対し用紙搬送路下流側には、給紙ローラ９によって給紙された
用紙６をレジスト処理するためのレジストローラ１０が設けられている。給紙トレイ７の
上方には、ベルト状の感光体１１と、感光体１１を懸架して回転駆動する複数の懸架ロー
ラ１２と、１つの懸架ローラ９と対向して設けられた帯電器１３とが一体になった感光体
ユニット１４が着脱可能に設置されている。本実施形態では帯電器１３が感光体ユニット
１４と一体になっているが、帯電器１３を感光体ユニット１４と別体にすることもできる
。
【００２３】
　帯電器１３の近傍で感光体１１と対向する位置に、レーザ光源（図示せず）などを内蔵
した光学ユニット１５が設けられている。光学ユニット１５の上方で感光体１１の垂直部
分と対向する位置に、例えばブラック（Ｂｋ）用トナーを内蔵した画像形成手段としての
ブラック現像器１６、イエロー（Ｙ）用トナーを内蔵した画像形成手段としてのイエロー
現像器１７、マゼンタ（Ｍ）用トナーを内蔵した画像形成手段としてのマゼンタ現像器１
８、シアン（Ｃ）用トナーを内蔵した画像形成手段としてのシアン現像器１９が積層状に
配置されている。
【００２４】
　感光体１１と近接して中間転写ベルト２０が設けられ、中間転写ベルト２０は転写器２
１と対向している。転写器２１の上方には定着器２２が配置され、定着器２２の斜め上方
に排紙ローラ２３が設けられ、排紙ローラ２３の下方には画像が形成された用紙６を排紙
してストックする排紙トレイ２４が設けられている。排紙トレイ２４は本体ケーシング２
の一部で構成され、排紙トレイ２４の感光体ユニット１４と対向する部分は着脱可能なカ
バー部材２４aとなっている。カバー部材２４aは、図２に示すように、用紙取出し用の空
間部を介して前記画像読取部４とも対向している。
【００２５】
　尚、排紙ローラ２３は正逆両方向に回転可能に設けられており、用紙６の両面に画像が
形成（両面印刷）される場合、排紙ローラ２３は、片面に画像を形成（印刷）された用紙
６が用紙搬送路２５へ搬送されるように駆動される。用紙搬送路２５には、排紙ローラ２
３によって用紙搬送路２５に搬送されてきた用紙６を再び用紙搬送路８へ搬送するための
搬送ローラ２６が、複数設けられている。
【００２６】
　　＜画像読取部の構成＞
　画像読取部４は、その前側に操作パネル５を備えており、画像形成部３の上部で排紙ト
レイ２４から離れた位置に設けられている開閉支持部２７によって開閉可能に支持されて
いる。尚、操作パネル５は、プリント機能、複写機能、ファクシミリ機能のどの機能を実
行させるか選択したり、１ジョブ（画像データを読出してから画像形成部３にて用紙６に
画像を形成するまでの１回の作業）で画像形成された用紙６の最終頁の裏面に形成される
後述する印刷ジョブ情報を設定したり、画像形成される用紙６の大きさや向きなどの印刷
形態を設定したりするためのキーや、このキーによって設定された内容を表示したりする
ための表示パネルなどから構成されている。開閉支持部２７は、支持軸と軸受けとからな
り、この開閉支持部２７を中心にして画像読取部４は画像形成部３に対して矢印Ａ方向（
図２参照）に開閉する。画像読取部４が完全に開かれた状態で保持されれば、カバー部材
２４aを開いて感光体ユニット１４を引き出して、新品の感光体ユニット１４を装着する
ことにより、感光体ユニット１４の交換を行うことができる。また、画像読取部４は、図
１に示すように、原稿の画像を読取る際に原稿が載置される原稿台ガラス４１と、開閉支
持部４２によって原稿台ガラス４１に対し回動可能に支持され、原稿台ガラス４１上に載
置された原稿を押さえる原稿台カバー４３と、原稿台ガラス４１上に載置され原稿台カバ
ーによって押さえられた原稿上に形成された画像を読取るＣＩＳ（Contact Image Sensor
）４４とを備えている。
【００２７】
　ＣＩＳ４４は、複合プリンタ１の側面平行に延設されたライン型のセンサである。その
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延設方向に複数のフォトダイオード（図示略）が列設されている。ＣＩＳ４４は、図示し
ない光源より原稿に強い光を当てたときの反射光を個々のダイオードで受光し、原稿の画
素毎に反射光の光強度（明度）を電気信号に変換するように構成されている。画像読取部
４では、この電気信号を図示しないＡ／Ｄ変換機にてデジタルデータ化することで、原稿
上に形成された画像を画像データとして読取ることができる。
【００２８】
　（電気的構成）
　次に、上記複合プリンタ１の電気的構成について、図３を参照しながら説明する。図３
は、複合プリンタ１の電気的構成を概念的に示すブロック図である。
【００２９】
　複合プリンタ１は、図３に示すように、ＣＰＵ５１、ＲＯＭ５に、ＲＡＭ５３、フラッ
シュメモリ５４、ハードディスク５５、カウンタ５６a，５６bなどから各構成要素を制御
する制御装置５０が構成されている。さらに、制御装置５０と電気的に接続される形態に
て、給紙ローラ９や感光体ユニット１４の懸架ローラ１２などを駆動するメインモータ５
７、光学ユニット１５内の図示しないポリゴンミラーを駆動する光学モータ５８、画像形
成部３、画像読取部４、操作パネル５などが設けられ、これらにより制御系が構成されて
いる。
【００３０】
　また、制御装置５０には、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）６１などの外部機器と接続
するためのネットワークインターフェイス（ネットワークＩ／Ｆ）６０と、交換機７１に
繋がる電話回線７２に接続されたファクシミリ通信部（ＦＡＸ通信部）７０が設けられて
いる。ＦＡＸ通信部７０は、電話回線７２に接続され回線制御を行うためのＮＣＵ（図示
せず）と、画像情報を変調および復調して伝送するとともに伝送制御用の各種手順信号を
送受信するためのモデム（図示せず）と、相手側通信機（たとえば、ファクシミリ装置）
との間で送受信される符号化された画像データを一時的に格納するためのバッファ（図示
せず）などを備えている。ＮＣＵは、交換機７１から送信される呼出信号や相手側通信機
の電話番号等を受信するとともに、操作パネル５上に設けられたボタンの操作に応じた発
信時のダイヤル信号を交換機７１へ送信したりする。更に、ＮＣＵは、通話時におけるア
ナログ音声信号の送受信を行う。
【００３１】
　ＲＯＭ５２、ＲＡＭ５３、フラッシュメモリ５４、およびハードディスク５５は、ＣＰ
Ｕ５１に接続されており、ＣＰＵ５１は、ＲＯＭ５２に記憶された処理手順に従って、そ
の処理結果をＲＡＭ５３、フラッシュメモリ５４、およびハードディスク５５に記憶させ
ながら、各構成要素を制御する。
【００３２】
　ＲＯＭ５２は、ハードディスク５５に画像データが格納されているか否か、格納されて
いる画像データは片面印刷データか否かを判定する判定部８１、後述する制御手段として
の制御部８２、操作パネル５にて設定された印刷形態や印刷ジョブ情報をＲＡＭ５３やフ
ラッシュメモリ５４に記憶させるプログラムなどの各種プログラムが格納されている。
【００３３】
　ＲＡＭ５３は、操作パネル５にて設定された印刷形態や印刷ジョブなどを格納しておく
ための領域を備えている。
【００３４】
　フラッシュメモリ５４は、操作パネル５にて設定された印刷形態や印刷ジョブ情報を格
納しておくための領域を備えており、複合プリンタ１の電源がＯＦＦされても、格納され
た印刷ジョブ情報は消去されない。
【００３５】
　ハードディスク５５は、ＰＣ６１から送信されてきた画像データや画像読取部４によっ
て読取った原稿の画像データを一時的に格納しておくための記憶装置であり、プリントス
プーラ（図示せず）によって受け付けられた複数のジョブの画像データを一時的に貯え、
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プリントスプーラによってこれらの画像データが順次画像形成部３に送られる。
【００３６】
　制御部８２は、１ジョブの最終頁の画像が形成される面の裏面に最終頁の前頁の画像が
形成されていなければ、この裏面に印刷ジョブ情報が形成されるように制御するためのプ
ログラムであり、ＣＰＵ５１によって実行される。制御部８２によって印刷ジョブ情報を
形成する制御を行う制御処理については、後述することにする。
【００３７】
　尚、印刷ジョブ情報は、排紙トレイ２４上で混在した各ジョブの用紙６を、それぞれ、
複合プリンタ１を使用するユーザもしくはジョブ毎に判別できるような情報として、各ジ
ョブで画像形成された用紙６の最終頁の裏面に形成される。
【００３８】
　（印刷ジョブ情報）
　次に、各ジョブで画像形成された用紙６の最終頁の裏面に形成される印刷ジョブ情報に
ついて、図４～図７を参照しながら説明する。尚、図４～図７は、用紙６のＲ側が排紙ロ
ーラ２３に近い方の端部、Ｓ側が複合プリンタ１前側に近い方の端部となるように排紙ト
レイ２４上に排紙された用紙６を上から見たときの、印刷ジョブ情報のサンプルが形成さ
れた各ジョブの用紙６を示す図であり、説明のために、ジョブ毎の印刷ジョブ情報が見え
るように描かれている。
【００３９】
　＜異なる色による印刷ジョブ情報＞
　図４は、ユーザもしくはジョブ毎に異なる色のパターンによる印刷ジョブ情報が用紙６
のＳ側端部に形成されたときの各ジョブの用紙６を示す図である。
【００４０】
　操作パネル５で印刷ジョブ情報をユーザもしくはジョブ毎に異なる色のパターンで形成
するように設定した場合、たとえば、図４に示すように、Ｂｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ各色の現像器
１６～１９によってユーザもしくはジョブ毎に異なる色で塗り潰されたパターンが、各ジ
ョブの用紙６の最終頁の裏面に形成される。したがって、印刷ジョブ情報がシアンのパタ
ーンで表されるユーザが自分の印刷した用紙６を取り分ける場合、用紙６の束のＳ側端部
をめくっていき、マゼンタのパターンを形成された用紙６の１枚上に積載された用紙６か
らシアンのパターンを形成された用紙６までの束を取出せば良い。このように、自分の印
刷した用紙６を他のユーザの印刷した用紙６から取り分けたり、取り分けた自分の印刷し
た用紙６を更にジョブ毎の用紙６に取り分けたりすることができる。また、印刷ジョブ情
報をユーザもしくはジョブ毎に異なる色のパターンで形成した場合、視覚的に瞬時に自分
の印刷したジョブの用紙６を判別することができる。
【００４１】
　＜異なる模様による印刷ジョブ情報＞
　図５は、ユーザもしくはジョブ毎に異なる模様のパターンによる印刷ジョブ情報が用紙
６のＳ側端部に形成されたときの各ジョブの用紙６を示す図である。
【００４２】
　操作パネル５で印刷ジョブ情報をユーザもしくはジョブ毎に異なる模様のパターンで形
成するように設定した場合、たとえば、図５に示すように、ブラック現像器１６によって
ユーザもしくはジョブ毎に異なる模様のパターンが、各ジョブの用紙６の最終頁の裏面に
形成される。したがって、印刷ジョブ情報が斜めの縞模様のパターン１０１で表されるユ
ーザが自分の印刷した用紙６を取り分ける場合、用紙６の束のＳ側端部をめくっていき、
縦縞模様のパターン１０２を形成された用紙６の１枚上に積載された用紙６から斜めの縞
模様のパターン１０１を形成された用紙６までの束を取出せば良い。このように、印刷ジ
ョブ情報をユーザもしくはジョブ毎に異なる模様のパターンで形成した場合、本実施形態
の複合プリンタ１のようにカラーの画像を形成できない単色のプリンタであっても、ユー
ザもしくはジョブ毎に自分の印刷したジョブの用紙６を取り分けることができる。
【００４３】
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　　＜異なる個人名による印刷ジョブ情報＞
　図６は、ユーザ毎に異なる個人名による印刷ジョブ情報が用紙６のＳ側端部に形成され
たときの各ジョブの用紙６を示す図である。
【００４４】
　操作パネル５で印刷ジョブ情報をユーザ毎に異なる個人名で形成するように設定した場
合、たとえば、図６に示すように、ブラック現像器１６によってユーザ毎に異なる個人名
が、各ジョブの用紙６の最終頁の裏面に形成される。したがって、印刷ジョブ情報が「愛
知　花子」という個人名で表されるユーザが自分の印刷した用紙６を取り分ける場合、用
紙６の束のＳ側端部をめくっていき、「ブラザー　一郎」という個人名を形成された用紙
６の１枚上に積載された用紙６から「愛知　花子」という個人名を形成された用紙６まで
の束を取出せば良い。このように、印刷ジョブ情報をユーザ毎に異なる個人名で形成した
場合、自分の印刷した用紙３を表す印刷ジョブ情報を忘れたり間違えたりすることなく、
確実に自分の印刷したジョブの用紙６を取り分けることができる。
【００４５】
　＜複数種類の組み合わせによる印刷ジョブ情報＞
　図７は、ユーザもしくはジョブ毎に異なる色のパターンとユーザ毎に異なる個人名によ
る印刷ジョブ情報が用紙６のＳ側端部に形成されたときの各ジョブの用紙６を示す図であ
る。
【００４６】
　操作パネル５で印刷ジョブ情報をユーザもしくはジョブ毎に異なる色のパターンとユー
ザ毎に異なる個人名で形成するように設定した場合、たとえば、図７に示すように、ブラ
ック現像器１６によってユーザ毎に異なる個人名が各ジョブの用紙６の最終頁の裏面に形
成され、形成されたこれらの個人名を囲むようにして、Ｂｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ各色の現像器１
６～１９によってユーザもしくはジョブ毎に異なる色の枠が形成される。尚、印刷ジョブ
情報として形成される個人名自体の色がユーザもしくはジョブ毎に異なるようにしても良
いし、ユーザもしくはジョブ毎に異なる色のパターンと模様によって印刷ジョブ情報を組
み合わせても良い。組み合わせる印刷ジョブ情報の種類や組み合わせる方法は、適宜変更
可能である。このように、複数種類の印刷ジョブ情報を組み合わせて形成した場合、ユー
ザもしくはジョブ毎に異なる印刷ジョブ情報のパターンを増やすことができ、複合プリン
タ１を多くのユーザが使用したり大量のジョブ数で画像が形成されたりするような環境で
あっても、自分の印刷した用紙６を他のユーザの印刷した用紙６から取り分けたり、取り
分けた自分の印刷した用紙６を更にジョブ毎の用紙６に取り分けたりすることができる。
【００４７】
　尚、これらの印刷ジョブ情報は、用紙６の片面のみに画像を形成（片面印刷）する場合
、給紙トレイ７に積載される用紙６の下面に、両面印刷では、用紙６の上面に形成され、
用紙６が排紙トレイ２４に排紙されたときに印刷ジョブ情報を形成された面が上面になる
ようにされる。印刷ジョブ情報を用紙６のどの位置に形成するかは、適宜変更すれば良い
。
【００４８】
　　（複合プリンタの動作）
　以上のような複合機プリンタ１の動作を、図１および図２を参照して説明する。
【００４９】
　　＜画像形成部の動作＞
　まず、図２に示すように、給紙トレイ７に積載された用紙６のうち最上部に積載されて
いる用紙６のＨ側端部が、給紙ローラ９によって給紙され、レジストローラ１０へ搬送さ
れる。レジストローラ１０は、搬送されてきた用紙６をレジスト処理し、中間転写ベルト
２０と転写器２１とが対向する画像転写位置へ搬送される。一方、感光体１１の表面は、
帯電器１３によって帯電され、画像読取部４で光学的に読取られた画像データもしくはパ
ソコンなどから取り込んだ電子データに基づいて、光学ユニット１５によって露光され、
静電潜像が形成される。感光体１１の表面に形成された静電潜像は、各色の現像器１６～
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１９によって可視像化され、中間転写ベルト１２に転写される。中間転写ベルト１２に転
写された可視像は、レジストローラ１０を通過して搬送されてきた用紙６が画像転写位置
に到達すると、用紙６上に転写される。可視像を転写された用紙６は、定着器２２によっ
て定着され、排紙ローラ２３に向け搬送される。排紙ローラ２３は、搬送されてきた用紙
６をＢ方向へ排紙する方向に回動し、両面印刷を行う必要がなければ、用紙６の画像が形
成された面を下に向け、用紙６を排紙トレイ２４上に排紙する。両面印刷を行う必要があ
れば、排紙ローラ２３は、用紙６のＴ側端部が用紙搬送路８と用紙搬送路２５との交点Ｑ
を通過するまで、用紙６をＢ方向へ排紙するように回動し、用紙６のＴ側端部が交点Ｑを
通過すれば逆回転し、Ｔ側端部を先頭にして用紙６を用紙搬送路２５へ搬送する。用紙搬
送路２５へ搬送された用紙６は、搬送ローラ２６によって再び用紙搬送路８へ搬送され、
画像が形成されていない面に画像が形成され、後に画像を形成された面を下に向け、排紙
トレイ２４上に排紙される。したがって、本実施形態の複合プリンタ１においては、１ジ
ョブの画像データが用紙６に両面印刷場合は、用紙６の一方の面に先に偶数頁の画像が形
成され、他方の面に後に奇数頁の画像が形成されることになる。
【００５０】
　　＜画像読取部の動作＞
　読取られる面を原稿台ガラス４１に向けて原稿が載置され、図１に示す原稿台カバー４
３が閉じられると、複合プリンタの一方の側面から他方の側面へ向かう方向へ、かつ、原
稿台ガラス４１に沿ってＣＩＳ４４が移動され、その際に１ラインずつ、原稿台ガラス４
１上に載置された原稿の読取りが行われる。そして、複合プリンタ１は、原稿台ガラス４
１上に、読取られる面を原稿台ガラス４１に向けて載置された原稿を読取り、デジタル画
像データを取得するとともに、取得されたデジタル画像データに基づいて画像形成部３に
おいて用紙６に画像を形成することが可能である他、ファクシミリ送受信等を行うことも
可能な構成となっている。
【００５１】
　　（印刷ジョブ情報を形成するための制御処理動作）
　制御装置５０の制御部８２によって画像を形成される用紙６の最終頁の裏面に印刷ジョ
ブ情報が形成されるように制御する制御処理動作について、図８を参照しながら説明する
。図８は、用紙６の最終頁の裏面に印刷ジョブ情報が形成されるように制御する制御処理
動作を示すフローチャートである。尚、この制御処理動作は、複合プリンタ１の電源がＯ
Ｎになっている間、繰返し実行される。
【００５２】
　まず、判定部８１によってハードディスク５５に画像を形成するためのジョブが格納さ
れているか否かが判定される（Ｓ１）。ハードディスク５５にジョブが格納されていない
と判定されると（Ｓ１：Ｎｏ）、ハードディスク５５にジョブが格納されるまで、Ｓ１の
判定処理が実行される。ハードディスク５５にジョブが格納されていると判定されると（
Ｓ１：Ｙｅｓ）、この格納されているジョブが読出され、判定部８１によってこの印刷ジ
ョブが両面印刷データか否かが判定される（Ｓ２）。ジョブが片面印刷データであると判
定されると（Ｓ２：Ｎｏ）、制御部８２によってジョブの最終頁の後に印刷ジョブ情報が
形成される頁が追加される（Ｓ３）。印刷ジョブ情報頁の追加後、制御部８２によって、
ジョブの最終頁と追加された印刷ジョブ情報頁の印刷設定が両面印刷に変更される（Ｓ４
）。ジョブの最終頁と追加された印刷ジョブ情報頁の印刷設定が両面印刷に変更された後
、印刷ジョブ情報頁を追加されたジョブの画像形成が開始される（Ｓ５）。画像形成開始
後、Ｓ１におけるハードディスク５５にジョブが格納されているか否かが判定される処理
に戻る。
【００５３】
　一方、ジョブが両面印刷データであると判定されると（Ｓ２：Ｙｅｓ）、判定部８１に
よってジョブの総頁数が奇数であるか否かが判定される（Ｓ６）。ジョブの総頁数が奇数
であると判定されると（Ｓ６：Ｙｅｓ）、Ｓ３におけるジョブの最終頁の後に印刷ジョブ
情報頁を追加する処理に移行する。ジョブの総頁数が偶数であると判定されると（Ｓ６：
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Ｎｏ）、印字ジョブ情報頁は追加せず、Ｓ５の処理に移行し、ジョブの両面印刷が開始さ
れる。
【００５４】
　以上、図８のフローチャートに示すような制御処理動作を行うと、ジョブの最終頁が形
成された用紙６の裏面を有効利用して、用紙６を無駄遣いせずに図４～図７を用いて上述
したような印刷ジョブ情報を形成することができ、ユーザもしくはジョブ毎に画像形成し
た用紙６を取り分けることができる。また、１ジョブを両面印刷する場合においても、１
ジョブの総頁数が奇数であれば、本実施形態を適用することができる。一方、１ジョブの
総頁数が偶数である場合に印刷ジョブ情報を形成しないように制御されるのは、１ジョブ
の最終頁が形成される用紙６の裏面には１ジョブの最終頁の前頁が形成されるので、印刷
ジョブ情報を形成しても１ジョブの最終頁の前頁の画像と混在し、ユーザもしくはジョブ
毎に画像形成した用紙６を判別し易くならないためである。
【００５５】
　〔変形例〕
　以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、その技術的思想を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能である。
【００５６】
　たとえば、画像形成動作が繰返し行われることにより消耗される消耗品としての用紙６
や感光体１１、各色の現像器１６～１９などの新品をＦＡＸで注文するために、ＰＣ６１
によってオーダーシートを作成し、作成したオーダーシートのデータをネットワークＩ／
Ｆ６０を介して複合プリンタ１へ送信して画像形成部３によりオーダーシートを印刷し、
印刷したオーダーシートをＦＡＸ送信手段としての画像読取部４に載置してＦＡＸ通信部
７０にて注文先電話番号にＦＡＸ送信する場合がある。この場合、第１実施形態のような
複合プリンタ１の構成であると、オーダーシートの印刷面が下面となるように画像読取部
４の原稿台ガラス４１に載置されることになるが、オーダーシートを原稿台ガラス４１に
載置して原稿台カバー４３を閉じた後、ＦＡＸ送信する際に注文先電話番号を覚えていな
ければ、注文先電話番号が書かれた紙やファイルをわざわざ探さなければならず、オーダ
ーシートの印刷面に注文先電話番号が書かれているならば、再び原稿台カバー４３を開け
てオーダーシートを表返して確認しなくてはならず、手間がかかってしまう。そこで、図
９に示すように、オーダーシートの裏面に印刷ジョブ情報とともに注文先電話番号を形成
するように設定すれば、印刷したオーダーシートを他のジョブによって印刷された用紙６
の束の中から容易に取り分けることができるとともに、オーダーシートをＦＡＸするため
に原稿台ガラス４１に載置したときに注文先電話番号を確認することができる。
【００５７】
　また、前述した注文先電話番号をオーダーシートの印刷面の裏面に形成するとともに、
ファクシミリ機能を備える画像読取部４によってオーダーシートを注文先電話番号へＦＡ
Ｘ送信するための操作手順を形成すれば、操作に不慣れなユーザでも正しく注文先電話番
号へオーダーシートをＦＡＸ送信することができる。
【００５８】
　第１実施形態では、印刷ジョブ情報の設定は、複合プリンタ１の操作パネル５にて行わ
れるようにしていたが、ＰＣ６１のディスプレイ上で設定できるようにしても、もちろん
良い。
【００５９】
　第１実施形態の複合プリンタ１では、片面印刷時において印刷面が下面になって排紙さ
れる所謂フェイスダウン排紙となっていたが、印刷面が上面になって排紙される所謂フェ
イスアップ排紙を行うプリンタでも本発明を適用することができる。この場合、第１実施
形態の複合プリンタ１では、印刷ジョブ情報は上面に形成されて排紙されるように制御し
ていたが、印刷ジョブ情報が下面に形成されて排紙されるように制御すれば良い。
【００６０】
　ジョブが片面印刷データであれば、印刷ジョブ情報が１ジョブの最終頁を形成される用
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紙６の裏面に形成されるように制御を行わずに、１ジョブの先頭頁が形成される用紙６の
裏面に形成されるように制御を行っても、同様にユーザもしくはジョブ毎に用紙６を取り
分けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】複合プリンタ１の外観図である。
【図２】複合プリンタの全体構成を示す装置断面図である。
【図３】複合プリンタ１の電気的構成を概念的に示すブロック図である。
【図４】ユーザもしくはジョブ毎に異なる色のパターンによる印刷ジョブ情報が用紙６の
Ｓ側端部に形成されたときの各ジョブの用紙６を示す図である。
【図５】ユーザもしくはジョブ毎に異なる模様のパターンによる印刷ジョブ情報が用紙６
のＳ側端部に形成されたときの各ジョブの用紙６を示す図である。
【図６】ユーザ毎に異なる個人名による印刷ジョブ情報が用紙６のＳ側端部に形成された
ときの各ジョブの用紙６を示す図である。
【図７】ユーザもしくはジョブ毎に異なる色のパターンとユーザ毎に異なる個人名による
印刷ジョブ情報が用紙６のＳ側端部に形成されたときの各ジョブの用紙６を示す図である
。
【図８】用紙６の最終頁の裏面に印刷ジョブ情報が形成されるように制御する制御処理動
作を示すフローチャートである。
【図９】ユーザ毎に異なる個人名による印刷ジョブ情報とともに注文先電話番号が用紙６
のＳ側端部に形成されたときの各ジョブの用紙６を示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
１　複合プリンタ（画像形成装置）
２　本体ケーシング
３　画像形成部
４　画像読取部（ＦＡＸ送信手段）
５　操作パネル
６　用紙（記録媒体、消耗品）
８　用紙搬送路
１１　感光体（消耗品）
１６　ブラック現像器（画像形成手段、消耗品）
１７　イエロー現像器（画像形成手段、消耗品）
１８　マゼンタ現像器（画像形成手段、消耗品）
１９　シアン現像器（画像形成手段、消耗品）
２３　排紙ローラ
２４　排紙トレイ
２５　用紙搬送路
４１　原稿台ガラス
４３　原稿台カバー
５０　制御装置
５１　ＣＰＵ
５２　ＲＯＭ
５３　ＲＡＭ
５４　フラッシュメモリ
５５　ハードディスク
５６a,５６b　カウンタ
６０　ネットワークＩ／Ｆ
６１　パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
７０　ＦＡＸ通信部
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８１　判定部
８２　制御部（制御手段）

【図１】 【図２】
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