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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の画像を読み取る読取手段と、
　記憶部付き原稿の記憶部に記憶されたデータを取得する取得手段と、
　画像形成媒体上に画像を形成する形成手段と、
　記憶部付き画像形成媒体の記憶部にデータを書き込む書込手段と、
　両方複製処理の実行指示及びデータ複製処理の実行指示を入力可能な入力手段であって
、ユーザが前記両方複製処理及び前記データ複製処理のうちから選択した少なくとも一つ
の複製処理の実行指示を入力可能な入力手段と、
　前記両方複製処理の実行指示に基づいて、前記取得手段により取得されたデータを前記
書込手段により記憶部付き画像形成媒体の記憶部に書き込みかつ前記読取手段により読み
取られた画像を前記形成手段により当該記憶部付き画像形成媒体上に形成する両方複製処
理を実行し、前記データ複製処理の実行指示に基づいて、前記取得手段により取得された
データを前記書込手段により記憶部付き画像形成媒体の記憶部に書き込みかつ前記読取手
段に読み取られた画像を当該記憶部付き画像形成媒体上に形成しないデータ複製処理を実
行する制御手段と、
　を備える画像形成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像形成装置において、
　前記入力手段は、前記両方複製処理の実行指示として両方複製部数の指示を、前記デー
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タ複製処理の実行指示としてデータ複製部数の指示をそれぞれ入力可能であって、
　前記両方複製部数の指示及びデータ複製部数の指示に基づいて、両方複製部数及びデー
タ複製部数をそれぞれ設定する設定処理を実行する設定手段を備え、
　前記制御手段は、前記両方複製処理を前記両方複製部数分実行し、前記データ複製処理
を前記データ複製部数分実行する、画像形成装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像形成装置において、
　原稿に記憶部が添付されているかを検知する検知手段を備え、
　前記設定手段は、前記検知手段により原稿に記憶部が添付されていないことが検知され
た場合に、前記設定処理における前記入力手段による前記両方複製部数及び前記データ複
製部数の指示の入力を無効とする、画像形成装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の画像形成装置において、
　前記各複製処理の実行中にエラーが生じた場合に、当該複製処理の形態と、当該複製処
理に成功した部数及び失敗した部数のうちの少なくとも一方とを対応付けて通知する通知
手段を備える、画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関し、特にＲＦＩＤタグ等の記憶部が添付された画像形成媒
体の複製を作成する機能を備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）タグと呼ばれるＩＣチップ（記憶
部）付きの用紙（画像形成媒体）に対し、画像の印刷を行うとともに、ＲＦＩＤタグに対
するデータの書き込みを行う機能を備えた画像形成装置が開発されている。さらに、ＲＦ
ＩＤタグ付きの原稿から画像を読み取るとともに、ＲＦＩＤタグに記憶されたデータを読
み出し、読み取った画像をＲＦＩＤタグ付きの用紙上に印刷し、読み出したデータをその
用紙のＲＦＩＤタグに書き込むことで、原稿の複製（両方複製という）を作成する画像形
成装置も提案されている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－３３７４２６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述の画像形成装置では、両方複製以外の形態で複製を作成することに
ついては考慮されておらず、利便性の向上が望まれていた。
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、記憶部付き原稿の複製
を作成する際の利便性を向上することが可能な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】
【０００４】
　上記の目的を達成するための手段として、第１の発明に係る画像形成装置は、原稿の画
像を読み取る読取手段と、記憶部付き原稿の記憶部に記憶されたデータを取得する取得手
段と、画像形成媒体上に画像を形成する形成手段と、記憶部付き画像形成媒体の記憶部に
データを書き込む書込手段と、ユーザの指示を入力する入力手段と、前記入力手段から入
力された指示に基づき、前記取得手段により取得されたデータを前記書込手段により記憶
部付き画像形成媒体の記憶部に書き込みかつ前記読取手段により読み取られた画像を前記
形成手段により当該記憶部付き画像形成媒体上に形成する両方複製処理と、前記取得手段
により取得されたデータを前記書込手段により記憶部付き画像形成媒体の記憶部に書き込
みかつ前記読取手段に読み取られた画像を当該記憶部付き画像形成媒体上に形成しないデ
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ータ複製処理とを実行可能な制御手段と、を備える。
【０００５】
　第１の発明によれば、記憶部付き原稿から読み取ったデータ及び画像を複製する両方複
製処理と、データのみを複製するデータ複製処理とを、ユーザの指示に基づいて実行可能
である。これにより、記憶部付き原稿のデータ及び画像の両方の複製を作成するだけでな
く、データのみの複製を作成することができるため、利便性が向上する。
【０００６】
　第２の発明は、第１の発明において、前記制御手段は、さらに、前記入力手段から入力
された指示に基づいて、前記読取手段に読み取られた画像を前記形成手段により画像形成
媒体上に形成しかつ前記取得手段により取得されたデータの記憶部への書き込みを行わな
い画像複製処理を実行可能である。
【０００７】
　第２の発明によれば、両方複製処理及びデータ複製処理に加え、画像のみを複製する画
像複製処理を実行することができる。これにより、実行可能な複製形態が増え、利便性が
より向上する。
【０００８】
　第３の発明は、第１または第２の発明において、前記入力手段から入力される指示に基
づいて、両方複製部数及びデータ複製部数を設定する設定処理を実行する設定手段を備え
、前記制御手段は、前記両方複製処理を前記両方複製部数分実行し、前記データ複製処理
を前記データ複製部数分実行する。
【０００９】
　第４の発明は、第２の発明において、前記入力手段から入力される指示に基づいて、両
方複製部数、データ複製部数及び画像複製部数を設定する設定処理を実行する設定手段を
備え、前記制御手段は、前記両方複製処理を前記両方複製部数分実行し、前記データ複製
処理を前記データ複製部数分実行し、前記画像複製処理を前記画像複製部数分実行する。
【００１０】
　第３及び第４の発明によれば、各複製処理をそれぞれ設定処理において設定された部数
分実行する。これにより、所望した形態の複製を所望した部数分得ることができるため、
利便性が高い。
【００１１】
　第５の発明は、第２または第４の発明において、前記制御手段は、前記両方複製処理及
び前記画像複製処理を実行する際に、前記両方複製処理において、記憶部付き画像形成媒
体の記憶部に対するデータの書き込みに失敗した場合に、前記読取手段により読み取られ
た画像が形成された当該記憶部付き画像形成媒体を前記画像複製処理により作成された複
製としてカウントする。
【００１２】
　第５の発明によれば、両方複製処理において、データの書き込みに失敗した記憶部付き
画像形成媒体を画像のみの複製としてカウントする。これにより、画像形成媒体を無駄に
せずに済む。
【００１３】
　第６の発明は、第３または第４の発明において、原稿に記憶部が添付されているかを検
知する検知手段を備え、前記設定手段は、前記検知手段により原稿に記憶部が添付されて
いないことが検知された場合に、前記設定処理における前記入力手段による前記両方複製
部数及び前記データ複製部数の指示の入力を無効とする。
【００１４】
　第６の発明によれば、原稿に記憶部が添付されていない場合には、設定処理における両
方複製部数及びデータ複製部数の指示の入力が無効となる。従って、ユーザによる指示の
入力ミスや原稿の選択ミスにより意図と異なる複製処理が行われることを防止できる。
【００１５】
　第７の発明は、第２、第４及び第５のいずれか一つの発明において、記憶部付き画像形
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成媒体を積載する第１積載部と、記憶部が添付されていない画像形成媒体を積載する第２
積載部とを備え、前記制御手段は、前記両方複製処理及びデータ複製処理においては、前
記第１積載部に積載された画像形成媒体を使用し、前記画像複製処理においては、前記第
２積載部に積載された画像形成媒体を使用する。
【００１６】
　第７の発明によれば、両方複製処理及びデータ複製処理は第１積載部に積載された記憶
部付き画像形成媒体を使用し、画像複製処理は第２積載部に積載された記憶部無しの画像
形成媒体を使用する。このように、画像のみの複製は記憶部が添付されていない画像形成
媒体を使用して行うことで、コストを抑えることができる。
【００１７】
　第８の発明は、第１から第７のいずれか一つの発明において、前記各複製処理の実行中
にエラーが生じた場合に、当該複製処理の形態と、当該複製処理に成功した部数及び失敗
した部数のうちの少なくとも一方とを対応付けて通知する通知手段を備える。
【００１８】
　第８の発明によれば、各複製処理の実行中にエラーが生じた場合に、その複製処理の形
態と、複製処理に成功した部数若しくは失敗した部数のうちの少なくとも一方とを対応付
けて通知する。これにより、ユーザがどの形態の複製がどれだけ不足するかを容易に把握
することができ、エラーに対する対応を円滑に行うことができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、記憶部付き原稿から読み取ったデータと画像とを複製する両方複製処
理と、データのみを複製するデータ複製処理とを、ユーザの指示に基づいて実行可能であ
る。これにより、記憶部付き原稿のデータ及び画像の両方の複製を作成するだけでなく、
データのみの複製を作成することができるため、利便性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に本発明の一実施形態について図１から図８を参照して説明する。
【００２１】
　（プリンタの全体構成）
　図１は、本発明の画像形成装置の一例であるプリンタ１０の全体構成を簡略に示す断面
図である。
【００２２】
　プリンタ１０は、図１に示すように、装置本体１１の上部に原稿１２を載置可能な原稿
載置部１３を備えている。原稿載置部１３の下方には、載置された原稿１２を走査して光
学的に読み取り、画像データを出力する読取部１４（読取手段の一例）を備えている。さ
らに、原稿載置部１３の下方には、原稿１２に添付されたＲＦＩＤタグ１２Ａ（記憶部の
一例）と電波により通信を行うことで、ＲＦＩＤタグ１２Ａに記録されたデータを取得す
るＩＣリーダ１５（取得手段、検知手段の一例）が設けられている。なお、本プリンタ１
０では、原稿１２として、ＲＦＩＤタグ１２Ａ付きの原稿１２と、ＲＦＩＤタグが添付さ
れていない原稿１２とを使用することができる。
【００２３】
　また、プリンタ１０は、複数の用紙１７（画像形成媒体の一例）を積載可能な第１トレ
イ１８及び第２トレイ１９を備えている。第１トレイ１８（第１積載部の一例）には、Ｒ
ＦＩＤタグ１７Ａ（記憶部の一例）付きの用紙１７が積載され、第２トレイ１９（第２積
載部の一例）には、ＲＦＩＤタグが付いていない用紙１７が積載されている。
【００２４】
　第１トレイ１８及び第２トレイ１９に積載された用紙１７は、後述の搬送機構３１によ
り、１枚ずつ画像形成部２１による画像形成位置に搬送され、次いでＩＣリーダライタ２
２によるアクセス位置に供給され、最後に排出トレイ２３上に排出される。画像形成部２
１（形成手段の一例）は、１色または複数色の着色剤（インクやトナー）を用いて用紙１
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７上に画像を形成する。ＩＣリーダライタ２２（書込手段の一例）は、用紙１７に添付さ
れたＲＦＩＤタグ１７Ａと電波により通信を行うことで、ＲＦＩＤタグ１７Ａに記録され
たデータの読み出し、及びＲＦＩＤタグ１７Ａへのデータの書き込みのうちいずれか一方
、若しくは読み出しと書き込みの両方を行う機能を有している。
【００２５】
　（プリンタの電気的構成）
　図２は、プリンタ１０の電気的構成を簡略に示すブロック図である。
　プリンタ１０は、図２に示すように、ＣＰＵ２５、ＲＯＭ２６、ＲＡＭ２７、ＮＶＲＡ
Ｍ（不揮発性メモリ）２８、ネットワークインターフェイス２９を備えており、これらに
、既述の読取部１４、ＩＣリーダ１５、画像形成部２１、ＩＣリーダライタ２２や、搬送
機構３１、表示部３２、操作部３３等を接続した構成となっている。
【００２６】
　ＲＯＭ２６には、後述する複製制御処理など、このプリンタ１０の各種の動作を実行す
るためのプログラムが記憶されており、ＣＰＵ２５（制御手段、設定手段の一例）は、Ｒ
ＯＭ２６から読み出したプログラムに従って、その処理結果をＲＡＭ２７またはＮＶＲＡ
Ｍ２８に記憶させながら各部の制御を行う。ネットワークインターフェイス２９は、ネッ
トワーク回線を介して外部のコンピュータ（図示せず）等に接続され、これにより相互の
データ通信が可能となっている。
【００２７】
　搬送機構３１は、用紙１７を搬送するための複数のローラや、駆動源となるモータ、モ
ータの動力をローラに伝達するギア機構などを備えている。表示部３２（通知手段の一例
）は、ディスプレイやランプ等を備え、各種の設定画面や装置の動作状態等を表示するこ
とが可能である。操作部３３（入力手段）は、複数のボタンを備え、ユーザにより各種の
指示の入力が可能である。
【００２８】
　（複製制御処理）
　図３から図６は、複製制御処理の流れを示すフローチャートであり、図７及び図８は、
表示部３２に表示される設定画面を示す図、図９はエラー表示画面を示す図である。
【００２９】
　複製制御処理は、原稿１２の複製を各種の形態で作成するための処理であり、操作部３
３から入力されるユーザの指示を受けてＣＰＵ２５の制御により実行される。ＣＰＵ２５
は、図３に示す複製制御処理を開始すると、後述する各カウンタ（Ｄ，Ｒ，Ｇ，ＤＥ，Ｒ
Ｅ，ＧＥ）の値に０をセットし（Ｓ１０１）、続いて部数設定処理を実行する（Ｓ１０２
）。
【００３０】
　部数設定処理（設定処理の一例）では、図５に示すように、原稿載置部１３に載置され
た原稿１２にＲＦＩＤタグ１２Ａが添付されているかを判断する（Ｓ２０１）。ここでは
、ＩＣリーダ１５から検知信号を発信し、所定時間内にＲＦＩＤタグ１２Ａからの応答が
あるか否かに基づいてＲＦＩＤタグ１２Ａの有無を検知する。
【００３１】
　そして、ＣＰＵ２５は、原稿１２に添付されたＲＦＩＤタグ１２Ａが検知された場合（
Ｓ２０１：Ｙｅｓ）には、図７に示す設定画面Ｍ１を表示部３２に表示する（Ｓ２０２）
。この設定画面Ｍ１では、ＲＦＩＤタグ１７Ａから読み出したデータ及び原稿１２から読
み取った画像とを複製する両方複製処理を行う部数（両方複製部数）と、データのみを複
製するデータ複製処理を行う部数（データ複製部数）と、画像のみを複製する画像複製処
理を行う部数（画像複製部数）とを、それぞれ操作部３３からの入力により指定すること
ができる。
【００３２】
　また、ＣＰＵ２５は、設定画面Ｍ１上において、上記両方複製部数、データ複製部数、
画像複製部数を合計した値を合計複製部数として表示する。さらに、設定画面Ｍ１では、
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ユーザが操作部３３から合計複製部数を指定することも可能であり、ＣＰＵ２５は、合計
複製部数が入力されると、入力された値が両方複製部数、データ複製部数、画像複製部数
の合計と一致するように両方複製部数の値を調整し、設定画面Ｍ１上に表示する。
【００３３】
　ユーザにより設定完了の指示が入力されると、ＣＰＵ２５は、指定された両方複製部数
を両方複製カウンタＤ、データ複製部数をデータ複製カウンタＲ、画像複製部数を画像複
製カウンタＧの値としてセットし（Ｓ２０３）、この部数設定処理を抜ける。
【００３４】
　また、Ｓ２０１にて、原稿１２にＲＦＩＤタグ１２Ａが添付されていないことを検知し
た場合（Ｓ２０１：Ｎｏ）には、図８に示す設定画面Ｍ２を表示する（Ｓ２０４）。この
設定画面Ｍ２では、前述の設定画面Ｍ１において、両方複製部数及びデータ複製部数を表
示する箇所がグレーアウト状態で表示される。ＣＰＵ２５は、この設定画面Ｍ２上におい
ては、操作部３３からの両方複製部数及びデータ複製部数の指定を受け付けない（無効と
する）。このため、ユーザは、画像複製部数のみの指定が可能である。ユーザにより設定
完了の指示が入力されると、ＣＰＵ２５は、Ｓ２０３に進んで指定された画像複製部数を
画像複製カウンタＧの値にセットし、両方複製カウンタＤ及びデータ複製カウンタＲの値
にはともに０をセットして、この部数設定処理を抜ける。
【００３５】
　ＣＰＵ２５は、図３のＳ１０２にて部数設定処理を終えると、原稿１２にＲＦＩＤタグ
１２Ａが添付されていない場合（Ｓ１０３：Ｎｏ）には、読取部１４によって原稿１２の
画像を読み取る（Ｓ１０４）。また、原稿１２にＲＦＩＤタグ１２Ａが添付されている場
合（Ｓ１０３：Ｙｅｓ）には、読取部１４により原稿１２の画像を読み取り、さらにＩＣ
リーダ１５によりＲＦＩＤタグ１２Ａに記憶されたデータを読み出す（Ｓ１０５）。Ｓ１
０５にて原稿１２の画像とＲＦＩＤタグ１２Ａのデータとを読み取った後、ＣＰＵ２５は
、両方複製カウンタＤの値が０であるかを判断し（Ｓ１０６）、両方複製カウンタＤの値
が０でない場合（Ｓ１０６：Ｎｏ）には、以下に示す両方複製処理を実行する（Ｓ１０７
）。
【００３６】
　両方複製処理では、図６に示すように、搬送機構３１により第１トレイ１８に積載され
るＲＦＩＤタグ１７Ａ付きの用紙１７を画像形成位置に供給し、画像形成部２１によりそ
の用紙１７上に読取部１４により読み取った画像データに基づく画像を印刷する（Ｓ３０
１）。そして、ＣＰＵ２５は、画像の印刷が正常に完了したかを判断する（Ｓ３０２）。
画像の印刷が正常に行われた場合（Ｓ３０２：Ｙｅｓ）には、続いて、ＩＣリーダ１５に
よって原稿１２から読み取ったデータをＩＣリーダライタ２２によりその用紙１７のＲＦ
ＩＤタグ１７Ａに書き込む（Ｓ３０３）。
【００３７】
　そして、ＣＰＵ２５は、用紙１７のＲＦＩＤタグ１７Ａへの書き込みが正常に行われた
かを判断し（Ｓ３０４）、書き込みが正常に行われていない場合（Ｓ３０４：Ｎｏ）には
、画像複製カウンタＧの値が０であるかを判断する（Ｓ３０５）。そして、画像複製カウ
ンタＧの値が０でない場合（Ｓ３０５：Ｎｏ）には、画像複製カウンタＧの値から１を引
く（Ｓ３０６）。これにより、画像が正常に印刷され、かつデータが正常に書き込まれな
かったＲＦＩＤタグ１７Ａ付きの用紙１７が、画像複製処理により作成される画像のみの
複製としてカウントされる。
【００３８】
　ＣＰＵ２５は、Ｓ３０２にて画像の印刷が正常に行われなかった場合（Ｓ３０２：Ｎｏ
）、若しくはＳ３０５にて画像複製カウンタＧの値が０であった場合（Ｓ３０５：Ｙｅｓ
）、Ｓ３０６にてカウンタＧの値から１を引いた場合には、続いて、この両方複製処理に
おいてエラーが発生した部数を示すカウンタＤＥの値に１を加える（Ｓ３０７）。
【００３９】
　次に、Ｓ３０４にて用紙１７のＲＦＩＤタグ１７Ａに対するデータの書き込みが正常に
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完了した場合（Ｓ３０４：Ｙｅｓ）、若しくはＳ３０７にてカウンタＤＥの値に１を加え
た場合には、両方複製カウンタＤの値から１を引く（Ｓ３０８）。そして、両方複製カウ
ンタＤの値が０でない場合（Ｓ３０９：Ｎｏ）には、Ｓ３０１に戻り、次のＲＦＩＤタグ
１７Ａ付きの用紙１７に対して同様の処理を繰り返す。両方複製カウンタＤの値が０にな
った場合（Ｄ３０９：Ｙｅｓ）、即ち両方複製処理が前述の部数設定処理において両方複
製部数として指定された部数の用紙１７に対して行われた場合には、この両方複製処理を
抜ける。
【００４０】
　ＣＰＵ２５は、図３のＳ１０７にて両方複製処理を終えた場合、若しくはＳ１０６にて
両方複製カウンタＤの値が０であった場合（Ｓ１０６：Ｙｅｓ）には、次にデータ複製カ
ウンタＲの値が０であるかを判断する（Ｓ１０８）。データ複製カウンタＲの値が０でな
い場合（Ｓ１０８：Ｎｏ）には、続くＳ１０９～Ｓ１１２のデータ複製処理をデータ複製
カウンタＲの値が０になるまで行う。
【００４１】
　即ち、ＣＰＵ２５は、まず搬送機構３１により第１トレイ１８からＲＦＩＤタグ１７Ａ
付きの用紙１７を送り出し、そのＲＦＩＤタグ１７Ａに対し、ＩＣリーダライタ２２によ
り原稿１２のＲＦＩＤタグ１２Ａから読み取ったデータを書き込む（Ｓ１０９）。続いて
、データの書き込みが正常に完了したかを判断し（Ｓ１１０）、正常に完了しなかった場
合（Ｓ１１０：Ｎｏ）には、データ複製処理においてエラーの発生した部数を示すカウン
タＲＥの値に１を加える（Ｓ１１１）。そして、Ｓ１１０にてデータの書き込みが正常に
完了した場合（Ｓ１１０：Ｙｅｓ）、若しくはＳ１１０にてカウンタＲＥに１を加えた場
合には、データ複製カウンタＲの値から１を引き（Ｓ１１２）、Ｓ１０８に戻る。これに
より、上記Ｓ１０９～Ｓ１１２のデータ複製処理が前述の部数設定処理においてデータ複
製部数として指定された部数の用紙１７に対して行われる。
【００４２】
　次に、Ｓ１０８にてデータ複製カウンタＲの値が０であった場合（Ｓ１０８：Ｙｅｓ）
、若しくはＳ１０４にて原稿１２の画像を読み取った場合には、ＣＰＵ２５は、画像複製
カウンタＧの値が０であるかを判断する（Ｓ１１３）。そして、画像複製カウンタＧの値
が０でない場合（Ｓ１１３：Ｎｏ）には、続くＳ１１４～Ｓ１１７の画像複製処理を画像
複製カウンタＧの値が０になるまで繰り返す。
【００４３】
　即ち、ＣＰＵ２５は、まず搬送機構３１により第２トレイ１９からＲＦＩＤタグが添付
されていない用紙１７を画像形成位置へ搬送し、画像形成部２１により原稿１２から読み
取った画像をその用紙１７上に印刷する（Ｓ１１４）。そして、印刷が正常に完了しなか
った場合（Ｓ１１５：Ｎｏ）には、画像複製処理においてエラーが発生した部数を示すカ
ウンタＧＥに１を加える（Ｓ１１６）。印刷が正常に完了した場合（Ｓ１１５：Ｙｅｓ）
、若しくはＳ１１６にてカウンタＧＥに１を加えた場合には、画像複製カウンタＧから１
を引き（Ｓ１１７）、その後Ｓ１１３に戻る。これにより、上記Ｓ１１４～Ｓ１１７の画
像複製処理が、前述の部数設定処理において画像複製部数として指定された部数から、両
方複製処理において作成された画像のみの複製の部数を引いた部数の用紙１７に対して行
われる。
【００４４】
　次に、Ｓ１１３にて画像複製カウンタＧの値が０であった場合（Ｓ１１３：Ｙｅｓ）に
は、ＣＰＵ２５は、上述の各複製処理においてエラーが発生したか、即ちエラーが発生し
た部数を示すカウンタＤＥ，ＲＥ，ＧＥの値が全て０であるかを判断する（Ｓ１１８）。
そして、エラーが発生していた場合（Ｓ１１８：Ｙｅｓ）には、ユーザにエラーの発生状
況を通知するためのエラー情報を表示部３２に表示する（Ｓ１１９）。ここでは、例えば
、両方複製、データ複製、画像複製のそれぞれについて、エラーが発生した部数（カウン
タＤＥ，ＲＥ，ＧＥの値）を対応付けたものをエラー情報として表示する。ここでは、各
複製処理の形態とその複製処理により正常に複製が作成された部数とを対応づけて表示し
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ても良い。例えば、図９には、エラー情報として表示するエラー表示画面Ｍ３の一例を示
している。このエラー表示画面Ｍ３では、３つの複製形態のそれぞれについて、複製が成
功した部数と失敗した部数とが表示されている。これにより、ユーザは、部数設定処理に
おいて指定した通りに作成されなかった複製の形態とその部数とを把握することができる
。
【００４５】
　以上によりＣＰＵ２５は、この複製制御処理を終了する。この複製制御処理により、両
方複製、データ複製、画像複製の各形態について、エラーが発生した部数を除き、部数設
定処理において指定した部数の複製が作成される。
【００４６】
　（本実施形態の効果）
　以上のように本実施形態によれば、ＲＦＩＤタグ１２Ａ付きの原稿１２から読み取った
データ及び画像を複製する両方複製処理と、データのみを複製するデータ複製処理とを、
ユーザの指示に基づいて実行可能である。これにより、ＲＦＩＤタグ付き原稿１２のデー
タ及び画像の両方の複製を作成するだけでなく、データのみの複製を作成することができ
るため、利便性が向上する。
【００４７】
　また、両方複製処理及びデータ複製処理に加え、画像のみを複製する画像複製処理を実
行することができる。これにより、実行可能な複製形態が増え、利便性がより向上する。
【００４８】
　また、各複製処理をそれぞれ部数設定処理において設定された部数分実行する。これに
より、所望した形態の複製を所望した部数分得ることができるため、利便性が高い。
【００４９】
　また、両方複製処理において、データの書き込みに失敗したＲＦＩＤタグ付き用紙１７
を画像のみの複製としてカウントする。これにより、用紙１７を無駄にせずに済む。
【００５０】
　また、原稿１２にＲＦＩＤタグ１２Ａが添付されていない場合には、部数設定処理にお
ける両方複製部数及びデータ複製部数の指示の入力が無効となる。従って、ユーザによる
指示の入力ミスや原稿の選択ミスにより意図と異なる複製処理が行われることを防止でき
る。
【００５１】
　また、両方複製処理及びデータ複製処理は第１トレイ１８に積載されたＲＦＩＤタグ付
き用紙１７を使用し、画像複製処理は第２トレイ１９に積載されたＲＦＩＤタグ無しの用
紙１７を使用する。このように、画像のみの複製はＲＦＩＤタグが添付されていない用紙
１７を使用して行うことで、コストを抑えることができる。
【００５２】
　また、各複製処理の実行中にエラーが生じた場合に、その複製処理の形態と、複製処理
に成功した部数若しくは失敗した部数のうちの少なくとも一方とを対応付けて通知する。
これにより、ユーザがどの形態の複製がどれだけ不足するかを容易に把握することができ
、エラーに対する対応（不足分の再印刷など）を円滑に行うことができる。
【００５３】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
（１）本発明は、電子写真方式の画像形成装置や、インクジェット方式の画像形成装置な
ど、種々の方式の画像形成装置に適用することができる。
【００５４】
（２）上記実施形態では、ユーザがセットした１枚の原稿のみを１度に読み取るものを示
したが、本発明によれば、例えばＡＤＦ（自動原稿供給装置）を用いて、セットされた複
数の原稿を順に読取位置に搬送して、画像の読み取りやデータの読み取りを行い、それぞ
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れ各種形態の複製を作成するようにしても良い。
【００５５】
（３）本発明によれば、原稿の画像を複製する際には、原稿から読み取った画像に対して
一部に改変を加えた画像（元の画像の一部を欠落させた画像や、元の画像に別の画像を付
加した画像等）を形成しても良い。また、原稿の記憶部から取得したデータを複製する際
には、そのデータの一部に改変を加えたデータ（元のデータの一部を削除したデータや、
元のデータに別のデータを付加したデータ等）を書き込むようにしても良い。
【００５６】
（４）上記実施形態では、プリンタの操作部からユーザが各種指示（複製の形態や複製部
数等）を入力するものを示したが、本発明によれば、例えば、ユーザがプリンタに接続さ
れた外部のコンピュータ等から送信した各種指示をネットワークインターフェイス２９を
介してプリンタ１０に入力する構成としても良い。
【００５７】
（５）上記実施形態では、各複製処理中にエラーが生じた場合に複製の作成に失敗した部
数のみを通知するものを示したが、本発明によれば、例えば、各複製処理を実行する際に
何番目の用紙に対しての複製の作成が失敗したかを表示することにより、排出された用紙
のうち何番目の用紙が複製に失敗したものであるかをユーザに通知するようにしても良い
。また、複製の作成に失敗した場合に、設定処理において指定された部数と同数の複製が
作成されるように、別の用紙を用いて複製の作成をやり直す構成としても良い。
【００５８】
（６）上記実施形態では、第１トレイ１８及び第２トレイ１９のいずれにＲＦＩＤタグ１
７Ａ付きの用紙１７を積載し、いずれにＲＦＩＤタグ無しの用紙１７を積載するかが予め
定められたものを示したが、本発明によれば、ユーザが複数のトレイ１８，１９のうちの
いずれにＲＦＩＤタグ付きの用紙１７を積載したかを操作部３３から入力するようにして
も良い。また、各トレイ１８，１９に積載された用紙１７のＲＦＩＤタグ１７Ａを検知可
能なＩＣリーダを設け、データの書き込みを行う際には、ＲＦＩＤタグ１７Ａが検知され
た用紙１７が積載されたトレイ１８，１９から供給した用紙１７を用いるようにしても良
い。
【００５９】
（７）上記実施形態では、書込手段としてＩＣリーダライタを用いたものを示したが、本
発明によれば、書込手段は、少なくとも画像形成媒体の記憶部にデータを書き込む機能を
備えていれば良く、記憶部からデータを読み取る機能は必ずしも備えていなくても良い。
また、記憶部にデータが正常に書き込まれたかを読み取ってチェックする場合には、ＩＣ
リーダ等の読取装置を書込手段と別に設けてそれを用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の一実施形態におけるプリンタの全体構成を簡略に示す断面図
【図２】プリンタの電気的構成を簡略に示すブロック図
【図３】複製制御処理の流れを示すフローチャート
【図４】複製制御処理の流れを示すフローチャート
【図５】複製制御処理の流れを示すフローチャート
【図６】複製制御処理の流れを示すフローチャート
【図７】表示部に表示される設定画面を示す図
【図８】表示部に表示される設定画面を示す図
【図９】表示部に表示されるエラー表示画面を示す図
【符号の説明】
【００６１】
１０…プリンタ（画像形成装置）
１２…原稿
１２Ａ…ＲＦＩＤタグ（記憶部）



(10) JP 4840672 B2 2011.12.21

10

１４…読取部（読取手段）
１５…ＩＣリーダ（取得手段、検知手段）
１７…用紙（画像形成媒体）
１７Ａ…ＲＦＩＤタグ（記憶部）
１８…第１トレイ（第１積載部）
１９…第２トレイ（第２積載部）
２１…画像形成部（形成手段）
２２…ＩＣリーダライタ（書込手段）
２５…ＣＰＵ（制御手段、設定手段）
３３…操作部（入力手段）
３４…表示部（通知手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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