
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の画像形成条件を設定するための設定部と、
　メモリーを有してなり、入力された原稿画像をそのメモリーに記憶するための記憶部と
、
　この記憶部に記憶された原稿画像を読み取って 画像形成を行うための画像形成部
と、
　 表示部と
を備えてなり、
　

ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　設定部により、用紙の表及び裏に画像形成を行うように設定されている場合において、
表及び裏の原稿画像のうちのいずれか一方あるいは双方を記憶部に記憶することができな
かったときに、表示部が することのできなかった表または裏を含む表裏２つの原稿
画像の枚数を記憶無効枚数として表示することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装
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用紙に

画像形成に関する情報を表示する

設定部の設定に応じて各用紙に所定枚数の原稿画像を形成するとき、表示部は、記憶部
のメモリーがいっぱいになり、１枚の用紙に形成すべき所定枚数の原稿画像のうちの少な
くとも一部を記憶部に記憶することができなかったときに、各用紙に対応するように記憶
することができた原稿画像の枚数を記憶有効枚数として表示するとともに、記憶すること
ができなかった原稿画像の枚数を含む前記所定枚数の原稿画像の枚数を記憶無効枚数とし
て表示する

、記憶



置。
【請求項３】
　設定部により、複数ページの原稿画像を同一の用紙に集合状に画像形成を行うように設
定されている場合において、前記複数ページのうちの少なくとも１ページの原稿画像を記
憶部に記憶することができなかったときに、表示部が の少なくとも１ページを含む
前記複数ページにおけるすべての原稿画像の枚数を記憶無効枚数として表示することを特
徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、プリンタや電子写真複写機などの画像形成装置に関するものであり、さらに
詳しくは、読み取った原稿画像を一旦記憶し、記憶したその原稿画像を出力することがで
きる画像形成装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の画像形成装置、例えば特開平１１－２７５３０４号公報に記載されているデジタル
複写機においては、両面原稿の画像を出力する機能や、このデジタル複写機から出力され
る用紙を順次仕分けるソート機能（ｎ枚の原稿がセットされ、これらをｍ部コピーすると
き、ｎ枚の原稿をメモリーに読み込みながら、１部ごとにｎ枚コピーする機能）や、グル
ープ機能（ｎ枚の原稿がセットされ、これらをｍ枚ずつコピーするとき、ｎ枚の原稿をメ
モリーに読み込んだ後、１ページごとにｍ枚コピーする機能）など、多彩な入力・出力処
理モードを備えている。
【０００３】
また、近年、コピーを行うすべての原稿の画像を読み取って、それらの画像データをハー
ドディスクなどのメモリーに一旦記憶し、そのメモリーから任意の原稿の画像データを繰
り返し読み出してプリントアウトする電子ソート機能を備えたデジタル複写機が公知であ
る。
【０００４】
このようなデジタル複写機によれば、複数のソートビンのあるソータ装置を持たなくても
、コピー用紙をソートした状態で排紙することが可能である。
【０００５】
ところが、画像データを蓄積するハードディスクなどのメモリーの記憶容量には限りがあ
り、そのため、記憶できる原稿の枚数もあらかじめ制限される。
【０００６】
例えば、メモリーがＡ４サイズで２５枚分であり、原稿束がＡ４サイズで２７枚分である
場合、２５枚分の原稿はメモリーに記憶できるが、２枚分の原稿は記憶できない状態にな
ってしまう。
【０００７】
また、従来の電子ソート機能を有する画像形成装置においては、電子ソート中にメモリー
フル（メモリーがいっぱいになること）が発生した場合には、表示手段において、メモリ
ーフルが発生したことを通知するか、もしくは、メモリーフルの状態で、メモリーに記憶
された分だけでのジョブを継続して実行するかを選択させるような構成になっている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述の従来技術にあっては、その記憶容量がいっぱいになるメモリーフルが発生
した場合において、ユーザーの希望しない画像形成（例えば、両面コピーを希望している
にもかかわらず、片面しかコピーしないなどの）が行われてしまうおそれがあった。
【０００９】
この発明は、上述の従来技術が有するこのような問題点に鑑みてなされたものであり、ユ
ーザーの希望しない画像形成が行われるのを防止するために、電子ソート中にメモリーフ

10

20

30

40

50

(2) JP 3645188 B2 2005.5.11

、前記



ルが発生しても、ユーザーに対してメモリーフル時の原稿の無効枚数を容易に通知するこ
とのできる画像形成装置を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　この発明によれば、原稿の画像形成条件を設定するための設定部と、メモリーを有して
なり、入力された原稿画像をそのメモリーに記憶するための記憶部と、この記憶部に記憶
された原稿画像を読み取って 画像形成を行うための画像形成部と、

表示部とを備えてなり、

ことを特徴とする画像形成装置が提供
される。
【００１１】
ここで、設定部としては、原稿の画像形成条件―両面コピー、ソートコピー、グループコ
ピーなどの選択やそれらの枚数、拡大／縮小コピーの選択やそれらの倍率などの諸条件―
を設定するための、例えば、ＬＣＤと操作キーとを備えてなる操作パネル部が用いられる
。
【００１２】
記憶部は、例えばハードディスクにおける圧縮メモリーやページメモリーなどのメモリー
を有し、スキャナー部から入力された原稿画像をそのメモリーに記憶する。
【００１３】
画像形成部は、例えば感光体ドラム、帯電器、画像書き込みユニット、現像装置、転写器
及びクリーナーなどからなる作像部を備えてなり、記憶部のメモリーから任意の原稿画像
を読み出して作像部で作像する。
【００１４】
表示部は、記憶部と接続されており、例えば前記操作パネル部との間でそのＬＣＤを共有
する。そして、記憶部のメモリーがいっぱいになったときに、記憶部に記憶することがで
きない原稿画像の枚数を記憶無効枚数として、例えばそのＬＣＤに表示する。この表示は
、設定部による設定に応じて、すなわち、ユーザーがあらかじめ設定した画像形成条件に
対応して、行われる。
【００１５】
この発明に係る画像形成装置にあっては、以上のような設定部、記憶部、画像形成部及び
表示部を備えているので、ユーザーがあらかじめ設定した画像形成条件に対応して、記憶
無効枚数―記憶部に記憶することができない原稿画像の枚数―を表示部により表示するこ
とができ、従って、電子ソート中にメモリーフルが発生しても、その画像形成条件から、
ユーザーに対してメモリーフルの原因を容易に通知することができる。
【００１６】
　この発明に係る画像形成装置 は、

表示するように構成されている。
【００１７】
　このように構成された画像形成装置にあっては、記憶部のメモリーがいっぱいになった
ときに、設定部による設定に応じて、

を表示部により表示することができるので、
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用紙に 画像形成に関す
る情報を表示する 設定部の設定に応じて各用紙に所定枚数の原稿
画像を形成するとき、表示部は、記憶部のメモリーがいっぱいになり、１枚の用紙に形成
すべき所定枚数の原稿画像のうちの少なくとも一部を記憶部に記憶することができなかっ
たときに、各用紙に対応するように記憶することができた原稿画像の枚数を記憶有効枚数
として表示するとともに、記憶することができなかった原稿画像の枚数を含む前記所定枚
数の原稿画像の枚数を記憶無効枚数として表示する

の表示部 記憶部のメモリーがいっぱいになり、１枚の
用紙に形成すべき所定枚数の原稿画像のうちの少なくとも一部を記憶部に記憶することが
できなかったときに、各用紙に対応するように記憶することができた原稿画像の枚数を記
憶有効枚数として表示するとともに、記憶することができなかった原稿画像の枚数を含む
前記所定枚数の原稿画像の枚数を記憶無効枚数として

記憶有効枚数―記憶部に記憶することができた原稿
画像の枚数―とともに記憶無効枚数―前記設定による原稿の画像形成条件を満たさなかっ
た原稿画像の枚数― 電子ソート中にメモリー
フルが発生しても、その画像形成条件を満たさない原稿の記憶無効枚数を容易に通知する



ユーザーが画像形成前に原稿の総枚数を数えていないときでも、
記憶部に記憶することができた原稿画像の枚数と記憶部に記憶することができない原稿画
像の枚数とを簡単に知ることができる。
【００１８】
　この発明に係る画像形成装置は 、設定部により、用紙の表及び裏に画像形成を行
うように設定されている場合において、表及び裏の原稿画像のうちのいずれか一方あるい
は双方を記憶部に記憶することができなかったときに、表示部が することのできな
かった表または裏を含む表裏２つの原稿画像の枚数を記憶無効枚数として表示するように
構成されて 。
【００１９】
このように構成された画像形成装置にあっては、記憶部のメモリーがいっぱいになったと
きに、表示部が、記憶することのできなかった表または裏を含む表裏２つの原稿画像の枚
数を記憶無効枚数として表示するので、ユーザーは、表の原稿画像を記憶できなかったと
き、裏の原稿画像を記憶できなかったとき、及び表と裏の原稿画像を記憶できなかったと
きのいずれをも把握することが可能になり、その後の適切な対策を講じることができる。
【００２０】
　この発明に係る画像形成装置は 、設定部により、複数ページの原稿画像を同一の
用紙に集合状に画像形成を行うように設定されている場合において、前記複数ページのう
ちの少なくとも１ページの原稿画像を記憶部に記憶することができなかったときに、表示
部が の少なくとも１ページを含む前記複数ページにおけるすべての原稿画像の枚数
を記憶無効枚数として表示するように構成されて 。
【００２１】
このように構成された画像形成装置にあっては、記憶部のメモリーがいっぱいになったと
きに、表示部が、記憶することのできなかった前記の少なくとも１ページを含む前記複数
ページにおけるすべての原稿画像の枚数を記憶無効枚数として表示するので、ユーザーは
、画像形成すべき前記複数ページのうちの一部ページを記憶できなかったとき及び全ペー
ジを記憶できなかったときのいずれをも把握することが可能になり、その後の適切な対策
を講じることができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、この発明に係る１つの実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、この発明はこ
れによって限定されるものではない。
【００２３】
図１及び図２に示すように、この発明の１つの実施の形態に係る画像形成装置である、電
子ソート機能を備えたデジタル複写機１００における、片面原稿形成時の動作手順と両面
原稿形成時の動作手順とを分けて説明する。
【００２４】
〔片面画像形成時〕
複写機本体の上面には透明なガラス体からなる原稿台１が配置されており、複写機本体の
内部における原稿台１の上方から下方にかけてスキャナー部２が配置されている。スキャ
ナー部２は、両面原稿搬送部２０１と原稿読み取り部２０２とからなっている。
【００２５】
原稿読み取り部２０２は、露光ランプ３、ミラー４～６、レンズ７及び光電変換素子８（
以下「ＣＣＤ」という）を含み、露光ランプ３及びミラー４～６を原稿台１の下方におい
て水平方向に往復移動させることで、原稿台１の上面に載置された原稿を露光ランプ３か
ら照射された光によって露光走査する。
【００２６】
露光ランプ３による光の原稿画像面における反射光は、ミラー４～６及びレンズ７を介し
てＣＣＤ８の受光面に結像する。ＣＣＤ８は受光面における受光量に応じた信号を出力す
る。このＣＣＤ８の出力信号は、デジタルデータに変換された後に、図示しない画像処理
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ことができるとともに、

例えば

、記憶

いる

例えば

、前記
いる



部において所定の処理が施され、画像データとして出力される。
【００２７】
複写機本体の内部における中央部には、感光体ドラム２２が矢印Ａ方向へ回転可能に支持
されている。この感光体ドラム２２の周囲には、帯電器１８、画像書き込みユニット１６
、現像装置２３、転写器１９及びクリーナー１７が配置されている。感光体ドラム２２～
クリーナー１７は、作像部（画像形成部）２０３を構成する。
【００２８】
また、複写機本体の最下部には、用紙Ｐを収納した給紙カセット２５が複数個装着されて
いる。さらに、複写機本体の内部には、給紙カセット２５から作像部２０３を経由して排
紙トレイ２４に至る用紙搬送路が形成されている。この用紙搬送路には、給紙ローラ２１
、搬送ローラＡ１４、レジストローラ２０、定着ローラ１３及び排紙ローラ９が配置され
ている。
【００２９】
画像形成時において、矢印Ａ方向に回転する感光体ドラム２２の表面に対して、帯電器１
８が単一極性の電荷を均一に付与した後、画像書き込みユニット１６が画像処理部から出
力された画像データに基づいて変調した画像光を照射し、感光体ドラム２２の表面に光導
電作用による静電潜像を作成する。
【００３０】
現像装置２３は、感光体ドラム２２の表面に現像剤を供給し、静電潜像を現像剤画像に顕
像化する。感光体ドラム２２の回転方向に先立って、給紙ローラ２１の回転により、給紙
カセット２５内の用紙Ｐが１枚ずつ用紙搬送路内に給紙されており（給紙された用紙Ｐは
、搬送ローラＡ１４により、レジストローラ２０へ搬送される。）、用紙Ｐは前端部をレ
ジストローラ２０に当接させた状態で停止している。
【００３１】
レジストローラ２０は、感光体ドラム２２と転写器１９との間において、用紙Ｐの前端部
が感光体ドラム２２の表面に担持された現像剤画像の前端に対向するタイミングで回転を
開始し、用紙Ｐを作像部２０３に導く。
【００３２】
転写器１９は、感光体ドラム２２に担持された現像剤画像を用紙Ｐの表面に転写する。ク
リーナー１７は、感光体ドラム２２の表面に残留したトナーを除去する。現像剤画像が転
写された用紙Ｐは、定着ローラ１３を通過する間に加熱及び加圧され、現像剤画像が溶融
して用紙Ｐの第１面（片面）に固着する。第１面に現像剤画像が固着された用紙Ｐは、排
紙ローラ９の回転によって排紙トレイ２４に排出されることで、片面に画像形成された印
字物をユーザーへ提供する。なお、転写器１９、クリーナー１７及び定着ローラ１３を図
３に示された印字部２０７と称することがある。
【００３３】
〔両面画像形成時〕
両面画像形成時には、定着ローラ１３を通過した後、第１面に現像剤画像が固着された用
紙Ｐは、排紙ローラ９に用紙Ｐの後端をニップした状態で一旦停止する。用紙Ｐを一旦停
止させるタイミングは、排紙検知スイッチ１０が用紙Ｐの後端を検出したタイミングに基
づいて設定される。
【００３４】
この後、用紙Ｐを反転経路へ導くように切換爪１１を下方へ移動させる。すると、用紙Ｐ
は、用紙Ｐの後端部を今度は前端部として、用紙Ｐの第２面（裏面）に画像を形成するた
めに、排紙ローラ９の逆回転によるスイッチバック状に、排紙経路から反転経路へ案内さ
れる。
【００３５】
用紙Ｐは、反転経路に設けられた搬送ローラＢ１５により搬送され、次いで、搬送経路に
設けられたレジストローラ２０により搬送され、前端部をレジストローラ２０に当接させ
た状態で停止している。
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【００３６】
レジストローラ２０は、感光体ドラム２２と転写器１９との間において、用紙Ｐの前端部
が感光体ドラム２２の表面に担持された現像剤画像の前端に対向するタイミングで回転を
開始し、用紙Ｐを作像部２０３に導く。
【００３７】
転写器１９は、感光体ドラム２２に担持された現像剤画像を用紙Ｐの第２面に転写する。
クリーナー１７は、感光体ドラム２２の表面に残留したトナーを除去する。現像剤画像が
転写された用紙Ｐは、定着ローラ１３を通過する間に加熱及び加圧され、現像剤画像が溶
融して用紙Ｐの第２面に固着する。
【００３８】
第２面に現像剤画像が固着された用紙Ｐは、切換爪１１を上方へ移動させた状態で排紙ロ
ーラ９へ送られ、排紙ローラ９の回転によって排紙トレイ２４に排出されることで、両面
に画像形成された印字物をユーザーへ提供する。なお、転写器１９、クリーナー１７及び
定着ローラ１３を図３に示された印字部２０７と称することがある。
【００３９】
また、ユーザーが手差しトレイ１２を意図的に用いた場合には、手差しトレイ１２上に載
置された用紙が手差しローラ２６により給紙され、前述の片面あるいは両面の印字処理が
行なわれる。
【００４０】
次に、原稿移動方式の構成を以下に説明する。
【００４１】
本発明における原稿移動式原稿読み取り部２０２は、原稿トレイに載置された原稿に対し
て、原稿給紙用ピックアップローラとさばき板とによって構成される原稿給紙部により、
１枚ずつ主搬送路へ搬送する。
【００４２】
搬送された原稿は原稿入紙センサーで原稿の搬送が確認された後、原稿先端と画像読み取
りタイミングとを調整するために配置されたＰＳローラで一旦停止し、タイミングを合わ
せた状態で再搬送される。そして、原稿読み取り部（ＳＰＦ用ガラス、原稿押え板）を通
過するとき、露光用光源によって原稿が照射されて、反射鏡、結像レンズを介してＣＣＤ
により原稿の画像情報が読み取られ、図示しない制御部で画像処理される。
【００４３】
このようにして読み取られた原稿は、搬送ローラを介して排紙部の可逆回転可能な排紙ロ
ーラを通過し、中間トレイ揺動板の配置されるポジション（ホームポジション１、及びホ
ームポジション２）により原稿の進行方向が決定されて、原稿排紙中間トレイもしくは原
稿排紙トレイに搬送される。
【００４４】
この複写機１００には、図１に示すように、操作パネル部２０４が設けられている。この
操作パネル部２０４は、図３及び図４に示すように、ＬＣＤ２０５とＬＥＤと、多数の各
種操作キー２０６とからなる。
【００４５】
この複写機１００には、図３に示すように記憶部２０８が設けられている。記憶部２０８
は、例えばハードディスクにおける圧縮メモリー２０９やページメモリー２１０などのメ
モリーを有し、スキャナー部２から入力された原稿画像をそのメモリーに記憶する。
【００４６】
この複写機１００における、スキャナー部２から記憶部２０８を経て印字部２０７へ至る
画像データの流れを図５に示す。
【００４７】
この複写機１００は、両面コピーモード、Ｘｉｎ１コピーモード、ソートコピーモード及
びグループコピーモードを備えたものである。以下、これらのモードのそれぞれについて
、この複写機１００の動作を説明する。
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【００４８】
〔両面コピーモード〕
図６に示すように、両面コピーモード時において、ＬＣＤ２０５に、「コピーできます。
」、コピー濃度「自動」、コピー倍率「１００％」、コピーサイズ「Ａ４」の表示がある
ことを確認して、コピーすべき原稿をセットした後に、「スタート」キーの入力を行う。
すると、記憶部２０８への原稿の読み込みが始まり、表示画面に「読み込み中です。」の
表示が現れる。
【００４９】
原稿の読み込みが進むと、「メモリーフル」が発生しているかどうかが制御部で判断され
る。そして、メモリーフルが発生していないと判断されたときには、コピー動作に入る。
このとき、表示画面に「コピー中です。」の表示が現れる。そして、所定のコピーが終わ
ると、表示画面に「コピーできます。」の表示が現れる。
【００５０】
これに対して、メモリーフルが発生していると判断されたときには、図７に示すように、
記憶部２０８に記憶することができない原稿画像の枚数が記憶無効枚数として表示される
。すなわち、表示画面に「メモリーがいっぱいです。原稿＊枚分が無効です。」の表示が
現れるとともに、「〔スタート〕：コピー開始、〔ＣＡ〕：コピー中止」の表示が現れる
。
【００５１】
これに関し、図８に基づいてくわしく説明する。すなわち、４枚の片面原稿を用紙に両面
コピーするときに４枚目の原稿読み込み中にメモリーフルが発生したと仮定する。このと
き、表示画面には、「メモリーがいっぱいです。原稿１枚分が無効です。」の表示ではな
く、「メモリーがいっぱいです。原稿２枚分が無効です。」の表示が現れる。
【００５２】
これは、両面コピーの場合にはいわゆるフェイスダウンで排紙するために、用紙の裏→表
の順にコピーされるが、１枚目の原稿を１頁目の用紙の裏にコピーすることができ、２枚
目の原稿を１頁目の用紙の表にコピーすることができ、３枚目の原稿を２頁目の用紙の裏
にコピーすることができるものの、４枚目の原稿を２頁目の用紙の表にコピーすることが
できないために、２頁目の用紙には所望の両面コピーをすることができない、ことを意味
する。
【００５３】
このような表示が現れたときに、「スタート」キーを入力すれば、１枚目の原稿及び２枚
目の原稿が１頁目の用紙の表及び裏に両面コピーされる。そして、３枚目の原稿及び４枚
目の原稿を２頁目の用紙の表及び裏に両面コピーしたいときには、３枚目の原稿及び４枚
目の原稿に対して次の両面コピー操作をすればよい。一方、「ＣＡ」キーを入力すると、
その全部の両面コピーが中止になる（ジョブの終了）。
【００５４】
〔Ｘｉｎ１コピーモード〕（例：４ｉｎ１コピーモード）
図９に示すように、４枚の原稿を１頁の用紙の片面にコピーするときには、原稿をセット
した後に、機能キーの入力を行い、「４ｉｎ１」コピーモードを選択する。そして、表示
画面を確認した後に、「スタート」キーの入力を行う。すると、記憶部２０８への原稿の
読み込みが始まり、表示画面に「読み込み中です。」の表示が現れる。
【００５５】
原稿の読み込みが進むと、「メモリーフル」が発生しているかどうかが制御部で判断され
る。そして、メモリーフルが発生していないと判断されたときには、コピー動作に入る。
このとき、表示画面に「コピー中です。」の表示が現れる。そして、所定のコピーが終わ
ると、表示画面に「コピーできます。」の表示が現れる。
【００５６】
これに対して、メモリーフルが発生していると判断されたときには、図１０に示すように
、記憶部２０８に記憶することができない原稿画像の枚数が記憶無効枚数として表示され

10

20

30

40

50

(7) JP 3645188 B2 2005.5.11



る。すなわち、表示画面に「メモリーがいっぱいです。原稿＊枚分が無効です。」の表示
が現れるとともに、「〔スタート〕：コピー開始、〔ＣＡ〕：コピー中止」の表示が現れ
る。
【００５７】
このとき、「ＣＡ」キーを入力すると、図１１に示すように、メモリーオーバーで１枚も
出力できなくなり、その全部のコピーが中止になる。そして、表示画面には、「メモリー
がいっぱいになったため、ジョブをキャンセルします。」の表示が現れる。
【００５８】
これに関し、図１２に基づいてくわしく説明する。すなわち、８枚の片面原稿を用紙に１
ページ当たり４枚片面コピーするときに８枚目の原稿読み込み中にメモリーフルが発生し
たと仮定する。このとき、表示画面には、「メモリーがいっぱいです。原稿１枚分が無効
です。」の表示ではなく、「メモリーがいっぱいです。原稿４枚分が無効です。」の表示
が現れる。
【００５９】
これは、１～４枚目の原稿を１頁目の用紙に集合状にコピーすることができ、５～７枚目
の原稿を２頁目の用紙に集合状にコピーすることができるものの、８枚目の原稿を２頁目
の用紙にコピーすることができないために、２頁目の用紙には所望の４ｉｎ１コピーをす
ることができない、ことを意味する。
【００６０】
このような表示が現れたときに、「スタート」キーを入力すれば、１～４枚目の原稿が１
頁目の用紙に集合状にコピーされる。そして、５～８枚目の原稿を２頁目の用紙に集合状
にコピーしたいときには、これらの原稿に対して次の４ｉｎ１コピー操作をすればよい。
一方、「ＣＡ」キーを入力すると、その全部の４ｉｎ１コピーが中止になる（ジョブの終
了）。
【００６１】
なお、図１３に示すように、８枚の片面原稿の４ｉｎ１コピーをするときに４枚目の原稿
読み込み中にメモリーフルが発生したと仮定すると、メモリーオーバーで１枚も出力でき
なくなり、その全部のコピーが中止になる。そして、表示画面には、「メモリーがいっぱ
いになったため、ジョブをキャンセルします。」の表示が現れる。
【００６２】
また、図１４に示すように、８枚の片面原稿の４ｉｎ１コピーをするときに５枚目の原稿
読み込み中にメモリーフルが発生したと仮定すると、表示画面には、「メモリーがいっぱ
いです。原稿１枚分が無効です。」の表示が現れる。
【００６３】
このような表示が現れたときに、「スタート」キーを入力すれば、１～４枚目の原稿が１
頁目の用紙に集合状にコピーされる。そして、５～８枚目の原稿を２頁目の用紙に集合状
にコピーしたいときには、これらの原稿に対して次の４ｉｎ１コピー操作をすればよい。
一方、「ＣＡ」キーを入力すると、その全部の４ｉｎ１コピーが中止になる（ジョブの終
了）。
【００６４】
〔ソートコピーモード〕
図１５に示すように、ソートコピーを行うときには、原稿をセットして「ソート」キーを
入力し、ソート枚数を設定した後に「スタート」キーを入力する。すると、「原稿の読み
込み」ステップが行われ、１部目のコピー動作が開始する。
【００６５】
そして、「メモリーフル」が発生しているかどうかが制御部で判断される。そして、メモ
リーフルが発生していないと判断されたときには、最終頁までの読み取り動作を終了する
かどうかが制御部で判断される。そして、終了すると判断されると、２部目のコピー動作
が開始する。このとき、表示画面に「コピー中です。」の表示が現れる。そして、所定の
コピーが終わると、表示画面に「コピーできます。」の表示が現れる。また、終了しない
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と判断されると、前記の「原稿の読み込み」ステップに戻る。
【００６６】
これに対して、メモリーフルが発生していると判断されたときには、図１６に示すように
、記憶部２０８に記憶することができない原稿画像の枚数が記憶無効枚数として表示され
る。すなわち、表示画面に「メモリーがいっぱいです。原稿＊枚分が無効です。」の表示
が現れるとともに、「〔スタート〕：コピー開始、〔ＣＡ〕：コピー中止」の表示が現れ
る。
【００６７】
このようなソートコピーモードについて、図１７に示すように、原稿３枚を２部ソートコ
ピーするときを例に説明する。
【００６８】
３枚目の原稿の読み込み中にメモリーフルが発生したときには、ページメモリー（バッフ
ァメモリー）により、原稿３枚が１部のみ出力可能になり、プリントアウトされる。そし
て、表示画面には、「メモリーがいっぱいです。原稿１枚分が無効です。」の表示が現れ
るとともに、「〔スタート〕：コピー開始、〔ＣＡ〕：コピー中止」の表示が現れる。
【００６９】
このような表示が現れたときに、「スタート」キーを入力すれば、１枚目の原稿及び２枚
目の原稿が２部目としてプリントアウトされる。３枚目の原稿はプリントアウトされない
。一方、「ＣＡ」キーを入力すると、その２部目のコピーが中止になる（ジョブの終了）
。
【００７０】
　この発明の請求項１に係る画像形成装置にあっては、原稿の画像形成条件を設定するた
めの設定部と、メモリーを有してなり、入力された原稿画像をそのメモリーに記憶するた
めの記憶部と、この記憶部に記憶された原稿画像を読み取って 画像形成を行うため
の画像形成部と、 表示部とを備えてなり、

こと
を特徴とする。
　これによって、ユーザーがあらかじめ設定した画像形成条件に対応して、記憶無効枚数
― 記憶部に記憶することができない原稿画像の枚
数―を表示部により表示することができるので、電子ソート中にメモリーフルが発生して
も、 原稿の記憶無効枚数を容易に通知することができる。
【００７１】
　 、記憶部のメモリーがいっぱいになったときに、設定部による設定に応じて、記
憶無効枚数とともに記憶有効枚数―記憶部に記憶することができた原稿画像の枚数―を表
示部により表示することができるので、ユーザーが画像形成前に原稿の総枚数を数えてい
ないときでも、記憶部に記憶することができた原稿画像の枚数と記憶部に記憶することが
できない原稿画像の枚数とを簡単に知ることができる。
【００７２】
　この発明の請求項２に係る画像形成装置にあっては、設定部により、用紙の表及び裏に
画像形成を行うように設定されている場合において、表及び裏の原稿画像のうちのいずれ
か一方あるいは双方を記憶部に記憶することができなかったときに、表示部が する
ことのできなかった表または裏を含む表裏２つの原稿画像の枚数を記憶無効枚数として表
示することを特徴とする。
　従って、記憶部のメモリーがいっぱいになったときに、表示部が、記憶することのでき
なかった表または裏を含む表裏２つの原稿画像の枚数を記憶無効枚数として表示するので
、ユーザーは、表の原稿画像を記憶できなかったとき、裏の原稿画像を記憶できなかった
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に応じて各用紙に所定枚数の原稿画像を形成するとき、表示部は、記憶部のメモリーがい
っぱいになり、１枚の用紙に形成すべき所定枚数の原稿画像のうちの少なくとも一部を記
憶部に記憶することができなかったときに、各用紙に対応するように記憶することができ
た原稿画像の枚数を記憶有効枚数として表示するとともに、記憶することができなかった
原稿画像の枚数を含む前記所定枚数の原稿画像の枚数を記憶無効枚数として表示する

設定画像形成条件を満たさなかったため

その画像形成条件を満たさない

さらに

、記憶



とき、及び表と裏の原稿画像を記憶できなかったときのいずれをも把握することが可能に
なり、その後の適切な対策を講じることができる。
【００７３】
　この発明の請求項３に係る画像形成装置にあっては、設定部により、複数ページの原稿
画像を同一の用紙に集合状に画像形成を行うように設定されている場合において、前記複
数ページのうちの少なくとも１ページの原稿画像を記憶部に記憶することができなかった
ときに、表示部が の少なくとも１ページを含む前記複数ページにおけるすべての原
稿画像の枚数を記憶無効枚数として表示することを特徴とする。
　従って、記憶部のメモリーがいっぱいになったときに、表示部が、記憶することのでき
なかった前記の少なくとも１ページを含む前記複数ページにおけるすべての原稿画像の枚
数を記憶無効枚数として表示するので、ユーザーは、画像形成すべき前記複数ページのう
ちの一部ページを記憶できなかったとき及び全ページを記憶できなかったときのいずれを
も把握することが可能になり、その後の適切な対策を講じることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の１つの実施の形態に係る画像形成装置の正面図である。
【図２】図２は、図１の画像形成装置の内部構成説明図である。
【図３】図３は、図１の画像形成装置の一部を示すブロック図である。
【図４】図４は、図１の画像形成装置における操作パネル部の平面図である。
【図５】図５は、図１の画像形成装置における画像データの流れを示すブロック図である
。
【図６】図６は、図１の画像形成装置で両面コピーを行うときのフローチャートの一部で
ある。
【図７】図７は、図１の画像形成装置で両面コピーを行うときのフローチャートの一部で
ある。
【図８】図８は、図１の画像形成装置で両面コピーを行うときのフローチャートの一部で
ある。
【図９】図９は、図１の画像形成装置でＸｉｎ１コピーを行うときのフローチャートの一
部である。
【図１０】図１０は、図１の画像形成装置でＸｉｎ１コピーを行うときのフローチャート
の一部である。
【図１１】図１１は、図１の画像形成装置でＸｉｎ１コピーを行うときのフローチャート
の一部である。
【図１２】図１２は、図１の画像形成装置で４ｉｎ１コピーを行うときのフローチャート
の一部である。
【図１３】図１３は、図１の画像形成装置で４ｉｎ１コピーを行うときのフローチャート
の一部である。
【図１４】図１４は、図１の画像形成装置で４ｉｎ１コピーを行うときのフローチャート
の一部である。
【図１５】図１５は、図１の画像形成装置でソートコピーを行うときのフローチャートの
一部である。
【図１６】図１６は、図１の画像形成装置でソートコピーを行うときのフローチャートの
一部である。
【図１７】図１７は、図１の画像形成装置でソートコピーを行うときのフローチャートの
一部である。
【符号の説明】
１・・・・・・原稿台
２・・・・・・スキャナー部
３・・・・・・露光ランプ
４～６・・・・ミラー
７・・・・・・レンズ
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、前記



８・・・・・・光電変換素子（ＣＣＤ）
９・・・・・・排紙ローラ
１０・・・・・・排紙検知スイッチ
１１・・・・・・切換爪
１２・・・・・・手差しトレイ
１３・・・・・・定着ローラ
１４・・・・・・搬送ローラＡ
１５・・・・・・搬送ローラＢ
１６・・・・・・画像書き込みユニット
１７・・・・・・クリーナー
１８・・・・・・帯電器
１９・・・・・・転写器
２０・・・・・・レジストローラ
２１・・・・・・給紙ローラ
２２・・・・・・感光体ドラム
２３・・・・・・現像装置
２４・・・・・・排紙トレイ
２５・・・・・・給紙カセット
２６・・・・・・手差しローラ
Ｐ・・・・・・・用紙
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【 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 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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