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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器であって、
　端末装置と直接に通信を行う通信モードを有する通信手段と、
　ユーザの近接を検知する人体検知手段と、
　前記人体検知手段がユーザの近接を検知した場合に、前記通信手段の前記直接に通信を
行う通信モードを有効にするとともに、前記端末装置からの前記通信モードを用いた接続
要求を待ち受けるネットワーク制御手段と、
　前記通信モードの接続方法の設定に従い、前記端末装置でのユーザの操作を促すメッセ
ージを前記電子機器の操作部に表示させる表示手段と、
を備え、
　前記ネットワーク制御手段は、前記端末装置から、前記メッセージに基づく前記通信モ
ードを用いた前記接続要求があった場合に、前記接続を承認する
ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
　前記直接に通信を行う通信モードは複数の接続方法を有し、
　前記表示手段は、前記複数の接続方法の設定に従い、前記端末装置での、前記複数の接
続方法の設定に応じてそれぞれ異なる操作を促すメッセージを操作部に表示させ、
　前記複数の接続方法の設定に応じた前記端末装置からの接続要求に応じて、前記接続を
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承認する
ことを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電子機器において、
　周囲に存在する端末装置を検索する検索手段
を備え、
　前記ネットワーク制御手段は、前記検索手段により周囲に端末装置が存在する場合に前
記メッセージを表示させる
ことを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項３に記載の電子機器において、
　前記検索手段は、前記直接に通信を行う通信モードが有効になった後で、
　周囲に、前記直接に通信を行う通信モードを有する前記端末装置が存在するか否かを検
索し、
　前記表示手段は、前記直接に通信を行う通信モードを有する前記端末装置が検出された
場合に、前記表示を行う
ことを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記ネットワーク制御手段は、前記人体検知手段がユーザの離脱を検知した場合に、前
記直接に通信を行う通信モードを無効にする
ことを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記ネットワーク制御手段は、前記端末装置との通信の完了後に前記直接に通信を行う
通信モードを無効にする
ことを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の電子機器において、
　ユーザから通信モードの設定を受け付け、前記ネットワーク制御手段に設定を行う設定
手段
を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項８】
　請求項７に記載の電子機器において、
　前記設定手段は、通信完了から前記直接に通信を行う通信モードを無効にするまでの時
間の設定を受け付ける
ことを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　端末装置と直接に通信を行う通信モードを有する通信手段を備えた電子機器が実行する
通信モード制御方法であって、
　前記電子機器が、
　ユーザの近接を検知する人体検知工程と、
　前記人体検知工程によりユーザの近接を検知した場合に、前記通信手段の前記直接に通
信を行う通信モードを有効にするとともに、前記端末装置からの前記通信モードを用いた
接続要求を待ち受けるネットワーク制御工程と、
　前記通信モードの接続方法の設定に従い、前記端末装置でのユーザの操作を促すメッセ
ージを前記電子機器の操作部に表示させる表示工程と、
を実行し、
　前記ネットワーク制御工程は、前記端末装置から、前記メッセージに基づく前記通信モ
ードを用いた前記接続要求があった場合に、前記接続を承認する
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ことを特徴とする通信モード制御方法。
【請求項１０】
　電子機器を構成するコンピュータを、
　端末装置と直接に通信を行う通信モードを有する通信手段、
　ユーザの近接を検知する人体検知手段、
　前記人体検知手段がユーザの近接を検知した場合に、前記通信手段の前記直接に通信を
行う通信モードを有効にするとともに、前記端末装置からの前記通信モードを用いた接続
要求を待ち受けるネットワーク制御手段、及び
　前記通信モードの接続方法の設定に従い、前記端末装置でのユーザの操作を促すメッセ
ージを前記電子機器の操作部に表示させる表示手段、
として機能させ、
　前記ネットワーク制御手段は、前記端末装置から、前記メッセージに基づく前記通信モ
ードを用いた前記接続要求があった場合に、前記接続を承認する
通信モード制御プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器、通信モード制御方法および通信モード制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォン、タブレット等の携帯型の端末装置が普及してきており、これらの端末
装置からＭＦＰ（Multi-Function Printer, Multi-Function Peripheral）等の画像形成
装置にデータを渡して印刷を行ったり、他の電子機器にデータを渡したりするニーズが高
まっている。
【０００３】
　画像形成装置等の電子機器とユーザの携帯する端末装置との間で電子データのやり取り
を行うアドホック通信の一手法として、ＷｉＦｉダイレクト（WiFi-Direct）が知られて
いる。ＷｉＦｉダイレクトは、無線ＬＡＮ機能の一つであり、無線ＬＡＮアクセスポイン
トや無線ＬＡＮルータ等を介さずに、デバイス間で直接通信を行う無線モードである。無
線ＬＡＮアクセスポイントや無線ＬＡＮルータ等を介さないため、予めネットワーク利用
が許可されたデバイスでなくても接続が可能である。
【０００４】
　ＷｉＦｉダイレクトはアクセスポイント的な動作をし、常時有効になっていると電波の
帯域を専有するとともに電力消費も多くなるという問題があるため、ユーザが一時的にＷ
ｉＦｉダイレクトを有効にする使われ方が一般的である。
【０００５】
　一方、待機モード中の無線ＬＡＮステーションおよび端末装置の電力負担を軽減するこ
とを目的に、無線ＬＡＮステーションの上位のアクセスポイントから無線ＬＡＮステーシ
ョンおよび端末装置に対し待機状態から復帰させる起動パケットを送る技術が知られてい
る（特許文献１）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したＷｉＦｉダイレクトにおいて、電力消費を抑えるためには、通常状態ではＷｉ
Ｆｉダイレクトモードを無効にしておき、ＷｉＦｉダイレクト接続時にユーザが機器の操
作部でＷｉＦｉダイレクトモードを有効にしなければならず、操作性が悪いという問題が
あった。
【０００７】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑み提案されたものであり、その目的とするところは、
電力消費を抑えつつ、操作性を向上させることにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明の一実施形態に係る電子機器は、端末装置と直接に
通信を行う通信モードを有する通信手段と、ユーザの近接を検知する人体検知手段と、前
記人体検知手段がユーザの近接を検知した場合に、前記通信手段の前記直接に通信を行う
通信モードを有効にするとともに、前記端末装置からの前記通信モードを用いた接続要求
を待ち受けるネットワーク制御手段と、前記通信モードの接続方法の設定に従い、前記端
末装置でのユーザの操作を促すメッセージを前記電子機器の操作部に表示させる表示手段
と、を備え、前記ネットワーク制御手段は、前記端末装置から、前記メッセージに基づく
前記通信モードを用いた前記接続要求があった場合に、前記接続を承認する。
　
【発明の効果】
【０００９】
　本発明にあっては、電力消費を抑えつつ、操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態にかかるシステムの構成例を示す図である。
【図２】画像形成装置の構成例を示す外観図である。
【図３】画像形成装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図４】人体検知センサによる人の近接と離脱の検知の例を示す図である。
【図５】画像形成装置のソフトウェア構成例を示す図である。
【図６】端末装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図７】端末装置のソフトウェア構成例を示す図である。
【図８】WiFi-Directのモード切り替えに関する設定画面の例を示す図である。
【図９】ネットワーク制御部の処理例を示すフローチャートである。
【図１０】操作部の画面例を示す図である。
【図１１】実施形態の処理例を示すシーケンス図（その１）である。
【図１２】実施形態の処理例を示すシーケンス図（その２）である。
【図１３】実施形態の処理例を示すシーケンス図（その３）である。
【図１４】実施形態の処理例を示すシーケンス図（その４）である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の好適な実施形態につき説明する。なお、電子機器として画像形成装置１
を例に説明するが、画像形成装置以外の電子機器についても適用できることはいうまでも
ない。
【００１２】
　＜構成＞
　図１は本発明の一実施形態にかかるシステムの構成例を示す図である。図１において、
有線のネットワークＮには、ＭＦＰ等の画像形成装置１と、ＰＣ（Personal Computer）
等の端末装置２と、無線ＬＡＮのアクセスポイント３とが接続されている。画像形成装置
１は、有線による通信インタフェースと無線による通信インタフェースとを備えている。
端末装置２は、有線による通信インタフェースを備えている。アクセスポイント３は、有
線と無線を仲介するものである。
【００１３】
　また、無線による通信インタフェースを備えた携帯型の端末装置として、スマートフォ
ン等の端末装置４とノートＰＣ等の端末装置５が、無線によりアクセスポイント３を介し
てネットワークＮに接続可能であるとともに、ＷｉＦｉダイレクトにより画像形成装置１
と直接に接続して通信を行うことができるようになっている。
【００１４】
　図２は画像形成装置１の構成例を示す外観図である。図２において、画像形成装置１は
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、操作部１１、原稿読取部１２、給紙部１３、印刷部１４および排紙部１５の各ユニット
から構成されている。
【００１５】
　操作部１１は、ユーザに画像形成装置１の状態を表示し、ユーザからの要求を受け取る
ユニットである。原稿読取部１２は、コピー元となる原稿を読み取るユニットである。給
紙部１３は、印字する紙を供給するユニットである。印刷部１４は、原稿読取部１２で読
み取った原稿またはデータとして与えられた原稿に基づき、給紙部１３から給紙した紙に
印字するユニットである。排紙部１５は、印刷部１４で印字された紙を排出するユニット
である。
【００１６】
　図３は画像形成装置１のハードウェア構成例を示す図である。図３において、画像形成
装置１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１とＲＯＭ（Read Only Memory）１
０２とＲＡＭ（Random Access Memory）１０３とＨＤＤ（Hard Disk Drive）１０４とエ
ンジン１０５と報知部１０６と操作部１０７と人体検知センサ１０８と通信Ｉ／Ｆ（Inte
rface）１０９とを備えている。
【００１７】
　ＣＰＵ１０１は、画像形成装置１を統括的に制御する部分である。ＣＰＵ１０１は、制
御に際し、ＲＡＭ１０３をワークエリア（作業領域）として、ＲＯＭ１０２またはＨＤＤ
１０４に格納されているプログラムを実行する。エンジン１０５は、読取動作または印刷
動作を実現するハードウェアであり、コピー機能、スキャナ機能、ファックス機能、プリ
ンタ機能等の各種機能を実現する。報知部１０６は、ユーザに画像形成装置１の状態を提
示するハードウェアであり、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）、パトライト(登録商標)、
ブザー等である。操作部１０７は、ユーザから操作を受付け、また、ユーザへ画像形成装
置１の状態を通知するインタフェースである。人体検知センサ１０８は、画像形成装置１
への人の近接と離脱を検知するセンサである。通信Ｉ／Ｆ１０９は、有線によりネットワ
ークＮと接続をするとともに、無線により外部のデバイスと接続するためのインターフェ
ースである。
【００１８】
　図４は人体検知センサ１０８による人の近接と離脱の検知の例を示す図である。図４に
おいては、操作部１１内に人体検知センサ１０８が設けられた例を示しており、人体検知
センサ１０８の位置から半径が検知距離の領域に人が近接してきて領域に入った時点と、
領域内から離脱して領域から出た時点とに検知を行う。なお、人体検知センサ１０８の配
置は、操作部１１内に限定されるものではなく、画像形成装置１の他の場所であってもい
いし、有線または無線により画像形成装置１から離れた場所であってもよい。また、人体
検知センサ１０８の検知する領域は、無指向性の円形に限らず、指向性のある形状でもよ
い。
【００１９】
　図５は画像形成装置１のソフトウェア構成例を示す図である。図５において、画像形成
装置１は、機器動作判定制御部１１１と操作部制御部１１２と省エネ移行復帰制御部１１
３とネットワーク制御部１１４とを備えている。
【００２０】
　機器動作判定制御部１１１は、画像形成装置１の機器状態の制御を行うものである。本
実施形態において、機器動作判定制御部１１１は、人体検知センサ１０８から人の近接の
トリガを受けた場合に、関連する制御部に近接情報を通知（近接通知）し、人体検知セン
サ１０８から人の離脱のトリガを受けた場合に関連する制御部に離脱情報を通知（離脱通
知）する。
【００２１】
　操作部制御部１１２は、関連する制御部からの要求を受けて操作部１０７を制御し、操
作部１０７における情報の表示制御とユーザからの操作入力を行うものである。
【００２２】
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　省エネ移行復帰制御部１１３は、機器動作判定制御部１１１から受けた省エネ移行また
は省エネ復帰の要求に従い、操作部１０７とエンジン１０５に電源の供給を停止・開始す
るものである。
【００２３】
　ネットワーク制御部１１４は、通信Ｉ／Ｆ１０９を介してネットワーク機器と通信パケ
ットをやり取りするものである。また、ネットワーク制御部１１４は、ユーザや機器動作
判定制御部１１１からの要求を受けて、ネットワークを制御する。本実施形態において、
ネットワーク制御部１１４は、機器動作判定制御部１１１から近接通知や離脱通知を受け
て、通信Ｉ／Ｆ１０９による無線ＬＡＮの通信モードを変更する。
【００２４】
　図６は端末装置４、５のハードウェア構成例を示す図である。図６において、端末装置
４等は、バス４０７を介して相互に接続されたＣＰＵ４０１、ＲＡＭ４０２、ＲＯＭ４０
３、フラッシュメモリ４０４、接続Ｉ／Ｆ４０５、通信Ｉ／Ｆ４０６を備えている。ＣＰ
Ｕ４０１は、ＲＡＭ４０２をワークエリアとしてＲＯＭ４０３またはフラッシュメモリ４
０４等に格納されたプログラムを実行することで、端末装置４等の動作を統括的に制御す
る。接続Ｉ／Ｆ４０５は、端末装置４等に接続される機器とのインタフェースである。通
信Ｉ／Ｆ４０６は、ネットワークを介して他の情報処理装置等と通信を行うためのインタ
フェースである。
【００２５】
　図７は端末装置４、５のソフトウェア構成例を示す図である。図７において、端末装置
４等は、任意のアプリケーションプログラムが実行されるアプリケーション部４１と、Ｏ
Ｓ（Operating System）４２の一部として、無線ＬＡＮ機器同士の暗号化設定を容易に行
えるようにするためのＷＰＳ（WiFi Protected Setup）の処理を実行するＷＰＳ処理部４
３とを備えている。
【００２６】
　＜動作＞
　図８はWiFi-Directのモード切り替えに関する設定画面の例を示す図である。図８にお
いて、「WiFi-Direct設定」画面には、「自動有効切り替え設定」について「有効」と「
無効」のボタンが設けられるとともに、「無効切り替え時間」について秒数が入力できる
ようになっている。これらの設定は操作部制御部１１２の制御の下で行われ、設定値は、
ネットワーク制御部１１４の管理下の記憶領域（ＲＡＭ１０３、ＨＤＤ１０４等）に格納
される。
【００２７】
　「自動有効切り替え設定」で「有効」が選択された場合、ユーザの近接通知を受けた場
合にWiFi-Directモードが自動的に有効になる。「無効」の場合は、近接通知を受けても
モード切り替えは行われない。
【００２８】
　「無効切り替え時間」は、「自動有効切り替え設定」が「有効」の場合に設定可能とな
り、WiFi-Directの通信完了後（通信が開始しない場合を含む）にモードを無効にするま
でのタイムアウト時間を設定する。
【００２９】
　また、WiFi-Directモードについては、別途、接続方法の設定として、「ＰＩＮコード
接続モード」か「ＷＰＳボタンモード」かの設定が行われる。「ＰＩＮコード接続モード
」は、画像形成装置１側でＰＩＮ（Personal Identification Number）を生成して表示し
、WiFi-Direct接続しようとする端末装置４、５等の側でそのＰＩＮを入力することでWiF
i設定を行うものである。「ＷＰＳボタンモード」は、画像形成装置１側で自己のＳＳＩ
Ｄ（Service Set Identifier）を表示し、WiFi-Direct接続しようとする端末装置４、５
等の側でＷＰＳボタンを押下し、画像形成装置１のＳＳＩＤを選択することでWiFi設定を
行うものである。これらの設定も操作部制御部１１２の制御の下で行われ、設定値は、ネ
ットワーク制御部１１４の管理下の記憶領域に格納される。
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【００３０】
　なお、Bluetooth（登録商標）のように省電力で動作可能な場合は自動切り替えを行わ
ずに常時待ち受け可能にしてもよい。
【００３１】
　図９はネットワーク制御部１１４の処理例を示すフローチャートである。
【００３２】
　図９において、ネットワーク制御部１１４は、ユーザが画像形成装置１に近接し、機器
動作判定制御部１１１からユーザ近接通知を受信するのを待つ（ステップＳ１１、Ｓ１２
）。ユーザ近接通知がない場合、ネットワーク制御部１１４は待機状態か省エネ状態で待
ち続ける。
【００３３】
　ユーザ近接通知を受信した場合、ネットワーク制御部１１４は、WiFi-Directの接続方
法を確認し、WiFi-Directモードを有効にして、設定された接続方法でWiFi-Directの接続
を待ち受ける（ステップＳ１３～Ｓ１７）。
【００３４】
　すなわち、接続方法がＰＩＮコード接続モードの場合、ネットワーク制御部１１４は、
操作部１０７にＳＳＩＤとＰＩＮを表示する要求を送信する（ステップＳ１５）。図１０
（ａ）はこの場合の操作部１０７における表示画面例を示しており、メッセージ「Wi-Fi 
Direct接続:SSID:DIRECT-ABC-DEF PINコート゛:12345678」を画面下部のメッセージ表示
欄に表示している。
【００３５】
　図９に戻り、接続方法がＷＰＳボタンモードの場合、ネットワーク制御部１１４は、操
作部１０７にＳＳＩＤの表示要求を送信する（ステップＳ１６）。図１０（ｂ）はこの場
合の操作部１０７における表示画面例を示しており、メッセージ「Wi-Fi Direct接続:端
末側のＷＰＳボタンを押してください　SSID:DIRECT-ABC-DEF」画面下部のメッセージ表
示欄に表示している。
【００３６】
　図９に戻り、ネットワーク制御部１１４は、ユーザの端末装置から接続要求を待ち受け
（ステップＳ１７）、接続要求が来たら認証し接続する（ステップＳ１８）。
【００３７】
　図１１および図１２は上記の実施形態の処理例を示すシーケンス図であり、図１１はユ
ーザが画像形成装置１に近接した場合、図１２はユーザが離脱した場合を示している。な
お、接続方法はＷＰＳボタンモードに設定されているものとしている。
【００３８】
　図１１において、ユーザが画像形成装置１を利用するために近接すると（ステップＳ１
０１）、画像形成装置１の機器動作判定制御部１１１は、人体検知センサ１０８により人
の近接を検知する（ステップＳ１０２、Ｓ１０３）。
【００３９】
　機器動作判定制御部１１１は、画像形成装置１が省エネ状態だった場合、省エネ移行復
帰制御部１１３に対して省エネ復帰要求を行って関連モジュールを復帰させる（ステップ
Ｓ１０４）。
【００４０】
　省エネ移行復帰制御部１１３は、同様に、操作部制御部１１２に対して省エネ復帰要求
を行う（ステップＳ１０５）。
【００４１】
　操作部制御部１１２は、省エネ状態から復帰するために、バックライトをオン（ＯＮ）
し、操作部１０７に待機画面を表示して機器状態を表示する（ステップＳ１０６）。
【００４２】
　省エネ移行復帰制御部１１３は、エンジン１０５のエンジンボードに電源の供給を開始
し（ステップＳ１０７）、ネットワーク制御部１１４に対して無線ＬＡＮ復帰要求を行っ



(8) JP 6524717 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

て通信Ｉ／Ｆ１０９を省エネ状態から復帰させる（ステップＳ１０８）。
【００４３】
　ネットワーク制御部１１４は、無線ＬＡＮが無効だった場合は有効にする（ステップＳ
１０９）。
【００４４】
　機器動作判定制御部１１１は、ネットワーク制御部１１４に対してユーザの近接を通知
する（ステップＳ１１０）。
【００４５】
　ネットワーク制御部１１４は、無線ＬＡＮのWiFi-Directモードを有効にし、クライア
ント（端末装置４、５等）からの接続を待ち受ける（ステップＳ１１１）。
【００４６】
　ネットワーク制御部１１４は、WiFi-Directモードに変更後、操作部制御部１１２に対
して画像形成装置１側のWiFi-Direct接続用のＳＳＩＤを操作部１０７に表示する要求を
行う（ステップＳ１１２）。
【００４７】
　操作部制御部１１２は、無線状態として自己のＳＳＩＤを操作部１０７に表示する（ス
テップＳ１１３）。このＳＳＩＤは、端末装置４、５等の側で接続相手を選択する場合の
確認に用いられる。
【００４８】
　ユーザは端末装置４（５）にＷＰＳ処理部４３により表示されるＷＰＳボタンを押下す
ることでWiFi-DirectのＷＰＳモードを選択する（ステップＳ１１４）。
【００４９】
　端末装置４（５）と画像形成装置１のネットワーク制御部１１４の間でＷＰＳ接続のネ
ゴシエーションを行い（ステップＳ１１５）、WiFi-Direct接続が行われてネットワーク
接続が完了する（ステップＳ１１６）。その後、端末装置４（５）のユーザは、アプリケ
ーション部４１から画像形成装置１に対して直接に印刷を要求する等のジョブ投入を行う
。
【００５０】
　次に、図１２において、ユーザが画像形成装置１の利用を終えて離脱すると（ステップ
Ｓ１２１）、画像形成装置１の機器動作判定制御部１１１は、人体検知センサ１０８によ
り人の離脱を検知する（ステップＳ１２２、Ｓ１２３）。
【００５１】
　機器動作判定制御部１１１は、ネットワーク制御部１１４に対してユーザの離脱を通知
する（ステップＳ１２４）。
【００５２】
　ネットワーク制御部１１４は、WiFi-Directモードを無効にし（ステップＳ１２５）、
無無線ＬＡＮが有効だった場合は無効にする（ステップＳ１２６）。
【００５３】
　＜変形例＞
　図１３および図１４は他の処理例であり、WiFi-Directモードに変更した後、周囲にWiF
i機器が存在するか否か検索し、応答があった場合にのみＳＳＩＤを表示し、ＳＳＩＤが
不必要な状態で表示されないようにしたものである。
【００５４】
　図１３において、ステップＳ２０１～Ｓ２１１は、図１１のステップＳ１０１～Ｓ１１
１と同様である。
【００５５】
　図１３において、無線ＬＡＮのWiFi-Directモードを有効（ステップＳ２１１）にした
後、ネットワーク制御部１１４は、周囲のWiFi機器を検索する（ステップＳ２１２）。
【００５６】
　ネットワーク制御部１１４は、周囲のWiFi機器から応答が得られた場合（ステップＳ２
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１３）、操作部制御部１１２に対して画像形成装置１側のWiFi-Direct接続用のＳＳＩＤ
を操作部１０７に表示する要求を行う（ステップＳ２１４）。その後の処理は図１１のス
テップＳ１１３～Ｓ１１６と同様である。
【００５７】
　図１４において、ステップＳ２２１～Ｓ２３２は、図１３のステップＳ２０１～Ｓ２１
２と同様である。
【００５８】
　図１４において、周囲のWiFi機器を検索（ステップＳ２３２）した後、ネットワーク制
御部１１４は、周囲のWiFi機器から応答が得られずに所定時間待機してタイムアウトした
場合（ステップＳ２３３）、WiFi-Directモードを無効にし（ステップＳ２３４）、無線
ＬＡＮが有効だった場合は無効にする（ステップＳ２３５）。
【００５９】
　＜総括＞
　以上説明したように、本実施形態によれば、ユーザが近接した場合にだけWiFi-Direct
モードを自動的に有効にすることができるため、電力消費を抑えつつ、操作性を向上させ
ることができる。
【００６０】
　以上、本発明の好適な実施の形態により本発明を説明した。ここでは特定の具体例を示
して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは
明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるもの
と解釈してはならない。
【００６１】
　＜実施形態の用語と請求項の用語の対応＞
　「画像形成装置１」は「電子機器」の一例である。「通信Ｉ／Ｆ１０９」は「通信手段
」の一例である。「WiFi-Directモード」は「端末装置と直接に通信を行う通信モード」
の一例である。「人体検知センサ１０８」は「人体検知手段」の一例である。「ネットワ
ーク制御部１１４」は「ネットワーク制御手段」の一例である。
【００６２】
　「ネットワーク制御部１１４」は「検索手段」の一例である。「操作部制御部１１２」
は「設定手段」の一例である。
【００６３】
　なお、本発明は「電子機器」として構成することができるとともに、電子機器を構成す
る各部（各手段）の機能をコンピュータに実現させるプログラムとしても構成することが
できる。また、そのプログラムを記録した記録媒体として構成することもできる。
【符号の説明】
【００６４】
　Ｎ　　　　　ネットワーク
　１　　　　　画像形成装置
　１１　　　　操作部
　１２　　　　原稿読取部
　１３　　　　給紙部
　１４　　　　印刷部
　１５　　　　排紙部
　１０１　　　ＣＰＵ
　１０２　　　ＲＯＭ
　１０３　　　ＲＡＭ
　１０４　　　ＨＤＤ
　１０５　　　エンジン
　１０６　　　報知部
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　１０７　　　操作部
　１０８　　　人体検知センサ
　１０９　　　通信Ｉ／Ｆ
　１１１　　　機器動作判定制御部
　１１２　　　操作部制御部
　１１３　　　省エネ移行復帰制御部
　１１４　　　ネットワーク制御部
　２　　　　　端末装置
　３　　　　　アクセスポイント
　４、５　　　端末装置
　４１　　　　アプリケーション部
　４２　　　　ＯＳ
　４３　　　　ＷＰＳ処理部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６５】
【特許文献１】特開２００５‐２４４３２９号公報

【図１】 【図２】
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