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(57)【要約】
【課題】高い処理速度を維持し、かつ、消費電力を削減
できる画像形成装置を提供する。
【解決手段】画像形成装置は、制御部が画像形成部及び
画像読取部を制御してユーザにより指定されたジョブを
実行する。ジョブの指定が行われると（Ｓ１０１）、ジ
ョブの内容に基づいて、電力供給部が供給する必要電力
量が算出される（Ｓ１０３）。必要電力量が所定値を超
えていれば（Ｓ１０５：ＮＯ）、制御部は、電力超過量
、ジョブの内容、及びオプション装置の装着状況などに
基づいて、電力削減テーブルを参照し、適用すべき電力
削減モードを選択する（Ｓ１０７）。制御部は、選択さ
れた電力削減モードに基づいて画像形成装置の電力を削
減し（Ｓ１０９）、ジョブを実行する（Ｓ１１１）。画
像形成装置の生産性に悪影響を与えない箇所の電力が削
減されるので、高い処理速度を維持しつつ孤立的に消費
電力が削減される。
【選択図】図５



(2) JP 2011-191424 A 2011.9.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙に画像を形成する画像形成部と、
　原稿を画像データとして読み取る画像読取部と、
　少なくとも前記画像形成部及び前記画像読取部とを含む装置各部への電力供給を行う電
力供給部と、
　ユーザにより指定されたジョブの内容に基づいて、前記電力供給部が装置各部へ供給す
る必要がある電力に関する値を算出する算出部と、
　前記算出部により算出された電力に関する値と所定値とを比較する比較部と、
　前記比較部の比較結果に基づいて、予め複数の電力削減モードが設定された電力削減テ
ーブルを参照し、適用すべき電力削減モードを選択する選択部と、
　前記選択部により選択された電力削減モードに基づいて前記画像形成部及び前記画像読
取部とを含む装置各部についての制御を行うことで、前記ジョブを実行する実行部とを備
える、画像形成装置。
【請求項２】
　前記選択部は、前記ユーザにより指定されたジョブの内容に基づいて、前記電力削減モ
ードの選択を行う、請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記選択部は、現在の画像形成装置の状態に応じて、前記電力削減モードの選択を行う
、請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記選択部は、前記算出部により算出された電力に関する値の前記所定値からの超過量
に応じて、前記電力削減モードの選択を行う、請求項１から３のいずれかに記載の画像形
成装置。
【請求項５】
　前記選択部は、ユーザにより指定された第１のジョブの実行が完了していない状態で、
前記第１のジョブとは別の第２のジョブがユーザにより指定されたとき、前記第１のジョ
ブの内容及び前記第２のジョブの内容に基づいて前記電力削減モードの選択を行う、請求
項１から４のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記実行部は、ユーザにより指定された第１のジョブの実行が完了していない状態で、
前記第１のジョブとは別の第２のジョブがユーザにより指定されたとき、前記第１のジョ
ブに対しては電力を削減するための制御を実行せず、前記第２のジョブに対して電力を削
減するための制御を実行する、請求項１から５のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項７】
　用紙に画像を形成する画像形成部と、
　原稿を画像データとして読み取る画像読取部と、
　少なくとも前記画像形成部及び前記画像読取部とを含む装置各部への電力供給を行う電
力供給部とを備えた画像形成装置の制御方法であって、
　ユーザにより指定されたジョブの内容に基づいて、前記電力供給部が装置各部へ供給す
る必要がある電力に関する値を算出する算出ステップと、
　前記算出ステップにより算出された電力に関する値と所定値とを比較する比較ステップ
と、
　前記比較ステップの比較結果に基づいて、予め複数の電力削減モードが設定された電力
削減テーブルを参照し、適用すべき電力削減モードを選択する選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された電力削減モードに基づいて前記画像形成部及び前記
画像読取部とを含む装置各部についての制御を行うことで、前記ジョブを実行する実行ス
テップとを備える、画像形成装置の制御方法。
【請求項８】
　用紙に画像を形成する画像形成部と、
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　原稿を画像データとして読み取る画像読取部と、
　少なくとも前記画像形成部及び前記画像読取部とを含む装置各部への電力供給を行う電
力供給部とを備えた画像形成装置の制御プログラムであって、
　ユーザにより指定されたジョブの内容に基づいて、前記電力供給部が装置各部へ供給す
る必要がある電力に関する値を算出する算出ステップと、
　前記算出ステップにより算出された電力に関する値と所定値とを比較する比較ステップ
と、
　前記比較ステップの比較結果に基づいて、予め複数の電力削減モードが設定された電力
削減テーブルを参照し、適用すべき電力削減モードを選択する選択ステップと、
　前記選択ステップにより選択された電力削減モードに基づいて前記画像形成部及び前記
画像読取部とを含む装置各部についての制御を行うことで、前記ジョブを実行する実行ス
テップとをコンピュータに実行させる、画像形成装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及び画像形成装置の制御プログ
ラムに関し、特に、画像形成機能に加えてその他の機能を有する画像形成装置、画像形成
装置の制御方法、及び画像形成装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置（スキャナ機能、ファクシミリ機能、複写機能、プリンタとしての機能、
データ通信機能、及びサーバ機能を備えたＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅ
ｒｉｐｈｅｒａｌ）、ファクシミリ装置、複写機、プリンタなど）においては、画像形成
機能に加えてその他の機能を有するものがある。このような画像形成装置においては、装
置全体で使用できる電力の値が、規格値として予め定められている。画像形成装置を動作
させる際は、装置全体で消費される電力の値が規格値を超えないようにする必要がある。
【０００３】
　下記特許文献１には、装置を構成する電力消費部毎に消費電力の積算値を検出し、検出
した消費電力の積算値に基づいて残電源容量を計算する画像形成装置が開示されている。
この画像形成装置は、残電源容量の計算結果に基づいて、電力消費部毎の電源容量割当て
を管理し、画像形成装置の電力使用を細かく管理する。画像形成装置においては、処理速
度（スループット）が落ちないように、状況に応じて、各電力消費部の優先度の再計算が
実行される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２７５１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に記載の画像形成装置では、画像形成装置の動作モードや、画像
形成装置と共に用いられるオプション装置の装着状態・使用状態によっては、処理速度を
落とさないように電力削減できる箇所が限られる場合がある。すなわち、特許文献１に記
載の画像形成装置では、処理速度に寄与しない箇所の電力消費が抑えられるだけであるの
で、削減される電力量は少ない。
【０００６】
　この発明はそのような問題点を解決するためになされたものであり、高い処理速度を維
持し、かつ、消費電力を削減できる画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及び画像形
成装置の制御プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　上記目的を達成するためこの発明のある局面に従うと、画像形成装置は、用紙に画像を
形成する画像形成部と、原稿を画像データとして読み取る画像読取部と、少なくとも画像
形成部及び画像読取部とを含む装置各部への電力供給を行う電力供給部と、ユーザにより
指定されたジョブの内容に基づいて、電力供給部が装置各部へ供給する必要がある電力に
関する値を算出する算出部と、算出部により算出された電力に関する値と所定値とを比較
する比較部と、比較部の比較結果に基づいて、予め複数の電力削減モードが設定された電
力削減テーブルを参照し、適用すべき電力削減モードを選択する選択部と、選択部により
選択された電力削減モードに基づいて画像形成部及び画像読取部とを含む装置各部につい
ての制御を行うことで、ジョブを実行する実行部とを備える。
【０００８】
　好ましくは選択部は、ユーザにより指定されたジョブの内容に基づいて、電力削減モー
ドの選択を行う。
【０００９】
　好ましくは選択部は、現在の画像形成装置の状態に応じて、電力削減モードの選択を行
う。
【００１０】
　好ましくは選択部は、算出部により算出された電力に関する値の所定値からの超過量に
応じて、電力削減モードの選択を行う。
【００１１】
　好ましくは選択部は、ユーザにより指定された第１のジョブの実行が完了していない状
態で、第１のジョブとは別の第２のジョブがユーザにより指定されたとき、第１のジョブ
の内容及び第２のジョブの内容に基づいて電力削減モードの選択を行う。
【００１２】
　好ましくは実行部は、ユーザにより指定された第１のジョブの実行が完了していない状
態で、第１のジョブとは別の第２のジョブがユーザにより指定されたとき、第１のジョブ
に対しては電力を削減するための制御を実行せず、第２のジョブに対して電力を削減する
ための制御を実行する。
【００１３】
　この発明の他の局面に従うと、用紙に画像を形成する画像形成部と、原稿を画像データ
として読み取る画像読取部と、少なくとも画像形成部及び画像読取部とを含む装置各部へ
の電力供給を行う電力供給部とを備えた画像形成装置の制御方法は、ユーザにより指定さ
れたジョブの内容に基づいて、電力供給部が装置各部へ供給する必要がある電力に関する
値を算出する算出ステップと、算出ステップにより算出された電力に関する値と所定値と
を比較する比較ステップと、比較ステップの比較結果に基づいて、予め複数の電力削減モ
ードが設定された電力削減テーブルを参照し、適用すべき電力削減モードを選択する選択
ステップと、選択ステップにより選択された電力削減モードに基づいて画像形成部及び画
像読取部とを含む装置各部についての制御を行うことで、ジョブを実行する実行ステップ
とを備える。
【００１４】
　この発明のさらに他の局面に従うと、用紙に画像を形成する画像形成部と、原稿を画像
データとして読み取る画像読取部と、少なくとも画像形成部及び画像読取部とを含む装置
各部への電力供給を行う電力供給部とを備えた画像形成装置の制御プログラムは、ユーザ
により指定されたジョブの内容に基づいて、電力供給部が装置各部へ供給する必要がある
電力に関する値を算出する算出ステップと、算出ステップにより算出された電力に関する
値と所定値とを比較する比較ステップと、比較ステップの比較結果に基づいて、予め複数
の電力削減モードが設定された電力削減テーブルを参照し、適用すべき電力削減モードを
選択する選択ステップと、選択ステップにより選択された電力削減モードに基づいて画像
形成部及び画像読取部とを含む装置各部についての制御を行うことで、ジョブを実行する
実行ステップとをコンピュータに実行させる。
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【発明の効果】
【００１５】
　これらの発明に従うと、ジョブの内容に基づいて電力に関する値が算出され、それと所
定値との比較結果に基づいて適用すべきものとして選択された電力削減モードに従って、
装置各部が制御される。したがって、高い処理速度を維持し、かつ、消費電力を削減でき
る画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及び画像形成装置の制御プログラムを提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態の１つにおける画像形成装置を示す斜視図である。
【図２】画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図３】オプション装置が取り付けられている状態の画像形成装置の構成を示すブロック
図である。
【図４】電力削減テーブルの一例を示す図である。
【図５】制御部による消費電力削減機能に関する制御を示すフローチャートである。
【図６】マルチジョブ時テーブルの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態の１つにおける画像形成装置について説明する。
【００１８】
　画像形成装置は、スキャナ機能、複写機能、プリンタとしての機能、ファクシミリ機能
、データ通信機能、及びサーバ機能を備えたＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐ
ｅｒｉｐｈｅｒａｌ）である。スキャナ機能では、画像読取機能によりセットされた原稿
の画像を読み取ってそれをＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等に蓄積する。複
写機能では、さらにそれを画像形成機能により用紙等に印刷（プリント）する。プリンタ
としての機能では、ＰＣ等の外部端末から印刷指示を受けるとその指示に基づいて画像形
成機能により用紙に印刷を行う。ファクシミリ機能では、外部のファクシミリ装置等から
ファクシミリデータを受信してそれをＨＤＤ等に蓄積したり用紙等に印刷したりする。デ
ータ通信機能では、接続された外部機器との間でデータを送受信する。サーバ機能では、
複数のユーザでＨＤＤ等に記憶したデータなどを共有可能にする。
【００１９】
　本実施の形態において、画像形成装置全体の低圧電力量と定着必要電力量と（使用電力
の総和）が装置全体の規格値を越えると判断された場合において、使用電力の総和を規格
値内に抑えるために、電力削減モードが選択される。電力削減モードは、予め複数の電力
削減モードが設定されている電力削減テーブルから、最適な電力削減モードが選択される
。電力削減テーブルに登録されている電力削減モードは、動作モード及びオプション装置
の装着状態に応じて、画像形成装置の生産性（例えば、画像形成装置の処理時間など）が
考慮されたうえで設定されているものである。
【００２０】
　複数ある電力削減テーブルから最適な電力削減モードが選択されるので、画像形成装置
の動作状態がどのようであっても、画像形成装置の生産性の維持と消費電力の削減とを両
立できる。
【００２１】
　［実施の形態］
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態の１つにおける画像形成装置を示す斜視図である。
【００２３】
　［画像形成装置１の構成］
【００２４】
　図を参照して画像形成装置１は、給紙カセット３と、排紙トレイ５と、操作部１１と、
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制御部２０と、画像形成部３０と、原稿読取部４０と、電力供給部６０とを備える。制御
部２０、画像形成部３０、及び電力供給部６０は、画像形成装置１の筐体の内部に配置さ
れている。
【００２５】
　この画像形成装置１は、３つの給紙カセット３（給紙カセット３ａ，３ｂ，３ｃ）を有
している。それぞれの給紙カセット３には、例えば、互いに異なるサイズの用紙（Ｂ５サ
イズ、Ａ４サイズ、及びＡ３サイズなど）が装てんされている。給紙カセット３は、画像
形成装置１の下部に、画像形成装置１の筐体に抜き差し可能に配置されている。各給紙カ
セット３に装てんされた用紙は、印字時に、１枚ずつ給紙カセット３から給紙され、画像
形成部３０に送られる。給紙カセット３の数は３つに限られず、それより多くても少なく
てもよい。
【００２６】
　排紙トレイ５は、画像形成装置１の筐体のうち画像形成部３０が収納されている部位の
上方で原稿読取部４０が配置されている部位の下方に配置されている。排紙トレイ５には
、画像形成部３０により画像が形成された用紙が筐体の内部から排紙される。
【００２７】
　電力供給部６０は、画像形成装置１の筐体の内部に設けられている。電力供給部６０は
、商用電源に接続され、商用電源をもとに、制御部２０や画像形成部３０などに電力を供
給する。
【００２８】
　操作部１１は、画像形成装置１の上部前面側に配置されている。操作部１１には、ユー
ザにより押下操作可能な複数の操作ボタン１１ａが配置されている。また、操作部１１に
は、表示パネル１３が配置されている。表示パネル１３は、例えば、タッチパネルを備え
たＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）である。表示パネル１３は
、ユーザに案内画面を表示したり、操作ボタンを表示してユーザからのタッチ操作を受け
付けたりする。表示パネル１３は、制御部２０により制御されて表示を行う。操作部１１
は、操作ボタン１１ａや表示パネル１３がユーザにより操作されると、その操作に応じた
操作信号又は所定のコマンドを制御部２０に送信する。すなわち、ユーザは、操作部１１
に操作を行うことにより、画像形成装置１に種々の動作を実行させることができる。
【００２９】
　画像形成部３０は、おおまかに、トナー像形成部（図示せず）と、用紙搬送部（図示せ
ず）と、定着部５０（図２に示す。）とを有している。画像形成部３０は、電子写真方式
で用紙に画像を形成する。画像形成部３０は、原稿読取部４０から送られた画像データや
、外部インターフェース（図示せず）から送られた入力データを処理し、用紙に画像を形
成する。例えば、原稿読取部４０から送られた画像データに基づいて画像形成部３０が用
紙に画像を形成することにより、複写機能が実現される。また、例えば、外部インターフ
ェイス部を介して接続されたＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等から送られ
た入力データに基づいて画像形成部３０が用紙に画像を形成することにより、プリンタと
しての機能が実現される。
【００３０】
　用紙搬送部は、給紙ローラ、搬送ソーラ、及びそれらを駆動するモータなどで構成され
ている。用紙搬送部は、用紙を給紙カセット３から給紙して、画像形成装置１の筐体の内
部で搬送する。また、用紙搬送部は、画像が形成された用紙を画像形成装置１の筐体から
排紙トレイ５などに排出する。
【００３１】
　トナー像形成部は、いわゆるタンデム方式で４色の画像を合成する。すなわち、画像形
成部３０は、用紙にカラー画像を形成できる。トナー像形成部は、イエロー、マゼンタ、
シアン、及びブラックのＣＭＹＫ各色の画像を形成する４組のプリントヘッド、感光体の
露光を行うレーザスキャンユニット、各プリントヘッドで現像された各色の画像が重ねら
れる中間転写ベルト、及び中間転写ベルト上のトナー像を用紙に転写する転写ローラなど
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で構成されている。
【００３２】
　トナー像形成部において、ＹＭＣＫの各色別の画像データに基づいて、レーザスキャン
ユニットにより各プリントヘッドの感光体上に潜像が形成される。各プリントヘッドにお
いて現像工程が行われ、感光体上に各色別のトナー像が形成される。各感光体によりトナ
ー像が中間転写ベルトに転写され、その中間転写ベルト上に、用紙に形成されるトナー像
の鏡像が形成される（１次転写）。その後、転写ローラにより、中間転写ベルトに形成さ
れたトナー像が用紙に転写される（２次転写）。
【００３３】
　定着部５０は、加熱ローラと加圧ローラとを有している。定着部５０は、加熱ローラと
加圧ローラとでトナー像が形成された用紙を挟みながら搬送し、その用紙に加熱及び加圧
を行う。これにより、定着部５０は、用紙に付着したトナーを溶融させて用紙に定着させ
、用紙に画像を形成する。
【００３４】
　原稿読取部４０は、画像形成装置１の筐体の上部に配置されている。原稿読取部４０は
、ＡＤＦ（Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）４１を有している。原稿読取部
４０は、上述のスキャナ機能を実行する。原稿読取部４０は、透明な原稿台に配置された
原稿をコンタクトイメージセンサにより走査して、それを画像データとして読み取る。ま
た、原稿読取部４０は、原稿トレイにセットされた複数枚の原稿をＡＤＦ４１により順次
取り込みながら、コンタクトイメージセンサによりその原稿の画像データを読み取る。
【００３５】
　図２は、画像形成装置１の構成を示すブロック図である。
【００３６】
　図を参照して、制御部２０は、画像形成部３０、原稿読取部４０、及び電力供給部６０
などの制御を行う。制御部２０は、例えば、ＣＰＵやメモリなどで構成されている。制御
部２０は、メモリなどに記憶された制御プログラム２１を含む。制御部２０は、制御プロ
グラム２１を実行することにより、画像形成装置１の動作を制御する。
【００３７】
　電力供給部６０は、画像形成部３０及び原稿読取部４０を含む画像形成装置１の各部に
電力を供給する。本実施の形態において、画像形成部３０には、定着電力供給部５５が設
けられている。定着電力供給部５５は、電力供給部６０から画像形成部３０に供給された
電力に基づいて、定着部５０に電力を供給する。すなわち、定着電力供給部５５により電
力が供給されることで、定着部５０は、用紙を加熱してトナー像を用紙に定着させる。
【００３８】
　ここで、画像形成装置１には、オプション装置を取付け可能である。画像形成装置１は
、オプション装置が取り付けられることで、画像形成装置１の用途や状況等に応じて使用
される。
【００３９】
　図３は、オプション装置８０が取り付けられている状態の画像形成装置１の構成を示す
ブロック図である。
【００４０】
　オプション装置８０としては、例えば、フィニッシャや、ＬＣＴ（Ｌａｒｇｅ　Ｃａｐ
ａｃｉｔｙ　Ｔｒａｙ）などがある。フィニッシャは、画像形成部３０により画像が形成
された用紙をステープルにより束ねたり冊子状に折り曲げたりして出力する。ＬＣＴは、
給紙カセット３よりも多くの用紙を給紙可能に保持することができる。
【００４１】
　図を参照して、オプション装置８０が取り付けられているとき、オプション装置８０は
、電力供給部６０から電力が供給されて動作する。オプション装置８０は、制御部２０に
より、画像形成部３０と共に制御される。すなわち、オプション装置８０は、例えば画像
形成部３０に同期して動作を行い、その機能を発揮することができる。
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【００４２】
　なお、オプション装置８０としては上述のものに限られるものではない。また、オプシ
ョン装置８０は、例えば原稿読取部４０と共に動作するものであってもよい。
【００４３】
　［消費電力削減機能の説明］
【００４４】
　本実施の形態において、画像形成装置１は、消費電力削減機能を有している。消費電力
削減機能は、画像形成装置１で使用される電力の総和（以下、必要電力量と呼ぶことがあ
る。）が画像形成装置１の全体の規格値を越えることが予期される場合において、実際に
使用される電力を規格値内に抑える機能である。消費電力削減機能は、例えば、制御部２
０が制御プログラム２１を実行させることにより、実行される。
【００４５】
　消費電力削減機能の実行時において、制御部２０は、予め設定された複数の電力削減モ
ードのうち適用するものを選択し、選択した電力削減モードに基づいて、画像形成部３０
や原稿読取部４０を含む画像形成装置１の各部についての制御を行う。
【００４６】
　本実施の形態において、電力削減モードとしては、算出された必要な電流の値（電力に
関する値の一例）の所定値からの超過量（電力超過量）、ユーザにより指定されたジョブ
の内容、及び現在の画像形成装置１の状態に応じて複数のものが設定されている。より詳
しくは、電力削減モードとしては、電力超過量、ジョブの内容の別、及び画像形成装置１
の状態の別の組合せ毎に複数のものが設定されている。複数の電力削減モードは、電力削
減テーブルとしてまとめられて設定されている。ここで画像形成装置１の状態とは、画像
形成装置１の動作モード（通常動作／スリープ／待機など）や、画像形成装置１に使用可
能に取り付けられているオプション装置８０の別及びその有無などのことをいう。
【００４７】
　電力削減テーブルは、例えば、制御部２０内のメモリやＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　
Ｄｒｉｖｅ）などに記憶されている。制御部２０は、電力削減テーブルを参照して、その
電力削減テーブルのうち画像形成装置１の制御に適用すべき電力削減モードの選択を行う
。すなわち、制御部２０は、算出された必要な電流の値の所定値からの超過量、ユーザに
より指定されたジョブの内容、及び現在の画像形成装置１の状態に応じて、電力削減モー
ドの選択を行う。
【００４８】
　［電力削減テーブルの例］
【００４９】
　図４は、電力削減テーブルの一例を示す図である。
【００５０】
　図を参照して、電力削減テーブルは、必要電力量の所定値からの超過量（電力超過量）
、ジョブモードすなわちジョブの内容、及びオプション装置８０の装着状況（画像形成装
置１の状態の一例）のそれぞれに対応するように設定された電力の削減箇所及び削減量を
テーブル化したものである。図において、ジョブモードに関して１ｔｏ１とは、複写ジョ
ブにおいて、読み取った原稿１ページについて１枚の用紙に画像の形成を行うことを意味
する。１ｔｏＮとは、複写ジョブにおいて、読み取った原稿１ページについて、複数枚の
用紙に画像の形成を行うことを意味する。Ｎｔｏ１とは、複写ジョブにおいて、複数枚分
の原稿を読み取り、それを１ページの用紙にまとめて画像の形成を行うことを意味する。
【００５１】
　図を参照して、本実施の形態において、電力削減テーブルは、画像形成装置１の全体と
しての生産性ができるだけ落ちないように設定されている。すなわち、電力削減テーブル
は、指定されたジョブが速やかに完了するように設定されている。
【００５２】
　例えば、電力超過量が５０Ｗ以下である場合において、ジョブモードが１ｔｏ１である
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場合には、原稿の読み取りの生産性と画像の形成の生産性とが共に略同一になるように、
画像形成部３０の電力及び原稿読取部４０の電力が削減対象となる。このとき期待される
電力の削減量は、例えば２．５％である。また、このとき、オプション装置８０としてフ
ィニッシャ（ＦＮ）が取り付けられており、ＬＣＴが取り付けられていないときには、画
像形成部３０及び原稿読取部４０に加えて、フィニッシャの電力が削減対象となる。この
とき期待される電力の削減量は、例えば２．０％である。
【００５３】
　同様に、ジョブモードが１ｔｏＮである場合には、原稿枚数が少数であるのに対して、
印字枚数が多数となるため、原稿読取部４０の電力が削減対象とされる一方で、画像形成
部３０の電力は削減対象とはされない。他方、ジョブモードがＮｔｏ１である場合には、
原稿の枚数が多数であるのに対して、印字枚数が少数となるため、画像形成部３０の電力
が削減対象とされる一方で、原稿読取部４０の電力は削減対象とされない。
【００５４】
　［消費電力削減機能に関する制御の流れ］
【００５５】
　図５は、制御部２０による消費電力削減機能に関する制御を示すフローチャートである
。
【００５６】
　本実施の形態において、制御部２０は、ユーザによりジョブの指定があったときに、消
費電力削減機能を実行する必要があるか否かを判断する。そして、制御部２０は、その判
断結果に応じて、消費電力削減機能を実行する。
【００５７】
　図を参照して、ステップＳ１０１において、制御部２０は、ユーザにより画像形成装置
１に実行させるジョブの指定が行われると、それを受け付ける。すなわち、このとき、ユ
ーザによりジョブモードが決定される。
【００５８】
　ここで、ジョブとしては、例えば、画像形成装置１に接続されたＰＣなどから送信され
たデータに基づいて画像形成を行う印刷ジョブや、原稿読取部４０で原稿を読み取る読取
ジョブや、原稿を別の用紙に複写する複写ジョブや、ファクシミリの送受信ジョブなどが
ある。また、ここでいうユーザによるジョブの指定とは、ユーザが直接に又はＰＣなどを
介して画像形成装置１に対してジョブを指定することのみならず、画像形成装置１がファ
クシミリを受信してジョブが発生することなども含む。なお、ジョブの指定とは、これに
限られるものではない。
【００５９】
　ステップＳ１０３において、制御部２０は、ユーザにより指定されたジョブの内容に基
づいて、電力供給部６０が画像形成装置１の各部へ供給する必要がある電流の値を算出す
る。すなわち、制御部２０は、必要電力量を算出する。
【００６０】
　ステップＳ１０５において、制御部２０は、必要電力量すなわちステップＳ１０３にお
いて算出された電流の値と所定値とを比較する。ここで、所定値としては、画像形成装置
１の規格値に相当する値（例えば１５Ａ）が設定される。制御部２０は、算出された電流
の値と所定値とを比較し、必要な電流の値が所定値内であるか否かを判断する。
【００６１】
　ステップＳ１０５において必要電力量が所定値内ではないとき、制御部２０は、消費電
力削減機能を実行する。
【００６２】
　すなわち、ステップＳ１０７において、制御部２０は、電力超過量、ジョブの内容、及
びオプション装置８０の装着状況などに基づいて、電力削減テーブルを参照し、適用すべ
き電力削減モードを選択する。
【００６３】
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　ステップＳ１０９において、制御部２０は、電力削減テーブルのうちステップＳ１０７
において選択された電力削減モードに基づいて、画像形成装置１の電力を削減する。制御
部２０は、選択された電力削減モードで削減箇所として指定された箇所について、例えば
処理速度などを変更してその生産性を変更することで、消費電力を削減する。これにより
、ジョブ実行時の画像形成装置１の消費電力が削減される。
【００６４】
　ステップＳ１０９により電力が削減されたとき及びステップＳ１０５において必要電力
量が所定値を超えていなかったとき、ステップＳ１１１において、制御部２０は、ユーザ
により指定されたジョブについて処理を実行する。
【００６５】
　ステップＳ１１１において処理が実行されると、制御部２０は、そのとき指定されたジ
ョブについての処理を終了する。その後別のジョブについてユーザから指定がなされると
、制御部２０は、再度ステップＳ１０１からの処理を行う。
【００６６】
　［マルチジョブ時の処理］
【００６７】
　本実施の形態において、制御部２０は、ユーザにより指定された第１のジョブ（先行ジ
ョブ、優先ジョブ）の実行が完了していない状態で、先行ジョブとは別の第２のジョブ（
次ジョブ）がユーザにより指定されたとき（このときの状況をマルチジョブと呼ぶことが
ある。）には、先行ジョブ及び次ジョブの内容に基づいて、電力削減モードの選択を行う
。例えば、先行ジョブの実行中に次ジョブが発生したとき、制御部２０は、先行ジョブと
次ジョブとから必要電力量を算出して、必要電力量が所定値内にあるか否かを判断する。
そして、制御部２０は、後述するように、先行ジョブの生産性に影響しないように、次ジ
ョブに対して電力削減を行い、ジョブを実行する。このようなマルチジョブ時に行われる
電力削減は、マルチジョブ時テーブル（電力削減テーブルの他例）から選択された電力削
減モードに基づいて行われる。
【００６８】
　図６は、マルチジョブ時テーブルの一例を示す図である。
【００６９】
　図を参照して、マルチジョブ時テーブルは、先行ジョブと次ジョブとの組合せとその場
合の電力削減対象とを対応付けたものを電力削減モードとして、その電力削減モードをま
とめて示すものである。図において、アスタリスク記号は、それが付されたジョブがコピ
ーすなわち画像形成動作も含むものであることを示している。
【００７０】
　各電力削減モードは、先行ジョブと次ジョブとの組合せのそれぞれについて、先行ジョ
ブの処理速度が低下せず生産性が保たれるように、すなわち先行ジョブが速やかに終了す
るように、先行ジョブとは比較的関係のない部位を電力削減対象としている。すなわち、
マルチジョブ時テーブルにおいて、電力削減対象は、先行ジョブの内容及び次ジョブの内
容に基づいて設定されている。
【００７１】
　すなわち、マルチジョブ時テーブルのデータ行の１行目にあるように、先行ジョブと次
ジョブとの組合せが、共に画像形成動作を含むプリントジョブとスキャンジョブとである
場合、画像形成部３０の電力を削減すると、先行ジョブが完了するのが遅くなり、その影
響で次ジョブの完了が遅くなることがある。したがって、この場合、原稿読取部４０が電
力削減対象とされる。また、マルチジョブ時テーブルのデータ行の２行目にあるように、
先行ジョブと次ジョブとの組合せが、画像形成動作を含まないスキャンジョブとプリント
ジョブとである場合、原稿読取部４０の電力を削減すると、先行ジョブの完了が遅くなり
、その影響で次ジョブの完了が遅くなることがある。したがって、この場合、画像形成部
３０が電力削減対象とされる。
【００７２】
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　一例として、先行ジョブが画像形成装置１に接続されたＰＣから送られた印刷ジョブで
ある場合を想定する。この場合、原稿読取部４０では電力は消費されず、画像形成部３０
でのみ電力が消費される。この状態において、次ジョブとしてスキャン指示があるとき、
マルチジョブ時テーブルのデータ行の１行目のケースに当てはまるので、制御部２０は、
原稿読取部４０の電力のみを削減する制御を行う。すなわち、制御部２０は、先行ジョブ
の内容及び次ジョブの内容に基づいて電力削減モードの選択を行い、先行ジョブの生産性
に影響しないように電力を削減するための制御すなわち電力削減を行う。これにより、先
行ジョブのプリント動作が終了するまで、スキャンジョブの生産性が落とされるが、優先
ジョブであるプリントジョブの生産性は維持される。換言すると、制御部２０は、選択し
た電力削減モードに基づいて、先行ジョブに対しては電力削減を実行せず、次ジョブに対
して電力削減を実行する。したがって、消費電力が削減された状態であっても、速やかに
先行ジョブが完了し、次ジョブの完了が遅くなることが防止される。
【００７３】
　［実施の形態における効果］
【００７４】
　以上のように構成された画像形成装置では、実行するジョブの内容に基づいて必要電力
量が算出され、必要電力量が所定値より大きいときには、消費電力削減機能が実行される
。電力超過量、ジョブの内容及び画像形成装置の状態に基づいて、画像形成装置の生産性
に悪影響を与えない箇所の電力が削減されるので、高い処理速度を維持しつつ、効率的に
消費電力を削減することができる。
【００７５】
　消費電力削減機能の実行時において、制御部は、予め複数の電力削減モードがまとめら
れた電力削減テーブルから適用すべき電力削減モードを選択し、その電力削減モードに基
づいて電力の削減を行う。したがって、超過電力量、ジョブの内容及び画像形成装置の状
態に基づいて、最適な電力削減モードを容易に求めることができる。制御部は複雑な処理
が強いられるものではないので、制御部として簡素な構成のものを採用することができ、
画像形成装置の製造コストを低くすることができる。
【００７６】
　［その他］
【００７７】
　制御部は、例えば電力の値や電力量の値などを、電力に関する値として算出してもよい
。
【００７８】
　所定値としては、規格値の所定割合の値（例えば規格値の９割の値など）など、画像形
成装置の規格値に対応する値が設定されていてもよい。このとき、規格値に対応する値を
必要に応じて変更可能であってもよい。これにより、所望の程度で消費電力を削減するこ
とが可能になる。
【００７９】
　電力削減モードは、超過電力量、ジョブの内容、及び画像形成装置の状態のうちいずれ
かに基づく複数のものが予め設定されていればよい。電力削減モードは、超過電力量、ジ
ョブの内容、及び画像形成装置の状態のうち２つを組み合わせた各パターンに基づく複数
のものが予め設定されていてもよい。
【００８０】
　電力削減モードは、画像形成装置の現在の動作モードや、画像形成装置の温度などを画
像形成装置の状態として、それに基づいて予め設定されていてもよい。また、この場合、
現在の動作モードや画像形成装置の温度などに基づいて、電力削減モードの選択が行われ
るようにしてもよい。
【００８１】
　マルチジョブ時テーブルは、先行ジョブの内容及び次ジョブの内容と、超過電力量及び
／又は画像形成装置の状態との組合せの各パターンについて、電力削減対象が設定されて
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【００８２】
　マルチジョブ時においても、その次ジョブの内容に基づいて、電力削減テーブルから電
力削減モートを選択するようにしてもよい。マルチジョブ時において、制御部は、選択し
た電力削減モードにかかわらず先行ジョブに対しては電力を削減するための制御を実行せ
ず、次ジョブに対して、電力削減モードに基づいて電力を削減するための制御を実行して
もよい。
【００８３】
　画像形成装置としては、モノクロ／カラーの複写機、プリンタ、ファクシミリ装置やこ
れらの複合機（ＭＦＰ）などいずれであってもよい。また、電子写真方式により画像を形
成するものに限られず、例えばいわゆるインクジェット方式により画像を形成するもので
あってもよい。
【００８４】
　上述の実施の形態における処理は、ソフトウェアによって行っても、ハードウェア回路
を用いて行ってもよい。
【００８５】
　上述の実施の形態における処理を実行するプログラムを提供することもできるし、その
プログラムをＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
メモリカードなどの記録媒体に記録してユーザに提供することにしてもよい。プログラム
はインターネットなどの通信回線を介して、装置にダウンロードするようにしてもよい。
上記のフローチャートで文章で説明された処理は、そのプログラムに従ってＣＰＵなどに
より実行される。
【００８６】
　上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべき
である。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請
求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００８７】
　１　画像形成装置
　２０　制御部
　２１　制御プログラム
　３０　画像形成部
　４０　画像読取部
　６０　電力供給部
　８０　オプション装置
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