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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置であって、
　人感センサと、
　ネットワークインターフェースと、
　現在時刻が所定時刻になったときに、前もって設定された設定値に従って、前記画像形
成装置を、前記人感センサによる人の感知に基づく復帰および前記ネットワークインター
フェースによる特定データの受信に基づく復帰が可能な第１スリープ状態、又は、前記ネ
ットワークインターフェースによる特定データの受信に基づく復帰が可能だが前記人感セ
ンサによる人の感知に基づく復帰が可能でない第２スリープ状態に、移行する電力制御部
と、を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記第２スリープ状態では、前記人感センサへの電力供給が停止される、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】
　前記電力制御部は、前記人感センサによる人の感知、又は、前記ネットワークインター
フェースによる特定データの受信、に基づいて、前記画像形成装置を前記第１スリープ状
態から復帰し、前記ネットワークインターフェースによる特定データの受信に基づいて前
記画像形成装置を前記第２スリープ状態から復帰する、ことを特徴とする請求項１又は２
に記載の画像形成装置。
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【請求項４】
　印刷部と、
　読取部と、
　前記印刷部及び前記読取部を制御する制御部と、をさらに備え、
　前記第１スリープ状態及び前記第２スリープ状態では、前記制御部への電力供給が停止
される、ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記第１スリープ状態及び前記第２スリープ状態では、前記印刷部及び前記読取部へ電
力供給が停止される、ことを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　ユーザインターフェースをさらに備え、
　前記第１スリープ状態及び前記第２スリープ状態のそれぞれは、前記ユーザインターフ
ェースのユーザ操作の受信による復帰が可能な状態である、ことを特徴とする請求項１乃
至５の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　表示部をさらに備え、
　前記表示部は、前記設定値を入力するための画面を表示することが可能である、ことを
特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記第１スリープ状態での消費電力は、前記第２スリープ状態での消費電力より大きい
、ことを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記所定時刻は、曜日ごとに設定される、ことを特徴とする請求項１乃至８の何れか１
項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記人感センサに電力を供給する電力供給部をさらに備え、
　前記電力制御部は、現在時刻が前記所定時刻になったときに、前記設定値に従って、前
記人感センサへの電力供給を停止する、又は、前記人感センサへの電力供給を継続する、
ことを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記特定データは、前記画像形成装置宛てのパケットである、ことを特徴とする請求項
１乃至１０の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記人感センサは、焦電センサである、ことを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１
項に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記人感センサは、赤外線を受信する赤外線センサである、ことを特徴とする請求項１
乃至１２の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　画像形成装置であって、
　人感センサと、
　ユーザインターフェースと、
　現在時刻が所定時刻になったときに、前もって設定された設定値に従って、前記画像形
成装置を、前記人感センサによる人の感知に基づく復帰および前記ユーザインターフェー
スによる所定のユーザ操作の受信に基づく復帰が可能な第１スリープ状態、又は、前記ユ
ーザインターフェースによる所定のユーザ操作の受信に基づく復帰が可能だが前記人感セ
ンサによる人の感知に基づく復帰が可能でない第２スリープ状態に、移行する電力制御部
と、を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１５】
　前記第２スリープ状態では、前記人感センサへの電力供給が停止される、ことを特徴と
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する請求項１４に記載の画像形成装置.
【請求項１６】
　前記電力制御部は、前記人感センサによる人の感知、又は、前記ユーザインターフェー
スによるユーザ操作の受信、に基づいて、前記画像形成装置を前記第１スリープ状態から
復帰し、前記ユーザインターフェースによるユーザ操作の受信に基づいて前記画像形成装
置を前記第２スリープ状態から復帰する、ことを特徴とする請求項１４又は１５に記載の
画像形成装置。
【請求項１７】
　印刷部と、
　読取部と、
　前記印刷部及び前記読取部を制御する制御部と、をさらに備え、
前記第１スリープ状態及び前記第２スリープ状態では、前記制御部への電力供給が停止さ
れる、ことを特徴とする請求項１４乃至１６の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１８】
　前記第１スリープ状態及び前記第２スリープ状態では、前記印刷部及び前記読取部へ電
力供給が停止される、ことを特徴とする請求項１７に記載の画像形成装置。
【請求項１９】
　ネットワークインターフェースをさらに備え、
　前記第１スリープ状態及び前記第２スリープ状態のそれぞれは、前記ネットワークイン
ターフェースによる特定データの受信による復帰が可能な状態である、ことを特徴とする
請求項１４乃至１８の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項２０】
　表示部をさらに備え、
　前記表示部は、前記設定値を入力するための画面を表示することが可能である、ことを
特徴とする請求項１４乃至１９の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項２１】
　前記第１スリープ状態での消費電力は、前記第２スリープ状態での消費電力より大きい
、ことを特徴とする請求項１４乃至２０の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項２２】
　前記所定時刻は、曜日ごとに設定される、ことを特徴とする請求項１４乃至２１の何れ
か１項に記載の画像形成装置。
【請求項２３】
　前記人感センサに電力を供給する電力供給部をさらに備え、
　前記電力制御部は、所定のスリープ条件を満たしたときに、前記設定値に従って、前記
人感センサへの電力供給を停止する、若しくは、前記人感センサへの電力供給を継続する
、ことを特徴とする請求項１４乃至２２の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項２４】
　前記人感センサは、焦電センサである、ことを特徴とする請求項１４乃至２３の何れか
１項に記載の画像形成装置。
【請求項２５】
　前記人感センサは、赤外線を受信する赤外線センサである、ことを特徴とする請求項１
４乃至２３の何れか１項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、画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プリンタ、ファクシミリ装置、複写機等の画像形成装置においては、電源装置で
生成された所定の電力が画像形成装置の所定の負荷に供給されるようになっている。そし
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て、画像形成装置は電源制御装置を備え、該電源制御装置は、画像形成装置が一定の時間
作動しない場合に、ユーザによる操作が可能な通常モードから、消費される電力を少なく
するための省電力モード（スリープモード）に移行させるようになっている。しかし、ユ
ーザによる操作が終了しても、スリープモードに移行するまでに一定時間通常モードを維
持しなければならないため、無駄な電力を消費してしまう場合がある。
【０００３】
　この問題を解決するために、画像形成装置に人体検知手段を設け、人体検知手段でユー
ザが離れたことを検知した場合には、スリープモードに移行し、人体検知手段でユーザが
画像形成装置に接近した場合には、通常モードに移行するものが提案されている（特許文
献１参照）。
　また、各種センサの情報と起動履歴情報に応じて、移行する省電力モードを決定するも
のがある（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２５６２３４号公報
【特許文献２】特開２００９－１５７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の技術においては、２個の人体検知手段を用いる
ことで画像形成装置の使用者か通行人かを判定しているが、人が画像形成装置の前で立ち
止まるなどした場合は使用者だと誤判定する可能性がある。つまり、ユーザが意図的に省
電力状態であるスリープモードへの移行設定を行い、スリープモードへ移行させたとして
も、使用する意図が無いユーザが近づいただけで通常モードに移行してしまい、不要な電
力を消費してしまうという問題があった。
【０００６】
　また、上記特許文献２に記載の技術においては、各種センサの状態と起動履歴情報に応
じて省電力状態を決定してしまうため、ユーザが意図的に消費電力の少ない電力状態を指
定することができず、不要な電力を消費してしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、省電力状態
へ移行する所定時間は、物体を検知する電源系統への電源供給を停止できる仕組みを提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成する本発明の画像形成装置は以下に示す構成を備える。
　画像形成装置であって、人感センサと、ネットワークインターフェースと、現在時刻が
所定時刻になったときに、前もって設定された設定値に従って、前記画像形成装置を、前
記人感センサによる人の感知に基づく復帰および前記ネットワークインターフェースによ
る特定データの受信に基づく復帰が可能な第１スリープ状態、又は、前記ネットワークイ
ンターフェースによる特定データの受信に基づく復帰が可能だが前記人感センサによる人
の感知に基づく復帰が可能でない第２スリープ状態に、移行する電力制御部と、を備える
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、省電力状態へ移行する所定時間は、物体を検知する電源系統への電源
供給を停止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】画像形成システムの概略を示す図である。
【図２】画像形成装置に対するユーザ検知処理を説明する図である。
【図３】画像形成装置の電源供給系を説明するブロック図である。
【図４】画像形成装置の操作部に表示されるＵＩ画面を示す図である。
【図５】画像形成装置の操作部に表示されるＵＩ画面を示す図である。
【図６】画像形成装置の電源供給系の電力状態を説明するブロック図である。
【図７】画像形成装置の電源供給系の電力状態を説明するブロック図である。
【図８】画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【図９】画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【図１０】画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【図１１】画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【図１２】画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【図１３】画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【図１４】画像形成装置の操作部に表示されるＵＩ画面を示す図である。
【図１５】画像形成装置の操作部に表示されるＵＩ画面を示す図である。
【図１６】画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【図１７】画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
　＜システム構成の説明＞
　〔第１実施形態〕
【００１２】
　図１は、本実施形態を示す画像形成装置を含む画像形成システムの概略を示す図である
。
　図１において、画像形成装置１００は、プリンタ部１０２と、スキャナ部１０３と、メ
インコントローラ部１０１を備えている。プリンタ部１０２は、例えば電子写真方式に従
ってシート状の記録媒体（用紙）への画像形成処理を行う。スキャナ部１０３は、原稿か
ら光学的に画像を読み取りデジタル画像への変換を行う。メインコントローラ部１０１は
、画像形成装置１００全体を制御し、スキャナ部１０３で読み取った原稿画像をプリンタ
部１０２で画像形成処理し、コピー動作を行うといった制御を行う。
【００１３】
　また、メインコントローラ部１０１は、ネットワーク１０６を介して、ＰＣ１０７と接
続されている。ネットワーク１０６は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）等であり
、有線または無線を問わない。ＰＣ１０７は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＨＤＤ等の固定記憶装置
を有し、モニタ、キーボード、マウス等が接続された一般的なコンピュータ装置である。
ＰＣ１０７は、画像形成プログラムとしてのプリンタドライバプログラムがインストール
されている。
【００１４】
　プリンタドライバプログラムがＰＣ１０７で実行されると、ＰＣ１０７は、オペレーテ
ィングシステムやアプリケーションプログラムが発行する描画命令に従って、ＰＤＬデー
タを生成し、画像形成装置１００に送信する。
　ここで、ＰＤＬデータとは、プリンタドライバプログラムによって画像形成装置１００
が処理可能なページ記述言語に変換したデータである。画像形成装置１００は、ＰＣ１０
７から受信したＰＤＬデータを基に生成したビットマップ画像を用紙上に形成し、印刷動
作を行う。画像形成装置１００には、ＡＣプラグ１０５が備えられており、装置外部のコ
ンセントにＡＣプラグ１０５を差し込むことにより、交流商用電源の供給を受けるように
なっている。
【００１５】
　また、画像形成装置１００には、画像形成装置１００の周囲において人などの移動物体
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を検知する人感センサ部１０４が備えられている。なお、人感センサ部１０４は、例えば
人から放射される赤外線を感知しその変化量によって人の有無を判断する焦電センサや、
赤外線等の光を放射しその反射光を検知する反射形のセンサ等、検知領域内の人の有無を
判断可能なセンサであれば特に限定されない。
【００１６】
　図２は、図１に示した画像形成装置に対するユーザ検知処理を説明する図である。図２
の（Ａ）は画像形成装置前面に近づいた人体を人感センサ部で検知する領域を側面から視
た状態に対応し、図２の（Ｂ）は、画像形成装置前面に近づいた人体を人感センサ部で検
知する領域を上面から視た状態に対応する。
　図２の（Ａ）、（Ｂ）において、検知領域２００は、人感センサ部１０４の検知領域で
あり、検知領域２００内に人が存在する時に人感センサ部１０４で検知するようになって
いる。
　なお、図２の（Ａ）では、画像形成装置１００を側面から視た状態であるが、人感セン
サ部１０４の検知領域２００は、画像形成装置１００の前に立って操作を行うユーザが存
在すると予測される装置前方の下側に向けられている。
　また、図２の（Ｂ）は、画像形成装置１００を上面から視た状態であるが、人感センサ
部１０４は、画像形成装置１００の前に立って操作部を操作すると予測される操作部正面
に取り付けられている。なお、この検知領域２００は、人感センサ部１０４の取り付け位
置、取り付け時の向き等によって変更可能である。
【００１７】
　図３は、本実施形態を示す画像形成装置の構成を説明するブロック図である。本例では
、画像形成装置のメインコントローラ部と電源装置部との構成を説明する。
　図３において、メインコントローラ部１０１は、電源制御部３１２、ネットワーク処理
部３１３、タイマ部３１４、タイマ部３２３、メモリ部３１５、ＲＴＣ部３２４、外部記
憶手段として機能するＨＤＤ部３１６、ＣＰＵ部３１７、画像処理部３１８で構成される
。電源制御部３１２は、ＣＰＵ部３１７が実行するプログラム、人感センサ部１０４、操
作部３１９、ネットワーク処理部３１３、タイマ部３１４、３２３の状態に従って、画像
形成装置各部への電源を供給／遮断させるためのスイッチング制御を行う。
【００１８】
　ネットワーク処理部３１３は、ＣＰＵ部３１７と電源制御部３１２に接続されている。
ネットワーク処理部３１３は、ネットワーク１０６を介してＰＣ１０７から送信されたＰ
ＤＬデータをＣＰＵ部３１７に出力する制御部である。また、画像形成装置１００がスリ
ープモード状態の場合は、ネットワーク１０６から画像形成装置１００宛てのネットワー
クパケットを受信すると、電源制御部３１２に対して通常モードへ移行することを指示す
る。
【００１９】
　人感センサ部１０４は、電源制御部３１２に接続にされており、人感センサ部１０４の
検知領域内の人の有無を通知する。また、画像形成装置１００が人感センサ部１０４に電
源供給しているスリープモード状態（通常スリープモード）の場合は、人感センサ部１０
４の検知領域内に人の存在を検知すると、電源制御部３１２に対して通常モードへ移行す
ることを指示する。
　画像形成装置１００が人感センサ部１０４の電源を遮断しているスリープモード状態（
人感センサ電源遮断スリープモード）の場合は、人感センサ部１０４は人の検知を行わな
いため、人検知による通常モードへの移行は行わない。タイマ部３１４、タイマ部３２３
は、ＣＰＵ部３１７と電源制御部３１２に接続されている。タイマ部３１４、タイマ部３
２３は、ＣＰＵ部３１７がタイマ時間を設定することにより、設定された時間の計時を行
い、設定されたタイマ時間経過後、電源制御部３１２に対してその旨を通知するものであ
る。
【００２０】
　メモリ部３１５は、ＣＰＵ部３１７に接続されている。メモリ部３１５は、ＤＤＲ Ｓ
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ＤＲＡＭ等の揮発性メモリであり、ＣＰＵ部３１７で実行する制御プログラム等によって
作成されたユーザデータなどを格納する主メモリである。ＨＤＤ部３１６は、ＣＰＵ部３
１７に接続されている。ＨＤＤ部３１６は、ＣＰＵ部３１７が実行するプログラムやネッ
トワーク１０６から送信されたＰＤＬデータを一時的に格納するための記憶装置である。
また、ＨＤＤ部３１６には、画像形成装置１００の設定情報３２０が格納されている。Ｒ
ＴＣ部３２４は、現在の時刻を計時するリアルタイムクロックであり、接続されたＣＰＵ
部３１７が現在の時刻を確認する場合に使用するものである。
【００２１】
　ＣＰＵ部３１７は、画像形成装置１００全体の制御を行う中央演算装置であり、ＨＤＤ
部３１６に格納されている制御プログラムに基づいて、コピー機能やプリント機能等を実
現する。画像処理部３１８は、ＣＰＵ部３１７、プリンタ部１０２、スキャナ部１０３に
接続されている。画像処理部３１８は、スキャナ部１０３から出力されたデジタル画像を
色空間変換などの画像処理を行い、画像処理後のデータをＣＰＵ部３１７に出力する。ま
た、画像処理部３１８は、スキャナ部１０３で読み取られた画像データやＰＣ１０７から
受信したＰＤＬデータを基に生成した画像データに色空間変換などの画像処理を行い、ビ
ットマップデータに変換し、プリンタ部１０２に出力する。操作部３１９は、電源制御部
３１２とＣＰＵ部３１７に接続されている。
【００２２】
　操作部３１９は、操作用液晶パネルやスリープモード移行／解除ボタンを含むハードキ
ーを備え、ユーザから入力される指示を受け付ける。また、画像形成装置１００がスリー
プモード中にスリープモード移行／解除ボタンが押下されたことを検知すると、電源制御
部３１２に対して通常モードへ移行することを指示する。
【００２３】
　次に、図３を用いて画像形成装置１００の電源装置３００の説明を行う。
　画像形成装置１００に備えられたＡＣプラグ１０７を装置外部のコンセントに差し込む
ことにより、交流商用電源がリレー３０１及びコントローラ電源系１、３用電源部３０５
に供給される。
【００２４】
　リレー３０１は、電源制御部３１２により制御され、リレー３０１がオンされることで
、高電圧電源部３０３、低電圧電源部３０４への電源供給が可能となる。コントローラ電
源系１、３用電源部３０５は、電源制御部３１２により制御され、メインコントローラ部
１０１の電源系３１０及び人感センサ部電源供給部３２１に接続されている。
【００２５】
　電源系３１０は、スリープモード中も常時電源供給される電源系であり、電源制御部３
１２、ネットワーク処理部３１３、タイマ部３１４、タイマ部３２３、ＲＴＣ部３２４、
メモリ部３１５が接続されている。また、人感センサ部電源供給部３２１は、コントロー
ラ電源系１、３用電源部３０５を入力源として、人感センサ部１０４に接続されており、
電源制御部３１２でオン・オフが制御されるようになっている。
　次に、高電圧電源部３０３及び低電圧電源部３０４を含む電源部３０２は、電源制御部
３１２で制御され、スリープモード中は電源が遮断される。高電圧電源部３０３は、主と
してプリンタ部１０２やスキャナ部１０３のモータ駆動用電源や定着部のヒータ等で使用
される電源である。低電圧電源部３０４は、プリンタ部１０２、スキャナ部１０３、メイ
ンコントローラ部１０１の電源系３１１に電源供給されている。
【００２６】
　メインコントローラ部１０１の電源系３１１は、スリープモード中は電源が遮断される
電源系であり、ＨＤＤ部３１６、ＣＰＵ部３１７、画像処理部３１８、操作部３１９が接
続されている。スキャナ部電源供給部３０７、プリンタ部電源供給部３０８、コントロー
ラ電源系２用の電源供給部３０９を含む電源供給部３０６は、電源制御部３１２で制御さ
れ、スリープモード中は電源が遮断される。スキャナ部電源供給部３０７は、高電圧電源
部３０３及び低電圧電源部３０４を入力源として、スキャナ部１０３に接続されており、
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電源制御部３１２でオン・オフが制御されるようになっている。
【００２７】
　プリンタ部電源供給部３０８は、高電圧電源部３０３及び低電圧電源部３０４を入力源
として、プリンタ部１０２に接続されており、電源制御部３１２でオン・オフが制御され
るようになっている。コントローラ電源系２用の電源供給部３０９は、低電圧電源部３０
４を入力源として、メインコントローラ部１０１の電源系３１１に接続されており、電源
制御部３１２でオン・オフが制御されるようになっている。次に、画像形成装置１００に
設定可能なスリープ設定について説明を行う。
【００２８】
　画像形成装置１００には、通常モードからスリープモードへ移行する時刻を設定するこ
とが可能なオートスリープ時刻機能が用意されている。このオートスリープ時刻機能とは
、ＲＴＣ部３２４により計時される時刻が曜日毎に予め設定された時刻に至ると、ＣＰＵ
部３１７が通常モードからスリープモードへ移行させる機能である。
【００２９】
　図４は、本実施形態を示す画像形成装置の操作部３１９に表示されるＵＩ画面を示す図
である。本例は、特にオートスリープ時刻の設定画面例に対応する。
　図４に示すオートスリープ時刻の設定画面構成は、メモリ部３１５あるいはＨＤＤ部３
１６に保存されたソフトウェアに基づいてＣＰＵ部３１７が制御するものである。オート
スリープ時刻の設定画面１２０１は、オートスリープ時刻を設定する場合に移行する。オ
ートスリープ時刻の設定画面のタイトル１２０６は、オートスリープ時刻の設定と表示さ
れる。
【００３０】
　オートスリープ時刻を設定する場合は、曜日ボタン１２０２を押下し、図示しない操作
部３１９に用意されたテンキーボタンを介して数字を入力することで、入力した数字が時
刻表示欄１２０３に設定時間が表示される。オートスリープ時刻の設定を終了する場合は
、ＯＫボタン１２０５を押下する。設定を中止したい場合は、キャンセルボタン１２０４
を押下することでオートスリープ時刻設定を中止することができる。なお、設定されたオ
ートスリープ時刻設定はＨＤＤ部３１６の設定情報３２０に記憶される。
【００３１】
　画像形成装置１００には、スリープモードから通常モードへ移行する時刻を設定するこ
とが可能なスリープ復帰時刻機能が用意されている。このスリープ復帰時刻機能とは、ス
リープモードに移行する前にＣＰＵ部３１７がタイマ部３１４にスリープ復帰時刻の設定
を行い、スリープモード状態に移行させる。タイマ部３１４に設定された時刻に至ると、
タイマ部３１４が電源制御部３１２に対してその旨を通知し、電源制御部３１２が各部の
電源を投入し、スリープモードから通常モードへ移行させる機能である。
【００３２】
　図５は、本実施形態を示す画像形成装置の操作部３１９に表示されるＵＩ画面を示す図
である。本例は、特にスリープ復帰時刻の設定画面構成に対応する。
　図５に示すスリープ復帰時刻の設定画面構成は、メモリ部３１５あるいはＨＤＤ部３１
６に保存されたソフトウェアに基づいてＣＰＵ部３１７が制御するものである。スリープ
復帰時刻の設定画面１３０１は、スリープ復帰時刻を設定する場合に移行する。スリープ
復帰時刻の設定画面のタイトル１３０５は、スリープ復帰時刻の設定と表示される。スリ
ープ復帰時刻を設定する場合は、図示しない操作部３１９に用意されたテンキーボタンを
介して数字を入力することで、入力した数字が時刻表示欄１３０２に設定時間が表示され
る。スリープ復帰時刻の設定を終了する場合は、ＯＫボタン１３０４を押下する。設定を
中止したい場合は、キャンセルボタン１３０３を押下することでスリープ復帰時刻設定を
中止することができる。なお、設定されたスリープ復帰時刻設定はＨＤＤ部３１６の設定
情報３２０に記憶される。
【００３３】
　ところで、ＣＰＵ部３１７が通常モードにある画像形成装置１００をスリープモードに
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切り替えるケースは、オートスリープ時刻機能だけではない。つまり、スリープ自動移行
機能やスリープモード移行／解除ボタンの押下などによって、ＣＰＵ部３１７が画像形成
装置１００をスリープモードに移行させるケースも存在する。スリープ自動移行機能とは
、ＣＰＵ部３１７が予め設定された一定時間内にプリント、コピー、スキャンなどのジョ
ブを行わなかった場合、画像形成装置１００をスリープモードへ移行させる機能である。
なお、人感センサ部１０４で一定時間人を検出しなかった場合も、スリープ自動移行機能
によってスリープモードへ移行させることができる。
【００３４】
　図６は、本実施形態を示す画像形成装置の操作部３１９に表示されるＵＩ画面を示す図
である。本例は、人感センサ部１０４に電源供給しているスリープモード状態（通常スリ
ープモード）時の電源状態に対応する。通常モード時は、図３に示す全てのブロックに電
源が供給されている。この際に必要な機能にのみ給電するような形態を取ってもよいが、
ここでは明記しない。
【００３５】
　通常スリープモード時では、図６に示したように一部のブロックに電源が給電されてい
る。まずＡＣプラグ１０７を介して、交流商用電源がコントローラ電源系１、３用電源部
３０５に供給される。コントローラ電源系１、３用電源部３０５から電源が供給されるブ
ロックは、人感センサ部電源供給部３２１、電源制御部３１２、ネットワーク処理部３１
３、タイマ部３１４、タイマ部３２３、ＲＴＣ部３２４、メモリ部３１５である。人感セ
ンサ部電源供給部３２１から電源が供給されるブロックは、人感センサ部１０４である。
なお、操作部３１９への電源は遮断するように記載しているが、スリープモード移行／解
除ボタンが押下されたことを電源制御部３１２で検知できる構成とする。
【００３６】
　図７は、本実施形態を示す画像形成装置の操作部３１９に表示されるＵＩ画面を示す図
である。本例は、人感センサ部１０４の電源を遮断しているスリープモード状態（人感セ
ンサ電源遮断スリープモード）時の電源状態に対応する。
　人感センサ電源遮断スリープモード時では、図７に示したように一部のブロックに電源
が給電されている。通常スリープモードとの違いは、人感センサ部電源供給部３２１、人
感センサ部１０４の電源を遮断している点である。
【００３７】
　図８は、本実施形態を示す画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
本例は、オートスリープ時刻機能の時刻確認シーケンス例に対応する。なお、各ステップ
は、ＣＰＵ部３１７がメモリ部３１５にロードする制御プログラムを実行することで実現
される。
　まずオートスリープ時刻が設定されているかを確認するために、ＣＰＵ部３１７がＨＤ
Ｄ部３１６の設定情報３２０を判断する（Ｓ６０１）。ＣＰＵ部３１７がオートスリープ
時刻の設定がされていると判断した場合（Ｓ６０１がＹＥＳ）は、ＣＰＵ部３１７がＲＴ
Ｃ部３２４にアクセスし、現在時刻を取得する（Ｓ６０２）。オートスリープ時刻の設定
がされていない場合（Ｓ６０１がＮＯ）は、オートスリープ時刻機能の時刻確認シーケン
スを終了する。ＣＰＵ部３１７が取得した現時刻とオートスリープ時刻を比較し（Ｓ６０
３）、時刻が一致した場合はスリープ移行要因が発生したことをスリープモード移行シー
ケンスに通知する（Ｓ６０４）。オートスリープ時刻が一致しなかった場合（Ｓ６０３が
ＮＯ）は、ＣＰＵ部３１７がＲＴＣ部３２４に定期的にアクセスし、現時刻がオートスリ
ープ時刻と一致するのを待つ。
【００３８】
　図９は、本実施形態を示す画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである。
本例は、スリープモード移行シーケンス例に対応する。なお、各ステップは、ＣＰＵ部３
１７がメモリ部３１５にロードする制御プログラムを実行することで実現される。
　まずスリープ移行要因が発生したかを判断するために、ＣＰＵ部３１７がオートスリー
プ時刻シーケンスの状態、スリープ自動移行シーケンスの状態、電源制御部３１２を介し
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て操作部３１９のスリープモード移行／解除ボタンの状態を確認する（Ｓ７０１）。ＣＰ
Ｕ部３１７がスリープモードへの移行指示がないと判断した場合は、スリープモードへの
移行指示が発生するまで定期的に各部の状態をポーリングする（Ｓ７０１がＮＯ）。
　一方、ＣＰＵ部３１７がスリープ移行要因が発生していると判断した場合（Ｓ７０１が
ＹＥＳ）は、スリープ復帰時刻が設定されているかを判断するために、ＣＰＵ部３１７が
ＨＤＤ部３１６の設定情報３２０を確認する（Ｓ７０２）。
【００３９】
　ＣＰＵ部３１７がスリープ復帰時刻の設定がされていると判断した場合（Ｓ７０２がＹ
ＥＳ）は、ＣＰＵ部３１７がタイマ部３１４にスリープ復帰時刻の設定を行い（Ｓ７０３
）、タイマ部３１４をスリープ復帰要因として有効にする（Ｓ７０４）。なお、ＣＰＵ部
３１７がスリープ復帰時刻の設定がされていないと判断した場合（Ｓ７０２がＮＯ）は、
タイマ部３１４の設定は行わない。次に、スリープ移行要因がオートスリープ時刻要因で
あるかを確認するために、ＣＰＵ部３１７がオートスリープ時刻シーケンスの状態を確認
する（Ｓ７０５）。
【００４０】
　スリープ移行要因がオートスリープ時刻要因であった場合（Ｓ７０５がＹＥＳ）は、Ｃ
ＰＵ部３１７はＨＤＤ部３１６に格納されている制御プログラムに従って、画像処理部３
１８内のデータの退避などソフトウェアのスリープモード移行処理を実行する（Ｓ７０６
）。ソフトウェアのスリープモード移行処理終了後、ＣＰＵ部３１７が電源制御部３１２
に対して、電源系２，３の電源を遮断するように指示する。電源制御部３１２はＣＰＵ部
３１７から電源系２，３の電源遮断指示を受け取ると、リレー３０１、電源部３０２、電
源供給部３０６、人感センサ部電源供給部３２１の電源を遮断し、人感センサ電源遮断ス
リープモードへの移行を完了する（Ｓ７０７）。
【００４１】
　スリープ移行要因がオートスリープ時刻要因でないとＣＰＵ部３１７が判断した場合（
Ｓ７０５がＮＯ）は、オートスリープ時刻が設定されているかを判断するために、ＣＰＵ
部３１７がＨＤＤ部３１６の設定情報３２０を確認する（Ｓ７０８）。ＣＰＵ部３１７が
オートスリープ時刻の設定がされていると判断した場合（Ｓ７０8がＹＥＳ）は、ＣＰＵ
部３１７がタイマ部３２３にオートスリープ時刻の設定を行い（Ｓ７０９）、タイマ部３
２３をスリープ復帰要因として有効にする（Ｓ７１０）。
【００４２】
　なお、ＣＰＵ部３１７がオートスリープ時刻の設定がされていないと判断した場合（Ｓ
７０８がＮＯ）は、タイマ部３２３の設定は行わない。次にＣＰＵ部３１７はソフトウェ
アのスリープモード移行処理を実行し（Ｓ７１１）、電源制御部３１２に対して電源系２
の電源を遮断するように指示する。電源制御部３１２はＣＰＵ部３１７から電源系２の電
源遮断指示を受け取ると、リレー３０１、電源部３０２、電源供給部３０６の電源を遮断
し、通常スリープモードへの移行を完了する（Ｓ７１２）。
【００４３】
　図１０は、本実施形態を示す画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである
。本例は、電源制御部３１２のスリープモード復帰シーケンス例に対応する。なお、各ス
テップは、電源制御部３１２が制御プログラムを実行することで実現される。
　まず、スリープ復帰要因が発生したかを判断するために、電源制御部３１２がネットワ
ーク処理部３１３、人感センサ部１０４、操作部３１９のスリープモード移行／解除ボタ
ン、タイマ部３１４、タイマ部３２３の状態を判断する（Ｓ８０１）。ここで、電源制御
部３１２がスリープ復帰要因は発生していないと判断した場合は、スリープ復帰要因が発
生するまで定期的に各部の状態をポーリングする（Ｓ８０１がＮＯ）。
　一方、Ｓ８０１で、電源制御部３１２がスリープ復帰要因があると判断した場合は（Ｓ
８０１がＹＥＳ）、スリープ復帰要因がタイマ部３２３であるかを判断する（Ｓ８０２）
。ここで、スリープ復帰要因がタイマ部３２３であると電源制御部３１２が判断した場合
（Ｓ８０２がＹＥＳ）は、電源制御部３１２がタイマ部３２３を無効にする（Ｓ８０３）
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。
　そして、無効化後、電源制御部３１２が電源系３に電源を供給する人感センサ部電源供
給部３２１の電力供給を遮断し、人感センサ電源遮断スリープモードに移行させる（Ｓ８
０４）。
　一方、Ｓ８０２で、スリープ復帰要因がタイマ部３２３でないと電源制御部３１２が判
断した場合（Ｓ８０２がＮＯ）は、電源制御部３１２がスリープ復帰要因としてタイマ部
３１４が有効であるかを判断する（Ｓ８０５）。
【００４４】
　ここで、タイマ部３１４が有効であると電源制御部３１２が判断した場合（Ｓ８０５が
ＹＥＳ）は、電源制御部３１２は、スリープ復帰要因がタイマ部３１４であるかを判断す
る（Ｓ８０６）。ここで、スリープ復帰要因がタイマ部３１４でないと電源制御部３１２
が判断した場合（Ｓ８０６がＮＯ）は、電源制御部３１２が電源系２に電源を供給するた
め、リレー３０１、電源部３０２、電源供給部３０６をオンし、各部の電源供給を開始し
て（Ｓ８０７）、本処理を終了する。
　一方、Ｓ８０５で、タイマ部３１４が無効であると電源制御部３１２が判断した場合（
Ｓ８０５がＮＯ）は、電源制御部３１２が電源系２、３に電源を供給するため、リレー３
０１、電源部３０２、電源供給部３０６、人感センサ部電源供給部３２１をオンし、各部
の電源供給を開始して（Ｓ８０８）、本処理を終了する。
　また、Ｓ８０６で、スリープ復帰要因がタイマ部３１４であると電源制御部３１２が判
断した場合（Ｓ８０６がＹＥＳ）も同様に、電源制御部３１２が電源系２、３に電源供給
を開始して（Ｓ８０８）、本処理を終了する。
【００４５】
　図１１は、本実施形態を示す画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである
。本例は、スリープモード復帰シーケンス例に対応する。なお、各ステップは、ＣＰＵ部
３１７がメモリ部３１５にロードする制御プログラムを実行することで実現される。
　電源系２の電源が投入されるとＣＰＵ部３１７にも電源が供給され、ＣＰＵ部３１７が
スリープモード復帰処理を実行する。スリープモード復帰処理では、まずＣＰＵ部３１７
が、ＨＤＤ部３１６やメモリ部３１５に格納されている制御プログラムに従って、画像処
理部３１８内のデータの復元などソフトウェアのスリープモード復帰処理を実行する（Ｓ
９０１）。スリープモード復帰処理終了後、通常モードへの移行要因を確認するために、
ＣＰＵ部３１７が電源制御部３１２に対してアクセスする（Ｓ９０２）。
　通常モードへの復帰要因を確認後、ＣＰＵ部３１７は、タイマ部３１４、タイマ部３２
３を無効にする（Ｓ９０３）。その後、ＣＰＵ部３１７がスリープ復帰要因に合わせた処
理を実行する（Ｓ９０４）。スリープ復帰要因の処理終了後、ＣＰＵ部３１７は、図１０
で示すスリープ復帰時刻の時刻確認シーケンスを開始し（Ｓ９０５）、次に図６で示した
オートスリープ時刻機能の時刻確認シーケンスを開始する（Ｓ９０６）。
【００４６】
　図１２は、本実施形態を示す画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである
。本例は、スリープ復帰時刻の時刻確認例に対応する。なお、各ステップは、ＣＰＵ部３
１７がメモリ部３１５にロードする制御プログラムを実行することで実現される。
　まず、オートスリープ時刻機能で電源系３の電源が遮断されているかを確認するために
、ＣＰＵ部３１７が電源制御部３１２を介して人感センサ部電源供給部３２１の状態を確
認する（Ｓ１００１）。電源系３の電源が遮断されていた場合（Ｓ１００１がＹＥＳ）は
、ＣＰＵ部３１７がＲＴＣ部３２４にアクセスし、現在の時刻を取得する（Ｓ１００２）
。
【００４７】
　一方、Ｓ１００１で、電源系３の電源が遮断されていないとＣＰＵ部３１７が判断した
場合（Ｓ１００１がＮＯ）は、スリープ復帰時刻の時刻確認シーケンスを終了する。
　次に、ＣＰＵ部３１７が取得した現時刻と設定情報３２０のスリープ復帰時刻を比較し
（Ｓ１００３）、スリープ復帰時刻が一致しているかどうかを判断する。ここで、スリ法



(12) JP 6425388 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

復帰時刻に一致しているとＣＰＵ部３１７が判断した場合、人感センサ部電源供給部３２
１をオンし、人感センサ部１０４の電源である電源系３の電源供給を開始して（Ｓ１００
４）、本処理を終了する。
　一方、スリープ復帰時刻が一致しないとＣＰＵ部３１７が判断した場合（Ｓ１００３が
ＮＯ）は、ＣＰＵ部３１７がＲＴＣ部３２４に定期的にアクセスし、現時刻がスリープ復
帰時刻と一致するのを待つ。
【００４８】
　以上のように本実施形態によれば、オートスリープ時刻が経過した場合は、人感センサ
部１０４の電源を遮断するスリープモードへ移行させることで、ユーザが意図的にスリー
プに落としたい時間での人感センサ部１０４による動作を制限できる。
　なお、スリープ復帰要因には、操作部３１９による操作要因と、通信を行うネットワー
ク処理部３１３による通信要因と、人感センサ部１０４による検知要因とが含まれる。
【００４９】
　〔第２実施形態〕
　本実施形態では、オートスリープ時刻機能にスリープモードに移行する時刻とオートス
リープ時刻でのスリープモード移行時に人感センサ部１０４を有効にするか無効にするか
の設定が可能な場合について説明する。
　この場合のオートスリープ時刻機能は、曜日毎や日付毎にスリープに移行させたい時間
を設定する項目と、スリープ移行時の人感センサ部１０４の有効／無効が選択できる。人
感センサ部１０４が有効と設定された場合は、オートスリープ時刻に至ると通常スリープ
モードに移行する。また、人感センサ部１０４が無効と設定された場合は、オートスリー
プ時刻に至ると人感センサ電源遮断スリープモードに移行する。なお、画像形成装置の構
成に関しては、第１実施形態と同じであるため、説明を割愛する。
【００５０】
　図１３は、本実施形態を示す画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである
。本例は、スリープモード移行シーケンス例に対応する。なお、各ステップは、ＣＰＵ部
３１７がメモリ部３１５にロードする制御プログラムを実行することで実現される。
　まずスリープ移行要因が発生したかを確認するために、ＣＰＵ部３１７がオートスリー
プ時刻シーケンスの状態、スリープ自動移行シーケンスの状態、電源制御部３１２を介し
て操作部３１９のスリープモード移行／解除ボタンの状態を確認してＣＰＵ部３１７がス
リープモードへの移行指示があるかどうかを判断する（Ｓ１１０１）。ここで、移行指示
があるとＣＰＵ部３１７が判断した場合、スリープモードへの移行指示が発生するまで定
期的に各部の状態をポーリングする（Ｓ１１０１がＮＯ）。
【００５１】
　一方、Ｓ１１０１で、スリープ移行要因が発生しているとＣＰＵ部３１７が判断した場
合（Ｓ１１０１がＹＥＳ）は、スリープ復帰時刻が設定されているかを判断するために、
ＣＰＵ部３１７がＨＤＤ部３１６の設定情報３２０を確認する（Ｓ１１０２）。
　ここで、ＣＰＵ部３１７がスリープ復帰時刻設定がされていると判断した場合（Ｓ１１
０２がＹＥＳ）は、ＣＰＵ部３１７がタイマ部３１４にスリープ復帰時刻の設定を行い（
Ｓ１１０３）、タイマ部３１４をスリープ復帰要因として有効にする（Ｓ１１０４）。
【００５２】
　なお、ＣＰＵ部３１７がスリープ復帰時刻の設定がされていないと判断した場合（Ｓ１
１０２がＮＯ）は、タイマ部３１４の設定は行わない。次に、スリープ移行要因がオート
スリープ時刻要因であるかを判断するために、ＣＰＵ部３１７がオートスリープ時刻シー
ケンスの状態を確認する（Ｓ１１０５）。
　ここで、スリープ移行要因がオートスリープ時刻要因であるとＣＰＵ部３１７が判断し
た場合（Ｓ１１０５がＹＥＳ）は、スリープ移行時の人感センサ部１０４の状態設定が無
効設定になっているかを判断するために、ＣＰＵ部３１７がＨＤＤ部３１６の設定情報３
２０を確認する（Ｓ１１０６）。
【００５３】



(13) JP 6425388 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

　ここで、スリープ移行時の人感センサ部１０４の状態設定が無効設定であるとＣＰＵ部
３１７が判断した場合（Ｓ１１０６がＹＥＳ）は、ＣＰＵ部３１７は制御プログラムに従
って、画像処理部３１８内のデータの退避などソフトウェアのスリープモード移行処理を
実行する（Ｓ１１０７）。そして、ソフトウェアのスリープモード移行処理終了後、ＣＰ
Ｕ部３１７が電源制御部３１２に対して、電源系２，３の電源を遮断するように指示する
。電源制御部３１２は、ＣＰＵ部３１７から電源系２，３の電源遮断指示を受け取ると、
ＣＰＵ部３１７は、リレー３０１、電源部３０２、電源供給部３０６、人感センサ部電源
供給部３２１の電源を遮断し、人感センサ電源遮断スリープモードへの移行を完了する（
Ｓ１１０８）。
【００５４】
　一方、Ｓ１１０５で、スリープ移行要因がオートスリープ時刻要因でないとＣＰＵ部３
１７が判断した場合は（Ｓ１１０５がＮＯ）、オートスリープ時刻が設定されているかを
判断するために、ＣＰＵ部３１７がＨＤＤ部３１６の設定情報３２０を確認する（Ｓ１１
０９）。
　ここで、オートスリープ時刻の設定がされているとＣＰＵ部３１７が判断した場合（Ｓ
１１０９がＹＥＳ）は、スリープ移行時の人感センサ部１０４の状態設定が無効設定にな
っているかを判断するために、ＣＰＵ部３１７がＨＤＤ部３１６の設定情報３２０を確認
する（Ｓ１１１０）。
【００５５】
　ここで、スリープ移行時の人感センサ部１０４の状態設定が無効設定であるとＣＰＵ部
３１７が判断した場合（Ｓ１１１０がＹＥＳ）は、ＣＰＵ部３１７がタイマ部３２３にオ
ートスリープ時刻の設定を行い（Ｓ１１１１）、タイマ部３２３をスリープ復帰要因とし
て有効にする（Ｓ１１１２）。
　一方、Ｓ１１０９で、ＣＰＵ部３１７がオートスリープ時刻の設定がされていないと判
断した場合（Ｓ１１０９がＮＯ）および、Ｓ１１１０でスリープ移行時の人感センサ部１
０４の状態設定が有効設定であるとＣＰＵ部３１７が判断した場合（Ｓ１１１０がＮＯ）
は、タイマ部３２３の設定は行わない。
　次に、ＣＰＵ部３１７はソフトウェアのスリープモード移行処理を実行し（Ｓ１１１３
）、電源制御部３１２に対して電源系２の電源を遮断するように指示する。電源制御部３
１２はＣＰＵ部３１７から電源系２の電源遮断指示を受け取ると、リレー３０１、電源部
３０２、電源供給部３０６の電源を遮断し、通常スリープモードへの移行を完了する（Ｓ
１１１４）。
【００５６】
　以上のように本実施形態によれば、オートスリープ時刻機能によるスリープモード移行
時の人感センサ部１０４の有効／無効設定を可能にすることができる。つまり、土日など
特に使用頻度が低い日時だけ人感センサ部１０４の誤検知による抑制する人感センサ電源
遮断スリープモードに設定するといったことが設定可能となり、ユーザ利便性の維持と不
要な通常モードへの移行を抑制することができる。
【００５７】
　〔第３実施形態〕
　本実施形態では、人感センサ部１０４の電源のみを時刻設定で制御することが可能な場
合について説明する。第３実施形態では、画像形成装置１００に通常モードから人感セン
サ部１０４の電源のみを遮断する時刻を設定することが可能な人感センサオフ時刻機能が
用意されている。
【００５８】
　この人感センサオフ時刻機能とは、ＲＴＣ部３２４により計時される時刻が曜日毎に予
め設定された時刻に至ると、ＣＰＵ部３１７が通常モードから人感センサ部１０４の電源
を遮断する人感センサ電源遮断通常モードへ移行させる機能である。
【００５９】
　図１４は、本実施形態を示す画像形成装置の操作部３１９に表示されるＵＩ画面を示す
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図である。本例は、人感センサオフ時刻の設定画面例に対応する。
　図１４に示す人感センサオフ時刻の設定画面構成は、メモリ部３１５あるいはＨＤＤ部
３１６に保存されたソフトウェアに基づいてＣＰＵ部３１７が制御するものである。人感
センサオフ時刻の設定画面１４０１は、人感センサオフ時刻を設定する場合に移行する。
人感センサオフ時刻の設定画面のタイトル１４０６は、人感センサオフ時刻の設定と表示
される。人感センサオフ時刻を設定する場合は、曜日ボタン１４０２を押下し、図示しな
い操作部３１９に用意されたテンキーボタンを介して数字を入力することで、入力した数
字が時刻表示欄１４０３に設定時間が表示される。
【００６０】
　人感センサオフ時刻の設定を終了する場合は、ＯＫボタン１４０５を押下する。設定を
中止したい場合は、キャンセルボタン１４０４を押下することでオートスリープ時刻設定
を中止することができる。なお、設定された人感センサオフ時刻設定はＨＤＤ部３１６の
設定情報３２０に記憶される。
【００６１】
　画像形成装置１００には、人感センサ電源遮断通常モードから通常モードへ移行する時
刻を設定することが可能な人感センサオン時刻機能が用意されている。この人感センサオ
ン時刻機能とは、ＲＴＣ部３２４により計時される時刻が曜日毎に予め設定された時刻に
至ると、ＣＰＵ部３１７が人感センサ電源遮断通常モードから通常モードへ移行させる機
能である。
【００６２】
　図１５は、本実施形態を示す画像形成装置の操作部３１９に表示されるＵＩ画面を示す
図である。本例は、人感センサオン時刻の設定画面例に対応する。
　図１５に示す人感センサオン時刻の設定画面構成は、メモリ部３１５あるいはＨＤＤ部
３１６に保存されたソフトウェアに基づいてＣＰＵ部３１７が制御するものである。人感
センサオン時刻の設定画面１５０１は、人感センサオン時刻を設定する場合に移行する。
人感センサオン時刻の設定画面のタイトル１５０６は、人感センサオン時刻の設定と表示
される。人感センサオン時刻を設定する場合は、曜日ボタン１５０２を押下し、図示しな
い操作部３１９に用意されたテンキーボタンを介して数字を入力することで、入力した数
字が時刻表示欄１５０３に設定時間が表示される。
【００６３】
　人感センサオン時刻の設定を終了する場合は、ＯＫボタン１５０５を押下する。設定を
中止したい場合は、キャンセルボタン１５０４を押下することでオートスリープ時刻設定
を中止することができる。なお、設定された人感センサオン時刻設定はＨＤＤ部３１６の
設定情報３２０に記憶される。
【００６４】
　図１６は、本実施形態を示す画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである
。本例は、人感センサオフ時刻機能の時刻確認シーケンス例に対応する。なお、各ステッ
プは、ＣＰＵ部３１７がメモリ部３１５にロードする制御プログラムを実行することで実
現される。
　まず人感センサオフ時刻が設定されているかを判断するために、ＣＰＵ部３１７がＨＤ
Ｄ部３１６の設定情報３２０を確認する（Ｓ１６０１）。ＣＰＵ部３１７が人感センサオ
フ時刻の設定がされていると判断した場合（Ｓ１６０１がＹＥＳ）は、ＣＰＵ部３１７が
ＲＴＣ部３２４にアクセスし、現在の時刻を取得する（Ｓ１６０２）。
　一方、Ｓ１６０１で、人感センサオフ時刻の設定がされていない場合（Ｓ１６０１がＮ
Ｏ）は、人感センサオフ時刻機能の時刻確認シーケンスを終了する。
　次に、ＣＰＵ部３１７が取得した現時刻と人感センサオフ時刻を比較し（Ｓ１６０３）
、時刻が一致しているかどうかを判断する。ここで、現時刻と人感センサオフ時刻とが一
致しているとＣＰＵ部３１７が判断した場合は、ＣＰＵ部３１７が電源制御部３１２に対
して電源系３の電源を遮断するように指示する（Ｓ１６０４）。そして、電源制御部３１
２はＣＰＵ部３１７から電源系３の電源遮断指示を受け取ると、人感センサ部電源供給部
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３２１の電源を遮断し、人感センサ電源遮断通常モードへの移行を完了する。
【００６５】
　図１７は、本実施形態を示す画像形成装置の制御方法を説明するフローチャートである
。本例は、人感センサオン時刻の時刻確認シーケンス例に対応する。なお、各ステップは
、ＣＰＵ部３１７がメモリ部３１５にロードする制御プログラムを実行することで実現さ
れる。
　まず人感センサオフ時刻機能で電源系３の電源が遮断されているかを判断するために、
ＣＰＵ部３１７が電源制御部３１２を介して人感センサ部電源供給部３２１の状態を確認
する（Ｓ１７０１）。電源系３の電源が遮断されているとＣＰＵ部３１７が判断した場合
（Ｓ１７０１がＹＥＳ）は、ＣＰＵ部３１７がＲＴＣ部３２４にアクセスし、現在の時刻
を取得する（Ｓ１７０２）。
【００６６】
　一方、Ｓ１７０１で、電源系３の電源が遮断されていないとＣＰＵ部３１７が判断した
場合（Ｓ１７０１がＮＯ）は、人感センサオン時刻の時刻確認シーケンスを終了する。
　次に、ＣＰＵ部３１７が取得した現時刻と設定情報３２０の人感センサオン時刻を比較
し、人感センサオン時刻が一致しているかどうかを判断する（Ｓ１７０３）。ここで、現
時刻と設定情報３２０の人感センサオン時刻を比較し、人感センサオン時刻が一致してい
るとＣＰＵ部３１７が判断した場合、ＣＰＵ部３１７が人感センサ部電源供給部３２１を
オンし、人感センサ部１０４の電源である電源系３の電源供給を開始する（Ｓ１７０４）
。
　一方、Ｓ１７０３で、人感センサオン時刻が一致していないとＣＰＵ部３１７が判断し
た場合（Ｓ１７０３がＮＯ）は、ＣＰＵ部３１７がＲＴＣ部３２４に定期的にアクセスし
、現時刻が人感センサオン時刻と一致するのを待つ。
【００６７】
　本実施形態によれば、人感センサ部１０４の電源を遮断することで、人感センサからの
復帰要因をマスクすることができる。つまり土日など特に使用頻度が低い日時だけ人感セ
ンサの誤検知によるスリープ復帰動作を抑制することが設定可能となり、不要な通常モー
ドへの移行を抑制することができる。
　各実施形態によれば、通常モードからスリープモードへ移行する時刻が設定されている
場合は、人感センサ部の電源を遮断することで使用頻度が少ない時間での不要な通常モー
ドへの移行を抑制することができる。さらに人感センサ部の電源を遮断することにより、
通常のスリープモードより消費電力を少なくすることが可能となる。
【００６８】
　本発明の各工程は、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して取得したソフトウエア（プ
ログラム）をパソコン（コンピュータ）等の処理装置（ＣＰＵ、プロセッサ）にて実行す
ることでも実現できる。
【００６９】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から除外する
ものではない。
【符号の説明】
【００７０】
１００　画像形成装置
３１２　電源制御部
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