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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者から操作指示を受け付ける操作部と、
　当該電子機器に操作者が接近したことを検知して検知信号を発し、当該電子機器の前面
側にそれぞれ異なる位置に設けられた複数の人体検知センサーと、
　前記人体検知センサーからの検知信号の有無に基づいて、当該電子機器を通常動作可能
な通常動作モードと、省電力状態のスリープモードとに切り替えるモード切替部と、
　前記人体検知センサー毎に、前記人体検知センサーが操作者の接近を検知してから予め
定められた時間内に前記操作部が操作されたか否かを操作履歴として記録する操作記録部
と、
　前記操作記録部に記録された前記操作履歴に基づいて、前記複数の人体検知センサーの
うち、操作者の接近を検知してから前記予め定められた時間内に前記操作部が操作された
頻度が予め定められた値以下のものを、前記スリープモードを解除しないスリープ非解除
センサーに設定する設定部とを備え、
　前記モード切替部は、当該電子機器が前記スリープモードにあるときに、前記設定部に
より設定された前記スリープ非解除センサーから前記検知信号を受信したとき前記スリー
プモードを維持し、前記スリープ非解除センサー以外の前記人体検知センサーから前記検
知信号を受信したときは、当該電子機器を前記通常動作モードへ切り替える電子機器。
【請求項２】
　前記操作記録部は、前記複数の人体検知センサーの各組合せについて、当該組合せをな
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す前記人体検知センサーのそれぞれが操作者の接近を検知してから予め定められた時間内
に前記操作部が操作されたか否かを操作履歴として記録し、
　前記設定部は、前記操作記録部に記録された前記各組合せのうち、当該組合せをなす前
記人体検知センサーのそれぞれが、前記頻度が前記予め定められた値以下となっている組
合せをなす前記人体検知センサーのそれぞれを、前記スリープ非解除センサーに設定する
請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　画像を表示する表示部と、
　当該電子機器が前記通常動作モードにあるときには前記表示部に画像を表示させ、当該
電子機器が前記スリープモードにあるときには前記表示部に画像を表示させない表示制御
を行い、前記モード切替部によって当該電子機器が前記スリープモードから前記通常動作
モードに切り替えられたときに、前記表示部に画像を表示させる制御部と
を更に備えた請求項１又は請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の電子機器であって、
　記録媒体に対して画像形成を行う画像形成部を備えた画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器及び画像形成装置に関し、特に、画像形成装置の省電力化の技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置等の電子機器では、トナー像を記録用紙に定着させる定着装置や、表示部
等の消費電力を低減するために、画像形成を行わない場合などには通常動作モードから省
電力状態のスリープモードに動作モードの切り替えが可能とされている。多くの画像形成
装置では人体検知センサーを利用して、操作者が画像形成装置から離れたときはスリープ
モードに移行し、操作者が画像形成装置に近づいたときは自動的にスリープモードから通
常動作モードに復帰するようになっている。また、下記特許文献１では、画像形成装置の
操作中に操作者の意に反して画像形成装置がスリープモードに移行しないようにして操作
者の利便性を向上させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２５１１０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の画像形成装置では、画像形成装置を操作するつもりのないユーザーが当該画像形
成装置に近づいた場合にも自動的にスリープモードから通常動作モードに復帰することが
ある。上記特許文献１では、操作者が意図しないタイミングで画像形成装置がスリープモ
ードへ移行することの対応策は考慮しているが、逆に、ユーザーが意図しない場合に画像
形成装置がスリープモードから通常動作モードに自動復帰することの対応策は考慮されて
いない。
【０００５】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、ユーザーが必要としない場合
には電子機器がスリープモードから通常動作モードへ復帰することを抑制して電子機器の
さらなる省電力の向上を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明の一局面に係る電子機器は、操作者から操作指示を受け付ける操作部と、
　当該電子機器に操作者が接近したことを検知して検知信号を発し、当該電子機器の前面
側にそれぞれ異なる位置に設けられた複数の人体検知センサーと、
　前記人体検知センサーからの検知信号の有無に基づいて、当該電子機器を通常動作可能
な通常動作モードと、省電力状態のスリープモードとに切り替えるモード切替部と、
　前記人体検知センサー毎に、前記人体検知センサーが操作者の接近を検知してから予め
定められた時間内に前記操作部が操作されたか否かを操作履歴として記録する操作記録部
と、
　前記操作記録部に記録された前記操作履歴に基づいて、前記複数の人体検知センサーの
うち、操作者の接近を検知してから前記予め定められた時間内に前記操作部が操作された
頻度が予め定められた値以下のものを、前記スリープモードを解除しないスリープ非解除
センサーに設定する設定部とを備え、
　前記モード切替部は、当該電子機器が前記スリープモードにあるときに、前記設定部に
より設定された前記スリープ非解除センサーから前記検知信号を受信したとき前記スリー
プモードを維持し、前記スリープ非解除センサー以外の前記人体検知センサーから前記検
知信号を受信したときは、当該電子機器を前記通常動作モードへ切り替えるものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ユーザーが必要としない場合には、電子機器がスリープモードから通
常動作モードへ復帰することを抑制することができる。これにより、電子機器のさらなる
省電力の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像形成装置の外観及び人体検知センサー範囲を示す
斜視図である。
【図２】画像形成装置の構造を示す正面断面図である。
【図３】画像形成装置の主要内部構成を示す機能ブロック図である。
【図４】（Ａ）（Ｂ）は画像形成装置がフロア中央に設置されている場合の各人体検知セ
ンサーによる操作者の検知を示す図である。
【図５】画像形成装置がフロア隅に設置されている場合の各人体検知センサーによる操作
者の検知を示す図である。
【図６】画像形成装置の動作モード切り替え処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態に係る電子機器としての画像形成装置について図面を参照し
て説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る画像形成装置１の外観及び人体検知セン
サー範囲を示す斜視図である。
【００１０】
　本発明の一実施形態に係る画像形成装置１は、例えば、コピー機能、プリンター機能、
スキャナー機能、およびファクシミリ機能のような複数の機能を兼ね備えた複合機である
。画像形成装置１の装置本体１１の左側には画像形成後の排紙処理を実行する後処理装置
２が接続されている。
【００１１】
　画像形成装置１の装置本体１１には操作部４７が設けられている。操作部４７は、各種
キーを備えており、画像形成装置１が実行可能な各種動作及び処理について操作者から画
像形成動作実行指示や原稿読取動作実行指示等の指示をキー入力により受け付ける。操作
部４７は、表示部４７３を備える。表示部４７３は、タッチパネル機能を有するＬＣＤ（
Liquid Crystal Display）で構成されている。
【００１２】
　画像形成装置１は、後述するモード切替部１０２(図３)により、通常動作可能な通常動
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作モードと省電力状態のスリープモードとが切り替え可能とされている。画像形成装置１
が通常動作モードにあるとき、後述する制御部１００(図３)による制御の下、表示部４７
３は、操作画面、プレビュー画面、印刷ジョブ状況の確認画面等の各種画像を表示する。
一方、画像形成装置１がスリープモードにあるときには表示部４７３は画像非表示の状態
となる。
【００１３】
　画像形成装置１の前面の適切な箇所には、画像形成装置１の操作者を対象物として検知
するための人体検知センサーが複数設置されている。本実施形態では、２つの人体検知セ
ンサー、すなわち、画像形成装置１の前面における操作部４７に配設された人体検知セン
サー５０Ａと、画像形成装置１の一部をなす後処理装置２の前面上部に設けられた人体検
知センサー５０Ｂとが、画像形成装置１に設けられている。モード切替部１０２は、画像
形成装置１がスリープモードにあるときに人体検知センサー５０Ａ又は５０Ｂが操作者(
人体)を検知すると、画像形成装置１は通常動作モードに切り替える。これにより、表示
部４７３が画像表示状態になり、タッチパネル機能により操作者のタッチ入力を受け付け
る状態になる。 
【００１４】
　人体検知センサー５０Ａは、検知範囲５２Ａを有する。人体検知センサー５０Ｂは、検
知範囲５２Ｂを有する。このように、人体検知センサー５０Ａおよび５０Ｂを、画像形成
装置１の右側及び左側に設置することで、画像形成装置１の前方の領域で操作者の接近を
検知することができる。
【００１５】
　人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂは、例えば、焦電型赤外線センサー（図略）及びそ
の制御基板（図略）から構成される。焦電型赤外線センサーは、焦電効果を有する基板表
面に電極を有する焦電素子を備え、この焦電素子を用いて予め定められた検知領域内の対
象物(人又は物体)の検知を行う。焦電型赤外線センサーは、強誘電体等からなる焦電体基
板と、該焦電体基板の両面に対向して設けられた電極とを有する焦電素子を備え、人体の
動作により発生した赤外線を焦電素子の受光部に集光させ、赤外線の変化に応じて生じる
焦電素子の分極による信号を電圧信号に変換し、所定の処理を経た当該電圧信号が閾値と
の比較でコンパレータによりハイレベル又はローレベルとなる場合に、対象物を検知した
ものとして、当該ハイレベル又はローレベルを示す信号を出力する。
【００１６】
　なお、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂの検知距離は、画像形成装置１から遠く離れ
た人体を操作者として検知しないためにも１ｍ程度であることが好ましい。
【００１７】
　但し、人体検知センサーは、焦電型赤外線センサーに限られず、人体検知が可能な他の
センサーでも適用が画像形成装置１に可能である。例えば、人体検知センサーとしては、
画像形成装置１前方に対して光を照射する発光部と、当該発光部から照射された光が人体
で反射した反射光を受光する受光部とを備え、当該受光部による反射光の受光時に人体が
存在するとして検知信号を出力する光センサーであっても構わない。
【００１８】
　図２は、画像形成装置１の構造を示す正面断面図である。画像形成装置１は、装置本体
１１に、操作部４７、画像形成部１２、定着部１３、給紙部１４、原稿給送部６、及び原
稿読取部５等を備えて構成されている。
【００１９】
　画像形成装置１が原稿読取動作を行う場合、原稿給送部６により給送されてくる原稿、
又は原稿載置ガラス１６１に載置された原稿の画像を原稿読取部５が光学的に読み取り、
画像データを生成する。原稿読取部５により生成された画像データは内蔵ＨＤＤ又はネッ
トワーク接続されたコンピューター等に保存される。
【００２０】
　画像形成装置１が画像形成動作を行う場合は、上記原稿読取動作により生成された画像
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データ、又はネットワーク接続されたコンピューターから受信した画像データ、又は内蔵
ＨＤＤに記憶されている画像データ等に基づいて、画像形成部１２が、給紙部１４から給
紙される記録媒体としての記録紙Ｐにトナー像を形成する。カラー印刷を行う場合、画像
形成部１２のマゼンタ用の画像形成ユニット１２Ｍ、シアン用の画像形成ユニット１２Ｃ
、イエロー用の画像形成ユニット１２Ｙ、及びブラック用の画像形成ユニット１２Ｂｋは
、それぞれに、上記画像データを構成するそれぞれの色成分からなる画像に基づいて、帯
電、露光、及び現像の工程により感光体ドラム１２１上にトナー像を形成し、当該トナー
像を一次転写ローラー１２６により中間転写ベルト１２５上に転写させる。
【００２１】
　中間転写ベルト１２５上に転写される上記各色のトナー画像は、転写タイミングを調整
して中間転写ベルト１２５上で重ね合わされ、カラーのトナー像となる。二次転写ローラ
ー２１０は、中間転写ベルト１２５の表面に形成された当該カラーのトナー像を、中間転
写ベルト１２５を挟んで駆動ローラー１２５ａとのニップ部Ｎにおいて、給紙部１４から
搬送路１９０を搬送されてきた記録紙Ｐに転写させる。この後、定着部１３が、記録紙Ｐ
上のトナー像を、熱圧着により記録紙Ｐに定着させる。定着処理の完了したカラー画像形
成済みの記録紙Ｐは、排出トレイ１５１に排出される。
【００２２】
　なお、画像形成装置１において、両面印刷を行う場合は、画像形成部１２より一方の面
に画像が形成された記録紙Ｐを、排出ローラー対１５９にニップされた状態とした後、当
該記録紙Ｐを排出ローラー対１５９によりスイッチバックさせて反転搬送路１９５に送り
、搬送ローラー対１９により、上記ニップ部Ｎ及び定着部１３に対して記録紙Ｐの搬送方
向上流域に再度搬送する。これにより、画像形成部１２により当該記録紙の他方の面に画
像が形成される。
【００２３】
　次に、画像形成装置１の構成を説明する。図３は画像形成装置１の主要内部構成を示す
機能ブロック図である。
【００２４】
　画像形成装置１は、制御ユニット１０を備える。制御ユニット１０は、ＣＰＵ(Central
 Processing Unit)、ＲＡＭ、ＲＯＭ及び専用のハードウェア回路等から構成され、画像
形成装置１の全体的な動作制御を司る。
【００２５】
　原稿読取部５は、制御ユニット１０による制御の下、光照射部及びＣＣＤセンサー等を
有する読取機構１６３を備える。原稿読取部５は、光照射部により原稿を照射し、その反
射光をＣＣＤセンサーで受光することにより、原稿から画像を読み取る。
【００２６】
　画像処理部３１は、原稿読取部５で読み取られた画像の画像データを必要に応じて画像
処理する。例えば、画像処理部３１は、原稿読取部５により読み取られた画像が画像形成
部１２により画像形成された後の品質を向上させるために、シェーディング補正等の予め
定められた画像処理を行う。
【００２７】
　画像メモリー３２は、原稿読取部５による読取で得られた原稿画像のデータを一時的に
記憶したり、画像形成部１２のプリント対象となるデータを一時的に保存する領域である
。
【００２８】
　画像形成部１２は、原稿読取部５で読み取られた印刷データ、ネットワーク接続された
コンピューター２００から受信した印刷データ等の画像形成を行う。
【００２９】
　操作部４７は、画像形成装置１が実行可能な各種動作及び処理について操作者からの指
示を受け付ける。操作部４７は、表示部４７３を備える。
【００３０】
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　表示部４７３は、画像形成装置１が通常動作モードにあるときに、操作画面、プレビュ
ー画面、印刷ジョブ状況の確認画面等の各種表示をする。一方、表示部４７３は、画像形
成装置１がスリープモードにあるときには消灯する。
【００３１】
　ファクシミリ通信部７１は、図略の符号化／復号化部、変復調部及びＮＣＵ（Network 
Control Unit）を備え、公衆電話回線網を用いてのファクシミリの送信を行うものである
。
【００３２】
　ネットワークインターフェイス部９１は、ＬＡＮボード等の通信モジュールから構成さ
れ、当該ネットワークインターフェイス部９１に接続されたＬＡＮ等を介して、ローカル
エリア内のコンピューター２００等と種々のデータの送受信を行う。
【００３３】
　ＨＤＤ９２は、原稿読取部５によって読み取られた原稿画像等を記憶する大容量の記憶
装置である。
【００３４】
　人体検知センサー部５０Ａ及び５０Ｂは、画像形成装置１に操作者が接近したことを検
知して検知信号を発する。
【００３５】
　駆動モーター７０は、画像形成部１２の各回転部材及び搬送ローラー対１９等に回転駆
動力を付与する駆動源である。
【００３６】
　制御ユニット１０は、制御部１００と、操作記録部１０１と、モード切替部１０２と、
設定部１０３とを備えている。
【００３７】
　操作記録部１０１は、人体検知センサー５０Ａ又は５０Ｂが操作者の接近を検知してか
ら予め定められた時間（例えば、10秒）内に操作部４７が操作されたか否かを記録する。
なお、操作記録部１０１は、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂのそれぞれについて当該
操作履歴を記録する。
【００３８】
　制御部１００は、原稿読取部５、原稿給送部６、画像処理部３１、画像メモリー３２、
画像形成部１２、操作部４７、ファクシミリ通信部７１、ネットワークインターフェイス
部９１、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）９２、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂ等
と接続され、これら各部の駆動制御を行う。
【００３９】
　モード切替部１０２は、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂからの検知信号の有無に基
づいて、画像形成装置１を通常動作可能な通常動作モードと、省電力状態のスリープモー
ドとに切り替える。
【００４０】
　設定部１０３は、操作記録部１０１に記録された操作履歴に基づいて、人体検知センサ
ー５０Ａ及び５０Ｂのうち、操作者の接近を検知してから予め定められた時間内に操作部
４７が操作された頻度が予め定められた値以下のものを、前記スリープモードを解除しな
いスリープ非解除センサーに設定する。
【００４１】
　上記モード切替部１０２は、画像形成装置１がスリープモードにあるときに、スリープ
非解除センサーから検知信号を受信したときスリープモードを維持する。一方、モード切
替部１０２は、それ以外のセンサーから検知信号を受信したとき画像形成装置１を通常動
作モードへ切り替える。
【００４２】
　図４（Ａ）（Ｂ）は、画像形成装置１がフロア中央に設置されている場合の各人体検知
センサーによる操作者の検知を示す図である。図４（Ａ）では、操作者２０は操作部４７
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を操作するために操作部４７のほぼ正面から画像形成装置１に向かって矢印Ａの方向に進
む状態を示している。例えば、操作者２０が検知範囲５２Ａに進入すると人体検知センサ
ー５０Ａは操作者２０を検知する。ここで、人体検知センサー５０Ａが操作者の接近を検
知した時点から上記予め定められた時間内に当該操作者により操作部４７が操作された場
合に、操作記録部１０１は、人体検知センサー５０Ａによる操作者検知後の操作回数を1
回カウントアップする。
【００４３】
　一方、人体検知センサー５０Ａが操作者２０を検知した後に操作部４７が操作されない
と、操作記録部１０１は、人体検知センサー５０Ａによる操作者検知後の操作回数のカウ
ントアップは行わない。
【００４４】
　人体検知センサー５０Ｂが操作者を検知した場合も、検知後、上記予め定められた時間
内に当該操作者により操作部４７が操作されるか否かに応じて、人体検知センサー５０Ａ
の場合と同様に、操作記録部１０１によるカウントアップが行われる。
【００４５】
　図４（Ｂ）では、操作者２０が画像形成装置１から排出された記録紙を取りに行くため
に画像形成装置１の左側に配置されている用紙排出トレイのほぼ正面から画像形成装置１
に向かって矢印Ｂの方向に進む状態を示している。例えば、操作者２０が画像形成装置１
の前方から検知範囲５２Ｂに進入して、人体検知センサー５０Ｂは操作者２０を検知した
が、操作者が後処理装置２から排出された記録紙を回収するのみで、人体検知センサー５
０Ｂによる操作者２０の検知時から上記予め定められた時間内に操作部４７が操作されな
い場合、操作記録部１０１は、人体検知センサー５０Ｂによる操作者検知後の操作回数の
カウントアップは行わない。
【００４６】
　ここで、所定期間内、例えば、1日～7日等の日単位の期間において、図４（Ａ）に示し
た事象で、人体検知センサー５０Ａにより操作者が検知されて、操作記録部１０１が操作
者検知後の操作回数を1回カウントアップし、図４（Ｂ）に示した事象のように、人体検
知センサー５０Ｂにより操作者が検知されるが、操作記録部１０１が操作者検知後の操作
回数をカウントアップしない状態が複数回繰り返されたとする。この場合、この所定期間
内において、操作記録部１０１に記録された操作履歴は、人体検知センサー５０Ａは操作
者の接近を検知した時点から上記予め定められた時間内に操作部４７が操作された頻度が
高く、人体検知センサー５０Ｂは当該頻度が低い値を示す。このとき、設定部１０３は、
当該頻度が上記低い値として予め定められた値（例えば、上記所定期間内において2回等
）以下であれば、操作記録部１０１に記録された当該操作履歴に基づいて、当該頻度が低
い値を示す人体検知センサー、この例では人体検知センサー５０Ｂをスリープ非解除セン
サーに設定する。その後、画像形成装置１がスリープモードにあるときに、図４（Ｂ）の
ように人体検知センサー５０Ｂが操作者２０を検知しても、モード切替部１０２は、画像
形成装置１のスリープモードを解除せずにそのまま維持する。制御部１００による制御に
より表示部４７３は画像非表示（バックライト消灯による画像非表示を含む）のままとさ
れる。一方、図４（Ａ）のように人体検知センサー５０Ａが操作者２０を検知した場合、
モード切替部１０２は、画像形成装置１のスリープモードを解除して通常動作モードに切
り替える。これにより、制御部１００による制御の下で表示部４７３には、予め定められ
た画面、例えば、メニュー画面の画像が表示される。
【００４７】
　上記のように、本実施形態によると、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂのうち操作者
の接近を検知してから上記予め定められた時間内に操作部４７が操作された頻度が低いも
のがスリープ非解除センサーに設定され、当該スリープ非解除センサーが人体を検知して
も画像形成装置１はスリープモードから通常動作モードに復帰しない。これにより、操作
者が操作部４７の操作を行うことなくスリープモードから通常動作モードへの切替が必要
でない場合、すなわち、操作者が意図しない場合には、スリープモードから通常動作モー
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ドへの復帰を抑制することができ、画像形成装置１のさらなる省電力の向上を図ることが
できる。
【００４８】
　図５は、画像形成装置１がフロア隅に設置されている場合の各人体検知センサーによる
操作者の検知を示す図である。図５では、操作者２０は操作部４７を操作するために画像
形成装置１の図５における左側から操作部４７が配置されている画像形成装置１の右側に
向かって矢印Ｃの方向に進む状態を示す。
【００４９】
　例えば、操作者２０が検知範囲５２Ｂに進入すると人体検知センサー５０Ｂは操作者２
０を検知し、続けて、操作者２０が検知範囲５２Ａに進入すると人体検知センサー５０Ａ
は操作者２０を検知する。この場合、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂの両方が操作者
２０を検知した後に操作部４７が操作されるため、操作記録部１０１は、人体検知センサ
ー５０Ａ及び５０Ｂの組合せによる操作者検知後の操作回数を1回カウントアップする。
【００５０】
　図５の事象が複数回繰り返され、上記所定期間内において、操作記録部１０１に記録さ
れた操作履歴は、上記組合せをなす人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂの両方が操作者の
接近を検知した時点から上記予め定められた時間内に操作部４７が操作された頻度が高い
値、例えば、上記低い値として予め定められた値よりも高い値を示したとすると、このと
き、設定部１０３は、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂの組合せによる操作者検知を、
スリープモード解除の条件に設定する。すなわち、設定部１０３は、人体検知センサー５
０Ａ及び５０Ｂのいずれも、スリープ非解除センサーに設定しない。その後、画像形成装
置１がスリープモードにあるときに、図５のように人体検知センサー５０Ｂが操作者２０
を検知した場合、モード切替部１０２は、画像形成装置１のスリープモードを解除して通
常動作モードに切り替える。これにより、制御部１００により表示部４７３には、上記メ
ニュー画面の画像が表示される。
【００５１】
　なお、図５の事象において、仮に、操作者が人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂにより
検知された後に操作部４７の操作を行わず、上記所定期間内において、操作記録部１０１
に記録された操作履歴が、上記頻度が上記低い値として予め定められた値以下の値を示す
場合は、設定部１０３は、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂの組合せによる操作者検知
を、スリープモード解除の条件に設定しない。すなわち、設定部１０３は、人体検知セン
サー５０Ａ及び５０Ｂの両方をスリープ非解除センサーに設定する。
【００５２】
　この事象の場合、設定部１０３は、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂの組合せによる
操作者検知に対して、スリープモード解除の条件を設定するので、例えば、操作者が画像
形成装置１の前方位置で比較的複雑な動きをしたとしても、当該人体検知センサー５０Ａ
及び５０Ｂによるそれぞれの操作者検知に基づいて、スリーブモードを解除すべきか否か
を設定可能となる。これにより、操作者が操作部４７の操作を行わず、スリープモードか
ら通常動作モードへの切替が必要でない動作の場合には、スリープモードから通常動作モ
ードへの復帰を抑制することをより的確に行うことができ、画像形成装置１のさらなる省
電力の向上を図ることができる。
【００５３】
　なお、人体検知センサー５０Ａ及び５０Ｂは、画像形成装置１に操作者が接近したこと
を制御部１００に割り込み通知する。これにより、スリープ非解除センサー以外の人体検
知センサーにより操作者の接近が検知されるとすぐに表示部４７３が点灯し、ユーザーの
利便性を向上させることができる。
【００５４】
　また、上記では、人体検知センサーが画像形成装置１に２つ設けられる例を示している
が、３つ以上の複数の人体検知センサーが画像形成装置１に設けられる場合に、上記と同
様に、各人体検知センサー又はその組合せによる操作者検知後の操作部４７の操作頻度に
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。
【００５５】
　次に、画像形成装置１の動作モード切り替え処理について説明する。図６は、画像形成
装置１の動作モード切り替え処理を示すフローチャートである。
【００５６】
　処理開始前において、画像形成装置１はスリープモードに設定されており、制御部１０
０は、表示部４７３を画像非表示の状態としているものとする。かかる状態で、操作者が
画像形成装置１に接近すると、人体検知センサー５０Ａ又は５０Ｂは、当該接近する操作
者を検知する（Ｓ１でＹＥＳ）。
【００５７】
　人体検知センサー５０Ａ又は５０Ｂによって操作者が検知されると、モード切替部１０
２は、検知信号の発信元を確認する（Ｓ２）。モード切替部１０２は、当該発信元がスリ
ープ非解除センサーであるか否かを判断し、スリープ非解除センサーが検知信号を発して
いた場合（Ｓ３でＹＥＳ）、モード切替部１０２は、画像形成装置１をスリープモードの
まま維持する（Ｓ４）。一方、スリープ非解除センサー以外の人体検知センサーが検知信
号を発していた場合（Ｓ３でＮＯ）、モード切替部１０２は、画像形成装置１を通常動作
モードに切り替える（Ｓ５）。この通常モードへの切替により、制御部１００は、表示部
４７３に上記メニュー画面等の画像を表示させる（Ｓ５）。
【００５８】
　なお、本発明は上記実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。例えば、上
記実施形態では、本発明に係る電子機器として、複合機からなる画像形成装置１を一実施
形態としているが、これは一例に過ぎず、他の画像形成装置、例えば、プリンター、コピ
ー機、ファクシミリ装置等の他の画像形成装置でもよいし、更には、他の電子機器、例え
ば、医療機器、表示装置、等であってもよい。
【００５９】
　また、上記実施形態では、図１乃至図６を用いて上記実施形態により示した構成及び処
理は、本発明の一実施形態に過ぎず、本発明を当該構成及び処理に限定する趣旨ではない
。
【符号の説明】
【００６０】
１　　　　画像形成装置
１００　　制御部
１０１　　操作記録部
１０２　　モード切替部
１０３　　設定部
５０Ａ　　人体検知センサー
５０Ｂ　　人体検知センサー
４７　　　操作部
４７３　　表示部
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