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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙にトナー像を形成し定着ローラで該トナー像を用紙に固定する作像機構；
　該作像機構の画像形成プロセスを制御するメインコントローラ；
　表示手段および入力手段があって、該表示手段の表示ページを切換え又はポップアップ
表示するタグ表示を用いる入力を含むオペレータ入力をするための操作部；
　パソコンからのプリントコマンドに応答して該プリントコマンドの印刷を、前記メイン
コントローラを介して前記作像機構で行うプリンタコントローラ；および、
　前記作像機構に画像形成および定着のための作像電力を給電する第１スイッチ、および
、前記メインコントローラ，操作部およびプリンタコントローラに動作電力を給電する第
２スイッチを含み、前記プリンタコントローラの、パソコンプリントコマンドを検知する
電気素子又は回路および該検知に応答して第１及び第２スイッチをオンにする回路には、
第１及び第２スイッチのいずれのオフにも関わらず給電を継続する電源；を備え、
　前記プリンタコントローラは、第１および第２スイッチがオンであり前記定着ローラの
目標温度が定着目標温度であるスタンバイモードにて前記作像を行い、終了すると時間経
過の計測を開始して、前記プリントコマンドがなく設定時間が経過したとき、前記タグ表
示中であると前記定着ローラの目標温度が前記定着目標温度より低いが第１および第２ス
イッチがオンである低電力モードとしタグ表示中でないときには第１および第２スイッチ
がオフの休止モードとして、プリントコマンドを待ち、前記低電力モード又は休止モード
でプリントコマンドが到来すると前記スタンバイモードに移行する；画像形成装置。
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【請求項２】
　前記プリンタコントローラは、前記スタンバイモードにて前記作像を行い、終了すると
時間経過の計測を開始して、前記プリントコマンドがなく低電力モードへ移行する待ち時
間である低電力モード移行時間が経過すると前記低電力モードに移行し、該低電力モード
移行時間が経過するまでに休止モードへ移行する待ち時間の設定値である休止モード移行
時間が経過すると、前記タグ表示中であると前記低電力モードとしタグ表示中でないとき
には前記休止モードとして、プリントコマンドを待ち、前記低電力モード又は休止モード
でプリントコマンドが到来すると前記スタンバイモードに移行する；請求項１に記載の画
像形成装置。
【請求項３】
　前記プリンタコントローラは、休止モード移行時間より低電力モード移行時間が短い時
には、低電力モード移行時間が経過した時に低電力モードに移行し、それから両移行時間
の差が経過すると、前記タグ表示中であると前記低電力モードとしタグ表示中でないとき
には前記休止モードとして、プリントコマンドを待つ；請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記画像形成装置は更に、原稿載置台に置かれた原稿を押さえるための圧板および該厚
板の開閉を検出する開閉検出手段を備え、該圧板で押さえた原稿の画像を読み取って画像
データを出力する原稿スキャナ；を備え、
　前記電源は、前記開閉検出手段には、第１及び第２スイッチのいずれのオフにも関わら
ず給電を継続し；
　前記プリンタコントローラは、前記操作部から複写指示があったときは、前記原稿スキ
ャナが出力する画像データの印刷を前記スタンバイモードにて、前記メインコントローラ
を介して前記作像機構で行い、終了すると時間経過の計測を開始して、前記複写指示がな
く設定時間が経過したとき、前記開閉検出手段が開検出であると前記低電力モードとし閉
検出のときには前記休止モードとして、複写指示を待ち、前記低電力モード又は休止モー
ドで複写指示が到来すると前記スタンバイモードに移行する；請求項１に記載の画像形成
装置。
【請求項５】
　前記プリンタコントローラは、前記スタンバイモードにて前記作像を行い、終了すると
時間経過の計測を開始して、前記複写指示がなく前記低電力モード移行時間が経過すると
前記低電力モードに移行し、該低電力モード移行時間が経過するまでに休止モード移行時
間が経過すると、前記開閉検出手段が開検出であると前記低電力モードとし閉検出のとき
には前記休止モードとして、複写指示を待ち、前記低電力モード又は休止モードで複写指
示が到来すると前記スタンバイモードに移行する；請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記プリンタコントローラは、休止モード移行時間より低電力モード移行時間が短い時
には、低電力モード移行時間が経過した時に低電力モードに移行し、それから両移行時間
の差が経過すると、前記開閉検出手段が開検出であると前記低電力モードとし閉検出のと
きには前記休止モードとして、プリントコマンドを待つ；請求項５に記載の画像形成装置
。
【請求項７】
　前記プリンタコントローラは、前記操作部から割り込みコピー指示があると前記スタン
バイモードで割込コピーを実行し、終了するとスタンバイモードで待機し、該待機状態で
、前記複写指示がなく設定時間が経過したときは、前記低電力モードとし、複写指示を待
ち、複写指示が到来すると前記スタンバイモードに移行してから該複写指示の印刷を行う
；請求項４乃至６のいずれか１つに記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記画像形成装置は更に、前記操作部の場所にオペレータが存在するかを検出する人体
検知手段(21)；を備え、
　前記プリンタコントローラは、前記複写指示がなく設定時間が経過したとき、前記開閉
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検出手段が開検出でありしかも前記人体検知手段がオペレータの存在を検出していると前
記低電力モードとしオペレータの存在を検出していないと前記休止モードとして、複写指
示を待ち、前記低電力モード又は休止モードで複写指示が到来すると前記スタンバイモー
ドに移行する；請求項４乃至７のいずれか１つに記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記プリンタコントローラは、前記低電力モードへの移行時は、前記操作部の設定の初
期化を行わずに、前記低電力モードから前記スタンバイモードへの復帰時には前記低電力
モードへの移行直前の前記操作部の設定を継続する；請求項４乃至８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】
　本発明は、電気装置の電力消費の節減すなわち省エネルギ（省エネ）のための制御に関
し、特に、電気装置の動作が必要とされない待機状態では、動作指示に即応できるスタン
バイモードから、動作指示の到来を認知する待機回路やデータ保持が必要なメモリなど必
要最小限の電気要素には給電を継続するが待機電力消費が大きい例えば動力要素駆動回路
への通電は遮断する休止モードへ、装置内各種電気回路又は電気要素への給電を切換える
省エネ切り替え制御に関する。具体的には、これに限定する意図では無いが、例えば、プ
リンタ，複写機，ファクシミリあるいはこれらの少なくとも１者を含む画像処理システム
、に適用する。
【０００２】
【従来技術】
　例えば感熱記録，熱定着，熱乾燥を利用するプリンタ，複写機，ファクシミリなどは、
画像形成時の電力消費が大きい。画像形成指示を待つスタンバイモードでは、画像形成時
よりも電力消費が少ないが、例えば定着ローラを定着温度に維持するための電力消費がか
なりある。したがって、スタンバイモードになって所定時間経過すると、自動的に、定着
目標温度を下げて定着ヒータの電力消費を低減する低電力モード、又は、動作指示の到来
を認知する待機回路やデータ保持が必要なメモリなど必要最小限の電気要素に給電を継続
し他の電気回路または電気要素には待機電力給電も遮断する休止モード、に切換る省エネ
切り替え制御が用いられている。
【０００３】
　例えば特開平８－２５１３１７号公報には、ホストからプリンタに通信が無い時にプリ
ンタコントローラが省エネモードに切換り、このとき画像形成エンジンの電源をオフにす
る画像形成装置が開示されている。特開平９－０２６７３０号公報には、人体検出装置が
ユーザを検知すると主電源装置をオンに、ユーザを検知しないとオフにし、複写動作時に
は作動が必要な機構のみ電力の供給をする画像形成装置が提示されている。特開平９－９
０８２０号公報には、省電力モードへの移行条件が整った時にトレイが用紙補充のための
移動中のときは、移動完了後に省電力モードへ移行する画像形成装置が開示されている。
特開平１１－２２１９５１号公報には、印刷データを格納するスプール内に印刷データが
格納されている状態では、省電力への移行を禁止する制御手段を備えるとの提案がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　これら従来の省エネモードへの移行制御は、省エネ対象機器の動作あるいは機能を損な
わない形で行われる。しかしながら、オペレータの動作モード設定作業中に省エネモード
に移行してしまい、機器使用に不便を与えることがある。例えば、機器が高機能化あるい
は多機能化するに従いオペレータの動作モードの設定作業が複雑になり時間がかかる。又
、機器使用に不慣れなオペレータは、希望の動作モードの設定を終了するまでに長時間を
要することがある。特に、操作マニュアルあるいは説明書を見ながらの動作モードの設定
又は指定には長時間がかかる。設定作業の途上で機器が省エネモードへ移行すると、途中
段階の入力がキャンセルされるので、また最初から設定作業をし直さなければならない。
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【０００５】
　本発明は、オペレータの操作途中での省電力モードへの移行による、再設定の煩わしさ
を排除し操作性を向上することを第１の目的とし、操作途中に於いても更なる省電力の向
上をはかることを第２の目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　（１）用紙にトナー像を形成し定着ローラで該トナー像を用紙に固定する作像機構；
　該作像機構の画像形成プロセスを制御するメインコントローラ(50)；
　表示手段(212)および入力手段(201-211)があって、該表示手段の表示ページを切換え又
はポップアップ表示するタグ表示を用いる入力を含むオペレータ入力をするための操作部
(20)；
　パソコンからのプリントコマンドに応答して該プリントコマンドの印刷を、前記メイン
コントローラを介して前記作像機構で行うプリンタコントローラ(60)；および、
　前記作像機構に画像形成および定着のための作像電力(+24V)を給電する第１スイッチ(8
3)、および、前記メインコントローラ(50)，操作部(20)およびプリンタコントローラ(60)
に動作電力(+5V)を給電する第２スイッチ(84)を含み、前記プリンタコントローラ(60)の
、パソコンプリントコマンドを検知する電気素子又は回路および該検知に応答して第１及
び第２スイッチ(83,84)をオンにする回路には、第１及び第２スイッチ(83,84)のいずれの
オフにも関わらず給電を継続する電源(81,82)；を備え、
　前記プリンタコントローラ(60)は、第１および第２スイッチがオンであり前記定着ロー
ラの目標温度が定着目標温度であるスタンバイモードにて前記作像を行い、終了すると時
間経過の計測を開始して、前記プリントコマンドがなく設定時間が経過したとき、前記タ
グ表示中であると前記定着ローラの目標温度が前記定着目標温度より低いが第１および第
２スイッチがオンである低電力モードとし（図１０の１３，１７）タグ表示中でないとき
には第１および第２スイッチがオフの休止モードとして（図１０の１３，１５）、プリン
トコマンドを待ち、前記低電力モード又は休止モードでプリントコマンドが到来すると前
記スタンバイモードに移行する；画像形成装置。
【０００７】
　なお、理解を容易にするためにカッコ内には、図面に示し後述する実施例の対応要素又
は対応事項に付けた記号もしくは対応事項を、参考までに付記した。以下も同様である。
【０００８】
　これによれば、オペレータの、設定操作又は設定入力の途中では、休止モードには移行
せず、定着ローラの目標温度を下げる低電力モードに移行し、この低電力モードから印刷
が可能なスタンバイモードへの移行は速いので、オペレータの操作途中での休止モードへ
の移行による、スタンバイモード再設定の煩わしさが解消し、オペレータの操作性が向上
する。低電力モードの電力消費は、休止モードよりも多いが、何時でも動作可能なスタン
バイモードよりも少ないので、操作途中に於いても省電力が向上する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　（２）前記プリンタコントローラ(60)は、前記スタンバイモードにて前記作像を行い、
終了すると時間経過の計測を開始して、前記プリントコマンドがなく低電力モードへ移行
する待ち時間である低電力モード移行時間(Tp)が経過すると前記低電力モードに移行し（
図８の２３）、該低電力モード移行時間が経過するまでに休止モードへ移行する待ち時間
の設定値である休止モード移行時間(Ts)が経過すると、前記タグ表示中であると前記低電
力モードとし（図８の１３，１７）タグ表示中でないときには前記休止モードとして（図
８の１３，１５）、プリントコマンドを待ち、前記低電力モード又は休止モードでプリン
トコマンドが到来すると前記スタンバイモードに移行する；上記（１）に記載の画像形成
装置。
【００１０】
　これによれば、低電力モードへの移行時間が休止モードへの移行時間より短いと、低電
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力モードへの移行時間が経過すると自動的に低電力モードに移行する。この低電力モード
ではオペレータの設定操作又は設定入力に継続して応答し動作指示にも応答するので、オ
ペレータの操作入力が継続できる。その後休止モードへの移行時間が経過しても、オペレ
ータの、設定操作又は設定入力の途中では、休止モードには移行しないので、オペレータ
の操作途中での休止モードへの移行によるスタンバイモード再設定の煩わしさが解消し、
オペレータの操作性が向上する。低電力モードの電力消費は、休止モードよりも多いが、
何時でも動作可能なスタンバイモードよりも少ないので、操作途中に於いても省電力が向
上する。
【００１１】
　（３）前記プリンタコントローラ(60)は、休止モード移行時間(Ts)より低電力モード移
行時間(Tp)が短い時には、低電力モード移行時間(Tp)が経過した時に低電力モードに移行
し、それから両移行時間の差(Ts-Tp)が経過すると、前記タグ表示中であると前記低電力
モードとし（図８の１３，１７）タグ表示中でないときには前記休止モードとして（図８
の１３，１５）、プリントコマンドを待つ；上記（２）に記載の画像形成装置。
【００１２】
　（４）前記画像形成装置は更に、原稿載置台に置かれた原稿を押さえるための圧板およ
び該厚板の開閉を検出する開閉検出手段を備え、該圧板で押さえた原稿の画像を読み取っ
て画像データを出力する原稿スキャナ(10)；を備え、
　前記電源(81,82)は、前記開閉検出手段には、第１及び第２スイッチ(83,84)のいずれの
オフにも関わらず給電を継続し；
　前記プリンタコントローラ(60)は、前記操作部(20)から複写指示があったときは、前記
原稿スキャナ(10)が出力する画像データの印刷を前記スタンバイモードにて、前記メイン
コントローラを介して前記作像機構で行い、終了すると時間経過の計測を開始して、前記
複写指示がなく設定時間が経過したとき、前記開閉検出手段が開検出であると前記低電力
モードとし（図１０の１３，１７）閉検出のときには前記休止モードとして（図１０の１
３，１５）、複写指示を待ち、前記低電力モード又は休止モードで複写指示が到来すると
前記スタンバイモードに移行する；上記（１）に記載の画像形成装置。
【００１３】
　これによれば、圧板が開かれているとき、例えばオペレータが原稿を原稿載置台上で注
意深く位置合わせしているとき、に休止モードへ移行してしまうことが無いので、オペレ
ータの操作途中での休止モードへの移行によるスタンバイモード再設定の煩わしさが解消
し、オペレータの操作性が向上する。
【００１４】
　（５）前記プリンタコントローラ(60)は、前記スタンバイモードにて前記作像を行い、
終了すると時間経過の計測を開始して、前記複写指示がなく前記低電力モード移行時間が
経過すると前記低電力モードに移行し（図８の２３）、該低電力モード移行時間が経過す
るまでに休止モード移行時間が経過すると、前記開閉検出手段が開検出であると前記低電
力モードとし（図８の１３，１７）閉検出のときには前記休止モードとして（図８の１３
，１５）、複写指示を待ち、前記低電力モード又は休止モードで複写指示が到来すると前
記スタンバイモードに移行する；上記（４）に記載の画像形成装置。
【００１５】
　（６）前記プリンタコントローラ(60)は、休止モード移行時間(Ts)より低電力モード移
行時間(Tp)が短い時には、低電力モード移行時間(Tp)が経過した時に低電力モードに移行
し、それから両移行時間の差(Ts-Tp)が経過すると、前記開閉検出手段が開検出であると
前記低電力モードとし（図８の１３，１７）閉検出のときには前記休止モードとして（図
８の１３，１５）、プリントコマンドを待つ；上記（５）に記載の画像形成装置。
【００１６】
　（７）前記プリンタコントローラ(60)は、前記操作部(20)から割り込みコピー指示があ
ると前記スタンバイモードで割込コピーを実行し、終了するとスタンバイモードで待機し
、該待機状態で、前記複写指示がなく設定時間が経過したときは、前記低電力モードとし
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（図８，図１０の１１，１７）、複写指示を待ち、複写指示が到来すると前記スタンバイ
モードに移行してから該複写指示の印刷を行う；上記（４）乃至（６）のいずれか１つに
記載の画像形成装置。
【００１７】
　これによれば、割込コピーが終了しその直前（割込指示があったとき）の動作モード（
直前モード）に自動復帰するが、この場合には、低電力モードに移行するが休止モードへ
移行しない。これにより直前モードが、休止モードへの移行によって解除されてしまうこ
とは無く、直前モードを再設定するなどの作業を要せず、オペレータの操作途中での休止
モードへの移行による再設定の煩わしさが解消し、オペレータの操作性が向上する。
【００１８】
　（８）前記画像形成装置は更に、前記操作部(20)の場所にオペレータが存在するかを検
出する人体検知手段(21)；を備え、
　前記プリンタコントローラ(60)は、前記複写指示がなく設定時間が経過したとき、前記
開閉検出手段が開検出でありしかも前記人体検知手段(21)がオペレータの存在を検出して
いると前記低電力モードとし（図８，図１０の１３，１４ａ，１７）オペレータの存在を
検出していないと前記休止モードとして（図８，図１０の１３，１５）、複写指示を待ち
、前記低電力モード又は休止モードで複写指示が到来すると前記スタンバイモードに移行
する；上記（４）乃至（７）のいずれか１つに記載の画像形成装置。
【００１９】
　これによれば、操作部(20)の場所にオペレータが存在すると低電力モードに移行し休止
モードに移行しない。オペレータの操作途中での省電力モードへの移行による再設定の煩
わしさが解消し、オペレータの操作性が向上する。休止モードへの移行を禁止する条件が
成立しても、オペレータ非検出のときには休止モードに移行するので、省電力効果が高い
。低電力モードではオペレータの設定操作又は設定入力に継続して応答し動作指示にも応
答するので、オペレータの操作入力が継続できる。低電力モードの電力消費は、休止モー
ドよりも多いが、何時でも動作可能なスタンバイモードよりも少ないので、人体検知手段
(21)がオペレータの存在を検出している操作途中に於いても省電力が向上する。
【００２０】
　（９）前記プリンタコントローラ(60)は、前記低電力モードへの移行時は、前記操作部
(20)の設定の初期化を行わずに、前記低電力モードから前記スタンバイモードへの復帰時
には前記低電力モードへの移行直前の前記操作部(20)の設定を継続する（図８，図１０の
１９ｂ）；上記（４）乃至（８）に記載の画像形成装置。
【００２１】
　これによれば、低電力モードでもそれに移行直前のスタンバイモードでの入力および設
定も継承するので、また、低電力モードでもオペレータの操作入力を継続出来るので、オ
ペレータの操作途中での、休止モードへの移行による再設定の煩わしさが解消し、オペレ
ータの操作性が向上する。
【００２２】
　本発明の他の目的および特徴は、図面を参照した以下の実施例の説明より明らかになろ
う。
【００２３】
【実施例】
　－第１実施例－
　図１に本発明の第１実施例であるデジタル複写機の外観を示す。このデジタル複写機は
、大略で、自動原稿送り装置〔ＡＤＦ〕３０と、操作部２０と、スキャナ１０と、プリン
タ１００と、中継ユニット３２と、ステープラ及び作像された用紙を大量に積載可能なシ
フトトレイ付きのフィニッシャ３４と、両面ドライブユニット３３と、給紙バンク３５と
、大容量給紙トレイ３６及び１ビン排紙トレイ３１、の各ユニットで構成されている。複
写機本体であるプリンタ１００は、感光体，チャージャ，画像書き込み部、現像部，転写
部，定着部ならびに給紙搬送部など画像形成機構を備えている。
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【００２４】
　図２に、図１に示す複写機の電気系システムの概要を示す。複写機メカ制御部すなわち
画像読取りおよび画像形成プロセス制御の主要部に、メイン制御板５０上の１つのＭＰＵ
５１と、スキャナ制御板１１上の１つのＣＰＵ１２が用いられている。ＭＰＵ５１は作像
シーケンスおよび定着制御とシステム関係の制御を、ＣＰＵ１２はスキャナ関係の制御を
それぞれ行う。ＭＰＵ５１とＣＰＵ１２とは、画像データインターフェース及びシリアル
インターフエースによって接続されている。
【００２５】
　また、図２において、２０は操作部、７０はＩ／Ｏ制御板、９２は画像露光用のレーザ
光を制御するＬＤ制御板、４１は給紙制御板、１３はＣＣＤを搭載する読み取り制御板、
９０はマザーボード、６０，９１は、複合機能を実現するためのアプリケーション拡張ユ
ニットで、９１は、ＦＡＸ機能を搭載したファクシミリ制御ユニット、６０は、パソコン
，ワープロなどホストのドキュメントを印刷するプリンタ機能及びコピー，ファクシミリ
，プリンタの複合動作モードを制御するためのプリンタコントローラ（ボード）である。
８０は電源装置である。
【００２６】
　図３に、電源装置８０から、Ｉ／Ｏ制御板（入出力インターフエイス）７０，メイン制
御板（メインコントローラ）５０，マザーボード９０及びプリンタコントローラ６０への
給電系統の概要、ならびに、プリンタコントローラ６０の概要を示す。
【００２７】
　図３を参照すると、画像形成プロセスを制御するメイン制御板５０には、ＭＰＵ５１、
ＣＰＵ周辺ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＩＣ）５４、画像処
理ＡＳＩＣ５３、およびプリンタコントローラ６０とのインタフェース機能および画像デ
ータの圧縮伸張機能を有したＩ／Ｆ（インターフェイス）５２がある。
【００２８】
　システムの制御を司るプリンタコントローラ６０には、複合機能を実現するためのＭＰ
Ｕ６１とメイン制御板５０とのインタフェースと操作部との通信機能およびメモリの制御
機能を有した周辺ＡＳＩＣ６４およびその他がある。
【００２９】
　原稿を光学的に読み取る原稿スキャナ１０は、読み取りユニットにて、原稿に対するラ
ンプ照射の反射光をミラー及びレンズにより受光素子に集光する。受光素子（ＣＣＤ）は
、センサー・ボード・ユニット（ＳＢＵ）１３にあり、ＣＣＤに於いて電気信号に変換さ
れた画像信号は、ＳＢＵ１３上でディジタル信号すなわち読取った画像デ－タに変換され
た後、ＳＢＵ１３から、メイン制御板５０上の画像処理ＡＳＩＣ５３に出力される。
【００３０】
　ＳＢＵ１３からの読取り画像デ－タは、画像処理ＡＳＩＣ５３に転送され、画像処理Ａ
ＳＩＣ５３が、光学系及びディジタル信号への量子化に伴う信号劣化（スキャナ系の信号
劣化：スキャナ特性による読取り画像デ－タの歪）を補正し、該画像デ－タをプリンタコ
ントローラ６０に転送してメモリＭＥＭ６５に書込む。又は、プリンタ出力のための処理
を施してプリンタ１００のＬＤ制御板９２に与える。
【００３１】
　すなわち、画像処理ＡＳＩＣ５３には、読取り画像デ－タをメモリＭＥＭ６５に蓄積し
て再利用するジョブと、メモリＭＥＭ６５に蓄積しないでＬＤ制御板９２上のビデオ・デ
ータ制御（ＶＤＣ）に出力してレ－ザプリンタ機能で作像出力するジョブとがある。メモ
リＭＥＭ６５に蓄積する例としては、１枚の原稿を複数枚複写する場合、スキャナ１０を
１回だけ動作させ、読取り画像デ－タをメモリＭＥＭ６５に蓄積し、蓄積データを複数回
読み出す使い方がある。メモリＭＥＭ６５を使わない例としては、１枚の原稿を１枚だけ
複写する場合、読取り画像デ－タをそのままプリンタ出力用に処理すれば良いので、メモ
リＭＥＭ６５への書込みを行う必要はない。
【００３２】
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　まず、メモリＭＥＭ６５を使わない場合、画像処理ＡＳＩＣ５３は、読取り画像データ
に画像読取り補正を施してから、面積階調に変換するための画質処理を行う。画質処理後
の画像データはＬＤ制御板９２上のＶＤＣに転送する。面積階調に変化された信号に対し
、ドット配置に関する後処理及びドットを再現するためのパルス制御をＶＤＣで行い、レ
－ザプリンタ機能によって転写紙上に再生画像を形成する。
【００３３】
　メモリＭＥＭ６５に蓄積し、それからの読み出し時に付加的な処理、例えば画像方向の
回転，画像の合成等を行う場合は、画像読取り補正を施した画像データは、プリンタコン
トローラ６０の、画像メモリアクセス制御機能がある周辺ＡＳＩＣ６４に送られる。ここ
ではＭＰＵ６１の、フラッシュＥＥＰＲＯＭに格納された動作プログラムに従った制御に
よって、画像データとメモリモジュ－ルＭＥＭ６５のアクセス制御，外部パソコンＰＣの
プリント用データの展開（文字コ－ド／キャラクタビット変換），メモリー有効活用のた
めの画像データの圧縮／伸張を行う。周辺ＡＳＩＣ６４へ送られたデータは、データ圧縮
後ＭＥＭ６５へ蓄積し、蓄積データを必要に応じて読み出す。読み出しデータは伸張し、
本来の画像データに戻し周辺ＡＳＩＣ６４から画像処理ＡＳＩＣ５３へ戻される。
【００３４】
　画像処理ＡＳＩＣ５３へ戻されると、そこで画質処理を、そしてＬＣＤ制御板９２上の
ＶＤＣでのパルス制御を行い、レーザプリンタ機能によって転写紙上に顕像（トナ－像）
を形成する。
【００３５】
　複合機能の１つであるＦＡＸ送信機能は、原稿スキャナ１０の読取り画像データを画像
処理ＡＳＩＣ５３にて画像読取り補正を施し、ＦＡＸ制御ユニット（ＦＣＵ）９１へ転送
する。ＦＣＵ９１にて公衆回線通信網へのデータ変換を行い、該通信網へＦＡＸデータと
して送信する。ＦＡＸ受信は、通信網からの回線データをＦＣＵ９１にて画像データへ変
換し、画像処理ＡＳＩＣ５３へ転送される。この場合特別な画質処理は行わず、ＬＣＤ制
御板９２上のＶＤＣにおいてドット再配置及びパルス制御を行い、レーザプリンタ機能に
よって転写紙上に顕像を形成する。
【００３６】
　メイン制御板５０のＭＰＵ５１は、画像データの流れを制御し、プリンタコントローラ
６０のＭＰＵ６１はシステム全体を制御し、各リソースの起動を管理する。このデジタル
複合機能複写機の機能選択は、操作部２０にて選択入力し、コピー機能，ＦＡＸ機能等の
処理内容を設定する。
【００３７】
　プリンタコントローラ６０の電源は、休止モード時でも通電状態にある＋５ＶＥが供給
される。メイン制御板５０には、休止モード時に通電がオフされる＋５Ｖが供給される。
Ｉ／Ｏ制御板７０には、同じく休止モード時に通電がオフされる＋５Ｖと＋２４Ｖがそれ
ぞれ供給される。
【００３８】
　ＤＣ電源８０には、コンバータ出力の＋２４Ｖと＋５ＶＥ（＋５Ｖの電圧）にそれぞれ
スイッチ８３，８４が接続されている。これらのスイッチ８３，８４のオン／オフを行う
ための制御信号がプリンタコントローラ６０からスイッチ８３，８４に与えられる。休止
モードに移行するとき、プリンタコントローラ６０はこの制御信号でスイッチ８３および
８４を共にオフにする。
【００３９】
　定着制御８５の目標温度を、トナー像を転写した転写紙の定着処理に定められた定着動
作温度として定着ローラの温度をそれに維持する、コピースタートあるいはプリントコマ
ンドに応答して実質上遅れ時間無く画像形成を開始することが出来るスタンバイモード、
及び、電力消費を低くするために目標温度を定着動作温度の８０％とし他はスタンバイモ
ードと同様な状態であって操作入力があるとスタンバイモードへの復帰が直ちに行える低
電力モード、ではプリンタコントローラ６０は上記制御信号でスイッチ８３および８４を
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共にオンにしている。
【００４０】
　すなわち、休止モードではスイッチ８３，８４がオフで、プリンタコントローラ６０，
操作部２０，圧板開閉検知センサ７２および人体検知センサ２１の、複写機使用の可能性
を伺わせるオペータの行為又はパソコンＰＣのプリントコマンドを検知するに最小限の電
気素子又は回路に＋５ＶＥが継続して印加される。プリンタコントローラ６０においては
、該検知を待ちそれに応答してスイッチ８３，８４をオンにする回路ならびに不揮発保持
が必要とされるデータを格納するメモリに＋５ＶＥが継続して印加される。
【００４１】
　なお、低電力モード時は、全てに電源が供給されており、定着ヒータの設定温度のみを
下げている。
【００４２】
　操作部２０からのキーインデータの解析や表示の制御は、プリンタコントローラ６０の
ＭＰＵ６１が制御を行い、操作部２０とのインターフェイスは周辺ＡＳＩＣ６４が受け持
っている。周辺ＡＳＩＣ６４と操作部２０とは、この実施例では、マザーボード９０とメ
イン制御板５０およびスキャナ制御板１１を経由して接続されている。プリンタコントロ
ーラ６０には、操作部２０と同様にマザーボード９０とメイン制御板５０およびスキャナ
制御板１１を経由して圧板開閉検知センサ７２と人体検知センサ２１が接続されている。
人体検知センサ２１は操作部２０にある。人体検知センサ２１は、装置の前にオペレータ
が立っているかを判断するセンサである。
【００４３】
　圧板開閉検知センサ７２は、ＡＤＦ３０がスキャナに接続されている時には、ＡＤＦ３
０の開閉を検出する検知スイッチであり、ＡＤＦ３０の装着が無い時には、原稿押さえ用
の圧板の開閉を検出する検知スイッチである。いずれにしても圧板開閉検知７２は、ＡＤ
Ｆ又は原稿押さえ用の圧板が開放状態かどうかを示す信号を発生し、これが、画像処理動
作状態，スタンバイモード，低電力モード及び休止モードのいずれの時でも、スキャナ制
御板１０，メイン制御板５０及びマザーボード９０を介して、プリンタコントローラ６０
の周辺ＡＳＩＣ６４に与えられ、ＭＰＵ６１がこの信号を読み取る。開放状態かどうかを
示す信号を発生するための電源（＋５ＶＥ）および人体検知センサ２１がオペレータの存
否を検出して検出信号を発生するための電源（＋５ＶＥ）ならびに操作部２０の入力キー
のオンを検出して検出信号を発生するための電源（＋５ＶＥ）は、マザーボード９０，メ
イン制御板５０及びスキャナ制御板１０を介してて、プロセスコントローラ６０から、開
閉検知スイッチ，人体検知センサ２１および操作部２０に与える。
【００４４】
　なお、ＡＤＦ３０を装備する場合、それはスキャナ制御板１１に接続される。ＡＤＦ３
０の原稿台に原稿があるか否を検出する原稿センサの検出信号も、スキャナ制御板１０，
メイン制御板５０及びマザーボード９０を介して、プリンタコントローラ６０の周辺ＡＳ
ＩＣ６４に与えられ、ＭＰＵ６１がこの信号を読み取る。原稿センサが原稿の有無をあら
わす検出信号を発生するための電源（＋５ＶＥ）も、マザーボード９０，メイン制御板５
０及びスキャナ制御板１０を介してて、プロセスコントローラ６０から、原稿センサに与
える。
【００４５】
　図４の（ａ）に、操作部２０のなかの複写操作部を示す。コピー枚数等の数値を入力す
るための１０キー２０１、値数のクリアやコピーの中断を行うためのクリア／ストップキ
ー２０２、コピースタートキー２０３、ジョブの途中に割り込んでコピーが可能な割り込
みキー２０５、定着ヒータの温度を下げて休止モードよりも消費電力は大きいがスタンバ
イモードよりも少なく、操作入力があると即時、復帰が可能な低電力モードへの移行およ
び低電力モードをクリアするためのリセット／予熱キー２０６、休止モードへの移行およ
び休止モードをクリアするための電源キー２０４、あらかじめ使用頻度の高いコピーモー
ドを記憶して読み出すことが出来るプログラムキー２０７、コピーカウンタの確認や各種
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モードの初期設定を行うための初期設定／カウンタキー２０８、ユーザが自由に機能を設
定可能な選択キー２０９～２１１、ソフトＳＷおよび各種情報の表示を行うＬＣＤ表示と
キー入力の為のタッチパネルの組み合わせ２１２で構成されている。
【００４６】
　図４の（ｂ）に、操作部２０の電気制御系を示す。この制御系の主体は、メイン制御板
５０のＭＰＵ５１とコミュニケーションし、操作部２０の入力を読取り、パネル２１２上
の表示を制御するＣＰＵ２１９，このＣＰＵ２１９の制御プログラムが格納されているＲ
ＯＭ２２０，制御時にデータの一時格納等を行うためのＲＡＭ２２１，パネル２１２の描
画データを格納するＶＲＡＭ２１６，このＶＲＡＭ２１６に接続されパネル２１２の描画
タイミング制御等を行う液晶表示コントローラ（ＬＣＤＣ）２１５等がある。ＬＣＤＣ２
１５には、ＣＦＬの光源をバックライト２１３として有するＬＣＤパネル２１２が接続さ
れる。ＣＰＵ２１９には更に、ＣＦＬバックライト２１３を駆動するインバータ２１４，
操作キー群のキーマトリクス２０１，表示ＬＥＤのＬＥＤマトリクス２１８およびそれら
のＬＥＤを駆動するＬＥＤ駆動装置２１７等が接続されている。また、ＣＰＵ２１９が接
続されたデータバスには、画像処理モード記憶用の不揮発性ＲＡＭ（ＮＶＲＡＭ）２２２
が接続されている。
【００４７】
　図５に、スタンバイモードの時のパネル２１２のデフォルト入力画面を示す。この画面
は、各種ソフトＳＷと状態表示で構成されている。この例では、タグを開く機能にあたる
キーとしては、「表紙／合紙」，「編集」，「両面／集約／分割」および「変倍」の各キ
ーがある。
【００４８】
　図６に、「表紙／合紙」キーにタッチしてタグを開いた状態を示す。この場合、タグの
下には、「おもて表紙」，「うら表紙」，「章区切り」，「合紙」の４つのキーが設定さ
れている。ここでいずれかを選択指定する。タグが開いた状態の１例が、この図６の状態
である。
【００４９】
　図７及び図８に、操作部２０からのコピースタート指示，パソコンＰＣからのプリント
コマンド又はＦＣＵ９１からのファクシミリ受信に応答して、プリンタコントローラ６０
のＭＰＵ６１が、ＲＯＭ６３のシステム制御プログラム（メインルーチン）に従って画像
形成を行い、そしてこれを終了した時に実行するサブルーチン「待機処理」ＷＡＰ１の内
容を示す。この「待機処理」ＷＡＰ１を行わせるプログラムも、ＲＯＭ６３に格納されて
いる。画像形成の終了により、複写機は、スタートキー２０３のオンに応答して、又はパ
ソコンＰＣからのプリントコマンドに応答して、もしくは、ファクシミリ受信に応答して
すぐに画像形成を開始できるスタンバイモードになっている。このスタンバイモードで定
着制御８５の目標温度は、画像形成動作中と同じ定着処理温度である。
【００５０】
　まず図７を参照する。「待機処理」ＷＡＰ１に進むとＭＰＵ６１は、まず今回終了した
画像形成（ジョブ）が、割込みコピーであった時には、レジスタＣＯＩにこれをあらわす
「１」を書込み、先に割込みキー２０５のオンがあった時に操作部２０に設定されていて
割込みキー２０５がオンになった時にＮＶＲＡＭ２２２に退避書込みした動作モードを、
パネル２１２に再設定する。すなわち割込みキーインがあつたときに設定されていた動作
モードを復元する（ステップ１，２）。なお、以下においてはカッコ内には、ステップと
いう語を省略してステップ番号のみを記す。割込みコピーでなかった時には、レジスタＣ
ＯＩをクリアする（３）。
【００５１】
　次にＭＰＵ６１は、休止モード移行時間設定値Ｔｓと低電力モード移行時間設定値Ｔｐ
を比較して、短い方の時間をタイマＴｗの時限値に定めて（４－６，２１，２２）、タイ
マＴｗをスタートして（７）、そのタイムオーバを待つ（９）。これを待っている間、Ｍ
ＰＵ６１はオペレータ入力，人体検知センサ２１の検知信号の変化，パソコンＰＣからの
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プリントコマンドおよびファクシミリ受信を待っており（８）、いずれかの入力又は変化
があると、スタンバイモードに移行してメインルーチンに復帰する（２６，２８ａ～２８
ｄ，２９－リターン）。ただし、入力の変化がオペレータ検出中から非検出への切換りで
ある場合には、タイマＴｗのタイムオーバを待つ（２８ａ－９）。また、現状がスタンバ
イモードまたは低電力モードであって入力が電源キー２０４のオンであったときには、Ｍ
ＰＵ６１は、休止モードに移行しスイッチ８３，８４をオフにする（２７）。現状がスタ
ンバイモードであってリセット／予熱キー２０６がオンになった時には、その時の動作モ
ードをＮＶＲＡＭ２２２に書込んで（２８ｅ）すなわち退避して、低電力モードに移行す
る、すなわち定着制御８５の目標温度を、定着処理温度の８０％に低減する（２８ｂ－２
８ｄ－２８ｅ－２３～２５）。
【００５２】
　次に図８を参照する。いずれの入力も無くタイマＴｗがタイムオーバすると（９）、Ｍ
ＰＵ６１は、先にタイマＴｗに設定した時限値が、休止モード移行時間設定値Ｔｓと低電
力モード移行時間設定値Ｔｐのいずれであったかに応じて、低電力モード移行時間設定値
Ｔｐであつたときには、その時の動作モードを退避して（２８ｅ）、低電力モードに移行
し、すなわち定着制御８５の目標温度を定着処理温度の８０％に低減し（１０，２３）、
低電力モード移行時間設定値Ｔｐであつたことを表す情報を保持するレジスタＰＦＲをク
リアして（２４）、タイマＴｗに、休止モードに移行するための残り時間「Ｔｓ－Ｔｐ」
を時限値として設定して（２５）、タイマＴｗを再スタートする（７）。
【００５３】
　タイマＴｗがタイムオーバしたときの時限値が休止モード移行時間設定値Ｔｓ（又は上
述の「Ｔｓ－Ｔｐ」）であった時には（１０）、ＭＰＵ６１は、割込みコピーを終了した
状態か（１１）、圧板開閉検知７２が圧板開を検出しているか（１２）、あるいはタグオ
ープン（図６）か（１３）、をチェックして、それらのいずれも否（ＮＯ）であると、Ｍ
ＰＵ６１は、休止モードに移行して、スイッチ８３，８４をオフにする（１５）。休止モ
ードに移行する時には、ＭＰＵ６１は、その時の操作部２０のパネル２１２に表示中の動
作モードおよび設定状態をＮＶＲＡＭ２２２に退避書込みする。
【００５４】
　いずれかが是（ＹＥＳ）であるとＭＰＵ６１は、人体検知センサ２１がオペレータを検
出しているかをチェックして（１４ａ）、検出していないと休止モードに移行して、スイ
ッチ８３，８４をオフにする（１５）。オペレータを検出していると、現在の動作モード
を退避して（１４ｂ）、低電力モードに移行して（１７）、オペレータ非検出になるか、
あるいは何等かの入力があるのを待つ（１８）。オペレータ非検出になると休止モード（
１９ａ－１５）に進み、何等かの入力があると、スタンバイモードへ移行しすなわち退避
していた動作モードを操作部２０に復元し（１９ａ－１９ｂ）、定着制御８５の目標温度
を、定着処理温度（１００％）にもどし（２０）、メインルーチンに復帰する（リターン
）。なお、入力の変化がオペレータ検出中から非検出への切り変わりである場合には、休
止モードに移行する（１５）。
【００５５】
　ＭＰＵ６１は、休止モードに移行した後は、休止モード解除入力が到来するのを待つ（
１６）。休止モード解除入力は、圧板の開閉変化すなわち圧板開閉検知センサ７２の検出
信号のレベル（Ｌ／Ｈ）の切換り，ＡＤＦ３０の原稿センサの検出信号の、原稿なしから
ありへの切換り，電源キー２０４のオン，ファクシミリの受信、及び、パソコンＰＣから
のプリントコマンド、のいずれかである。休止モード解除入力があるとＭＰＵ６１は、ス
タンバイモードへ移行し、スイッチ８３，８４をオンにし、ＮＶＲＡＭ２２２に退避して
いる動作モード及び設定状態を、パネル２１２に表示し、復元する（２０）。
【００５６】
　この第１実施例では、休止モード移行時間設定値Ｔｓよりも低電力モード移行時間設定
値Ｔｐの方が短いと、スタンバイモードで何らの入力も無く低電力モード移行時間Ｔｐが
経過すると、複写機は低電力モードとなり（１～１０－２３）、それからＴｓ－Ｔｐ後に
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休止モードになる（２４，２５－７～１０～１３－１５）。休止モード移行時間設定値Ｔ
ｓが低電力モード移行時間設定値Ｔｐより短いと、スタンバイモードで何らの入力も無く
低電力モード移行時間Ｔｐが経過すると、複写機は休止モードになる（１～１５）。
【００５７】
　ただし、いずれにしても、割込みコピー直後，圧板開放およびタグオープンが、休止モ
ードへの移行を禁止する条件であり、それらのいずれかが成立すると休止モードへの移行
を禁止する（１１，１２又は１３－１４－１７～２０）。オペレータ非検出は、この禁止
条件を解除する条件であり、休止モードへの移行禁止条件が成立しても、オペレータ非検
出であると、あるいはオペレータ非検出に切換ると、休止モードへ移行する（１４－１５
）。
【００５８】
　禁止条件が成立し、オペレータを検出し、しかも何らの入力も無い間は、低電力モード
を継続する。この低電力モードを継続中に、複写機の使用の可能性を伺わせる入力がある
と、スタンバイモードへ移行する（１８－２０）。低電力モードは、定着制御８５の目標
温度をスタンバイモードのときの８０％に下げるだけで、その他の設定条件はスタンバイ
モードと変わりが無く、操作部２０に対するオペレータの入力および設定が継続し維持さ
れ、新たな入力があるとそのままスタンバイモードに移行する。
【００５９】
　－第２実施例－
　第２実施例のハードウエアおよびシステム制御のメインルーチンは、第１実施例と同様
であるが、ＭＰＵ６１が実行するサブルーチン「待機処理」ＷＡＰ２が第１実施例のもの
とは異なっている。
【００６０】
【００９４】
　図９及び図１０に、この第２実施例の「待機処理」ＷＡＰ２の内容を示す。まず図９を
参照する。「待機処理」ＷＡＰ２に進むと第２実施例のＭＰＵ６１は、まず今回終了した
画像形成（ジョブ）が、割込みコピーであった時には、レジスタＣＯＩにこれをあらわす
「１」を書込み、先に割込みキー２０５のオンがあった時に操作部２０に設定されていて
割込みキー２０５がオンになった時にＮＶＲＡＭ２２２に退避書込みした動作モードを、
パネル２１２に再設定する。すなわち割込みキーインがあつたときに設定されていた動作
モードを復元する（ステップ１，２）。割込みコピーでなかった時には、レジスタＣＯＩ
をクリアする（３）。
【００６１】
　次にＭＰＵ６１は、時限値が休止モード移行時間ＴｓのタイマＴｓをスタートして（３
７）、そのタイムオーバを待つ（３９）。これを待っている間、ＭＰＵ６１はオペレータ
入力，人体検知センサ２１の検出信号の切換り，パソコンＰＣからのプリントコマンドお
よびファクシミリ受信を待っており（８）、いずれかの入力があると、スタンバイモード
に移行してメインルーチンに復帰する（２６－２８ａ－２８ｂ－２８ｃ－２９－リターン
）。ただし、入力の変化がオペレータ検出中から非検出への切換りである場合には、タイ
マＴｓのタイムオーバを待つ（２８ａ－３９）。また、現状がスタンバイモードまたは低
電力モードであって入力が電源キー２０４のオンであったときには、ＭＰＵ６１は、休止
モードに移行しスイッチ８３，８４をオフにする（２７）。現状がスタンバイモードであ
ってリセット／予熱キー２０６がオンになった時には、現在操作部２０に設定されている
動作モードをＮＶＲＡＭ２２２に退避して（２８ｄ，２８ｅ）、低電力モードに移行する
（２３）、すなわち定着制御８５の目標温度を、定着処理温度の８０％に低減する。
【００６２】
　次に図１０を参照する。いずれの入力も無くタイマＴｓがタイムオーバすると（３９）
、ＭＰＵ６１は、割込みコピーを終了した状態か（１１）、圧板開閉検知７２が圧板開を
検出しているか（１２）、あるいはタグオープン（図６）か（１３）、をチェックして、
それらのいずれも否（ＮＯ）であると、ＭＰＵ６１は、休止モードに移行して、スイッチ
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８３，８４をオフにする（１５）。
【００６３】
　いずれかが是（ＹＥＳ）であるとＭＰＵ６１は、人体検知センサ２１がオペレータを検
出しているかをチェックして（１４ａ）、検出していないと休止モードに移行して、スイ
ッチ８３，８４をオフにする（１５）。オペレータを検出していると、現在の動作モード
を退避して（１４ｂ）、低電力モードに移行して（１７）、オペレータ非検出になるか、
あるいは何等かの入力があるのを待つ（１８）。オペレータ非検出になると休止モード（
１９ａ－１５）に進み、何等かの入力があると、スタンバイモードへ移行しすなわち退避
していた動作モードを操作部２０に復元し（１９ａ－１９ｂ）、定着制御８５の目標温度
を、定着処理温度（１００％）にもどし（２０）、メインルーチンに復帰する（リターン
）。なお、入力の変化がオペレータ検出中から非検出への切り変わりである場合には、休
止モードに移行する（１５）。これらの処理およびその後の処理は、前述の第１実施例の
「待機処理」ＷＡＰ１と同様である。
【００６４】
　この第２実施例では、第１実施例で用いた低電力モード移行時間Ｔｐが無いので、移行
時間の経過に従って低電力モードへ移行する処理ならびに残り時間Ｔｓ－Ｔｐを低電力モ
ードから休止モードへの移行時間とする移行処理も無い。その他の特徴は、上述の第１実
施例と同様である。
【００６５】
　－参考例１－
　参考例１のハードウエアおよびシステム制御のメインルーチンは、第１実施例と同様で
あるが、ＭＰＵ６１が実行するサブルーチン「待機処理」ＷＡＰ３が第１および第２実施
例のものとは異なっている。この第３実施例の「待機処理」ＷＡＰ３の内容の前半は、図
９に示す第２実施例のものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００６６】
　参考例１の「待機処理」ＷＡＰ３の後半は第２実施例のものと少し異なる。これを図１
１に示す。スタンバイモードまたは低電力モードで、いずれの入力も無くタイマＴｗがタ
イムオーバすると（図９のステップ９に相当）、参考例１のＭＰＵ６１は、割込みコピー
を終了した状態か（１１）、圧板開閉検知７２が圧板開を検出しているか（１２）、ある
いはタグオープン（図６）か（１３）、をチェックして、それらのいずれも否（ＮＯ）で
あると、ＭＰＵ６１は、休止モードに移行して、スイッチ８３，８４をオフにする（１５
）。
【００６７】
　いずれかが是（ＹＥＳ）であるとＭＰＵ６１は、人体検知センサ２１がオペレータを検
出しているかをチェックして（１４）、検出していないと休止モードに移行して、スイッ
チ８３，８４をオフにする（１５）。オペレータを検出していると、オペレータ非検出に
なるか、あるいは何等かの入力があるのを待つ（１４，１８）。オペレータ非検出になる
と休止モードに進み（１５）、何等かの入力があると、スタンバイモードへ移行し（２０
）、メインルーチンに復帰する（リターン）。これらの処理およびその後の処理は、前述
の第２実施例の「待機処理」ＷＡＰ２と同様である。
【００６８】
　この参考例１では、第２実施例で用いた低電力モードへの移行（１７）が無いので、ス
タンバイモードから、休止モード移行時間Ｔｓの経過により休止モードに移行するとき、
移行禁止条件が成立しかつオペレータ検出中のときには、低電力モードに移行することな
くスタンバイモードに留まる（１４－１８－１４）。その他の特徴は、上述の第２実施例
と同様である。
【００６９】
　－第３実施例－
　第３実施例のハードウエアおよびシステム制御のメインルーチンは、第１実施例と同様
であるが、ＭＰＵ６１が実行するサブルーチン「待機処理」ＷＡＰ４が第１実施例のもの
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とは異なっている。
【００７０】
　図１２及び図１３に、この第３実施例の「待機処理」ＷＡＰ４の内容を示す。まず図１
２を参照する。「待機処理」ＷＡＰ４に進むと第３実施例のＭＰＵ６１は、まず今回終了
した画像形成（ジョブ）が、割込みコピーであった時には、レジスタＣＯＩにこれをあら
わす「１」を書込み、先に割込みキー２０５のオンがあった時に操作部２０に設定されて
いて割込みキー２０５がオンになった時にＮＶＲＡＭ２２２に退避書込みした動作モード
を、パネル２１２に再設定する。すなわち割込みキーインがあつたときに設定されていた
動作モードを復元する（ステップ１，２）。割込みコピーでなかった時には、レジスタＣ
ＯＩをクリアする（３）。
【００７１】
　次にＭＰＵ６１は、時限値が休止モード移行時間ＴｓのタイマＴｓをスタートして（３
７）、そのタイムオーバを待つ（３９）。これを待っている間、ＭＰＵ６１はオペレータ
入力，パソコンＰＣからのプリントコマンドおよびファクシミリ受信を待っており（８）
、いずれかの入力があると、ＮＶＲＡＭ２２２に退避している動作モードを操作部２０に
復元して（２６－２８ｂ－２８ｃ）、スタンバイモードに移行してメインルーチンに復帰
する（２９－リターン）。ただし、現状がスタンバイモードまたは低電力モードであって
入力が電源キー２０４のオンであったときには、ＭＰＵ６１は、休止モードに移行しスイ
ッチ８３，８４をオフにする（２７）。現状がスタンバイモードであってリセット／予熱
キー２０６がオンになった時には、動作モードをＮＶＲＡＭ２２２に退避して（２８ｄ－
２８ｅ）、低電力モードに移行する（２８ｅ）、すなわち定着制御８５の目標温度を、定
着処理温度の８０％に低減する。
【００７２】
　次に図１３を参照する。いずれの入力も無くタイマＴｓがタイムオーバすると（３９）
、ＭＰＵ６１は、割込みコピーを終了した状態か（１１）、圧板開閉検知センサ７２が圧
板開を検出しているか（１２）、あるいはタグオープン（図６）か（１３）、をチェック
して、それらのいずれも否（ＮＯ）であると、ＭＰＵ６１は、休止モードに移行して、ス
イッチ８３，８４をオフにする（１５）。
【００７３】
　いずれかが是（ＹＥＳ）であるとＭＰＵ６１は、操作部２０に設定されている動作モー
ドをＮＶＲＡＭ２２２に退避して（１４ｂ）、低電力モードに移行して（１７）、何等か
の入力があるのを待つ（１８）。何等かの入力があると、ＮＶＲＡＭ２２２に退避してい
る動作モードを操作部２０に設定し（１９ｂ）、スタンバイモードへ移行しすなわち定着
制御８５の目標温度を、定着処理温度（１００％）にもどし（２０）、メインルーチンに
復帰する（リターン）。これらの処理およびその後の処理は、前述の第１実施例の「待機
処理」ＷＡＰ１と同様である。
【００７４】
　この第３実施例では、オペレータ検知はせず、休止モードへの移行を禁止する条件が成
立している時には、自動的に低電力モードに移行する（１７）。
【００７５】
【０１０９】
　－参考例２－
　参考例２のハードウエアおよびシステム制御のメインルーチンは、第３実施例と同様で
あるが、ＭＰＵ６１が実行するサブルーチン「待機処理」ＷＡＰ５が第３実施例のものと
は異なっている。この参考例２の「待機処理」ＷＡＰ５の内容の前半は、図１２に示す第
４実施例のものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００７６】
　参考例２の「待機処理」ＷＡＰ５の後半は第３実施例のものと少し異なる。これを図１
４に示す。スタンバイモードまたは低電力モードで、いずれの入力も無くタイマＴｗがタ
イムオーバすると（図１２のステップ９に相当）、参考例２のＭＰＵ６１は、割込みコピ
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ーを終了した状態か（１１）、圧板開閉検知７２が圧板開を検出しているか（１２）、あ
るいはタグオープン（図６）か（１３）、をチェックして、それらのいずれも否（ＮＯ）
であると、ＭＰＵ６１は、休止モードに移行して、スイッチ８３，８４をオフにする（１
５）。
【００７７】
　いずれかが是（ＹＥＳ）であると、すなわち休止モード禁止条件が成立していると、Ｍ
ＰＵ６１は、何等かの入力があるのを待つ（１８）。何等かの入力があると、スタンバイ
モードへ移行し（２０）、メインルーチンに復帰する（リターン）。これらの処理および
その後の処理は、前述の第３実施例の「待機処理」ＷＡＰ４と同様である。
【００７８】
　この参考例２では、オペレータ検知はせず、休止モードへの移行を禁止する条件が成立
している時には、低電力モードへの移行はせず、何等かの入力があるまで、そのときのモ
ード（スタンバイモード／低電力モード）にそのまま留まる。
【００７９】
【発明の効果】
　オペレータの、設定操作又は設定入力による動作モードの設定の途中では、休止モード
には移行しないので、オペレータの操作途中での休止モードへの移行による再設定の煩わ
しさが解消し、オペレータの操作性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の画像形成装置の一実施例である複写機の外観を示す正面図である。
【図２】　図１に示す複写機の電気系統のシステム構成を示すブロック図である。
【図３】　図２に示すＤＣ電源８０とプリンタコントローラ６０の構成の概要を示すブロ
ック図である。
【図４】　（ａ）は図１に示す操作部２０の拡大平面図、（ｂ）はその電気系統のシステ
ム構成を示すブロック図である。
【図５】　図４に示すパネル２１２の表示の１例を示す拡大平面図である。
【図６】　図５に示すパネル２１２の表示の中のタグにタッチしてタグ指定によって開い
たページを示す平面図である。
【図７】　図３に示すプリンタコントローラ６０のＭＰＵ６１の待機処理ＷＡＰ１の前半
を示すフローチャートである。
【図８】　図３に示すプリンタコントローラ６０のＭＰＵ６１の待機処理ＷＡＰ１の後半
を示すフローチャートである。
【図９】　本発明の第２実施例のＭＰＵ６１の待機処理ＷＡＰ２の前半を示すフローチャ
ートである。
【図１０】　本発明の第２実施例のＭＰＵ６１の待機処理ＷＡＰ２の後半を示すフローチ
ャートである。
【図１１】　参考例１のＭＰＵ６１の待機処理ＷＡＰ３の後半を示すフローチャートであ
る。
【図１２】　本発明の第３実施例のＭＰＵ６１の待機処理ＷＡＰ４の前半を示すフローチ
ャートである。
【図１３】　本発明の第３実施例のＭＰＵ６１の待機処理ＷＡＰ４の後半を示すフローチ
ャートである。
【図１４】　本発明の参考例２のＭＰＵ６１の待機処理ＷＡＰ５の後半を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
１３：センサー・ボード・ユニット
２０：操作部　　　２０１：テンキー
２０２：クリア／ストップキー
２０３：コピースタートキー
２０４：電源キー　２０５：割込みキー
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２０６：リセット／予熱キー
２０７：プログラムキー
２０８：初期設定／カウンタキー
２０９～２１１：選択キー
２１２：パネル

【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１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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