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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モードと省エネルギーモードを制御
するための省エネルギー制御部と、
　この省エネルギー制御部により制御され、外部に非接触で電力を供給するとともに通信
データを外部から少なくとも受信するＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記Ｉ／Ｆ回路部に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、前記オン期間に外部に電力を供給するとともに外部から通信データを受信す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときに通常モードに復帰制御するとともに、前記通常
モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供給状態に対し
て、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モードと省エネルギーモードを制御
するための省エネルギー制御部と、
　外部に非接触で電力を供給する電力供給回路、通信データを外部から少なくとも受信す
るデータ通信回路を含み、前記省エネルギー制御部により制御されるＩ／Ｆ回路部と、
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　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記電力供給回路に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、外部から通信データを受信するとともに、前記オン期間に外部に電力を供給
する電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときに通常モードに復帰制御するとともに、前記通常
モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供給状態に対し
て、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする電子機器。
【請求項３】
省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モードと省エネルギーモードを制御
するための省エネルギー制御部と、
　この省エネルギー制御部により制御され、外部に非接触で電力を供給するとともに通信
データを外部から少なくとも受信するＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記Ｉ／Ｆ回路部に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は前記オン期間に外部に電力を供給するとともに外部から何らかの通信データの
少なくとも一部分を受信し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
るとともに、前記電力の平均値を大きくするオン制御は、それ以前の間欠供給状態から、
オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする電子機器。
【請求項４】
省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モードと省エネルギーモードを制御
するための省エネルギー制御部と、
　外部に非接触で電力を供給する電力供給回路、通信データを外部から少なくとも受信す
るデータ通信回路を含み、前記省エネルギー制御部により制御されるＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記電力供給回路に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、外部から何らかの通信データの少なくとも一部分を受信するとともに、前記
オン期間に外部に電力を供給し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
るとともに、前記電力の平均値を大きくするオン制御は、それ以前の間欠供給状態から、
オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする電子機器。
【請求項５】
前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であり
かつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコー
ドを含まないときには通常モードに復帰させることなく、非認証の旨を提示するとともに
、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供給
状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする請求項３、
４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項６】
前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であり
かつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコー
ドを含まないときには前記スイッチは間欠的に所定期間オン制御される省エネルギーモー
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ド時の状態に戻すとともに、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、
省エネモード時の間欠供給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、こ
とを特徴とする請求項３、４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項７】
省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モードと省エネルギーモードを制御
するための省エネルギー制御部と、
　この省エネルギー制御部により制御され、外部に非接触で電力を供給するとともに通信
データを外部から少なくとも受信するＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記Ｉ／Ｆ回路部に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は前記オン期間に外部に電力を供給するとともに外部から何らかの通信データの
少なくとも一部分を受信し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコ
ードを含まないときには通常モードに復帰させることなく、非認証の旨を提示するととも
に、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供
給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする電子機器
。
【請求項８】
省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モードと省エネルギーモードを制御
するための省エネルギー制御部と、
　この省エネルギー制御部により制御され、外部に非接触で電力を供給するとともに通信
データを外部から少なくとも受信するＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記Ｉ／Ｆ回路部に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は前記オン期間に外部に電力を供給するとともに外部から何らかの通信データの
少なくとも一部分を受信し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコ
ードを含まないときには前記スイッチは間欠的に所定期間オン制御される省エネルギーモ
ード時の状態に戻すとともに、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を
、省エネモード時の間欠供給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、
ことを特徴とする電子機器。
【請求項９】
省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モードと省エネルギーモードを制御
するための省エネルギー制御部と、
　外部に非接触で電力を供給する電力供給回路、通信データを外部から少なくとも受信す
るデータ通信回路を含み、前記省エネルギー制御部により制御されるＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記電力供給回路に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
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　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、外部から何らかの通信データの少なくとも一部分を受信するとともに、前記
オン期間に外部に電力を供給し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコ
ードを含まないときには通常モードに復帰させることなく、非認証の旨を提示するととも
に、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供
給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする電子機器
。
【請求項１０】
省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モードと省エネルギーモードを制御
するための省エネルギー制御部と、
　外部に非接触で電力を供給する電力供給回路、通信データを外部から少なくとも受信す
るデータ通信回路を含み、前記省エネルギー制御部により制御されるＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記電力供給回路に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、外部から何らかの通信データの少なくとも一部分を受信するとともに、前記
オン期間に外部に電力を供給し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコ
ードを含まないときには前記スイッチは間欠的に所定期間オン制御される省エネルギーモ
ード時の状態に戻すとともに、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を
、省エネモード時の間欠供給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、
ことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、省エネルギーモードを有するファクシミリ装置、複写装置などの電子機器に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
ファクシミリ装置、複写装置などの電子機器において、不使用時の電力消費を低減するた
めに省エネルギーモードを持たせることがよく行われている。省エネルギーモード時にお
いては、通常モードに復帰するために必要な最小限の構成部分にのみ電力を供給し、その
他の構成部分には電力供給を停止している。
【０００３】
この省エネルギーモードにある電子機器に、通常動作への復帰要求が各種のセンサーやキ
ー操作により発生されると、これらの復帰要求を検出して省エネルギーモードから通常モ
ードに復帰し、電子装置の各構成部分に電源を供給することになる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
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近年、省エネルギーモードから通常モードへ復帰するための復帰要求が、非接触ＩＣカー
ドから発生される電子機器が開発されている。この非接触ＩＣカードとインターフェース
（以下、Ｉ／Ｆ、という）を取るために、電子機器本体にＩ／Ｆ回路を設けることになる
。また、非接触ＩＣカードが外部電源を必要とするものである場合には、電子機器本体の
Ｉ／Ｆ回路から電力を供給する必要がある。
【０００５】
しかし、電子機器本体のＩ／Ｆ回路から非接触ＩＣカードには、非接触の状態で例えば電
磁誘導を利用して電力を供給するから、大きな電力を消費することになる。このため、省
エネルギーモード時の消費エネルギーを十分に抑制することができないという問題があっ
た。また、消費エネルギーを低減することを優先させると、非接触ＩＣカードを省エネル
ギーモードからの復帰要求要因にすることができないという問題があった。
【０００６】
そこで、本発明は、省エネルギーモードを有するファクシミリ装置、複写装置、ＰＤＡ、
コンピュータなどの電子機器において、非接触ＩＣカードなど外部からの電源を必要とす
るＩ／Ｆ部品を省エネルギーモードからの復帰要求要因として使用可能にするとともに、
そのための消費エネルギーを低減することができる電子機器を提供することを目的とする
。
【０００７】
【発明を解決するための手段】
　請求項１記載の電子機器は、省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モー
ドと省エネルギーモードを制御するための省エネルギー制御部と、
　この省エネルギー制御部により制御され、外部に非接触で電力を供給するとともに通信
データを外部から少なくとも受信するＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記Ｉ／Ｆ回路部に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、前記オン期間に外部に電力を供給するとともに外部から通信データを受信す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときに通常モードに復帰制御するとともに、前記通常
モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供給状態に対し
て、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２記載の電子機器は、省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モー
ドと省エネルギーモードを制御するための省エネルギー制御部と、
　外部に非接触で電力を供給する電力供給回路、通信データを外部から少なくとも受信す
るデータ通信回路を含み、前記省エネルギー制御部により制御されるＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記電力供給回路に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、外部から通信データを受信するとともに、前記オン期間に外部に電力を供給
する電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときに通常モードに復帰制御するとともに、前記通常
モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供給状態に対し
て、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする。
【０００９】
　請求項３記載の電子機器は、省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モー
ドと省エネルギーモードを制御するための省エネルギー制御部と、
　この省エネルギー制御部により制御され、外部に非接触で電力を供給するとともに通信
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データを外部から少なくとも受信するＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記Ｉ／Ｆ回路部に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は前記オン期間に外部に電力を供給するとともに外部から何らかの通信データの
少なくとも一部分を受信し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
るとともに、前記電力の平均値を大きくするオン制御は、それ以前の間欠供給状態から、
オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項４記載の電子機器は、省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モー
ドと省エネルギーモードを制御するための省エネルギー制御部と、
　外部に非接触で電力を供給する電力供給回路、通信データを外部から少なくとも受信す
るデータ通信回路を含み、前記省エネルギー制御部により制御されるＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記電力供給回路に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、外部から何らかの通信データの少なくとも一部分を受信するとともに、前記
オン期間に外部に電力を供給し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
るとともに、前記電力の平均値を大きくするオン制御は、それ以前の間欠供給状態から、
オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする。
【００１１】
　請求項５記載の電子機器は、請求項３、４のいずれかに記載の電子機器において、前記
省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求でありかつ
認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコードを
含まないときには通常モードに復帰させることなく、非認証の旨を提示するとともに、前
記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供給状態
に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする。
【００１２】
　請求項６記載の電子機器は、請求項３、４のいずれかに記載の電子機器において、前記
省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求でありかつ
認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコードを
含まないときには前記スイッチは間欠的に所定期間オン制御される省エネルギーモード時
の状態に戻すとともに、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エ
ネモード時の間欠供給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを
特徴とする。
【００１３】
　請求項７記載の電子機器は、省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モー
ドと省エネルギーモードを制御するための省エネルギー制御部と、
　この省エネルギー制御部により制御され、外部に非接触で電力を供給するとともに通信
データを外部から少なくとも受信するＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記Ｉ／Ｆ回路部に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は前記オン期間に外部に電力を供給するとともに外部から何らかの通信データの
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少なくとも一部分を受信し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコ
ードを含まないときには通常モードに復帰させることなく、非認証の旨を提示するととも
に、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供
給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする。
【００１４】
　請求項８記載の電子機器は、省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モー
ドと省エネルギーモードを制御するための省エネルギー制御部と、
　この省エネルギー制御部により制御され、外部に非接触で電力を供給するとともに通信
データを外部から少なくとも受信するＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記Ｉ／Ｆ回路部に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は前記オン期間に外部に電力を供給するとともに外部から何らかの通信データの
少なくとも一部分を受信し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコ
ードを含まないときには前記スイッチは間欠的に所定期間オン制御される省エネルギーモ
ード時の状態に戻すとともに、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を
、省エネモード時の間欠供給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、
ことを特徴とする。
【００１５】
　請求項９記載の電子機器は、省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モー
ドと省エネルギーモードを制御するための省エネルギー制御部と、
　外部に非接触で電力を供給する電力供給回路、通信データを外部から少なくとも受信す
るデータ通信回路を含み、前記省エネルギー制御部により制御されるＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記電力供給回路に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、外部から何らかの通信データの少なくとも一部分を受信するとともに、前記
オン期間に外部に電力を供給し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコ
ードを含まないときには通常モードに復帰させることなく、非認証の旨を提示するととも
に、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネモード時の間欠供
給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、ことを特徴とする。
【００１６】
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　請求項１０記載の電子機器は、省エネルギーモードを有する電子機器において、通常モ
ードと省エネルギーモードを制御するための省エネルギー制御部と、
　外部に非接触で電力を供給する電力供給回路、通信データを外部から少なくとも受信す
るデータ通信回路を含み、前記省エネルギー制御部により制御されるＩ／Ｆ回路部と、
　前記省エネルギー制御部により制御され、主電源から前記電力供給回路に電力を供給す
るスイッチ部とを有し、
　省エネルギーモード時に、前記スイッチ部は間欠的に所定期間オン制御され、前記Ｉ／
Ｆ回路部は、外部から何らかの通信データの少なくとも一部分を受信するとともに、前記
オン期間に外部に電力を供給し、
　前記省エネルギー制御部は、前記Ｉ／Ｆ回路部が何らかの通信データの少なくとも一部
分を受信したとき、前記スイッチ部を外部へ供給する電力の平均値を大きくするようにオ
ン制御し、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であるかどうかを検出す
る電子機器であって、
　前記省エネルギー制御部は、前記通信データが省エネルギーモードからの復帰要求であ
りかつ認証されているコードを含むときには通常モードに復帰制御し、認証されているコ
ードを含まないときには前記スイッチは間欠的に所定期間オン制御される省エネルギーモ
ード時の状態に戻すとともに、前記通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を
、省エネモード時の間欠供給状態に対して、オン時の電力を大きくした供給状態にする、
ことを特徴とする。
【００２４】
【発明の実施の形態】
本発明は、ファクシミリ装置、複写装置、ＰＤＡ、コンピュータなどの省エネルギーモー
ドを有する電子機器に広く適用することができる。以下、本発明の実施の形態を、ファク
シミリ装置を例として、図を参照して説明する。
【００２５】
図１は、本発明に係るファクシミリ装置の全体構成を示すブロック図である。図１におい
て、ＣＰＵ１はファクシミリ装置全体の制御を司るものであり、ＲＯＭ２はＣＰＵ１が実
行する処理プログラムや処理プログラム実行のためのデータなどを記憶し、ＲＡＭ３はＣ
ＰＵ１のワークエリアを構成すると共にこのファクシミリ装置の情報を記憶する。画像メ
モリとしては、圧縮データメモリ用のＳＡＦメモリ４と、印刷生データのバッファ用にペ
ージメモリ５を設ける。操作部６では、本ファクシミリ装置の操作をオペレータが行う。
ＤＣＲ７では、送受信データの圧縮伸長を行う。Ｉ／Ｏ制御部８は、本ファクシミリ装置
のＩ／Ｏ制御全般を行う。モデム９と通信制御部１０ではファクシミリ通信に関する制御
を行い、ＮＣＵ（網制御部）１１で回線データに変換されて送受信を行う。
【００２６】
省エネルギーモードの制御は、省エネ制御回路１２が行い、ＣＰＵ１は省エネルギーモー
ド時にはこの省エネ制御回路１２の部分とそれに関する一部を残して電源をオフする。Ｃ
ＰＵ１は、省エネルギーモード中には低消費電力状態で動作している。
【００２７】
省エネ制御回路１２は、省エネセンサ回路１３、省エネ移行キー１４、非接触ＩＣカード
１５からの復帰要求により省エネルギーモードを解除させ、通常モードの動作に復帰する
。
【００２８】
これらの復帰要求による通常モードへの復帰は、それぞれ単独の復帰要求で復帰させても
よいし、また、複数の復帰要求の組み合わせ、例えば省エネ移行キー１４と非接触ＩＣカ
ード１５とからの両方の復帰要求によって復帰させるようにしてもよい。
【００２９】
この非接触ＩＣカード１５は、そのカードを所持した所有者が当該ファクシミリ装置本体
に近づいたときに、省エネ制御回路１２により制御されるカードＩ／Ｆ回路１６との間で
省エネルギーモード復帰要求を行う。
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【００３０】
ここで、カードＩ／Ｆ回路１６は、電磁誘導により外部の非接触ＩＣカード１５に非接触
で電源を供給するための電力供給回路と、外部の非接触ＩＣカード１５との間で通信を行
うためのデータ通信回路（即ち、送受信回路）とを有している。
【００３１】
また、非接触ＩＣカード１５は、外部電源を必要とするＩ／Ｆ部品の代表例であり、カー
ドＩ／Ｆ回路１６から非接触で電源が供給されるとともに、カードＩ／Ｆ回路１６との間
でデータの送受信を行う。少なくとも、非接触ＩＣカード１５から、非接触ＩＣカードで
あることや認証されているコードなどの通信データを送信する。
【００３２】
図２は、本発明に係るファクシミリ装置の特に省エネルギー関係の構成を示すブロック図
である。ファクシミリ装置本体の電源は、ＣＰＵ１，省エネ制御回路１２等の省エネルギ
ーモード時に電源供給される各構成部に対しては、そのまま供給される。
【００３３】
カードＩ／Ｆ回路１６に対する電源供給は、第２スイッチ１８を介して行われる。通常モ
ード時は第２スイッチ１８はオンのままであり、電源は連続して供給される。省エネルギ
ーモード時には、第２スイッチ１８は間欠的にオン或いはオフされるから、第２スイッチ
１８がオンされる期間のみ、間欠的に電源が供給される。このように、カードＩ／Ｆ回路
１６から外部への電磁誘導を利用した電力供給は、間欠的にのみ行うことにより、省エネ
ルギーモード時の消費エネルギーを低減している。
【００３４】
その他の各構成部（図２ではシステム電源動作ブロック１９として標記している）に対し
ては、第１スイッチ１７を介して電源供給される。省エネルギー時には第１スイッチ１７
はオフされるから、電源供給も停止される。これらの電源制御は、ＣＰＵ１を介した省エ
ネ制御回路１２により実施される。
【００３５】
カードＩ／Ｆ回路１６からは、非接触で電磁誘導により非接触ＩＣカード１５に対して電
源供給が行われる。省エネルギーモード時には、カードＩ／Ｆ回路１６への電源供給が間
欠なので、非接触ＩＣカード１５への電源供給も間欠的になる。
【００３６】
したがって、非接触ＩＣカード１５からのカードＩ／Ｆ回路１６へのＩ／Ｆアクセスは、
電源が供給されているオン期間にのみ、間欠的に可能となる。このため、電源オン期間内
での通信により、省エネルギーモードからの復帰処理動作を行う必要がある。
【００３７】
図３は、カードＩ／Ｆ回路１６の他の構成例を示す図である。説明のために、第２スイッ
チ１８及び省エネ制御回路１２とともに、示している。
【００３８】
カードＩ／Ｆ回路１６は、データ通信回路１６－１と電力供給回路１６－２とを有してい
る。この図３では、第２スイッチ１８で間欠的に電力供給されるのは電力供給回路１６－
２であり、データ通信回路１６－１には主電源から常時電力供給が行われる。
【００３９】
データ通信回路１６－１の消費電力は、電力供給回路１６－２の消費電力に比してかなり
小さいから、連続して電力供給しても、省エネルギーの点でそれほど問題にはならない。
【００４０】
一方、非接触ＩＣカード１５は、電力供給回路１６－２からの電磁誘導により供給された
電力を、通常はダイオード、コンデンサ等を用いて整流・平滑して利用している。このた
め、非接触ＩＣカード１５からのデータ通信回路１６－１へのＩ／Ｆアクセス可能な期間
は、電力供給回路１６－２に電力が供給されている電源オン期間より少し長くなる。した
がって、カードＩ／Ｆ回路１６は、電源オン期間より少しだけ長い期間、省エネ制御回路
１２との通信ができる。
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【００４１】
以下、本発明の各実施の形態について、順次説明する。
【００４２】
図４は、本発明の第１の実施の形態に係るフローチャートである。この第１の実施の形態
では、省エネルギーモード時に間欠的にオンされる第２スイッチ１８の電源オン期間を、
非接触ＩＣカード１５とカードＩ／Ｆ回路１６との間で通信データを交信するに十分な時
間に設定している。
【００４３】
図４において、スタートすると、まず、ステップ１０１でファクシミリ装置が省エネルギ
ーモードにあるかどうかが判定される。省エネルギーモードにある場合には、ステップ１
０２に進み、非接触ＩＣカード１５からの復帰要求信号がカードＩ／Ｆ回路１６で検出さ
れるかどうかを判定する。
【００４４】
復帰要求信号が検出されると、ステップ１０３に進み、その復帰要求信号を送信してきた
非接触ＩＣカード１５が当該ファクシミリ装置に認証されているかどうかを、受信した通
信データ中に含まれるコード等により判定する。
【００４５】
認証されていないＩＣカードであった場合には、当該ファクシミリ装置には外見上の変化
を与えずに省エネルギーモードを継続し、再びステップ１０２に戻って、復帰要求信号の
判定を行う。
【００４６】
認証されているＩＣカードであった場合には、ステップ１０４に進み、復帰要求に応答し
て復帰処理を行い、省エネルギーモードから通常モードに復帰して、カード提示ユーザー
に対する機器動作を開始する。
【００４７】
なお、ＩＣカード１５の認証あるいは非認証を問わない場合には、ステップ１０３のカー
ド認証は省略することができる。
【００４８】
この図４の第１の実施の形態では、復帰要求信号の判定に際して、非接触ＩＣカード１５
とカードＩ／Ｆ回路１６との間で通信データを交信するに十分な長さの時間に電源オン期
間を設定している。したがって、非接触ＩＣカード１５からの復帰要求信号の検出を、電
源の間欠動作を考慮する必要なく、確実に行うことができる。また、その電源は、任意に
設定されるオフ期間をおいて、間欠的にオンされるから、エネルギー消費を低減すること
ができる。
【００４９】
また、この図４の第１の実施の形態において、省エネルギーモードから通常モードに復帰
した場合の第２スイッチの操作、即ち外部への電力供給の態様として、種々の態様を採る
ことができる。それらの態様が、図５ないし図１０に示されている。
【００５０】
図５では、第２スイッチ１８は、省エネルギーモード時に周期Ｔｓ、オン期間Ｔｏｎ、オ
フ期間Ｔｏｆｆで間欠動作している。非接触ＩＣカードの認証などに応じて通常モードへ
復帰したときに、それ以後は第２スイッチ１８を連続的にオンしている。
【００５１】
図６では、同様に通常モードに復帰したときに、それ以後は、第２スイッチ１８のオフ期
間Ｔｏｆｆをそれ以前より短くし、オン期間Ｔｏｎをそのまま維持している。したがって
、周期Ｔｏが短くなっている。これにより、オン・オフのデューティ比Ｔｏｎ／Ｔｏが、
省エネモード時より大きくなっている。
【００５２】
図７では、同様に通常モードに復帰したときに、それ以後は、第２スイッチ１８のオン期
間Ｔｏをそれ以前より長くし、オフ期間Ｔｏｆｆをそのまま維持している。したがって、
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周期Ｔｏが長くなっている。これにより、やはりオン・オフのデューティ比Ｔｏｎ／Ｔｏ
が、省エネモード時より大きくなっている。
【００５３】
図８では、第２スイッチ１８は、省エネルギーモード時に周期Ｔｓ、オン期間Ｔｏｎ、オ
フ期間Ｔｏｆｆでかつオン期間の電力Ｐｓで、間欠動作している。通常モードへ復帰した
ときに、それ以後は、第２スイッチ１８の操作により、外部への供給電力Ｐｏを大きくし
ている（Ｐｏ＞Ｐｓ）。これにより、オン・オフのデューティ比は同じでも、供給される
平均電力が大きくなる。
【００５４】
この供給電力を変化させるために、第２スイッチ１８は電圧調整回路（例えば、シリーズ
・レギュレータや、スイッチング・レギュレータなど）が付加された構成のものとする。
そして、電圧調整回路付き第２スイッチ１８を、オン或いはオフするとともに、オン時に
その電圧調整回路の出力電圧の設定値を、省エネルギーモード時と通常モード時とで異な
らせる。なお、電圧調整回路としては、省エネルギー効果を高くするために、損失の少な
い、スイッチングレギュレータを用いることが好ましい。
【００５５】
また、電圧調整回路を、第２スイッチ１８から分離し、電力供給回路１６－２に設けるよ
うにしてもよい。この場合には、省エネ制御回路１２から、第２スイッチ１８にオン或い
はオフのための制御信号を与えるとともに、オン時に電力供給回路１６－２の電圧調整回
路に出力電圧の設定値を与えるように構成する。この場合には、データ通信回路には一定
の電圧が供給されるから、データの送受信を安定して行うことができる。
【００５６】
これら、図５ないし図８に示される第２スイッチ１８の操作によれば、通常モードへ復帰
したときに、それ以前の省エネルギーモード時に比して、外部に供給される電力がその平
均値において大きくなる。また、図５ないし図８に示される第２スイッチ１８の操作を、
２種類以上組み合わせて実施することもできる。更に、外部に供給される電力の平均値を
、省エネルギーモードから通常モードに復帰した直後は大きい値とし、時間の経過ととも
に次第に小さくなるように、オン期間、オフ期間、電力値などを調整するようにしてもよ
い。
【００５７】
これにより、非接触ＩＣカードからの通信データをより確実に受信できる。したがって、
そのＩＣカードの所有者が、当該ファクシミリ装置の周囲で多少移動したとしても、通信
データが途絶えることなく、よって、安定した機器動作が期待できる。
【００５８】
図９は、図５などと同様に通常モードに復帰したときに、それ以後も外部への非接触電力
供給をそれ以前と同じ状態に維持する。この場合、第２スイッチ１８は、省エネルギーモ
ード時と同じ動作でよいから、その制御が簡単である。ただ、当該ファクシミリ装置を安
定して動作させるために、一旦通常モードに復帰した後は、通常モードから省エネルギー
モードへの移行には所定時間のタイマー動作を設定することがよい。
【００５９】
図１０は、図５などと同様に通常モードに復帰したときに、それ以後は、第２スイッチ１
８を連続的にオフし、外部への電力供給を行わない。この場合、その復帰後のファクシミ
リ装置の一連の動作が終了したときや、或いは、その復帰後の所定時間内に何らかの機器
操作が行われないときに、省エネモードに移行するように構成される。
【００６０】
次に、本発明の第２ないし第４の各実施の形態を、そのフローチャートを示している図１
１～図１３を参照して、説明する。これらの実施の形態では、省エネルギーモード時に間
欠的にオンされる第２スイッチ１８の電源オン期間を短くし、更に省エネルギー化を進め
ている。電源オン期間が短く設定されていることにより、その電源オン期間では、非接触
ＩＣカード１５とカードＩ／Ｆ回路１６との間で完全な形での通信データを交信できない
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場合がある。これらの実施の形態では、このような場合にも、対応するように構成してい
る。
【００６１】
図１１の第２の実施の形態について説明する。まず、スタートすると、ステップ２０１で
ファクシミリ装置が省エネルギーモードにあるかどうかが判定される。省エネルギーモー
ドにある場合には、ステップ２０２のように、カードＩ／Ｆ回路１６への電源供給は間欠
に行われている。その電源オン期間は、省エネルギーモード時の消費電力をより低減する
ために短く設定されている。
【００６２】
その電源オン期間では、非接触ＩＣカード１５とカードＩ／Ｆ回路１６との間で完全な形
での通信データを交信する必要はなく、その通信データの少なくとも一部分が検出できれ
ばよい。即ち、そのオン期間の長さは、何らかのデータアクセスがあることを検知できれ
ばよく、例えば、通信データの始めの１ビットでも受信できる程度の長さでも良い。一方
、電源オフ期間は、任意に設定することができ、例えば消費電力の低減と非接触ＩＣカー
ド接近時の応答遅れ許容時間を勘案して決めることができる。
【００６３】
つぎに、ステップ２０３に進み、カード復帰信号が検出されるかどうかを判定する。ここ
で、このカード復帰信号とは、完全な形での通信データに基づくカード復帰要求信号では
なく、その通信データの少なくとも一部分、即ち何らかのデータを意味する。
【００６４】
この何らかのデータ（即ち、カード復帰信号）が検出されたと判定されると、ステップ２
０４に進む。その検出されたデータが非接触ＩＣカード１５からの通信データ、即ちカー
ド復帰要求信号である可能性があるので、間欠動作している第２スイッチ１８を連続して
オンし、一時的にカードＩ／Ｆ回路１６に連続して電力を供給する。
【００６５】
この連続した電力供給は、図５と同様に行われる。但し、その連続した電力供給は、非接
触ＩＣカード１５からの完全な形での通信データを検出するために必要とされる所定時間
だけ行われる。また、図５の、「復帰」は「データ検出」と読み替える。
【００６６】
また、この一時的な連続した電力供給に代えて、それぞれ図６，図７，図８に示されるよ
うな、平均電力を大きくするように第２スイッチを操作する方法も、図５の採用と同様に
、採用することができる。なお、この点は、以後の各実施の形態においても同様に適用す
ることができる。
【００６７】
この一時的な連続した電力供給や、一時的な平均電力を大きくした電力供給によって、カ
ードＩ／Ｆ回路１６では、非接触ＩＣカード１５からの、完全な形での通信データに基づ
くカード復帰要求信号を検出することが可能となる。
【００６８】
つぎに、ステップ２０５に進み、カードＩ／Ｆ回路１６は、非接触ＩＣカード１５との通
信を行い、完全な形での通信データを取得し、その通信結果によりカード復帰要求信号を
検出したかどうかを判定する。
【００６９】
カード復帰要求信号を検出しなかった場合には、ステップ２０３で検出したカード復帰信
号は、誤検出であったことに帰する。したがって、ステップ２０２に戻って、第２スイッ
チ１８を再び省エネルギーモードでの間欠動作をさせ、カードＩ／Ｆ１６への電力供給を
間欠的に行うと共に、ステップ２０３でカード復帰信号の検出を行う。
【００７０】
カード復帰要求信号を検出した場合には、ステップ２０６に進み、復帰要求による所定の
復帰動作を行う。
【００７１】



(13) JP 4053366 B2 2008.2.27

10

20

30

40

50

この第２の実施の形態において、省エネルギーモードから通常モードに復帰した場合の第
２スイッチ１８の操作として、第１の実施の形態で説明した図５ないし図１０の態様を採
用することができる。これらの各態様の作用や効果などは前述のとおりであるから、再度
の説明は省略する。なお、この点は、以後の各実施の形態においても同様に適用すること
ができる。
【００７２】
この図１１の第２の実施の形態では、省エネルギーモード時に間欠的にオンされる第２ス
イッチ１８の電源オン期間を短くしているから、省エネルギーモード時の消費電力を一層
低減することができる。また、短くされた電源オン期間に何らかのデータを受信すると、
一旦カードＩ／Ｆ部１６に電源を連続供給する、或いは平均電力を大きくして供給するか
ら、非接触ＩＣカードからの復帰要求信号の有無を確実に判定することができる。
【００７３】
図１２の第３の実施の形態においては、ステップ２０１ないしステップ２０５間での処理
フローは図１１と同様である。この図１２の第３の実施の形態においては、カード復帰要
求の有無の判定（ステップ２０５）の後に、カード認証を行うカード認証ステップ２０７
を設けている。このカード認証ステップ２０７により、カード復帰要求信号を出した非接
触ＩＣカード１５が認証されている認証カードであるか、あるいは認証されていない非認
証カードであるかを、受信した通信データ中に含まれるコード等により判定する。
【００７４】
認証されているＩＣカードであった場合には、ステップ２０８に進み、復帰要求に応答し
て認証時の復帰処理動作を行う。即ち、省エネルギーモードから通常動作モードに復帰し
て、カード提示ユーザーに対する機器動作を開始する。
【００７５】
また、認証されていないＩＣカードであった場合には、ステップ２０９に進み、非認証時
の復帰動作を行う。この非認証時の復帰動作としては、例えば、そのＩＣカード提示ユー
ザーに対して非認証カードである旨の表示を提示すると共に、当該ファクシミリ装置の操
作を不可とする。この場合には、省エネルギーモードを継続することになる。
【００７６】
この図１２の第３の実施の形態では、更に、復帰要求信号の検出時に、カードＩ／Ｆ回路
１６によりそのＩＣカード１５の認証／非認証を確認して操作部その他の動作を指示する
ので、ユーザーＩ／Ｆを向上することができる。
【００７７】
図１３の第４の実施に形態においては、ステップ２０１ないしステップ２０５間での処理
フローはやはり図１１と同様である。この図１３の実施の形態においては、ステップ２０
５のカード復帰要求の有無の判定の後に、カード認証ステップ２０７を設け、カード復帰
要求信号を出した非接触ＩＣカード１５が認証されている認証カードであるか、あるいは
認証されていない非認証カードであるかを、受信した通信データ中に含まれるコードによ
り判定する。
【００７８】
認証されていないＩＣカードであった場合には、当該ファクシミリ装置には外見上の変化
を与えずに省エネルギーモードを継続し、再びステップ２０２に戻って、第２スイッチ１
８を省エネルギーモードでの間欠動作をさせ、カードＩ／Ｆ１６への電力供給を間欠的に
行うと共に、ステップ２０３でカード復帰信号の検出を行う。
【００７９】
また、認証されているＩＣカードであった場合には、ステップ２１０に進み、復帰要求に
応答して認証時の復帰処理動作を行い、省エネルギーモードから通常動作モードに復帰し
て、カード提示ユーザーに対する機器動作を開始する。
【００８０】
この図１３の第４の実施の形態では、更に、復帰要求信号の検出時に、カードＩ／Ｆ回路
１６によりそのＩＣカード１５の認証／非認証を確認する。認証ＩＣカードである場合に
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はカード提示ユーザーに対する機器動作を開始し、非認証ＩＣカードである場合にはファ
クシミリ装置には外観上何らの変化を与えずに、省エネルギーモードを継続する。
【００８１】
なお、カードＩ／Ｆ回路１６でのデータ通信回路を送信及び受信の可能な形式のものとす
ることによって、非接触カード１５に当該ファクシミリ装置を利用したデータや、その他
のデータを送信し、記憶させるようにすることもできる。
【００８２】
また、図８に示されるような、供給電力の大きさを制御する方法を利用して、省エネルギ
ーモード時に小電力を連続して供給し、通常モードへの復帰時には大きな電力を連続して
供給することも可能である。
【００８３】
【発明の効果】
　本発明の電子機器によれば、復帰要求信号の判定に際して、非接触ＩＣカードなどの外
部電源を必要とするＩ／Ｆ部品と、機器本体のＩ／Ｆ回路部との間で通信データを交信す
るに十分な長さの時間に電源オン期間を設定しているから、復帰要求信号の検出を、電源
の間欠動作を考慮する必要なく、確実に行うことができる。また、電源は、任意に設定さ
れるオフ期間をおいて、間欠的にオンされるから、エネルギー消費を低減することができ
る。また、データ通信回路には主電源から常時電力供給が行われるから、電源オン期間よ
り少しだけ長い期間、省エネ制御回路１２との通信が可能になる。
【００８４】
　更に、認証されているＩ／Ｆ部品にのみ応答して省エネルギーモードから復帰する一方
、非認証のＩ／Ｆ部品には応答せず外観上何らの変化を与えずに、省エネルギーモードを
継続する。これにより、省エネルギーモード中にも認証Ｉ／Ｆ部品の使用を可能にするこ
とができる。
【００８５】
　また、省エネルギーモード時に間欠的にオンされる電源オン期間を短くし、省エネルギ
ーモード時の消費電力を一層低減することができる。また、短くされた電源オン期間に何
らかのデータを受信すると、一旦機器本体のＩ／Ｆ回路部に、平均値を大きくした電力を
供給するから、非接触ＩＣカードなどの外部電源を必要とするＩ／Ｆ部品からの復帰要求
信号の有無を確実に判定することができる。また、データ通信回路には主電源から常時電
力供給が行われるから、電源オン期間より少しだけ長い期間、省エネ制御回路１２との通
信が可能になる。
【００８６】
　また、外部へ供給する電力の平均値を大きくする方法として、省エネルギーモード時の
間欠供給状態から、それぞれ、連続供給状態にすること、オフ時間を短くした供給状態に
すること、オン時間を長くした供給状態にすること、オン時の電力を大きくした供給状態
にすること、による。したがって、電子機器及びその利用形態に応じて、適切な電力供給
方法を採用することができる。
【００８７】
　更に、復帰要求信号の検出時に、機器本体のＩ／Ｆ回路部によりそのＩＣカードなどの
外部電源を必要とするＩ／Ｆ部品の認証／非認証を確認して操作部その他の動作を指示す
るので、ユーザーＩ／Ｆを向上することができる。
【００８８】
　更に、復帰要求信号の検出時に、機器本体のＩ／Ｆ回路部によりそのＩＣカードなどの
外部電源を必要とするＩ／Ｆ部品の認証／非認証を確認する。認証ＩＣカードである場合
にはカード提示ユーザーに対する機器動作を開始し、非認証ＩＣカードである場合には電
子機器には外観上何らの変化を与えずに、省エネルギーモードを継続するから、省エネル
ギーモード中にもカードの使用を可能にすることができる。
【００８９】
　また、通常モードへの復帰時に、外部への非接触電力供給を、省エネルギーモード時の
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間欠供給状態から、それぞれ、連続供給状態にすること、オフ時間を短くした供給状態に
すること、オン時間を長くした供給状態にすること、オン時の電力を大きくした供給状態
にすること、省エネモード時の間欠供給状態と同じ状態で供給すること、外部への非接触
電力供給をオフすることによる。したがって、電子機器及びその利用形態に応じて、適切
な電力供給方法を採用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るファクシミリ装置の全体構成を示すブロック図。
【図２】本発明に係る省エネルギー関係の構成を示すブロック図。
【図３】カードＩ／Ｆ回路１６の他の構成例を示す図。
【図４】本発明の第１の実施の形態におけるフローチャート。
【図５】通常モードへの復帰時の外部への電力供給の第１態様を示す図。
【図６】通常モードへの復帰時の外部への電力供給の第２態様を示す図。
【図７】通常モードへの復帰時の外部への電力供給の第３態様を示す図。
【図８】通常モードへの復帰時の外部への電力供給の第４態様を示す図。
【図９】通常モードへの復帰時の外部への電力供給の第５態様を示す図。
【図１０】通常モードへの復帰時の外部への電力供給の第６態様を示す図。
【図１１】本発明の第２の実施の形態におけるフローチャート。
【図１２】本発明の第３の実施の形態におけるフローチャート。
【図１３】本発明の第４の実施の形態におけるフローチャート。
【符号の説明】
１　ＣＰＵ
２　ＲＯＭ
３　ＲＡＭ
４　ＳＡＦメモリ
５　ページメモリ
６　操作部
７　ＤＣＲ
８　Ｉ／Ｏ制御部
９　モデム
１０　通信制御回路
１１　ＮＣＵ
１２　省エネ制御回路
１３　省エネセンサ回路
１４　省エネ移行キー
１５　非接触ＩＣカード
１６　カードＩ／Ｆ回路
１６－１　データ通信回路（送受信回路）
１６－２　電力供給回路
１７　第１スイッチ
１８　第２スイッチ
１９　システム電源動作ブロック
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