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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と前記表示部への情報の表示制御を行う表示制御部とを備えた操作部と、
　画像を用紙に形成する画像形成部と、
　前記画像形成部及び前記操作部の動作を制御する本体制御部と、
　二以上のｎ個の電圧を個別に供給可能な電源部と、
を備え、
　前記本体制御部は、
　前記電源部にｎ個の電圧を供給させる電力モードであるレディーモード、及び、前記電
力モードが前記レディーモードのときに前記表示部と前記表示制御部とが用いる一以上且
つｎ未満のｍ個の電圧を前記電源部に供給させず、且つ、一以上且つｎ－ｍ以下のそれぞ
れ異なる個数の電圧を前記電源部に供給させる電力モードである一以上且つｎ－ｍ以下の
ｐ個のスリープモードのうち、何れか一の電力モードに画像形成装置の電力モードを切り
替える切替部を備え、
　前記操作部は、
　発光素子と、
　前記ｎ個の電圧をそれぞれ受電するｎ個の受電部と、
　前記ｎ個の受電部により受電された電圧の総数に応じて、前記発光素子への当該受電さ
れた電圧の供給と遮断とを切り替える点灯切替回路と、
を更に備え、
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　前記操作部は、前記ｐ個のスリープモードのそれぞれに対応付けられたｐ個の発光素子
を備え、
　前記点灯切替回路は、前記ｐ個の発光素子のうち、前記ｎ個の受電部により受電された
電圧の総数と同じ個数の電圧を前記電源部に供給させるスリープモードに対応する一個の
発光素子にのみ、当該受電された電圧を供給し、
　前記電源部は、前記ｎ個の電圧のうちの一個の第一電圧を常時供給し、前記ｎ個の電圧
のうちの前記第一電圧とは異なる電圧を前記画像形成部に供給し、
　前記切替部は、前記電力モードを前記ｐ個のスリープモードのうち、何れか一のスリー
プモードに切り替えた場合、前記電源部に、前記表示部と前記表示制御部とが動作に用い
る前記ｍ個の電圧の供給を遮断させる画像形成装置。
【請求項２】
　前記点灯切替回路は、
　前記ｐ個の発光素子のそれぞれに対応付けられたｐ個の給電切替回路を備え、
　前記ｐ個の給電切替回路のそれぞれは、
　当該給電切替回路に対応する前記発光素子に対応する前記スリープモードである第一電
力モード、及び、前記電源部に供給させる電圧の個数が前記第一電力モードにおいて供給
される電圧の個数の次に多い電力モードである第二電力モードにおいて、共に供給される
第一電圧を受電する第一受電部を備え、
　前記第一受電部は、当該給電切替回路に対応する前記発光素子と直列に接続され、
　前記第二電力モードでは供給されるが前記第一電力モードでは供給されない第二電圧を
受電する第二受電部と、
　当該給電切替回路に対応する前記発光素子と並列に接続され、前記第二受電部が前記第
二電圧を受電しなかった場合にオフ状態となり、当該発光素子に電流を流すスイッチ素子
と、
を更に備える請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記本体制御部は、前記切替部が前記電力モードを前記レディーモードに切り替えた場
合、前記表示制御部によって、前記電力モードが前記レディーモードである旨のメッセー
ジを前記表示部に表示させる請求項１又は２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、画像形成装置に関し、特に、現在の電力モードをユーザーに認識させる技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、消費電力が異なる複数の電力モードを備えた画像形成装置が知られている。
例えば、下記特許文献１には、消費電力を抑制する省エネルギーモードを備えた複合機が
記載されている。また、この複合機では、何らかの警告を示す要因が存在しているときで
も、省エネルギーモードの移行要求があれば省エネルギーモードに移行させ、表示部に警
告がある旨の表示を行わせることが記載されている。
【０００３】
　更に、近年では、上記の省エネルギーモードのように、消費電力を抑制する所謂スリー
プモードにおいて、可能な限り消費電力を抑制することが求められている。そこで、消費
電力を抑制する度合いが異なる複数のスリープモードを備えた画像形成装置も知られてい
る。この画像形成装置では、電力モードを装置の使用状況に応じたスリープモードに適宜
切り替えることにより、装置の使用状況に応じて可能な限り消費電力を抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００６－１９４９２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のような複数のスリープモードを備えた画像形成装置では、現在の電力モードをユ
ーザーに認識させるために、上記特許文献１に記載の複合機のように、電力モードがスリ
ープモードであっても、現在の電力モードを示す情報を表示部に表示する制御が行われて
いた。しかし、このような画像形成装置では、電力モードがスリープモードの場合に、表
示部や表示部への情報の表示制御を行うＡＳＩＣ等の表示制御部を備えた操作部への電圧
の供給を遮断できないという問題があった。
【０００６】
　そこで、この問題を解消するため、ＬＥＤ等の発光素子を操作部に設け、更に、装置全
体の動作を統括して制御する本体制御部と操作部との間に制御線を設けることが知られて
いる。この画像形成装置では、電力モードがスリープモードのときは、操作部への電圧の
供給を遮断し、本体制御部のみに電圧を供給する。そして、本体制御部によって上記制御
線を介して発光素子の点灯状態を制御させる。これにより、電力モードがスリープモード
のときに、表示部や表示制御部への電圧の供給を遮断する。しかし、この画像形成装置で
は、本体制御部と操作部との間に上記制御線を設ける必要があるので、画像形成装置の構
成が煩雑になる虞があった。
【０００７】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、簡易な構成で、電力モー
ドがスリープモードである場合に表示部及び表示制御部への電圧の供給を遮断することが
でき、且つ、現在の電力モードをユーザーに認識させることができる画像形成装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による画像形成装置は、表示部と前記表示部への情報の表示制御を行う表示制御
部とを備えた操作部と、画像を用紙に形成する画像形成部と、前記画像形成部及び前記操
作部の動作を制御する本体制御部と、二以上のｎ個の電圧を個別に供給可能な電源部と、
を備え、前記本体制御部は、前記電源部にｎ個の電圧を供給させる電力モードであるレデ
ィーモード、及び、前記電力モードが前記レディーモードのときに前記表示部と前記表示
制御部とが用いる一以上且つｎ未満のｍ個の電圧を前記電源部に供給させず、且つ、一以
上且つｎ－ｍ以下のそれぞれ異なる個数の電圧を前記電源部に供給させる電力モードであ
る一以上且つｎ－ｍ以下のｐ個のスリープモードのうち、何れか一の電力モードに画像形
成装置の電力モードを切り替える切替部を備え、前記操作部は、発光素子と、前記ｎ個の
電圧をそれぞれ受電するｎ個の受電部と、前記ｎ個の受電部により受電された電圧の総数
に応じて、前記発光素子への当該受電された電圧の供給と遮断とを切り替える点灯切替回
路と、を更に備え、前記操作部は、前記ｐ個のスリープモードのそれぞれに対応付けられ
たｐ個の発光素子を備え、前記点灯切替回路は、前記ｐ個の発光素子のうち、前記ｎ個の
受電部により受電された電圧の総数と同じ個数の電圧を前記電源部に供給させるスリープ
モードに対応する一個の発光素子にのみ、当該受電された電圧を供給し、前記電源部は、
前記ｎ個の電圧のうちの一個の第一電圧を常時供給し、前記ｎ個の電圧のうちの前記第一
電圧とは異なる電圧を前記画像形成部に供給し、前記切替部は、前記電力モードを前記ｐ
個のスリープモードのうち、何れか一のスリープモードに切り替えた場合、前記電源部に
、前記表示部と前記表示制御部とが動作に用いる前記ｍ個の電圧の供給を遮断させる。
【０００９】
　本構成では、現在の電力モードがｐ個のスリープモードのうちの何れか一のスリープモ
ードである場合に、電力モードがレディーモードのときに表示部と表示制御部とが用いる
電圧の供給が遮断される。
【００１０】
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　また、レディーモード及びｐ個のスリープモードは、それぞれ電圧を供給する個数が異
なるため、現在の電力モードがどの電力モードであるかに応じて、ｎ個の受電部により受
電される電圧の総数が異なる。これにより、点灯切替回路は、ｎ個の受電部により受電さ
れる電圧の総数に応じて、つまり、現在の電力モードがどの電力モードであるかに応じて
、発光素子への電圧の供給と遮断とを切り替えることができる。
【００１１】
　これに対し、操作部と本体制御部との間に制御線を設け、本体制御部が、上記制御線を
介して、現在の電力モードに応じて発光素子への電圧の供給と遮断とを切り替える構成（
以下、構成Ａ）も考えられる。しかし、本構成によれば、上記構成Ａに比して上記制御線
を設けない簡易な構成で、現在の電力モードに応じて、発光素子への電圧の供給と遮断と
を切り替えることができる。
【００１２】
　このように、本構成によれば、上記構成Ａに比して簡易な構成で、電力モードがスリー
プモードである場合に表示部及び表示制御部への電圧の供給を遮断することができ、且つ
、発光素子へ電圧が供給されているか否か、つまり、発光素子が点灯しているか否かに応
じて、現在の電力モードがどの電力モードであるか否かをユーザーに認識させることがで
きる。
【００１４】
　本構成によれば、現在の電力モードがｐ個のスリープモードのうちの何れか一のスリー
プモードである場合には、ｎ個の受電部により受電された電圧の総数と同じ個数の電圧を
供給させるスリープモード、つまり、現在の電力モードに対応する発光素子にのみ電圧が
供給され、当該発光素子が点灯する。
【００１５】
　一方、現在の電力モードがレディーモードである場合には、ｐ個のスリープモードのそ
れぞれに対応するｐ個の発光素子の何れにも電圧が供給されないので、点灯している発光
素子は存在しない。
【００１６】
　このため、ユーザーは、点灯している発光素子を視認することにより、当該発光素子に
対応するスリープモードが、現在の電力モードであることを認識することができる。また
、ユーザーは、点灯している発光素子が存在しない場合には、現在の電力モードがレディ
ーモードであることを認識することができる。
【００１７】
　また、前記点灯切替回路は、前記ｐ個の発光素子のそれぞれに対応付けられたｐ個の給
電切替回路を備え、前記ｐ個の給電切替回路のそれぞれは、当該給電切替回路に対応する
前記発光素子に対応する前記スリープモードである第一電力モード、及び、前記電源部に
供給させる電圧の個数が前記第一電力モードにおいて供給される電圧の個数の次に多い電
力モードである第二電力モードにおいて、共に供給される第一電圧を受電する第一受電部
を備え、前記第一受電部は、当該給電切替回路に対応する前記発光素子と直列に接続され
、前記第二電力モードでは供給されるが前記第一電力モードでは供給されない第二電圧を
受電する第二受電部と、当該給電切替回路に対応する前記発光素子と並列に接続され、前
記第二受電部が前記第二電圧を受電しなかった場合にオフ状態となり、当該発光素子に電
流を流すスイッチ素子と、を更に備えてもよい。
【００１８】
　本構成によれば、電力モードが第一電力モードである場合、当該第一電力モードに対応
する発光素子に対応する給電切替回路において、第一受電部は第一電圧を受電し、第二受
電部は、第二電圧を受電しない。このため、当該給電切替回路のスイッチ素子がオフ状態
になり、第一受電部が第一電圧を受電することにより流れる電流が当該スイッチ素子に流
れず、当該スイッチ素子に並列に接続された、当該第一電力モードに対応する発光素子に
流れる。
【００１９】
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　つまり、本構成によれば、各発光素子への電圧の供給と遮断とを切り替える制御を本体
制御部に行わせるために必要な制御線を設けることなく、現在の電力モードである第一電
力モードに対応する発光素子に第一電圧を供給することができる。
【００２０】
　また、本構成によれば、電力モードが第二電力モードである場合、第一電力モードに対
応する発光素子に対応する給電切替回路において、第一受電部は第一電圧を受電し、第二
受電部は第二電圧を受電する。このため、当該給電切替回路のスイッチ素子がオフ状態に
ならず、第一受電部が第一電圧を受電することにより流れる電流が、当該スイッチ素子に
流れ、当該スイッチ素子に並列に接続された、第一電力モードに対応する発光素子に流れ
なくなる。
【００２１】
　つまり、本構成によれば、各発光素子への電圧の供給と遮断とを切り替える制御を本体
制御部に行わせるために必要な制御線を設けることなく、電源部に供給させる電圧の個数
が、現在の電力モードである第二電力モードにおいて供給される電圧の個数の次に少ない
第一電力モードに対応する発光素子への第一電圧の供給を遮断することができる。
【００２２】
　また、前記本体制御部は、前記切替部が前記電力モードを前記レディーモードに切り替
えた場合、前記表示制御部によって、前記電力モードが前記レディーモードである旨のメ
ッセージを前記表示部に表示させてもよい。
【００２３】
　本構成によれば、電力モードがレディーモードの場合、つまり、表示部と表示制御部と
に電圧が供給される場合に、電力モードがレディーモードである旨のメッセージをユーザ
ーに視認させることができる。これにより、当該メッセージを視認したユーザーは、現在
の電力モードがレディーモードであることを容易に認識することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明によれば、簡易な構成で、電力モードがスリープモードである場合に表示部及
び表示制御部への電圧の供給を遮断することができ、且つ、現在の電力モードをユーザー
に認識させることができる画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係る画像形成装置の一実施形態に係る複写機の電気的構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】点灯切替回路の回路図である。
【図３】各電力モードにおける電圧の供給状況と各部への給電状況との対応関係を示す図
である。
【図４】電力モードの切り替え動作を示すフローチャートである。
【図５】コピー機能の操作画面を示す図である。
【図６】変形実施形態における各電力モードにおける電圧の供給状況と各部への給電状況
との対応関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明に係る画像形成装置の一実施形態を図面に基づいて説明する。尚、本実施
形態では、画像形成装置として複写機を例に説明するが、これに限定する趣旨ではなく、
画像形成装置は、例えば、プリンター、ファクシミリ装置又は複合機であってもよい。
【００２７】
　図１は、本発明に係る画像形成装置の一実施形態に係る複写機１の電気的構成を示すブ
ロック図である。図１に示すように、複写機１は、四本の給電線Ｌ１～Ｌ４、電源部３０
、画像読取部５０、画像形成部６０、制御線９０、操作部４、及びコントローラー基板２
を備えている。
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【００２８】
　電源部３０は、四本の給電線Ｌ１～Ｌ４を用いて四（ｎ）個の直流電圧（電圧）を個別
に供給する。具体的には、電源部３０は、不図示の電源スイッチと、不図示のＡＣＤＣコ
ンバーターと、不図示の三個のスイッチ素子とを備えている。
【００２９】
　電源スイッチは、ユーザーの操作により、オン状態又はオフ状態に切り替えられる。電
源スイッチは、オン状態になった場合、外部電源とＡＣコンバーターとを電気的に接続す
る。ＡＣＤＣコンバーターは、電源スイッチがオン状態にされたことにより、外部電源か
ら交流電圧が供給されるようになると、当該交流電圧を所定レベルの直流電圧に変換する
。三個のスイッチ素子は、それぞれ、給電線Ｌ２～Ｌ４のそれぞれとＡＣＤＣコンバータ
ーとの間に接続されている。各スイッチ素子は、後述する切替部２２による制御の下、オ
ン状態又はオフ状態に切り替えられる。
【００３０】
　スイッチ素子は、オン状態になった場合、ＡＣＤＣコンバーターと当該スイッチ素子に
接続された給電線とを電気的に接続する。これにより、ＡＣＤＣコンバーターによって出
力された直流電圧が、当該給電線を介して供給される。例えば、給電線Ｌ４に接続された
スイッチ素子がオン状態になると、ＡＣＤＣコンバーターによって出力された直流電圧が
給電線Ｌ４を介して供給される。
【００３１】
　一方、スイッチ素子は、オフ状態になった場合、ＡＣＤＣコンバーターと当該スイッチ
素子に接続された給電線との電気的な接続を遮断する。これにより、ＡＣＤＣコンバータ
ーによって出力された直流電圧が当該給電線を介して供給されなくなる。例えば、給電線
Ｌ４に接続されたスイッチ素子がオフ状態になると、ＡＣＤＣコンバーターによって出力
された直流電圧が給電線Ｌ４を介して供給されなくなる。
【００３２】
　また、給電線Ｌ１にはスイッチ素子が設けられていず、ＡＣＤＣコンバーターと給電線
Ｌ１とが常に電気的に接続されている。これにより、ＡＣＤＣコンバーターによって出力
された直流電圧は、給電線Ｌ１を介して常時供給される。
【００３３】
　以下、給電線Ｌ１を介して個別に供給される直流電圧を電圧Ｖ１と記載する。同様に、
給電線Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４を介して個別に供給される直流電圧を、それぞれ、電圧Ｖ２、Ｖ
３、Ｖ４と記載する。
【００３４】
　画像読取部５０は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）ラインセ
ンサーや露光ランプ等を有する不図示の光学系ユニットを備えている。光学系ユニットは
、後述の本体制御部２０による制御の下、不図示の原稿台に載置された原稿の画像を走査
しつつ取得した画像データを本体制御部２０へ出力する。画像読取部５０は、電圧Ｖ４を
用いて動作する。
【００３５】
　画像形成部６０は、後述する本体制御部２０による制御の下、本体制御部２０から受信
した画像データが示す画像を用紙に形成する画像形成動作を行う。具体的には、画像形成
部６０は、感光体ドラム、帯電部、露光部、現像部、転写部、定着部等を備えた周知の構
成を有する。画像形成部６０は、三個の電圧Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４を用いて動作する。
【００３６】
　例えば、定着部は、用紙を加熱する加熱ローラーを備えている。加熱ローラーの内部に
は、加熱ローラーを加熱するためのヒーターが設けられている。当該ヒーターは、画像形
成動作時には、上記三個の電圧Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４を用いて、加熱ローラーを所定の定着温
度になるように加熱する。
【００３７】
　上記三個の電圧Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４のうちの一個以上の電圧の供給を遮断した場合、ヒー
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ターは、供給される電圧が少ないので、加熱ローラーを上記定着温度よりも低い温度まで
しか加熱できない。この場合、次に画像形成動作を行うときには、再び三個の電圧Ｖ２、
Ｖ３、Ｖ４をヒーターに供給し、加熱ローラーを上記定着温度になるまで加熱するのに暫
く時間を要することになる。つまり、供給しない電圧の個数を多くする程、画像形成部６
０の消費電力を大きく抑制することはできるが、次に画像形成動作を行うときに加熱ロー
ラーを上記定着温度になるまで加熱するために要する時間は長くなる。
【００３８】
　操作部４は、例えばＬＥＤ等、電圧の供給を受けて点灯する三（ｐ）個の発光素子４５
ａ～４５ｃを備えている。また、操作部４は、四個の受電部４３ａ～４３ｄ、操作キー部
４０、表示部４１、表示制御部４２、及び点灯切替回路４４を備えている。
【００３９】
　三個の発光素子４５ａ～４５ｃは、ユーザーが複写機１の外部から当該三個の発光素子
４５ａ～４５ｃを視認可能な位置に配置されている。三個の発光素子４５ａ～４５ｃのそ
れぞれは、後述する三個のスリープモードＳＭ１、ＳＭ２、ＳＭ３のそれぞれに対応付け
て設けられている。具体的には、発光素子４５ａの近傍には、後述する第一スリープモー
ドＳＭ１を示すラベルが付されている。これにより、発光素子４５ａと第一スリープモー
ドＳＭ１とが対応付けられている。同様に、発光素子４５ｂの近傍には、後述する第二ス
リープモードＳＭ２を示すラベルが付され、発光素子４５ｃの近傍には、後述する第三ス
リープモードＳＭ３を示すラベルが付されている。
【００４０】
　受電部４３ａは、給電線Ｌ１に接続され、給電線Ｌ１を介して供給される電圧Ｖ１を受
電する。同様に、受電部４３ｂ、４３ｃ、４３ｄは、それぞれ、給電線Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４
に接続され、給電線Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４を介して供給される電圧Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４を受電す
る。
【００４１】
　操作キー部４０は、複写機１に対する各種指示の入力操作をユーザーに行わせるために
設けられている。具体的には、操作キー部４０は、例えばコピー等、複写機１に所定の動
作を開始させる開始指示を入力するためのスタートキーや、数値や記号を入力するための
テンキー等の各種キーを含む。操作キー部４０は、電圧Ｖ１を用いて、ユーザーが操作し
たキーを検出し、当該検出したキーの識別情報を制御線９０を介して後述する本体制御部
２０へ送信する。
【００４２】
　表示部４１は、液晶ディスプレイ等であり、表示制御部４２による制御の下、一（ｍ）
個の電圧Ｖ４を用いて各種情報を表示する。
【００４３】
　表示制御部４２は、例えばＣＰＵやレジスター等を備えたマイクロコンピューターであ
り、後述する本体制御部２０が出力した表示コマンド及び表示データを制御線９０を介し
て受信する。表示制御部４２は、当該受信した表示コマンドを当該受信した表示データを
用いて実行する。これにより、表示制御部４２は、当該表示データが示す情報を表示部４
１に表示させる。表示制御部４２は、一（ｍ）個の電圧Ｖ４を用いて動作する。尚、表示
部４１と表示制御部４２とがそれぞれ異なる電圧を用いて動作するようにしてもよい。
【００４４】
　点灯切替回路４４は、四個の受電部４３ａ～４３ｄにより受電された電圧の総数に応じ
て、三個の発光素子４５ａ～４５ｃへの当該受電した電圧の供給又は遮断を切り替える。
図２は、点灯切替回路４４の回路図である。具体的には、点灯切替回路４４は、図２に示
すように、三個の発光素子４５ａ～４５ｃのそれぞれに対応付けられた三個の給電切替回
路４６ａ～４６ｃを備えている。
【００４５】
　給電切替回路４６ａは、第一受電部Ｐ１ａ、第二受電部Ｐ２ａ、スイッチ素子Ｑａ、及
び三個の抵抗Ｒ１ａ、Ｒ２ａ、Ｒ３ａを備えている。
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【００４６】
　第一受電部Ｐ１ａは、受電部４３ａに接続され、受電部４３ａにより電圧Ｖ１が受電さ
れた場合に電圧Ｖ１を受電する。また、第一受電部Ｐ１ａは、抵抗Ｒ１ａを介して発光素
子４５ａと直列に接続されている。
【００４７】
　第二受電部Ｐ２ａは、受電部４３ｂに接続され、受電部４３ｂにより電圧Ｖ２が受電さ
れた場合に電圧Ｖ２を受電する。第二受電部Ｐ２ａは、直列に接続された二個の抵抗Ｒ２
ａ、Ｒ３ａに接続されている。
【００４８】
　スイッチ素子Ｑａは、例えばＰＮＰトランジスターであり、当該給電切替回路４６ａに
対応する発光素子４５ａと並列に接続され、且つ、ベースが抵抗Ｒ２ａを介して第二受電
部Ｐ２ａに接続されている。
【００４９】
　給電切替回路４６ｂは、給電切替回路４６ａと同様の構成であり、第一受電部Ｐ１ａと
同様の第一受電部Ｐ１ｂ、第二受電部Ｐ２ａと同様の第二受電部Ｐ２ｂ、スイッチ素子Ｑ
ａと同様のスイッチ素子Ｑｂ、及び、三個の抵抗Ｒ１ａ、Ｒ２ａ、Ｒ３ａと同様の、三個
の抵抗Ｒ１ｂ、Ｒ２ｂ、Ｒ３ｂを備えている。
【００５０】
　第一受電部Ｐ１ｂは、第一受電部Ｐ１ａと異なり、受電部４３ｂに接続されている。つ
まり、第一受電部Ｐ１ｂは、受電部４３ｂにより電圧Ｖ２が受電された場合に電圧Ｖ２を
受電する。また、第二受電部Ｐ２ｂは、第二受電部Ｐ２ａと異なり、受電部４３ｃに接続
されている。つまり、第二受電部Ｐ２ｂは、受電部４３ｃにより電圧Ｖ３が受電された場
合に電圧Ｖ３を受電する。
【００５１】
　給電切替回路４６ｃは、給電切替回路４６ａと同様の構成であり、第一受電部Ｐ１ａと
同様の第一受電部Ｐ１ｃ、第二受電部Ｐ２ａと同様の第二受電部Ｐ２ｃ、スイッチ素子Ｑ
ａと同様のスイッチ素子Ｑｃ、及び、三個の抵抗Ｒ１ａ、Ｒ２ａ、Ｒ３ａと同様の、三個
の抵抗Ｒ１ｃ、Ｒ２ｃ、Ｒ３ｃを備えている。
【００５２】
　第一受電部Ｐ１ｃは、第一受電部Ｐ１ａと異なり、受電部４３ｃに接続されている。つ
まり、第一受電部Ｐ１ｃは、受電部４３ｃにより電圧Ｖ３が受電された場合に電圧Ｖ３を
受電する。また、第二受電部Ｐ２ｃは、第二受電部Ｐ２ａと異なり、受電部４３ｄに接続
されている。つまり、第二受電部Ｐ２ｃは、受電部４３ｄにより電圧Ｖ４が受電された場
合に電圧Ｖ４を受電する。
【００５３】
　三個の給電切替回路４６ａ～４６ｃの動作については後述する。
【００５４】
　コントローラー基板２は、本体制御部２０等を備えている。コントローラー基板２には
、上記電源スイッチがオン状態の間、給電線Ｌ１を介して電圧Ｖ１が常時供給される。
【００５５】
　本体制御部２０は、例えば、所定の演算処理を実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、所定の制御プログラムが記憶されたＥＥＰＲＯＭ（Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の不揮発性メモリーと、データを一時的に記憶するＲ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）と、これらの周辺回路等とを備えて
構成されている。本体制御部２０は、コントローラー基板２に供給された電圧Ｖ１を用い
て動作する。
【００５６】
　本体制御部２０は、不揮発性メモリーに記憶された制御プログラムを実行することによ
って、電源部３０、操作キー部４０、表示制御部４２、画像読取部５０、及び画像形成部
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６０との間で制御線９０を用いて通信を行うことにより、各部の動作を制御する。本体制
御部２０は、例えば、指示受付部２１及び切替部２２として動作する。
【００５７】
　指示受付部２１は、制御線９０を介して操作キー部４０からキーの識別情報を受信する
と、当該識別情報により識別されるキーに対応する指示を受け付ける。指示受付部２１の
詳細については後述する。
【００５８】
　切替部２２は、電源部３０に四個の電圧Ｖ１～Ｖ４を供給させる電力モードであるレデ
ィーモード、及び、電力モードがレディーモードのときに表示部４１と表示制御部４２と
が用いる電圧Ｖ４を電源部３０に供給させず、且つ、一以上且つ三（ｎ－ｍ）以下のそれ
ぞれ異なる個数の電圧を電源部３０に供給させる電力モードである一以上且つ三（ｎ－ｍ
）以下の三（ｐ）個のスリープモードのうち、何れか一の電力モードに複写機１の電力モ
ードを切り替える。
【００５９】
　図３は、各電力モードにおける電圧の供給状況と各部への給電状況との対応関係を示す
図である。具体的には、図３に示すように、切替部２２は、電源部３０に一個の電圧Ｖ１
を供給させる第一スリープモードＳＭ１、電源部３０に二個の電圧Ｖ１、Ｖ２を供給させ
る第二スリープモードＳＭ２、及び電源部３０に三個の電圧Ｖ１～Ｖ３を供給させる第三
スリープモードＳＭ３を含む三個のスリープモード、及び、電源部３０に四個の電圧Ｖ１
～Ｖ４を供給させるレディーモードＲＭのうち、何れか一の電力モードに複写機１の電力
モードを切り替える。
【００６０】
　複写機１の電力モードが、第一スリープモードＳＭ１、第二スリープモードＳＭ２及び
第三スリープモードＳＭ３のうち、何れか一のスリープモードに切り替えられた場合、電
源部３０から電圧Ｖ４が供給されない。この場合、図３の破線部に示すように、表示部４
１及び表示制御部４２は電圧Ｖ４の供給が遮断された状態になる。一方、複写機１の電力
モードがレディーモードＲＭに切り替えられた場合は、電源部３０から電圧Ｖ４が供給さ
れる。この場合、図３の一点鎖線部に示すように、表示部４１及び表示制御部４２は、電
圧Ｖ４が給電された状態になる。
【００６１】
　以下、切替部２２による電力モードの切り替え動作について説明する。当該説明の中で
、三個の給電切替回路４６ａ～４６ｃ及び指示受付部２１の詳細について説明する。図４
は、電力モードの切り替え動作を示すフローチャートである。
【００６２】
　図４に示すように、電源スイッチがオン状態にされ、電源部３０から給電線Ｌ１を介し
て電圧Ｖ１が供給されるようになると、切替部２２は、複写機１の電力モードをレディー
モードＲＭ（図３）に切り替える（Ｓ１）。
【００６３】
　具体的には、ステップＳ１において、切替部２２は、給電線Ｌ２～Ｌ４のそれぞれに接
続されたスイッチ素子をオン状態にさせる指示を示す制御信号を、制御線９０を介して電
源部３０に送信する。電源部３０は、当該制御信号を受信すると、当該制御信号が示す指
示に従って、給電線Ｌ２～Ｌ４のそれぞれに接続されたスイッチ素子をオン状態にする。
これにより、電源部３０は、給電線Ｌ１～Ｌ４を介して四個の電圧Ｖ１～Ｖ４を供給する
。このようにして、切替部２２は、複写機１の電力モードを、四個の電圧Ｖ１～Ｖ４を供
給するレディーモードＲＭに切り替える。
【００６４】
　複写機１の電力モードがレディーモードＲＭに切り替えられると、四個の受電部４３ａ
～４３ｄにより、四個の電圧Ｖ１～Ｖ４が受電される。この場合、点灯切替回路４４は、
図３に示すように、三個の発光素子４５ａ～４５ｃへの電圧の供給を遮断する（Ｓ２）。
その結果、三個の発光素子４５ａ～４５ｃは消灯する。
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【００６５】
　以下、図２を参照して、ステップＳ２における点灯切替回路４４の動作、つまり、三個
の給電切替回路４６ａ～４６ｃの動作について詳述する。
【００６６】
　給電切替回路４６ａにおいて、第一受電部Ｐ１ａは受電部４３ａを介して電圧Ｖ１を受
電し、第二受電部Ｐ２ａは受電部４３ｂを介して電圧Ｖ２を受電する。これにより、第二
受電部Ｐ２ａで受電された電圧Ｖ２を二個の抵抗Ｒ２ａ、Ｒ３ａで分圧した電圧がスイッ
チ素子Ｑａのベースに印加され、スイッチ素子Ｑａが電流を流すオン状態となる。その結
果、第一受電部Ｐ１ａが電圧Ｖ１を受電したことにより流れる電流が、抵抗Ｒ１ａ及びス
イッチ素子Ｑａを介してグランドに流れ、当該電流が発光素子４５ａへ流れなくなる。こ
のようにして、給電切替回路４６ａは、発光素子４５ａへの電圧の供給を遮断する。
【００６７】
　給電切替回路４６ｂでは、給電切替回路４６ａと同様に、第一受電部Ｐ１ｂが受電部４
３ｂを介して電圧Ｖ２を受電し、第二受電部Ｐ２ｂが受電部４３ｃを介して電圧Ｖ３を受
電する。このため、スイッチ素子Ｑｂが電流を流すオン状態となり、第一受電部Ｐ１ｂが
電圧Ｖ２を受電したことにより流れる電流が、抵抗Ｒ１ｂ及びスイッチ素子Ｑｂを介して
グランドに流れ、当該電流が発光素子４５ｂへ流れなくなる。このようにして、給電切替
回路４６ｂは、発光素子４５ｂへの電圧の供給を遮断する。
【００６８】
　給電切替回路４６ｃでは、給電切替回路４６ａ、４６ｂと同様に、第一受電部Ｐ１ｃが
受電部４３ｃを介して電圧Ｖ３を受電し、第二受電部Ｐ２ｃが受電部４３ｄを介して電圧
Ｖ４を受電する。このため、スイッチ素子Ｑｃが電流を流すオン状態となり、第一受電部
Ｐ１ｃが電圧Ｖ３を受電したことにより流れる電流がグランドに流れ、当該電流が発光素
子４５ｃへ流れなくなる。このようにして、給電切替回路４６ｃは、発光素子４５ｃへの
電圧の供給を遮断する。
【００６９】
　図５は、コピー機能の操作画面Ｗ１を示す図である。複写機１の電力モードがレディー
モードＲＭに切り替えられると、本体制御部２０は、不揮発性メモリーに記憶されている
、図５に示すコピー機能の操作画面Ｗ１を表す画像データと、当該画像データを表示部４
１に表示させる表示コマンドと、を制御線９０を介して表示制御部４２に送信する。これ
により、表示制御部４２は、受信した表示コマンドを、受信した画面データを用いて実行
して、図５に示すコピー機能の操作画面Ｗ１を表示部４１に表示する（Ｓ３）。
【００７０】
　図５に示すように、操作画面Ｗ１には、現在の電力モードがレディーモードＲＭである
ことを示すメッセージＭ１が含まれている。また、操作画面Ｗ１には、コピー機能の各実
行条件のそれぞれに対応付けて丸で囲まれた数値が表示されている。例えば、画像を形成
させる対象の用紙を選択する実行条件（以下、用紙選択条件と記載する）に対応付けて、
丸で囲まれた数値「１」が表示されている。
【００７１】
　電力モードがレディーモードＲＭの場合に、ユーザーによって操作キー部４０が何ら操
作されず、指示受付部２１が何ら指示を受け付けない状態のまま（Ｓ４；ＮＯ）、所定時
間Ｔ１が経過したとする（Ｓ５；ＹＥＳ）。このとき、切替部２２は、電力モードを第三
スリープモードＳＭ３（図３）に切り替える（Ｓ６）。
【００７２】
　具体的には、ステップＳ６において、切替部２２は、給電線Ｌ４に接続されたスイッチ
素子をオフ状態にさせる指示を示す制御信号を、制御線９０を介して電源部３０に送信す
る。電源部３０は、当該制御信号を受信すると、当該制御信号が示す指示に従って、給電
線Ｌ４に接続されたスイッチ素子をオフ状態にする。これにより、電源部３０は、電圧Ｖ
４の供給を遮断する。その結果、表示部４１及び表示制御部４２は動作しなくなり、ステ
ップＳ３において表示部４１に表示された操作画面Ｗ１は表示されなくなる。このように
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して、切替部２２は、電力モードを、三個の電圧Ｖ１～Ｖ３を供給する第三スリープモー
ドＳＭ３に切り替える。
【００７３】
　電力モードが第三スリープモードＳＭ３に切り替えられると、三個の受電部４３ａ～４
３ｃにより、三個の電圧Ｖ１～Ｖ３が受電される。この場合、点灯切替回路４４は、図３
に示すように、二個の発光素子４５ａ、４５ｂへの電圧の供給を遮断し、一個の発光素子
４５ｃにのみ電圧を供給する（Ｓ７）。その結果、三個の発光素子４５ａ～４５ｃのうち
、第三スリープモードＳＭ３に対応付けられた発光素子４５ｃだけが点灯する。
【００７４】
　以下、図２を参照して、ステップＳ７における三個の給電切替回路４６ａ～４６ｃの動
作について説明する。給電切替回路４６ａにおいては、ステップＳ２と同様に、第一受電
部Ｐ１ａが電圧Ｖ１を受電し、第二受電部Ｐ２ａが電圧Ｖ２を受電する。このため、給電
切替回路４６ａは、ステップＳ２と同様の動作により、発光素子４５ａへの電圧の供給を
遮断する。給電切替回路４６ｂにおいても、ステップＳ２と同様に、第一受電部Ｐ１ｂが
電圧Ｖ２を受電し、第二受電部Ｐ２ｂが電圧Ｖ３を受電する。このため、給電切替回路４
６ｂは、ステップＳ２と同様の動作により、発光素子４５ｂへの電圧の供給を遮断する。
【００７５】
　一方、給電切替回路４６ｃにおいては、第一受電部Ｐ１ｃが電圧Ｖ３を受電するが、第
二受電部Ｐ２ｃが電圧Ｖ４を受電しない。これにより、スイッチ素子Ｑｃのベースに電圧
が印加されず、スイッチ素子Ｑｃがオフ状態となる。その結果、第一受電部Ｐ１ｃが電圧
Ｖ３を受電したことにより流れる電流が、抵抗Ｒ１ｃを介してスイッチ素子Ｑｃへは流れ
ず、抵抗Ｒ１ｃを介して発光素子４５ｃに流れる。このようにして、給電切替回路４６ｃ
は、第一受電部Ｐ１ｃが受電した電圧Ｖ３を、抵抗Ｒ１ｃを介して発光素子４５ｃへ供給
する。
【００７６】
　つまり、給電切替回路４６ｃにおいて、第一受電部Ｐ１ｃは、当該給電切替回路４６ｃ
に対応する発光素子４５ｃに対応する第三スリープモードＳＭ３（第一電力モード）、及
び、電源部３０に供給させる電圧の個数が第三スリープモードＳＭ３において供給される
電圧の個数の次に多いレディーモードＲＭ（第二電力モード）において、共に供給される
電圧Ｖ３（第一電圧）を受電するように、受電部４３ｃに接続されている。一方、第二受
電部Ｐ２ｃは、レディーモードＲＭでは供給されるが第三スリープモードＳＭ３では供給
されない電圧Ｖ４（第二電圧）を受電するように、受電部４３ｄに接続されている。
【００７７】
　電力モードが第三スリープモードＳＭ３の場合に、指示受付部２１がレディーモードＲ
Ｍへの復帰指示を受け付けないまま（Ｓ８；ＮＯ）、所定時間Ｔ２が経過したとする（Ｓ
９；ＹＥＳ）。このとき、切替部２２は、電力モードを第二スリープモードＳＭ２（図３
）に切り替える（Ｓ１０）。
【００７８】
　レディーモードＲＭへの復帰指示とは、切替部２２に、複写機１の電力モードをレディ
ーモードＲＭへ切り替えさせる指示である。具体的には、複写機１の電力モードが第三ス
リープモードＳＭ３、第二スリープモードＳＭ２、又は第一スリープモードＳＭ１である
場合に、操作キー部４０に設けられている何れかのキーがユーザーにより操作されたとす
る。この場合、指示受付部２１は、制御線９０を介して受信した識別情報により識別され
るキーが何れのキーであったとしても、レディーモードＲＭへの復帰指示を受け付ける。
【００７９】
　ステップＳ１０において、切替部２２は、給電線Ｌ３に接続されたスイッチ素子をオフ
状態にさせる指示を示す制御信号を、制御線９０を介して電源部３０に送信する。電源部
３０は、当該制御信号を受信すると、当該制御信号が示す指示に従って、給電線Ｌ３に接
続されたスイッチ素子をオフ状態にする。これにより、電源部３０は、電圧Ｖ３の供給を
遮断する。このようにして、切替部２２は、電力モードを、二個の電圧Ｖ１～Ｖ２を供給
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する第二スリープモードＳＭ２に切り替える。
【００８０】
　電力モードが第二スリープモードＳＭ２に切り替えられると、二個の受電部４３ａ、４
３ｂにより、二個の電圧Ｖ１、Ｖ２が受電される。この場合、点灯切替回路４４は、図３
に示すように、二個の発光素子４５ａ、４５ｃへの電圧の供給を遮断し、一個の発光素子
４５ｂにのみ電圧を供給する（Ｓ１１）。その結果、三個の発光素子４５ａ～４５ｃのう
ち、第二スリープモードＳＭ２に対応付けられた発光素子４５ｂだけが点灯する。
【００８１】
　以下、図２を参照して、ステップＳ１１における三個の給電切替回路４６ａ～４６ｃの
動作について詳述する。給電切替回路４６ａにおいては、ステップＳ２と同様に、第一受
電部Ｐ１ａが電圧Ｖ１を受電し、第二受電部Ｐ２ａが電圧Ｖ２を受電する。このため、給
電切替回路４６ａは、ステップＳ２と同様の動作により、発光素子４５ａへの電圧の供給
を遮断する。
【００８２】
　給電切替回路４６ｂにおいては、第一受電部Ｐ１ｂが電圧Ｖ２を受電するが、第二受電
部Ｐ２ｂが電圧Ｖ３を受電しない。これにより、スイッチ素子Ｑｂのベースに電圧が印加
されず、スイッチ素子Ｑｂがオフ状態となる。その結果、第一受電部Ｐ１ｂが電圧Ｖ２を
受電したことにより流れる電流が、抵抗Ｒ１ｂを介して発光素子４５ｂに流れる。このよ
うにして、給電切替回路４６ｂは、第一受電部Ｐ１ｂが受電した電圧Ｖ２を、抵抗Ｒ１ｂ
を介して発光素子４５ｂへ供給する。
【００８３】
　つまり、給電切替回路４６ｂにおいて、第一受電部Ｐ１ｂは、当該給電切替回路４６ｂ
に対応する発光素子４５ｂに対応する第二スリープモードＳＭ２（第一電力モード）、及
び、電源部３０に供給させる電圧の個数が第二スリープモードＳＭ２において供給される
電圧の個数の次に多い第三スリープモードＳＭ３（第二電力モード）において、共に供給
される電圧Ｖ２（第一電圧）を受電するように、受電部４３ｂに接続されている。一方、
第二受電部Ｐ２ｂは、第三スリープモードＳＭ３では供給されるが第二スリープモードＳ
Ｍ２では供給されない電圧Ｖ３（第二電圧）を受電するように、受電部４３ｃに接続され
ている。
【００８４】
　給電切替回路４６ｃにおいては、第一受電部Ｐ１ｃが電圧Ｖ３を受電せず、第二受電部
Ｐ２ｃも電圧Ｖ４を受電しない。つまり、給電切替回路４６ｃは、発光素子４５ｃへ供給
するための電圧を何ら受電しないことにより、発光素子４５ｃへの電圧の供給を遮断する
。
【００８５】
　電力モードが第二スリープモードＳＭ２の場合に、指示受付部２１がレディーモードＲ
Ｍへの復帰指示を受け付けないまま（Ｓ１２；ＮＯ）、所定時間Ｔ３が経過したとする（
Ｓ１３；ＹＥＳ）。このとき、切替部２２は、電力モードを第一スリープモードＳＭ１（
図２）に切り替える（Ｓ１４）。
【００８６】
　具体的には、ステップＳ１４において、切替部２２は、給電線Ｌ２に接続されたスイッ
チ素子をオフ状態にさせる指示を示す制御信号を、制御線９０を介して電源部３０に送信
する。電源部３０は、当該制御信号を受信すると、当該制御信号が示す指示に従って、給
電線Ｌ２に接続されたスイッチ素子をオフ状態にする。これにより、電源部３０は、電圧
Ｖ２の供給を遮断する。このようにして、切替部２２は、電力モードを、一個の電圧Ｖ１
を供給する第一スリープモードＳＭ１に切り替える。
【００８７】
　電力モードが第一スリープモードＳＭ１に切り替えられると、一個の受電部４３ａによ
り、一個の電圧Ｖ１が受電される。この場合、点灯切替回路４４は、図３に示すように、
二個の発光素子４５ｂ、４５ｃへの電圧の供給を遮断し、一個の発光素子４５ａにのみ電
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圧を供給する（Ｓ１５）。その結果、三個の発光素子４５ａ～４５ｃのうち、第一スリー
プモードＳＭ１に対応付けられた発光素子４５ａだけが点灯する。
【００８８】
　以下、図２を参照して、ステップＳ１５における三個の給電切替回路４６ａ～４６ｃの
動作について詳述する。給電切替回路４６ａにおいては、第一受電部Ｐ１ａが電圧Ｖ１を
受電するが、第二受電部Ｐ２ａが電圧Ｖ２を受電しない。これにより、スイッチ素子Ｑａ
のベースに電圧が印加されず、スイッチ素子Ｑａがオフ状態となる。その結果、第一受電
部Ｐ１ａが電圧Ｖ１を受電したことにより流れる電流が、抵抗Ｒ１ａを介して発光素子４
５ａに流れる。このようにして、給電切替回路４６ａは、第一受電部Ｐ１ａが受電した電
圧Ｖ１を、抵抗Ｒ１ａを介して発光素子４５ａへ供給する。
【００８９】
　つまり、給電切替回路４６ａにおいて、第一受電部Ｐ１ａは、当該給電切替回路４６ａ
に対応する発光素子４５ａに対応する第一スリープモードＳＭ１（第一電力モード）、及
び、電源部３０に供給させる電圧の個数が第一スリープモードＳＭ１において供給される
電圧の個数の次に多い第二スリープモードＳＭ２（第二電力モード）において、共に供給
される電圧Ｖ１（第一電圧）を受電するように、受電部４３ａに接続されている。一方、
第二受電部Ｐ２ａは、第二スリープモードＳＭ２では供給されるが第一スリープモードＳ
Ｍ１では供給されない電圧Ｖ２（第二電圧）を受電するように、受電部４３ｂに接続され
ている。
【００９０】
　給電切替回路４６ｂにおいては、第一受電部Ｐ１ｂが電圧Ｖ２を受電せず、第二受電部
Ｐ２ｂも電圧Ｖ３を受電しない。つまり、給電切替回路４６ｂは、発光素子４５ｂへ供給
するための電圧を何ら受電しないことにより、発光素子４５ｂへの電圧の供給を遮断する
。給電切替回路４６ｃにおいては、ステップＳ１１と同様に、第一受電部Ｐ１ｃが電圧Ｖ
３を受電せず、第二受電部Ｐ２ｃも電圧Ｖ４を受電しない。つまり、給電切替回路４６ｃ
は、ステップＳ１１と同様に、発光素子４５ｃへ供給するための電圧を何ら受電しないこ
とにより、発光素子４５ｃへの電圧の供給を遮断する。
【００９１】
　一方、電力モードがレディーモードＲＭの場合に、指示受付部２１が何らかの指示を受
け付けた場合（Ｓ４；ＹＥＳ）、本体制御部２０は、指示受付部２１が受け付けた指示に
応じて各部を動作させる（Ｓ１７）。ステップＳ１７の実行後は、ステップＳ４以降の処
理が繰り返される。
【００９２】
　例えば、ステップＳ４において、ステップＳ３で表示された操作画面Ｗ１（図５）に表
示されている、丸で囲まれた数値のうちの何れかの数値を入力するためのテンキーが押下
され、指示受付部２１が当該テンキーの識別情報を受信したとする。この場合、指示受付
部２１は、当該識別情報で識別されるテンキーに対応する指示として、当該テンキーに対
応する上記数値に対応する、コピー機能の実行条件の設定画面の表示指示を受け付ける。
【００９３】
　例えば、数値「１」を入力するためのテンキーが押下された場合、指示受付部２１は、
当該テンキーに対応する指示として、数値「１」に対応する上記用紙選択条件の設定画面
の表示指示を受け付ける。
【００９４】
　この場合、ステップＳ１７において、本体制御部２０は、不揮発性メモリーに記憶され
ている上記設定画面を表す画像データと当該画像データを表示部４１に表示させる表示コ
マンドとを、制御線９０を介して表示制御部４２に送信する。これにより、表示制御部４
２は、受信した表示コマンドを、受信した画面データを用いて実行し、上記設定画面を表
示部４１に表示する。このようにして、本体制御部２０は、ステップＳ１７において、指
示受付部２１が受け付けた上記設定画面の表示指示に応じて、表示制御部４２に、上記設
定画面を表示部４１に表示させる動作を行わせる。
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【００９５】
　また、電力モードが第三スリープモードＳＭ３、第二スリープモードＳＭ２、又は第一
スリープモードＳＭ１である場合に、指示受付部２１がレディーモードＲＭへの復帰指示
を受け付けたとする（Ｓ８；ＹＥＳ、Ｓ１２；ＹＥＳ、Ｓ１６；ＹＥＳ）。この場合、ス
テップＳ１以降の処理が繰り返される。
【００９６】
　このように、上記実施形態の構成では、現在の電力モードが三個のスリープモードＳＭ
１、ＳＭ２、ＳＭ３のうちの何れか一のスリープモードである場合に、電力モードがレデ
ィーモードＲＭのときに表示部４１と表示制御部４２とが用いる電圧Ｖ４の供給が遮断さ
れる。
【００９７】
　また、レディーモードＲＭ及び三個のスリープモードＳＭ１、ＳＭ２、ＳＭ３は、それ
ぞれ電圧を供給する個数が異なるため、現在の電力モードがどの電力モードであるかに応
じて、四個の受電部４３ａ～４３ｄにより受電される電圧の総数が異なる。これにより、
点灯切替回路４４は、四個の受電部４３ａ～４３ｄにより受電される電圧の総数に応じて
、つまり、現在の電力モードがどの電力モードであるかに応じて、三個の発光素子４５ａ
～４５ｃのそれぞれへの電圧の供給と遮断とを切り替えることができる。
【００９８】
　これに対し、操作部４と本体制御部２０との間に制御線を設け、本体制御部２０が、上
記制御線を介して、現在の電力モードに応じて各発光素子への電圧の供給と遮断とを切り
替える構成（以下、構成Ｂ）も考えられる。しかし、上記実施形態の構成によれば、上記
構成Ｂに比して上記制御線を設けない簡易な構成で、現在の電力モードに応じて、三個の
発光素子４５ａ～４５ｃのそれぞれへの電圧の供給と遮断とを切り替えることができる。
【００９９】
　このように、上記実施形態の構成によれば、上記構成Ｂに比して簡易な構成で、電力モ
ードがスリープモードである場合に表示部４１及び表示制御部４２への電圧の供給を遮断
することができる。また、上記構成Ｂに比して簡易な構成で、三個の発光素子４５ａ～４
５ｃのそれぞれへ電圧が供給されているか否か、つまり、三個の発光素子４５ａ～４５ｃ
のそれぞれが点灯しているか否かに応じて、現在の電力モードがどの電力モードであるか
否かをユーザーに認識させることができる。
【０１００】
　また、上記実施形態の構成によれば、現在の電力モードが三個のスリープモードＳＭ１
、ＳＭ２、ＳＭ３のうちの何れか一のスリープモードＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）である場
合には、四個の受電部４３ａ～４３ｄにより受電された電圧の総数と同じ個数の電圧を供
給させるスリープモードＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）、つまり、現在の電力モードＳＭ１（
ＳＭ２、ＳＭ３）に対応する発光素子４５ａ（４５ｂ、４５ｃ）にのみ電圧Ｖ１（Ｖ２、
Ｖ３）が供給され、当該発光素子４５ａ（４５ｂ、４５ｃ）が点灯する。
【０１０１】
　一方、現在の電力モードがレディーモードＲＭである場合には、三個のスリープモード
ＳＭ１、ＳＭ２、ＳＭ３のそれぞれに対応する三個の発光素子４５ａ～４５ｃの何れにも
電圧が供給されないので、点灯している発光素子は存在しない。
【０１０２】
　このため、ユーザーは、点灯している発光素子を視認することにより、当該発光素子に
対応するスリープモードが、現在の電力モードであることを認識することができる。また
、ユーザーは、点灯している発光素子が存在しない場合には、現在の電力モードがレディ
ーモードＲＭであることを認識することができる。
【０１０３】
　また、電力モードが、三個のスリープモードＳＭ１、ＳＭ２、ＳＭ３のうちの何れか一
の第一電力モードＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）であるとする。この場合、当該第一電力モー
ドＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）に対応する発光素子４５ａ（４５ｂ、４５ｃ）に対応する給
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電切替回路４６ａ（４６ｂ、４６ｃ）は、以下のように動作する。
【０１０４】
　つまり、第一受電部Ｐ１ａ（Ｐ１ｂ、Ｐ１ｃ）は、第一電力モードＳＭ１（ＳＭ２、Ｓ
Ｍ３）及び第一電力モードＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）の次に供給される電圧の個数が多い
第二電力モードＳＭ２（ＳＭ３、ＲＭ）で共に供給される第一電圧Ｖ１（Ｖ２、Ｖ３）を
受電する。第二受電部Ｐ２ａ（Ｐ２ｂ、Ｐ２ｃ）は、第二電力モードＳＭ２（ＳＭ３、Ｒ
Ｍ）では供給されるが第一電力モードＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）では供給されない第二電
圧Ｖ２（Ｖ３、Ｖ４）を受電しない。このため、スイッチ素子Ｑａ（Ｑｂ、Ｑｃ）がオフ
状態になる。
【０１０５】
　これにより、第一受電部Ｐ１ａ（Ｐ１ｂ、Ｐ１ｃ）が第一電圧Ｖ１（Ｖ２、Ｖ３）を受
電することにより流れる電流が、当該スイッチ素子Ｑａ（Ｑｂ、Ｑｃ）に流れず、当該ス
イッチ素子Ｑａ（Ｑｂ、Ｑｃ）に並列に接続された、当該第一電力モードＳＭ１（ＳＭ２
、ＳＭ３）に対応する発光素子４５ａ（４５ｂ、４５ｃ）に流れる。
【０１０６】
　つまり、上記実施形態の構成によれば、各発光素子４５ａ（４５ｂ、４５ｃ）への電圧
の供給と遮断とを切り替える制御を本体制御部２０に行わせるために必要な制御線を設け
ることなく、現在の電力モードである第一電力モードＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）に対応す
る発光素子４５ａ（４５ｂ、４５ｃ）に第一電圧Ｖ１（Ｖ２、Ｖ３）を供給することがで
きる。
【０１０７】
　また、上記実施形態の構成によれば、電力モードが第二電力モードＳＭ２（ＳＭ３、Ｒ
Ｍ）である場合、第一電力モードＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）に対応する発光素子４５ａ（
４５ｂ、４５ｃ）に対応する給電切替回路４６ａ（４６ｂ、４６ｃ）において、第一受電
部Ｐ１ａ（Ｐ１ｂ、Ｐ１ｃ）は、第一電圧Ｖ１（Ｖ２、Ｖ３）を受電し、第二受電部Ｐ２
ａ（Ｐ２ｂ、Ｐ２ｃ）は、第二電圧Ｖ２（Ｖ３、Ｖ４）を受電する。
【０１０８】
　このため、スイッチ素子Ｑａ（Ｑｂ、Ｑｃ）がオフ状態にならず、第一受電部Ｐ１ａ（
Ｐ１ｂ、Ｐ１ｃ）が第一電圧Ｖ１（Ｖ２、Ｖ３）を受電することにより流れる電流が、当
該スイッチ素子Ｑａ（Ｑｂ、Ｑｃ）に流れ、当該スイッチ素子Ｑａ（Ｑｂ、Ｑｃ）に並列
に接続された、第一電力モードＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）に対応する発光素子４５ａ（４
５ｂ、４５ｃ）に流れなくなる。
【０１０９】
　つまり、上記実施形態の構成によれば、各発光素子４５ａ（４５ｂ、４５ｃ）への電圧
の供給と遮断とを切り替える制御を本体制御部２０に行わせるために必要な制御線を設け
ることなく、電源部３０に供給させる電圧の個数が、現在の電力モードである第二電力モ
ードＳＭ２（ＳＭ３、ＲＭ）において供給される電圧の個数の次に少ない第一電力モード
ＳＭ１（ＳＭ２、ＳＭ３）に対応する発光素子４５ａ（４５ｂ、４５ｃ）への第一電圧Ｖ
１（Ｖ２、Ｖ３）の供給を遮断することができる。
【０１１０】
　また、上記実施形態の構成によれば、電力モードがレディーモードＲＭの場合、つまり
、表示部４１と表示制御部４２とに電圧Ｖ４が供給される場合に、電力モードがレディー
モードＲＭである旨のメッセージＭ１をユーザーに視認させることができる。これにより
、当該メッセージＭ１を視認したユーザーは、現在の電力モードがレディーモードＲＭで
あることを容易に認識することができる。
【０１１１】
　尚、上記実施形態は、本発明に係る実施形態の例示に過ぎず、本発明を上記実施形態に
限定する趣旨ではない。例えば、以下に示す変形実施形態であってもよい。
【０１１２】
　（１）本体制御部２０を、上記実施形態で説明したように、制御プログラムを実行する
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ことによって各部の動作を制御する構成に代えて、当該制御と同じ制御が可能なＡＳＩＣ
で構成してもよい。
【０１１３】
　（２）上記操作画面Ｗ１に、電力モードがレディーモードＲＭである旨のメッセージＭ
１を表示しないようにしてもよい。
【０１１４】
　（３）電源部３０が電圧の供給に用いる給電線の数は、四本に限らず、二本以上のｎ本
であってよい。つまり、電源部３０が、二以上のｎ個の電圧を供給するようにしてもよい
。これに合わせて、操作部４が、ｎ個の受電部を備えるようにしてもよい。
【０１１５】
　これに合わせて、電力モードがｎ個の電圧を供給するレディーモードのときに表示部４
１と表示制御部４２とが用いる電圧の数を一以上且つｎ－１以下のｍ個にしてもよい。そ
して、切替部２２が、当該レディーモード及び一以上且つｎ－ｍ以下のｐ個のスリープモ
ードのうち、何れか一の電力モードに切り替えるようにしてもよい。
【０１１６】
　そして、ｐ個のスリープモードのそれぞれに対応付けてｐ個の発光素子を操作部４に設
け、点灯切替回路４４が、当該ｐ個の発光素子のそれぞれに対応する給電切替回路を備え
るようにしてもよい。
【０１１７】
　例えば、本変形実施形態の構成は、図１～図５を用いて説明した上記実施形態（以下、
第一実施形態と記載する）の構成を以下に示すように変更することにより、実現可能であ
る。以下では、第一実施形態の構成における各構成要素に対応する構成要素については、
第一実施形態の説明で使用したものと同じ符号を用いて説明する。図６は、本変形実施形
態における各電力モードにおける電圧の供給状況と各部への給電状況との対応関係を示す
図である。
【０１１８】
　例えば、本変形実施形態における複写機１は、三本の給電線Ｌ１～Ｌ３を備えている。
つまり、電源部３０は、三個の電圧Ｖ１～Ｖ３を供給する（図１参照）。即ち、上記ｎを
３とする。これに合わせて、操作部４は、三個の受電部４３ａ～４３ｃを備えている（図
１参照）。また、切替部２２は、図６に示すように、電力モードがレディーモードＲＭの
場合に、三個の電圧Ｖ１～Ｖ３を供給する。
【０１１９】
　表示部４１は、電力モードがレディーモードＲＭの場合に、受電部４３ｂに接続された
図１に図示していない給電線を介して供給される電圧Ｖ２を用いて動作する。表示制御部
４２は、電力モードがレディーモードＲＭの場合に、受電部４３ｃに接続された図１に図
示していない給電線を介して供給される電圧Ｖ３を用いて動作する。つまり、表示部４１
及び表示制御部４２は、電力モードがレディーモードＲＭの場合に、合計二個の電圧Ｖ２
、Ｖ３を用いる。即ち、上記ｍを２とする。
【０１２０】
　これに合わせて、切替部２２は、図６に示すように、二個の電圧Ｖ２、Ｖ３を遮断し、
且つ、一個の電圧Ｖ１を供給する一個のスリープモードＳＭ１、及び、レディーモードＲ
Ｍのうち、何れか一の電力モードに切り替える。即ち、上記ｐを１とする。
【０１２１】
　これに合わせて、操作部４は、一個のスリープモードＳＭ１に対応付けて一個の発光素
子４５ａのみを備えている（図１参照）。また、点灯切替回路４４は、一個の発光素子４
５ａに対応する給電切替回路４６ａのみを備えている（図２参照）。第一受電部Ｐ１ａは
、受電部４３ａに接続され、第二受電部Ｐ２ａは、受電部４３ｂに接続されている。尚、
受電部４３ｃは、表示制御部４２に接続されているが、点灯切替回路４４には接続されて
いない。
【０１２２】
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　本変形実施形態におけるステップＳ２では、給電切替回路４６ａにおいて、第一受電部
Ｐ１ａは受電部４３ａを介して電圧Ｖ１を受電し、第二受電部Ｐ２ａは受電部４３ｂを介
して電圧Ｖ２を受電する（図２参照）。これにより、第二受電部Ｐ２ａで受電された電圧
Ｖ２を二個の抵抗Ｒ２ａ、Ｒ３ａで分圧した電圧がスイッチ素子Ｑａのベースに印加され
、スイッチ素子Ｑａが電流を流すオン状態となる。その結果、第一受電部Ｐ１ａが電圧Ｖ
１を受電したことにより流れる電流が、抵抗Ｒ１ａ及びスイッチ素子Ｑａを介してグラン
ドに流れ、当該電流が発光素子４５ａへ流れなくなる。このようにして、給電切替回路４
６ａは、発光素子４５ａへの電圧の供給を遮断する。
【０１２３】
　また、本変形実施形態における電力モードの切り替え動作においては、ステップＳ６～
Ｓ１３を省略する（図４参照）。
【０１２４】
　つまり、複写機１の電力モードが当該レディーモードＲＭの場合に、指示受付部２１が
何ら指示を受け付けない状態のまま（Ｓ４；ＮＯ）、所定時間Ｔ１が経過したとき（Ｓ５
；ＹＥＳ）、切替部２２は、複写機１の電力モードを第一スリープモードＳＭ１（図６）
に切り替える（Ｓ１４）。
【０１２５】
　本変形実施形態におけるステップＳ１５では、第一受電部Ｐ１ａは電圧Ｖ１を受電する
が、第二受電部Ｐ２ａは電圧Ｖ２を受電しない。これにより、スイッチ素子Ｑａのベース
に電圧が印加されず、スイッチ素子Ｑａがオフ状態となる。その結果、第一受電部Ｐ１ａ
が電圧Ｖ１を受電したことにより流れる電流が、抵抗Ｒ１ａを介して発光素子４５ａに流
れる。このようにして、当該ステップＳ１５では、給電切替回路４６ａは、第一受電部Ｐ
１ａが受電した電圧Ｖ１を抵抗Ｒ１ａを介して発光素子４５ａへ供給する。
【０１２６】
　つまり、本変形実施形態における給電切替回路４６ａにおいて、第一受電部Ｐ１ａは、
当該給電切替回路４６ａに対応する発光素子４５ａに対応する第一スリープモードＳＭ１
（第一電力モード）、及び、電源部３０に供給させる電圧の個数が第一スリープモードＳ
Ｍ１において供給される電圧の個数の次に多いレディーモードＲＭ（第二電力モード）に
おいて、共に供給される電圧Ｖ１（第一電圧）を受電するように、受電部４３ａに接続さ
れている。一方、第二受電部Ｐ２ａは、レディーモードＲＭでは供給されるが第一スリー
プモードＳＭ１では供給されない電圧Ｖ２（第二電圧）を受電するように、受電部４３ｂ
に接続されている。
【０１２７】
　尚、第二受電部Ｐ２ａは、レディーモードＲＭでは供給されるが第一スリープモードＳ
Ｍ１では供給されない電圧Ｖ３（第二電圧）を受電するように、受電部４３ｃに接続して
もよい。これに合わせて、受電部４３ｂを点灯切替回路４４には接続せず、表示部４１に
のみ接続してもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
　１　複写機（画像形成装置）
　４　操作部
　２０　本体制御部
　２２　切替部
　３０　電源部
　４１　表示部
　４２　表示制御部
　４３ａ、４３ｂ、４３ｃ、４３ｄ　受電部
　４４　点灯切替回路
　４５ａ、４５ｂ、４５ｃ　発光素子
　４６ａ、４６ｂ、４６ｃ　給電切替回路
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　６０　画像形成部
　Ｍ１　メッセージ
　Ｐ１ａ、Ｐ１ｂ、Ｐ１ｃ　第一受電部
　Ｐ２ａ、Ｐ２ｂ、Ｐ２ｃ　第二受電部
　Ｑａ、Ｑｂ、Ｑｃ　スイッチ素子
　ＲＭ　　レディーモード
　ＳＭ１　第一スリープモード（スリープモード）
　ＳＭ２　第二スリープモード（スリープモード）
　ＳＭ３　第三スリープモード（スリープモード）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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