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(57)【要約】
【課題】着脱可能な記憶媒体が使用される画像形成装置
において、消費電力の低減と効率的な動作を両立させる
。
【解決手段】省電力モードにおいては、原稿読取部１２
、操作パネル１４、表示部１５、印刷機構２０には電力
は供給されていない。この状態で、記憶媒体５０が接続
された場合に、これらのうち表示部１５、操作パネル１
４のみに電力を供給する。制御部１０は、操作パネル１
４から印刷動作を行わせる旨の回答がされた場合に、印
刷機構２０に電力を供給させる。一方、印刷動作を行わ
せない旨の回答がされた場合には、印刷機構２０に電力
を供給させず、操作パネル１４、表示部１５への電力の
供給は維持される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙上に画像を形成する機械的な動作を行う印刷実行手段と、使用者による操作を受け
付ける操作受付手段と、を具備し、脱着可能な記憶媒体中に保存されたデータより前記画
像を形成することが可能とされ、待機状態において前記印刷実行手段及び前記操作受付手
段に対する電力の供給を停止する制御が行われる画像形成装置であって、
　前記記憶媒体が接続されたか否かを認識する記憶媒体認識手段を具備し、
　待機状態において前記印刷実行手段に対する電力の供給が停止している間に、前記記憶
媒体が接続されたと前記記憶媒体認識手段が認識した場合に、前記操作受付手段に電力が
供給され、
　電力が供給された後の前記操作受付手段において、前記印刷実行手段を使用する旨の操
作があった場合に、前記印刷実行手段に対して電力が供給されることを特徴とする画像形
成装置。
【請求項２】
　前記使用者に対する操作の指示を表示し、待機状態において前記印刷実行手段及び前記
操作受付手段と共に電力の供給が停止される表示手段を具備し、
　待機状態において前記印刷実行手段に対する電力の供給が停止している間に、前記記憶
媒体が接続されたと前記記憶媒体認識手段が認識した場合に、前記表示手段に電力が供給
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】
　前記表示手段は、前記記憶媒体が接続されたと前記記憶媒体認識手段が認識されて電力
が供給された際に、使用者に対して、前記印刷実行手段を使用するか否かを設定させる旨
の表示を行うことを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記記憶媒体が接続されたと前記記憶媒体認識手段が認識した場合に、
　前記表示手段において、前記記憶媒体に記憶されたファイルが表示されることを特徴と
する請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記印刷実行手段を使用する旨の回答があり前記印刷実行手段に対して電力が供給され
た後に、前記印刷実行手段は、前記ファイルによる画像を形成して出力することを特徴と
する請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　原稿を光学的に読み込んだ画像データを取得し、待機状態において前記印刷実行手段と
共に電力の供給が停止される原稿読取手段を具備し、
　前記操作受付手段によって、前記印刷実行手段を使用しない旨の回答がされた場合に、
前記原稿読取手段に電力が供給される設定とされたことを特徴とする請求項２から請求項
５までのいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記原稿読取手段に電力が供給された後に取得された前記画像データが、前記記憶媒体
に記憶される設定とされたことを特徴とする請求項６に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記印刷実行手段に対して電力の供給があった後で前記印刷実行手段から出力が行われ
た後で、予め定められた時間内に前記操作受付手段への操作がない場合に、前記印刷実行
手段に対する電力の供給が再び停止されることを特徴とする請求項２から請求項７までの
いずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記印刷実行手段に対して電力の供給があった後で前記印刷実行手段から出力が行われ
た後で、予め定められた時間内に前記操作受付手段への操作がない場合に、前記操作受付
手段及び前記表示手段に対する電力の供給が再び停止されることを特徴とする請求項８に
記載の画像形成装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着脱可能な記憶媒体が用いられる画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの電気機器においては、電源スイッチがオンであるが動作はしていない待機状態で
は待機モード（例えばスタンバイモード、レディーモード等）に設定される。待機モード
では、消費電力の低減のために、使用者からの操作を可能とするための表示部等の必要最
低限の構成要素にのみ電力を供給し、動作していない構成要素に対しては電力を供給しな
い。更に、待機状態において消費電力を低減するために、表示部等にも電力を供給しない
動作モード（例えば省電力モード、スリープモード等）が設定される。全ての構成要素に
電力が供給されて印刷を実行する印刷モードと、このような待機状態での待機モードや省
電力モード等とがスイッチ等によって切り替え可能とされる。
【０００３】
　例えば、用紙に画像を印刷して出力する画像形成装置においては、実際に用紙にトナー
のパターンを転写してこれを定着させる機械的な動作を行うために、モーターを用いた機
械的な機構が用いられる。また、トナーの定着のために用いられる定着ローラーの温度は
、一定範囲の高温であることが必要であるために、電気的なヒーターも用いられる。この
ため、このような動作を行う印刷機構の動作時における消費電力は特に大きい。待機モー
ドや省電力モードにおいては、装置全体の制御を行うＣＰＵ等には電力を供給し、印刷機
構には電力を供給しないことによって、消費電力を大幅に低減することができる。
【０００４】
　一方、印刷動作を行わせるためには、印刷機構に電力を供給することが必要である。こ
のため、画像形成装置が待機モードや省電力モードとなっている場合において、ＣＰＵが
印刷動作の指令を受けた場合には、ＣＰＵは自動的に印刷機構に電力を供給する、あるい
は印刷モードに移行させることによって、この印刷動作を行わせることができる。ただし
、定着ローラーのヒーターに電力が供給されてから定着ローラー温度が高温で安定化する
までには一定の時間を要するため、待機状態や省電力モードの状態から印刷動作を行わせ
る場合には、印刷モードになるまでに時間を要する。
【０００５】
　また、画像形成装置においては、出力される画像データ（印刷データ）は、例えばネッ
トワークを介して接続されたコンピュータから受信することができるが、脱着可能な記憶
媒体（ＵＳＢメモリ等）に記憶されたデータ（文書ファイル）を用いて印刷をさせる場合
もある。特許文献１に記載の画像形成装置においては、省電力モードである場合に記憶媒
体が接続された場合には、その後にこれを用いて印刷動作が行われると判断し、自動的に
待機モードや省電力モードから印刷モードに移行させる（印刷機構に電力を供給する）こ
とによって、その後の印刷動作を素早く行わせることができる。
【０００６】
　更に、例えばこの画像形成装置が複合機（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｒｉｎｔ
ｅｒ：ＭＦＰ）である場合には、上記のような印刷機能だけでなく、ＦＡＸ機能やスキャ
ナ機能（原稿を光学的に読み取り画像データとして保存する機能）も具備する。スキャナ
機能を用いる際には、読み取った画像データを用いて印刷出力を行うコピー機能等も実行
させることができる。この場合、接続された記憶媒体は、上記のような印刷動作を行わせ
る目的に限らず、様々な目的で用いられる。例えば、画像形成装置におけるスキャナ機能
を用い、印刷は行わずに、読み取った画像データをこの記憶媒体に記憶させる場合がある
。この場合、使用者は、その後に記憶媒体を取り外し、この画像形成装置とは別体のコン
ピュータにこの記憶媒体を接続し、取得された画像データを使用することができる。
【０００７】
　特許文献１に記載の画像形成装置においては、この記憶媒体を用いた印刷作業が行われ
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る可能性がないと判断される場合において、印刷機構に電力を供給する動作が行われない
ような制御をすることもできる。この場合、待機モードや省電力モードとされた状態で記
憶媒体が接続された際に、記憶媒体が検索され、この中にデータがあるか否かが判定され
る。データがあると認識された場合には、その後にこのデータから印刷を行わせると判断
し、印刷機構に電力が供給される。この場合、その後で印刷動作を実行させる際には、印
刷機構に電力が供給されてから相応の時間が経過しているため、印刷を素早く行わせるこ
とができる。
【０００８】
　一方、この中にデータがないと認識された場合には、この記憶媒体を用いた印刷動作は
その後に行われないと判断し、例えば、スキャナ機能によって読み込まれた画像データが
この記憶媒体に記憶されるものと推定される。この動作においては印刷機構はその後に使
用されないため、印刷機構に電力は供給されない状態が維持される。
【０００９】
　すなわち、こうした構成によって、待機モードや省電力モードが設定される画像形成装
置において、待機モードや省電力モードの際に記憶媒体が接続された後において、消費電
力を低減しつつ効率的な動作を行わせることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－１２５８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、この画像形成装置の機能が特に多い場合には、接続された記憶媒体中に
データが存在しても、このデータを用いてその後に印刷を行わない動作が行われる場合も
ある。また、このデータがこの画像形成装置の使用と無関係のものである可能性もある。
特許文献１に記載の画像形成装置においては、こうした場合にも、使用されない印刷機構
に電力が供給され、無駄な消費電力が発生した。
【００１２】
　このため、着脱可能な記憶媒体が使用される画像形成装置において、更なる消費電力の
低減と効率的な動作を両立させることが要求された。
【００１３】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、上記課題を解決できる技術を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の画像形成装置は、用紙上に画像を形成する機械的な動作を行う印刷実行手段と
、使用者による操作を受け付ける操作受付手段と、を具備し、脱着可能な記憶媒体中に保
存されたデータより前記画像を形成することが可能とされ、待機状態において前記印刷実
行手段及び前記操作受付手段に対する電力の供給を停止する制御が行われる画像形成装置
であって、前記記憶媒体が接続されたか否かを認識する記憶媒体認識手段を具備し、待機
状態において前記印刷実行手段に対する電力の供給が停止している間に、前記記憶媒体が
接続されたと前記記憶媒体認識手段が認識した場合に、前記操作受付手段に電力が供給さ
れ、電力が供給された後の前記操作受付手段において、前記印刷実行手段を使用する旨の
操作があった場合に、前記印刷実行手段に対して電力が供給されることを特徴とする。
　本発明の画像形成装置は、前記使用者に対する操作の指示を表示し、待機状態において
前記印刷実行手段及び前記操作受付手段と共に電力の供給が停止される表示手段を具備し
、待機状態において前記印刷実行手段に対する電力の供給が停止している間に、前記記憶
媒体が接続されたと前記記憶媒体認識手段が認識した場合に、前記表示手段に電力が供給
されることを特徴とする。
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　本発明の画像形成装置において、前記表示手段は、前記記憶媒体が接続されたと前記記
憶媒体認識手段が認識されて電力が供給された際に、使用者に対して、前記印刷実行手段
を使用するか否かを設定させる旨の表示を行うことを特徴とする。
　本発明の画像形成装置は、前記記憶媒体が接続されたと前記記憶媒体認識手段が認識し
た場合に、前記表示手段において、前記記憶媒体に記憶されたファイルが表示されること
を特徴とする。
　本発明の画像形成装置において、前記印刷実行手段を使用する旨の回答があり前記印刷
実行手段に対して電力が供給された後に、前記印刷実行手段は、前記ファイルによる画像
を形成して出力することを特徴とする。
　本発明の画像形成装置は、原稿を光学的に読み込んだ画像データを取得し、待機状態に
おいて前記印刷実行手段と共に電力の供給が停止される原稿読取手段を具備し、前記操作
受付手段によって、前記印刷実行手段を使用しない旨の回答がされた場合に、前記原稿読
取手段に電力が供給される設定とされたことを特徴とする。
　本発明の画像形成装置は、前記原稿読取手段に電力が供給された後に取得された前記画
像データが、前記記憶媒体に記憶される設定とされたことを特徴とする。
　本発明の画像形成装置は、前記印刷実行手段に対して電力の供給があった後で前記印刷
実行手段から出力が行われた後で、予め定められた時間内に前記操作受付手段への操作が
ない場合に、前記印刷実行手段に対する電力の供給が再び停止されることを特徴とする。
　本発明の画像形成装置は、前記印刷実行手段に対して電力の供給があった後で前記印刷
実行手段から出力が行われた後で、予め定められた時間内に前記操作受付手段への操作が
ない場合に、前記操作受付手段及び前記表示手段に対する電力の供給が再び停止されるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　上記の構成により、着脱可能な記憶媒体が使用される画像形成装置において、消費電力
の低減と効率的な動作を両立させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態となる画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態となる画像形成装置における制御部の動作を示すフローチャ
ートの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明
の実施の形態に係る画像形成装置１の構成を示す図である。この画像形成装置１は、複合
機（ＭＦＰ：Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｒｉｎｔｅｒ）であり、ネットワークを
介したパーソナルコンピュータ（コンピュータ）から印刷データを受信し、この印刷デー
タに基づいて出力を媒体（用紙）上に形成して出力する印刷機能を有する。また、用紙上
に記録された画像を光学的に読み込んで画像データを取得するスキャナ機能も具備する。
この画像データに基づいて用紙に印刷を行うコピー機能も具備する。
【００１８】
　この画像形成装置１は、印刷機能のために、ネットワークを介して、パーソナルコンピ
ュータ（コンピュータ）からプリスクライブ、ポストスクリプト（共に登録商標）等のペ
ージ記述言語で記載された印刷データを入手する印刷データ受信部１１を具備する。また
、スキャナ機能のために、用紙上に形成された画像を撮像素子によって読み込んだ２次元
画像データを取得する原稿読取部（原稿読取手段）１２を具備する。
【００１９】
　また、上記の印刷データに基づいて用紙（媒体）上に画像を形成、定着させた上で出力
するために、印刷機構（印刷実行手段）２０が用いられる。印刷機構２０は、主に機械的
動作を行う構成要素で構成される。こうした構成要素としては、例えば出力される画像に
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対応したトナーのパターンが表面に形成される感光体ドラム、感光体ドラムとの間に用紙
を挟持して搬送することによってこのパターンを用紙に転写する転写ローラー、転写後の
用紙を加熱することによってトナーを用紙に定着させる定着ローラー等がある。また、こ
れらのローラー以外にも、単に用紙の搬送のためにも各種のローラーが用いられる。こう
した複数のローラーのうちの少なくともいずれかはモーターで駆動される。このモーター
は、電力が供給されることにより動作し、これらのローラーは、印刷が適正に行われ、印
刷の際に用紙が弛んだり無理な力が加わらないように、同調して回転する。また、トナー
を用紙に定着させるためには高温を要するため、定着ローラーには、これを高温に維持す
るためのヒーターが設けられる。印刷機構２０が適正に動作するためには、定着ローラー
の温度が所定の高温の温度範囲で維持され、かつモーターが安定して回転駆動されている
ことが必要である。
【００２０】
　また、この画像形成装置１に対して、記憶媒体５０が脱着可能とされる。記憶媒体５０
は、例えばＵＳＢメモリであり、この中に記憶されたデータを画像形成装置１側から読み
込む動作が可能とされる。この記憶媒体５０は、画像形成装置１における記憶媒体接続部
１３に物理的に接続される。記憶媒体５０に例えば文書ファイルが記憶されていた場合に
は、この文書ファイルを記憶媒体接続部１３を介して読み込み、上記の印刷機構２０によ
って印刷することができる。すなわち、この画像形成装置１は、印刷データを記憶媒体５
０（記憶媒体接続部１３）を介して入手することもできる。一方、例えば、上記の原稿読
取部１２から得られた画像データを、この記憶媒体５０に記憶させることもできる。この
場合には、その後に使用者がこの記憶媒体を記憶媒体接続部１３から取り外し、他の画像
形成装置やコンピュータで読み込んで用いることができる。
【００２１】
　このような様々な動作を行わせるために、この画像形成装置１全体の制御を行うＣＰＵ
である制御部１０が設けられる。また、こうした動作を行わせるための指示や各種の設定
を行わせるために、使用者によって操作される複数の操作キーを具備する操作パネル（操
作受付手段）１４が設けられる。この際、この画像形成装置１における各種の設定状況や
操作パネル１４による操作の内容を表示するディスプレイである表示部（表示手段）１５
も設けられる。なお、操作パネル１４、表示部１５が一体化されたタッチパネル等を用い
ることもできる。
【００２２】
　印刷データ受信部１１を介して入手した印刷データによって印刷機構２０で出力を行う
場合には、制御部１０が、このように印刷データを入手したと認識した場合に、使用者に
よる操作パネル１４の操作がなくとも、印刷動作を行わせることができる。一方、スキャ
ナ機能を実行する場合には、読み取る原稿を原稿読取部１２に適正に設置した上で、使用
者が操作パネル１４を操作することにより、原稿読取部１２の動作が行われ、画像データ
が取得される。この画像データは、ハードディスクや半導体メモリで構成された内部記憶
部１６に記憶される。その後、接続された記憶媒体５０にこの画像データを記憶させるこ
ともできる。この場合には印刷機構２０は全く使用されない。ただし、この画像データに
基づいて印刷機構２０で出力を行わせることによって、原稿のコピーをすることもできる
。どの操作を行うかは、使用者は、操作パネル１４を操作することによって設定すること
ができ、その際の状況を表示部１５で確認することができる。
【００２３】
　また、接続された記憶媒体５０中に記憶された文書ファイルを印刷する場合には、まず
、制御部１０は、記憶媒体５０を検索し、その中のフォルダあるいは文書ファイルを表示
部１５で表示させることができる。その後、使用者に、印刷対象の文書ファイルを使用者
に操作パネル１４によって決定させてから、印刷を実行させることができる。
【００２４】
　上記の構成における各構成要素は電力が供給されて動作し、これらに電力を供給する電
源部（電力供給手段）３０が設けられる。この画像形成装置１は商用交流電源（ＡＣ１０
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０Ｖ等）で駆動されるのに対して、例えば半導体回路で構成される制御部１０や、表示部
１５等は直流の低電圧で動作するため、この交流電力は電源部３０で整流されてから各部
に分配される。また、制御部１０等に対して、前記のようにモーターやヒーターが用いら
れる印刷機構２０の消費電力は特に大きい。このように消費電力が大きく異なる各構成要
素のそれぞれに対して、電源部３０は電力を供給する。
【００２５】
　ここで、この画像形成装置１が待機状態である場合、すなわち、主電源はオンとされて
いるが印刷機能、スキャナ機能、コピー機能の動作がいずれも行われていない状態である
場合には、待機モードや省電力モードに設定される。印刷モードにおいては、電源部３０
は、図１における他の全ての構成要素に電力を供給する。一方、待機モードや省電力モー
ドにおいては、電源部３０は、原稿読取部１２、印刷機構２０には電力を供給しない。ま
た、省電力モードでは操作パネル１４や表示部１５にも電力を供給しない。これによって
、待機モードや省電力モードにおいては、消費電力を大きく低減することができる。この
場合、印刷機構２０におけるモーターは停止し、定着ローラーの温度は室温に近くなる。
この状態から印刷機構２０を正常に動作させるためには、印刷機構２０に電力が供給され
てから定着ローラーの温度が高温に安定するまでの時間を要する。一方、制御部１０、印
刷データ受信部１１、記憶媒体接続部１３には、待機モードや省電力モードの場合でも電
力が供給され、これらは印刷モードの場合と同様に動作する。
【００２６】
　省電力モード、印刷モードの設定は、使用者による操作パネル１４の操作によって行わ
れる。印刷モードは、印刷などの処理が終了して使用者による操作が所定時間ない場合は
自動的に待機モードに切り替わる。待機モード及び省電力モードから印刷モードへの切り
替えは、制御部１０が自動的に行わせることができる。例えば、待機モードや省電力モー
ドにある場合に、印刷データ受信部１１が印刷データを受信した場合には、制御部１０は
、これを認識し、直ちに印刷モードに切り替え、印刷機構２０にも電力を供給させること
ができる。これによって、その後に印刷機構２０を動作させることが可能となる。この動
作については、特許文献１に記載の画像形成装置等と同様である。
【００２７】
　また、省電力モードにおいては操作パネル１４には電力は供給されていないが、操作パ
ネル１４には複数の操作キーが設けられ、このうちいずれかの操作キーが操作された場合
には、自動的に操作パネル１４に電力が供給されて待機モードに切り替わり、その後の操
作を行わせる設定とすることができる。この際に、他の構成要素（表示部１５、印刷機構
２０等）にも電力を供給し、印刷モードとすることもできる。
【００２８】
　更に、この画像形成装置１においては、待機モードや省電力モードから印刷モードへの
切り替えは、記憶媒体５０の記憶媒体接続部１３への接続に応じても行うことができる。
この際、制御部１０、記憶媒体接続部１３は、記憶媒体５０が接続されたか否かを判定す
る記憶媒体認識手段として機能し、この判定に応じた制御を行う。この点についても、特
許文献１に記載の画像形成装置と同様である。しかしながら、この際の動作が、特許文献
１に記載の画像形成装置と異なる。
【００２９】
　前記の通り、省電力モードにおいては、原稿読取部１２、操作パネル１４、表示部１５
、印刷機構２０には電力は供給されていない。この状態で、記憶媒体５０が接続された場
合に、これらのうち表示部１５、操作パネル１４のみに電力を供給する。その際、表示部
１５において、印刷動作をその後に行わせるか否かの問い合わせが行われ、制御部１０は
、操作パネル１４から印刷動作を行わせる旨の回答がされた場合に、印刷機構２０に電力
を供給させる。その後に記憶媒体５０に記憶された文書ファイルを印刷機構２０によって
印刷することができる。この際には、印刷機構２０に電力が供給されてから相応の時間が
経過しているため、印刷動作を素早く行うことができる。また、待機モードにおいて記憶
媒体５０が接続された場合も、同様に表示部１５において印刷動作をその後に行わせるか
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否かの問い合わせが行われる。
【００３０】
　一方、印刷動作を行わせない旨の回答がされた場合には、印刷機構２０に電力を供給さ
せず、操作パネル１４、表示部１５への電力の供給は維持される。この場合には、この画
像形成装置１においては印刷出力は行われず、記憶媒体５０との間のデータの受け渡し、
すなわち、記憶媒体５０内のデータを内部記憶部１６にコピーあるいは移動する、又は内
部記憶部１６内のデータを記憶媒体５０にコピーあるいは移動する操作がその後に行われ
ると推定される。この場合には、使用者は操作パネル１４、表示部１５を用いてこれらを
行わせる操作をすることができる。
【００３１】
　特許文献１に記載の画像形成装置とは異なり、この場合には、記憶媒体５０におけるデ
ータの有無とは無関係に、その後に印刷動作が行われる場合においてのみ、印刷機構２０
に電力が供給される。記憶媒体５０が接続されてもその後に印刷動作が行われる予定がな
い場合には、印刷機構２０には電力は供給されないため、使用されないにも関わらず印刷
機構２０に無駄に電力が供給されることが抑制され、画像形成装置１全体における消費電
力を低減させることができる。一方、印刷動作を行わせる場合には、この動作を素早く行
わせることができる。
【００３２】
　上記の例における制御部１０が行わせる動作のフローチャートの一例を図２に示す。こ
こでは、待機状態において記憶媒体５０が接続されて以降の動作について説明する。待機
状態においては、前記のような待機モードあるいは省電力モードに設定されているものと
する。記憶媒体５０が接続されない場合の動作、あるいは記憶媒体５０の接続の有無に関
わらずに行われる動作（例えば印刷データ受信部１１が印刷データを受信した場合の動作
）については、従来の画像形成装置と同様である。
【００３３】
　ここで、制御部１０は、まず、記憶媒体５０が記憶媒体接続部１３に接続されているか
否かを認識する（Ｓ１）。記憶媒体５０が接続されていた場合（Ｓ１：Ｙｅｓ）には、制
御部１０は、現在の動作モードが、省電力モードか待機モードであるかを認識する（Ｓ２
）。
【００３４】
　現在の動作モードが、省電力モードである場合（Ｓ２：Ｙｅｓ）には、この時点では、
前記の通り、原稿読取部１２、操作パネル１４、表示部１５、印刷機構２０には電力が供
給されていない。この場合、制御部１０は、原稿読取部１２、印刷機構２０へ電力を供給
しない状態を維持したままで、操作パネル１４、表示部１５に電力を供給する（Ｓ３）。
これによって、制御部１０は、使用者に対して、この後で印刷動作を行わせる予定か否か
を問い合わせる旨のメッセージを表示部１５で表示させ（Ｓ４）、使用者は、この回答を
操作パネル１４を介して行うことができる（Ｓ５）。現在のモードが待機モードである場
合（Ｓ２：Ｎｏ）には、操作パネル１４、表示部１５には既に電力が供給されているため
、これらへの電力供給（Ｓ３）は省略され、以降の動作が同様に行われる。
【００３５】
　ここで、印刷動作を行う予定である場合と回答された場合（Ｓ５：Ｙｅｓ）には、その
後に想定される動作としては、記憶媒体５０が接続されているため、記憶媒体５０に記憶
された文書ファイルを印刷出力する動作がある。このため、制御部１０は、まず、印刷機
構２０に電力を供給し（Ｓ６）、その後に予定通りに記憶媒体５０に記憶された文書ファ
イルを印刷出力する動作を行わせる（Ｓ７）ことができる。この場合には、この動作を行
わせる時点では印刷機構２０に電力が供給されてから相応の時間が経過しているために、
この動作を素早く行うことができる。この動作を行わせる際には、使用者は、表示部１５
と操作パネル１４を用いることができる。
【００３６】
　なお、印刷機構２０に電力を供給する（Ｓ６）と同時に、原稿読取部１２に電力を供給
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してもよい。この場合には、印刷を含む動作（Ｓ７）として、原稿読取部１２で得られた
画像データを印刷機構２０によって出力させる動作を素早く行うこともできる。この際、
この画像データを記憶媒体５０に記憶させることもできる。
【００３７】
　一方、印刷動作を行わない予定である場合と回答された場合（Ｓ５：Ｎｏ）には、この
後に行われる動作として、例えば原稿読取部１２で得られた画像データに記憶された画像
データを印刷出力せずに記憶媒体５０に保存する動作がある。このため、制御部１０は、
印刷機構２０に電力を供給しない状態を維持しつつ、印刷が含まれない動作を行うための
電力供給を行う（Ｓ８）。具体的には、ここでは、スキャナ機能を実行させる際に必要な
原稿読取部１２に電力を供給する。その後に使用者によって、スキャナ動作が行われる（
Ｓ９）。この際、使用者は、操作パネル１４、表示部１５を用いてこのための操作を行い
、原稿読取部１２等を動作させることができる。なお、原稿読取部１２も電力が供給され
てから正常に動作するまでに相応の時間を要するが、印刷機構２０のようなヒーター等は
用いられないため、このための待ち時間は印刷機構２０と比べて短い。この状態では、印
刷機構２０には電力が供給されないため、画像形成装置１における消費電力を小さく維持
することができる。
【００３８】
　その後に、使用者による操作パネル１４の操作がなく、予め定められた一定の時間が経
過したら（Ｓ１０：Ｙｅｓ）、制御部１０は、再び操作パネル１４、表示部１５、原稿読
取部１２への電力の供給を停止する（Ｓ１１）。これによって、この画像形成装置１は、
省電力モードの状態となる。
【００３９】
　なお、図２のフローチャートにおいては、省電力モードであった場合（Ｓ２：Ｙｅｓ）
に印刷の動作（Ｓ７）が行われた後においては、印刷モードとされている。しかしながら
、この場合においても、印刷を用いない他の動作を行った後（Ｓ１０、Ｓ１１）と同様に
、予め定められた一定の時間の間に操作パネル１４の操作がない場合には、待機モードな
いしは再び操作パネル１４、表示部１５、原稿読取部１２、印刷機構２０への電力供給を
停止し、省電力モードとなるような設定としてもよい。このように、印刷モードとされた
場合に待機状態が長くなった場合に省電力モードとする制御は、記憶媒体５０の接続の有
無に関わらず行うこともできる。
【００４０】
　また、印刷が含まれる動作（Ｓ７）としては、上記のように記憶媒体５０に記憶された
文書ファイルを印刷出力する動作がある。この動作を効率的に行わせるためには、まず、
制御部１０は、印刷を行う旨の回答がされた（Ｓ５：Ｙｅｓ）後に、表示部１５において
、記憶媒体５０内のファイルを検索してその結果を表示させることができる。その後、使
用者が、表示されたファイルのうちのいずれかを操作パネル１４を用いて選択し、印刷出
力できる設定とすることによって、特にこの操作を容易に行うことができる。
【００４１】
　なお、上記の例では、表示部１５が用いられ、省電力モードでは表示部１５へ電力供給
が遮断されるものとした。しかしながら、使用者が次に操作パネル１４になすべき操作が
判断できる限りにおいて、表示部は不要である。例えば、操作パネルにおける操作キー自
身に、対応する操作の内容を明示して、表示部の代わりに用いることもできる。
【００４２】
　また、上記の例では、省電力モードでは、原稿読取部１２、操作パネル１４、表示部１
５、印刷機構２０には電力が供給されず、制御部１０、印刷データ受信部１１、記憶媒体
接続部１３には電力が供給されるものとした。しかしながら、記憶媒体が接続されると操
作パネルに電力が供給されて使用可能とされ、その後で操作パネルからの指示によって印
刷機構に電力が供給される限りにおいて、これらの設定は任意である。すなわち、待機時
におけるこの画像形成装置の消費電力低減のためのモードでの電力供給の設定は、上記の
限りにおいて、任意である。例えば、図１における印刷機構２０、制御部１０、記憶媒体
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接続部１３、操作パネル１４以外の構成要素で、消費電力が小さなものについては、この
モードにおいても電源部３０から電力を供給させていてもよい。また、記憶媒体としては
、ＵＳＢメモリ以外であっても、画像形成装置に自在に装着、取り外しのできる形態のも
のを用いた場合においても、同様である。
【符号の説明】
【００４３】
１　画像形成装置
１０　制御部（記憶媒体認識手段）
１１　印刷データ受信部
１２　原稿読取部（原稿読取手段）
１３ 記憶媒体接続部（記憶媒体認識手段）
１４　操作パネル（操作受付手段）
１５　表示部(表示手段）
１６　内部記憶部
２０　印刷機構（印刷実行手段）
３０　電源部（電源供給手段）
５０　記憶媒体

【図１】

【図２】
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