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(57)【要約】
【課題】本発明は、ＨＤＤの保護と安全性を両立するこ
とが可能となる画像形成装置を提供する。
【解決手段】画像形成装置では、主電源スイッチ１０２
に並列に接続された第一のリレー１０３と、主電源スイ
ッチ１０２のＯＮ／ＯＦＦの状態を検出してスイッチ状
態検出信号１０５を出力する主電源スイッチ状態検出用
スイッチ１０４と、主電源スイッチ１０２のＯＦＦ状態
の検出が所定時間続くとシャットダウン信号を出力する
タイマー回路１０７と、第二のＤＣ電源１０８に交流電
力を供給するようにＯＮ／ＯＦＦ制御される第二のリレ
ー１０９とを備え、第一のリレー１０４は、タイマー回
路１０７からシャットダウン信号が出力された時はＯＮ
され、シャットダウン信号の未出力時にはＯＦＦされ、
第二のリレー１０９は、スイッチ状態検出信号１０５が
ＯＮを示しているときにはＯＮされ、ＯＦＦを示してい
るときにはＯＦＦされる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作終了のためのシャットダウン処理が必要な第一の負荷を制御する制御回路に電力を
供給する第一のＤＣ電源と、
　第二の負荷を駆動する駆動回路に電力を供給する第二のＤＣ電源と、
　前記第一のＤＣ電源に供給される交流電力をＯＮ／ＯＦＦするための主電源スイッチ手
段と、
　前記主電源スイッチ手段に並列に接続され、前記主電源スイッチ手段がＯＦＦ状態でも
前記第一のＤＣ電源に交流電力を供給するためにＯＮ／ＯＦＦ制御される第一のリレー手
段と、
　前記主電源スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦの状態を表わすスイッチ状態検出信号を出力す
る主電源スイッチ状態検出手段と、
　前記第一のリレー手段に接続され、前記スイッチ状態検出信号が前記主電源スイッチ手
段がＯＦＦ状態を示してから、前記シャットダウン処理に必要な時間よりも長い所定時間
が経過するとシャットダウン信号を出力ように動作するタイマー手段と、
　前記主電源スイッチ状態検出手段に接続され、前記第二のＤＣ電源に交流電力を供給す
るためにＯＮ／ＯＦＦ制御される第二のリレー手段とを有し、
　前記第一のリレー手段は、前記タイマー手段から前記シャットダウン信号が出力される
ことによりＯＦＦされ、
　前記第二のリレー手段は、前記主電源スイッチ状態検出手段から出力される前記スイッ
チ状態検出信号がＯＦＦ状態を示すことによりＯＦＦされることを特徴とする画像形成装
置。
【請求項２】
　前記第一のＤＣ電源から電力を供給され、前記画像形成装置の動作を制御する制御手段
と、
　前記第二のＤＣ電源から電力を供給され、前記画像形成装置の負荷の駆動を行う負荷駆
動手段とをさらに備えることを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記タイマー手段は、前記制御手段の動作とは独立して前記シャットダウン信号を出力
することを特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　第一及び第二のＤＣ電源を有する画像形成装置において、
　前記第一のＤＣ電源より電力が供給され、動作を終了させるためのシャットダウン処理
が必要な第一の負荷の動作を制御する制御手段と、
　前記第二のＤＣ電源より電力が供給され、前記画像形成装置の第二の負荷の駆動を行う
負荷駆動手段と、
　前記第一のＤＣ電源へ供給される交流電力をＯＮ／ＯＦＦするための主電源スイッチ手
段と、
　前記主電源スイッチ手段に並列に接続され、前記主電源スイッチ手段がＯＦＦ状態でも
前記第一のＤＣ電源に交流電力を供給するためにＯＮ／ＯＦＦ制御される第一のリレー手
段と、
　前記主電源スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦの状態を表わすスイッチ状態検出信号を出力す
る主電源スイッチ状態検出手段と、
　前記スイッチ状態検出信号が前記主電源スイッチ手段のＯＦＦ状態を示してから、前記
シャットダウン処理に必要な時間よりも長い所定時間が経過すると第一のシャットダウン
信号を出力するように動作するタイマー手段と、
　前記主電源スイッチ状態検出手段に接続され、第二のＤＣ電源に交流電力を供給するた
めにＯＮ／ＯＦＦ制御される第二のリレー手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記主電源スイッチ状態検出手段に接続され、前記主電源スイッチ状
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態検出手段から前記主電源スイッチ手段がＯＦＦされたことを示すスイッチ状態検出信号
を受けると、前記第一の負荷のシャットダウン処理を行った後、前記第一のリレー手段を
ＯＦＦするための第二のシャットダウン信号を出力することを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　前記第一のリレー手段、前記タイマー手段、及び前記制御手段に接続された論理演算回
路をさらに備え、
　前記論理演算回路は、前記タイマー手段から出力される第一のシャットダウン信号と前
記制御手段から出力される第二のシャットダウン信号の何れかに基づいて、前記第一のリ
レー手段をＯＦＦするための前記シャットダウン信号を出力することを特徴とする請求項
４記載の画像形成装置。
【請求項６】
　動作終了のためのシャットダウン処理が必要な第一の負荷を制御する制御回路に電力を
供給する第一のＤＣ電源及び第二の負荷を駆動する駆動回路に電力を供給する第二のＤＣ
電源を有する電源装置において、
　前記第一のＤＣ電源に供給される交流電力をＯＮ／ＯＦＦするための主電源スイッチ手
段と、
　前記主電源スイッチ手段に並列に接続され、前記主電源スイッチ手段がＯＦＦ状態でも
前記第一のＤＣ電源に交流電力を供給するためにＯＮ／ＯＦＦ制御される第一のリレー手
段と、
　前記主電源スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦの状態を表わすスイッチ状態検出信号を出力す
る主電源スイッチ状態検出手段と、
　前記第一のリレー手段に接続され、前記主電源スイッチ状態検出信号が前記主電源スイ
ッチ手段のＯＦＦ状態を示してから所定時間が経過するとシャットダウン信号を出力する
ように動作するタイマー手段と、
　前記主電源スイッチ状態検出手段に接続され、前記第二のＤＣ電源に交流電力を供給す
るためにＯＮ／ＯＦＦ制御される第二のリレー手段とを有し、
　前記第一のリレー手段は、前記タイマー手段から前記シャットダウン信号によりＯＦＦ
され、
　前記第二のリレー手段は、前記主電源スイッチ状態検出信号が前記主電源スイッチ手段
のＯＦＦを示していることによりＯＦＦされることを特徴とする電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源装置および画像形成装置に関し、特に、ＨＤＤ等の記憶装置を備える画
像形成装置の主電源スイッチ遮断時の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の画像形成装置には、取り扱う画像データやプログラムファイルのサイズ増大に対
応するために、大容量の記憶装置としてハードディスクドライブ（ＨＤＤ）が搭載されて
いるものがある。
【０００３】
　ＨＤＤを搭載している画像形成装置では、ＨＤＤのアクセスが行われていないときに電
源を落とすことが必要となるが、ユーザーがＨＤＤへのアクセス中であることに気づかず
に画像形成装置の主電源スイッチをＯＦＦしてしまうことがある。また、装置の動作中に
誤って主電源スイッチをＯＦＦしてしまうこともある。主電源スイッチがオフされるとＨ
ＤＤへの電源もオフされ、ＨＤＤ内のヘッドが正常に退避されず、ＨＤＤの故障やデータ
消失等が発生するおそれがある。そのため、ＨＤＤのアクセス中に不用意に電源が落とさ
れた場合でも、ＨＤＤが故障したり、データが消失しないように保護を行うことが必要と
なってきている。
【０００４】
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　例えば、主電源スイッチと並列にトライアック等に接続し、主電源スイッチが遮断され
たときにはＨＤＤへのアクセス状況によりトライアック等の制御をする方法が提案されて
いる（特許文献１参照）。この方法では、ユーザーがいかなるタイミングで主電源スイッ
チをＯＦＦした場合でも、制御手段が電源ＯＦＦ可能と判断するまでトライアック等がＡ
Ｃ電源を供給し続けることを可能とし、ＨＤＤアクセス中や動作中の誤った主電源の遮断
からＨＤＤを保護する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－０４４２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　画像形成装置では、動作の高速化に伴ってモータ等のアクチュエータに要求される出力
が増大しており、例えば、出力が３０Ｗを超えるモータが複数個使用される場合がある。
また、帯電、現像、転写等の画像形成プロセスのために、数ｋＶの出力が複数チャンネル
用意されている場合がある。さらに、トナー画像を用紙に定着させるための定着器には、
２００℃を越える温度で制御されるものあり、１０００Ｗクラスのヒータが使用される場
合も多い。これらの負荷の故障時には、装置に多大なダメージを与える。そこで、負荷の
異常時に安全な駆動停止を行わせる保護回路が設けられていることがほとんどである。
【０００７】
　一方、予期しない動作等で異常が発生した場合やユーザーが異常に気付いて電源を落と
したい場合には、主電源ＯＦＦ時に負荷への電力供給が即時に遮断されることが望まれる
。例えば、装置から異常音が出ているときには、ユーザーはまず装置の主電源スイッチを
ＯＦＦして動作を止めようとすると考えられるためである。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、ＨＤＤの保護のためにユーザーが主電源
スイッチを落としても、装置内の制御回路が電源ＯＦＦが可能であると判断しない限り、
ＨＤＤを含む全ての負荷に対して電源が供給され続ける。そのため、異常時にユーザーが
装置の電源スイッチを即時ＯＦＦしたいと思った場合でも、電源ＯＦＦまでに時間がかか
る。また、装置を制御するソフトウェアが正常動作をしていない場合などは、主電源スイ
ッチを落としても電源が遮断されないという状態になる可能性がある。
【０００９】
　本発明は、上記問題に鑑みて成されたものであり、ＨＤＤの保護と安全性を両立するこ
とが可能となる電源装置および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】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は、少なくとも２つのＤＣ電源を有する画像形成装
置において、第一のＤＣ電源に供給される交流電力をＯＮ／ＯＦＦするための主電源スイ
ッチ手段と、前記主電源スイッチ手段に並列に接続され、前記主電源スイッチ手段がＯＦ
Ｆ状態でも前記第一のＤＣ電源に交流電力を供給するためにＯＮ／ＯＦＦ制御される第一
のリレー手段と、前記主電源スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦの状態を検出してスイッチ状態
検出信号を出力する主電源スイッチ状態検出手段と、前記第一のリレー手段に接続され、
前記主電源スイッチ状態検出手段により前記主電源スイッチ手段のＯＦＦ状態が検出され
た後、所定時間が経過するとシャットダウン信号を出力し、前記主電源スイッチのＯＮ状
態が検出されたときは前記シャットダウン信号を出力しないように動作するタイマー手段
と、前記主電源スイッチ状態検出手段に接続され、第二のＤＣ電源に交流電力を供給する
ためにＯＮ／ＯＦＦ制御される第二のリレー手段とを有し、前記第一のリレー手段は、前
記タイマー手段から前記シャットダウン信号が出力されていないときにはＯＮされ、前記
シャットダウン信号が出力されているときにはＯＦＦされ、前記第二のリレー手段は、前
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記主電源スイッチ状態検出手段から出力される前記スイッチ状態検出信号がＯＮを示して
るときにはＯＮされ、前記スイッチ状態検出信号がＯＦＦを示しているときにはＯＦＦさ
れることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、電源スイッチがＯＦＦされた場合、負荷への電源供給を即時に遮断す
る一方、ＨＤＤや制御回路等については必要な処理を行った後に電源供給を遮断するので
、ＨＤＤの保護と安全性を両立することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像形成装置の全体構成を示す概略断面図である
。
【図２】図１の画像形成装置に搭載された電源装置の概略構成を示す図である。
【図３】図２におけるタイマー回路の詳細な構成を示す図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る画像形成装置に搭載された電源装置の概略構成を
示す図である。
【図５】図４の画像形成装置における主電源ＯＮ／ＯＦＦ時の電源装置の制御動作処理の
一例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】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
　［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る画像形成装置の全体構成を示す概略断面図であ
る。
【００１５】
　本実施形態の画像形成装置１００は、複数の画像形成部を並列に配し、且つ中間転写方
式を採用したカラー画像出力装置である。画像形成装置１００は、画像読取部１Ｒと、画
像出力部１Ｐとを有する。画像読取部１Ｒは、原稿画像を光学的に読み取り、電気信号に
変換して画像出力部１Ｐに送信する。画像出力部１Ｐは、並設された画像形成部１０（１
０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ）と、給紙ユニット２０と、中間転写ユニット３０と、定
着ユニット４０と、クリーニングユニット５０とを有する。
【００１６】
　各画像形成部１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは同じ構成である。各画像形成部１０ａ
，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄでは、第一の像担持体としてのドラム状の電子写真感光体、即
ち、感光体ドラム１１（１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ）が回転自在に軸支され、矢印
方向に回転駆動される。回転駆動には、ＤＣブラシレスモータ等が使用される。感光体ド
ラム１１ａ～１１ｄの外周面に対向してその回転方向に一次帯電器１２（１２ａ，１２ｂ
，１２ｃ，１２ｄ）、光学系１３（１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄ）、折り返しミラー
１６（１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，１６ｄ）が配置されている。さらに、現像装置１４（１
４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄ）、クリーニング装置１５（１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１
５ｄ）が配置されている。
【００１７】
　一次帯電器１２ａ～１２ｄにおいて、帯電高圧（１～２ＫＶ）が印加され感光体ドラム
１１ａ～１１ｄの表面に均一な帯電量の電荷を与える。次いで、光学系１３ａ～１３ｄに
より、画像読取部１Ｒからの画像信号に応じて変調したレーザービームの光線を折り返し
ミラー１６ａ～１６ｄを介して感光体ドラム１１ａ～１１ｄ上に露光することによって、
そこに静電潜像を形成する。
【００１８】
　更に、イエロー、シアン、マゼンタ、ブラックといった４色の現像剤（以下、「トナー
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」という。）をそれぞれ収納した現像装置１４ａ～１４ｄに現像高圧（２ＫＶ）よって上
記静電潜像を顕像化する。顕像化された可視画像を画像転写領域Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃ，Ｔｄ
にて転写高圧（１～２ＫＶ）が印加され中間転写ユニット３０を構成する第二の像担持体
としてのベルト状の中間転写体、即ち、中間転写ベルト３１に転写する。
【００１９】
　画像転写領域Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃ，Ｔｄの下流側では、クリーニング装置１５ａ～１５ｄ
により中間転写体に転写されずに感光体ドラム１１ａ～１１ｄ上に残されたトナーを掻き
落としてドラム表面の清掃を行う。
【００２０】
　以上に示したプロセスにより、各トナーによる画像形成が順次行われる。
【００２１】
　給紙ユニット２０は、転写材Ｐを収納するためのカセット２１ａ，２１ｂ及び手差しト
レイ２７と、カセット２１ａ，２１ｂ若しくは手差しトレイ２７より転写材Ｐを一枚ずつ
送り出すためのピックアップローラ２２ａ，２２ｂ，２６とを有する。また、各ピックア
ップローラ２２ａ，２２ｂ，２６から送り出された転写材Ｐを更に搬送するための給紙ロ
ーラ対２３と、給紙ガイド２４とを有する。さらに、各画像形成部の画像形成タイミング
に合わせて転写材Ｐを二次転写領域Ｔｅへ送り出すためのレジストローラ２５ａ，２５ｂ
を有する。
【００２２】
　レジストローラ２５ａ，２５ｂから送り出された転写材Ｐは、二次転写領域Ｔｅにて３
～５ＫＶの二次転写高圧が印加され、中間転写ベルト３１に形成されたトナー画像を転写
され、搬送ベルト４３によって定着ユニット４０へと搬送される。定着ユニット４０は、
一対のヒートローラ４１ａ，４１ｂによって転写材Ｐを加熱、加圧し、転写材Ｐ上のトナ
ー画像を定着させる。
【００２３】
　ヒートローラ４１ａ，４１ｂは、図示しない内蔵されたヒータによって定着に必要な温
度となるように加熱されている。ヒータは、ヒートローラ４１ａ，４１ｂにそれぞれ６０
０Ｗといった高出力のもが使用される。定着ユニット４０で定着された転写材Ｐは、排紙
ローラ４４，４５により排出され画像形成工程が終了する。
【００２４】
　次に、画像形成装置１００に搭載された電源装置の概略構成を図２を参照して説明する
。
【００２５】
　図２は、図１の画像形成装置１００に搭載された電源装置の概略構成を示す図である。
【００２６】
　図２において、第一のＤＣ電源１０１は、商用のＡＣ電源から供給される交流電力から
ＤＣ電源を生成し、制御回路１１２に電圧ＶＣＣ＿Ａ（例えば５Ｖ）を供給する。制御回
路１１２は、不図示のＲＡＭ，ＲＯＭを有し、ＲＯＭに格納されたプログラムに従って画
像形成装置１００の制御を行う。制御回路１１２には、画像データ等を記憶するためのハ
ードディスクドライブ（ＨＤＤ）１１５が接続されており、制御回路１１２はＨＤＤ１１
５（第一の負荷）の駆動を制御している。
【００２７】
　第一のＤＣ電源１０１へのＡＣ電源の供給経路には、ユーザーが操作する主電源スイッ
チ１０２から供給される経路１１０と、第一のリレー１０３から供給される経路１１１の
２つがある。経路１１１は、主電源スイッチ１０２がＯＦＦ状態でも第一のＤＣ電源１０
１へ電力供給するためのものである。第一のリレー１０３は、主電源スイッチ１０２に並
列に接続されている。
【００２８】
　主電源スイッチ状態検出用スイッチ１０４は、主電源スイッチ１０２と機械的に同期し
て作動をするスイッチである。この主電源スイッチ状態検出用スイッチ１０４は、一方が
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第一のＤＣ電源１０１からＶＣＣ＿Ａが出力される出力端に接続され、他方が主電源スイ
ッチ状態検出信号１０５の出力端として、制御回路１１２、タイマー回路１０７、第二の
リレー１０９に接続される。主電源スイッチ１０２がＯＮされると、主電源スイッチ状態
検出用スイッチ１０４も同期してＯＮされ、主電源スイッチ状態検出用スイッチ１０４に
ＶＣＣ＿Ａが印加される。主電源スイッチ状態検出用スイッチ１０４にＶＣＣ＿Ａが印加
されると、主電源スイッチ状態検出信号１０５がＨレベルとなる。
【００２９】
　第二のＤＣ電源１０８は、感光体ドラム１１等の各駆動部を駆動するモータ類１１６、
一次帯電器１２等に高圧電源を供給する高圧電源類１１７、定着ユニット４０内のヒータ
類１１８等の負荷（第二の負荷）を駆動するための電圧ＶＣＣ＿Ｂ（例えばＤＣ２４Ｖ）
を印加する。
【００３０】
　第二のＤＣ電源１０８は、第二のリレー１０９を介してＡＣ電源を供給される。第二の
リレー１０９は、主電源スイッチ状態検出信号１０５の出力端に接続されており、主電源
スイッチ１０２がＯＮされると、ＶＣＣ＿Ａが印加され、第二のリレー１０９はＯＮし、
第二のＤＣ電源１０８にＡＣ供給を行う。
【００３１】
　タイマー回路１０７は、主電源スイッチ状態検出信号１０５がＬレベル（ＶＣＣ＿Ａが
印加されない状態）になってから所定時間後にシャットダウン信号１０６（第一のシャッ
トダウン信号）を出力するタイマーである。タイマー回路１０７の詳細な構成を図３に示
す。
【００３２】
　図３において、タイマー回路１０７には、第一のＤＣ電源１０１からＶＣＣ＿Ａが印加
される。ＩＣ１はコンパレータであり、＋側の端子にはＶＣＣ＿ＡをＲ３，Ｒ４で分圧し
た基準電圧が印加される。－側の端子は、Ｒ２を充電抵抗、Ｒ１を放電抵抗としたＣ１へ
の充放電回路に接続される。この充放電回路は、トランジスタＴＲ１がＯＮのときに放電
を行い、ＯＦＦのときに充電を行う。
【００３３】
　トランジスタＴＲ１は、主電源スイッチ状態検出信号１０５がＨレベル（ＶＣＣ＿Ａが
印加された状態）となったときにＯＮするように構成される。ＩＣ１の－端子は、トラン
ジスタＴＲ１により放電されるため、＋側端子の基準電圧より低くなるように抵抗Ｒ２，
Ｒ１の値を設定することにより、ＩＣ１の出力端子はＨレベルとなる。
【００３４】
　また、主電源スイッチ状態検出信号１０５がＬレベルになったときは、トランジスタＴ
Ｒ１はＯＦＦされ、ＩＣ１の－端子はコンデンサＣ１，抵抗Ｒ２で決められた充電時間に
従って電圧ＶＣＣ＿Ａに達することになる。この際に、＋側端子の基準電圧より－側端子
の電圧が高くなった時点でＩＣ１の出力端子はＬレベルに反転する。
【００３５】
　ＩＣ１の出力端子からはシャットダウン信号１０６が出力される。シャットダウン信号
１０６がＬレベルになった場合に第一のリレー１０３がＯＦＦする。シャットダウン信号
がＨレベルのとき、第一のリレー１０３がＯＮする。シャットダウン信号１０６で直接リ
レーを駆動できない場合は、図２に示すように、トランジスタ１１９を使用して駆動電流
を増幅してもよい。このタイマ回路１０７を用いたリレー１０３をオフする動作は、制御
回路１１２の動作とは独立して行われる。
【００３６】
　以上の構成において、主電源スイッチ１０２がＯＦＦされてから第一のリレー１０３を
ＯＦＦするまでのタイマー時間は、Ｃ１，Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４の値によって決めるこ
とが可能となる。例えば、ＶＣＣ＿Ａ＝５Ｖ、Ｃ１＝４７０μＦ、Ｒ１＝１ＫΩ、Ｒ２＝
５００ＫΩ、Ｒ３＝１８ＫΩ、Ｒ４＝３１ＫΩとすると、ＩＣ１の＋端子に印加される基
準電圧Ｖｒｅｆは、次式で表される。
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【００３７】
　Ｖｒｅｆ＝Ｒ４／（Ｒ３＋Ｒ４）×５＝３．１６Ｖ
　ＴＲ１がＯＮのときのＩＣ１の－端子の電圧は、Ｒ１／（Ｒ１＋Ｒ２）×（５－ＴＲ１
のＶｃｅ）となる。ＴＲ１のコレクタエミッタ間電圧Ｖｃｅを０．３Ｖとすると、１ＫΩ
／（１ＫΩ＋５００ＫΩ）×（５－０．３）≒０．０１Ｖとなる。すなわち、ＴＲ１がＯ
ＮのときにＩＣ１は、＋側端子電圧＞－側端子電圧が成り立ち、ＩＣ１の出力はＨレベル
となる。
【００３８】
　一方、ＴＲ１がＯＦＦのときのＩＣ１の－端子の電圧は、時間ｔ（ｍｓ）において、Ｖ
＿ＣＣＡ×（１－ＥＸＰ（－ｔ／（Ｒ２×Ｃ１）））となり、ｔ≧４７０００ｍＳのとき
にＶｒｅｆの３．１６Ｖより大きくなる。よって、ｔ＜４７０００ｍＳのとき、＋側端子
電圧＞－側端子電圧の関係が成り立ち、ＩＣ１の出力はＨレベルとなる。そして、ｔ≧４
７０００ｍＳのとき、＋側端子電圧≦－側端子電圧の関係が成り立ち、ＩＣ１の出力はＬ
レベルとなる。
【００３９】
　次に、上述した構成に基づいて主電源スイッチ１０２がＯＮされたときの動作を説明す
る。
【００４０】
　まず主電源スイッチ１０２がＯＮされると、経路１１０を介して第一のＤＣ電源１０１
にＡＣ電源が供給される。ＡＣ電源が供給された第一のＤＣ電源１０１は、制御回路１１
２、主電源スイッチ状態検出用スイッチ１０４、及びタイマー回路１０７にＶＣＣ＿Ａを
印加する。ＶＣＣ＿Ａが印加されると、タイマー回路１０７は、Ｈレベルのシャットダウ
ン信号１０６を出力し、第一のリレー１０３をＯＮすることで経路１１１からも第一のＤ
Ｃ電源１０１へＡＣ電源が供給されるようにする。また、第二のリレー１０９も、主電源
スイッチ状態検出信号１０５がＨレベルになることにより駆動され、第二のＤＣ電源１０
８も負荷駆動回路１１３にＶＣＣ＿Ｂを印加する。
【００４１】
　以上述べた動作により、主電源スイッチ１０２がＯＮされたときには、第一及び第二の
ＤＣ電源１０１，１０８は、それぞれＶＣＣ＿Ａ、ＶＣＣ＿Ｂの印加を開始し、画像形成
装置１００の動作が可能となる。
【００４２】
　次に、主電源スイッチ１０２がＯＦＦされたときの動作を説明する。
【００４３】
　主電源スイッチ１０２がＯＦＦされると、主電源スイッチ状態検出用スイッチ１０４へ
のＶＣＣ＿Ａの印加が遮断される。そして、主電源スイッチ状態検出信号１０５がレベル
となることで第二のリレー１０９はＯＦＦとなり、第二のＤＣ電源１０８はＡＣ電源の供
給が遮断される。これにより、主電源スイッチ１０２のＯＦＦに同期して即時に負荷駆動
回路１１３へのＶＣＣ＿Ｂの印加がＯＦＦ（遮断）されることになる。
【００４４】
　前述のように、ＶＣＣ＿Ｂは、モータ類１１６、高圧電源類１１７、ヒータ類１１８等
の負荷に印加される電源電圧であるため、ユーザーが主電源スイッチ１０２をＯＦＦした
際には、これら高出力の負荷は即時安全に遮断されることになる。
【００４５】
　また、第一のＤＣ電源１０１へのＡＣ電源供給が経路１１１からもなされているため、
主電源スイッチ１０２がＯＦＦされても、第一のＤＣ電源１０１からのＶＣＣ＿Ａの出力
は維持される。そのため、制御回路１１２及びタイマー回路１０７は動作を続けることが
可能となり、制御回路１１２は動作終了のためのシャットダウン処理（例えばハードディ
スクドライブ等のアクセス停止）を行う。
【００４６】
　また、タイマー回路１０７は、主電源スイッチ１０２がＯＦＦされてから内部のハード
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ウェア回路によるタイマーを動作させ、所定時間経過した後にシャットダウン信号１０６
をＬレベルにすることで第一のＤＣ電源１０１へのＡＣ供給を遮断する。ここで所定時間
を、シャットダウン処理に必要な時間よりも長く設定することにより、シャットダウン処
理が終了した後に電源が落ちるようにすることができる。この時間は、制御回路１１２が
主電源スイッチ状態検出信号１０５により主電源スイッチ１０２のＯＦＦ状態を認識して
からＨＤＤ１１５の退避など必要なシャットダウン処理を行う時間に対して十分マージン
をとって設定すればよく、例えば１分程度の時間でよい。
【００４７】
　上記に述べたとおり、主電源スイッチ１０２のＯＦＦ時には、第二のＤＣ電源１０８で
駆動される高出力の負荷は、即時電源供給を遮断される。一方、ＨＤＤ１１５等を制御す
る制御回路１１２への電力供給はシャットダウン処理を行った後に遮断され、安全性とＨ
ＤＤ１１５の保護を両立することが可能となる。
【００４８】
　［第２の実施の形態］
　本発明の第２の実施の形態に係る画像形成装置は、その構成（図１）が上記第１の実施
の形態に係る画像形成装置と同じであり、第１の実施の形態と同様の部分については、同
一の符号を用いてその説明を省略する。以下に、上記第１の実施の形態と異なる点のみを
説明する。
【００４９】
　図４は、本発明の第２の実施形態に係る画像形成装置に搭載された電源装置の概略構成
を示す図である。
【００５０】
　第２の実施形態では、上記第１の実施形態に対して、主電源スイッチ１０２がＯＦＦさ
れたことに応じて実行されるシャットダウン処理が終了したことを制御回路１１２が判断
した際に即時シャットダウンを行えるように構成を追加したものである。さらには、制御
回路１１２から第二のＤＣ電源１０８へのＡＣ供給をＯＮ／ＯＦＦ制御する信号を出力す
る構成を追加したものである。これにより、画像形成装置１００の動作待機時等に高出力
負荷の電源を遮断し、待機時消費電力の低減を図ることが可能な構成をとったものである
。
【００５１】
　図４において、図２に示す画像形成装置の電源装置の構成と異なる点は、まず制御回路
１１２は、第２のリレー１０９とトランジスタ１２２を介して接続されている。第二のリ
レー１０９は、ＶＣＣ＿Ａが印加された状態で制御回路１１２がＤｒｉｖｅｒ＿Ｐｏｗｅ
ｒ＿Ｏｎ信号１２０を出力することによってＯＮされる。Ｄｒｉｖｅｒ＿Ｐｏｗｅｒ＿Ｏ
ｎ信号１２０で直接リレーを駆動できない場合は、図４に示すように、トランジスタ１２
２を使用して駆動電流を増幅してもよい。
【００５２】
　第二のリレー１０９は、主電源スイッチ状態検出信号１０５の出力端に接続されている
。第二のリレー１０９は、主電源スイッチ１０２がＯＮされると主電源スイッチ状態検出
用スイッチ１０４を介してＶＣＣ＿Ａが印加される。また、主電源スイッチ１０２がＯＮ
により制御回路１１２からＨレベルのＤｒｉｖｅｒ＿Ｐｏｗｅｒ＿Ｏｎ信号１２０が出力
されると第二のリレー１０９がＯＮし、第二のＤＣ電源１０８にＡＣ供給を行う。
【００５３】
　タイマー回路１０７は、主電源スイッチ状態検出信号１０５がＬレベルになってから所
定時間後にシャットダウン信号Ｂ１２１を出力するタイマーである。タイマー回路１０７
の構成は第一の実施形態と同様であるが、図３のＩＣ１の出力がシャットダウン信号Ｂ１
２１となる。
【００５４】
　制御回路１１２は、主電源スイッチ１０２のＯＦＦを検知すると、論理演算回路である
ＡＮＤ回路１２３の一方の入力端にシャットダウン信号Ａ１１４（第二のシャットダウン
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信号）を出力する。また、タイマー回路１０７は、ＡＮＤ回路１２３他方の入力端にシャ
ットダウン信号Ｂ１２１を出力する。ＡＮＤ回路１２３の出力端は、トランジスタ１１９
を介して第一のリレー１０３に接続されており、２つの入力信号の論理演算結果に応じて
ＡＮＤ回路１２３から第一のリレー１０３にシャットダウン信号１０６が出力される。
【００５５】
　ＡＮＤ回路１２３は、入力されたシャットダウン信号Ｂ１２１とシャットダウン信号Ａ
１１４のどちらか一方でもＬレベルになった場合に第一のリレー１０３をＯＦＦするよう
にシャットダウン信号１０６をＬレベルにする。また、ＡＮＤ回路１２３は、シャットダ
ウン信号Ｂ１２１とシャットダウン信号Ａ１１４との両方がＨレベルになったときに第一
のリレー１０３をＯＮするようシャットダウン信号１０６をＨレベルにする。シャットダ
ウン信号１０６で直接リレーを駆動できない場合は、図４に示すように、トランジスタ１
１９を使用して駆動電流を増幅してもよい。
【００５６】
　主電源スイッチ１０２がＯＦＦされてから第一のリレー１０３をＯＦＦするまでのタイ
マー時間は、第一の実施形態と同様に決められる。
【００５７】
　次に、上述した構成に基づいて主電源スイッチ１０２がＯＮ／ＯＦＦされたときの動作
の一例を図５を参照して説明する。
【００５８】
　図５は、図４の画像形成装置１００における主電源ＯＮ／ＯＦＦ時の電源装置の制御動
作処理の一例を示すフローチャートである。
【００５９】
　まず主電源スイッチ１０２がＯＮされると、経路１１０を介して第一のＤＣ電源１０１
にＡＣ電源が供給される。ＡＣ電源が供給されたＤＣ電源１０１は、制御回路１１２、主
電源スイッチ状態検出信号１０５、及びタイマー回路１０７に電源ＶＣＣ＿Ａを印加する
。ＶＣＣ＿Ａが印加されると、タイマー回路１０７は、Ｈレベルのシャットダウン信号Ｂ
１２１をＡＮＤ回路１２３に出力する。
【００６０】
　ステップＳ４０１では、制御回路１１２は、主電源スイッチ状態検出信号１０５がＨレ
ベル（ＶＣＣ＿Ａが印加されている）になったことを検出すると、Ｈレベルのシャットダ
ウン信号Ａ１１４を出力する（ステップＳ４０２）。これにより、シャットダウン信号Ｂ
１２１及びシャットダウン信号Ａ１１４がＨレベルになるため、ＡＮＤ回路１２３からの
シャットダウン信号１０６がＨレベルになり、第一のリレー１０３がＯＮされる。そして
、経路１１１からも第一のＤＣ電源１０１へＡＣ電源が供給されるようにする。
【００６１】
　次に、ステップＳ４０３では、制御回路１１２は、負荷電源である第二のＤＣ電源１０
８をＯＮできるかどうかを判断する。ここでＯＮ可能と判断する一例として、制御回路１
１２が回路の初期化の終了を待つ等がある。
【００６２】
　ステップＳ４０３では、電源ＯＮ可能と判断した場合、制御回路１１２は、Ｄｒｉｖｅ
ｒ＿Ｐｏｗｅｒ＿Ｏｎ信号１２０をＨレベルにする（ステップＳ４０４）。このとき、第
二のリレー１０９は、主電源スイッチ状態検出信号１０５がＨレベルになっていることか
ら、Ｄｒｉｖｅｒ＿Ｐｏｗｅｒ＿Ｏｎ信号１２０がＨレベルになることによりＯＮされる
。その結果、第二のＤＣ電源１０８にＡＣ電源が供給され、ＶＣＣ＿Ｂが負荷駆動回路１
１３に印加される。
【００６３】
　以上述べた動作により主電源スイッチ１０２がＯＮされたときには、第一及び第二のＤ
Ｃ電源１０１，１０８は、それぞれＶＣＣ＿Ａ、ＶＣＣ＿Ｂの印加を開始し、画像形成装
置１００の動作が可能となる。
【００６４】
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　ステップＳ４０５では、通常動作が可能になった後に制御回路１１２は、省電力モード
に移行するかどうかを判断する。ここで省電力モードとは、画像形成装置１００が所定時
間使用されなかった場合に画像形成装置１００が消費する電力を低減した待機状態となる
モードである。ステップＳ４０５で省電力モードに移行すると判断された場合は、Ｄｒｉ
ｖｅｒ＿Ｐｏｗｅｒ＿Ｏｎ信号１２０をＬレベルにすることで第二のＤＣ電源１０８の出
力をＯＦＦし、消費電力を低減させる（ステップＳ４０６）。
【００６５】
　省電力モードに移行した場合に制御回路１１２は、省電力モードから通常の動作モード
へ復帰するかどうかを判断する（ステップＳ４０７）。復帰するかどうかの判断としては
、ユーザーが画像形成装置１００に対して何らかの操作を行ったことなどが該当する。ス
テップＳ４０７で通常モードに復帰すると判断された場合は、Ｄｒｉｖｅｒ＿Ｐｏｗｅｒ
＿Ｏｎ信号１２０をＨレベルにすることで第二のＤＣ電源１０８を再度ＯＮさせ、画像形
成装置１００を動作可能状態に復帰させる（ステップＳ４０８）。その後、ステップＳ４
０５へ戻り、再び省電力モードに移行するかどうか判断する。
【００６６】
　ステップＳ４０５で省電力モードに移行しないと判断された場合やＳ４０７で通常モー
ドに復帰しないと判断された場合、制御回路１１２は主電源スイッチ状態検出信号１０５
により主電源スイッチ１０２がＯＦＦされたかを判断する（ステップＳ４０９）。ＯＦＦ
されていない（主電源スイッチ状態検出信号１０５がＨレベル）と判断された場合は、ス
テップＳ４０５に戻る。一方、ステップＳ４０９で主電源スイッチ１０２がＯＦＦされた
と判断されるまで上記のステップを繰り返す。
【００６７】
　ステップＳ４０９で主電源スイッチ１０２がＯＦＦされたと判断されると、制御回路１
１２は、Ｄｒｉｖｅｒ＿Ｐｏｗｅｒ＿Ｏｎ信号１２０をＬレベルにすることで第二のＤＣ
電源１０８をＯＦＦさせる（ステップＳ４１０）。主電源スイッチ１０２がＯＦＦされて
も第一のＤＣ電源１０１へのＡＣ電源供給が経路１１１からなされているため、ＶＣＣ＿
Ａが制御回路１１２へ印加される。
【００６８】
　前述のように主電源スイッチ１０２がＯＦＦされると、主電源スイッチ状態検出用スイ
ッチ１０４へのＶＣＣ＿Ａの印加が遮断され、第二のリレー１０９はＯＦＦとなり、第二
のＤＣ電源１０８へのＡＣ供給が遮断される。よって、Ｄｒｉｖｅｒ＿Ｐｏｗｅｒ＿Ｏｎ
信号１２０によらず、主電源スイッチＯＦＦに同期して即時に負荷駆動回路１１３へのＶ
ＣＣ＿Ｂの印加がＯＦＦ（遮断）されることになる。つまり、制御回路１１２の動作とは
独立して、ハードウェア的に第二のＤＣ電源１０８のＯＦＦが保証される。これにより、
ユーザーが主電源スイッチ１０２をＯＦＦした際には、制御回路１１２の動作状態に拘わ
らず、これら高出力の負荷は即時安全に遮断される。
【００６９】
　ステップＳ４１０で制御回路１１２は、Ｄｒｉｖｅｒ＿Ｐｏｗｅｒ＿Ｏｎ信号１２０を
Ｌレベルにした後、ＨＤＤ１１５の待避処理等の必要なシャットダウン処理を開始する（
ステップＳ４１１）。その後、制御回路１１２がシャットダウン処理を行い、シャットダ
ウン可能であると判断すると（ステップＳ４１２でＹＥＳ）、シャットダウン信号Ａ１１
４にＬレベルを出力し、ＡＮＤ回路１２３からのシャットダウン信号１０６をＬレベルに
する。この結果、第一のリレー１０３がＯＦＦし、経路１１１からの第一のＤＣ電源１０
１へＡＣ電源供給が遮断され、画像形成装置１００の全ての電源がＯＦＦする（ステップ
Ｓ４１３）。
【００７０】
　また、タイマー回路１０７は、主電源スイッチ１０２がＯＦＦされてからハード回路タ
イマーを動作させ、所定時間経過した後にシャットダウン信号Ｂ１２１をＬレベルにする
ことで、第一のＤＣ電源へのＡＣ供給を遮断する。ここで所定時間は、シャットダウン処
理に必要な時間よりも長く設定することによりシャットダウン処理が終了した後に電源が
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ＯＦＦを認識してからＨＤＤ１１５の退避など必要なシャットダウン処理を行う時間に対
して十分マージンをとって設定すればよい。
【００７１】
　制御回路１１２が正常動作をしていれば、タイマー回路１０７からのシャットダウン信
号Ｂ１２１よりも先に制御回路１１２がシャットダウン信号Ａ１１４を出力し、最適な時
間で第一のＤＣ電源１０１をＯＦＦする。万が一、ソフトウェア等の不具合でシャットダ
ウン信号Ａ１１４が出力されなかった場合はタイマー回路１０７からのシャットダウン信
号Ｂ１２１で電源ＯＦＦが保証されることになる。
【００７２】
　上記に述べたとおり、電源ＯＦＦ時には高出力の負荷は即時電源供給を遮断され、ＨＤ
Ｄ１１５等を制御する制御回路は、シャットダウン処理を行った後に遮断することができ
、安全性とＨＤＤ１１５の保護を両立することが可能となる。
【００７３】
　上記実施形態では、本発明を画像形成装置に適用した場合について説明したが、これに
限定されるものではなく、情報処理装置であっても画像処理装置であってもよい。また、
画像形成装置を含む装置と電源装置とが別体に構成された実施形態であっても、本発明が
適用可能である。
【００７４】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００７５】
１０１　第一のＤＣ電源
１０２　主電源スイッチ
１０３　第一のリレー
１０４　主電源スイッチ状態検出用スイッチ
１０５　主電源スイッチ状態検出信号
１０６　シャットダウン信号
１０７　タイマー回路
１０８　第二のＤＣ電源
１０９　第二のリレー
１１２　制御回路
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