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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧をＤＣ電圧に変換する、コンデンサを含むアクティブ
フィルタと、
　前記コンデンサに蓄積された電力に応じたＤＣ電圧を第１のレベルの電圧に変換して、
負荷に供給する第１のＤＣ／ＤＣ変換手段と、
　前記コンデンサに蓄積された電力に応じたＤＣ電圧を前記第１のレベルより小の第２の
レベルの電圧に変換して、前記負荷を制御する負荷制御手段に供給する第２のＤＣ／ＤＣ
変換手段と、
　前記第１及び第２のＤＣ／ＤＣ変換手段の動作を制御する電源制御手段と、
　前記ＡＣ電源の供給の切断を検出する検出手段と、
　を備え、
　前記第１のＤＣ／ＤＣ変換手段と前記第２のＤＣ／ＤＣ変換手段とは、前記アクティブ
フィルタの出力に対して、互いに並列に接続されており、
　前記電源制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を検出した場合に、前
記コンデンサに蓄積された電力の消費を低減するために、前記第１のＤＣ／ＤＣ変換手段
の動作を停止させて前記負荷への前記第１のレベルの電圧の供給を停止し、前記第２のＤ
Ｃ／ＤＣ変換手段による前記負荷制御手段への前記第２のレベルの電圧の供給を一定時間
継続させることを特徴とする電源制御装置。
【請求項２】
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　前記負荷制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を検出した場合に、処
理中のジョブ情報を不揮発性メモリに退避させることを特徴とする請求項１に記載の電源
制御装置。
【請求項３】
　前記アクティブフィルタは、
前記ＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧を全波整流波形に整流した後、前記コンデンサに蓄
積された電力に応じた前記ＤＣ電圧を生成し、
　前記検出手段は、前記ＡＣ電源の全波整流波形を検出して前記ＡＣ電源の供給の切断を
検出することを特徴とする請求項１に記載の電源制御装置。
【請求項４】
　前記アクティブフィルタの入力電流の波形が、入力電圧の波形と相似形となるように前
記アクティブフィルタを制御するアクティブフィルタ制御手段を備えたことを特徴とする
請求項１に記載の電源制御装置。
【請求項５】
　画像情報をレーザ光で感光体に照射して当該感光体上に形成された静電潜像にトナー像
を形成し、形成したトナー像を転写紙に転写する作像エンジンと、
　前記作像エンジンを制御する作像エンジン制御手段と、
　ＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧をＤＣ電圧に変換する、コンデンサを含むアクティブ
フィルタと、
　前記コンデンサに蓄積された電力に応じたＤＣ電圧を第１のレベルの電圧に変換して、
前記作像エンジンに供給する第１のＤＣ／ＤＣ変換手段と、
　前記コンデンサに蓄積された電力に応じたＤＣ電圧を前記第１のレベルより小の第２の
レベルの電圧に変換して、前記作像エンジンを制御する作像エンジン制御手段に供給する
第２のＤＣ／ＤＣ変換手段と、
　前記第１及び第２のＤＣ／ＤＣ変換手段の動作を制御する電源制御手段と、
　前記ＡＣ電源の供給の切断を検出する検出手段と、
　を備え、
　前記電源制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を検出した場合に、前
記コンデンサに蓄積された電力の消費を低減するために、前記第１のＤＣ／ＤＣ変換手段
の動作を停止させて前記作像エンジンへの前記第１のレベルの電圧の供給を停止し、前記
第２のＤＣ／ＤＣ変換手段による前記作像エンジン制御手段への前記第２のレベルの電圧
の供給を一定時間継続させることを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　前記作像エンジン制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を検出した場
合に、処理中の画像情報およびジョブ情報を不揮発性メモリに退避させることを特徴とす
る請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記アクティブフィルタは、
　前記ＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧を全波整流波形に整流した後、前記コンデンサに
蓄積された電力に応じたＤＣ電圧を生成し、
　前記検出手段は、前記ＡＣ電源の全波整流波形を検出して前記ＡＣ電源の供給の切断を
検出することを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記アクティブフィルタの入力電流の波形が、入力電圧の波形と相似形となるように前
記アクティブフィルタを制御するアクティブフィルタ制御手段を備えたことを特徴とする
請求項５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】
　本発明は電源制御装置および画像形成装置に関し、特に停電時や誤ってＡＣ電源がオフ
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になったときでも処理中の情報を保護する電源制御装置および画像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、画像形成装置等においては停電時のバックアップのために各種の方法が使用され
ている。第１の方法としては、無停電電源（ＵＰＳ）を商用電源と併行して、停電時にバ
ックアップする方法がある。また、第２の方法としては、電源スイッチでＡＣ電源を切ら
ずに、電源スイッチのオン／オフ信号に基づいてリレーでＡＣ電源をオン／オフさせ、電
源スイッチの動作とリレーの動作タイミングに時間差を設けることで復帰のための処理を
行なう方法がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上述の第１の方法（無停電電源を使用する場合）では、動作中に電源ス
イッチをオフした場合には対応できないという問題がある。また、上述の第２の方法（電
源スイッチの動作とリレーの動作タイミングに時間差を設ける方法）においても、停電な
どでＡＣ電源そのものが停止した場合には対応できないという問題がある。さらに、ＡＣ
電源がオフとなる要因には、商用電源の瞬時停電、電源コードが誤って抜けた場合、操作
者が誤って動作中に電源スイッチをオフした場合などがある。これらの場合においては、
例えば、ハードディスクへのデータの書込中にＡＣ電源がオフとなった場合には、書込中
のデータが破壊される恐れがある。
【０００４】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、簡単かつ安価な構成で、ＡＣ電源が誤っ
てオフとされたり停電が発生した場合に、処理中の情報を保護することが可能な電源制御
装置および画像形成装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明は、ＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧をＤＣ電圧に
変換するアクティブフィルタと、前記アクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧を所定レ
ベルの電圧に変換して、負荷および当該負荷を制御する負荷制御手段に夫々供給するＤＣ
／ＤＣ変換手段と、前記ＤＣ／ＤＣ変換手段の動作を制御する電源制御手段と、前記ＡＣ
電源の供給の切断を検出する検出手段と、を備え、前記電源制御手段は、前記検出手段で
前記ＡＣ電源の供給の切断を検出した場合に、前記ＤＣ／ＤＣ変換手段による前記負荷制
御手段への電圧の供給を一定時間継続させるべく、前記ＤＣ／ＤＣ変換手段を制御するこ
とを特徴とする。
【０００６】
　上記発明によれば、アクティブフィルタはＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧をＤＣ電圧
に変換し、ＤＣ／ＤＣ変換手段はアクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧を所定レベル
の電圧に変換して、負荷および当該負荷を制御する負荷制御手段に夫々供給し、検出手段
はＡＣ電源の供給の切断を検出し、電源制御手段は検出手段でＡＣ電源の供給の切断を検
出した場合に、ＤＣ／ＤＣ変換手段による負荷制御手段への電圧の供給を一定時間継続さ
せるべく、ＤＣ／ＤＣ変換手段を制御することにより、ＡＣ電源の供給が切断された場合
においても、情報を処理する負荷制御手段に一定時間電圧を供給して、処理中の情報を保
護する。
【０００７】
　また、本発明は、前記ＤＣ／ＤＣ変換手段は、前記アクティブフィルタで変換されたＤ
Ｃ電圧を第１のレベルの電圧に変換して、前記負荷に供給する第１のＤＣ／ＤＣコンバー
タと、前記アクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧を前記第１のレベルより小の第２の
レベルの電圧に変換して、前記負荷制御手段に供給する第２のＤＣ／ＤＣコンバータと、
を含み、前記電源制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を検出した場合
に、前記記第２のＤＣ／ＤＣコンバータによる前記負荷制御手段への電圧の供給を一定時
間継続させるべく、前記第１のＤＣ／ＤＣコンバータの動作を停止させることを特徴とす
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る。
【０００８】
　上記発明によれば、第１のＤＣ／ＤＣコンバータは、アクティブフィルタで変換された
ＤＣ電圧を第１のレベルの電圧に変換して負荷に供給し、第２のＤＣ／ＤＣコンバータは
、アクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧を第１のレベルより小の第２のレベルの電圧
に変換して負荷制御手段に供給し、電源制御手段は、検出手段でＡＣ電源の供給の切断を
検出した場合に、第２のＤＣ／ＤＣコンバータによる負荷制御手段への電圧の供給を一定
時間継続させるべく、第１のＤＣ／ＤＣコンバータの動作を停止させることにより、アク
ティブフィルタのコンデンサに蓄積された電荷が第２のＤＣ／ＤＣコンバータだけで消費
されるようにして、負荷制御手段への電圧の供給を一定時間継続させる。
【０００９】
　また、本発明は、前記負荷制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を検
出した場合に、動作中のジョブの情報を不揮発性メモリに退避させることを特徴とする。
上記発明によれば、負荷制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を検出し
た場合に、処理中のジョブの情報を不揮発性メモリに退避させることにより、処理中のジ
ョブの情報を保護して、動作を復帰できるようにする。
【００１０】
　また、本発明は、前記アクティブフィルタは、前記ＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧を
全波整流波形に整流した後、前記ＤＣ電圧を生成し、前記検出手段は、前記ＡＣ電源の全
波整流波形を検出して前記ＡＣ電源の供給の切断を検出することを特徴とする。上記発明
によれば、検出手段は、ＡＣ電源の全波整流波形を検出してＡＣ電源の供給の切断を検出
することにより、簡単かつ高精度にＡＣ電源の切断を検出する。
【００１１】
　また、本発明は、前記アクティブフィルタの入力電流の波形が、入力電圧の波形と相似
形となるように前記アクティブフィルタを制御するアクティブフィルタ制御手段を備えた
ことを特徴とする。上記発明によれば、アクティブフィルタ制御手段は、アクティブフィ
ルタの入力電流の波形が、入力電圧の波形と相似形となるようにアクティブフィルタを制
御して、入力電流を安定させる。
【００１２】
　また、本発明は、画像情報をレーザ光で感光体に照射して当該感光体上に形成された静
電潜像にトナー像を形成し、形成したトナー像を転写紙に転写する作像エンジンと、前記
作像エンジンを制御する作像エンジン制御手段と、ＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧をＤ
Ｃ電圧に変換するアクティブフィルタと、前記アクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧
を所定レベルの電圧に変換して、前記作像エンジンおよび前記作像エンジン制御手段に夫
々供給するＤＣ／ＤＣ変換手段と、前記ＤＣ／ＤＣ変換手段の動作を制御する電源制御手
段と、前記ＡＣ電源の供給の切断を検出する検出手段と、を備え、前記電源制御手段は、
前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を検出した場合に、前記ＤＣ／ＤＣ変換手段に
よる前記作像エンジン制御手段への電圧の供給を一定時間継続させるべく、前記ＤＣ／Ｄ
Ｃ変換手段を制御することを特徴とする。
【００１３】
　上記発明によれば、作像エンジンは画像情報をレーザ光で感光体に照射し、感光体上に
形成された静電潜像にトナーを付与したトナー像を転写紙に転写し、作像エンジン制御手
段は作像エンジンを制御し、アクティブフィルタはＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧をＤ
Ｃ電圧に変換し、ＤＣ／ＤＣ変換手段はアクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧を所定
レベルの電圧に変換して、作像エンジンおよび作像エンジン制御手段に夫々供給し、検出
手段はＡＣ電源の供給の切断を検出し、電源制御手段は、ＤＣ／ＤＣ変換手段の動作を制
御するとともに、検出手段でＡＣ電源の供給の切断を検出した場合に、ＤＣ／ＤＣ変換手
段による作像エンジン制御手段への電圧の供給を一定時間継続させるべく、ＤＣ／ＤＣ変
換手段を制御することにより、ＡＣ電源の供給が切断された場合においても、情報を処理
する負荷制御手段に一定時間電圧を供給して、処理中の情報を保護する。
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【００１４】
　また、本発明は、前記ＤＣ／ＤＣ変換手段は、前記アクティブフィルタで変換されたＤ
Ｃ電圧を第１のレベルの電圧に変換して、前記作像エンジンに供給する第１のＤＣ／ＤＣ
コンバータと、前記アクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧を前記第１のレベルより小
の第２のレベルの電圧に変換して、前記作像エンジン制御手段に供給する第２のＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータと、を含み、前記電源制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切
断を検出した場合に、前記第２のＤＣ／ＤＣコンバータによる前記作像エンジン制御手段
への電圧の供給を一定時間継続させるべく、前記第１のＤＣ／ＤＣコンバータの動作を停
止させることを特徴とする。
【００１５】
　上記発明によれば、第１のＤＣ／ＤＣコンバータは、アクティブフィルタで変換された
ＤＣ電圧を第１のレベルの電圧に変換して作像エンジンに供給し、第２のＤＣ／ＤＣコン
バータは、アクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧を第１のレベルより小の第２のレベ
ルの電圧に変換して作像エンジン制御手段に供給し、電源制御手段は、検出手段で前記Ａ
Ｃ電源の供給の切断を検出した場合に、第２のＤＣ／ＤＣコンバータによる作像エンジン
制御手段への電圧の供給を一定時間継続させるべく、第１のＤＣ／ＤＣコンバータの動作
を停止させることにより、アクティブフィルタのコンデンサに蓄積された電荷が第２のＤ
Ｃ／ＤＣコンバータだけで消費されるようにして、作像エンジン制御手段への電圧の供給
を一定時間継続させる。
【００１６】
　本発明は、前記作像エンジン制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を
検出した場合に、作成中の画像情報およびジョブ情報を不揮発性メモリに退避させること
を特徴とする。上記発明によれば、負荷制御手段は、前記検出手段で前記ＡＣ電源の供給
の切断を検出した場合に、作成中の画像情報およびジョブ情報を不揮発性メモリに退避さ
せることにより、処理中の画像情報およびジョブ情報を保護して、動作を復帰できるよう
にする。
【００１７】
　また、本発明は、前記アクティブフィルタは、前記ＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧を
全波整流波形に整流した後、前記ＤＣ電圧を生成し、前記検出手段は、前記ＡＣ電源の全
波整流波形を検出して前記ＡＣ電源の供給の切断を検出することを特徴とする。上記発明
によれば、検出手段は、ＡＣ電源の全波整流波形を検出してＡＣ電源の供給の切断を検出
することにより、簡単かつ高精度にＡＣ電源の切断を検出する。
【００１８】
　また、本発明は、前記アクティブフィルタの入力電流の波形が、入力電圧の波形と相似
形となるように前記アクティブフィルタを制御するアクティブフィルタ制御手段を備えた
ことを特徴とする。上記発明によれば、アクティブフィルタ制御手段は、アクティブフィ
ルタの入力電流の波形が、入力電圧の波形と相似形となるようにアクティブフィルタを制
御して、入力電流を安定させる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して、本発明の電源制御装置および本発明の電源制御装置を適用した
画像形成装置の好適な実施の形態を、（実施の形態１）、（実施の形態２）の順に詳細に
説明する。
【００２０】
（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１にかかる画像形成装置の外観構成を示す図である。同図において
、１は画像形成装置を示しており、画像形成装置１は、自動原稿送り装置ＡＤＦ２、プリ
ント部数などのジョブ情報を入力する操作部３、原稿を読み取り画像情報に変換してプリ
ンタ５に出力するスキャナ４、スキャナ４から入力される原稿の画像情報を画像形成して
用紙にプリントする作像エンジン部であるプリンタ５、プリントされた用紙のステープル
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などを行うフィニッシャー６、プリンタ５からフィニッシャー６へ用紙を搬送する中継ユ
ニット７、１ピン排紙トレイ８、両面ドライブユニット９、および大容量排紙給紙トレイ
１０等から構成されている。
【００２１】
　図２は、図１の画像形成装置１の制御系の構成を示す図である。同図において、１３は
画像形成装置１の各部に電源を供給するためのスイッチング電源、１７はスイッチング電
源１３を制御する電源制御手段、１８は画像形成装置全体の制御を行うエンジン制御手段
、１９は用紙へのプリントを行う作像エンジンを示している。電源制御手段１７は、ＲＯ
Ｍに格納されたプログラムを実行するマイクロプロセッサ、マイクロプロセッサを動作さ
せるためのプログラムを格納したＲＯＭ、マイクロプロセッサのワークエリアとして使用
されるＲＡＭ、Ａ／Ｄ変換器、およびＤ／Ａ変換器等で構成されている。
【００２２】
　エンジン制御手段１８は、操作部３から入力されるプリンタ部数などのジョブ情報を処
理する操作制御部１０１、Ｉ／Ｏ制御部１０２、紙原稿の読み込みや画像情報の加工およ
び画像情報の作像エンジン１９への書き込みを行うスキャナ書込制御部１０３、電源が切
れた状態でもデータを保持する、例えば不揮発性ＲＡＭやハードディスクで構成される不
揮発性メモリ１０４、および上記の各制御部を画像形成装置としてシステム的に制御する
メイン制御部１０５で構成されている。
【００２３】
　エンジン制御手段１８のメイン制御部１０５では、スイッチング電源１３にＡＣ電源の
供給が停止したことを検出すると、主に作像エンジン１９のメカ系を駆動する第１のＤＣ
／ＤＣコンバータ（パワー電源系）１５をオフする指令（ＡＣ電源オフ信号）を電源制御
手段１７へ発行するとともに、処理中のジョブ情報および画像情報を不揮発性メモリ１０
４に退避させる。
【００２４】
　図３は、図１の画像形成装置の電源制御系の構成を示す図である。図３において、図１
と同等機能を有する部位には同一符号を付している。同図において、１１は、ＡＣ電圧を
スイッチング電源１３に供給するＡＣ電源（商用電源）、１２は、ＡＣ電源１１からスイ
ッチング電源１３に供給されるＡＣ電圧のＯＮ／ＯＦＦを行う主電源スイッチを示してい
る。
【００２５】
　上記スイッチング電源１３は、ＡＣ電源１１から供給されるＡＣ電圧を所定レベルのＤ
Ｃ電圧に変換した後、作像エンジン１９およびエンジン制御手段１８に出力する。電源制
御手段１７は、スイッチング電源１３を制御する。エンジン制御手段１８は、作像エンジ
ン１９に駆動電圧を供給して制御する。
【００２６】
　スイッチング電源１３は、ＡＣ電源１１から供給されるＡＣ電圧をＤＣ電圧に変換して
、第１のＤＣ／ＤＣコンバータ（パワー電源系）１５および第２のＤＣ／ＤＣコンバータ
（ソフト電源系）１６に出力（Ａ／Ｆｏｕｔ）するアクティブフィルタ１４と、電源制御
手段１７から入力される制御信号に基づき、アクティブフィルタ１４から入力されるＤＣ
電圧をＤＣ／ＤＣ変換して画像形成装置１００の作像エンジン１９に出力（Ｖｏｕｔ１）
する第１のＤＣ／ＤＣコンバータ（パワー電源系）１５と、電源制御手段１７から入力さ
れる制御信号に基づき、アクティブフィルタ１４から入力されるＤＣ電圧をＤＣ／ＤＣ変
換してエンジン制御手段１８に出力（Ｖｏｕｔ２）する第２（パワー系）のＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１６で構成されている。
【００２７】
　第１のＤＣ／ＤＣコンバータ（パワー電源系）１５は、ドライブ回路（ＤＲＡＩＶＥ１
１）およびＦＥＴ１１からなるスイッチング回路４１と、トランスＴ１１と、ダイオード
Ｄ１１、トランジスタＣ１１、およびコイルＣＨ１１からなる整流平滑回路４３と、電圧
検出手段（ＶＳＥＮ１１）とで構成されている。
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【００２８】
　第２のＤＣ／ＤＣコンバータ（ソフト電源系）１６は、ドライブ回路（ＤＲＡＩＶＥ２
１）およびＦＥＴ２１からなるスイッチング回路５１と、トランスＴ２１と、ダイオード
Ｄ２１、トランジスタＣ２１、およびコイルＣＨ２１からなる整流平滑回路５３と、電圧
検出手段（ＶＳＥＮ２１）とで構成されている。
【００２９】
　つぎに、スイッチング電源１３の動作を説明する。主電源スイッチ１２がオンされると
、ＡＣ電源１１からＡＣ電圧がスイッチング電源１３のアクティブフィルタ１４にＡＣ電
圧が供給される。アクティブフィルタ１４では、まず、ＡＣ電源１１から入力されるＡＣ
電圧はダイオードブリッジ２０により整流され、全波整流波形の電圧が生成される。この
全波整流波形の電圧（ＡＣＳ）は、ダイオード２１、抵抗２２、コンデンサ２３、および
リレー２４のコイルからなる起動回路に入力すると共に、インダクタンス２５とＡ／Ｆ（
アクティブフィルタ）制御手段２６、およびエンジン制御手段１８のＡＣ電圧検知端子に
入力する。これにより、電源制御手段１７、第１および第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１５
，１６、ならびにアクティブフィルタ１４が起動する。アクティブフィルタ１４では、イ
ンダクタンスに流れる入力電流がＡＣ電源１１の全波整流波形と相似な正弦波となるよう
に制御される。
【００３０】
　つぎに、上記アクティブフィルタ１４の動作を図３および図４を参照して説明する。図
４は、図３のＡ／Ｆ制御手段２６の構成を示す図である。Ａ／Ｆ制御手段２６は、乗算器
２０１、電圧エラーアンプ（Ｖａｍｐ）２０３、電流エラーアンプ（Ｉａｍｐ）２０４、
ＰＷＭコンパレータ（ＣＯＭＰ）２０６、および発振器２０７から構成されている。
【００３１】
　図４において、乗算器２０１は、一方の入力端子にＡＣ電源１２の全波整流波形の電圧
（ＡＣＳ）が入力され、他方の入力端子に電圧検出手段（ＶＳＥＮ１）２０２で検出した
出力電圧（Ｖｓ）が電圧エラーアンプ（Ｖａｍｐ）２０３を介して入力され、両者を乗算
して両者の積に比例した電圧（この電圧は全波整流波形となる）を電流エラーアンプ（Ｉ
ａｍｐ）２０４の一方の入力端子に出力する。電流エラーアンプ（Ｉａｍｐ）２０４の他
方の入力端子には、電流検出手段（ＩＳＥＮ１）２０５で検出したアクティブフィルタ１
４の入力電流（Ｉｓ）が入力される。
【００３２】
　電流エラーアンプ２０４は、乗算器の出力（全波整流波形の電圧）と入力電流との差信
号を次段のＰＷＭコンパレータ（ＣＯＭＰ）２０６の一方の入力端子に出力する。このＰ
ＷＭコンパレータ（ＣＯＭＰ）２０６の他方の入力端子には、発振器２０７から三角波が
入力される。ＰＷＭコンパレータ（ＣＯＭＰ）２０６は、電流エラーアンプ（Ｉａｍｐ）
２０４から入力される差信号と発振器２０７から入力される三角波との比較を行い比較信
号をＰＷＭ信号（ＦＥＴ駆動信号）としてスイッチング素子２７に出力する。このＰＷＭ
信号は、電流エラーアンプ（Ｉａｍｐ）２０４の出力が大きいほど、すなわち、全波整流
波形に比べて入力電流が小さいほど、パルス幅が大きくなるように制御される。
【００３３】
　これにより、アクティブフィルタ１４のインダクタンスに流れる入力電流はＡＣ電源の
全波整流波形に相似な波形になるように制御される。図５は、アクティブフィルタ１４に
入力される入力電流／入力電圧の波形を示す図、図６は、アクティブフィルタ１４で整流
後の入力電流／入力電圧の波形を示す図である。
【００３４】
　図５および図６において、実線は電圧の波形、一点鎖線は本発明の入力電流（アクティ
ブフィルタがある場合）、点線は従来の入力電流を示している。従来（アクティブフィル
タ無し）においては、図５および図６に示すように、コンバータへは電源電圧の電圧が高
い期間のみ入力電流が流れるピーク整流波形であるが、本発明においては、入力電流を入
力電圧の波形と相似な波形にすることができる。
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【００３５】
　また、アクティブフィルタ１４の出力電圧（Ａ／Ｆｏｕｔ）は一定の電圧に制御される
。アクティブフィルタ１４で検出した全波整流波形の電圧（ＡＣＳ）はエンジン制御手段
１８にも入力され、エンジン制御手段１８は、ＡＣ電源の供給の有無に応じた制御を行っ
ている。エンジン制御手段１８は、作像エンジン１９が動作中に、誤って主電源スイッチ
１２がオフされた場合や停電になった場合に対応するために、ＡＣ電源１１の供給の切断
を検出した場合には、処理中のデータ等を保存する処理を行っている。
【００３６】
　次に、電源制御手段１７および第１、第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１５，１６の動作に
ついて説明する。第１および第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１５，１６の入力には、アクテ
ィブフィルタ１４の出力（ＡＦｏｕｔ）が供給される。
【００３７】
　第１のコンバータＤＣ／ＤＣ１５は、パワー系の直流電源、具体的には２４ＶのＤＣ電
圧（Ｖｏｕｔ１）を生成して作像エンジン１９に供給する。第２のコンバータＤＣ／ＤＣ
１６は、制御系の直流電源、具体的には５ＶのＤＣ電圧を生成してエンジン制御手段１８
に供給する。
【００３８】
　主電源スイッチ１２がオンされると、ダイオードブリッジ２０から起動回路のダイオー
ド２１および抵抗２２を介してリレー２４のコイルに電流が流れ、電源制御手段１７に接
続されたリレー（ＲＡ１）の接点がオンする。これにより、電源制御手段１７の電源端子
（ＶＣＣ）にバッテリー（Ｂ１）からダイオード（Ｄ１）を介して電圧が供給され、電源
制御手段１７が起動する。
【００３９】
　電源制御手段１７が起動すると、電源制御手段１７は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１６を起
動するための制御を開始する。ＤＣ／ＤＣコンバータ１６が起動すると、出力端子（Ｖｏ
ｕｔ２）から直流電源がエンジン制御手段１８に供給され、エンジン制御手段１８が起動
する。次に、電源制御手段１７は、パワー系の直流電源を生成しているＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１５を起動する。
【００４０】
　ここで、電源制御手段１７によるＤＣ／ＤＣコンバータ１５，１６の制御を図７～図１
０を参照して説明する。図７は電源制御手段１７および第１のＤＣ／ＤＣコンバータ１５
の制御ループを示す図、図８はＰＷＭ信号の波形を示す図、図９はＰＷＭ信号特性を示す
特性図、図１０は電圧制御手段１７の定電圧制御の動作を説明するためのフローチャート
を示している。電源制御手段１７による第１および第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１５、１
６の制御は、目標値が異なる以外は同様の制御を行うものであるため、ここでは、第１の
ＤＣ／ＤＣコンバータ１５の制御についてのみ説明する。
【００４１】
　図７において、スイッチング回路４１は、アクティブフィルタ１４からの出力（ＡＦｏ
ｕｔ）を、電源制御手段１７から入力されるＰＷＭ信号（約１００ＫＨｚ）でスイッチン
グしてトランスＴ１１を駆動する。整流平滑回路４３は、トランスＴ１１の出力を整流お
よび平滑化してＤＣ出力（Ｖｏｕｔ１）として作像エンジン１９（負荷）に供給する。ま
た、整流平滑回路４３は、電圧検知手段（ＶＳＥＮ１１）で検出した検出電圧を、電源制
御手段１７にフィードバックする。電源制御手段１７は、電圧検知手段（ＶＳＥＮ１１）
から入力される検出電圧が所定値になるように、ＰＷＭ信号を生成してスイッチング回路
４１に出力してフィードバック制御を行い、これにより、第１のＤＣ／ＤＣコンバータ１
５の出力を安定化（定電圧制御）させている。
【００４２】
　図８は、電源制御手段１７から出力されるＰＷＭ信号の波形の一例を示す図である。電
源制御手段１７は、ＰＷＭ信号の周期Ｔ０を固定とし、パルス幅Ｔ１を電圧検知手段（Ｖ
ＳＥＮ１１）から入力される検出電圧に応じて変更している。ここで、周期Ｔ０に対する
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パルス幅Ｔ１の比率を「デューティー」と称し、ＰＷＭ信号のデューティーと第１のＤＣ
／ＤＣコンバータ１５の出力の関係をＰＷＭ特性と称する。図６は、ＰＷＭ特性を示す特
性図である。同図において、横軸はデューティー、縦軸はＤＣ／ＤＣコンバータの出力を
示している。電源制御手段１７は、図６に示すように、ＤＣ／ＤＣコンバータの出力に比
例させてデューティーを変更する。
【００４３】
　次に、電源制御手段１７による第１のＤＣ／ＤＣコンバータ１５の定電圧制御を図１０
のフローチャートを参照して説明する。図１０は、電源制御手段１７によるＤＣ／ＤＣコ
ンバータの定電圧制御を説明するためのフローチャートを示している。電源制御手段１７
は、定電圧制御をソフト的処理により実行しており、所定の周期、具体的には１ｍｓ毎に
実行している。
【００４４】
　図７において、電源制御手段１７は、まず、電圧検出手段（ＶＳＥＮ１）で検出される
検出電圧を内部のＡ／Ｄ変換器によりＡ／Ｄ変換してデジタル値（検出値）として取り込
む（ステップＳ２０１）。電源制御手段１７は、検出値が所定範囲内であるか否かを判定
する（ステップＳ２０２）。この判定の結果、電源制御手段１７は、検出値が所定範囲内
でない場合（ステップＳ２０２で「Ｎ」）、すなわち、異常の場合には、ＰＷＭ信号のデ
ューティーを最小値に決定し（ステップＳ２０３）、ステップＳ２０７に移行する。
【００４５】
　他方、電源制御手段１７は、検出値が所定範囲内である場合（ステップＳ２０２で「Ｙ
」）、すなわち、正常な場合には、比例演算を行なってＰＷＭ信号のデューティーを決定
する（ステップＳ２０４）。具体的には、かかる比例演算では、出力の設定値、具体的に
は２４Ｖを目標値として目標値と現状の出力値との差分に応じてデューティーを増減する
。なお、第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１６の場合には目標値を５Ｖとする。
【００４６】
　つづいて、電源制御手段１７は、上記ステップＳ２０４で決定したデューティーが、所
定範囲内（具体的には７０％以内）であるか否かを判定する（ステップＳ２０５）。この
判定の結果、電源制御手段１７は、決定したデューティーが所定範囲内である場合（ステ
ップＳ２０５で「Ｙ」）には、ステップＳ２０７に移行する一方、決定したデューティー
が所定範囲内でない場合（ステップＳ２０５で「Ｎ」）には、所定範囲の最大値（具体的
には７０％）をＰＷＭ信号のデューティーに決定し（ステップＳ２０６）、ステップＳ２
０７に移行する。
【００４７】
　ステップＳ２０７では、電源制御手段１７は、決定したデューティーのＰＷＭ信号を生
成して、第１のＤＣ／ＤＣコンバータ１５のスイッチング回路４１に出力する（ステッＳ
２０７）。
【００４８】
　つぎに、エンジン制御手段１８の処理を図１１のフローチャートに従って、図１２を参
照して説明する。図１１はエンジン制御手段１８の処理を説明するためのフローチャート
を示している。図１２は、ＡＣ電源のＯＦＦの検出および第２のＤＣ／ＤＣコンバータ（
ソフト電源系）１６の出力電圧を説明するための波形図である。同図において、（ａ）は
ＡＣ電源１１の検出電圧、（ｂ）はＡＣオフ電源ＯＦＦ情報の発行タイミング、（ｃ）は
ＤＣ／ＤＣコンバータ（ソフト電源系）１５の出力電圧（制御系出力電圧）を示している
。
【００４９】
　図１１において、まず、エンジン制御手段１８は、作像エンジン１９が処理中か否かを
判断し、処理中でない場合には（ステップＳ１０１で「Ｎ」）、当該フローを終了する一
方、処理中である場合には（ステップＳ１０１で「Ｙ」）、ＡＣ電源が２０ｍｓ以上オフ
となったか否かを判断する（ステップＳ１０２）。
【００５０】
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　この判断の結果、作像エンジン制御手段１８は、ＡＣ電源が２０ｍｓ以上オフとなって
いない場合には（ステップＳ１０２で「Ｎ」）、当該フローを終了する一方、ＡＣ電源が
２０ｍｓ以上オフとなった場合には（ステップＳ１０２で「Ｙ」）、図１２（ａ）、（ｂ
）に示すタイミングで、ＡＣ電源１１がオフとなったことを示す「ＡＣオフ情報」を不揮
発メモリ１０４に記憶する（ステップＳ１０３）。
【００５１】
　なお、ＡＣ電源１１のオフを判定する検知時間は、ＡＣ電源１１の周波数５０Ｈｚにお
ける一周期の時間２０ｍｓに設定している。これは、ＡＣ電源として使われる一般的な商
用電源では、半周期（１０ｍｓ）以下の瞬時停電が発生することが知られているため、通
常のスイッチング電源においては少なくとも１０ｍｓまでのＡＣ電源オフに対しては、出
力を供給し続けることができるように構成されている。本実施の形態では、ＡＣ電源オフ
時の出力供給時間を延ばすように、アクティブフィルタ１４およびＤＣ／ＤＣコンバータ
を構成しているが、その対応している時間をより長くするために、一般的な瞬時停電を越
えると判断される一周期２０ｍｓ以上のＡＣ電源オフ時が続いた場合にＡＣオフ情報を設
定するようにしている。
【００５２】
　次に、エンジン制御手段１８は、電源制御手段１７に通信端子（Ｓ１）を介して第１の
ＤＣ／ＤＣコンバータ（パワー電源系）１５の出力をオフさせるＡＣ電源オフ信号を送信
する。電源制御手段１７では、ＡＣ電源オフ信号を受信すると、第１のＤＣ／ＤＣコンバ
ータ（パワー電源系）１５へのＰＷＭ信号（ＰＷＭ１）の出力を停止して、第１のＤＣ／
ＤＣコンバータ（パワー電源系）１５をオフさせる（ステップＳ１０４）。これにより、
ＡＣ電源１１がオフとなってから、エンジン制御手段１８に電圧を供給している第２（制
御系）のＤＣ／ＤＣコンバータ１６の出力がオフとなるまでの時間が長くなるようにして
いる。
【００５３】
　具体的には、作像エンジン１００の機械部品を駆動するために使われる第１のＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ（パワー電源系）１５の出力をオフすることにより、アクティブフィルタ１
４の負荷電流を少なくして出力コンデンサＣ１に充電されている電荷の放電時間を延ばす
ようにしている。これにより、出力コンデンサＣ１の電荷が動作下限にまで垂下する時間
が長くなり、図１２（ｃ）に示すように、ＡＣ電源１１のＯＦＦから約１分後に第２のＤ
Ｃ／ＤＣコンバータ（ソフト電源系）１５がＯＦＦとなるようにしている。
【００５４】
　つづいて、エンジン制御手段１８は、作像エンジン１９で処理中のプリント部数、およ
び両面／片面印刷等のジョブ情報を不揮発メモリ１０４に退避する（ステップＳ１０５）
。さらに、エンジン制御手段１８は、処理中の画像情報を不揮発メモリ１０４に退避する
（ステップＳ１０６）。
【００５５】
　この後、エンジン制御手段１８は、再びＡＣ電源１１がオンされた場合に、前の処理中
にＡＣ電源１１がオフなったことを不図示の表示部に表示し、さらに、中断された処理の
復帰指示があった場合には不揮発性メモリ１０４に退避してある情報を表示する。
【００５６】
　以上説明したように、実施の形態１によれば、アクティブフィルタ１４はＡＣ電源から
供給されるＡＣ電圧をＤＣ電圧に変換し、第１のＤＣ／ＤＣコンバータ１５は、アクティ
ブフィルタ１４から入力されるＤＣ電圧を第１のレベル（２４Ｖ）の電圧に変換して、作
像エンジン１９に供給し、第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１５は、アクティブフィルタ１４
から入力されるＤＣ電圧を第２のレベル（５Ｖ）の電圧に変換してエンジン制御手段５に
供給し、エンジン制御手段１８は、作像エンジン１９を制御するとともに、ＡＣ電源の供
給の切断を検出した場合には、ＡＣ電源オフ信号を電源制御手段１７に送信するとともに
、処理中の画像情報やジョブ情報を不揮発性メモリ１０４に退避させ、電源制御手段１７
は、ＡＣ電源オフ信号を受信した場合に、第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１６によるエンジ
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ン制御手段１７の電圧の供給を一定時間継続させるべく、第１のＤＣ／ＤＣコンバータ１
５をＯＦＦさせることとしたので、簡単かつ安価な構成で、ＡＣ電源が誤ってオフとなっ
たり、停電が発生した場合に、処理中の画像情報やジョブ情報を保護でき、復帰処理が容
易となる。
【００５７】
（実施の形態２）
　図１３～図１５を参照して、実施の形態２にかかる画像形成装置を説明する。実施の形
態２にかかる画像形成装置の外観構成は実施の形態１（図１）と同様であるのでその説明
は省略する。図１３は、実施の形態２にかかる画像形成装置の電源制御系の構成を示す図
である。図１３において、図３と同等機能を有する部位には同一符号を付している。
【００５８】
　図１３の構成において、図３（実施の形態１）と異なる点は、電源制御手段１７の機能
を拡張した点であり、電源制御手段１７は、アクティブフィルタ１４の制御を行うととも
に、ＡＣ電源１１の切断の有無の検知を行う。
【００５９】
　図３において、スイッチング電源１３は、アクティブフィルタ１４と、第１および第２
のＤＣ／ＤＣコンバータ１５，１６とで構成されている。スイッチング電源１３には、Ａ
Ｃ電源１１から主電源スイッチ１２を介してＡＣ電源が供給される。第１のＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１５の出力が負荷である作像エンジン１９に供給され、第２のＤＣ／ＤＣコンバ
ータ１６の出力がエンジン制御手段１８に供給される。電源制御手段１７は、アクティブ
フィルタ１４と、第１および第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１５，１６を制御する。
【００６０】
　このような構成で、主電源スイッチ１２がオンされると、ＡＣ電源１１からスイッチン
グ電源１３にＡＣ電源が供給される。スイッチング電源１３では、アクティブフィルタ１
４のダイオードブリッジ２０から全波整流波形の電圧が出力される。この全波整流波形電
圧がダイオード２１、抵抗２２、コンデンサ２３、リレー２４のコイルからなる起動回路
に入力し、リレー２４の接点がオンする。これにより、電源制御手段１７の電源端子（Ｖ
ＣＣ）にバッテリー（Ｂ１）からダイオード（Ｄ１）を介して電圧が供給され、電源制御
手段１７が起動する。
【００６１】
　電源制御手段１７が起動されると、電源制御手段１７は、第１のＤＣ／ＤＣコンバータ
１５を起動するための制御を開始する。第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１６が起動すると、
出力端子（Ｖｏｕｔ２）から直流電源がエンジン制御手段１８に供給され、エンジン制御
手段１８が起動する。
【００６２】
　次に、電源制御手段１７は、アクティブフィルタ１４とパワー系の直流電源を生成する
第１のＤＣ／ＤＣコンバータ１５を起動する。アクティブフィルタ１４では、実施の形態
１と同様に、入力電流がＡＣ電源の波形と相似な正弦波となるように制御するものである
が、実施の形態２では、アクティブフィルタ１４を電源制御手段１７によってソフト的な
処理で制御している。
【００６３】
　電源制御手段１７におけるアクティブフィルタ１４の制御を図１４を参照して説明する
。図１４は、電源制御手段１７におけるアクティブフィルタ１４の制御（Ａ／Ｆ制御）を
説明するためのフローチャートである。
【００６４】
　図１４において、まず、電源制御手段１７は、電圧検出手段（ＶＳＥＮ１）で検出され
る出力電圧（ＶＳ）を内部のＡ／Ｄ変換手段２８で取り込み、Ａ／Ｄ変換してデジタル値
（検出値）として検出する（ステップＳ３０１）。電源制御手段１７は、予め設定してあ
る目標値と出力電圧（ＶＳ）の差分演算（目標値－ＶＳ＝Ｖｄｃ）を行う（ステップＳ３
０２）。つぎに、電源制御手段１７は、ＡＣ電源１１の全波整流波形の瞬時電圧（ＳＡＣ



(12) JP 4080764 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

）を内部のＡ／Ｄ変換手段２８でデジタル値として検出し（ステップＳ３０３）、電流検
出手段（ＩＳＥＮ１）で検出される入力電流（ＳＩ）を内部のＡ／Ｄ変換手段２８でデジ
タル値として検出する（ステップＳ３０４）。
【００６５】
　電源制御手段１７は、全波整流波形の瞬時電圧（ＳＡＣ）と差分Ｖｄｃの乗算（ＳＡＣ
＊Ｖｄｃ＝Ｖｍｐ）を行う（ステップＳ３０５）。そして、電源制御手段１７は、入力電
流（ＳＩ）を入力電圧（ＡＣ電源１１の全波整流波形の電圧）と相似な波形とするために
、乗算結果（Ｖｍｐ）と入力電流（ＳＩ）の差分演算（Ｖｍｐ－ＳＩ＝Ｋ）を行う（ステ
ップＳ３０６）。
【００６６】
　さらに、電源制御手段１７は、現状のＰＷＭ信号のパルス幅ＰＷＭｎに、差分Ｋに定数
Ｇを乗算した値を加算する演算（ＰＷＭｎ＋Ｋ＊Ｇ＝ＰＷＭｎ）を行って、演算結果を新
たなパルス幅ＰＷＭｎとし（ステップＳ３０７）、新たなパルス幅ＰＷＭｎのＰＷＭ信号
（ＰＷＭ３）を生成して、アクティブフィルタ１４のドライブ回路（ＤＲＩＶ１）に出力
する（ステップＳ３０８）。ドライブ回路（ＤＲＩＶ１）は、電源制御手段１７から入力
されるＰＷＭ信号（ＰＷＭ３）でトランジスタ２７をスイッチングする。この一連の処理
を繰り返す（例えば１００μｓ周期）ことで、アクティブフィルタ１４の入力電流をＡＣ
電源１１の全波整流波形の正弦波と相似な波形となるように制御している。
【００６７】
　つぎに、電源制御手段１７によるＡＣ電源１１の切断の有無の検知動作を図１５のフロ
ーチャートを参照して説明する。図１５は、電源制御手段１７によるＡＣ電源１１の切断
の有無の検知動作を説明するためのフローチャートを示している。
【００６８】
　図１５において、電源制御手段１７は、上述したＡ／Ｆ制御で検出した全波整流波形の
瞬時電圧（ＳＡＣ）の検出データを読込み（ステップＳ４０１）、２０ｍｓ以上オフ（所
定電圧以下か判断。例１０Ｖ以下が連続しているか）であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ４０２）。この判定の結果、電源制御手段１７は、２０ｍｓ以上オフでない場合（ステ
ップＳ４０２の「Ｎ」）には、当該フローを終了する一方、２０ｍｓ以上オフの場合（ス
テップＳ４０２の「Ｙ」）には、ＡＣ電源オフ信号を通信端子（Ｓ１）を介してエンジン
制御手段１７に送信する（ステップＳ４０３）。つぎに、電源制御手段１７は、第１のＤ
Ｃ／ＤＣコンバータ（パワー電源系）１５へのＰＷＭ信号（ＰＷＭ１）の出力を停止して
、第１のＤＣ／ＤＣコンバータ（パワー電源系）１５の動作をオフさせる（ステップＳ４
０４）。
【００６９】
　他方、エンジン制御手段１８は、電源制御手段１７からＡＣ電源オフ信号を受信すると
、実施の形態１と同様に、処理中のジョブ情報や画像情報を不揮発メモリ１０４に退避さ
せる。
【００７０】
　以上説明したように、実施の形態２によれば、アクティブフィルタ１４はＡＣ電源から
供給されるＡＣ電圧をＤＣ電圧に変換し、第１のＤＣ／ＤＣコンバータ１５は、アクティ
ブフィルタ１４から入力されるＤＣ電圧を第１のレベル（２４Ｖ）の電圧に変換して、作
像エンジン１９に供給し、第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１５は、アクティブフィルタ１４
から入力されるＤＣ電圧を第２のレベル（５Ｖ）の電圧に変換してエンジン制御手段１８
に供給し、電源制御手段１７は、ＡＣ電源１１の切断を検出した場合には、ＡＣ電源オフ
信号をエンジン制御手段１８に送信するとともに、第２のＤＣ／ＤＣコンバータ１６によ
るエンジン制御手段１８の電圧の供給を一定時間継続させるべく、第１のＤＣ／ＤＣコン
バータ１５の動作をＯＦＦさせ、エンジン制御手段１８は、ＡＣ電源オフ信号を受信した
場合に、処理中の画像情報やジョブ情報を不揮発性メモリ１０４に退避させることとした
ので、簡単かつ安価な構成で、ＡＣ電源が誤ってオフとなったり、停電が発生した場合に
、処理中の画像情報やジョブ情報を保護でき、復帰処理が容易となる。
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【００７１】
　なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、発明の要旨を変更しない範
囲で適宜変形して実施可能である。
【００７２】
【発明の効果】
　本発明にかかる電源制御装置によれば、アクティブフィルタはＡＣ電源から供給される
ＡＣ電圧をＤＣ電圧に変換し、ＤＣ／ＤＣ変換手段はアクティブフィルタで変換されたＤ
Ｃ電圧を所定レベルの電圧に変換して、負荷および当該負荷を制御する負荷制御手段に夫
々供給し、検出手段はＡＣ電源の供給の切断を検出し、電源制御手段は検出手段でＡＣ電
源の供給の切断を検出した場合に、ＤＣ／ＤＣ変換手段による負荷制御手段への電圧の供
給を一定時間継続させるべく、ＤＣ／ＤＣ変換手段を制御することとしたので、ＡＣ電源
の供給が切断された場合においても、情報を処理する負荷制御手段に一定時間電圧を供給
して、処理中の情報を保護することができ、簡単かつ安価な構成で、ＡＣ電源が誤ってオ
フとされたり、停電が発生したときなどに処理中の情報を保護することが可能な電源制御
装置を提供することが可能となるという効果を奏する。
【００７３】
　また、本発明にかかる電源制御装置によれば、第１のＤＣ／ＤＣコンバータは、アクテ
ィブフィルタで変換されたＤＣ電圧を第１のレベルの電圧に変換して負荷に供給し、第２
のＤＣ／ＤＣコンバータは、アクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧を第１のレベルよ
り小の第２のレベルの電圧に変換して負荷制御手段に供給し、電源制御手段は、検出手段
でＡＣ電源の供給の切断を検出した場合に、第２のＤＣ／ＤＣコンバータによる負荷制御
手段への電圧の供給を一定時間継続させるべく、第１のＤＣ／ＤＣコンバータの動作を停
止させることとしたので、アクティブフィルタのコンデンサに蓄積された電荷が第２のＤ
Ｃ／ＤＣコンバータだけで消費されるようにして、負荷制御手段への電圧の供給を一定時
間継続させることができ、負荷制御手段の動作を一定時間確保することが可能な電源制御
装置を提供することが可能となるという効果を奏する。
【００７４】
　また、本発明にかかる電源制御装置によれば、負荷制御手段は、前記検出手段で前記Ａ
Ｃ電源の供給の切断を検出した場合に、動作中のジョブの情報を不揮発性メモリに退避さ
せることとしたので、処理中のジョブの情報を保護することができ、処理中の動作に容易
に復帰することが可能な電源制御装置を提供することが可能となるという効果を奏する。
【００７５】
　また、本発明にかかる電源制御装置によれば、検出手段は、ＡＣ電源の全波整流波形を
検出してＡＣ電源の供給の切断を検出することとしたので、簡単かつ高精度にＡＣ電源の
切断を検出することが可能な電源制御装置を提供することが可能となるという効果を奏す
る。
【００７６】
　また、本発明にかかる電源制御装置によれば、アクティブフィルタ制御手段は、アクテ
ィブフィルタの入力電流の波形が、入力電圧の波形と相似形となるようにアクティブフィ
ルタを制御することとしたので、入力電流を安定させることが可能な電源制御装置を提供
することが可能となるという効果を奏する。
【００７７】
　また、本発明にかかる画像形成装置によれば、作像エンジンは画像情報をレーザ光で感
光体に照射して当該感光体上に形成された静電潜像にトナー像を形成し、形成したトナー
像を転写紙に転写し、作像エンジン制御手段は作像エンジンを制御し、アクティブフィル
タはＡＣ電源から供給されるＡＣ電圧をＤＣ電圧に変換し、ＤＣ／ＤＣ変換手段はアクテ
ィブフィルタで変換されたＤＣ電圧を所定レベルの電圧に変換して、作像エンジンおよび
作像エンジン制御手段に夫々供給し、検出手段はＡＣ電源の供給の切断を検出し、電源制
御手段は、ＤＣ／ＤＣ変換手段の動作を制御するとともに、検出手段でＡＣ電源の供給の
切断を検出した場合に、ＤＣ／ＤＣ変換手段による作像エンジン制御手段への電圧の供給



(14) JP 4080764 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

を一定時間継続させるべく、ＤＣ／ＤＣ変換手段を制御することとしたので、ＡＣ電源の
供給が切断された場合においても、情報を処理する負荷制御手段に一定時間電圧を供給し
て、処理中の情報を保護することができ、簡単かつ安価な構成で、ＡＣ電源が誤ってオフ
とされたり、停電が発生したときなどに処理中の情報を保護することが可能な画像処理装
置を提供することが可能となるという効果を奏する。
【００７８】
　また、本発明にかかる画像形成装置によれば、第１のＤＣ／ＤＣコンバータは、アクテ
ィブフィルタで変換されたＤＣ電圧を第１のレベルの電圧に変換して作像エンジンに供給
し、第２のＤＣ／ＤＣコンバータは、アクティブフィルタで変換されたＤＣ電圧を第１の
レベルより小の第２のレベルの電圧に変換して作像エンジン制御手段に供給し、電源制御
手段は、検出手段で前記ＡＣ電源の供給の切断を検出した場合に、第２のＤＣ／ＤＣコン
バータによる作像エンジン制御手段への電圧の供給を一定時間継続させるべく、第１のＤ
Ｃ／ＤＣコンバータの動作を停止させることとしたので、アクティブフィルタのコンデン
サに蓄積された電荷が第２のＤＣ／ＤＣコンバータだけで消費されるようにして、作像エ
ンジン制御手段への電圧の供給を一定時間継続させることができ、負荷制御手段の動作を
一定時間確保することが可能な画像形成装置を提供することが可能となるという効果を奏
する。
【００７９】
　また、本発明にかかる画像形成装置によれば、作像エンジン制御手段は、前記検出手段
で前記ＡＣ電源の供給の切断を検出した場合に、作成中の画像情報およびジョブ情報を不
揮発性メモリに退避させることとしたので、処理中の画像情報およびジョブ情報を保護す
ることができ、処理中の動作に容易に復帰することが可能な画像形成装置を提供すること
が可能となるという効果を奏する。
【００８０】
　また、本発明にかかる画像形成装置によれば、検出手段は、ＡＣ電源の全波整流波形を
検出してＡＣ電源の供給の切断を検出することとしたので、簡単かつ高精度にＡＣ電源の
切断を検出することが可能な画像形成装置を提供することが可能となるという効果を奏す
る。
【００８１】
　また、本発明にかかる画像形成装置によれば、アクティブフィルタの入力電流の波形が
、入力電圧の波形と相似形となるようにアクティブフィルタを制御することとしたので、
入力電流を安定させることが可能な画像形成装置を提供することが可能となるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１にかかる画像形成装置の外観構成を示す図である。
【図２】　図１の画像形成装置１の制御系の構成を示す図である。
【図３】　図１の画像形成装置の電源制御系の構成を示す図である。
【図４】　図３のＡ／Ｆ制御手段の構成を示す図である。
【図５】　アクティブフィルタに入力される入力電流／入力電圧の波形を示す図である。
【図６】　アクティブフィルタで整流後の入力電流／入力電圧の波形を示す図である。
【図７】　電源制御手段および第１のＤＣ／ＤＣコンバータの制御ループを示す図である
。
【図８】　ＰＷＭ信号の波形を示す図である。
【図９】　ＰＷＭ信号特性を示す特性図である。
【図１０】　電圧制御手段の定電圧制御の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１１】　エンジン制御手段の処理を説明するためのフローチャートである。
【図１２】　ＡＣ電源のＯＦＦの検出および第２のＤＣ／ＤＣコンバータ（ソフト電源系
）の出力電圧を説明するための波形図である。
【図１３】　実施の形態２にかかる画像形成装置の電源制御系の構成を示す図である。
【図１４】　電源制御手段におけるアクティブフィルタの制御（Ａ／Ｆ制御）を説明する
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【図１５】　電源制御手段によるＡＣ電源の切断の有無の検知動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
１　　画像形成装置
２　　自動原稿送り装置ＡＤＦ
３　　操作部
４　　スキャナ
５　　プリンタ
６　　フィニッシャー
７　　中継ユニット
８　　１ピン排紙トレイ
９　　両面ドライブユニット
１０　大容量排紙給紙トレイ
１１　ＡＣ電源
１２　主電源スイッチ
１３　スイッチング電源
１４　アクティブフィルタ
１５　第１のＤＣ／ＤＣコンバータ
１６　第２のＤＣ／ＤＣコンバータ
１７　電源制御手段
１８　エンジン制御手段
１９　作像エンジン
２０　ダイオードブリッジ
２１　ダイオード
２２　抵抗
２３　コンデンサ
２４　リレー
２５　インダクタンス
２６　Ａ／Ｆ制御手段
２７　スイッチング素子
２８　Ａ／Ｄ変換手段
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