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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者により操作される操作部と、
　操作者による前記操作部を用いた操作を受け付ける受付部と、
　本電子機器に操作者が接近したことを検知したときに検知信号を出力する人体検知セン
サーと、
　前記人体検知センサーからの検知信号の有無に基づいて、本電子機器を通常動作可能な
通常動作モードと省電力状態のスリープモードとに切り替えるモード切替部と、を備え、
　前記モード切替部は、前記受付部が前記操作部を用いた操作を受け付けていない状態で
あって、かつ、前記人体検知センサーから前記検知信号が出力されている状態が、予め定
められた時間継続した場合において、前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと
前記スリープモードとへの切り替えを停止する制御を行い、当該停止する制御を予め定め
られた時間継続させ、当該予め定められた時間が経過した後には、前記検知信号の有無に
基づく前記通常動作モードと前記スリープモードとへの切り替えを再開する、電子機器。
【請求項２】
　前記モード切替部は、前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと前記スリープ
モードとへの切り替えを再開させる動作を予め定められた回数行った場合において、次に
前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと前記スリープモードとへの切り替えを
停止したときには、前記受付部が前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと前記
スリープモードとへの切り替えを再開させる操作指示を受け付けた場合を除き、前記検知
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信号の有無に基づく前記通常動作モードと前記スリープモードとへの切り替えを再開しな
い、請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　操作者により操作される操作部と、
　操作者による前記操作部を用いた操作を受け付ける受付部と、
　本電子機器に操作者が接近したことを検知したときに検知信号を出力する人体検知セン
サーと、
　前記人体検知センサーからの検知信号の有無に基づいて、本電子機器を通常動作可能な
通常動作モードと省電力状態のスリープモードとに切り替えるモード切替部と、を備え、
　前記モード切替部は、前記受付部が前記操作部を用いた操作を受け付けていない状態で
あって、かつ、前記人体検知センサーから前記検知信号が出力されている状態が、予め定
められた時間継続した場合において、前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと
前記スリープモードとへの切り替えを停止し、
　前記受付部は、前記モード切替部が前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと
前記スリープモードとへの切り替えを停止した場合に、前記検知信号の有無に基づく前記
通常動作モードと前記スリープモードとへの切り替えを停止した状態を維持する制御とす
るか、または、前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと前記スリープモードと
への切り替えを再開させる制御とするかの選択指示を操作者から受け付ける、電子機器。
【請求項４】
　操作者により操作される操作部と、
　操作者による前記操作部を用いた操作を受け付ける受付部と、
　本電子機器に操作者が接近したことを検知したときに検知信号を出力する人体検知セン
サーと、
　前記人体検知センサーからの検知信号の有無に基づいて、本電子機器を通常動作可能な
通常動作モードと省電力状態のスリープモードとに切り替えるモード切替部と、を備え、
　前記モード切替部は、前記受付部が前記操作部を用いた操作を受け付けていない状態で
あって、かつ、前記人体検知センサーから前記検知信号が出力されている状態が、予め定
められた時間継続した場合において、前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと
前記スリープモードとへの切り替えを停止し、
　前記受付部は、前記モード切替部が前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと
前記スリープモードとへの切り替えを停止した場合に、前記人体検知センサーの検知範囲
を変更させる変更指示を操作者から受け付ける、電子機器。
【請求項５】
　前記モード切替部は、更に、前記人体検知センサーから前記検知信号が出力されていな
い状態で、前記受付部が前記操作部を用いた操作を受け付けた場合において、前記検知信
号の有無に基づく前記通常動作モードと前記スリープモードとへの切り替えを停止する、
請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　表示部および当該表示部による表示動作を制御する表示制御部を更に備え、
　前記表示制御部は、前記モード切替部が前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モー
ドと前記スリープモードとへの切り替えを停止した場合に、その旨を報知する報知画面を
前記表示部に表示させる、請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記モード切替部は、前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと前記スリープ
モードとへの切り替えを停止した場合において、本電子機器による予め定められた種類の
ジョブの実行、および、前記受付部による前記操作部を用いた操作の受付が予め定められ
た時間行われないときに、前記通常動作モードから前記スリープモードに切り替え、本電
子機器による予め定められた種類のジョブの実行、または、前記受付部による前記操作部
を用いた操作の受付が行われたときに、前記スリープモードから前記通常動作モードに切
り替える、請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載の電子機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子機器に関し、特に、電子機器の省エネルギー化技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境保護等の観点から画像形成装置等の電子機器に対して省エネルギー化が求め
られており、予め定められた電力で動作する通常の動作モードに加えて、通常の動作モー
ドよりも少ない電力で動作するスリープモードを有する電子機器が登場している。
【０００３】
　特許文献１には、タッチパネル等の操作部と、操作者が接近したことを検知したときに
検知信号を出力する人体検知センサーとを備える電子機器において、人体検知センサーか
ら検知信号が出力されている間は操作部に電力を供給し（通常の動作モード）、人体検知
センサーから検知信号が出力されていない間は操作部に電力を供給しない（スリープモー
ド）ことで電子機器の消費電力を抑える技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－６６８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の特許文献１に開示される技術では、人体検知センサーが誤検知や
故障した場合には通常の動作モードとスリープモードとの切り替えが正しく行われず、電
子機器の消費電力を効果的に抑えることができない。また、通常の動作モードとスリープ
モードとの切り替えが正しく行われないと、ユーザー（操作者）が電子機器を使用したい
ときにスリープモードから通常の動作モードに復帰する必要が生じ、電子機器を使用でき
るまでに時間がかかる事態が頻発するおそれがあり、ユーザー利便性が大きく損なわれる
。
【０００６】
　本発明は、上記の事情に鑑みなされたものであって、人体検知センサーの誤検知や故障
により通常の動作モードとスリープモードとの切り替えが正しく行われない事態を回避す
ることができる電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様にかかる電子機器は、操作者により操作される操作部と、操作者による
前記操作部を用いた操作を受け付ける受付部と、本電子機器に操作者が接近したことを検
知したときに検知信号を出力する人体検知センサーと、前記人体検知センサーからの検知
信号の有無に基づいて、本電子機器を通常動作可能な通常動作モードと省電力状態のスリ
ープモードとに切り替えるモード切替部と、を備え、前記モード切替部は、前記受付部が
前記操作部を用いた操作を受け付けていない状態であって、かつ、前記人体検知センサー
から前記検知信号が出力されている状態が、予め定められた時間継続した場合において、
前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと前記スリープモードとへの切り替えを
停止する制御を行い、当該停止する制御を予め定められた時間継続させ、当該予め定めら
れた時間が経過した後には、前記検知信号の有無に基づく前記通常動作モードと前記スリ
ープモードとへの切り替えを再開する、電子機器である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様にかかる電子機器によれば、人体検知センサーの誤検知や故障により通
常の動作モードとスリープモードとの切り替えが正しく行われない事態を回避することが
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できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例としての画像形成装置１の外観を示
す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例としての画像形成装置の構造を示す
正面断面図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例としての画像形成装置の主要内部構
成を概略的に示す機能ブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例としての画像形成装置による人体検
知センサーからの検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替
え処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例としての画像形成装置による人体検
知センサーからの検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替
えを停止させる処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例としての画像形成装置の表示部に表
示される報知画面の一例を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例としての画像形成装置の表示部に表
示される報知画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例としての画像形成装置について図面
を参照して説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例としての画像形成装置１の外観を
示す斜視図である。画像形成装置１は、例えば、コピー機能、プリンター機能、スキャナ
ー機能、およびファクシミリ機能のような複数の機能を兼ね備えた複合機である。
【００１２】
　画像形成装置１の装置本体１１には操作部４７が設けられている。操作部４７は、複数
の指示キー４７１および表示部４７３を備え、画像形成装置１が実行可能な各種動作及び
処理ついて、ユーザーからの指示を受け付ける。表示部４７３は、タッチパネル機能を有
する液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイを含んで構成される。指示キー４７１は、
例えば、メニューを呼び出すメニューキー、メニューを構成するＧＵＩのフォーカスを移
動させる矢印キー、メニューを構成するＧＵＩに対して確定操作を行う決定キー、文字入
力を行うための文字入力キー、数値入力を行うための数値入力キー等を備え、表示部４７
３に表示されるメニュー画面等に対する操作をユーザーから受け付ける。
【００１３】
　画像形成装置１は、後述する制御ユニット１０のモード切替部１０１(図３参照)により
、通常動作可能な通常動作モードと省電力状態のスリープモードとが切り替え可能とされ
ている。画像形成装置１が通常動作モードにあるとき、後述する制御ユニット１０の表示
制御部１０３（図３参照）による制御の下、表示部４７３は、メニュー画面、操作画面、
プレビュー画面、印刷ジョブ状況の確認画面等の各種画像を表示する。一方、画像形成装
置１がスリープモードにあるときには表示部４７３は画像非表示の状態となる。
【００１４】
　画像形成装置１の前面には、人体検知センサー５０が設置されている。人体検知センサ
ー５０は、例えば焦電型赤外線センサーであって、人体の動作により発生した赤外線を受
光して、当該受光した赤外線の変化に応じて生じる焦電素子の分極による信号を電圧信号
に変換する。そして、人体検知センサー５０は、当該変換した電圧信号の電圧値がしきい
値以上である場合に、ユーザーが画像形成装置１に接近したことを検知したことを示す検
知信号としてハイレベル信号を出力する。
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【００１５】
　人体検知センサー５０の検知範囲５２の大きさ（検知距離）は、上記のしきい値を変更
することで調整することができる。しきい値を大きくした場合には検知範囲５２が小さく
なり、しきい値を小さくした場合には検知範囲５２が大きくなる。
【００１６】
　制御ユニット１０のモード切替部１０１は、人体検知センサー５０から出力される上記
の検知信号の有無に基づき、通常動作モードとスリープモードとを切り替える。例えば、
モード切替部１０１は、画像形成装置１がスリープモードにあるときに人体検知センサー
５０から出力される検知信号を受けると、スリープモードから通常動作モードに切り替え
る。これにより、表示部４７３が画像表示状態になり、タッチパネル機能によりユーザー
のタッチ入力を受け付ける状態になる。
【００１７】
　なお上記では、人体検知センサー５０が焦電型赤外線センサーである場合を説明したが
本発明は必ずしもこの場合に限定されない。人体検知センサー５０は、人体検知が可能な
センサーであればよく、例えば、所謂反射型の光センサーであってもよい。この場合、人
体検知センサー５０は、人体で反射した反射光の光量がしきい値以上である場合に、ユー
ザーが画像形成装置１に接近したことを検知したことを示す検知信号としてハイレベル信
号を出力する。
【００１８】
　続いて、画像形成装置１の内部構造について説明する。図２は、画像形成装置１の構造
を示す正面断面図である。画像形成装置１は、装置本体１１に、原稿読取部５、原稿給送
部６、画像形成部１２、定着部１３、給紙部１４、および操作部４７等を備えて構成され
ている。
【００１９】
　画像形成装置１が原稿読取動作を行う場合、原稿給送部６により給送されてくる原稿、
又は原稿載置ガラス１６１に載置された原稿の画像を原稿読取部５が光学的に読み取り、
画像データを生成する。原稿読取部５により生成された画像データは、内蔵ＨＤＤ又はネ
ットワーク接続されたコンピューター等に保存される。
【００２０】
　画像形成装置１が画像形成動作を行う場合は、上記の画像読取動作により生成された画
像データ、ネットワーク接続されたコンピューターやスマートフォン等のユーザー端末装
置から受信した画像データ、又は内蔵ＨＤＤに記憶されている画像データ等に基づいて、
画像形成部１２が、給紙部１４から給紙される記録媒体としての用紙Ｐにトナー像を形成
する。画像形成部１２の画像形成ユニット１２Ｍ、１２Ｃ、１２Ｙ、及び１２Ｂｋは、感
光体ドラム１２１と、感光体ドラム１２１へトナーを供給する現像装置１２２と、トナー
を収容するトナーカートリッジ（不図示）と、帯電装置１２３と、露光装置１２４と、１
次転写ローラー１２６とをそれぞれ備えている。
【００２１】
　カラー印刷を行う場合、画像形成部１２のマゼンタ用の画像形成ユニット１２Ｍ、シア
ン用の画像形成ユニット１２Ｃ、イエロー用の画像形成ユニット１２Ｙ、及びブラック用
の画像形成ユニット１２Ｂｋは、それぞれに、画像データを構成するそれぞれの色成分か
らなる画像に基づいて、帯電、露光及び現像の工程により感光体ドラム１２１上にトナー
像を形成し、トナー像を１次転写ローラー１２６により、駆動ローラー１２５Ａ及び従動
ローラー１２５Ｂに張架されている中間転写ベルト１２５上に転写させる。
【００２２】
　中間転写ベルト１２５は、その外周面にトナー像が転写される像担持面が設定され、感
光体ドラム１２１の周面に当接した状態で駆動ローラー１２５Ａによって駆動される。中
間転写ベルト１２５は、各感光体ドラム１２１と同期しながら、駆動ローラー１２５Ａと
従動ローラー１２５Ｂとの間を無端走行する。
【００２３】
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　中間転写ベルト１２５上に転写される各色のトナー画像は、転写タイミングを調整して
中間転写ベルト１２５上で重ね合わされ、カラーのトナー像となる。２次転写ローラー２
１０は、中間転写ベルト１２５の表面に形成されたカラーのトナー像を、中間転写ベルト
１２５を挟んで駆動ローラー１２５Ａとのニップ部Ｎにおいて、給紙部１４から搬送路１
９０を搬送されてきた用紙Ｐに転写させる。この後、定着部１３が、用紙Ｐ上のトナー像
を熱圧着により用紙Ｐに定着させる。定着処理の完了したカラー画像形成済みの用紙Ｐは
、排出ローラー１５９により積載トレイ１５１に排出される。
【００２４】
　次に、画像形成装置１の内部構成を説明する。図３は画像形成装置１の主要内部構成を
概略的に示す機能ブロック図である。
【００２５】
　画像処理部３１は、原稿読取部５で読み取られた画像の画像データを必要に応じて画像
処理する。例えば、画像処理部３１は、画像形成部１２により画像形成された後の品質を
向上させるために、原稿読取部５により読み取られた画像に対しシェーディング補正等の
予め定められた画像処理を行う。
【００２６】
　画像メモリー３２は、原稿読取部５による読取で得られた原稿画像のデータを一時的に
記憶したり、画像形成部１２によるプリント対象となるデータを一時的に保存する領域で
ある。
【００２７】
　ネットワークインターフェイス部９１は、ＬＡＮボード等の通信モジュールから構成さ
れ、当該ネットワークインターフェイス部９１に接続されたＬＡＮ等を介して、ローカル
エリア内のコンピューター等と種々のデータの送受信を行う。
【００２８】
　ＨＤＤ（Hard Disk Drive）９２は、原稿読取部５から出力された画像データ等の保存
に利用される大容量の記憶装置である。
【００２９】
　電源部９３は、動作制御部１０２による制御のもと、画像形成部１２や定着部１３等の
画像形成装置１の上記各機構に電力を供給する。
【００３０】
　制御ユニット１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ(Random Access Me
mory）、及びＲＯＭ（Read Only Memory）等から構成される。制御ユニット１０は、上記
のＲＯＭやＨＤＤ９２等に記憶された電力制御プログラムが上記のＣＰＵによって実行さ
れることにより、制御部１００、モード切替部１０１、動作制御部１０２、表示制御部１
０３、および受付部１０４として機能する。なお制御ユニット１０の制御部１００、モー
ド切替部１０１、動作制御部１０２、表示制御部１０３、および受付部１０４は、上記の
電力制御プログラムに基づく動作によらず、それぞれハード回路により構成されてもよい
。
【００３１】
　制御部１００は、画像形成装置１の全体的な制御を司る。
【００３２】
　受付部１０４は、ユーザーによる操作部４７を用いた操作を受け付ける。
【００３３】
　モード切替部１０１は、人体検知センサー５０からの検知信号の有無に基づいて、通常
動作モードとスリープモードとを切り替える機能を有する。モード切替部１０１は、画像
形成装置１がスリープモードにあるときに人体検知センサー５０から出力される検知信号
を受けると、スリープモードから通常動作モードに切り替える。また、モード切替部１０
１は、画像形成装置１が通常動作モードにあるときに、予め定められた時間継続して人体
検知センサー５０から出力される検知信号を受けないと、通常動作モードからスリープモ
ードに切り替える。ユーザーが画像形成装置１に近づいたときに、予めスリープモードか
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ら通常動作モードに切り替えるため、ユーザーが画像形成装置１を使用できるまでにかか
る時間を短縮することができる。また、ユーザーが画像形成装置１から離れたときに、通
常動作モードからスリープモードに切り替えるため、画像形成装置１の消費電力を効果的
に抑えることができる。
【００３４】
　上記のように人体検知センサーの検知信号の有無に基づき通常動作モードとスリープモ
ードとを切り替えることにより画像形成装置等の電子機器の消費電力を抑えることができ
るが、一般の電子機器において人体検知センサーが誤検知や故障した場合には、通常動作
モードとスリープモードとの切り替えが正しく行われない。この場合、電子機器の消費電
力を効果的に抑えることができないばかりか、ユーザーが電子機器を使用したいときにス
リープモードから通常動作モードに復帰する必要が生じ、電子機器を使用できるまでに時
間がかかる事態が頻発するおそれがあり、ユーザー利便性が大きく損なわれることとなる
。そこで、本発明の一実施形態にかかる電子機器の一例である画像形成装置１では、人体
検知センサー５０が誤検知や故障したと考えられる予め定められた条件を満たした場合に
おいて、モード切替部１０１が、人体検知センサー５０からの検知信号の有無に基づく通
常動作モードとスリープモードとへの切り替えを停止する。
【００３５】
　具体的には、モード切替部１０１は、受付部１０４が操作部４７を用いた操作を受け付
けていない状態であって、かつ、人体検知センサー５０から検知信号が出力されている状
態が、予め定められた時間継続した場合において、検知信号の有無に基づく通常動作モー
ドとスリープモードとへの切り替えを停止する。また、モード切替部１０１は、人体検知
センサー５０から検知信号が出力されていない状態で、受付部１０４が操作部４７を用い
た操作を受け付けた場合において、検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモ
ードとへの切り替えを停止する。
【００３６】
　人体検知センサー５０が故障しておらず正常に動作しており、かつ、人体検知センサー
５０の検知範囲が適切な大きさに設定されている場合は、受付部１０４が操作部４７を用
いた操作を受け付けていない状態において、人体検知センサー５０から検知信号が出力さ
れている状態が一定時間以上継続することはない。また、人体検知センサー５０から検知
信号が出力されていない状態で、受付部１０４が操作部４７を用いた操作を受け付けるこ
ともない。このため、上記の（１）受付部１０４が操作部４７を用いた操作を受け付けて
いない状態であって、かつ、人体検知センサー５０から検知信号が出力されている状態が
、予め定められた時間継続した場合、および（２）人体検知センサー５０から検知信号が
出力されていない状態で、受付部１０４が操作部４７を用いた操作を受け付けた場合は、
人体検知センサー５０が誤検知や故障したと考えられる。このため、検知信号の有無に基
づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替えを停止することで、人体検知センサ
ーの誤検知や故障により通常の動作モードとスリープモードとの切り替えが正しく行われ
ない事態を回避することができる。
【００３７】
　なお、検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替えを停止
した場合、モード切替部１０１は、画像形成ジョブや原稿読取ジョブ等の画像形成装置１
による予め定められた種類のジョブの実行、および、受付部１０４による操作部４７を用
いた操作の受付が予め定められた時間行われないときに、通常動作モードからスリープモ
ードに切り替える。また、モード切替部１０１は、画像形成装置１による予め定められた
種類のジョブの実行、または、受付部１０４による操作部４７を用いた操作の受付が行わ
れたときに、スリープモードから通常動作モードに切り替える。
【００３８】
　動作制御部１０２は、電源制御信号を生成し当該電源制御信号を電源部９３に向けて出
力することで、通常動作モードおよびスリープモードにおける画像形成部１２や定着部１
３等の画像形成装置１の上記各機構の動作を制御する機能を有する。例えば動作制御部１
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０２は、スリープモードにおいて、電源部９３が定着部１３の加熱ヒーターへ供給する電
力を通常動作モードにおいて供給する電力よりも小さくする。
【００３９】
　表示制御部１０３は、表示部４７３による表示動作を制御する。具体的には、表示制御
部１０３は、通常動作モードにおいて、表示部４７３にメニュー画面、操作画面、プレビ
ュー画面、印刷ジョブ状況の確認画面等の各種画像を表示させる。その一方、表示制御部
１０３は、スリープモードにおいて、表示部４７３に上記の各種画像を表示させない。
【００４０】
　次に、上記の構成を備える画像形成装置１の動作について説明する。図４は、画像形成
装置１による人体検知センサー５０からの検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリ
ープモードとへの切り替え処理の流れを示すフローチャートである。
【００４１】
　画像形成装置１の電源がＯＮされると（ステップＳ１０においてＹＥＳ）、モード切替
部１０１は、画像形成装置１の動作モードを通常動作モードに切り替える（ステップＳ１
１）。
【００４２】
　通常の動作モードに切り替え後、モード切替部１０１は、画像形成ジョブや原稿読取ジ
ョブ等の予め定められた種類のジョブの実行、操作部４７を用いた操作の受け付け、およ
び人体検知センサー５０による検知信号の出力が予め定められた時間内にないか否かを判
定する（ステップＳ１２）。
【００４３】
　予め定められた種類のジョブの実行、操作部４７を用いた操作の受け付け、または人体
検知センサー５０による検知信号の出力の何れかの処理が予め定められた時間内にあった
場合（ステップＳ１２においてＮＯ）、モード切替部１０１は、画像形成装置１の動作モ
ードを通常動作モードのままとする。
【００４４】
　一方、予め定められた種類のジョブの実行、操作部４７を用いた操作の受け付け、およ
び人体検知センサー５０による検知信号の出力が予め定められた時間内にない場合（ステ
ップＳ１２においてＹＥＳ）、モード切替部１０１は、画像形成装置１の動作モードを通
常動作モードからスリープモードに切り替える（ステップＳ１３）。
【００４５】
　スリープモードに切り替え後、モード切替部１０１は、画像形成ジョブや原稿読取ジョ
ブ等の予め定められた種類のジョブの実行、操作部４７を用いた操作の受け付け、または
人体検知センサー５０による検知信号の出力の何れかの処理があるか否かを判定する（ス
テップＳ１４）。
【００４６】
　予め定められた種類のジョブの実行、操作部４７を用いた操作の受け付け、および人体
検知センサー５０による検知信号の出力がない場合（ステップＳ１４においてＮＯ）、モ
ード切替部１０１は、画像形成装置１の動作モードをスリープモードのままとする。
【００４７】
　一方、予め定められた種類のジョブの実行、操作部４７を用いた操作の受け付け、また
は人体検知センサー５０による検知信号の出力の何れかの処理がある場合（ステップＳ１
４においてＹＥＳ）、モード切替部１０１は、画像形成装置１の動作モードをスリープモ
ードから通常動作モードに切り替える（ステップＳ１１）。
【００４８】
　なお上記では、モード切替部１０１が人体検知センサー５０からの検知信号の有無に加
えて、予め定められた種類のジョブが実行されるか否か、および操作部４７を用いた操作
を受け付けたか否かに基づいて通常動作モードとスリープモードとへの切り替えを行う場
合を説明したが、モード切替部１０１が人体検知センサー５０からの検知信号の有無のみ
に基づいて通常動作モードとスリープモードとへの切り替えを行うとしてもよい。
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【００４９】
　図５は、画像形成装置１による人体検知センサー５０からの検知信号の有無に基づく通
常動作モードとスリープモードとへの切り替えを停止させる処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【００５０】
　モード切替部１０１は、ステップＳ２０およびステップＳ２１の処理を実行することで
、検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替えを停止させる
か否かを判定する。
【００５１】
　ステップＳ２０の処理では、モード切替部１０１は、受付部１０４が操作部４７を用い
た操作を受け付けていない状態であって、かつ、人体検知センサー５０から検知信号が出
力されている状態が、予め定められた時間継続しているか否かを判定する（ステップＳ２
０）。
【００５２】
　受付部１０４が操作部４７を用いた操作を受け付けていない状態であって、かつ、人体
検知センサー５０から検知信号が出力されている状態が、予め定められた時間継続してい
る場合（ステップＳ２０においてＹＥＳ）、人体検知センサー５０が誤検知や故障したと
考えられるため、モード切替部１０１は、検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリ
ープモードとへの切り替えを停止する（ステップＳ２２）。
【００５３】
　一方、受付部１０４が操作部４７を用いた操作を受け付けていない状態であって、かつ
、人体検知センサー５０から検知信号が出力されている状態が、予め定められた時間継続
していない場合（ステップＳ２０においてＮＯ）、人体検知センサー５０から検知信号が
出力されていない状態で、受付部１０４が操作部４７を用いた操作を受け付けたか否かを
判定する（ステップＳ２１）。
【００５４】
　人体検知センサー５０から検知信号が出力されていない状態で、受付部１０４が操作部
４７を用いた操作を受け付けた場合（ステップＳ２１においてＹＥＳ）、人体検知センサ
ー５０が誤検知や故障したと考えられるため、モード切替部１０１は、検知信号の有無に
基づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替えを停止する（ステップＳ２２）。
【００５５】
　人体検知センサー５０から検知信号が出力されていない状態で、受付部１０４が操作部
４７を用いた操作を受け付けた場合（ステップＳ２１においてＮＯ）、人体検知センサー
５０が誤検知や故障していないと考えられるため、検知信号の有無に基づく通常動作モー
ドとスリープモードとへの切り替えを停止させずに、ステップＳ２０の処理に戻る。
【００５６】
　検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替えの停止後、モ
ード切替部１０１は、検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切
り替えを停止した回数（停止回数）が予め定められた回数に到達したか否かを判定する（
ステップＳ２３）。
【００５７】
　なお、この停止回数はＨＤＤ９２に記憶される。当該停止回数は、サービスマン等によ
り修理された場合、または受付部１０４が当該停止回数をリセットすべき旨の指示を受け
付けた場合等にリセットされる。
【００５８】
　停止回数が予め定められた回数に到達していない場合（ステップＳ２３においてＮＯ）
、表示制御部１０３は、人体検知センサー５０が故障または誤検知している可能性がある
旨、および、人体検知センサー５０からの検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリ
ープモードとへの切り替えを一時的に停止する旨を報知するための報知画面Ｄ１（図６参
照）を表示部４７３に表示させる（ステップＳ２４）。
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【００５９】
　その後、モード切替部１０１は、ステップＳ２２の処理で検知信号の有無に基づく通常
動作モードとスリープモードとへの切り替えを停止させてから予め定められた時間が経過
したか否かを判定する（ステップＳ２５）。
【００６０】
　予め定められた時間が経過した場合（ステップＳ２５においてＹＥＳ）、モード切替部
１０１は、検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替えを再
開する（ステップＳ２６）。その後、ステップＳ２０の処理に戻る。
【００６１】
　既述の通り（１）受付部１０４が操作部４７を用いた操作を受け付けていない状態であ
って、かつ、人体検知センサー５０から検知信号が出力されている状態が、予め定められ
た時間継続した場合や（２）人体検知センサー５０から検知信号が出力されていない状態
で、受付部１０４が操作部４７を用いた操作を受け付けた場合は、人体検知センサー５０
が誤検知や故障したと考えられるが、このような状況が１、２回発生しただけでは、必ず
しも人体検知センサー５０が誤検知や故障したと断定することはできない。例えば、画像
形成装置１の近くに荷物が一時的に置かれた場合等に上記の状況が発生し得る。そこで、
モード切替部１０１は、停止回数が予め定められた回数に到達していない場合においては
、検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替えの停止を一時
的なものとし、停止回数が予め定められた回数に到達した場合に、検知信号の有無に基づ
く通常動作モードとスリープモードとへの切り替えを完全に停止させている。
【００６２】
　停止回数が予め定められた回数に到達した場合（ステップＳ２３においてＹＥＳ）、人
体検知センサー５０が故障または誤検知している可能性が高いと考えられるため、画像形
成装置１は、人体検知センサー５０の動作を完全に停止させるか、または人体検知センサ
ー５０の検知範囲を変更する（ステップＳ２７～ステップＳ３３）。ここで、人体検知セ
ンサー５０の動作を完全に停止させるとは、受付部１０４が検知信号の有無に基づく通常
動作モードとスリープモードとへの切り替えを再開させる指示を受け付けた場合を除き、
検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切り替えを再開しないこ
とを意味する。
【００６３】
　ステップＳ２７の処理では、表示制御部１０３は、報知画面Ｄ２（図７参照）を表示部
４７３に表示させる。報知画面Ｄ２は、人体検知センサー５０が故障または誤検知してい
る可能性がある旨を報知する画面としてだけでなく、検知信号の有無に基づく通常動作モ
ードとスリープモードとへの切り替えを完全に停止させるかまたは停止させないかの選択
を受け付けるための選択画面、および、人体検知センサー５０の検知範囲を変更するか否
かの選択を受け付けるための選択画面としての役割を果たす。
【００６４】
　報知画面Ｄ２の表示後、受付部１０４は、検知信号の有無に基づく動作モードの切り替
えを再開させるかまたは停止させたままにするかの指示を受け付けたか否かを判定する（
ステップＳ２８）。
【００６５】
　ステップＳ２８の処理で受付部１０４が検知信号の有無に基づく動作モードの切り替え
を停止させたままにする旨の指示を受け付けた場合（ステップＳ２９においてＮＯ）、モ
ード切替部１０１は、検知信号の有無に基づく通常動作モードとスリープモードとへの切
り替え停止させたままとし、処理を終える。
【００６６】
　ステップＳ２８の処理で受付部１０４が検知信号の有無に基づく動作モードの切り替え
を再開させる旨の指示を受け付けた場合（ステップＳ２９においてＹＥＳ）、受付部１０
４は、人体検知センサー５０の検知範囲の変更指示を受け付けたか否かを判定する（ステ
ップＳ３０）。
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【００６７】
　検知範囲の変更指示を受付部１０４が受け付けた場合（ステップＳ３０においてＹＥＳ
）、モード切替部１０１は、人体検知センサー５０の検知範囲を変更した上で、検知信号
の有無に基づく動作モードの切り替えを再開する（ステップＳ３２）。具体的には、検知
範囲の変更は、人体検知センサー５０で受光された赤外線に基づき生成された電圧信号の
電圧値との比較に用いられる既述のしきい値の値を、受付部１０４が受け付けた変更指示
に基づきモード切替部１０１が変更することにより行われる。ステップＳ３２の処理後、
ステップＳ２０の処理に戻る。
【００６８】
　一方、検知範囲の変更指示を受付部１０４が受け付けない場合（ステップＳ３０におい
てＮＯ）、モード切替部１０１は、人体検知センサー５０の検知範囲を変更せずに、検知
信号の有無に基づく動作モードの切り替えを再開する（ステップＳ３１）。その後、ステ
ップＳ２０の処理に戻る。
【００６９】
　なお、本発明は上記の実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。
【００７０】
　上記の実施の形態では、電子機器の一例として画像形成装置を示したが本発明は必ずし
もこの場合に限定されない。本発明の一実施形態にかかる電子機器は、画像形成装置の他
に、例えば、タブレット端末やスマートフォン等の携帯端末、パーソナルコンピューター
、テレビ等に適応することができる。
【００７１】
　また、上記実施の形態で説明した電力制御プログラムをコンピューター読み取り可能な
非一時的な記録媒体、例えば、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体
メモリーなどに記録されたものとしてもよい。この場合、当該電力制御プログラムを記録
したコンピューター読み取り可能な非一時的な記録媒体が、本発明の一実施形態となる。
【符号の説明】
【００７２】
１ 画像形成装置
１０ 制御ユニット
１２ 画像形成部
１３ 定着部
４７ 操作部
５０ 人体検知センサー
１００ 制御部
１０１ モード切替部
１０２ 動作制御部
１０３ 表示制御部
１０４ 受付部
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