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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を出力する画像出力装置であって、
　基準時以降において消費された電力量の総合計である総消費電力量を記憶する記憶手段
と、
　印刷ジョブの要求を受信する受信手段と、
　第１作動モードにて、前記総消費電力量が予め設定された第１閾値以上とならずに前記
印刷ジョブを完了させることが可能であるか否かを判定する第１判定手段と、
　前記第１判定手段により、前記印刷ジョブを完了させることができないと判定されたと
きに、前記第１作動モードより消費電力が小さい第２作動モードにて、前記総消費電力量
が前記第１閾値以上とならずに前記印刷ジョブを完了させることが可能であるか否かを判
定する第２判定手段と、
　前記第１判定手段により、前記印刷ジョブを完了させることができると判定されたとき
に、前記第１作動モードに切り替え、前記第２判定手段により、前記印刷ジョブを完了さ
せることができると判定されたときに、前記第２作動モードに切り替える切替手段と、
　露光手段、転写手段及び加熱定着手段を有し、前記切替手段により選択された作動モー
ドにて、前記印刷ジョブに基づいて記録シートに画像を印刷することにより、画像を記録
シートに出力する電子写真方式の印刷手段とを備え、
　前記第２作動モードにおいては、前記第１作動モードに比べて低い加熱温度で前記加熱
定着手段が作動し、
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　前記切替手段は、前記第２作動モードに比べて低い加熱温度で前記加熱定着手段を作動
させる第３作動モードを実行することができ、
　さらに、前記切替手段は、前記第２判定手段により、前記印刷ジョブを完了させること
ができないと判定されたときに、前記第３作動モードに切り替えることを特徴とする画像
出力装置。
【請求項２】
　画像を出力する画像出力装置であって、
　基準時以降において消費された電力量の総合計である総消費電力量を記憶する記憶手段
と、
　印刷ジョブの要求を受信する受信手段と、
　第１作動モードにて、前記総消費電力量が予め設定された第１閾値以上とならずに前記
印刷ジョブを完了させることが可能であるか否かを判定する第１判定手段と、
　前記第１判定手段により、前記印刷ジョブを完了させることができないと判定されたと
きに、前記第１作動モードより消費電力が小さい第２作動モードにて、前記総消費電力量
が前記第１閾値以上とならずに前記印刷ジョブを完了させることが可能であるか否かを判
定する第２判定手段と、
　前記第１判定手段により、前記印刷ジョブを完了させることができると判定されたとき
に、前記第１作動モードに切り替え、前記第２判定手段により、前記印刷ジョブを完了さ
せることができると判定されたときに、前記第２作動モードに切り替える切替手段と、
　露光手段、転写手段及び加熱定着手段を有し、前記切替手段により選択された作動モー
ドにて、前記印刷ジョブに基づいて記録シートに画像を印刷することにより、画像を記録
シートに出力する電子写真方式の印刷手段と、
　ユーザに情報を報知するための表示手段とを備え、
　前記第２作動モードにおいては、前記表示手段への電力供給が停止又は前記第１作動モ
ードに比べて減少し、
　前記切替手段は、前記第２作動モードを実行した上で更に、前記第２作動モードに比べ
て低い加熱温度で前記加熱定着手段を作動させる第３作動モードを実行することができ、
　さらに、前記切替手段は、前記第２判定手段により、前記印刷ジョブを完了させること
ができないと判定されたときに、前記第３作動モードに切り替えることを特徴とする画像
出力装置。
【請求項３】
　画像を出力する画像出力装置であって、
　基準時以降において消費された電力量の総合計である総消費電力量を記憶する記憶手段
と、
　印刷ジョブの要求を受信する受信手段と、
　第１作動モードにて、前記総消費電力量が予め設定された第１閾値以上とならずに前記
印刷ジョブを完了させることが可能であるか否かを判定する第１判定手段と、
　前記第１判定手段により、前記印刷ジョブを完了させることができないと判定されたと
きに、前記第１作動モードより消費電力が小さい第２作動モードにて、前記総消費電力量
が前記第１閾値以上とならずに前記印刷ジョブを完了させることが可能であるか否かを判
定する第２判定手段と、
　前記第１判定手段により、前記印刷ジョブを完了させることができると判定されたとき
に、前記第１作動モードに切り替え、前記第２判定手段により、前記印刷ジョブを完了さ
せることができると判定されたときに、前記第２作動モードに切り替える切替手段と、
　露光手段、転写手段及び加熱定着手段を有し、前記切替手段により選択された作動モー
ドにて、前記印刷ジョブに基づいて記録シートに画像を印刷することにより、画像を記録
シートに出力する電子写真方式の印刷手段とを備え、
　前記切替手段は、前記第２作動モードに比べて低い加熱温度で前記加熱定着手段を作動
させる第３作動モードを実行することができ、
　さらに、前記切替手段は、前記第２判定手段により、前記印刷ジョブを完了させること
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ができないと判定されたときに、前記第３作動モードに切り替えることを特徴とする画像
出力装置。
【請求項４】
　前記第２判定手段により、前記印刷ジョブを完了させることができないと判定されたと
きに、前記第３作動モードにて、前記総消費電力量が前記第１閾値以上とならずに前記印
刷ジョブを完了させることが可能であるか否かを判定する第３判定手段と、
　前記第３判定手段により、前記印刷ジョブを完了させることができないと判定されたと
きであっても、前記第３作動モードにて前記印刷ジョブを実行するか否かの指示を受け付
ける受付手段とを備えることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の画像
出力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像出力装置に関するものであり、プリンタや複写機等の画像を記録シート
に出力する印刷手段を有する画像出力装置、又は原稿を読み込んで画像を電子データとし
て出力する画像出力装置等に適用して有効である。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１に記載の複写機では、複写機の運転中に瞬間使用電力（消費電力の
最大値）が所定値を超えたときに、複写機を低速印刷モードにて作動させるにより、複写
機で消費される電力量が増大することを抑制している。
【特許文献１】特開２００２－２９２９７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１に記載の発明は、時々刻々と変化する消費電力の最大値が所定値を
超えたときに、低速印刷モードにて複写機を作動させる複写機であるので、例えば、消費
電力の最大値が所定値未満となる状態で複写機が連続的に運転し続けると、複写機は低速
印刷モードに移行することなく運転し続ける。
【０００４】
　このため、特許文献１に記載の発明では、現実に消費された電力量は運転の経過と共に
増加していくこととなるので、現実に消費される総消費電力量を抑制することは難しいと
いう問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記点に鑑み、画像出力装置において、現実に消費される電力量の増大を抑
制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明では、画像を出力する画
像出力装置であって、基準時以降において消費された電力量の総合計である総消費電力量
を記憶する記憶手段と、印刷ジョブの要求を受信する受信手段と、第１作動モードにて、
総消費電力量が予め設定された第１閾値以上とならずに印刷ジョブを完了させることが可
能であるか否かを判定する第１判定手段と、第１判定手段により、印刷ジョブを完了させ
ることができないと判定されたときに、第１作動モードより消費電力が小さい第２作動モ
ードにて、総消費電力量が第１閾値以上とならずに印刷ジョブを完了させることが可能で
あるか否かを判定する第２判定手段と、第１判定手段により、印刷ジョブを完了させるこ
とができると判定されたときに、第１作動モードに切り替え、第２判定手段により、印刷
ジョブを完了させることができると判定されたときに、第２作動モードに切り替える切替
手段と、切替手段により選択された作動モードにて、印刷ジョブに基づいて記録シートに
画像を印刷することにより、画像を記録シートに出力する印刷手段とを備えることを特徴
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とする。
【０００７】
　これにより、請求項１に記載の発明では、基準時以降に現実に消費された電力量（総消
費電力量）が第１閾値以上となると、消費電力の小さい第２作動モードに運転されるので
、現実に消費される電力量の増大を抑制することができる。
　また、第１作動モードにて印刷ジョブを完了させることができないと判定されたときに
は、印刷ジョブが実行される前に作動モードが切り替えられるので、印刷ジョブの途中に
て作動モードが切り替わることなく、現実に消費される電力量の増大を確実に抑制するこ
とができる。
【０００８】
　また、請求項１に記載の発明では、印刷手段は、露光手段、転写手段及び加熱定着手段
を有する電子写真方式の印刷手段であり、さらに、第２作動モードにおいては、第１作動
モードに比べて低い加熱温度で加熱定着手段が作動することを特徴とする。
　そして、電子写真方式の印刷手段を有する画像出力装置においては、一般的に、加熱定
着手段にて消費される電力が大きな割合を占めるが、請求項１に記載の発明では、第２作
動モードにおいては、第１作動モードに比べて低い加熱温度で作動するので、現実に消費
される電力量の増大を効果的に抑制することができる。
【０００９】
　ところで、上述したように、加熱定着手段の加熱温度を低くすると、効果的に消費電力
を抑制することができるものの、加熱温度を低くすると、印刷品質の低下を招くおそれが
ある。
　これに対して、請求項１に記載の発明では、切替手段は、第２作動モードに比べて低い
加熱温度で加熱定着手段を作動させる第３作動モードを実行することができ、さらに、切
替手段は、第２判定手段により、印刷ジョブを完了させることができないと判定されたと
きに、第３作動モードに切り替えることを特徴とする。
【００１０】
　これにより、請求項１に記載の発明では、加熱温度を段階的に低下させるので、印刷品
質が大きく低下することを抑制しつつ、現実に消費される電力量の増大を効果的に抑制す
ることができる。
【００１６】
　また、請求項２に記載の発明では、ユーザに情報を報知するための表示手段を備えてお
り、第２作動モードにおいては、表示手段への電力供給が停止又は第１作動モードに比べ
て減少することを特徴とする。
【００１７】
　ところで、表示手段は、画像出力に直接的に影響を及ぼす機器ではないので、表示手段
への電力供給を停止又は減少させても、出力される画像の品質に悪影響を及ぼすことはな
い。したがって、請求項２に記載の発明では、出力される画像の品質に悪影響を及ぼすこ
となく、現実に消費される電力量の増大を抑制することができる。
【００１８】
　さらに、請求項２に記載の発明では、印刷手段は、露光手段、転写手段及び加熱定着手
段を有する電子写真方式の印刷手段であり、切替手段は、第２作動モードを実行した上で
更に、第２作動モードに比べて低い加熱温度で加熱定着手段を作動させる第３作動モード
を実行することができ、さらに、切替手段は、第２判定手段により、印刷ジョブを完了さ
せることができないと判定されたときに、第３作動モードに切り替えることを特徴とする
。
　これにより、請求項２に記載の発明では、総消費電力量が第１閾値以上となると、表示
手段への電力供給を停止又は減少させる第２作動モードに切り替えられ、更に、総消費電
力量が増大して第２閾値以上となると、低い加熱温度で加熱手段を作動させる第３作動モ
ードに切り替えられることとなる。
　したがって、印刷品質に影響を与える第３作動モードへの切り替えが実行される前に、
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印刷品質に影響を与えない第２作動モードへの切り替えが実行されるので、印刷品質が大
きく低下することを抑制しつつ、現実に消費される電力量の増大を効果的に抑制すること
ができる。
【００１９】
　また、請求項３に記載の発明では、印刷手段は、露光手段、転写手段及び加熱定着手段
を有する電子写真方式の印刷手段であり、切替手段は、第２作動モードに比べて低い加熱
温度で加熱定着手段を作動させる第３作動モードを実行することができ、さらに、切替手
段は、第２判定手段により、印刷ジョブを完了させることができないと判定されたときに
、第３作動モードに切り替えることを特徴とする。
【００２０】
　これにより、請求項３に記載の発明では、総消費電力量が第１閾値以上となると、印刷
品質に影響を与えない第２作動モードに切り替えられ、更に、総消費電力量が増大して第
２閾値以上となると、低い加熱温度で加熱手段を作動させる第３作動モードに切り替えら
れることとなるので、印刷品質が大きく低下することを抑制しつつ、現実に消費される電
力量の増大を効果的に抑制することができる。
【００２１】
　また、請求項４に記載の発明では、第２判定手段により、印刷ジョブを完了させること
ができないと判定されたときに、第３作動モードにて、総消費電力量が第１閾値以上とな
らずに印刷ジョブを完了させることが可能であるか否かを判定する第３判定手段と、第３
判定手段により、印刷ジョブを完了させることができないと判定されたときであっても、
第３作動モードにて印刷ジョブを実行するか否かの指示を受け付ける受付手段とを備える
ことを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本実施形態は、印刷機能、スキャナ機能を兼ね備えた画像形成装置に本発明に係る画像
出力装置を適用したものであり、以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
【００２９】
　１．図面の説明
　図１は本実施形態に係る画像形成装置１０の概要を示すブロック図であり、図２は各印
刷モードの説明用の図表であり、図３は本実施形態の特徴を示すフローチャートであり、
図４はユーザに報知される情報の表示例を示す図である。
【００３０】
　２．画像形成装置の概要（図１参照）
　画像形成装置１０は、図１に示すように、記録シートやＯＨＰシート等の用紙に画像を
形成する印刷部１１、ユーザにより操作される操作パネル１２、各種の情報を表示する表
示部１３、原稿から画像情報を読み取り、その読み取った画像情報から画像データを出力
するスキャナ部１４、磁気記憶手段やフラッシュメモリ等の不揮発性記憶手段からなる記
憶部１５、ＮＩＣ（Network Interface Card）１６等のネットワーク接続用のインターフ
ェース、及び印刷部１１等を制御する制御部１７を有して構成されている。
【００３１】
　また、制御部１７は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等からなる周知のマイクロコンピュー
タにて構成されたものであり、後述する処理を実行するためのプログラム等は、ＲＯＭ等
の不揮発性記憶手段に記憶されている。
【００３２】
　そして、画像形成装置１０は、ＮＩＣ１６に接続されたイーサネット（登録商標）等の
ネットワークを介してコンピュータ（図示せず。）に接続可能であり、ネットワークを介
してコンピュータから発せられた印刷指令を受けて印刷を実行することができる。
【００３３】
　なお、本実施形態に係る印刷部１１は、露光手段、転写手段及び加熱定着手段を有する
周知の電子写真方式の印刷手段にて構成されており、転写手段により用紙に転写された現
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像剤像が加熱定着手段により加熱されて用紙に溶着固定される。
【００３４】
　また、操作パネル１２は、ユーザにより操作されるタッチスイッチ及びこのタッチスイ
ッチの状態（ＯＮ又はＯＦＦ等）を示すＬＥＤ等のパイロットランプを有して構成されて
いる。
【００３５】
　また、表示部１３は、ユーザが表示部１３に触れたか否か、及び触れた位置を検出する
ことが可能ないわゆるタッチパネル機能を有する液晶パネル（ＬＣＤ）から構成されてい
る。このため、本実施形態では、画像形成装置１０（制御部１７）は、操作パネル１２に
加えて、タッチパネル機能を通じてもユーザからの指示を受け付けることができる。
【００３６】
　さらに、スキャナ部１４は、画像読取部（図示せず。）に原稿を自動搬送する自動原稿
搬送装置（ＡＤＦ）を有しており、本実施形態に係るスキャナ部１４は、自動原稿搬送装
置を用いた原稿読取機能、及びユーザが画像読取部に原稿を載置して原稿を読み取るフラ
ットベッド読取機能を有している。
【００３７】
　３．本実施形態に係る画像形成装置の特徴的作動
　３．１．作動の概要
　本実施形態に係る画像形成装置１０では、用紙に画像を形成する際の印刷（作動）モー
ドとして、図２の左欄に示すように、２以上の印刷モードを有している。
【００３８】
　そして、基準時以降において消費された電力量の総合計（以下、総消費電力量という。
）に基づいて、下記の印刷モードのうち、いずれの印刷モードにて印刷すべきかが自動的
に決定され、その決定された印刷モードにより印刷ジョブが実行される。なお、本実施形
態では、基準時として、画像形成装置１０の主電源スイッチ（図示せず。）が投入された
時を採用している。
【００３９】
　＜通常印刷モード＞
　「通常印刷モード」とは、以下に述べる省エネルギー（節電）作動態様を実施せず、通
常通りに用紙に画像を印刷（形成）する作動モードであり、この通常印刷モードでは、１
枚の用紙に画像を印刷する際に約４ｗｈの電力量を消費する。なお、本実施形態では、通
常印刷モードは、１日の総消費電力量が０Ｗｈ以上、３００Ｗｈ未満の場合に実行される
。
【００４０】
　＜省エネモード１＞
　「省エネモード１」とは、操作パネル１２のＬＥＤ等のパイロットランプを消灯し、か
つ、表示部１３（ＬＣＤ）の表示を停止する等、印刷部１１の作動に直接的な影響の及ぼ
さない機器への電力供給を停止又は減少させた状態で印刷（印刷ジョブ）を実行する作動
モードをいう。
【００４１】
　そして、省エネモード１では、１枚の用紙に画像を印刷する際に約３．７Ｗｈの電力量
を消費する。なお、本実施形態では、省エネモード１は、総消費電力量が３００Ｗｈ以上
、３５０Ｗｈ未満の場合に実行される。
【００４２】
　＜省エネモード２＞
　「省エネモード２」とは、省エネモード１を実行した上で更に、用紙の搬送速度を通常
印刷モード時に比べて低下（本実施形態では、通常印刷モードの約５０％速度）させた状
態で印刷（印刷ジョブ）を実行する作動モードである。
【００４３】
　そして、この省エネモード２では、１枚の用紙に画像を印刷する際に約３．０Ｗｈの電
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力量を消費する。なお、本実施形態では、省エネモード２は、総消費電力量が３５０Ｗｈ
以上、４００Ｗｈ未満の場合に実行される。
【００４４】
　＜省エネモード３＞
　「省エネモード３」とは、省エネモード２を実行した上で更に、加熱定着手段（以下、
定着器という。）の加熱温度を通常印刷モード時に比べて低い温度（本実施形態では、通
常印刷モードのより約１０℃低い温度）で印刷（印刷ジョブ）を実行する作動モードであ
る。
【００４５】
　そして、この省エネモード３では、１枚の用紙に画像を印刷する際に約２．０Ｗｈの電
力量を消費する。なお、省エネモード３は、本実施形態では、総消費電力量が４００Ｗｈ
以上、４５０Ｗｈ未満の場合に実行される。
【００４６】
　＜省エネモード４＞
　「省エネモード４」とは、省エネモード２を実行した上で更に、定着器の加熱温度を通
常印刷モード時及び省エネモード３時に比べて低い温度（本実施形態では、通常印刷モー
ドのより約２０℃低い温度）で印刷（印刷ジョブ）を実行する作動モードである。
【００４７】
　そして、この省エネモード４では、１枚の用紙に画像を印刷する際に約１．８Ｗｈの電
力量を消費する。なお、本実施形態では、省エネモード４は、総消費電力量が４５０Ｗｈ
以上、５００Ｗｈ未満の場合に実行される。
【００４８】
　＜印刷禁止モード＞
　「印刷禁止モード」とは、印刷部１１の作動が禁止され、印刷（印刷ジョブ）を実行す
ることができない作動モードをいう。なお、本実施形態では、印刷禁止モードは、総消費
電力量が５００Ｗｈ（以下、この総消費電力量を制限電力値Ｔ５という。）以上となった
ときに実行される。
【００４９】
　因みに、本実施形態では、主電源スイッチが投入された時を基準時としているので、主
電源スイッチが遮断されると、消費された電力量の総合計が０に再設定され、印刷禁止モ
ードが解除され得る。
【００５０】
　因みに、上記各印刷モードにおける１枚平均消費電力量は、本実施形態では、以下のよ
うにして設定される。すなわち、印刷モードを固定した状態で、１日、画像形成装置１０
を使用した場合の消費電力量Ａ、及び一切印刷を行わない場合の画像形成装置１０の消費
電力量（待機電力量）Ｂを画像形成装置１０の出荷前に電力量計で測定し、かつ、その測
定実施日における１日の印刷枚数をＸとしたとき、これらの計測値を（Ａ－Ｂ）／Ｘに代
入して算出した値を各印刷モードの１枚平均消費電力量としている。
【００５１】
　３．２．作動の詳細（図３参照）
　図３に示すフローチャートは、上記作動の概略（３．１．参照）の詳細を示す図であり
、このフローチャートを実行するためのプログラムは、主電源スイッチが投入されたとき
に起動されて制御部１７（ＣＰＵ）で実行され、主電源スイッチが遮断されると終了する
。
【００５２】
　そして、本プログラムが起動されると、先ず、印刷ジョブ（印刷）の要求がコンピュー
タ等からされたか否か判定され（Ｓ１）、印刷ジョブの要求がされていないと判定された
場合には（Ｓ１：ＮＯ）、再び、Ｓ１が実行され、印刷ジョブの要求がされたと判定され
た場合には（Ｓ１：ＹＥＳ）、現在の印刷モードが印刷禁止モードであるか否かが判定さ
れる（Ｓ３）。
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【００５３】
　このとき、印刷禁止モードであると判定された場合には（Ｓ３：ＹＥＳ）、総消費電力
量が制限電力値Ｔ５以上となり、印刷モードが印刷ジョブを実行することができない作動
モードに移行した旨の表示（図４参照）が表示部１３に表示された後（Ｓ５）、再び、Ｓ
１が実行される。
【００５４】
　一方、印刷禁止モードでないと判定された場合には（Ｓ３：ＮＯ）、現在の印刷モード
が省エネモード１であるか否かが判定され（Ｓ７）、省エネモード１でないと判定された
場合には（Ｓ７：ＮＯ）、現在の印刷モードが省エネモード２であるか否かが判定される
（Ｓ９）。
【００５５】
　そして、省エネモード２でないと判定された場合には（Ｓ９：ＮＯ）、現在の印刷モー
ドが省エネモード３又は省エネモード４であるか否かが判定され（Ｓ１１）、省エネモー
ド３又は省エネモード４でないと判定された場合には（Ｓ１１：ＮＯ）、通常印刷モード
にて１ページ分の印刷が実行される（Ｓ１３）。
【００５６】
　その後、今回の印刷実行時に消費された電力が、前回の印刷の完了時点までに消費され
た総消費電力量に加算され、その加算後の総消費電力量が記憶部１５又はＲＡＭに記憶さ
れる（Ｓ１５）。
【００５７】
　因みに、本実施形態では、印刷ジョブ実行時に消費された電力量として、前述した「各
印刷モード毎に設定されている１枚の用紙に画像を印刷する際に消費される電力量」を用
いている。なお、以下、記憶部１５又はＲＡＭに記憶された電力を総消費電力量Σという
。
【００５８】
　また、Ｓ７にて印刷モードが省エネモード１であると判定された場合には（Ｓ７：ＹＥ
Ｓ）、操作パネル１２のＬＥＤ等のパイロットランプが消灯され、かつ、表示部１３（Ｌ
ＣＤ）の表示が停止されることにより、印刷モードが省エネモード１に設定された後（Ｓ
１７）、Ｓ１３が実行される。
【００５９】
　また、Ｓ９にて印刷モードが省エネモード２であると判定された場合には（Ｓ９：ＹＥ
Ｓ）、現在の印刷ジョブがセキュア印刷又は予約実行印刷であるか否かが判定され（Ｓ１
９）、印刷ジョブがセキュア印刷等であると判定された場合には（Ｓ１９：ＹＥＳ）、操
作パネル１２のＬＥＤ等のパイロットランプが消灯され、かつ、表示部１３（ＬＣＤ）の
表示が停止されることにより、印刷モードが省エネモード１に設定された後（Ｓ２１）、
Ｓ１３が実行される。
【００６０】
　一方、印刷ジョブがセキュア印刷等でないと判定された場合には（Ｓ１９：ＮＯ）、操
作パネル１２のＬＥＤ等のパイロットランプが消灯されるともに、表示部１３（ＬＣＤ）
の表示が停止され、かつ、用紙の搬送速度が通常印刷モードの約５０％速度にされること
により、印刷モードが省エネモード２に設定された後（Ｓ２３）、Ｓ１３が実行される。
【００６１】
　なお、「セキュア印刷」とは、印刷物が第三者に視認されてしまうことを防止すべく、
例えば、印刷ジョブの要求がされた後、ユーザから明示の印刷指示が画像形成装置に対し
てされた場合のみ印刷ジョブを実際に実行する等の機能を有する印刷であり、予約実行印
刷とは、ユーザにより指定された時刻に印刷ジョブを実行する印刷をいう。
【００６２】
　このため、セキュア印刷及び予約実行印刷は、通常、これらの印刷ジョブが実際に実行
するタイミングより早期に印刷指令がコンピュータ等から画像形成装置１０に対してされ
ているので、本実施形態では、これらの印刷ジョブは、現在の印刷モードに移行する前の
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印刷モード（省エネモード１）時に印刷指令がされたものとみなして、省エネモード１に
て印刷を実行する構成としている。
【００６３】
　また、Ｓ１１にて印刷モードが省エネモード３又は省エネモード４であると判定された
場合には（Ｓ１１：ＹＥＳ）、ＬＥＤ等が消灯され、かつ、表示部１３の表示が停止され
、かつ、用紙の搬送速度が通常印刷モードの約５０％速度とされ、かつ、定着器の加熱温
度が通常印刷モード時に比べて低い所定温度とされることにより、印刷モードが省エネモ
ード３又は省エネモード４に設定された後（Ｓ２５）、Ｓ１３が実行される。
【００６４】
　そして、総消費電力量Σが記憶されると（Ｓ１５）、その記憶された総消費電力量Σが
、第１所定電力量Ｔ１（３００Ｗｈ）以上、第２所定電力量Ｔ２（３５０Ｗｈ）未満であ
るか否かが判定され（Ｓ２７）、総消費電力量Σが第１所定電力量Ｔ１以上、第２所定電
力量Ｔ２未満でないと判定された場合には（Ｓ２７：ＮＯ）、総消費電力量Σが第２所定
電力量Ｔ２以上、第３所定電力量Ｔ３（４００Ｗｈ）未満であるか否かが判定される（Ｓ
２９）。
【００６５】
　このとき、総消費電力量Σが第２所定電力量Ｔ２以上、第３所定電力量Ｔ３未満でない
と判定された場合には（Ｓ２９：ＮＯ）、総消費電力量Σが第３所定電力量Ｔ３以上、第
４所定電力量Ｔ４（４５０Ｗｈ）未満であるか否かが判定され（Ｓ３１）、総消費電力量
Σが第３所定電力量Ｔ３以上、第４所定電力量Ｔ４未満でないと判定された場合には（Ｓ
３１：ＮＯ）、総消費電力量Σが第４所定電力量Ｔ４以上、制限電力値Ｔ５未満であるか
否かが判定される（Ｓ３３）。
【００６６】
　そして、総消費電力量Σが第４所定電力量Ｔ４以上、制限電力値Ｔ５未満であると判定
された場合には（Ｓ３３：ＮＯ）、総消費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上であるか否かが
判定され（Ｓ３５）、総消費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上でないと判定された場合には
（Ｓ３５：ＮＯ）、全ページ分の印刷が完了したか否かが判定される（Ｓ３７）。
【００６７】
　このとき、全ページ分の印刷が完了していないと判定された場合には（Ｓ３７：ＮＯ）
、再び、Ｓ３が実行され、一方、全ページ分の印刷が完了した判定された場合には（Ｓ３
７：ＹＥＳ）、再び、Ｓ１が実行される。
【００６８】
　また、Ｓ２７にて総消費電力が第１所定電力量Ｔ１以上、第２所定電力量Ｔ２未満であ
ると判定された場合には（Ｓ２７：ＹＥＳ）、印刷モードが省エネモード１に設定された
後（Ｓ３９）、Ｓ３７が実行され、Ｓ２９にて総消費電力量が第２所定電力量Ｔ２以上、
第３所定電力量Ｔ３未満であると判定された場合には（Ｓ２９：ＹＥＳ）、印刷モードが
省エネモード２に設定された後（Ｓ４１）、Ｓ３７が実行される。
【００６９】
　また、Ｓ３１にて総消費電力量が第３所定電力量Ｔ３以上、第４所定電力量Ｔ４未満で
あると判定された場合には（Ｓ３１：ＹＥＳ）、印刷モードが省エネモード３に設定され
た後（Ｓ４３）、Ｓ３７が実行され、Ｓ３３にて総消費電力量が第４所定電力量Ｔ４以上
、制限電力値Ｔ５未満であると判定された場合には（Ｓ３３：ＹＥＳ）、印刷モードが省
エネモード４に設定された後（Ｓ４５）、Ｓ３７が実行される。
【００７０】
　さらに、Ｓ３５にて消費電力量が制限電力値Ｔ５以上であると判定された場合には（Ｓ
３５：ＹＥＳ）、印刷モードが印刷禁止モードに設定された後（Ｓ４７）、Ｓ３７が実行
される。
【００７１】
　４．本実施形態に係る画像形成装置の特徴
　本実施形態では、基準時以降に現実に消費された電力量（総消費電力量Σ）が所定電力



(10) JP 4858537 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

量以上となると、消費電力の小さい他の印刷モードに移行して画像形成装置１０が運転さ
れるので、現実に消費される電力量の増大を抑制することができる。
【００７２】
　また、本実施形態では、印刷ジョブの実行中であっても、１ページ分の印刷が終了する
度に総消費電力量Σが所定電力量以上となったか否かを判定して、総消費電力量Σが所定
電力量以上となったときに、印刷モードを消費電力の小さい他の印刷モード切り替えるの
で、現実に消費される電力量の増大を確実に抑制することができる。
【００７３】
　ところで、表示部１３やＬＥＤ等のユーザに情報を報知するための表示手段は、印刷部
１１から出力される印刷物に直接的に影響を及ぼす機器ではないので、表示部１３等への
電力供給を停止又は減少させても、出力される印刷物の品質に悪影響を及ぼすことはない
。したがって、省エネモード１では、出力される印刷物の品質に悪影響を及ぼすことなく
、現実に消費される電力量の増大を抑制することができる。
【００７４】
　また、省エネモード２では、用紙の搬送速度を通常印刷モードより小さくするので、用
紙の搬送により消費される電力（例えば、搬送用電動モータでの消費電力）の増大を抑制
できる。
【００７５】
　なお、用紙の搬送速度を小さくすると、印刷スピードは低下するものの、印刷部１１か
ら出力される印刷物に直接的に影響を及ぼす機器ではないので、省エネモード２において
も、出力される印刷物の品質に悪影響を及ぼすことなく、現実に消費される電力量の増大
を抑制することができる。
【００７６】
　また、電子写真方式の画像形成装置においては、一般的に、定着器にて消費される電力
が大きな割合を占めるが、本実施形態では、省エネモード３及び省エネモード４において
は、通常印刷モードに比べて低い加熱温度で作動するので、現実に消費される電力量の増
大を効果的に抑制することができる。
【００７７】
　ところで、上述したように、定着器の加熱温度を低くすると、効果的に消費電力を抑制
することができるものの、加熱温度を低くすると、印刷品質の低下を招くおそれがある。
【００７８】
　これに対して、本実施形態では、省エネモード３→省エネモード４の順に加熱温度を段
階的に低下させるので、印刷品質が大きく低下することを抑制しつつ、現実に消費される
電力量の増大を効果的に抑制することができる。
【００７９】
　また、本実形態では、印刷品質に影響を与える省エネモード３への移行が実行される前
に、印刷品質に影響を与えない省エネモード１及び省エネモード２が実行されるので、印
刷品質が大きく低下することを抑制しつつ、現実に消費される電力量の増大を効果的に抑
制することができる。
【００８０】
　（第２実施形態）
　第１実施形態では、１ページ分の印刷が終了する度に、いずれの印刷モードにて印刷を
実行すべきかを判定して印刷モードを切り替えるものであったので、１つの印刷ジョブ（
全ページ分の印刷）が完了する前、つまり印刷ジョブの実行途中から印刷モードが切り替
わる場合もあり得る。
【００８１】
　これに対して、本実施形態では、印刷ジョブを実行する前に、その印刷ジョブを完了さ
せることが可能であるか否かを判定し、印刷ジョブを完了させることができないと判定さ
れた場合には、印刷ジョブを完了させることが可能と判定でき得る印刷モードにて印刷ジ
ョブを実行するものである。以下、その詳細を図５に示すフローチャートに従って説明す
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る。
【００８２】
　１．作動の詳細（図５参照）
　図５に示すフローチャートを実行するためのプログラムは、主電源スイッチが投入され
たときに起動されて制御部１７（ＣＰＵ）で実行され、主電源スイッチが遮断されると終
了する。
【００８３】
　そして、本プログラムが起動されると、先ず、印刷ジョブ（印刷）の要求がコンピュー
タ等からされたか否か判定され（Ｓ５１）、印刷ジョブの要求がされていないと判定され
た場合には（Ｓ５１：ＮＯ）、再び、Ｓ５１が実行される。
【００８４】
　一方、印刷ジョブの要求がされたと判定された場合には（Ｓ５１：ＹＥＳ）、現在の総
消費電力量Σと制限電力値Ｔ５との差分から各印刷モードにて何ページ分を印刷すること
が可能であるかを示す予測値が算出される（Ｓ５３）。
【００８５】
　なお、本実施形態では、現在の総消費電力量Σと制限電力値Ｔ５との差分を、１枚の用
紙に画像を印刷する際に消費する電力量（図２参照）で除したときの商を予測値としてい
る。つまり、例えば通常印刷モードにおいては、現在の総消費電力量Σと制限電力値Ｔ５
との差分を「８００」で除したときの商が、通常印刷モードの予測値となる。
【００８６】
　次に、Ｓ５３にて算出された予測値に基づいて、通常印刷モードにて印刷要求された印
刷ジョブの全ページを印刷することができるか否か判定され（Ｓ５５）、全ページを印刷
することができないと判定された場合には（Ｓ５５：ＮＯ）、省エネモード１にて印刷要
求された印刷ジョブの全ページを印刷することができるか否か判定される（Ｓ５７）。
【００８７】
　このとき、省エネモード１にて全ページを印刷することができないと判定された場合に
は（Ｓ５７：ＮＯ）、省エネモード２にて印刷要求された印刷ジョブの全ページを印刷す
ることができるか否か判定され（Ｓ５９）、省エネモード２にて全ページを印刷すること
ができないと判定された場合には（Ｓ５９：ＮＯ）、省エネモード３にて印刷要求された
印刷ジョブの全ページを印刷することができるか否か判定される（Ｓ６１）。
【００８８】
　そして、省エネモード３にて全ページを印刷することができないと判定された場合には
（Ｓ６１：ＮＯ）、省エネモード４にて印刷要求された印刷ジョブの全ページを印刷する
ことができるか否か判定され（Ｓ６３）、省エネモード４にて全ページを印刷することが
できないと判定された場合には（Ｓ６３：ＮＯ）、総消費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上
となる可能性があるため、印刷要求がされた印刷ジョブの全ページを印刷できない可能性
がある旨の通知（図６参照）が表示部１３される（Ｓ６５）。
【００８９】
　次に、ユーザから入力値（図６参照）に基づいて、印刷ジョブを実行するか否かが判定
され（Ｓ６７）、印刷ジョブを実行しないと判定された場合には（Ｓ６７：ＮＯ）、その
印刷ジョブが破棄（消去）された後（Ｓ６９）、再び、Ｓ５１が実行される。
【００９０】
　一方、印刷ジョブを実行すると判定された場合には（Ｓ６７：ＹＥＳ）、印刷モードが
省エネモード４に設定された後（Ｓ７１）、１ページ分のデータが印刷され（Ｓ７３）、
その後、今回の印刷実行時に消費された電力量が、前回の印刷の完了時点までに消費され
た総消費電力量に加算され、その加算後の総消費電力量Σが記憶部１５又はＲＡＭに記憶
される（Ｓ７５）。
【００９１】
　次に、その総消費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上となったか否かが判定され（Ｓ７７）
、総消費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上となったと判定された場合には（Ｓ７７：ＹＥＳ
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）、残りのページ分のデータが破棄（消去）された後、再び、Ｓ５１が実行される。
【００９２】
　一方、総消費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上となっていないと判定された場合には（Ｓ
７７：ＮＯ）、全ページ分の印刷が完了したか否かが判定され（Ｓ７９）、全ページ分の
印刷が完了していないと判定された場合には（Ｓ７９：ＮＯ）、再び、Ｓ７３が実行され
、一方、全ページ分の印刷が完了した判定された場合には（Ｓ７９：ＹＥＳ）、再び、Ｓ
５１が実行される。
【００９３】
　また、Ｓ５５にて通常印刷モードにて全ページ分を印刷することができると判定された
場合には（Ｓ５５：ＹＥＳ）、印刷モードが通常印刷モードに設定された後（Ｓ８１）、
全ページ分が印刷される（Ｓ９１）。なお、Ｓ９１では、印刷ジョブの実行途中で総消費
電力量Σが所定電力量又は制限電力値Ｔ５以上となった場合であっても、印刷モードが切
り替えられることなく、全ページ分が印刷される。
【００９４】
　そして、全ページ分の印刷が終了して印刷ジョブが完了すると、その全ページ分の印刷
実行時に消費された電力量が、前回の印刷の完了時点までに消費された総消費電力量に加
算され、その加算後の総消費電力量Σが記憶部１５又はＲＡＭに記憶された後（Ｓ９３）
、再び、Ｓ５１が実行される。
【００９５】
　また、Ｓ５７にて省エネモード１にて全ページ分を印刷することができると判定された
場合には（Ｓ５７：ＹＥＳ）、印刷モードが省エネモード１に設定された後（Ｓ８３）、
全ページ分が印刷される（Ｓ９１）。
【００９６】
　また、Ｓ５９にて省エネモード２にて全ページ分を印刷することができると判定された
場合には（Ｓ５９：ＹＥＳ）、印刷モードが省エネモード２に設定された後（Ｓ８５）、
全ページ分が印刷される（Ｓ９１）。
【００９７】
　また、Ｓ６１にて省エネモード３にて全ページ分を印刷することができると判定された
場合には（Ｓ６１：ＹＥＳ）、印刷モードが省エネモード３に設定された後（Ｓ８７）、
全ページ分が印刷される（Ｓ９１）。
【００９８】
　さらに、Ｓ６３にて省エネモード４にて全ページ分を印刷することができると判定され
た場合には（Ｓ６３：ＹＥＳ）、印刷モードが省エネモード４に設定された後（Ｓ８９）
、全ページ分が印刷される（Ｓ９１）。
【００９９】
　２．本実施形態に係る画像形成装置の特徴
　本実施形態では、印刷ジョブを実行する前に、印刷ジョブを完了させることが可能であ
るか否かを判定し、印刷ジョブを完了させることができないと判定された場合には、印刷
ジョブを完了させることが可能と判定でき得る印刷モードにて印刷ジョブを実行するので
、印刷ジョブの途中にて印刷モードが切り替わることなく、現実に消費される電力量の増
大を確実に抑制することができる。
【０１００】
　（第３実施形態）
　第２実施形態では、印刷要求された印刷ジョブを完了させることが可能な印刷モードを
画像形成装置１０が自動的に選択して印刷ジョブを実行したが、本実施形態は、ユーザが
印刷モードを選択し、そのユーザにより選択された印刷モードにて印刷ジョブを実行する
ものである。以下、その詳細を図７に示すフローチャートに従って説明する。
【０１０１】
　１．作動の詳細（図７参照）
　図７に示すフローチャートを実行するためのプログラムは、主電源スイッチが投入され
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たときに起動されて制御部１７（ＣＰＵ）で実行され、主電源スイッチが遮断されると終
了する。
【０１０２】
　そして、本プログラムが起動されると、先ず、印刷ジョブ（印刷）の要求がコンピュー
タ等からされたか否か判定され（Ｓ１０１）、印刷ジョブの要求がされていないと判定さ
れた場合には（Ｓ１０１：ＮＯ）、再び、Ｓ１０１が実行される。
【０１０３】
　一方、印刷ジョブの要求がされたと判定された場合には（Ｓ１０１：ＹＥＳ）、現在の
総消費電力量Σと制限電力値Ｔ５との差分から各印刷モードにて何ページ分を印刷するこ
とが可能であるかを示す予測値が、第２実施形態のＳ５３と同様な手法で算出されるとと
もに、その予測値（図８参照）及びユーザが印刷モードを選択するための選択メニュー画
面（図９参照）が表示部１３に表示される（Ｓ１０３）。
【０１０４】
　次に、いずれの印刷モード又は印刷ジョブの取消（キャンセル）がユーザにより選択さ
れたかが判定された後（Ｓ１０５～Ｓ１１３）、いずれかの印刷モードがユーザにより選
択されたと判定された場合には（Ｓ１０５：ＹＥＳ、Ｓ１０７：ＹＥＳ、Ｓ１１１：ＹＥ
Ｓ、Ｓ１１３：ＹＥＳ）、印刷モードがユーザにより選択された印刷モードに設定された
後（Ｓ１２５～Ｓ１３３）、１ページ分のデータが印刷される（Ｓ１１７）。
【０１０５】
　そして、１ページ分の印刷が終了すると（Ｓ１１７）、今回の印刷実行時に消費された
電力量が、前回の印刷の完了時点までに消費された総消費電力量に加算され、その加算後
の総消費電力量Σが記憶部１５又はＲＡＭに記憶される（Ｓ１１８）。
【０１０６】
　次に、その総消費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上となったか否かが判定され（Ｓ１１９
）、総消費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上となったと判定された場合には（Ｓ１１９：Ｙ
ＥＳ）、残りのページ分のデータが破棄（消去）された後、再び、Ｓ１０１が実行される
。
【０１０７】
　また、印刷ジョブの取消がユーザにより選択されたと判定された場合には（Ｓ１１５：
ＹＥＳ）、全ページ分のデータが破棄（消去）された後（Ｓ１２３）、再び、Ｓ１０１が
実行される。なお、いずれかの印刷モード又は印刷ジョブの取消がユーザにより選択され
なかった場合には（Ｓ１１５：ＮＯ）、再び、Ｓ１０５が実行される。
【０１０８】
　２．本実施形態に係る画像形成装置の特徴
　本実施形態では、ユーザにより選択された印刷モードにて印刷ジョブを実行するので、
ユーザの意図を反映させつつ、総消費電力量の増大を抑制することが可能となる。
【０１０９】
　なお、本実施形態では、総消費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上となったときに（Ｓ１２
１：ＹＥＳ）、印刷ジョブが停止されて残ページ分のデータが破棄されるものであったが
、本実施形態は、これに限定されるものではなく、Ｓ１２１を廃止し、ユーザにより選択
された印刷モードにて印刷ジョブを完了させてもよい。
【０１１０】
　（第４実施形態）
　本実施形態は、図１０のＳ３８、Ｓ４０、Ｓ４２、Ｓ４４、Ｓ４６に示すように、印刷
モードが変更される前に、印刷モードが変更されようとしている旨をユーザに対して報知
するとともに、ユーザに対して印刷モード変更の許可（確認）を要求するものである。
【０１１１】
　なお、既に説明済みの制御ステップには、同一の符号を付したので、説明済みの制御ス
テップと同一符号が付された制御ステップの説明は省略する。
【０１１２】
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　すなわち、Ｓ３８、Ｓ４０、Ｓ４２、Ｓ４４、Ｓ４６にて、印刷モード変更の許可がユ
ーザによりされたと判定された場合には（Ｓ３８：ＹＥＳ、Ｓ４０：ＹＥＳ、Ｓ４２：Ｙ
ＥＳ、Ｓ４４：ＹＥＳ、Ｓ４６：ＹＥＳ）、実際に印刷モードが変更され（Ｓ３９、Ｓ４
１、Ｓ４３、Ｓ４５、Ｓ４７）、一方、印刷モード変更の許可がユーザによりされなかっ
たと判定された場合には（Ｓ３８：ＮＯ、Ｓ４０：ＮＯ、Ｓ４２：ＮＯ、Ｓ４４：ＮＯ、
Ｓ４６：ＮＯ）、印刷モードが変更されることなく、Ｓ１が実行される。
【０１１３】
　これにより、本実施形態では、総消費電力量Σが、所定電力量以上となるときに、ユー
ザの操作に基づいて選択された印刷モードにて印刷ジョブを実行するので、ユーザの意図
を反映させつつ、総消費電力量の増大を抑制することが可能となる。
【０１１４】
　なお、図１０では、図３（第１実施形態）に示す制御を例に本実施形態を説明したが、
本実施形態は、これに限定されるものではなく、他の実施形態に適用することができる。
【０１１５】
　（第５実施形態）
　本実施形態は、画像形成装置１０に対して印刷指令を発したユーザ毎に制限電力値Ｔ５
を設定することができるようにしたものである（図１１参照）。なお、ユーザ毎の制限電
力値Ｔ５は、操作パネル１２を介して設定することができ、この設定されたユーザ毎の制
限電力値Ｔ５は、記憶部１５に記憶される。
【０１１６】
　すなわち、本実施形態では、図１２に示すように、印刷ジョブの要求がされたと判定さ
れた場合には（Ｓ１：ＹＥＳ、Ｓ５１：ＹＥＳ、Ｓ１０１：ＹＥＳ）、制限電力値Ｔ５に
ユーザ毎に設定された制限電力値（図１１参照）が入力される（Ｓ２）。
【０１１７】
　そして、Ｓ２以降は、印刷ジョブが完了又は破棄されるまでは、Ｓ２にて入力された値
を制限電力値Ｔ５として画像形成装置１０が制御される。なお、Ｓ２以降は、図３、図５
又は図７に示されるフローチャートに従って画像形成装置１０が制御される。
【０１１８】
　また、本実施形態では、ユーザ毎に制限電力値Ｔ５を相違させることが可能であるので
、総消費電力量Σもユーザ毎に記憶部１５に記憶される（図１１参照）。
【０１１９】
　（その他の実施形態）
　上述の実施形態では、印刷物として画像を出力する場合を例に本発明を説明したが、本
発明の適用はこれに限定されるものではなく、原稿の画像を読み込んで画像を電子データ
として出力するスキャナ装置にも適用できる。
【０１２０】
　なお、本発明をスキャナ装置に適用した場合には、省エネモード３及び省エネモード４
を実行することはできないが、通常印刷モード、省エネモード１及び省エネモード２は実
行可能である。また、この例における省エネモード２における搬送速度とは、自動原稿搬
送装置（ＡＤＦ）により搬送される原稿の搬送速度となる。
【０１２１】
　また、通常印刷モード以外の作動モードは、上述の実施形態に限定されるものではなく
、その他の作動モードであってもよい。
【０１２２】
　また、上述の実施形態では、総消費電力量Σの増加に応じて、通常印刷モード→省エネ
モード１→省エネモード２→省エネモード３→省エネモード４→印刷禁止モードと印刷モ
ードを切り替えたが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、印刷モードを、
通常印刷モード及び省エネモード１～４のうちいずれか１つ又は２つの印刷モードのみと
して、印刷モードを切り替えてもよい。
【０１２３】
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　また、上述の実施形態では、省エネモード１として、操作パネル１２のＬＥＤ等のパイ
ロットランプを消灯し、かつ、表示部１３（ＬＣＤ）の表示を停止した状態で印刷を実行
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、通常印刷モードに比べて、表
示部１３等に供給する電力を低減してもよい。
【０１２４】
　また、上述の実施形態では、主電源スイッチの投入時を基準時として消費電力量を積算
して総消費電力量Σを決定したが、本発明はこれに限定されるものでなく、例えば、総消
費電力量Σが制限電力値Ｔ５以上となった時（印刷モードが印刷禁止モードとなった時）
、又は日若しくは月が変わった時を基準時としてもよい。
【０１２５】
　また、上述の実施形態では、総消費電力量Σとして、「各印刷モード毎に設定されてい
る１枚の用紙に画像を印刷する際に消費される電力量（図２参照）」を用いて順次積算し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば画像形成装置１０の電源回路に入
力される電力量を直接的に計測して消費電力量を算出してもよい。
【０１２６】
　また、本発明は、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に合致するものであればよく
、上述の実施形態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置１０の概要を示すブロック図である。
【図２】各印刷モードの説明用の図表である。
【図３】本発明の第１実施形態の特徴を示すフローチャートである。
【図４】ユーザに報知される情報の表示例を示す図である。
【図５】本発明の第２実施形態の特徴を示すフローチャートである。
【図６】ユーザに報知される情報の表示例を示す図である。
【図７】本発明の第３実施形態の特徴を示すフローチャートである。
【図８】ユーザに報知される情報の表示例を示す図である。
【図９】ユーザに報知される情報の表示例を示す図である。
【図１０】本発明の第４実施形態の特徴を示す図である。
【図１１】ユーザ毎の制限電力値Ｔ５を示す図表である。
【図１２】本発明の第５実施形態の特徴を示す図である。
【符号の説明】
【０１２８】
　１０…画像形成装置、１１…印刷部、１２…操作パネル、１３…表示部、
　１４…スキャナ部、１５…記憶部、１７…制御部。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】
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