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(57)【要約】
【課題】ユーザーにとって使い勝手のよいスリープ解除
制御をする。
【解決手段】復帰デバイス管理テーブル９１には、操作
パネル６に表示される操作画面毎に、操作画面に対応す
る機能に必要なデバイスが関連づけて登録されている。
初期画面設定部１２０は、ユーザーが指定した操作画面
をスリープモードから復帰したときに最初に操作パネル
６に表示される初期画面として設定する。スリープ制御
部１２１は、スリープモードから復帰するときに、復帰
デバイス管理テーブル９１を参照して、初期画面設定部
１２０で設定された初期画面に関連付けられたデバイス
だけをスリープ状態から通常状態に復帰させるよう制御
する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント機能、コピー機能、ファクス機能、ネットワーク通信機能及びボックス機能の
内のいずれか複数の機能を備え、複数の前記機能の実行に必要な複数のデバイスの消費電
力を通常状態より低減してスリープ状態にするスリープモードを備えた画像形成装置であ
って、
　複数の前記機能にそれぞれ対応する複数の操作画面のいずれかを表示する操作パネルと
、
　前記スリープモードから復帰したときに前記操作パネルに最初に表示される初期画面と
して、複数の前記操作画面のいずれかをユーザーが設定可能な初期画面設定部と、
　前記操作画面毎に、前記操作画面に対応する前記機能に必要な前記デバイスを関連付け
て登録した復帰デバイス管理テーブルと、
　前記スリープモードから復帰するときに、前記復帰デバイス管理テーブルを参照して、
前記初期画面設定部で設定された前記初期画面に関連付けられた前記デバイスだけを前記
スリープ状態から前記通常状態に復帰させるスリープ制御部とを備え、
　前記スリープ制御部は、
　前記操作画面に表示された他の前記機能を指示するボタンによって画面遷移するときに
、前記復帰デバイス管理テーブルを参照して、遷移先の前記操作画面に関連付けられた前
記デバイスが前記スリープ状態か否かを判定し、前記スリープ状態の前記デバイスを前記
通常状態に復帰させ、前記復帰デバイス管理テーブルには、前記ボックス機能に対応する
ボックス画面に前記操作パネル及び前記ボックス記憶部が関連付けて登録され、
　前記ボックス画面には、他の前記機能を指示する前記ボタンとして、印刷を指示する印
刷ボタンと、メール送信を指示するメール送信ボタンと、ファクス送信を指示するファク
ス送信ボタンとの少なくとも１つが表示されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の機能を備えた画像形成装置に係り、特に、消費電力を低減するスリー
プモードを備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置には、所定時間使用されなかったときに、各部の電源をＯＦＦにして消費
電力を低減するスリープモードを備えたものがある。スリープモードのときに操作パネル
が操作されると、再び各部が通電され、画像形成装置はスリープモードから通常モードに
復帰する。通常モードに復帰すると、画像形成装置は、所定の機能に対応する操作画面を
表示して、ユーザーからの指示に従って動作する。画像形成装置が複数の機能を備えた複
合機である場合には、スリープモードから通常モードに復帰するときに、ユーザーが指示
した機能や予め設定された機能に対応するデバイスのみに通電するようにして、使用しな
い機能に対応するデバイスの電源をＯＦＦにしたままにすることで、消費電力を抑えるも
のがある（例えば、特許文献１～３を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平11-252289号公報
【特許文献２】特開2004-222234号公報
【特許文献３】特開平10-262130号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、ユーザーは操作画面を介して操作を行うことが普通であり、従来技術の
ように、スリープモードから復帰したときに予め指定された機能を使えるようにする技術
では、ユーザーが操作画面を操作するときに対応する機能がスリープ状態から復帰して、
使える状態になっているのか分かりづらいという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、上記課題を解決することができる技術
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】
【０００６】
　本発明の画像形成装置は、プリント機能、コピー機能、ファクス機能、ネットワーク通
信機能及びボックス機能の内のいずれか複数の機能を備え、複数の前記機能の実行に必要
な複数のデバイスの消費電力を通常状態より低減してスリープ状態にするスリープモード
を備えた画像形成装置であって、複数の前記機能にそれぞれ対応する複数の操作画面のい
ずれかを表示する操作パネルと、前記スリープモードから復帰したときに前記操作パネル
に最初に表示される初期画面として、複数の前記操作画面のいずれかをユーザーが設定可
能な初期画面設定部と、前記操作画面毎に、前記操作画面に対応する前記機能に必要な前
記デバイスを関連付けて登録した復帰デバイス管理テーブルと、前記スリープモードから
復帰するときに、前記復帰デバイス管理テーブルを参照して、前記初期画面設定部で設定
された前記初期画面に関連付けられた前記デバイスだけを前記スリープ状態から前記通常
状態に復帰させるスリープ制御部とを備え、前記スリープ制御部は、前記操作画面に表示
された他の前記機能を指示するボタンによって画面遷移するときに、前記復帰デバイス管
理テーブルを参照して、遷移先の前記操作画面に関連付けられた前記デバイスが前記スリ
ープ状態か否かを判定し、前記スリープ状態の前記デバイスを前記通常状態に復帰させ、
前記復帰デバイス管理テーブルには、前記ボックス機能に対応するボックス画面に前記操
作パネル及び前記ボックス記憶部が関連付けて登録され、前記ボックス画面には、他の前
記機能を指示する前記ボタンとして、印刷を指示する印刷ボタンと、メール送信を指示す
るメール送信ボタンと、ファクス送信を指示するファクス送信ボタンとの少なくとも１つ
が表示されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ユーザーにとって使い勝手のよいスリープ解除制御をすることができ
る技術を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る実施形態の画像形成装置の断面模式図である。
【図２】図１に示す操作パネルの平面図である。
【図３】図１に示す画像形成装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図４】図３に示す復帰デバイス管理テーブルの登録例である。
【図５】図２に示す操作パネルに表示される初期画面の設定画面例である。
【図６】図３に示すスリープ制御部の処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】図２に示す操作パネルに表示されるボックス画面の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、以下の実施形態におい
て、同様の機能を示す構成には、同一の符号を付してある。
【００１０】
　本実施の形態の画像形成装置は、プリント機能、コピー機能、ファクス機能、ネットワ
ーク通信機能及びボックス機能などの複数の機能を備えた複合機１であり、待機電力を低
減するスリープモードと、ユーザーからの操作指示を受け付けて動作する通常モードとを
備えている。複合機１は、所定時間使用されなかった場合に通常モードからスリープモー
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ドに移行し、スリープモード中に操作パネル６が操作されると、スリープモードから通常
モードに移行する。なお、複合機１は、プリント機能、コピー機能、ファクス機能、ネッ
トワーク通信機能及びボックス機能などの複数の機能のうち少なくともいずれか２つ以上
の機能を備えていればよい。
【００１１】
　複合機１は、図１を参照すると、原稿読取部２と、原稿給送部３と、本体部５と、操作
パネル６とを備えている。原稿読取部２は、本体部５の上部に配設され、原稿読取部２と
本体部５との間には、記録紙排出トレイ５１が形成されている。原稿給送部３は、原稿読
取部２の上部に配設されている。また、原稿給送部３は、可倒式に構成され、原稿給送部
３を上方に開くことで、原稿読取部２の上面を開放させることができる構成になっている
。操作パネル６は、複合機１の手前側に配設されている。
【００１２】
　操作パネル６は、図２を参照すると、液晶表示パネルの表面に透明の感圧センサーが設
けられたタッチパネル６１、印刷枚数等の数値を入力するためのテンキー、入力された数
値を消去したり、設定情報を初期化させる指示を入力するためのリセットキー、印刷動作
等を開始させる出力指示を入力するためのスタートキー、印刷動作等を停止させるための
ストップキー等の各種操作キー６２を備えている。
【００１３】
　また、操作パネル６は、機能に応じた操作画面をタッチパネル６１に表示するよう切り
換える画面切換キー６３として、コピー機能を指示するコピーキー６４と、ファクス送信
機能を指示するファクスキー６５と、メール送信機能を指示するメールキー６６と、ボッ
クス機能を指示するボックスキー６７とを備えている。画面切換キー６３によって指示さ
れた機能に対応する操作画面がタッチパネル６１に表示される。
【００１４】
　なお、コピー機能は、原稿読取部２によって読み取った原稿ＭＳの画像データを、記録
部７によって記録紙に印刷する機能である。また、ファクス機能は、原稿読取部２によっ
て読み取った原稿ＭＳの画像データを公衆回線網経由でファクス送信する機能である。ま
た、メール送信機能は、原稿読取部２によって読み取った原稿ＭＳの画像データをネット
ワーク経由でメール送信する機能である。さらに、ボックス機能は、後述するボックス記
憶部１３に記憶されている画像データを、タッチパネル６１に表示したり、記録部７によ
って記録紙に印刷したり、公衆回線網経由でファクス送信したり、ネットワーク経由でメ
ール送信したりする機能である。
【００１５】
　原稿読取部２は、スキャナー２１と、原稿読み取りスリット２２と、プラテンガラス２
３とを備える。スキャナー２１は、露光ランプ及びＣＣＤ(Charge Coupled Device)セン
サー等から構成され、原稿給送部３による原稿ＭＳの給送方向に移動可能に構成されてい
る。原稿読み取りスリット２２は、原稿給送部３による原稿ＭＳの原稿給送方向と直交方
向に形成された隙間であり、ガラス等の透明部材が嵌め込まれている。プラテンガラス２
３は、ガラス等の透明部材により構成された原稿台である。
【００１６】
　プラテンガラス２３に載置された原稿ＭＳを読み取る場合には、スキャナー２１は、プ
ラテンガラス２３に対向する位置に移動され、プラテンガラス２３に載置された原稿ＭＳ
を走査しながら原稿ＭＳを読み取って画像データを取得し、取得した画像データを本体部
５に出力する。また、原稿給送部３により給送された原稿ＭＳを読み取る場合には、スキ
ャナー２１は、原稿読み取りスリット２２と対向する位置に移動され、原稿読み取りスリ
ット２２を介し、原稿給送部３による原稿ＭＳの給送動作と同期して原稿ＭＳを読み取っ
て画像データを取得し、取得した画像データを本体部５に出力する。
【００１７】
　原稿給送部３は、ＡＤＦ（Auto Document Feeder）であり、原稿載置部３１と、原稿排
出トレイ３２と、原稿給送機構３３とを備えている。原稿載置部３１に載置された原稿Ｍ
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Ｓは、原稿給送機構３３によって、１枚ずつ順に繰り出されて原稿読み取りスリット２２
に対向する位置へ給送され、その後、原稿排出トレイ３２に排出される。
【００１８】
　本体部５は、記録部７を備えると共に、給紙部５２と、記録紙搬送路５３と、記録紙搬
送ローラー５４と、記録紙排出ローラー５５とを備えている。給紙部５２は、複数の給紙
カセット５２ａ１～５２ａｎと、給紙カセット５２ａ１～５２ａｎから記録紙を１枚ずつ
記録紙搬送路５３に繰り出す記録紙給紙ローラー５２ｂ１～５２ｂｎとを備えている。記
録紙給紙ローラー５２ｂ１～５２ｂｎ、記録紙搬送ローラー５４及び記録紙排出ローラー
５５が記録紙搬送部として機能し、記録紙が搬送される。記録紙給紙ローラー５２ｂ１～
５２ｂｎによって記録紙搬送路５３に繰り出された記録紙は、記録紙搬送ローラー５４に
よって記録部７に搬送される。そして、記録部７によって記録が施された記録紙は、記録
紙排出ローラー５５によって記録紙排出トレイ５１に排出される。
【００１９】
　記録部７は、感光体ドラム７１と、露光部７２と、現像部７３と、転写部７４と、定着
部７５とを備えている。露光部７２は、レーザー装置やミラー等を備えた光学ユニットで
あり、画像データに基づいてレーザー光を出力して感光体ドラム７１を露光し、感光体ド
ラム７１の表面に静電潜像を形成する。現像部７３は、トナーを用いて感光体ドラム７１
に形成された静電潜像を現像する現像ユニットであり、静電潜像に基づいたトナー像を感
光体ドラム７１上に形成させる。転写部７４は、現像部７３によって感光体ドラム７１上
に形成されたトナー像を記録紙に転写させる。定着部７５は、ヒーター等を備えた定着ユ
ニットであり、転写部７４によってトナー像が転写された記録紙を加熱してトナー像を記
録紙に定着させる。
【００２０】
　図３には、複合機１の概略構成を示すブロック図が示されている。上述の原稿読取部２
、原稿給送部３、搬送部（記録紙給紙ローラー５２ｂ１～５２ｂｎ、記録紙搬送ローラー
５４、記録紙排出ローラー５５）、操作パネル６及び記録部７は、制御部１２に接続され
、制御部１２によって動作制御される。また、制御部１２には、画像処理部８と、記憶部
９と、通信部１０と、ファクス部１１とが接続されている。
【００２１】
　画像処理部８は、画像データに対して所定の画像処理を行う手段であり、例えば、拡大
縮小処理や、階調調整、濃度調整等の画像改善処理が行われる。
【００２２】
　記憶部９は、半導体メモリーやＨＤＤ等の記憶手段であり、原稿読取部２によって原稿
ＭＳを読み取ることで取得された画像データが一時的に記憶されると共に、各種の管理情
報が記憶されている。
【００２３】
　また、記憶部９には、復帰デバイス管理テーブル９１が記憶されている。復帰デバイス
管理テーブル９１は、操作画面毎に、操作画面に対応してスリープ状態から復帰させるデ
バイスが関連付けられて登録されている。
【００２４】
　図４は、復帰デバイス管理テーブル９１の登録例である。復帰デバイス管理テーブル９
１では、操作画面として、「コピー画面」、「メール送信画面」、「ファクス送信画面」
、「ボックス画面」及び「プリント画面」が登録されており、操作パネル６、原稿読取部
２、記録部７、通信部１０、ファクス部１１及びボックス記憶部１３のうち１つ以上がそ
れぞれ操作画面に関連づけられて登録されている。操作パネル６、原稿読取部２、記録部
７、通信部１０、ファクス部１１及びボックス記憶部１３はいずれもスリープモードでス
リープ状態に制御されるデバイスである。なお、ここで示す操作画面とデバイスとの関連
づけは一例であり、例えば１つの操作画面に複数の機能の実行にそれぞれ必要なデバイス
が関連付けられていてもよいことは言うまでもない。
【００２５】
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　「コピー画面」には、操作パネル６、原稿読取部２及び記録部７が関連づけられている
。コピー画面では、原稿読取部２を介して原稿ＭＳを読み取らせて、原稿ＭＳをコピー印
刷することができる。「コピー画面」がタッチパネル６１に表示される場合には、操作パ
ネル６、原稿読取部２及び記録部７が通電されて、コピー機能が使用可能になる。この場
合、通信部１０、ファクス部１１、及びボックス記憶部１３はスリープ状態が維持される
。
【００２６】
　「ファクス送信画面」には、操作パネル６、原稿読取部２及びファクス部１１が関連づ
けられている。「ファクス送信画面」がタッチパネル６１に表示される場合には、操作パ
ネル６、原稿読取部２及びファクス部１１が通電されて、ファクス機能が使用可能になる
。この場合、記録部７、通信部１０及びボックス記憶部１３はスリープ状態が維持される
。記録部７をスリープ状態のままにすることで、静音性を保つことができる。
【００２７】
　「メール送信画面」には、操作パネル６、原稿読取部２及び通信部１０が関連づけられ
ている。「メール送信画面」がタッチパネル６１に表示される場合には、操作パネル６、
原稿読取部２及び通信部１０が通電されて、スキャン機能が使用可能になる。この場合、
記録部７、ファクス部１１及びボックス記憶部１３はスリープ状態が維持される。
【００２８】
　「ボックス画面」には、操作パネル６とボックス記憶部１３とが関連づけられている。
「ボックス画面」が表示される場合には、操作パネル６とボックス記憶部１３が通電され
て、ボックス記憶部１３に記憶された文書データにアクセス可能なボックス画面が表示さ
れる。ボックス画面が表示された段階では、原稿読取部２、記録部７、通信部１０及びフ
ァクス部１１はスリープ状態のままである。ボックス画面では、ユーザーにより、ボック
スから文書データが選択されたあとに、選択された文書データに対して「表示（プレビュ
ー表示）」、「印刷」、「メール送信」及び「ファクス送信」のいずれかの機能が指示さ
れる。そのため、ボックス画面が表示された段階では、操作パネル６及びボックス記憶部
１３のみがスリープ状態から通常状態に復帰され、文書データに対して機能が指示された
ときに、指示された機能に対応する操作画面に関連付けられたデバイスがスリープ状態か
ら通常状態に復帰するよう制御される。なお、指示は、ボックス画面上で行われてもよい
し、画面切換キー６３の操作によって行われてもよい。
【００２９】
　「プリント画面」には、操作パネル６、ボックス記憶部１３及び記録部７が関連づけら
れている。プリント画面では、操作パネル６を介してボックス記憶部１３の文書データを
印刷することができる。「プリント画面」がタッチパネル６１に表示される場合には、操
作パネル６、ボックス記憶部１３及び記録部７が通電されて、プリント機能が使用可能に
なる。この場合、原稿読取部２、通信部１０及びファクス部１１はスリープ状態が維持さ
れる。
【００３０】
　通信部１０は、ＬＡＮ等のネットワークを介して、外部端末と各種データを送受信する
機能を有する。
【００３１】
　ファクス部１１は、モデムを有し、原稿読取部２によって読み取られ、データ化された
画像データからファクシミリ信号を生成し、生成したファクシミリ信号を電話回線網で送
信するファクシミリ送信機能と、電話回線網でファクシミリ信号を受信し、受信したファ
クシミリ信号から画像データを生成するファクシミリ受信機能とを備えている。
【００３２】
　ボックス記憶部１３は、ＨＤＤ等の大容量記憶手段であり、外部端末から受信した文書
データ（例えば図７に示す文書名“ＡＢＣ”、”ＤＥＦ”等）等の画像データが記憶され
ている。
【００３３】
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　制御部１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等を備
えたマイクロコンピュータ等の情報処理部である。ＲＯＭには複合機１の動作制御を行う
ための制御プログラムが記憶されている。制御部１２は、ＲＯＭに記憶されている制御プ
ログラムを読み出し、制御プログラムをＲＡＭに展開させることで、操作パネル６から入
力された所定の指示情報に応じて装置全体の制御を行う。
【００３４】
　また、制御部１２は、初期画面設定部１２０とスリープ制御部１２１として機能する。
【００３５】
　初期画面設定部１２０は、ユーザーが指定した操作画面を複合機１がスリープモードか
ら復帰したときに操作パネル６に最初に表示される初期画面として設定する。図５は、初
期画面の設定を受け付ける初期画面設定画面Ｇ６０例である。初期画面設定画面Ｇ６０で
は、コピー機能に対応する操作画面である「コピー画面」、ファクス送信機能に対応する
操作画面である「ファクス送信画面」、メール送信機能（ネットワーク通信機能）に対応
する操作画面である「メール送信画面」、及びボックス機能に対応する操作画面である「
ボックス画面」のいずれかを初期画面として設定することができる。初期画面設定部１２
０は、ユーザー操作に応じて初期画面設定画面Ｇ６０をタッチパネル６１に表示し、ユー
ザーにより指定された操作画面を初期画面として設定する。
【００３６】
　スリープ制御部１２１は、不図示の電源制御部を介して各部（少なくとも、操作パネル
６、通信部１０、ファクス部１１、記録部７、原稿読取部２、ボックス記憶部１３が含ま
れる）毎に電力供給を制御して、複合機１のスリープ状態を制御する。
【００３７】
　具体的には、スリープ制御部１２１は、複合機１が所定時間使用されなかった場合に、
必要最低限の機能以外の電源をＯＦＦにして、複合機１をスリープモードにする。スリー
プモードは、複合機１の待機電力を低減するモードである。これにより、例えば、操作パ
ネル６のタッチパネル６１におけるバックライトの電源がＯＦＦになったり、記録部７の
定着部７５におけるヒーターの電源がＯＦＦになったりして、複合機１は通常状態よりも
消費電力を抑えたスリープ状態になる。スリープ状態では、複合機１において、操作パネ
ル６に対するユーザーの操作を検知したり、通信部１０を介してプリントジョブを受信し
たり、ファクス部１１を介してファクシミリ信号を受信したりするために必要最低限の機
能だけが電力供給されている。なお、ここでの操作パネル６に対するスリープ制御は、タ
ッチパネル６１への表示がされない状態の程度である。スリープ状態から通常状態への復
帰のトリガーとして検知できるように、スリープ状態で（タッチパネル６１ではなく）各
種操作キー６２の中で少なくともいずれかのキーに対するユーザーの操作は検知可能な状
態になっている。
【００３８】
　複合機１がスリープ状態のときに操作パネル６の操作キー６２等がユーザーにより操作
されると、スリープ制御部１２１は、複合機１を通常モードに復帰させる。ただし、操作
キー６２等の操作を検知することにより複合機１を通常モードに復帰させるにあたり、ス
リープ制御部１２１は、復帰デバイス管理テーブル９１を参照し、ユーザーによって設定
された初期画面に対応するデバイスだけをスリープ状態から通常状態に復帰させる。この
後、スリープ制御部１２１は、ユーザーによって設定された初期画面をタッチパネル６１
に表示させ、初期画面に対応する機能だけを使用可能にする。そのため、複合機１を省エ
ネ化することができる。
【００３９】
　具体的に、図６を参照して、スリープ制御部１２１の処理の流れを説明する。なお、予
めユーザーにより初期画面が設定されているものとする。
【００４０】
　スリープ制御部１２１は、複合機１がスリープモードに移行すると（ステップｓ１１）
、パネル操作やデータ受信、ファクシミリ受信などのイベントを検知するまで待機する（
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ステップｓ１２、ステップｓ１２でＮｏ）。イベントを検知すると（ステップｓ１２でＹ
ｅｓ）、スリープ制御部１２１は、検知したイベントがパネル操作（操作パネル６に対す
る操作）であるか判定する（ステップｓ１３）。パネル操作でない場合（ステップｓ１３
でＮｏ）、スリープ制御部１２１は、検知したイベントに対応してバックグラウンド処理
を行い（ステップｓ１４）、ステップｓ１２に処理を戻す。
【００４１】
　パネル操作されると（ステップｓ１３でＹｅｓ）、スリープ制御部１２１は、復帰デバ
イス管理テーブル９１を参照して、ユーザーによって設定された初期画面に関連付けられ
たデバイスを特定し（ステップｓ１５）、特定したデバイスの復帰処理を行う（ステップ
ｓ１６）。これにより、ユーザーにより設定された初期画面に関連付けられたデバイスに
通常状態の電力供給がされ、このデバイスがスリープ状態から復帰する。初期画面に関連
付けられたデバイスが通常状態に復帰すると、スリープ制御部１２１は、ユーザーにより
設定された初期画面をタッチパネル６１に表示する（ステップｓ１７）。これにより、複
合機１は通常モードになる。また、タッチパネル６１に表示された初期画面で操作可能な
機能がスリープ状態から復帰しているので、ユーザーが操作画面上で操作する際に、操作
しようとする機能が使用可能な状態であるか迷わずに済む。
【００４２】
　つづいて、スリープ制御部１２１は、画面遷移操作がされたか判定する（ステップｓ１
８）。ユーザーが画面切換キー６３を押したり、操作画面上でプリントやファクス送信等
の機能を指示したりすると、タッチパネル６１に表示されている操作画面がユーザー操作
に対応した操作画面に遷移する。画面遷移操作がされなかった場合（ステップｓ１８でＮ
ｏ）、ステップｓ２３に処理が進む。
【００４３】
　画面遷移操作がされると（ステップｓ１８でＹｅｓ）、スリープ制御部１２１は、復帰
デバイス管理テーブル９１を参照して、遷移先の操作画面に関連付けられたデバイスがあ
るか判定し（ステップｓ１９）、関連付けられたデバイスがなければ（ステップｓ１９で
Ｎｏ）、ステップｓ２３に処理を進める。関連付けられたデバイスがある場合（ステップ
ｓ１９でＹｅｓ）、スリープ制御部１２１は、そのデバイスがスリープ状態か判定し（ス
テップｓ２０）、スリープ状態でなければ（ステップｓ２０でＮｏ）、すなわち通常状態
であればステップｓ２２に処理を進める。
【００４４】
　遷移先の操作画面に関連付けられたデバイスがスリープ状態である場合（ステップｓ２
０でＹｅｓ）、スリープ制御部１２１は、スリープ状態のデバイスの復帰処理を行い（ス
テップｓ２１）、遷移先の操作画面をタッチパネル６１に表示する（ステップｓ２２）。
なお、遷移先の操作画面に関連付けられたデバイスが複数ある場合には、スリープ制御部
１２１はそれぞれのデバイスについてスリープ状態か否かを判定し、スリープ状態のデバ
イスの復帰処理を行う。
【００４５】
　つづいて、スリープ制御部１２１は、全てのデバイスが通常状態に復帰したか判定し（
ステップｓ２３）、全てのデバイスが通常状態である場合（ステップｓ２３でＹｅｓ）、
本処理は終了する。なお、ここで全てのデバイスとは、スリープ制御部１２１がスリープ
制御可能な全てのデバイスのことである。また、スリープ制御部１２１は、各デバイスが
スリープ状態か否かを管理する機能を有しているものとする。
【００４６】
　一方、全てのデバイスが通常状態でない場合（ステップｓ２３でＮｏ）、すなわちスリ
ープ状態のデバイスが残っている場合、ステップｓ１８に処理を戻す。
【００４７】
　つまり、スリープ状態のデバイスが残っている間は、タッチパネル６１に表示された操
作画面が遷移するタイミング毎に、復帰デバイス管理テーブル９１が参照され、遷移先の
操作画面に関連付けられたデバイスをスリープ状態から復帰させる処理が行われる。
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【００４８】
　例えば、ボックス画面が初期画面として設定されていたとする。図４に示す復帰デバイ
ス管理テーブル９１では、ボックス画面には操作パネル６とボックス記憶部１３のみが関
連デバイスとして登録されている。そのため、図７に示すように、初期画面としてボック
ス画面Ｇ８０がタッチパネル６１に表示された段階では、操作パネル６とボックス記憶部
１３だけがスリープ状態から通常状態に復帰しており、複合機１の省エネ性が高い状態で
ある。
【００４９】
　ボックス画面Ｇ８０には、文書データ８０１と、文書データ８０１に対して使用する機
能を指示するボタンとして、印刷を指示する印刷ボタンＢ８１、メール送信を指示するメ
ール送信ボタンＢ８２、ファクス送信を指示するファクス送信ボタンＢ８３、プレビュー
表示を指示するプレビューボタンＢ８４とが表示されている。
【００５０】
　ユーザーが文書データ８０１を選択して、例えば、印刷ボタンＢ８１を押すと、遷移先
の操作画面はプリント画面になる。図４に示す復帰デバイス管理テーブル９１を参照する
と、プリント画面には操作パネル６とボックス記憶部１３と記録部７とが関連付けられて
いる。操作パネル６及びボックス記憶部１３は既にスリープ状態から復帰済みであるので
、スリープ制御部１２１により、プリント画面に関連付けられたデバイスのうち、スリー
プ状態の記録部７だけをスリープ状態から復帰させる処理が行われ、その後プリント画面
が表示される。プリント画面が表示されるまでは、記録部７はスリープ状態であるので複
合機１の静音性を保ち、省エネ化することができる。なお、このプリント画面は、スリー
プモードから復帰したときに最初に表示される初期画面ではなく、ボックス画面で印刷ボ
タンＢ８１が押されたときの遷移先画面である。
【００５１】
　つまり、スリープ制御部１２１は、画面遷移に対応して、遷移先の操作画面に関連付け
られたデバイスがスリープ状態か否かを判定し、スリープ状態のデバイスだけを通常状態
に復帰させるよう制御している。そのため、操作画面が遷移する毎に次々に遷移先の操作
画面に関連付けられたデバイスがスリープ状態から復帰するよう制御される。そのため、
必要なときに必要なデバイスだけをスリープ状態から復帰させることができ、複合機１の
省エネ性を高めることができる。また、操作画面で操作可能な機能がスリープ状態から復
帰するので、ユーザーの使い勝手を良くすることができる。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態の複合機１は、プリント機能、コピー機能、ファクス
機能、ネットワーク通信機能及びボックス機能の内のいずれか複数の機能を備え、各機能
の実行に必要なデバイスの消費電力を通常状態より低減してスリープ状態にするスリープ
モードを備えた画像形成装置であって、複数の機能の１つ以上にそれぞれ対応する複数の
操作画面のいずれかを表示する操作パネル６と、スリープモードから復帰したときに操作
パネル６に最初に表示される初期画面として、複数の操作画面のいずれかをユーザーが設
定可能な初期画面設定部１２０と、操作画面毎に、操作画面に対応する機能に必要なデバ
イスを関連づけて登録した復帰デバイス管理テーブル９１と、スリープモードから復帰す
るときに、復帰デバイス管理テーブル９１を参照して、初期画面設定部１２０で設定され
た初期画面に関連付けられたデバイスだけをスリープ状態から通常状態に復帰させるスリ
ープ制御部１２１とを備えている。
【００５３】
　そのため、本実施形態によれば、スリープモードから復帰したときに、操作画面に対応
する機能がスリープ状態から復帰するように制御されるので、ユーザーにとって使い勝手
の良いスリープ解除制御をすることができ、ユーザービリティーの高い複合機１を提供す
ることができる。また、ユーザーが初期画面として設定した操作画面に対応する機能がス
リープ解除されるので、ユーザーはスリープ解除する機能の種別を意識することなく、所
望の操作画面を初期画面として設定するだけでよい。また、操作画面によっては、複数の
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機能を操作可能な場合もあり、この場合も、操作画面に対応して複数の機能の実行に必要
なそれぞれのデバイスがスリープ状態から復帰するので、ユーザーがどの機能をスリープ
解除すればよいのか意識することなく直感的に操作することができる。
【００５４】
　本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲で種々様々に変更が可能であることは言うまでもない。例えば、本発明は複合機１に限
らず、複数の機能を備えた画像形成装置であればよく、プリント機能とネットワーク通信
機能を備えたプリンターであってもよい。
【符号の説明】
【００５５】
１　複合機
２　原稿読取部
３　原稿給送部
５　本体部
６　操作パネル
７　記録部
８　画像処理部
９　記憶部
１０　通信部
１１　ファクス部
１２　制御部
１３　ボックス記憶部
２１　スキャナー
２２　原稿読み取りスリット
２３　プラテンガラス
３１　原稿載置部
３２　原稿排出トレイ
３３　原稿給送機構
５１　記録紙排出トレイ
５２　給紙部
５２ａ１～５２ａｎ　給紙カセット
５２ｂ１～５２ｂｎ　記録紙給紙ローラー
５３　記録紙搬送路
５４　記録紙搬送ローラー
５５　記録紙排出ローラー
６１　タッチパネル
６２　操作キー
６３　画面切換キー
６４　コピーキー
６５　ファクスキー
６６　メールキー
６７　ボックスキー
７１　感光体ドラム
７２　露光部
７３　現像部
７４　転写部
７５　定着部
９１　復帰デバイス管理テーブル
１２０　初期画面設定部
１２１　スリープ制御部
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Ｇ６０　初期画面設定画面
Ｇ８０　ボックス画面
８０１　文書データ
Ｂ８１～８４　ボタン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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