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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システム制御部と、
　所定のプロセスを用いて記録紙に画像を形成する画像形成部と、
　前記画像形成部による画像形成を制御する画像形成制御部と、
　前記システム制御部からの電源制御信号に応じて、少なくとも前記画像形成部、前記画
像形成制御部及び前記システム制御部へ電力を供給する電力供給部と、
　前記システム制御部に配置され、省電力モード時において通常モードへの復帰要因の発
生の有無を監視する復帰要因監視部と
を有する画像形成装置であって、
　前記復帰要因監視部は、省電力モード時において通常モードへの復帰要因の発生を検出
したとき、前記電源制御信号を前記電力供給部へ出力すると同時に、検出した復帰要因の
情報を示す通知信号を前記システム制御部の起動完了前に、通知信号ラインを通じて前記
画像形成制御部へ出力すると共に、前記画像形成制御部は、前記通知信号が示す復帰要因
情報に基づいて、通常モードへの復帰時に前記所定のプロセスの初期化を行うか否かの要
否を判定する初期化要否判定部を備え、前記画像形成制御部は、前記復帰要因が検出され
ると直ちに前記電力供給部からの電力供給で起動され、前記復帰要因情報により通常モー
ドへの復帰時に前記所定のプロセスの初期化の実行が必要と判定される場合、前記所定の
プロセスの初期化を実行して前記画像形成部を起動することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
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　前記復帰要因監視部は、単数又は複数本の通信線によって前記復帰要因の情報をパルス
幅変調駆動パルスで前記画像形成制御部に出力す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】
　前記復帰要因監視部によって出力されたパルス幅変調駆動パルスが一定期間以上ハイレ
ベル又はローレベルであった場合、異常と判定する異常判定部を備え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】
　前記復帰要因監視部は、省電力モード時においても前記電力供給部からの電力供給を受
けて動作す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５】
　前記復帰要因監視部は、省電力モード時において通常モードへの復帰要因の発生を検出
したとき、前記システム制御部を介して、前記電力供給部から、少なくとも前記画像形成
部、前記画像形成制御部及び前記システム制御部への電力供給を再開させることを特徴と
する請求項１記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記初期化要否判定部は、前記通知信号として出力されたデジタル信号が示すコードに
応じて、前記画像形成部による電子写真プロセスの初期化を行うか否かの要否を判定する
ことを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記初期化要否判定部は、前記通知信号として出力されたパルス幅変調駆動パルスのパ
ルス幅に応じて、前記画像形成部による電子写真プロセスの初期化を行うか否かの要否を
判定す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８】
　前記復帰要因監視部は、通常モードにおいて、前記電力供給部に対して、少なくとも前
記画像形成部、前記画像形成制御部及び前記システム制御部への電力を供給するように制
御し、省電力モードにおいて、前記電力供給部に対して、前記画像形成部と前記画像形成
制御部と前記システム制御部への電力供給を遮断するように制御す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９】
　前記画像形成制御部は、コマンドラインを介して前記システム制御部に接続されること
を特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　システム制御部と、所定のプロセスを用いて記録紙に画像を形成する画像形成部と、前
記画像形成部による画像形成を制御する画像形成制御部と、前記システム制御部からの電
源制御信号に応じて、少なくとも前記画像形成部、前記画像形成制御部及び前記システム
制御部へ電力を供給する電力供給部と、前記システム制御部に配置され、省電力モード時
において通常モードへの復帰要因の発生の有無を監視する復帰要因監視部とを有する画像
形成装置の制御方法であって、
　省電力モード時において通常モードへの復帰要因の発生を検出したとき、前記電源制御
信号を前記電力供給部へ出力すると同時に、検出した復帰要因の情報を示す通知信号を前
記システム制御部の起動完了前に、通知信号ラインを通じて前記画像形成制御部へ出力す
る手順と、
　前記通知信号が示す復帰要因情報に基づいて、通常モードへの復帰時に前記所定のプロ
セスの初期化を行うか否かの要否を判定する手順と
を有し、
　前記画像形成制御部は、前記復帰要因が検出されると直ちに前記電力供給部からの電力
供給で起動され、前記復帰要因情報により通常モードへの復帰時に前記所定のプロセスの
初期化の実行が必要と判定される場合、前記所定のプロセスの初期化を実行して前記画像
形成部を起動することを特徴とする画像形成装置の制御方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、省電力モードを有するプリンタ、ファクシミリ装置、複写機、デジタル複写
機を含む画像形成装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像形成装置においても環境保護の観点から省電力化が強く要求されている。
【０００３】
　電子写真プロセスを用いる画像形成装置においては、定着部の消費電力が支配的であり
、待機時において定着部を動作時よりも低い温度にするように制御したり、電力供給を遮
断したりすることによって省電力化を実現する方式が広く採用されている。
【０００４】
　更に、最近では、省電力モード中に、定着部だけでなく、画像形成装置のシステム全体
、または殆んど全ての機能部への電力供給を遮断する画像形成装置が提案されている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　このような画像形成装置によれば、省電力モードによって待機時の消費電力を数ワット
（Ｗ）以下にすることが可能になり、省電力化の効果が非常に大きくなる。
【０００６】
　次に、従来の画像形成装置について説明する。
【０００７】
　図９は、従来の画像形成装置の一例であるデジタル複写機の一構成例を示す図である。
【０００８】
　このデジタル複写機５０は、読み取り制御部５１によって読み取った原稿７０の画像デ
ータを、エンジン制御部５６の画像処理部（図示なし）によって画像処理した後、書き込
み制御部５７に転送する。
【０００９】
　エンジン制御部５６には、他にＡＤＦ５４への原稿の載置（セット）を検知する原稿載
置検知センサと原稿をコンタクトガラスへ密着させる圧板の開閉を検知する圧板開閉検知
センサを含むセンサ類５２、各種のクラッチとソレノイド（ＣＬ＆ＳＯＬ）５３、自動的
に原稿を給送する自動原稿給送装置（オートドキュメントフィーダ：ＡＤＦ）５４、大量
の記録紙を収納して給紙する給紙装置（ＢＡＮＫ）５５が接続されている。
【００１０】
　書き込み制御部５７は、上記画像処理部より送られてきた画像データに基づいてレーザ
ダイオードの点灯制御を行い、周知の電子写真プロセス６１を用いて感光体（図示なし）
上に静電潜像が形成される。
【００１１】
　電子写真プロセス６１では、感光体の表面を帯電させ、その帯電面を露光して静電潜像
を形成し、その形成された静電潜像をトナーにより現像してトナー像を形成させ、その形
成されたトナー像を、給紙装置５５から搬送されてきた記録紙（転写紙）に転写し、定着
ヒータ５９によって熱せられた定着部（図示なし）により、記録紙に転写されたトナーが
定着され、コピー７１が形成される。
【００１２】
　定着ヒータ５９は、エンジン制御部５６、定着制御部５８によって上記定着部が動作時
は常に所望の温度になるように制御される。
【００１３】
　上記の画像形成動作は、システム制御部６４によって制御されており、画像データの保
持、加工、各種動作モードの調整が可能になっている。
【００１４】
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　また、ユーザインタフェースを実現する操作部６２では、操作部６２に搭載された操作
部制御部６３によって、操作部６２上の入力部、表示部（共に図示なし）が制御される。
【００１５】
　上記入力部から入力された入力データ、上記表示部に出力される表示データは画像形成
動作同様、システム制御部６４によって制御される。
【００１６】
　第１～第３外部Ｉ／Ｆ６５～６７はそれぞれシステム制御部６４に接続され、デジタル
複写機５０と、プリンタ、ファクシミリ装置等の外部装置とを通信可能に接続する。外部
装置のプリンタ印刷、ファックス送受信を含む動作が要求される場合、システム制御部６
４によって制御され、複合機としての動作を実現する。
【００１７】
　次に、図９のデジタル複写機における省電力モードについて説明する。
【００１８】
　一般に、省電力モードにおいては、定着ヒータ５９の温度を画像形成動作時よりも低い
温度に制御したり、あるいは電力の供給を遮断したりすることによって消費電力を低減し
ている。また、オフモード、スリープモードと呼ばれる省電力モードにおいては、システ
ム制御部６４の一部、省電力モードから通常モードへ復帰させるイベント（以下、復帰要
因という）の発生を検知するセンサ類５２や第１～第３外部Ｉ／Ｆ６５～６７を除く他の
全ての電力供給を遮断し、より一層の消費電力の低減を行っている。
【００１９】
　図９のデジタル複写機においては、省電力モード中に、通常モードへの復帰要因の発生
を検知するセンサ類５２から出力される信号がアサート（有効）になったとき（例えば、
圧板開閉検知センサによって圧板の開閉が検知されたとき、または原稿載置検知センサに
よってＡＤＦ５４への原稿の載置が検知されたとき）、操作部６２上の電源スイッチが押
下されたとき、第１～第３外部Ｉ／Ｆ６５～６７からのデータ受信を含む動作が発生した
ときには、システム制御部６４が、これら復帰要因のいずれかの発生に応じて、電源６０
へ出力する電源制御信号をアサートし、電源６０から、それまで電力供給を遮断していた
エンジン制御部５６、電子写真プロセス６１を含む画像形成部への電力供給を再開させ、
通常モードに移行させる。
【００２０】
　図１０は、従来のデジタル複写機の他の構成例を示す図である。
【００２１】
　このデジタル複写機において、ユーザインタフェースを実現する操作部１０１はシステ
ム制御部１０２に接続されている。システム制御部１０２は、操作部１０１上の入力部、
表示部（共に図示なし）を制御し、操作部１０１の入力部から入力された入力データを受
け取り、操作部１０１の表示部に表示すべきデータを出力する。
【００２２】
　第１～第３外部Ｉ／Ｆ１０５～１０７はそれぞれシステム制御部１０２に接続され、こ
のデジタル複写機と、ネットワークを介して、パーソナルコンピュータ等の外部装置とを
データ通信可能に接続する。システム制御部１０２の制御によって、エンジン１０３が外
部装置から受信したデータを記録紙に印刷するプリンタ機能、公衆回線等の通信回線を介
してデータを外部装置にファクシミリ送信又は外部装置からデータをファクシミリ受信す
るファクシミリ送受信機能、画像読み取り機能等の動作を実現する。
【００２３】
　第１復帰要因センサ１０８は、例えば、ＡＤＦへの原稿の載置を検知する原稿載置検知
センサである。第２復帰要因センサ１０９は、例えば、原稿をコンタクトガラスへ密着さ
せる圧板の開閉を検知する圧板開閉検知センサである。これらのセンサは、省電力モード
から通常モードへ復帰させる復帰要因の発生を検知するセンサである。
【００２４】
　システム制御部１０２は、ＣＰＵ１２０、ＲＯＭ１２１、ＲＡＭ１２２、ＡＳＩＣ１２
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３からなる。ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２を作業領域として用いてＲＯＭ１２１に格納
されたプログラムを実行することにより、操作部１０１、第１～第３外部Ｉ／Ｆ１０５～
１０７の入出力処理とエンジン１０３の制御を行う。エンジン１０３の制御のためのコマ
ンドの転送は、ＡＳＩＣ１２３を介してコマンドライン１１０を通じて行う。
【００２５】
　エンジン１０３は、エンジン制御部１３０と、入力部１３１と、出力部１３２とからな
る。入力部１３１は、スキャナ装置によって原稿から読み取った画像データをエンジン制
御部１３０へ入力する読み取り制御部である。出力部１３２は、エンジン制御部で画像処
理した後の画像データを電子写真プロセスに書き込む書き込み制御部と、感光体の表面を
帯電させ、その帯電面を露光して静電潜像を形成し、その形成された静電潜像をトナーに
より現像してトナー像を形成させ、その形成されたトナー像を給紙装置から搬送されてき
た記録紙（転写紙）に転写し、定着ヒータによって熱せられた定着部によって記録紙に転
写されたトナーが定着され、コピーを形成する電子写真プロセス６１に相当する。
【００２６】
　エンジン制御部１３０は、ＣＰＵ１３３、ＲＯＭ１３４、ＲＡＭ１３５、ＡＳＩＣ１３
６からなる。ＣＰＵ１３３は、ＲＡＭ１３５を作業領域として用いてＲＯＭ１３４に格納
されたプログラムを実行することにより、エンジン１０３内の上記画像形成処理を制御す
る。システム制御部１０２からエンジン１０３への制御用コマンドの転送はＡＳＩＣ１３
６を介してコマンドライン１１０を通じて行う。
【００２７】
　図１０のデジタル複写機は、オフモード、スリープモードと呼ばれる省電力モードにお
いて、電源１０４から、定着制御部（図示なし）、定着ヒータ（図示なし）、操作部１０
１を含む各部への電力の供給を遮断する。
【００２８】
　通常モードから省電力モードに移行するには、システム制御部１０２が、電源制御信号
ライン１１１を通じて電源１０４へ出力する電源制御信号ｓｉｇ１をネゲート（無効）す
る。電源１０４は、電力供給ライン１１２を介しシステム制御部１０２への電力Ｐ１の供
給をそのまま継続する一方、ネゲートされた電源制御信号に応じて、電源１０４から操作
部１０１への電力供給を遮断する。さらに、電源１０４は、エンジン１０３への電力供給
ライン１１３による電力Ｐ２の供給も遮断してオフ（ＯＦＦ）にするので、上記定着制御
部、上記定着ヒータ、エンジン１０３の出力部１３２はオフになり、入力部１３１は受け
付け不可になる。
【００２９】
　図１０のデジタル複写機では、省電力モード中に、エンジン制御部１３０のＣＰＵ１３
３は電力Ｐ２の供給が遮断されているために動作しないが、システム制御部１０２のＣＰ
Ｕ１２０は電力供給ライン１１２による電力Ｐ１の供給が維持されるので動作している。
【００３０】
　省電力モード中にシステム制御部１０２への電力供給を維持する理由は、システム制御
部１０２が、ネットワーク通信に対応するために、ＵＮＩＸ（登録商標）系のオペレーテ
ィングシステム（ＯＳ）等の起動時にある程度の時間を要するＯＳを採用しているためで
ある。このようなＯＳは電源断からの起動に時間を要するということもあるが、第１～第
３外部Ｉ／Ｆ１０５～１０７からのデータ受信処理には即時性が要求され、その受信デー
タの処理にＣＰＵ１２０が必要なため、第１～第３外部Ｉ／Ｆ１０５～１０７を有する機
器構成では、ＣＰＵ１２０への通電を遮断することができないのである。
【００３１】
　上述のデジタル複写機に対して、外部Ｉ／Ｆを有しないデジタル複写機（以下、ベーシ
ック機という）もある。
【００３２】
　この外部Ｉ／Ｆを有しないデジタル複写機について、図１０を用いて説明するが、この
場合、第１～第３外部Ｉ／Ｆ１０５～１０７が機器構成から省略されているものとする。
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【００３３】
　ベーシック機の場合、省電力モード時にＣＰＵ１２０への電力供給を遮断することがで
きる。ベーシック機における省電力モードから通常モードへの復帰は、第１～第２復帰要
因センサ１０８～１０９の出力信号のアサート状態、操作部１０１上の電源スイッチ（図
示なし）の押下等の復帰要因の発生に応じて行われる。上記復帰要因のいずれかが発生し
たときに行われる。システム制御部１０２は、電源制御信号ライン１１１を通じて電源１
０４へ出力する電源制御信号ｓｉｇ１をアサートし、それに応じて電源１０４は、システ
ム制御部１０２のＣＰＵ１２０への電力Ｐ１の供給、及びエンジン１０３への電力Ｐ２の
供給を再開する。
【００３４】
　次に、従来のデジタル複写機における省電力モードから通常モードへの復帰時のエンジ
ンの動作について説明する。
１．ベーシック機において、省電力モード中にシステム制御部１０２のＣＰＵ１２０への
電力供給が遮断されている場合、省電力モードから通常モードへの復帰は、第１復帰要因
センサ１０８、第２復帰要因センサ１０９の出力信号のアサート状態、操作部１０１上の
電源スイッチの押下等の復帰要因が発生したときに行われる。これらの動作は、ユーザが
コピー機として使用しようとする動作とみなせるので、システム制御部１０２は電源１０
４への電源制御信号ｓｉｇ１をアサートし、電源１０４から、ＣＰＵ１２０とエンジン１
０３を含む各ユニットへの電力の供給を再開する。エンジン１０３は電力の供給を受けて
画像形成に必要な電子写真プロセスの初期化処理を行って起動する。
２．第１～第３外部Ｉ／Ｆ１０５～１０７を有するデジタル複写機において、省電力モー
ド中にシステム制御部１０２のＣＰＵ１２０への通電が遮断されていない場合、省電力モ
ードから通常モードへの復帰は、第１～第３外部Ｉ／Ｆ１０５～１０７からのデータ受信
、第１復帰要因センサ１０８、第２復帰要因センサ１０９の出力信号のアサート状態、及
び操作部１０１上の電源スイッチの押下のいずれかが発生したとき行われる。システム制
御部１０２は、電源制御信号ｓｉｇ１をアサートし、電源１０４からエンジン１０３を含
む各ユニットへの電力の供給を再開する。上述したベーシック機の場合と同様に、エンジ
ン１０３は電力の供給を受けて画像形成に必要な電子写真プロセスの初期化処理を行って
起動する。
【００３５】
　ただし、省電力モードから通常モードへの復帰が、第１～第３外部Ｉ／Ｆ１０５～１０
７からのデータ受信により発生した場合には、その外部Ｉ／Ｆから受信したデータの種類
によって処理が異なる。例えば、第１外部Ｉ／Ｆ１０５からプリンタ印刷データを受信し
た場合、記録紙に印刷する処理を行うので、システム制御部１０２は電源制御信号ｓｉｇ
１をアサートし、電源１０４からエンジン１０３を含む各ユニットへの電力の供給を再開
し、ベーシック機の場合と同様に、エンジン１０３は電力の供給を受けて画像形成に必要
な電子写真プロセスの初期化処理を行って起動する。
【００３６】
　しかし、第１外部Ｉ／Ｆ１０５から「本体カセット内の用紙サイズ問い合わせ」などの
機器管理コマンドを受信した場合には、電子写真プロセスの初期化処理は不要なので、シ
ステム制御部１０２は電源制御信号ｓｉｇ１をアサートし、電源１０４からエンジン１０
３へはエンジン制御部１３０のみへの電力の供給を再開し、エンジン制御部１３０のみ起
動し、エンジン制御部１３０はシステム制御部１０２へ用紙サイズを通知する。
【００３７】
　上記電子写真プロセスの初期化処理は電力を消費するのみならず、騒音の発生も伴うた
め、省電力モードから通常モードへの復帰要因の種類に応じて、電子写真プロセスの初期
化の処理を行うか否かの制御を切り替える必要がある。
【００３８】
　上記エンジン１０３を電子写真プロセスの初期化処理を行って起動させるか、行わずに
起動させるのかの選択は、システム制御部１０２からの制御コマンドによって決定する。
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【００３９】
　すなわち、ベーシック機において、省電力モード中に電源１０４からシステム制御部１
０２のＣＰＵ１２０への電力供給が遮断されている場合、エンジン制御部１３０は電子写
真プロセスの初期化処理を行って起動する。ただし、システム制御部１０２のＯＳが起動
に時間を要するので、システム制御部１０２は一定時間内にエンジン制御部１３０に制御
コマンドを発行することができない。
【００４０】
　また、第１～第３外部Ｉ／Ｆ１０５～１０７を有するデジタル複写機において、システ
ム制御部１０２のＣＰＵ１２０への電源１０４からの電力供給が遮断されていない場合、
エンジン制御部１３０は電子写真プロセスの初期化処理を行って起動する。この場合は、
システム制御部１０２のＯＳが起動したままなので、一定時間内にエンジン制御部１３０
に制御コマンドを発行することができる。
【００４１】
　さらに、省電力モードから通常モードへの復帰要因が、第１復帰要因センサ１０８、第
２復帰要因センサ１０９の出力信号のアサート状態、操作部１０１の電源スイッチの押下
のいずれかである場合、一定時間内に「電子写真プロセス初期化あり起動」の制御コマン
ドをエンジン制御部１３０に転送する。
【００４２】
　また、省電力モードから通常モードへの復帰要因が、第１～第３外部Ｉ／Ｆ１０５～１
０７からのデータ受信であり、かつ印刷不要の場合、一定時間内に「電子写真プロセス初
期化なし起動」の制御コマンドをエンジン制御部１３０に転送する。
【００４３】
　外部Ｉ／Ｆを搭載した画像形成装置の場合、ＣＰＵの電源を遮断することができないた
め、ベーシック機に比べて消費電力が大きくなってしまうという問題があった。これは、
ネットワーク、カラー機の普及に伴ってプリンタオプション搭載比率が高まっている中、
環境問題に鑑みても問題になる。
【００４４】
　そこで、外部Ｉ／Ｆを搭載した画像形成装置の場合でも、ＣＰＵの電源を遮断できるよ
うに、ＣＰＵが起動するまでの時間だけ外部Ｉ／Ｆの処理ができるような機能を、ＡＳＩ
Ｃ等に搭載する構成も検討されている。それによって省電力モード時にＣＰＵの電源を遮
断することができるため、ベーシック機と大きく消費電力が変わることがなくなる。
【００４５】
　図１１は、省電力モードから通常モードへの復帰要因として、第１復帰要因センサ１０
８の出力信号のアサート状態が発生したときの、従来の画像形成装置の動作を説明するた
めのタイムチャートである。
【００４６】
　説明の便宜上、この例の画像形成装置はベーシック機であり、省電力モード中にシステ
ム制御部１０２のＣＰＵ１２０への電力供給が遮断されているものとする。
【００４７】
　図１１に示したように、ユーザによるＡＤＦへの原稿の載置を第１復帰要因センサ１０
８が検知すると（図１１（ａ））、システム制御部１０２は電源１０４への電源制御信号
ｓｉｇ１をアサートする（図１１（ｂ））。アサート状態の電源制御信号ｓｉｇ１に応じ
て、電源１０４は、ＣＰＵ１２０とエンジン１０３を含む各ユニットへの電力の供給を再
開する（図１１（ｃ）、（ｄ））。このとき、エンジン１０３のＣＰＵ１３３は電力の供
給を受けると直ちに起動する（図１１（ｅ））が、システム制御部１０２のＣＰＵ１２０
は起動完了するまでに、ある程度の時間がかかる（図１１（ｆ））。ＣＰＵ１２０がまだ
起動中であっても、起動後のＣＰＵ１３３が、コマンドライン１１０から転送されるコマ
ンドを受け取り、エンジン制御部１３０が、画像形成に必要な電子写真プロセスの初期化
処理を行ってエンジンを起動する（図１１（ｇ））。
【特許文献１】特開平１１－１２６０００号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４８】
　しかしながら、省電力モード時にシステム制御部で受け付けた復帰要因が、エンジンで
の電子写真プロセスの初期化処理を必要としない場合（例えば、ネットワークを介し接続
された外部装置から、本体カセット内の用紙サイズ問合せ等の機器管理コマンドを受信し
た場合）であっても、上述したように起動後のエンジン制御部は、システム制御部の起動
完了を待つことなく、電子写真プロセスの初期化処理を開始してしまうため、不要な電力
消費や初期化処理動作に伴う騒音等の問題が生じてしまう。
【００４９】
　そこで、本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、省電力モード中にシステム
制御部のＣＰＵへの電力供給が遮断される画像形成装置において、省電力モードから通常
モードへの復帰要因が発生したときに、不要な電子写真プロセスの初期化処理が行われる
のを抑制することにより、消費電力を低減し、騒音の発生を抑えることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００５０】
　上述した課題を解決するために、本発明の画像形成装置は、システム制御部と、所定の
プロセスを用いて記録紙に画像を形成する画像形成部と、前記画像形成部による画像形成
を制御する画像形成制御部と、前記システム制御部からの電源制御信号に応じて、少なく
とも前記画像形成部、前記画像形成制御部及び前記システム制御部へ電力を供給する電力
供給部と、前記システム制御部に配置され、省電力モード時において通常モードへの復帰
要因の発生の有無を監視する復帰要因監視部とを有する画像形成装置であって、前記復帰
要因監視部が、省電力モード時において通常モードへの復帰要因の発生を検出したとき、
前記電源制御信号を前記電力供給部へ出力すると同時に、検出した復帰要因の情報を示す
通知信号を前記システム制御部の起動完了前に、通知信号ラインを通じて前記画像形成制
御部へ出力すると共に、前記画像形成制御部が、前記通知信号が示す復帰要因情報に基づ
いて、通常モードへの復帰時に前記所定のプロセスの初期化を行うか否かの要否を判定す
る初期化要否判定部を備え、前記画像形成制御部が、前記復帰要因が検出されると直ちに
前記電力供給部からの電力供給で起動され、前記復帰要因情報により通常モードへの復帰
時に前記所定のプロセスの初期化の実行が必要と判定される場合、前記所定のプロセスの
初期化を実行して前記画像形成部を起動することを特徴とする。
【００５１】
　また、上記の画像形成装置において、前記復帰要因監視部は、単数又は複数本の通信線
によって前記復帰要因の情報をパルス幅変調駆動パルスで前記画像形成制御部に出力する
ように構成することができる。
【００５２】
　また、上記の画像形成装置は、前記復帰要因監視部によって出力されたパルス幅変調駆
動パルスが一定期間以上ハイレベル又はローレベルであった場合、異常と判定する異常判
定部を備えるように構成することができる。
【００５３】
　また、上記の画像形成装置において、前記復帰要因監視部は、省電力モード時において
も前記電力供給部からの電力供給を受けて動作するように構成することができる。
【００５４】
　また、上記の画像形成装置において、前記復帰要因監視部は、省電力モード時において
通常モードへの復帰要因の発生を検出したとき、前記システム制御部を介して、前記電力
供給部から、少なくとも前記画像形成部、前記画像形成制御部及び前記システム制御部へ
の電力供給を再開させるように構成することができる。
【００５５】
　また、上記の画像形成装置において、前記初期化要否判定部は、前記通知信号として出
力されたデジタル信号が示すコードに応じて、前記画像形成部による電子写真プロセスの
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初期化を行うか否かの要否を判定するように構成することができる。
【００５６】
　また、上記の画像形成装置において、前記初期化要否判定部は、前記通知信号として出
力されたパルス幅変調駆動パルスのパルス幅に応じて、前記画像形成部による電子写真プ
ロセスの初期化を行うか否かの要否を判定するように構成することができる。
【００５７】
　また、上記の画像形成装置において、前記復帰要因監視部は、通常モードにおいて、前
記電力供給部に対して、少なくとも前記画像形成部、前記画像形成制御部及び前記システ
ム制御部への電力を供給するように制御し、省電力モードにおいて、前記電力供給部に対
して、前記画像形成部と前記画像形成制御部と前記システム制御部への電力供給を遮断す
るように制御するように構成することができる。
【００５８】
　また、上記の画像形成装置において、前記画像形成制御部は、コマンドラインを介して
前記システム制御部に接続されるように構成することができる。
【００５９】
　また、上述した課題を解決するために、本発明の画像形成装置の制御方法は、システム
制御部と、所定のプロセスを用いて記録紙に画像を形成する画像形成部と、前記画像形成
部による画像形成を制御する画像形成制御部と、前記システム制御部からの電源制御信号
に応じて、少なくとも前記画像形成部、前記画像形成制御部及び前記システム制御部へ電
力を供給する電力供給部と、前記システム制御部に配置され、省電力モード時において通
常モードへの復帰要因の発生の有無を監視する復帰要因監視部とを有する画像形成装置の
制御方法であって、省電力モード時において通常モードへの復帰要因の発生を検出したと
き、前記電源制御信号を前記電力供給部へ出力すると同時に、検出した復帰要因の情報を
示す通知信号を前記システム制御部の起動完了前に、通知信号ラインを通じて前記画像形
成制御部へ出力する手順と、前記通知信号が示す復帰要因情報に基づいて、通常モードへ
の復帰時に前記所定のプロセスの初期化を行うか否かの要否を判定する手順とを有し、前
記画像形成制御部は、前記復帰要因が検出されると直ちに前記電力供給部からの電力供給
で起動され、前記復帰要因情報により通常モードへの復帰時に前記所定のプロセスの初期
化の実行が必要と判定される場合、前記所定のプロセスの初期化を実行して前記画像形成
部を起動することを特徴とする。
【発明の効果】
【００６０】
　本発明に係る画像形成装置及びその制御方法によれば、画像形成の必要があるときのみ
電子写真プロセスの初期化処理を行なうように構成したので、省電力モードから通常モー
ドへの復帰要因が画像形成を必要としない場合、電子写真プロセスの不必要な初期化処理
をなくすことができ、消費電力や騒音を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００６２】
　図１は、本発明の一実施形態に係るデジタル複写機の構成を示すブロック図である。
【００６３】
　図１のデジタル複写機において、ユーザインタフェースを実現する操作部１はシステム
制御部２のＡＳＩＣ２３に接続される。システム制御部２は、操作部１上の入力部、表示
部（共に図示なし）を制御する。システム制御部２の制御によって、操作部１の入力部か
ら入力されたデータをＡＳＩＣ２３にて受け取り、ＡＳＩＣ２３を介して操作部１の表示
部に表示すべきデータを出力する。
【００６４】
　第１～第３外部Ｉ／Ｆ５～７はそれぞれシステム制御部２のＡＳＩＣ２３に接続され、
このデジタル複写機を、ネットワークを介して、パーソナルコンピュータ等の外部装置と
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をデータ通信可能に接続する。システム制御部２はＡＳＩＣ２３を介して外部装置とのデ
ータの送受信を行い、通常モード時には、システム制御部２の制御によって、エンジン３
が外部装置から受信したデータを記録紙に印刷するプリンタ機能、公衆回線等の通信回線
を介してデータを外部装置へファクシミリ送信又は外部装置からデータをファクシミリ受
信するファクシミリ送受信機能、画像読み取り機能等の動作を実現する。これらの第１～
第３外部Ｉ／Ｆ５～７は、外部装置とデータを送受信可能に接続する外部インターフェイ
ス部の機能を果たす。
【００６５】
　第１復帰要因センサ８と第２復帰要因センサ９はそれぞれＡＳＩＣ２３に接続される。
第１復帰要因センサ８は、例えば、ＡＤＦへの原稿の載置を検知する原稿載置検知センサ
である。第２復帰要因センサ９は、例えば、原稿をコンタクトガラスへ密着させる圧板の
開閉を検知する圧板開閉検知センサである。これらのセンサは、省電力モードから通常モ
ードへ復帰させる復帰要因の発生を検知してＡＳＩＣ２３へ通知する。
【００６６】
　上記の操作部１、第１復帰要因センサ８、第２復帰要因センサ９は、このデジタル複写
機に対する操作情報を入力する入力部の機能を果たす。
【００６７】
　システム制御部２は、ＣＰＵ２０、ＲＯＭ２１、ＲＡＭ２２、ＡＳＩＣ２３からなる。
ＣＰＵ２０は、ＲＡＭ２２を作業領域として用いてＲＯＭ２１に格納されたプログラムを
実行することにより、操作部１、第１～第３外部Ｉ／Ｆ５～７の入出力処理とエンジン３
の制御を行う。エンジン３への制御用コマンドは、ＡＳＩＣ２３からコマンドライン４０
を通じてエンジン３のエンジン制御部３０へ転送される。システム制御部２は、エンジン
制御部３０（画像形成制御部）を含む画像形成置全体を制御するシステム制御部の機能を
果たす。
【００６８】
　ＡＳＩＣ２３は、省電力モードでも電源４からの電力供給を受けて動作する。ＡＳＩＣ
２３は、省電力モード時に、操作部１上の電源スイッチの押下、第１～第３外部Ｉ／Ｆ５
～７による外部装置からのデータ受信の入力、第１復帰要因センサ８（原稿載置検知セン
サ）からのＡＤＦへの原稿の載置を検知したときの出力信号のアサート状態、第２復帰要
因センサ９（圧板開閉検知センサ）からの原稿をコンタクトガラスへ密着させる圧板の開
閉を検知したときの出力信号のアサート状態等の、省電力モードから通常モードへの復帰
要因の発生の有無を監視する。この場合のＡＳＩＣ２３は、復帰要因監視部として機能す
る。
【００６９】
　ＡＳＩＣ２３は、いずれかの復帰要因の発生を検出したとき、電源制御信号ｓｉｇ１を
アサートし、電源制御信号ライン４１を介して電源４へ出力する。アサート状態の電源制
御信号ｓｉｇ１に応じて、電源４から電力供給ライン４２を介してシステム制御部２のＣ
ＰＵ２０、ＲＯＭ２１、ＲＡＭ２３等への電力Ｐ１の供給と、電源４から電力供給ライン
４３を介してエンジン３とエンジン制御部３０等への電力Ｐ２の供給とが再開される。さ
らに、ＡＳＩＣ２３は、いずれかの復帰要因の発生を検出したとき、検出した復帰要因に
係る情報を示す通知信号ｓｉｇ２を、システム制御部２のＣＰＵ２０の起動完了前に、通
知信号ライン４４を通じてエンジン制御部３０に出力する。この場合のＡＳＩＣ２３は、
復帰要因監視部として上記通知信号をエンジン制御部３０に出力する機能を果たす。
【００７０】
　ここで、省電力モード時に復帰要因の発生を検出した時点で直ちに、通知信号ｓｉｇ２
をエンジン制御部３０に出力するＡＳＩＣ２３の上記の機能について説明する。
【００７１】
　図７は、省電力モードから通常モードへの復帰要因として、外部装置からネットワーク
を介して第１外部Ｉ／Ｆ５へのデータ受信が発生したときの、本発明の画像形成装置の動
作を説明するためのタイムチャートである。
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【００７２】
　上述したように、図１の例の画像形成装置では、省電力モード中にシステム制御部２の
ＣＰＵ２０への電力供給が遮断されているものとする。また、この例の場合は、第１外部
Ｉ／Ｆ５で受信したデータがプリンタ印刷データであり、記録紙に印刷する処理を行うも
のとする。
【００７３】
　図７に示したように、外部装置からネットワークを介して第１外部Ｉ／Ｆ５へのデータ
受信の入力をＡＳＩＣ２３が検出すると（図７（ａ））、ＡＳＩＣ２３は電源４への電源
制御信号ｓｉｇ１をアサートする（図７（ｂ））。アサート状態の電源制御信号ｓｉｇ１
に応じて、電源４は、システム制御部２のＣＰＵ２０とエンジン３のＣＰＵ３３を含む各
ユニットへの電力の供給を再開する（図７（ｃ）、（ｄ））。このとき、エンジン３のＣ
ＰＵ３３は電力の供給を受けると直ちに起動する（図７（ｅ））が、システム制御部２の
ＣＰＵ２０が起動するまでに、ある程度の時間がかかる（図７（ｆ））。ＣＰＵ２０がま
だ起動中であっても、起動を完了したＣＰＵ３３が、コマンドライン４０から転送された
コマンドを受け取るので、エンジン制御部３０は、画像形成に必要な電子写真プロセスの
初期化処理を行ってエンジンを起動する（図７（ｇ））。
【００７４】
　一方、ＡＳＩＣ２３は、復帰要因の発生を検出したとき、検出した復帰要因に係る情報
（復帰要因情報）を示す通知信号ｓｉｇ２を、システム制御部２のＣＰＵ２０の起動完了
前に、通知信号ライン４４を通じてエンジン制御部３０へ出力する（図７（ｈ））。ＡＳ
ＩＣ２３が出力する通知信号ｓｉｇ２による復帰要因情報のエンジン制御部３０への通知
は、ＣＰＵ２０とＣＰＵ３３がそれぞれ起動完了する時点とは無関係に、復帰要因の発生
を検出すると同時に行われる。
【００７５】
　図１のデジタル複写機において、通知信号ライン４４は、単数又は複数本の信号線（ハ
ード線ともいう）から構成される。単数の信号線を使用する場合、複数種類の復帰要因の
内容を示す情報を通知信号の内容を変えて通知する。また、複数本の信号線を使用する場
合、複数種類の復帰要因の内容に対応する１つ又は複数の組み合わせの信号線を通じて通
知信号を送ることにより各種類の復帰要因を通知する。
【００７６】
　また、ＡＳＩＣ２３は、通常モードにおいて、電源４（電力供給部）から、エンジン３
（画像形成部）とエンジン制御部３０（画像形成制御部）、システム制御部２（システム
制御部）と操作部１（入力部）と（外部インターフェイス部）への電力を供給させると共
に、省電力モードにおいて、電源４（電力供給部）から、エンジン３（画像形成部）とエ
ンジン制御部３０（画像形成制御部）、及びシステム制御部２（システム制御部）への電
力供給を遮断させる機能を果たす。
【００７７】
　省電力モードから通常モードに復帰するとき、ＣＰＵ２０が起動するまでの間、第１～
第３外部Ｉ／Ｆ５～７から入力された受信データを制御することが可能である。
【００７８】
　エンジン３は、エンジン制御部３０と、画像入力部３１と、画像出力部３２とからなる
。画像入力部３１は、スキャナ装置によって原稿から読み取った画像データをエンジン制
御部３０へ入力する読み取り制御部である。画像出力部３２は、エンジン制御部で画像処
理した後の画像データをレーザ光に変調して感光体（図示なし）に光学的に書き込む光書
き込み部と、感光体の表面を帯電させ、その帯電面を露光して静電潜像を形成し、その形
成された静電潜像をトナーにより現像してトナー像を形成させ、その形成されたトナー像
を給紙装置から搬送されてきた記録紙（転写紙）に転写し、定着ヒータによって熱せられ
た定着部によって記録紙に転写されたトナーが定着され、コピーを形成する記録紙に電子
写真プロセスによる画像を形成する画像形成部である。電子写真プロセスの初期化処理で
は主に、この画像形成部に含まれる、感光体、帯電部、転写部、定着部などの初期化が行
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われる。
【００７９】
　エンジン制御部３０は、ＣＰＵ３３、ＲＯＭ３４、ＲＡＭ３５、ＡＳＩＣ３６からなる
。ＣＰＵ３３は、ＲＡＭ３５を作業領域として用いてＲＯＭ３４に格納されたプログラム
を実行することにより、エンジン３内の上記処理を制御する。システム制御部２のＡＳＩ
Ｃ２３とのエンジン３の制御のためのコマンドの転送はＡＳＩＣ３６を介してコマンドラ
イン４０を通じて行う。このエンジン制御部３０が画像形成部による画像の形成を制御す
る画像形成制御部の機能を果たす。
【００８０】
　ＡＳＩＣ３６は、ＡＳＩＣ２３によってエンジン制御部３０（画像形成制御部）に通知
された復帰要因情報に基づいて、電子写真プロセスの初期化を行って起動するか、電子写
真プロセスの初期化を行わないで起動するかを判定する初期化可否判定部の機能を果たす
。
【００８１】
　電源４は、図示を省略した電力供給ラインによって操作部１、第１～第３外部Ｉ／Ｆ５
～７、第１復帰要因センサ８、第２復帰要因センサ９への電力供給と、電力供給ライン４
２を通じてシステム制御部２への電力Ｐ１の供給と、電力供給ライン４３を通じてエンジ
ン３及びエンジン制御部３０への電力Ｐ２の供給を行う電力供給部の機能を果たす。
【００８２】
　図１のデジタル複写機において、通常モードから省電力モードに移行するには、ＡＳＩ
Ｃ２３は電源制御信号ｓｉｇ１をネゲートする。ネゲート状態の電源制御信号ｓｉｇ１に
応じて、電源４は、システム制御部２への電力Ｐ１とエンジン３及びエンジン制御部４３
への電力Ｐ２の供給を遮断する。その際、操作部１、第１～第３外部Ｉ／Ｆ５～７、第１
復帰要因センサ８、第２復帰要因センサ９、システム制御部２のＡＳＩＣ２３への供給は
維持する。よって、定着制御部、定着ヒータ、エンジン３の画像出力部３２はオフになり
、画像入力部３１は受け付け不可になる。
【００８３】
　次に、このデジタル複写機における省電力モードから通常モードへの復帰時の動作につ
いて説明する。
【００８４】
　省電力モードから通常モードへの復帰要因として、第１復帰要因センサ８、第２復帰要
因センサ９の出力信号のアサート状態、操作部１の電源スイッチの押下、第１～第３外部
Ｉ／Ｆ５～７からのデータ受信のいずれかが発生した場合、ＡＳＩＣ２３は、電源制御信
号ｓｉｇ１をアサートにすると共に、通知信号ライン４４が１本の信号線の場合、図２に
示す復帰要因情報を示す通知信号ｓｉｇ２を通知信号ライン４４を通じてエンジン制御部
３０へ通知する。
【００８５】
　図２は、省電力モードから通常モードへの複数の復帰要因をそれぞれ異なるコードとし
て割り当てた通知信号を用いた通知方式を説明するための図である。
【００８６】
　図２に示すように、通知信号ｓｉｇ２を３ビットの信号にした場合、ＡＳＩＣ２３はデ
ジタル複写機の主電源スイッチがオンになったことを検知した場合、ビット２～０が“０
００”の通知信号ｓｉｇ２をエンジン制御部３０へ出力する。また、第１復帰要因センサ
８の信号がアサートになった場合、ビット２～０が“００１”の通知信号ｓｉｇ２をエン
ジン制御部３０へ出力する。さらに、第２復帰要因センサ９の信号がアサートになった場
合、ビット２～０が“０１１”の通知信号ｓｉｇ２をエンジン制御部３０へ出力する。ま
た、図示を省略したが、第３復帰要因センサを設けた場合、その第３復帰要因センサの信
号がアサートになった場合、ビット２～０が“１１１”の通知信号ｓｉｇ２をエンジン制
御部３０へ出力する。
【００８７】



(13) JP 4796442 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

　さらに、ＡＳＩＣ２３は、デジタル複写機の操作部１の電源スイッチがオンになったこ
とを検知した場合、ビット２～０が“１００”の通知信号ｓｉｇ２をエンジン制御部３０
へ出力する。また、第１外部Ｉ／Ｆ５からのデータ受信が発生した場合、ビット２～０が
“１０１”の通知信号ｓｉｇ２をエンジン制御部３０へ出力する。さらに、第２外部Ｉ／
Ｆ６からのデータ受信が発生した場合、ビット２～０が“１１０”の通知信号ｓｉｇ２を
エンジン制御部３０へ出力する。また、第３外部Ｉ／Ｆ７からのデータ受信が発生した場
合、ビット２～０が“１１１”の通知信号ｓｉｇ２をエンジン制御部３０へ出力する。
【００８８】
　電源４は、システム制御部２のＡＳＩＣ２３から電源制御信号ｓｉｇ１を受信すると、
電力Ｐ１とＰ２の供給を再開する。システム制御部２とエンジン制御部３０は電力の供給
を受けて起動し、エンジン制御部３０は、上記通知信号ｓｉｇ２が“０００”、“００１
”、“０１０”、“０１１”、“１００”の場合、ユーザがデジタル複写機をコピー機と
して使用しようとする動作とみなせるから、エンジン３に対し画像形成に必要な電子写真
プロセスの初期化処理を行って起動させる。
【００８９】
　また、エンジン制御部３０は、上記通知信号ｓｉｇ２が“１１０”、“１０１”、“１
１１”の場合、省電力モードから通常モードへの復帰要因が、第１～第３外部Ｉ／Ｆ５～
７からのデータ受信が発生した場合である。ＡＳＩＣ２３を介して受信した外部装置から
のデータがプリンタ印刷データである場合、記録紙に印刷する処理を行うので、エンジン
３を画像形成に必要な電子写真プロセスの初期化処理を行って起動させる。
【００９０】
　しかし、外部装置から、本体カセット内の用紙サイズの問い合わせを含む機器管理コマ
ンドを受信した場合、電子写真プロセスの初期化処理は不要なので、エンジン３の電子写
真プロセスの初期化処理を行わない。この場合、エンジン制御部３０だけが起動し、エン
ジン制御部３０はシステム制御部２へ本体カセット内の用紙サイズを通知する。
【００９１】
　このように、エンジン３を電子写真プロセスの初期化処理を行って起動させるか、初期
化処理を行わずに起動させるのかの判定は、エンジン制御部３０のＡＳＩＣ３６が、シス
テム制御部２のＡＳＩＣ２３から通知信号ライン４４を介して受け取った通知信号ｓｉｇ
２の内容と、システム制御部２のＡＳＩＣ２３からコマンドライン４３を介して受け取っ
たコマンドの内容とに基づいて行われる。
【００９２】
　このようにして、エンジン制御部３０で復帰要因情報の詳細を判定することができ、エ
ンジンの電子写真プロセスの初期化を行って起動するか、行わずに起動するのかの選択を
適切に行うことができ、不必要な消費電力や騒音の発生を抑制することが可能になる。
【００９３】
　図８は、本発明の画像形成装置のエンジン制御部により実行される処理を説明するため
のフロー図である。
【００９４】
　上述したように、システム制御部２のＡＳＩＣ２３は省電力モードから通常モードへの
復帰要因の発生の有無を監視しており、いずれかの復帰要因の発生を検出すると同時に、
検出した復帰要因に係る復帰要因情報を示す通知信号ｓｉｇ２を、通知信号ライン４４を
通じてエンジン制御部３０へ通知する。ステップＳ２１でエンジン制御部３０は、通知信
号ライン４４からの通知信号ｓｉｇ２の入力があるか否かを監視する。
【００９５】
　ステップＳ２１で通知信号ライン４４の入力があった場合、ステップＳ２２でエンジン
制御部３０は、通知信号ライン４４から受け取った通知信号ｓｉｇ２が示す復帰要因情報
を取得する。ステップＳ２３でエンジン制御部３０は、取得した復帰要因情報に基いて、
通常モードへの復帰時に電子写真プロセスの初期化処理を行うか否かの要否を判定する。
この場合のエンジン制御部３０は、初期化要否判定部として機能する。
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【００９６】
　図２の通知方式を用いる場合、複数の復帰要因に割り当てたコードと、それぞれに対応
する電子写真プロセスの初期化処理の要否を示す情報との相関関係を定義するテーブルを
ＲＯＭ１３４に予め保存しておき、ＣＰＵ１３３がこのテーブルを参照して、通知信号ｓ
ｉｇ２が示す復帰要因情報と比較することにより、電子写真プロセスの初期化処理の要否
を判定することができる。あるいは、上述したような、電子写真プロセスの初期化処理の
要否を判定する機能を実現する初期化要否判定部をＡＳＩＣ３６内の回路要素として形成
してもよい。
【００９７】
　ステップＳ２３で電子写真プロセスの初期化処理を必要としない復帰要因と判定された
場合、エンジン制御部３０はステップＳ２４で電子写真プロセスの初期化処理を行わずに
通常モードに復帰する。ステップＳ２５でエンジン制御部３０は、コマンドライン４０を
介してシステム制御部２に応答メッセージを返して、この処理を終了する。
【００９８】
　ステップＳ２３で電子写真プロセスの初期化処理を必要とする復帰要因と判定された場
合、エンジン制御部３０は、ステップＳ２６で電子写真プロセスの初期化処理を開始する
。ステップＳ２７でエンジン制御部３０は、通常モードに復帰して、この処理を終了する
。
【００９９】
　次に、上記通知信号をパルス幅変調（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
：ＰＷＭ）駆動パルスで通知するようにしてもよい。
【０１００】
　図３は、省電力モードから通常モードへの複数の復帰要因をそれぞれ異なるパルス幅と
して割り当てたパルス幅変調駆動パルスとして通知信号を用いた通知方式を説明するため
の図である。
【０１０１】
　図３（ａ）は、第１復帰要因センサ８の信号がアサートになったときに出力する通知信
号ｓｉｇ２の波形図であり、周期Ｔのうち所定のパルス幅ｔｗａをハイレベルにした信号
である。また、図３（ｂ）は、操作部１の電源スイッチがオンになったときに出力する通
知信号ｓｉｇ２の波形図であり、周期Ｔのうち所定のパルス幅ｔｗｂをハイレベルにした
信号である。
【０１０２】
　図３（ｃ）は、第１外部Ｉ／Ｆ５からのデータ受信が発生したときに出力する通知信号
ｓｉｇ２の波形図であり、周期Ｔのうち所定のパルス幅ｔｗｃをハイレベルにした信号で
ある。このように、パルス幅：デューティ（Ｄｕｔｙ）をｔｗａ＜ｔｗｂ＜ｔｗｃに変え
ることによって、それぞれ異なる種類の復帰要因を示している。
【０１０３】
　なお、この例では、ハード線が１本の場合を想定している。この例に限定されることな
く、複数のハード線の組合せでも良いことは言うまでもない。
【０１０４】
　このようにして、通知手段としてのハード線の本数を削減してデジタル複写機のコスト
を削減することが可能になる。
【０１０５】
　図３の通知方式を用いる場合に、通知されるパルス幅変調駆動パルスが一定時間以上ハ
イレベル又はローレベルであったとき異常と判定する異常検出部を、エンジン制御部３０
に設けるとよい。
【０１０６】
　図４は、エンジン制御部３０に設けた異常検出部３７の機能を説明するためのブロック
図である。
【０１０７】
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　異常検出部３７はウォッチドッグタイマで構成される。異常検出部３７は、予め記憶し
ている比較基準値ａに設定された周期内に、ＡＳＩＣ２３から通知信号ｓｉｇ２のエッジ
入力があるか否かを監視する。比較基準値ａに設定された周期内に、ＡＳＩＣ２３から通
知信号ｓｉｇ２のエッジ入力がない場合、異常検出部３７はエラーフラグＦをアサートに
する。
【０１０８】
　図５は、正常時と異常時のそれぞれの通知信号の波形の一例を示す波形図である。
【０１０９】
　図５（ａ）は、正常時に通知される通知信号ｓｉｇ２の波形図であり、異常検出部３７
は、比較基準値ａに設定された周期Ｔ内に、パルス幅ｔｗｂのエッジ入力を検出すること
によって正常と判定する。また、図５（ｂ）は、異常時に通知される通知信号ｓｉｇ２の
波形図であり、異常検出部３７は、比較基準値ａに設定された周期Ｔ内でハイレベルの信
号のみが検出され、パルス幅ｔｗｂのエッジ入力を検出しないことによって異常と判定す
る。ここで、図４の比較基準値ａには周期Ｔ以上の値を設定する。
【０１１０】
　上記エッジ入力の検出のためのパルス幅ｔｗｂは任意に設定することができる。
【０１１１】
　また、この例ではエッジ入力にハイレベルのパルス幅を用いたが、ハイレベルの信号中
の周期Ｔ内にローレベルのパルス幅ｔｗｂを設けた波形にしてもよい。
【０１１２】
　図６は、省電力モードから通常モードへの復帰要因が発生したときに、本発明の画像形
成装置のエンジン制御部により実行される処理を説明するためのフロー図である。この例
では、図１のデジタル複写機の電源オン時に、エンジン制御部３０が図６の処理を実行す
るものとする。
【０１１３】
　ステップＳ１でエンジン制御部３０は電源オンによる起動処理を行い、ステップＳ２で
異常検出部３７から出力されるエラーフラグＦがオン（アサート）か否かを判定する。エ
ラーフラグＦがオンでない場合、エンジン制御部３０はステップＳ３で起動モードの判定
と通常の処理を実行し、この処理を終了する。
【０１１４】
　ステップＳ２でエラーフラグがオンであれば、エンジン制御部３０はステップＳ４でエ
ラーメッセージを表示する。このように、エンジン制御部３０は、エラーフラグＦのアサ
ート状態を検出した時、異常メッセージを表示する。
【０１１５】
　図５（ｂ）のように、通知信号ｓｉｇ２が一定期間以上“ハイ（Ｈ）レベル”または“
ロー（Ｌ）レベル”であった場合は、異常と判定することによって、エンジン制御部３０
は、システム制御部２の異常をシステム制御部のソフトウェアが起動する前に判定するこ
とができ、電源投入時にユーザに異常状態を素早く通知することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　以上のように、本発明に係る画像形成装置は、プリンタ、ファクシミリ装置を含む画像
形成を行う機器においても適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図２】省電力モードから通常モードへの複数の復帰要因をそれぞれ異なるコードとして
割り当てた通知信号を用いた通知方式を説明するための図である。
【図３】省電力モードから通常モードへの複数の復帰要因をそれぞれ異なるパルス幅とし
て割り当てたパルス幅変調駆動パルスとしての通知信号を用いた通知方式を説明するため
の図である。
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【図４】本発明の一実施形態に係る画像形成装置のエンジン制御部に設けた異常検出部の
機能を説明するためのブロック図である。
【図５】エンジン制御部へ通知される通知信号の正常時と異常時のそれぞれの波形を示す
波形図である。
【図６】省電力モードから通常モードへの復帰要因が発生したときに、本発明の画像形成
装置のエンジン制御部により実行される処理を説明するためのフロー図である。
【図７】省電力モードから通常モードへの復帰要因が発生したときの、本発明の画像形成
装置の動作を説明するためのタイムチャートである。
【図８】本発明の画像形成装置のエンジン制御部により実行される処理を説明するための
フロー図である。
【図９】従来のデジタル複写機の構成例を示すブロック図である。
【図１０】従来のデジタル複写機の他の構成例を示すブロック図である。
【図１１】省電力モードから通常モードへの復帰要因が発生したときの、従来の画像形成
装置の動作を説明するためのタイムチャートである。
【符号の説明】
【０１１８】
１　操作部　
２　システム制御部
３　エンジン
４　電源
５　第１外部Ｉ／Ｆ
６　第２外部Ｉ／Ｆ
７　第３外部Ｉ／Ｆ
８　第１復帰要因センサ
９　第２復帰要因センサ
２０、３３　ＣＰＵ
２１、３４　ＲＯＭ
２２、３５　ＲＡＭ
２３、３６　ＡＳＩＣ
３０　エンジン制御部
３１　画像入力部
３２　画像出力部
４０　コマンドライン
４１　電源制御信号ライン
４２、４３　電力供給ライン
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