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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全ユニットへ電源を供給する待機状態から、一部ユニットへの電源供給を停止する省電
力状態への遷移およびこの省電力状態から前記待機状態への復帰が可能な画像形成装置で
あって、
　省電力状態への移行直前に設定されていた画像形成条件を省電力状態移行後も保持する
条件保持手段と、
　前記画像形成条件で最終の画像形成動作が終了してから予め設定した初期化時間が経過
すると、保持されていた前記画像形成条件を初期状態の画像形成条件に変更する制御手段
と、
　ユーザの操作で電源を供給するための電源スイッチを有し、前記画像形成条件を少なく
とも表示し、画像形成開始および画像形成条件の設定を指示するための操作／表示手段と
、
　省電力状態で、前記操作／表示手段に電源を供給し、前記初期化時間が経過すると前記
電源スイッチを除いて前記操作／表示手段への電源供給を停止する電源供給手段と、
　を備え、
　前記電源スイッチの操作で省電力状態から待機状態へ復帰することを特徴とする画像形
成装置。
【請求項２】
　前記初期化時間が経過する前の省電力状態で、前記制御手段は、前記操作／表示手段に
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おけるスタートキーの操作で省電力状態からの復帰を行い、復帰後、前記条件保持手段に
保持されていた画像形成条件または前記初期状態の画像形成条件で画像形成を開始するこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記省電力状態からの復帰を行う場合、省電力状態から復帰中である旨を表示する復帰
表示手段を備えたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記初期化時間が経過するまで、前記条件保持手段に前記画像形成条件を保持している
か否かを表示する保持表示手段を備えたことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置
。
【請求項５】
　前記待機状態から省電力状態に移行する移行時間および前記初期化時間を任意に設定す
る設定手段を備えたことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項６】
　全ユニットへ電源を供給する待機状態から、一部ユニットへの電源供給を停止する省電
力状態への遷移およびこの省電力状態から前記待機状態への復帰が可能な画像形成装置の
制御方法であって、
　省電力状態への移行直前に設定されていた画像形成条件を省電力状態移行後も保持する
条件保持ステップと、
　待機状態からの経過時間を計測する計時ステップと、
　前記画像形成条件を保持しながら、予め設定した移行時間が経過すると、省電力状態へ
移行する省電力移行ステップと、
　省電力状態で、画像形成開始指示を受付け、省電力状態からの復帰を行い、復帰後、保
持されていた前記画像形成条件で画像形成する画像形成ステップと、
　前記待機状態から予め設定した初期化時間が経過すると、保持されていた前記画像形成
条件を初期状態の画像形成条件に変更する初期化ステップと、
　前記待機状態で、少なくとも画像形成条件を表示し、画像形成開始を指示するための電
源を供給する表示／指示ステップと、
　前記省電力状態で、前記電源を供給し、前記初期化時間が経過すると、ユーザの操作で
前記電源を供給するための電源スイッチを除いて前記電源の供給を停止する表示／指示停
止ステップと、
　前記電源スイッチの操作で省電力状態から待機状態へ復帰する待機移行ステップと、
　を有することを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【請求項７】
　前記初期化時間が経過するまで、省電力状態への移行直前に設定されていた画像形成条
件を省電力状態移行後も保持していることを表示する保持表示ステップを有することを特
徴とする請求項６に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項８】
　画像形成装置で、全ユニットへ電源を供給する待機状態から、一部ユニットへの電源供
給を停止する省電力状態へ遷移し、この省電力状態から前記待機状態へ復帰するためのプ
ログラムを記録した記録媒体であって、
　省電力状態への移行直前に設定されていた画像形成条件を省電力状態移行後も保持する
条件保持ステップと、
　待機状態からの経過時間を計測する計時ステップと、
　前記画像形成条件を保持しながら、予め設定した移行時間が経過すると、省電力状態へ
移行する省電力移行ステップと、
　省電力状態で、画像形成開始指示を受付け、省電力状態からの復帰を行い、復帰後、保
持されていた前記画像形成条件で画像形成する画像形成ステップと、
　前記待機状態から予め設定した初期化時間が経過すると、保持されていた前記画像形成
条件を初期状態の画像形成条件に変更する初期化ステップと、
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　前記待機状態で、少なくとも画像形成条件を表示し、画像形成開始を指示するための電
源を供給する表示／指示ステップと、
　前記省電力状態で、前記電源を供給し、前記初期化時間が経過すると、ユーザの操作で
前記電源を供給するための電源スイッチを除いて前記電源の供給を停止する表示／指示停
止ステップと、
　前記電源スイッチの操作で省電力状態から待機状態へ復帰する待機移行ステップと、
　を備えた前記制御方法を実行するプログラムを記録したことを特徴とする記録媒体。
【請求項９】
　前記初期化時間が経過するまで、省電力状態への移行直前に設定されていた画像形成条
件を省電力状態移行後も保持していることを表示する保持表示ステップを備えた前記制御
方法を実行するプログラムを記録したことを特徴とする請求項８に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、加熱定着装置を具備した電子写真装置などの画像形成装置およびその制御方法
ならびに記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
熱定着方式で印刷する複写機やファクシミリ装置の画像形成装置においては、転写紙上の
トナー像に熱を加えて転写紙に定着させるため、印刷中は定着加熱ローラを１８５℃前後
の温度に保つ必要があり、印刷を行っていない待機状態でも、定着ヒータによって定着加
熱ローラを１８５℃に近い温度に保つようにしていた。しかしながら、この方法では、大
きな電力を消費してしまうので、熱定着装置を使用しない期間の消費電力を低減するため
に、すぐに印刷動作を開始出来る「待機状態」が一定時間以上連続して続く場合は、熱定
着装置の定着ヒータや一部の制御回路への通電電力を低減もしくは遮断する「省電力状態
」に自動的に移行する制御が提案され、実用化されている。
【０００３】
この省電力状態には、さらに「ローパワー状態」と「オフモード状態」の２段階があった
。ローパワー状態では、熱定着装置の制御温度を待機状態から下げて定着ヒータへの通電
電力を低減することになる。また、オフモード状態では、熱定着装置の定着ヒータへの通
電を完全に遮断し、かつ一部の制御板への通電も遮断する。いずれの状態でも、熱定着装
置の温度は待機状態よりも下がっているので、コピー動作を始めるためには、熱定着装置
の温度を上げて待機状態と同じにする「ウォームアップ動作」が必要になる。
【０００４】
前記ローパワー状態やオフモード状態では、操作部の電源ＬＥＤのみの点灯にし、電源キ
ースイッチや予熱キースイッチのみの受付を可能にして、他のＬＥＤやＬＣＤの表示を消
して他のキースイッチやタッチパネルの入力も受け付けない状態にすることで、待機状態
と比べて消費電力の低減を図っている。ここで、最後のコピー動作を行う際にユーザが入
力・設定したコピー条件（給紙トレイの設定や変倍率の設定など）については、ローパワ
ー状態やオフモード状態に移行した時点でクリアされるので、これらの省電力状態から、
電源キースイッチや予熱キースイッチの押下により待機状態に復帰したときには、初期条
件に戻ることになる。
【０００５】
一方、熱定着装置の定着立上り時間を大幅に短縮するよう装置の仕様が変更されつつあり
、この仕様変更に伴って、省電力状態から待機状態への復帰時間および待機状態から省電
力状態への移行時間の短縮に柔軟に対応可能な制御方法が求められている。
【０００６】
なお、この種の装置として関連するものには、特開平１１－１５７１７２号公報、特開平
１１－２０２６９０号公報がある。
【０００７】
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【発明が解決しようとする課題】
前記従来の技術では、待機状態から省電力状態へ移行する時間を短縮した場合、例えば、
一連のコピー動作終了後、ユーザが次のコピー作業の準備をしている間に、待機状態から
省電力状態に移行し、操作部の表示が消えてしまうという不都合が生じる。この場合、ユ
ーザは、特定のキースイッチを操作し、省電力状態からウォームアップ動作を経て待機状
態に戻ってから、さらにコピー条件（画像形成条件）を入力したり、コピースタートキー
を押下してコピー動作を再開する必要がある。特に、省電力状態から待機状態に戻っても
、その省電力状態への移行前にユーザが最後に設定したコピー条件がクリアされているた
め、ユーザにとって操作のやり直しが煩わしいという問題がある。具体的には、省電力状
態への移行時間が短いと、例えば、ブック原稿のコピーをとるような場合、あるページの
コピーが終わって次にコピーすべきページを開いている間に省電力状態へ移行し、設定し
ていたコピー条件がクリアされてしまい、再度、コピー条件を設定し直さなければならな
いといったことが発生し得る。
【０００８】
本発明の目的は、このような問題点を改善し、省電力状態で、状態遷移前にユーザか設定
した画像形成条件を保持することが可能な画像成形装置およびその制御方法ならびに記憶
媒体を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、全ユニットへ電源を供給する待機状態から、一部ユニットへ
の電源供給を停止する省電力状態への遷移およびこの省電力状態から前記待機状態への復
帰が可能な画像形成装置であって、省電力状態への移行直前に設定されていた画像形成条
件を省電力状態移行後も保持する条件保持手段と、前記画像形成条件で最終の画像形成動
作が終了してから予め設定した初期化時間が経過すると、保持されていた前記画像形成条
件を初期状態の画像形成条件に変更する制御手段と、ユーザの操作で電源を供給するため
の電源スイッチを有し、前記画像形成条件を少なくとも表示し、画像形成開始および画像
形成条件の設定を指示するための操作／表示手段と、省電力状態で、前記操作／表示手段
に電源を供給し、前記初期化時間が経過すると前記電源スイッチを除いて前記操作／表示
手段への電源供給を停止する電源供給手段と、を備え、前記電源スイッチの操作で省電力
状態から待機状態へ復帰することに特徴がある。
【００１０】
待機状態前に設定した最後の画像形成条件（コピー条件など）を保存するので、省電力状
態から待機状態に戻ったときに、その画像形成条件を設定し直さなくても直ちに画像形成
動作を開始できることとなる。
【００１２】
　また、待機状態と省電力状態を含め、最後の画像形成動作が終了してから初期化時間以
上経過した時は、最後の画像形成条件をクリアして初期条件に戻すので、他のユーザが画
像形成条件を間違えることはない。
　また、画像形成条件を保持している間は、省電力状態であってもキー入力が有効で、か
つ表示部に画像形成条件が表示されているので、ユーザはその表示を目視して現在の画像
形成条件を確認してから、スタート指示あるいは画像形成条件設定（変更）を指示するこ
とができ、ミスコピーを防止できる。
【００１３】
　参考として本発明は、前記画像形成条件を少なくとも表示し、画像形成開始および画像
形成条件の設定を指示するための操作／表示手段と、省電力状態で、前記操作／表示手段
に電源を供給する電源供給手段とを備えた構成を有している。
【００１４】
操作部の表示機能を常時ＯＮ状態とすることにより、ユーザは省電力状態においても、画
像形成条件などを認識して画像形成開始を指示できることとなる。
【００１５】
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　請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記初期化時間が経過する前の省電力状
態で、前記制御手段は、前記操作／表示手段におけるスタートキーの操作で省電力状態か
らの復帰を行い、復帰後、前記条件保持手段に保持されていた画像形成条件または前記初
期状態の画像形成条件で画像形成を開始することに特徴がある。
【００１６】
操作部の表示機能を常時ＯＮ状態とし、画像形成開始の指示を受付けて入力可能とするこ
とで、省電力状態においても画像形成開始の指示があると、自動的に待機状態に復帰して
画像形成動作を実行することとなる。
【００１７】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２において、前記省電力状態からの復帰を行
う場合、省電力状態から復帰中である旨を表示する復帰表示手段を備えたことに特徴があ
る。
【００１８】
省電力状態にある時、スタートキースイッチの押下で画像形成開始が指示入力されると、
画像形成動作を開始する前にウォームアップ動作を行う。ユーザに対し、ウォームアップ
期間中にあることを表示することで、ユーザがウォームアップ動作を誤操作と勘違いする
ことはない。
【００１９】
　参考として本発明は、前記省電力状態で、画像形成条件の設定の指示を受付けて入力す
る受付入力手段と、この受付入力手段により、省電力状態で前記画像形成条件の設定の指
示を受付けて入力すると、前記指示を有効とし、省電力状態から待機状態に復帰する制御
手段とを備えた構成を有している。
【００２０】
省電力状態にある時、操作部の表示機能を常時ＯＮ状態とし、画像形成開始の指示以外を
受付けて入力可能とすることで、特別な復帰キーを押すことなく、例えば、画像形成条件
を入力するためのキースイッチの押下、あるいはタッチパネルへの接触により、ウォーム
アップ動作から待機状態に移行するように制御できることとなる。
【００２１】
　参考として本発明は、前記受付入力手段により、省電力状態で画像形成条件の設定の指
示を受付けて入力し、前記指示を有効として、省電力状態から待機状態に復帰する場合、
省電力状態から復帰中である旨を表示する復帰表示手段を備えた構成を有している。
【００２２】
省電力状態にある時、スタートキースイッチ以外のキースイッチを押下するか、あるいは
タッチパネルに接触すると、キー処理を行ってからウォームアップ動作を行い、待機状態
に復帰する。ユーザに対し、ウォームアップ期間中にあることを表示することで、ユーザ
がウォームアップ動作を誤操作と勘違いすることはない。ここで、例えば画像形成動作に
向けたウォームアップ動作と、待機状態への復帰に向けたウォームアップ動作とで表示方
法を変更することにより、ユーザの誤操作をさらに低減することとなる。
【００２５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１において、前記初期化時間が経過するまで、前記条
件保持手段に前記画像形成条件を保持しているか否かを表示する保持表示手段を備えたこ
とに特徴がある。
【００２６】
操作部の液晶表示器などによらず、画像形成条件を保持しているか否かのみを表示するの
で、操作部の表示機能による電力消費を抑制することとなる。
【００２７】
　参考として本発明は、省電力状態で、前記電源スイッチを除いて前記操作／表示手段に
対する電源供給を停止する電源供給手段を備えた構成を有している。
【００２８】
省電力状態において、ユーザが任意に設定した画像形成条件を所定期間保持しながら、ス
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タートキースイッチ以外（電源スイッチ）の押下により待機状態へ復帰することとなる。
【００２９】
　参考として本発明は、前記条件保持手段に前記画像形成条件を保持しているか否かを表
示する保持表示手段と、少なくとも前記画像形成条件を表示する表示手段と、画像形成開
始および画像形成条件の設定を指示するための指示手段と、省電力状態で、前記指示手段
に電源を供給する電源供給手段とを備え、省電力状態で、前記表示手段に対する電源供給
を禁止する構成を有している。
【００３０】
操作部を、液晶表示器などの表示機能用の操作部（第１の操作部制御板など）と指示入力
機能用の操作部（第２の操作部制御板など）とに分けることにより、省電力状態で表示機
能に用いる電源供給を停止しても、スタートキーなどの指示入力機能を活用できることと
なる。さらに、ＬＥＤなどにより画像形成条件保持の有無を独立に表示することで、ユー
ザは省電力状態でも、待機状態移行前の画像形成条件を保持しているか否かを視認できる
こととなる。
【００３１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれかにおいて、前記待機状態から省電力
状態に移行する移行時間および前記初期化時間を任意に設定する設定手段を備えたことに
特徴がある。
【００３２】
ユーザの使用方法や環境に応じて、前記移行時間や初期化時間を適宜設定できることとな
る。
【００３３】
　請求項６に記載の発明は、全ユニットへ電源を供給する待機状態から、一部ユニットへ
の電源供給を停止する省電力状態への遷移およびこの省電力状態から前記待機状態への復
帰が可能な画像形成装置の制御方法であって、省電力状態への移行直前に設定されていた
画像形成条件を省電力状態移行後も保持する条件保持ステップと、待機状態からの経過時
間を計測する計時ステップと、前記画像形成条件を保持しながら、予め設定した移行時間
が経過すると、省電力状態へ移行する省電力移行ステップと、省電力状態で、画像形成開
始指示を受付け、省電力状態からの復帰を行い、復帰後、保持されていた前記画像形成条
件で画像形成する画像形成ステップと、前記待機状態から予め設定した初期化時間が経過
すると、保持されていた前記画像形成条件を初期状態の画像形成条件に変更する初期化ス
テップと、前記待機状態で、少なくとも画像形成条件を表示し、画像形成開始を指示する
ための電源を供給する表示／指示ステップと、前記省電力状態で、前記電源を供給し、前
記初期化時間が経過すると、ユーザの操作で前記電源を供給するための電源スイッチを除
いて前記電源の供給を停止する表示／指示停止ステップと、前記電源スイッチの操作で省
電力状態から待機状態へ復帰する待機移行ステップと、を有することに特徴がある。
【００３４】
待機状態前に設定した最後の画像形成条件（コピー条件など）を保存して利用することが
でき、また、操作部の表示機能を常時ＯＮ状態として、省電力状態で画像形成開始の指示
を受付けるので、ユーザにとって操作性が向上することとなる。
【００３６】
　また、所定の初期化期間経過後、待機状態以前の最後の画像形成条件をクリアして初期
条件に戻すので、他のユーザが画像形成条件を間違えることはない。
　また、待機状態以前の最後の画像形成条件がクリアされると、操作部の表示機能などを
ＯＦＦするので、特に表示機能に用いる電源を削減して省電力化をはかることとなる。
【００３９】
　請求項７に記載の発明は、請求項６において、前記初期化時間が経過するまで、省電力
状態への移行直前に設定されていた画像形成条件を省電力状態移行後も保持していること
を表示する保持表示ステップを有することに特徴がある。
【００４０】



(7) JP 4053225 B2 2008.2.27

10

20

30

40

50

待機状態以前に設定した画像形成条件を保持しているか否かを表示するので、ユーザが画
像形成条件を間違えることはない。また、待機状態からオフモードなどの省電力状態に移
行すると、操作部の表示機能などをＯＦＦするので、待機状態以前に設定した画像形成条
件を保持しながら、表示機能などに用いる電源を削減して省電力化をはかることとなる。
【００４１】
　請求項８に記載の発明は、画像形成装置で、全ユニットへ電源を供給する待機状態から
、一部ユニットへの電源供給を停止する省電力状態へ遷移し、この省電力状態から前記待
機状態へ復帰するためのプログラムを記録した記録媒体であって、省電力状態への移行直
前に設定されていた画像形成条件を省電力状態移行後も保持する条件保持ステップと、待
機状態からの経過時間を計測する計時ステップと、前記画像形成条件を保持しながら、予
め設定した移行時間が経過すると、省電力状態へ移行する省電力移行ステップと、省電力
状態で、画像形成開始指示を受付け、省電力状態からの復帰を行い、復帰後、保持されて
いた前記画像形成条件で画像形成する画像形成ステップと、前記待機状態から予め設定し
た初期化時間が経過すると、保持されていた前記画像形成条件を初期状態の画像形成条件
に変更する初期化ステップと、前記待機状態で、少なくとも画像形成条件を表示し、画像
形成開始を指示するための電源を供給する表示／指示ステップと、前記省電力状態で、前
記電源を供給し、前記初期化時間が経過すると、ユーザの操作で前記電源を供給するため
の電源スイッチを除いて前記電源の供給を停止する表示／指示停止ステップと、前記電源
スイッチの操作で省電力状態から待機状態へ復帰する待機移行ステップと、を備えた前記
制御方法を実行するプログラムを記録したことに特徴がある。
【００４２】
　ここで、請求項６に記載の制御方法を実行するプログラムをＲＯＭなどに記憶し、コン
トローラ、ＲＡＭなどを用いて実行することとなる。なお、前記プログラムは、例えばＬ
ＡＮ上の外部装置からインタフェース介してＲＯＭなどにダウンロードしてもよい。前述
のように、待機状態前に設定した最後の画像形成条件（コピー条件など）を保存して利用
することができ、また、操作部の表示機能を常時ＯＮ状態として、省電力状態で画像形成
開始の指示を受付けるので、ユーザにとって操作性が向上することとなる。
【００４４】
　また、請求項６に記載の制御方法を実行するプログラムをＲＯＭなどに記憶し、コント
ローラ、ＲＡＭなどを用いて実行することとなる。なお、前記プログラムは、例えばＬＡ
Ｎ上の外部装置からインタフェース介してＲＯＭなどにダウンロードしてもよい。前述の
ように、待機状態から予め設定した初期化期間経過後、待機状態以前の最後の画像形成条
件をクリアして初期条件に戻すので、他のユーザが画像形成条件を間違えることはない。
【００４６】
　また、請求項６に記載の制御方法を実行するプログラムをＲＯＭなどに記憶し、コント
ローラ、ＲＡＭなどを用いて実行することとなる。なお、前記プログラムは、例えばＬＡ
Ｎ上の外部装置からインタフェースを介してＲＯＭなどにダウンロードしてもよい。前述
のように、待機状態以前の最後の画像形成条件がクリアされると、操作部の表示機能など
をＯＦＦするので、特に表示機能に用いる電源を削減して省電力化をはかることとなる。
【００４７】
　請求項９に記載の発明は、請求項８において、前記初期化時間が経過するまで、省電力
状態への移行直前に設定されていた画像形成条件を省電力状態移行後も保持していること
を表示する保持表示ステップを備えた前記制御方法を実行するプログラムを記録したこと
に特徴がある。
【００４８】
　ここで、請求項１２に記載の制御方法を実行するプログラムをＲＯＭなどに記憶し、コ
ントローラ、ＲＡＭなどを用いて実行することとなる。なお、前記プログラムは、例えば
ＬＡＮ上の外部装置からインタフェースを介してＲＯＭなどにダウンロードしてもよい。
前述のように、待機状態以前に設定した画像形成条件を保持しているか否かを表示するの
で、ユーザが画像形成条件を間違えることはない。また、待機状態からオフモードなどの



(8) JP 4053225 B2 2008.2.27

10

20

30

40

50

省電力状態に移行すると、操作部の表示機能などをＯＦＦするので、待機状態以前に設定
した画像形成条件を保持しながら、表示機能などに用いる電源を削減して省電力化をはか
ることとなる。
【００４９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の一形態を図面を用いて説明する。
［第１の実施形態］
図１に、本発明の第１の実施形態の複合機能複写機（画像形成装置）の概略構成を示し、
図２にその複合機能複写機の制御部の構成を示し、図３にその複合機能複写機の操作部を
示す。
【００５０】
複合機能複写機１００は、公衆回線を介してファクシミリ装置（図示せず）などの通信装
置と接続される一方で、ネットワークを介してホストコンピュータ（図示せず）などの通
信装置と接続されている。
【００５１】
図１において、プリンタ部１には、電子写真方式であって熱定着方式のプリンタエンジン
部（図示せず）を備え、ＦＡＸ通信部８で公衆回線から受信した画像を記録（印刷）する
ファクシミリ機能と、スキャナ部２から読み取り入力した画像を電子写真方式で記録（印
刷）するコピー機能と、ネットワークインタフェース２４、２５を介して接続されたホス
トコンピュータからの画像を記録（印刷）するプリンタ機能とを有する。これらの機能を
実現するため、前記プリンタエンジン部には、シリアル通信線を介してプリンタエンジン
部の各ユニットからの情報を受け取り、これに基づいて各ユニットを制御するエンジン制
御部（図２に示すエンジン制御板１７、エンジンドライブボード２０、書込み制御板３０
など）、スキャナモータ、レーザなどの光学系を制御する光学系制御部、定着ヒータ３２
の温度制御および異常検出を行う温度制御部、給紙部５、６、９の給紙カセット内の転写
紙サイズを検出する転写紙サイズ検出部、前記給紙カセット、手差し、オプションカセッ
トの各給紙口の転写紙有無を検出する給紙部有無検出部、転写紙の搬送制御を行う転写紙
搬送制御部、センサ入力部（図２に示す圧板開閉センサ１３、原稿セットセンサ１４、読
取センサ１６などの検出情報を含む）などを備える。なお、定着加熱ローラ（図示せず）
の定着立上り時間は、ローラ温度、ローラの雰囲気温度、ローラの熱容量、定着ヒータ３
２の出力などで決まるが、本実施形態ではどのような状態からでも立上り可能な最長立上
り時間を１０秒とする。
【００５２】
スキャナ部２（自動原稿搬送部（ＡＤＦ）を含む）は、ファクシミリ送信時に原稿を読み
取り、符号化して画像メモリ（ＲＡＭ２３など）に蓄積し、ＦＡＸ通信部８へ送る一方で
、コピー時には、読み取った画像情報を転写紙に出力するため、前記プリンタエンジン部
へ送る。また、スキャナ部２と併設した操作部（図２に示す操作部制御板１５などに相当
）には、図３に示すスタートキー３９、テンキー３８、クリア／ストップキー３７などの
キー群、各種キーを表示するための発光ダイオード（ＬＥＤ）、タッチパネル３４、液晶
表示器（ＬＣＤ）３５、バックライト３６、電源スイッチ１２などを備え、ファクシミリ
／コピー機能における動作モードの設定／表示や動作開始／停止指示がユーザの操作で可
能なように構成されている。また、タッチパネル３４には、画面ごとに適宜出現する機能
キーを含む入力操作部と、部数や装置状態などをメッセージ表示する表示部とを併せ持つ
。ユーザ操作による動作モードなどの設定内容は、操作部制御板１５からコントローラ２
６に送信されてＲＡＭ２３に更新可能に記憶される。
【００５３】
ＦＡＸ通信部（図２に示すファックス制御板２８、ＮＣＵ２９など）８は、プリンタ部１
の裏側に配設されており、前記画像メモリに蓄積された画像情報を公衆回線を通じて相手
先通信端末へ送信する一方で、相手先通信端末から受信した画像を転写紙に出力するため
、前記プリンタエンジン部へ送る。
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【００５４】
後処理部３は、前記ホストコンピュータからの印刷要求データを印刷した転写紙、あるい
はスキャナ部２で読み取った画像を出力した転写紙などを排出するものであり、複数の排
紙トレイなどを備える。後処理部７は、前記ファクシミリ装置からのファクシミリ受信デ
ータを印刷した転写紙などを排出するものである。
【００５５】
給紙部５、９および大量給紙部６は、転写紙を収容する給紙カセットを備える。両面部４
は、両面印刷を行うため、片面印刷後の転写紙を反転搬送するものである。手差し給紙部
１０は、転写紙を１枚ずつ手差しで給紙するものであり、非使用時には折りたたんで収容
できるように構成されている。
【００５６】
図２において、操作部制御板１５は、電源部３１からの＋５ＶＥ電源で駆動し、前記省電
力状態でも動作を継続して、ユーザに対する表示とユーザからの指示入力を受け付ける。
また、操作部制御板１５は、前記操作部のキースイッチ（ＬＥＤ／キースイッチ１１）の
押下やタッチパネル３４に対する接触による指示入力信号（ＵＡＲＴ）をコントローラ２
６へ通知する。なお、電源スイッチ１２、圧板開閉センサ１３、ＡＤＦ内の原稿セットセ
ンサ１４は、操作部制御板１５または／およびエンジン制御板１７を通してコントローラ
２６に接続されており、これらの操作による指示入力信号はコントローラ２６へ直接、通
知される。
【００５７】
コントローラ２６は、複写機全体の制御とＦＡＸ／プリンタ機能の制御を行うものであり
、ハードディスク装置（ＨＤＤ）２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３などのメモリと、前記ホ
ストコンピュータなどの外部装置と接続するためのネットワークインタフェース２４、２
５とを備える。このネットワークインタフェース２４、２５は、例えばＩＥＥＥ１３９４
インターフェースをサポートする「１３９４ボード」や、イーサネット用の１００／１０
ＢＡＳＥ－Ｔインターフェースをサポートする「ＰＨＹボード」であって、ホストコンピ
ュータなどの外部装置からのデータを受信するためのものである。
【００５８】
また、コントローラ２６は、ネットワークインタフェース２４、２５を介してホストコン
ピュータなどから受信したデータを、プリンタ部１で印刷可能なラスタデータに変換して
展開する。ここで、ホストコンピュータなどから送信される印刷データは、文字の種類、
印字幅、改行幅などをページ記述言語（ＰＤＬ）で記述したものであり、データの種類は
、テキスト、ラスタ・グラフィックス、ベクタ・グラフィックスなどである。また、コン
トローラ２６でラスタデータに変換された印刷データは、ＲＡＭ２３に書き込まれると共
にコントローラ２６に接続したＨＤＤ２１に記憶され、印刷時に画像信号バス２７を経由
してエンジン制御板１７に送られ、ここで書込みデータ（書込ＤＡＴＡ）に変換されて書
込み制御板３０に送られ、印刷出力される。
【００５９】
また、コントローラ２６は、通常動作時（待機状態）には、すべてのユニットに電源を供
給して動作可能とするが、原稿の読み取りや印刷を終了してから１０秒間経過すると、不
要な電力消費を防ぐために、電源部３１へのＰＳＵ起動信号をネゲートし、自動的に省電
力状態（ローパワーモード、オフモード）に移行するように制御する。なお、待機状態か
ら省電力状態へ移行する際の移行条件（移行時間）、および後述する条件初期化時間は、
通常動作中に操作部（操作部制御板１５など）の操作で設定可能であり、その設定内容は
操作部制御板１５からコントローラ２６に送られてＲＡＭ２３に更新可能に記憶される。
【００６０】
また、コントローラ２６には、前記省電力状態においても＋５ＶＥ電源が供給されるが、
コントローラ２６のＣＰＵはタイマ監視に基づいて断続的に省電力状態となり、クロック
は止まらずに消費電力を低減するように駆動される。なお、前記ＣＰＵは、前記操作部の
キースイッチの押下やタッチパネル３４への接触が操作部制御板１５から通知され、ある
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いは電源スイッチ１２、圧板開閉センサ１３、原稿セットセンサ１４からの指示入力情報
が通知されると、コントローラ２６のＣＰＵは省電力状態から通常動作状態に復帰する。
【００６１】
ファックス制御板２８は、モデム、通信制御部、符号化復号化部（ＤＣＲ）などからなり
、網制御部（ＮＣＵ）２９を介して公衆回線に接続されている。公衆回線から受信したデ
ータは、ファックス制御板２８で復号化処理などを施して印刷可能なデータに変換し、画
像信号バス２７を経由して、一旦コントローラ２６のＲＡＭ２３に書き込まれ、ＨＤＤ２
１に記録される。そして、印刷時に画像信号バス２７を経由して、エンジン制御板１７に
送られ、書込みデータに変換されて書込み制御板３０に送られ、印刷出力される。
【００６２】
一方、スキャナ部２の読取センサ１６で読み取られた原稿像（読取ＤＡＴＡ）は、エンジ
ン制御板１７で画像処理を施した後、バスブリッジ１８から画像信号バス２７を経由して
、一旦コントローラ２６のＲＡＭ２３に書き込まれ、ＨＤＤ２１に記憶される。さらに、
印刷時に画像信号バス２７を経由し、エンジン制御板１７に送られて、書込みデータに変
換されて書込み制御板３０に送られ、印字出力される。
【００６３】
また、電源部（ＰＳＵ　ＡＣドライブ）３１は、前記省電力状態で動作可能であり、コン
トローラ２６からのＰＳＵ起動信号によって定着ヒータ３２を含む各ユニットに電源を供
給するものであって、図４に示すように、主電源スイッチ４１を介して電源を入力するＡ
Ｃ入力部４２と、このＡＣ入力部４２に接続されて＋５ＶＥ電源および＋５Ｖ電源を供給
するメインコンバータ４３と、ＡＣ入力部４２に接続されて＋１２Ｖ電源、－１２Ｖ電源
、＋２４Ｖ電源を供給するサブコンバータ４４とを備える。なお、＋５ＶＥ電源は、前記
省電力状態で動作可能な各部に供給されるものであり、前述のように、ＬＥＤ／キースイ
ッチ１１、タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６、電源スイッチ１２、圧板
開閉センサ１３、原稿セットセンサ１４などへ供給される。
【００６４】
前記省電力状態のうちのオフモード状態では、図２に示す各ユニットのうち、定着ヒータ
３２をはじめ、エンジン制御板１７、読取センサ１６、エンジンドライブボード２０、書
込み制御板３０などへの通電がＯＦＦされる一方で（ローパワーモードでは、定着ヒータ
３２、エンジン制御板１７、エンジン制御板１７、読取センサ１６、エンジンドライブボ
ード２０、書込み制御板３０などへの通電はＯＦＦされない。）、コントローラ２６、Ｒ
ＯＭ２２、ＲＡＭ２３、ネットワークインタフェース２４、２５、ファックス制御板２８
、ＮＣＵ２９、電源部（ＰＳＵ　ＡＣドライブ）３１、操作部制御板１５、電源のＯＮ／
ＯＦＦや各キーを表示するＬＥＤ／キースイッチ１１、タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、
バックライト３６、ユーザの操作で電源をＯＮ／ＯＦＦするための電源スイッチ１２、Ａ
ＤＦの原稿セットセンサ１４などには動作可能に電源が供給され、画像信号バス２７、バ
スブリッジ１８、ＲＡＭ１９などは通電のみ可能となる。なお、本実施形態では、バック
ライト３６付きのＬＣＤ３５を用いているが、これを反射形のものに替えたり、あるいは
ＬＣＤを用いずに操作部を構成してもよい。
【００６５】
次に、図５を参照しながら、本実施形態における制御状態遷移について説明する。
【００６６】
図５において、オフモード移行時間は、全ユニットに電源を供給する待機状態（Ｓ２）か
ら、所定のユニットのみに電源を供給し、定着ヒータ３２への電源供給を停止するオフモ
ード（Ｓ６）への移行条件、または、所定のユニットのみに電源を供給し、加熱定着装置
の設定温度を低減したローパワーモード（Ｓ５）から前記オフモード（Ｓ６）への移行条
件である。前記オフモード移行時間は、工場出荷時に「ｔ２」と設定されている。また、
ローパワーモード移行時間は、前述の待機状態（Ｓ２）からローパワーモード（Ｓ５）へ
の移行条件であって、工場出荷時に「ｔ３」と設定されている。また、図示しない条件初
期化時間は、前述の待機状態（Ｓ２）へ移行する直前に設定していたコピー条件を、その
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待機状態（Ｓ２）へ移行してからクリアするまでの時間（初期条件）であって、工場出荷
時に「ｔ１」と設定されている。なお、前述のｔ１～ｔ３の値は、ユーザ操作（例えば、
前記操作部のキー操作など）で変更可能なものとする。
【００６７】
さらに、移行条件１は、前述のローパワーモード（Ｓ５）またはオフモード（Ｓ６）から
、ウォームアップ３への移行条件である。前記移行条件１には、▲１▼電源スイッチ１２
の押下、▲２▼スタートキー３９以外のキースイッチの押下、▲３▼タッチパネル３４へ
の接触、▲４▼圧板またはＡＤＦの開閉（圧板開閉センサ１３のＯＮ／ＯＦＦ）、▲５▼
ＡＤＦへの原稿セットまたは原稿の取り除き（原稿セットセンサ１４のＯＮ／ＯＦＦ）、
あるいは▲６▼ホストコンピュータなどからの印刷要求データ受信（プリントデータ受信
）およびファクシミリデータ受信（公衆回線からの呼出）などの印刷要求が含まれる。
【００６８】
さて、前記操作部の主電源スイッチ（図示せず）が投入されると、コントローラ２６は、
主電源のＯＮ／ＯＦＦを表示するＬＥＤ（図３に示す）を点灯し、ウォームアップ１（Ｓ
１）に移行する。ここで、電源部３１のサブコンバータ４４は、＋１２Ｖ電源、－１２Ｖ
電源、＋２４Ｖ電源を供給し、メインコンバータ４３は、スイッチ４５の接続で＋５Ｖ電
源、＋５ＶＥ電源を供給する。こうしてウォームアップが終了すると待機状態（Ｓ２）に
移行し、コントローラ２６は内蔵タイマ（待ち時間タイマ）でカウントアップを開始する
。なお、このカウントアップは、待機状態（Ｓ２）でキースイッチが押下されるか、ある
いはタッチパネル３４に接触されるとクリアされる。また、予め設定した条件初期化時間
が経過してコピー条件が初期状態になり、かつオフモード（Ｓ６）の場合は、カウントし
ない。
【００６９】
この待機状態（Ｓ２）で、待ち時間タイマ値がローパワーモード移行時間（Ｔ＝ｔ３）に
なると、ローパワーモード（Ｓ５）に移行し、さらにローパワーモード（Ｓ５）で、待ち
時間タイマ値がオフモード移行時間（Ｔ＝ｔ２）になると、オフモード（Ｓ６）に移行す
る。あるいは、待機状態（Ｓ２）で、待ち時間タイマ値がオフモード移行時間（Ｔ＝ｔ２
）になると、オフモード（Ｓ６）に移行する。ここで、コントローラ２６がＰＳＵ起動信
号をネゲートすることにより、サブコンバータ４４はその動作を停止する。このサブコン
バータ４４の動作停止で、＋１２Ｖ電源、－１２Ｖ電源、＋２４Ｖ電源の供給が停止する
。また、コントローラ２６がＰＳＵ起動信号をネゲートすると、スイッチ４５が断状態に
なり、メインコンバータ４３からの＋５Ｖ電源が供給停止し、＋５ＶＥ電源のみが所定の
ユニットに供給されることとなる。また、コントローラ２６は、ローパワーモード（Ｓ５
）で加熱定着装置の設定温度を待機時の１８５℃から１３０℃へ下げ、定着ヒータ３２へ
の電力の供給を低減する。なお、ローパワーモード（Ｓ５）での加熱定着装置の設定温度
は、ユーザの操作で任意に変更することができるものとする。
【００７０】
前記ローパワーモード（Ｓ５）またはオフモード（Ｓ６）で、ユーザ操作により移行条件
１が成立した場合は、ウォームアップ３（Ｓ７）へ移行する。ここで、コントローラ２６
がＰＳＵ起動信号をアサートすると、サブコンバータ４４は、＋１２Ｖ電源、－１２Ｖ電
源、＋２４Ｖ電源の供給を再開し、メインコンバータ４３は、スイッチ４５の接続で＋５
Ｖ電源の供給を再開する。また、コントローラ２６は、加熱定着装置の設定温度を待機時
の１８５℃に設定し、前記操作部のＬＣＤ３５に、例えば「ウォームアップ中です。スタ
ートキーを押すとコピー開始を受け付けます。」との表示を行う。また、コントローラ２
６は、前記操作部のスタートキー３９に埋設したＬＥＤを赤色表示する。この赤色表示は
、スタートキー３９を押しても、直ちにコピー動作を開始することができないことを示す
。
【００７１】
こうしてウォームアップ動作が終了すると、ウォームアップ３（Ｓ７）から待機状態（Ｓ
２）へ移行することになる。
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【００７２】
一方、前記ローパワーモード（Ｓ５）またはオフモード（Ｓ６）で、ユーザによりスター
トキー３９が押下された場合、ウォームアップ４（Ｓ８）へ移行する。ここで、コントロ
ーラ２６は、加熱定着装置の設定温度を待機時の１８５℃に設定し、ウォームアップ動作
中は、前記操作部のＬＣＤ３５に「ウォームアップ中です。ウォームアップ後自動でコピ
ーを開始します。」との表示を行うとともに、スタートキー３９に埋設したＬＥＤを赤色
／緑色交互に点滅させる。この点滅動作は、コピー開始を受け付けたことを示す。
【００７３】
こうしてウォームアップ動作が終了すると、本実施形態では直ちにコピー動作（Ｓ３）を
実行し、一連のコピー動作が終了すると、待機状態（Ｓ２）へ移行する。このように、省
電力状態（オフモード、ローパワーモード）からユーザの１操作（スタートキー３９の押
下）でコピー動作を実行することができる。
【００７４】
ここで、本実施形態の省電力制御方法は、図５に示す待機状態（Ｓ２）に移行すると開始
されるもので、図６に示すように、コントローラ２６は、待ち時間タイマを初期設定した
後（ｓ１０１）、この待ち時間タイマによる経過時間のカウントを開始する。ここで、ス
タートキー３９以外のキー押下あるいはタッチパネル３４への接触があった場合は（ｓ１
０３のＹＥＳ）、必要なキー処理を実行する（ｓ１０９）。
【００７５】
例えば、待機状態（Ｓ２）で、スタートキー３９が押下された場合は、その時点で設定さ
れている画像形成条件（クリア前には保持されている画像形成条件、クリア後には初期条
件）で画像形成動作を開始し、画像形成動作の終了後に待機状態（Ｓ２）に戻り、また、
待機状態（Ｓ２）で、タッチパネル３４やテンキー３８などが押下され、画像形成条件の
設定が指示された場合には、その指示入力に従って画像形成条件を変更する。
【００７６】
また、省電力状態（ローパワーモード（Ｓ５））で、スタートキー３９以外のキー操作が
なされた場合には、ローパワーモードを解除してウォームアップ動作（Ｓ７）を開始し、
ウォームアップ動作終了後に待機状態（Ｓ２）に移行する。これに対し、省電力状態（ロ
ーパワーモード（Ｓ５））で、スタートキー３９が押下された場合には、ローパワーモー
ドを解除してウォームアップ動作（Ｓ８）を開始し、ウォームアップ動作終了後に、その
時点で設定されている画像形成条件（クリア前には保持されている画像形成条件、クリア
後には初期条件）で画像形成動作を開始し、画像形成動作の終了後に待機状態（Ｓ２）に
戻る。なお、ウォームアップ動作中は、ＬＣＤ３５にその旨を表示する。
【００７７】
さらに、省電力状態（オフモード（Ｓ６））で、スタートキー３９以外のキー操作がなさ
れた場合には、オフモードを解除してウォームアップ動作（Ｓ７）を開始し、ウォームア
ップ動作終了後に待機状態（Ｓ２）に移行する。これに対し、省電力状態（オフモード（
Ｓ６））で、スタートキー３９が押下された場合には、オフモードを解除してウォームア
ップ動作（Ｓ８）を開始し、ウォームアップ動作終了後に、その時点で設定されている画
像形成条件（クリア前には保持されている画像形成条件、クリア後には初期条件）で画像
形成動作を開始し、画像形成動作の終了後に待機状態（Ｓ２）に戻る。なお、ウォームア
ップ動作中は、ＬＣＤ３５にその旨を表示する。
【００７８】
また、コントローラ２６は、スタートキー３９以外のキー押下あるいはタッチパネル３４
への接触がない場合には（ｓ１０３のＮＯ）、次いで、コピー条件が初期状態でかつオフ
モードであるか否かを判断し（ｓ１０４）、そうでない場合は、次いで、待機状態（Ｓ２
）で条件初期化時間ｔ１が経過したか否かを判断する（ｓ１０５）。
【００７９】
その結果、条件初期化時間ｔ１が経過した場合には、設定されていたコピー条件をクリア
する（ｓ１１０）。また、条件初期化時間ｔ１が経過していない場合は、次いで、待機状
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態（Ｓ２）でオフモード移行時間ｔ２が経過したか否かを判断する（ｓ１０６）。その結
果、オフモード移行時間ｔ２が経過した場合は、オフモード（Ｓ６）に移行する（ｓ１１
１）。また、オフモード移行時間ｔ２が経過していない場合は、次いで、待機状態（Ｓ２
）でローパワーモード移行時間ｔ３が経過したか否かを判断する（ｓ１０７）。その結果
、ローパワーモード移行時間ｔ３が経過した場合は、ローパワーモード（Ｓ５）に移行す
る（ｓ１１２）。また、待機状態（Ｓ２）でローパワーモード移行時間ｔ３が経過してい
ない場合には、待ち時間タイマによるカウントを継続し（ｓ１０８）、ｓ１０３～ｓ１１
２の処理を繰り返す。
【００８０】
より具体的には、例えば、オフモード移行時間ｔ２＝１０秒、ローパワーモード移行時間
ｔ３＝１５分と設定した場合、待機状態（Ｓ２）でキースイッチ（ＬＥＤ／キースイッチ
１１）やタッチパネル３４が操作されない状態が１０秒間続くと、待ち時間タイマ値Ｔ＝
１０秒となり、オフモード（Ｓ６）に移行することになる。なお、オフモード（Ｓ６）に
移行してから、ローパワーモード（Ｓ５）に移行することはない。ここで、オフモード移
行時間を例えばｔ２＝６０分に変更すると、待機状態（Ｓ２）で１５分が経過すると、ロ
ーパワーモード（Ｓ６）に移行し、さらに、ローパワーモード（Ｓ５）でキースイッチ１
１やタッチパネル３４が操作されない状態が４５分続くと、待機状態（Ｓ２）とローパワ
ーモード（Ｓ５）での経過時間が合わせて６０分以上となり、オフモード（Ｓ６）に移行
することとなる。このように、オフモード移行時間ｔ２およびローパワーモード移行時間
ｔ３の設定値によっては、実質的にローパワーモードが不要となる場合がある。また、条
件初期化時間ｔ１＝１分の場合は、前述のように待機状態（Ｓ２）で１０秒経過して、オ
フモード（Ｓ６）に移行し、５０秒以上経過すると、待機状態（Ｓ２）とオフモード（Ｓ
６）での経過時間が合わせて１分以上となり、待機状態（Ｓ２）に入る前に設定したコピ
ー条件はクリアされて初期条件に戻る。
【００８１】
以上のように、本実施形態の複合機能複写機は、常に表示機能がＯＮ状態の操作部（操作
部制御板１５およびこれに接続されたＬＥＤ／キースイッチ１１、タッチパネル３４、Ｌ
ＣＤ３５、バックライト３６など）を設け、待機状態（Ｓ２）でオフモード（Ｓ６）など
に移行し、かつ待機状態（Ｓ２）から予め設定した条件初期化時間ｔ１が経過するまでは
、待機状態（Ｓ２）に移行する直前に設定したコピー条件を保持するので、ユーザの作業
中に省電力状態に移行した場合でも、条件初期化時間ｔ１が経過するまで前記コピー条件
を保持して表示することができる。
【００８２】
なお、本実施形態に限らず、図５に示す状態遷移、図６に示す省電力制御などの制御方法
を実行するプログラムを記憶した記録媒体（ＲＯＭなど）を取付け、コントローラ２６、
ＲＡＭ２３などで実行してもよい。この場合、前記ＲＯＭを容易に移動、交換することが
できる。また、例えばＬＡＮ上の外部装置から、インタフェース（Ｉ／Ｆ）２４、２５を
介して前記プログラムをＲＯＭ２２にダウンロードして用いてもよい。
【００８３】
［第２の実施形態］
図７に、本発明の第２の実施の形態に係る画像形成装置の省電力制御方法を示す。なお、
装置の全体構成は第１の実施形態と概ね同様であるため、図１～図４を用いるとともに、
同一構成には同一符号を付与して説明を省略する。
【００８４】
本実施形態は、第１の実施形態とは、待機状態（図５のＳ２に相当）でオフモード（図５
のＳ６に相当）などに移行し、かつ待機状態から予め設定した条件初期化時間ｔ１が経過
するまで、前記操作部をＯＮ状態とし、次いで、前記条件初期化時間ｔ１が経過し、待機
状態に移行する直前に設定したコピー条件がクリアされると、前記操作部をＯＦＦする点
が相違している。この方法により、前記コピー条件を保持しない場合は、特に前記操作部
の表示機能（タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６などによる）による電力



(14) JP 4053225 B2 2008.2.27

10

20

30

40

50

消費を抑制することができる。
【００８５】
本実施形態において、省電力状態のうちのオフモード状態では、定着ヒータ３２をはじめ
、エンジン制御板１７、読取センサ１６、エンジンドライブボード２０、書込み制御板３
０などへの通電をＯＦＦする。なお、ローパワーモードでは、定着ヒータ３２、エンジン
制御板１７、エンジン制御板１７、読取センサ１６、エンジンドライブボード２０、書込
み制御板３０などへの通電はＯＦＦされない。一方、コントローラ２６、ＲＯＭ２２、Ｒ
ＡＭ２３、ネットワークインタフェース２４、２５、ファックス制御板２８、ＮＣＵ２９
、電源部（ＰＳＵ　ＡＣドライブ）３１、電源スイッチ１２、ＡＤＦの原稿セットセンサ
１４などには、動作可能に電源が供給され、画像信号バス２７、バスブリッジ１８、ＲＡ
Ｍ１９などは通電のみ可能となるが、特に、操作部制御板１５およびこれと接続したＬＥ
Ｄ／キースイッチ１１、タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６には、省電力
状態において、待機状態（図５のＳ２に相当）から条件初期化時間ｔ１が経過し、待機状
態への移行直前に設定されていたコピー条件がクリアされるまで、電源部３１から＋５Ｖ
Ｅ電源が供給され、前記コピー条件がクリアされると、前記＋５ＶＥ電源の供給を停止す
る。このように、省電力状態で前記コピー条件がクリアされた場合は、前述の移行条件１
から、▲２▼スタートキー３９以外のキースイッチの押下、▲３▼タッチパネル３４への
接触が除外されることとなる。
【００８６】
本実施形態の省電力制御方法は、図５に示す待機状態（Ｓ２）に移行すると開始されるも
ので、図７に示すように、コントローラ２６は、待ち時間タイマを初期設定した後、この
待ち時間タイマのカウントを開始する（ｓ１０１）。ここで、スタートキー３９などのキ
ー押下あるいはタッチパネル３４への接触があった場合は、必要なキー処理を実行する（
ｓ１０９）。
【００８７】
例えば、待機状態で、スタートキー３９が押下された場合は、その時点で設定されている
画像形成条件（クリア前には保持されている画像形成条件、クリア後には初期条件）で画
像形成動作を開始し、画像形成動作の終了後に待機状態に戻り、また、待機状態で、タッ
チパネル３４やテンキー３８などが押下され、画像形成条件の設定が指示された場合には
、その指示入力に従って画像形成条件を変更する。なお、後述のようにコピー条件初期化
（ｓ１１０）がなされ、前記操作部がＯＦＦされた場合（ｓ２０１）には、前記操作部Ｏ
ＦＦの状態でタッチパネル３４への接触やテンキー３８などの押下があっても検知されず
、ステップｓ１０３の結果はＮＯとなって、ステップｓ１０４へ進むことになる。
【００８８】
また、後述のコピー条件初期化前の省電力状態（ローパワーモード（図５のＳ５に相当）
）で、スタートキー３９以外のキー操作がなされた場合には、ローパワーモードを解除し
てウォームアップ動作（図５のＳ７に相当）を開始し、ウォームアップ動作終了後に待機
状態に移行する。これに対し、省電力状態（ローパワーモード）で、スタートキー３９が
押下された場合には、ローパワーモードを解除してウォームアップ動作（図５のＳ８に相
当）を開始し、ウォームアップ動作終了後に、その時点で設定されている画像形成条件（
クリア前には保持されている画像形成条件、クリア後には初期条件）で画像形成動作を開
始し、画像形成動作の終了後に待機状態に戻る。なお、ウォームアップ動作中は、ＬＣＤ
３５へその旨を表示する。
【００８９】
さらに、後述のコピー条件初期化前の省電力状態（オフモード（図５のＳ６に相当））で
、スタートキー３９以外のキー操作がなされた場合には、オフモードを解除してウォーム
アップ動作（図５のＳ７に相当）を開始し、ウォームアップ動作終了後に待機状態に移行
する。これに対し、省電力状態（オフモード）で、スタートキー３９が押下された場合に
は、オフモードを解除してウォームアップ動作（図５のＳ８に相当）を開始し、ウォーム
アップ動作終了後に、その時点で設定されている画像形成条件（クリア前には保持されて
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いる画像形成条件、クリア後には初期条件）で画像形成動作を開始し、画像形成動作の終
了後に待機状態に戻る。なお、ウォームアップ動作中は、ＬＣＤ３５へその旨を表示する
。
【００９０】
また、スタートキー３９などのキー押下あるいはタッチパネル３４への接触がなく、コピ
ー条件が初期状態でかつオフモードでない場合には、次いで、待機状態で条件初期化時間
ｔ１が経過したか否かを判断する（ｓ１０４ｓ、１０５）。
【００９１】
その結果、条件初期化時間ｔ１が経過した場合には、設定されていたコピー条件をクリア
し（ｓ１１０）、さらに、前記操作部に対する電源供給を停止する（ｓ２０１）。したが
って、前記操作部ＯＦＦの状態でタッチパネル３４への接触があっても検知されないこと
となる。このように、前記操作部に対する電源供給を停止するのは、前記操作部の表示機
能に要する電力消費が他の部品に比べて大きく、また、ユーザに対して特に初期条件を表
示しなくても誤操作することはないと判断したためである。この場合、タッチパネル３４
への接触およびＬＥＤ／キーＳＷ１１（スタートキー３９、クリア／ストップキー３７な
ど）の押下は、省電力状態からウォームアップ動作への移行条件（図５の移行条件１に相
当）とならないが、電源スイッチ１２の押下は前記移行条件となり、省電力状態から復帰
することとなる。
【００９２】
また、条件初期化時間ｔ１が経過していない場合（ｓ１０５のＮＯ）、待機状態に移行す
る直前に設定したコピー条件は、第１の実施形態に準じてＲＡＭ２３の所定領域に保持さ
れている。ここで、待機状態でオフモード移行時間ｔ２が経過した場合は、オフモードに
移行する（ｓ１０６、ｓ１１１）。また、待機状態でオフモード移行時間ｔ２が経過して
おらず、ローパワーモード移行時間ｔ３が経過した場合には、ローパワーモードに移行す
る（ｓ１０７、ｓ１１２）。また、待機状態でローパワーモード移行時間ｔ３が経過して
いない場合には、待ち時間タイマによるカウントアップを継続する（ｓ１０８）。
【００９３】
なお、本実施形態に限らず、図７に示す省電力制御などの制御方法を実行するプログラム
を記憶した記録媒体（ＲＯＭなど）を取付け、コントローラ２６、ＲＡＭ２３などで実行
してもよい。この場合、前記ＲＯＭを容易に移動、交換することができる。また、例えば
ＬＡＮ上の外部装置から、インタフェース（Ｉ／Ｆ）２４、２５を介して前記プログラム
をＲＯＭ２２にダウンロードして用いてもよい。
【００９４】
［第３の実施形態］
図８に、本発明の第３の実施の形態に係る画像形成装置の制御部の構成を示し、図９にそ
の省電力制御方法を示す。なお、装置の全体構成は第１の実施形態と概ね同様であるため
、図１、図３、図４を用いるとともに、同一構成には同一符号を付与して説明を省略する
。
【００９５】
本実施形態は、第１の実施形態とは、操作部制御板１５を通過してコントローラ２６と接
続されたモードＬＥＤ４０を設け、このモードＬＥＤ４０を前述の＋５ＶＥ電源で駆動す
るとともに、このモードＬＥＤ４０により、待機状態（図５のＳ２に相当）から予め設定
した条件初期化時間ｔ１が経過するまで、待機状態に移行する直前に設定したコピー条件
を保持している旨を表示し、一方で、待機状態でオフモードなどに移行すると、前記操作
部をＯＦＦする点が相違している。この方法により、前記コピー条件を保持しているか否
かをモードＬＥＤ４０で表示しながら、省電力状態において、前記操作部の他の表示機能
による電力消費を抑制することができる。
【００９６】
図８において、モードＬＥＤ４０は、電源部３１から前述の＋５ＶＥ電源を供給され、省
電力状態でもコントローラ２６からコピー条件情報を得られるように構成されている。す
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なわち、モードＬＥＤ４０は、ユーザが前記操作部のキー操作などで、待機状態（図５の
Ｓ２に相当）に移行する直前に設定したコピー条件をＲＡＭ２３に保持しているか否かを
表示する。例えば、前記コピー条件を保持している場合は点灯し、保持していない場合は
消灯してもよい。この表示で、ユーザの作業中に省電力状態に移行した場合でも、ユーザ
は前記コピー条件が保持されていることを確認でき、復帰後に再設定する必要がなくなる
。
【００９７】
また、省電力状態のうちのオフモード状態では、定着ヒータ３２をはじめ、エンジン制御
板１７、読取センサ１６、エンジンドライブボード２０、書込み制御板３０などへの通電
をＯＦＦする。なお、ローパワーモードでは、定着ヒータ３２、エンジン制御板１７、エ
ンジン制御板１７、読取センサ１６、エンジンドライブボード２０、書込み制御板３０な
どへの通電はＯＦＦされない。一方、コントローラ２６、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、ネッ
トワークインタフェース２４、２５、ファックス制御板２８、ＮＣＵ２９、電源部（ＰＳ
Ｕ　ＡＣドライブ）３１、モードＬＥＤ４０、電源スイッチ１２、ＡＤＦの原稿セットセ
ンサ１４などには、動作可能に電源が供給され、画像信号バス２７、バスブリッジ１８、
ＲＡＭ１９などは通電のみ可能となるが、特に、操作部制御板１５およびこれと接続され
たＬＥＤ／キースイッチ１１、タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６には、
待機状態でオフモード移行時間がｔ２が経過し、オフモードに移行するまで、電源部３１
から＋５ＶＥ電源が供給され、前記オフモードに移行すると、前記＋５ＶＥ電源の供給が
停止される。このように、オフモードに移行した状態では、前述の移行条件１から、▲２
▼スタートキー３９以外のキースイッチの押下、▲３▼タッチパネル３４への接触が除外
されることとなる。
【００９８】
本実施形態の省電力制御方法は、図５に示す待機状態（Ｓ２）に移行すると開始されるも
ので、図９に示すように、コントローラ２６は、待ち時間タイマを初期設定した後、この
待ち時間タイマのカウントを開始する（ｓ１０１、ｓ１０２）。ここで、スタートキー３
９などのキー押下あるいはタッチパネル３４への接触があった場合は、必要なキー処理を
実行する（ｓ１０３、ｓ１０９）。
【００９９】
例えば、待機状態で、スタートキー３９が押下された場合は、その時点で設定されている
画像形成条件（クリア前には保持されている画像形成条件、クリア後には初期条件）で画
像形成動作を開始し、画像形成動作の終了後に待機状態に戻り、また、待機状態で、タッ
チパネル３４やテンキー３８などが押下され、画像形成条件の設定が指示された場合には
、その指示入力に従って画像形成条件を変更する。
【０１００】
なお、後述のようにオフモード移行（ｓ１１１）がなされ、前記操作部がＯＦＦされた場
合（ｓ３０４）には、前記操作部ＯＦＦの状態でタッチパネル３４への接触または電源ス
イッチ１２以外のキースイッチの押下があっても検知されず、ステップｓ１０３の結果は
ＮＯとなって、ステップｓ３０１へ進むことになる。
【０１０１】
また、省電力状態（ローパワーモード（図５のＳ５に相当））でキー操作がなされた場合
にも、前記操作部ＯＦＦの状態にあり、タッチパネル３４への接触または電源スイッチ１
２以外のキースイッチの押下は検知されず、ステップｓ１０３の結果はＮＯとなって、ス
テップｓ３０１へ進むことになる。
【０１０２】
また、待機状態でスタートキー３９などのキー押下あるいはタッチパネル３４への接触が
なく、待機状態に移行する直前にコピー条件がユーザによって設定され、前述のようにＲ
ＡＭ２３に記憶されている場合は、モードＬＥＤ４０を点灯する（ｓ１０３、ｓ３０１、
ｓ３０２）。さらに、待機状態に移行する直前にコピー条件がユーザによって設定・記憶
されておらず、コピー条件が初期状態でかつオフモードでない場合には、待機状態で条件
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初期化時間ｔ１が経過したか否かを判断する（ｓ３０１、ｓ１０４、ｓ１０５）。その結
果、条件初期化時間ｔ１が経過した場合には、ＲＡＭ２３に保持されていたコピー条件を
クリアし（ｓ１１０）、モードＬＥＤ４０を消灯する（ｓ３０３）。
【０１０３】
次いで、待機状態でオフモード移行時間ｔ２が経過したか否かを判断する（ｓ１０６）。
その結果、オフモード移行時間ｔ２が経過した場合は、オフモードに移行するとともに、
前記操作部をＯＦＦする（ｓ１１１、ｓ３０４）。ここで、ＬＥＤ／キースイッチ１１、
タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６に対する電源供給が停止されることに
なる。これは、前記操作部の表示機能に要する電力消費が他の部品に比べて大きく、また
、ユーザに対するコピー条件の設定有無はモードＬＥＤ４０で表示できるためである。こ
の場合、前記操作部ＯＦＦの状態にあり、タッチパネル３４への接触およびＬＥＤ／キー
スイッチ１１（スタートキー３９、クリア／ストップキー３７など）の押下は検知されず
、前記移行条件とならないが、電源スイッチ１２の押下はコントローラ２６に通知されて
前記移行条件となり、省電力状態から復帰することとなる。
【０１０４】
次いで、待機状態でローパワーモード移行時間ｔ３が経過したか否かを判断する（ｓ１０
７）。その結果、ローパワーモード移行時間ｔ３が経過した場合には、ローパワーモード
に移行する（ｓ１１２）。また、待機状態でローパワーモード移行時間ｔ３が経過してい
ない場合には、待ち時間タイマによるカウントアップを継続する（ｓ１０８）。
【０１０５】
なお、本実施形態に限らず、図９に示す省電力制御などの制御方法を実行するプログラム
を記憶した記録媒体（ＲＯＭなど）を取付け、コントローラ２６、ＲＡＭ２３などで実行
してもよい。この場合、前記ＲＯＭを容易に移動、交換することができる。また、例えば
ＬＡＮ上の外部装置から、インタフェース（Ｉ／Ｆ）２４、２５を介して前記プログラム
をＲＯＭ２２にダウンロードして用いてもよい。
【０１０６】
［第４の実施形態］
図１０に、本発明の第４の実施の形態に係る画像形成装置の制御部の構成を示す。なお、
装置の全体構成は第１の実施形態と概ね同様であるため、図１、図３、図４を用いるとと
もに、同一構成には同一符号を付与して説明を省略する。
【０１０７】
本実施形態は、第１の実施形態とは、タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６
を接続した第１の操作部制御板５１（主に液晶表示用）と、ＬＥＤ／キースイッチ１１を
接続し、コントローラ２６と接続された電源スイッチ１２およびモードＬＥＤ４０が配置
された第２の操作部制御板５０（主にキースイッチ入力用）とを設け、前記モードＬＥＤ
４０を前述の＋５ＶＥ電源で駆動するとともに、前記モードＬＥＤ４０により、待機状態
（図５のＳ２に相当）から予め設定した条件初期化時間ｔ１が経過するまで、待機状態に
移行する直前に設定したコピー条件を保持している旨を表示し、一方で、待機状態でオフ
モード（図５のＳ６に相当）などに移行すると、第１の操作部制御板５１、タッチパネル
３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６に対する電源供給を停止し、第２の操作部制御板５
０、ＬＥＤ／キースイッチ１１、電源スイッチ１２、モードＬＥＤ４０に対する電源供給
を継続する点が相違している。この構成により、前記コピー条件を保持しているか否かを
モードＬＥＤ４０で表示しながらスタートキー３９などのキースイッチ入力を許可すると
ともに、省電力状態での液晶パネル表示などによる電力消費を抑制することができる。
【０１０８】
図１０において、モードＬＥＤ４０は、第３の実施形態に準じて電源部３１から前述の＋
５ＶＥ電源を供給され、省電力状態でもコントローラ２６からコピー条件の有無情報を得
て、ユーザが待機状態に移行する直前に設定したコピー条件をＲＡＭ２３に保持している
か否かを表示する。
【０１０９】
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また、操作部制御板５１には、タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６が接続
され、オフモードなどの省電力状態に移行するまで、液晶表示機能を実現する。一方、操
作部制御板５０には、ＬＥＤ／キースイッチ１１が接続され、省電力状態で＋５ＶＥ電源
を供給され、キースイッチ入力機能を実現する。特に、モードＬＥＤ４０でコピー条件の
保持が表示されていない場合、コントローラ２６は、スタートキー３９の入力を許可し、
この入力を定着立上りのトリガとする。
【０１１０】
本実施形態において、省電力状態（オフモード）では、定着ヒータ３２をはじめ、エンジ
ン制御板１７、読取センサ１６、エンジンドライブボード２０、書込み制御板３０、操作
部制御板５１、タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６などへの通電をＯＦＦ
する。なお、ローパワーモードでは、定着ヒータ３２、エンジン制御板１７、エンジン制
御板１７、読取センサ１６、エンジンドライブボード２０、書込み制御板３０などへの通
電はＯＦＦされない。したがって、省電力状態からウォームアップ動作への移行条件（図
５の移行条件１に相当）から「▲３▼タッチパネル３４への接触」が除外されることとな
る。一方、コントローラ２６、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、ネットワークインタフェース２
４、２５、ファックス制御板２８、ＮＣＵ２９、電源部（ＰＳＵ　ＡＣドライブ）３１、
操作部制御板５０、ＬＥＤ／キースイッチ１１、モードＬＥＤ４０、電源スイッチ１２、
ＡＤＦの原稿セットセンサ１４などには、動作可能に電源が供給され、画像信号バス２７
、バスブリッジ１８、ＲＡＭ１９などは通電のみ可能となる。
【０１１１】
特に、操作部制御板５０、ＬＥＤ／キースイッチ１１は、省電力状態でも電源部３１から
の＋５ＶＥ電源で駆動し、スタートキー３９の入力を許可して、スタートキー３９の押下
で省電力状態からウォームアップ４（図５のＳ８に相当）に移行し、次いでコピー動作（
図５のＳ３に相当）に移行可能に制御する。また、スタートキー３９以外の押下は、電源
スイッチ１２の押下と同様に前記移行条件１となり、省電力状態からウォームアップ３（
図５のＳ７に相当）に移行し、次いで待機状態に復帰するようにしている。これは、タッ
チパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６などによる表示機能の電力消費が、他の部
品（ＬＥＤ／キースイッチ１１など）の電力消費に比べて大きく、また、ユーザに対する
コピー条件の設定有無はモードＬＥＤ４０で表示できるためである。
【０１１２】
なお、本実施形態に限らず、前記タッチパネル３４、ＬＣＤ３５、バックライト３６など
による表示機能のＯＮ／ＯＦＦを、ユーザの接近を検知可能な人体検知センサの検知情報
を基にして切り換えるように構成し、この人体検知センサの検知有無を電源スイッチ１２
と同様に移行条件１としてもよい。あるいは、前記人体検知センサの検知情報を、第４の
実施形態におけるスタートキー３９の押下に替えて、省電力状態からの定着立上げのトリ
ガとしてもよい。このような構成により、ユーザの動作に応じて効率的に省電力状態から
復帰し、あるいはコピー動作をスタートすることができる。
【０１１３】
前述の各実施形態では、ＲＡＭ２３などが前記条件保持手段を構成し、コントローラ２６
などが前記制御手段を構成し、操作部制御板１５、ＬＥＤ／キーＳＷ１１、ＬＣＤ３５な
どが前記操作／表示手段を構成し、電源部３１などが前記電源供給手段を構成し、コント
ローラ２６などが前記受付入力手段を構成し、ＬＥＤ／キーＳＷ１１、ＬＣＤ３５などが
前記復帰表示手段を構成し、モードＬＥＤ４０などが前記保持表示手段を構成し、操作部
制御板５１、ＬＣＤ３５などが前記表示手段を構成し、操作部制御板１５、ＬＥＤ／キー
ＳＷ１１などが前記指示手段を構成し、操作部制御板１５、タッチパネル３４、ＬＥＤ／
キーＳＷ１１などが前記設定手段を構成する。
【０１１４】
【発明の効果】
請求項１記載の発明によれば、待機状態から省電力状態への遷移および復帰可能な熱定着
方式の画像形成装置において、待機状態前に設定した最後の画像形成条件（コピー条件な
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ど）を保存するので、省電力状態から待機状態に戻ったときに、その画像形成条件を設定
し直さなくても直ちに画像形成動作を開始でき、操作性が向上する。
【０１１５】
　また、請求項１に記載の発明によれば、待機状態と省電力状態を含め、最後の画像形成
動作が終了してから初期化時間以上経過した時は、最後の画像形成条件をクリアして初期
条件に戻すので、他のユーザが画像形成条件を間違えることはなくなる。
　また、請求項１に記載の発明によれば、画像形成条件を保持している間は、省電力状態
であってもキー入力が有効で、かつ表示部に画像形成条件が表示されているので、ユーザ
はその表示を目視して現在の画像形成条件を確認してから、スタート指示あるいは画像形
成条件設定（変更）を指示することができ、ミスコピーを防止できる。なお、待機状態か
ら初期化時間が経過すると、操作部への電源供給を停止するので、省電力状態で、ユーザ
が任意に設定した画像形成条件を保持しない場合は、スタートキースイッチ以外（例えば
、電源スイッチ）の押下による復帰機能を保ちながら、操作部の表示機能による電力消費
を抑制できる。
【０１１６】
　参考として本発明によれば、操作部の表示機能を常時ＯＮ状態とするので、省電力状態
において、少なくとも画像形成条件を表示し、画像形成開始および画像形成開始以外を指
示することができる。
【０１１７】
　請求項２に記載の発明によれば、操作部の電源スイッチの機能を常時ＯＮ状態とし、初
期化時間が経過する前の省電力状態で、画像形成開始の指示を受付けて入力可能とするの
で、省電力状態においても画像形成開始の指示があると、自動的に待機状態に復帰して画
像形成動作を実行することができる。
【０１１８】
　請求項３に記載の発明によれば、画像形成開始の指示を受付けて入力し、省電力状態か
ら復帰して前記画像形成条件で画像形成を開始する場合、省電力状態から復帰中である旨
を表示するので、ユーザが復帰中のウォームアップ動作を誤操作と勘違いすることはなく
なる。
【０１１９】
　参考として本発明によれば、省電力状態にある時、操作部の表示機能を常時ＯＮ状態と
し、画像形成開始の指示以外を受付けて入力可能とするので、特別な復帰キーを押すこと
なく、例えば、画像形成条件を入力するためのキースイッチの押下、あるいはタッチパネ
ルへの接触により、ウォームアップ動作から待機状態に移行させることができる。
【０１２０】
　参考として本発明によれば、画像形成開始の指示以外を受付けて入力し、省電力状態か
ら待機状態に復帰する場合、省電力状態から復帰中である旨を表示するので、ユーザが復
帰中のウォームアップ動作を誤操作と勘違いすることはない。
【０１２２】
　請求項４に記載の発明によれば、操作部の液晶表示器などによらず、画像形成条件を保
持しているか否かのみを保持表示手段（モードＬＥＤなど）で表示するので、操作部の表
示機能による電力消費を抑制できる。
【０１２４】
　参考として本発明によれば、省電力状態において、ユーザが任意に設定した画像形成条
件を所定期間保持し、その旨を保持表示手段で表示しながら、省電力状態で、操作部に対
する電源供給を停止するので、スタートキースイッチの押下による画像形成開始指示を受
付けることはできないものの、スタートキースイッチ以外（例えば、電源スイッチ）の押
下により待機状態へ復帰することができる。
【０１２５】
　参考として本発明によれば、操作部を、液晶表示器などの表示機能用の操作部（第１の
操作部制御板など）と指示入力機能用の操作部（第２の操作部制御板など）とに分けるの
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で、省電力状態で表示機能に用いる電源供給を停止しても、スタートキーなどの指示入力
機能を活用できる。さらに、ＬＥＤなどにより画像形成条件保持の有無を独立に表示する
ので、ユーザは省電力状態でも、待機状態移行前の画像形成条件を保持しているか否かを
視認できる。
【０１２６】
　請求項５に記載の発明によれば、省電力状態から待機状態に移行する移行時間および前
記初期化時間を任意に設定するので、ユーザの使用方法や環境に応じた設定が可能である
。
【０１２７】
　請求項６に記載の発明によれば、待機状態から省電力状態への遷移および復帰可能な熱
定着方式の画像形成装置の制御方法において、待機状態以前に設定した任意の画像形成条
件を保持し、省電力状態で画像形成開始指示を受付け、任意の画像形成条件で画像形成す
るので、ユーザにとっての操作性が向上する。
【０１２８】
　また、請求項６に記載の発明によれば、待機状態から予め設定した初期化期間経過後、
待機状態以前の最後の画像形成条件をクリアして初期条件に戻すので、他のユーザが画像
形成条件を間違えることはない。
【０１２９】
　また、請求項６に記載の発明によれば、待機状態で操作部をＯＮ状態とし、少なくとも
画像形成条件を表示して画像形成開始を指示可能とし、待機状態以前の最後の画像形成条
件がクリアされると、操作部の表示機能などをＯＦＦするので、特に表示機能に用いる電
源を削減して省電力化をはかることができる。
【０１３０】
　請求項７に記載の発明によれば、待機状態以前に設定した画像形成条件を保持している
か否かを表示するので、ユーザが画像形成条件を間違えることはなくなる。また、待機状
態からオフモードなどの省電力状態に移行すると、操作部の表示機能などをＯＦＦするの
で、待機状態以前に設定した画像形成条件を保持しながら、表示機能などに用いる電源を
削減して省電力化をはかることができる。
【０１３１】
　請求項８に記載の発明によれば、請求項６に記載の制御方法を実行するプログラムをＲ
ＯＭなどに記憶し、コントローラ、ＲＡＭなどを用いて実行することができる。ここで、
待機状態以前に設定した任意の画像形成条件を保持し、省電力状態で画像形成開始指示を
受付け、任意の画像形成条件で画像形成するので、ユーザにとっての操作性が向上する。
【０１３２】
　また、請求項８に記載の発明によれば、請求項６に記載の制御方法を実行するプログラ
ムをＲＯＭなどに記憶し、コントローラ、ＲＡＭなどを用いて実行することができる。こ
こで、待機状態から予め設定した初期化期間経過後、待機状態以前の最後の画像形成条件
をクリアして初期条件に戻すので、他のユーザが画像形成条件を間違えることはない。
【０１３３】
　また、請求項８に記載の発明によれば、請求項６に記載の制御方法を実行するプログラ
ムをＲＯＭなどに記憶し、コントローラ、ＲＡＭなどを用いて実行することができる。こ
こで、待機状態で操作部をＯＮ状態とし、少なくとも画像形成条件を表示して画像形成開
始を指示可能とし、待機状態以前の最後の画像形成条件がクリアされると、操作部の表示
機能などをＯＦＦするので、特に表示機能に用いる電源を削減して省電力化をはかること
ができる。
【０１３４】
　請求項９に記載の発明によれば、請求項７に記載の制御方法を実行するプログラムをＲ
ＯＭなどに記憶し、コントローラ、ＲＡＭなどを用いて実行することができる。ここで、
待機状態以前に設定した画像形成条件を保持しているか否かを表示するので、ユーザが画
像形成条件を間違えることはなくなる。また、待機状態からオフモードなどの省電力状態
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成条件を保持しながら、表示機能などに用いる電源を削減して省電力化をはかることがで
きる。
【０１３５】
以上説明したように、本発明によれば、省電力状態で、状態遷移前にユーザか設定した画
像形成条件を保持することが可能な画像成形装置およびその制御方法ならびに記録媒体を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置の全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置の制御部の構成を示すブロック図
である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置の操作部の構成図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置の電源部の構成図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置の電力状態の遷移図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置の省電力制御を示すフローチャー
トである。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る画像形成装置の省電力制御を示すフローチャー
トである。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る画像形成装置の制御部の構成を示すブロック図
である。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る画像形成装置の省電力制御を示すフローチャー
トである。
【図１０】本発明の第４の実施の形態に係る画像形成装置の制御部の構成を示すブロック
図である。
【符号の説明】
１１　ＬＥＤ／キースイッチ（ＳＷ）
１２　電源スイッチ（ＳＷ）
１３　圧板開閉センサ
１４　原稿セットセンサ
１５、５０、５１　操作部制御板
２６　コントローラ
２３　ＲＡＭ
３１　電源部（ＰＳＵ　ＡＣドライブ）
３２　定着ヒータ
３４　タッチパネル
３５　ＬＣＤ
３６　バックライト
３９　スタートキー
４０　モードＬＥＤ
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【図７】 【図８】
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