
JP 2014-82714 A 2014.5.8

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ネットワークを介して起動する場合に適切な電
力制御が可能な画像形成装置及びその制御方法、並びに
プログラムを提供する。
【解決手段】画像形成装置は、予め定められた複数のブ
ロックの各々に対して電力の供給に関する電力供給制御
処理が可能であり、ネットワークを介して上位装置に接
続された画像形成装置であって、上位装置から画像形成
装置を起動する際に電力供給制御処理を前記ブロックご
とに示す起動データを受信し、受信手段により受信され
た起動データから、前記電力供給制御処理を実行するブ
ロックを決定し、画像形成装置の起動とともに、決定手
段により決定されたブロックに電力供給制御処理を実行
する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められた複数のブロックの各々に対して電力の供給に関する電力供給制御処理が
可能であり、ネットワークを介して上位装置に接続された画像形成装置であって、
　前記上位装置から前記画像形成装置を起動する際に前記電力供給制御処理を前記ブロッ
クごとに示す起動データを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された起動データから、前記電力供給制御処理を実行するブロ
ックを決定する決定手段と、
　前記画像形成装置の起動とともに、前記決定手段により決定されたブロックに前記電力
供給制御処理を実行する実行手段と
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記電力供給制御処理は、前記ブロックに電力を供給する処理か、前記ブロックに電力
供給しない処理であ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】
　前記起動データはマジックパケットであ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】
　予め定められた複数のブロックの各々に対して電力の供給に関する電力供給制御処理が
可能であり、ネットワークを介して上位装置に接続された画像形成装置の制御方法であっ
て、
　前記上位装置から前記画像形成装置を起動する際に前記電力供給制御処理を前記ブロッ
クごとに示す起動データを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにより受信された起動データから、前記電力供給制御処理を実行する
ブロックを決定する決定ステップと、
　前記画像形成装置の起動とともに、前記決定ステップにより決定されたブロックに前記
電力供給制御処理を実行する実行ステップと
　を備えたことを特徴とする制御方法。
【請求項５】
　予め定められた複数のブロックの各々に対して電力の供給に関する電力供給制御処理が
可能であり、ネットワークを介して上位装置に接続された画像形成装置の制御方法をコン
ピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記制御方法は、
　前記上位装置から前記画像形成装置を起動する際に前記電力供給制御処理を前記ブロッ
クごとに示す起動データを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにより受信された起動データから、前記電力供給制御処理を実行する
ブロックを決定する決定ステップと、
　前記画像形成装置の起動とともに、前記決定ステップにより決定されたブロックに前記
電力供給制御処理を実行する実行ステップと
　を備えたことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置及びその制御方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の画像形成装置には、ネットワークへ接続する機能が標準的に備えられるようにな
ってきている。ネットワークに接続可能な画像形成装置は、パーソナルコンピュータ等の
情報処理装置からネットワークを介してデータやコマンドを受信して処理することで、様
々なデータ処理を実行することができる。
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【０００３】
　また、ネットワークへ接続可能な画像形成装置を、パーソナルコンピュータまたは他の
画像形成装置とネットワーク接続してデータをやりとりしているオフィスは非常に多い。
ネットワークへ接続可能な画像形成装置を運用しているオフィスにおいて、管理者が画像
形成装置の前まで行って画像形成装置の電源を投入するのではなく、リモート操作によっ
て画像形成装置の電源を投入することが要求されている。
【０００４】
　例えば、省電力モードを備える通信端末装置へマジックパケットを送信し、省電力モー
ドからスタンバイモードへ遷移させる技術がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　特許文献１に開示された技術は、リモートで省電力状態からスタンバイ状態へ復帰させ
るものである。
【０００６】
　省電力状態からスタンバイ状態へ復帰させる例として、ネットワークパケット受信やユ
ーザによる省電力を解除するボタン操作が挙げられる。
【０００７】
　ネットワークパケット受信による省電力状態からスタンバイ状態へ復帰する場合、ユー
ザは画像形成装置の近傍に居ない場合が想定できる。この場合、ユーザインターフェイス
を消灯させ、エンジン部やスキャナ部にも通電させないよう制御すると、省電力効果が向
上すると考えられる。また、ユーザが画像形成装置の近傍に居ないことが予想されるため
、ユーザビリティの低下を招くこともない。
【０００８】
　また、ユーザによる省電力を解除するボタン操作による省電力状態からスタンバイ状態
へ復帰する場合、ユーザは画像形成装置の近傍に居ると予想される。この場合、スタンバ
イ状態への復帰直後にユーザはユーザインターフェイスを操作することが予想されるため
、ユーザインターフェイスを点灯させるとユーザビリティが向上すると考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００９－２５３７４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術では、省電力状態からスタンバイ状態へ復
帰させた要因を判別することなく、スタンバイ状態に遷移している。省電力状態からスタ
ンバイ状態へ復帰させた要因を判別しない場合、ユーザが通信端末装置の近傍に居るかど
うか予想ができない。
【００１１】
　それゆえ、ユーザが通信端末装置の近傍に居る場合であっても居ない場合であっても、
一律の制御しか行うことができないため、最適な制御を行うことができない。
【００１２】
　本発明の目的は、ネットワークを介して起動する場合に適切な電力制御が可能な画像形
成装置及びその制御方法、並びにプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、請求項１の画像形成装置は、予め定められた複数のブロッ
クの各々に対して電力の供給に関する電力供給制御処理が可能であり、ネットワークを介
して上位装置に接続された画像形成装置であって、前記上位装置から前記画像形成装置を
起動する際に前記電力供給制御処理を前記ブロックごとに示す起動データを受信する受信
手段と、前記受信手段により受信された起動データから、前記電力供給制御処理を実行す
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るブロックを決定する決定手段と、前記画像形成装置の起動とともに、前記決定手段によ
り決定されたブロックに前記電力供給制御処理を実行する実行手段とを備えたことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ネットワークを介して起動する場合に適切な電力制御が可能な画像形
成装置及びその制御方法、並びにプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成装置の概略構成を示す図である。
【図２】図１におけるコントローラの概略構成を示す図である。
【図３】図１におけるコントローラのソフトウェアの概略構成を示す図である。
【図４】図１における画像形成装置での消費電力量が異なる４つの状態間の状態遷移を示
す図である。
【図５】パワーオフ状態における通電ブロックを示す図である。
【図６】省電力状態における通電ブロックを示す図である。
【図７】一部起動状態における通電ブロックを示す図である。
【図８】起動データであるマジックパケットのペイロードを示す図である。
【図９】（Ａ）は、オクテットと、オクテットに対応する電力制御対象を示す図であり、
（Ｂ）は制御内容を示す図である。
【図１０】図２におけるＣＰＵにより実行される起動処理の手順を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００１７】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置１の概略構成を示す図である。
【００１８】
　図１において、画像形成装置１は、コントローラ３、スキャナ装置２、プリンタ装置４
、操作部５、補助記憶装置６、電源部７、電源スイッチ８で構成される。
【００１９】
　コントローラ３は、画像形成装置１全体を制御するとともに、ＬＡＮインタフェース２
０８を備え、ＬＡＮ１０によりコンピュータ９と接続されている。スキャナ装置２は、原
稿から光学的に画像を読み取りデジタル画像に変換する。プリンタ装置４は、デジタル画
像を紙デバイスに出力する。
【００２０】
　操作部５は、ユーザが画像形成装置１を操作するためのもので、表示部も備えている。
補助記憶装置６は、デジタル画像や制御プログラム等を記憶する。電源部７は、スキャナ
装置２、プリンタ装置４、及びコントローラ３への電源供給を制御する。電源スイッチ８
は、ユーザにより操作される画像形成装置１の電源スイッチである。
【００２１】
　スキャナ装置２は、原稿束を自動的に逐次入れ替えることが可能な原稿給紙ユニット２
１、及び原稿を光学スキャンしデジタル画像に変換することが可能なスキャナユニット２
２で構成され、変換された画像データはコントローラ３に送信される。
【００２２】
　プリンタ装置４は、給紙した紙に画像データを印刷するためのマーキングユニット４１
、紙束から一枚ずつ逐次給紙可能な給紙ユニット４２、及び印刷後の紙を排紙するための
排紙ユニット４３で構成される。
【００２３】
　図１に示されるように、画像形成装置１は、ネットワークを介して上位装置であるコン
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ピュータ９に接続されている。
【００２４】
　図２は、図１におけるコントローラ３の概略構成を示す図である。
【００２５】
　図２において、コントローラ３は、メインボード２００と、サブボード２２０とで構成
される。
【００２６】
　メインボード２００は、ＣＰＵ２０１、ブートＲＯＭ２０２、メモリ２０３、バスコン
トローラ２０４、不揮発性メモリ２０５、ディスクコントローラ２０６、フラッシュディ
スク２０７、及びＬＡＮインタフェースで構成される。また、メインボード２００には外
部に、操作部５、及び補助記憶装置６等が接続される。
【００２７】
　ＣＰＵ２０１は、メインボード２００全体を制御する。ブートＲＯＭ２０２には、ブー
トプログラムが記憶されている。メモリ２０３は、ＣＰＵ２０１のワークメモリとして使
用される。
【００２８】
　バスコントローラ２０４は、外部バスとのブリッジ機能を持つ。不揮発性メモリ２０５
は、電源が断たれた場合でも情報の記憶が可能である。ディスクコントローラ２０６は、
ストレージ装置を制御する。
【００２９】
　フラッシュディスク２０７は、ＳＳＤなど半導体デバイスで構成された比較的小容量な
ストレージ装置である。
【００３０】
　サブボード２２０は、ＣＰＵ２２１、メモリ２２３、バスコントローラ２２４、不揮発
性メモリ２２５、画像処理プロセッサ２２７、及びデバイスコントローラ２２６で構成さ
れる。
【００３１】
　ＣＰＵ２２１は、サブボード２２０全体を制御する。メモリ２２３は、ＣＰＵ２２１の
ワークメモリとして使用される。バスコントローラ２２４は、外部バスとのブリッジ機能
を持つ。不揮発性メモリ２２５は、電源が断たれた場合でも情報の記憶が可能である。
【００３２】
　画像処理プロセッサ２２７は、リアルタイムデジタル画像処理を実施する。デバイスコ
ントローラ２２６は、プリンタ装置４、及びスキャナ装置２を制御する。
【００３３】
　なお、ＣＰＵ２０１、ＣＰＵ２２１にはチップセット、バスブリッジ、クロックジェネ
レータ等のＣＰＵ周辺ハードウェアが多数含まれているが、ここでは省略している。
【００３４】
　コントローラ３の動作について、紙デバイスによる画像複写を例に説明する。
【００３５】
　ユーザが操作部５から画像複写を指示すると、ＣＰＵ２０１がＣＰＵ２２１を介してス
キャナ装置２に画像読み取り命令を送る。スキャナ装置２は紙原稿を光学スキャンしデジ
タル画像データに変換してデバイスコントローラ２２６を介して画像処理プロセッサ２２
７に入力する。画像処理プロセッサはＣＰＵ２２１を介してメモリ２２３にＤＭＡ転送を
行い、デジタル画像データを一時記憶する。
【００３６】
　ＣＰＵ２０１はデジタル画像データがメモリ２２３に一定量または全て入ったことが確
認できると、ＣＰＵ２２１を介してプリンタ装置４に画像出力指示を出す。ＣＰＵ２２１
は画像処理プロセッサ２２７にメモリ２２３の画像データの位置を教える。プリンタ装置
４からの同期信号に従ってメモリ２２３に記憶された画像データは画像処理プロセッサ２
２７とデバイスコントローラ２２６を介してプリンタ装置４に送信され、プリンタ装置４
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にて紙デバイスに画像データが印刷される。
【００３７】
　複数部印刷をする場合、ＣＰＵ２０１がメモリ２２３の画像データを補助記憶装置６に
記憶し、２部目以降はスキャナ装置２から画像データを転送されることなくプリンタ装置
４に画像データを送信することが可能である。
【００３８】
　図３は、図１におけるコントローラ３のソフトウェアの概略構成を示す図である。
【００３９】
　図３において、ソフトウェア構成は、通常状態で動作するメインＣＰＵソフトウェア３
０１と省電力状態で動作するサブＣＰＵソフトウェア３０９に大別される。
【００４０】
　まずはメインＣＰＵソフトウェア３０１について説明する。
【００４１】
　スリープ制御部３１９は、ＣＰＵ２０１により動作し、メインボード２００へ電力が供
給されている通常状態から、メインボード２００へ供給する電力を低減し、ＬＡＮインタ
フェース２０８へ電力が供給される省電力状態に移行するか否かなどを制御する。印刷処
理部３０７は、印刷に関する処理を行う。
【００４２】
　プロトコルスタック３０２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)ヘッダー処理部３０３、Ｉ
Ｐヘッダー処理部３０４、及びＴＣＰ／ＵＤＰヘッダー処理部３０５で構成され、各々の
プロトコルに対応するヘッダーの処理を行う。
【００４３】
　ＩＰＳＥＣ処理部３０６は、ＩＰヘッダー処理部３０４のレイヤで動作し、ＩＰＳＥＣ
ネゴシエーション処理や、送受信するネットワークパケットのＩＰＳＥＣ処理、ＩＰＳＥ
Ｃ処理に必要なＳＡ（Security Association）の管理などを行う。
【００４４】
　ＣＰＵ間通信部３０８は、ＣＰＵ２０１により動作し、バスコントローラ２０４を経て
、ＬＡＮインタフェース２０８の不図示のＣＰＵで動作するソフトウェアとのデータ送受
信を行う。
【００４５】
　次にサブＣＰＵソフトウェア３０９について説明する。ＣＰＵ間通信部３１８は、ＬＡ
Ｎインタフェース２０８のＣＰＵで動作し、バスコントローラ２０４を経て、メインボー
ド２００のＣＰＵ２０１により動作するソフトウェアとのデータ送受信を行う。
【００４６】
　プロトコルスタック３１０は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)ヘッダー処理部３１１、Ｉ
Ｐヘッダー処理部３１２、及びＴＣＰ／ＵＤＰヘッダー処理部３１３で構成され、各々の
プロトコルに対応するヘッダーの処理を行う。
【００４７】
　ＩＰＳＥＣ処理部３１４は、ＬＡＮインタフェース２０８のＣＰＵにより動作し、送受
信するネットワークパケットのＩＰＳＥＣ処理、ＳＡの管理を行う。また、受信したパケ
ットやＳＡ情報を一時的に記憶するための一時記憶領域３１５を備えている。
【００４８】
　代理応答処理部３１６は受信したパケットに対してＣＰＵ２０１を復帰させず、ＬＡＮ
インタフェース２０８のＣＰＵだけで応答可能かを判断して、応答パケットを作成、送信
制御を行う。
【００４９】
　ＷＯＬ（WakeOnLan）処理部３１７は、受信したパケットがＣＰＵ２０１を復帰させる
パターンか否か判別し、復帰させる場合は、復帰処理を行う。
【００５０】
　サブＣＰＵソフトウェア３０９は、受信したパケットを、３種類に分類する。ここで、
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３種類とは、「破棄」「メインＣＰＵソフトウェア３０１へ転送」「代理で応答を送信」
である。
【００５１】
　「破棄」は、自装置宛パケットではない場合など無視してよいパケットであり、受信し
たパケットに対する処理は何も行われない。
【００５２】
　「メインＣＰＵソフトウェア３０１へ転送」は、受信したパケットに対して何らかの処
理が必要であるが、ＬＡＮインタフェース２０８だけでは処理を行えないパケットを示す
。この場合、サブＣＰＵ８１は、コントローラ３を省電力状態から通常状態へ移行し、受
信したパケットをＣＰＵ２０１へ転送する。
【００５３】
　「代理で応答」は、ＬＡＮインタフェース２０８が代理で応答可能なパケットを示し、
受信したパケットに対する応答を、ＬＡＮインタフェース２０８が送信する。このとき、
送受信するパケットがＩＰＳＥＣのパケットであれば、ＩＰＳＥＣ処理部３１４を利用し
て送受信を制御する。
【００５４】
　図４は、図１における画像形成装置１での消費電力量が異なる４つの状態間の状態遷移
を示す図である。
【００５５】
　図４において、消費電力量が異なる４つの状態には、通常状態４１０、パワーオフ状態
４２０、省電力状態４３０、及び一部起動状態４４０がある。各状態の内容については後
述し、ここでは状態遷移について説明する。
【００５６】
　通常状態４１０から、省電力状態４３０への遷移イベントの発生によって省電力状態４
３０へ遷移する。省電力状態４３０への遷移イベントの例として、ユーザによる省電力移
行操作や、タイマーなどがある。
【００５７】
　省電力状態４３０から、通常状態４１０への遷移イベントの発生によって通常状態４１
０へ遷移する。通常状態４１０への遷移イベントの例として、ネットワークパケット受信
、ユーザによる通常状態移行操作、そしてタイマーなどがある。
【００５８】
　省電力状態４３０から、パワーオフ状態４２０への遷移イベントの発生によってパワー
オフ状態４２０へ遷移する。パワーオフ状態４２０への遷移イベントの例として、ユーザ
による電源オフ操作やリモートによる電源オフがある。
【００５９】
　パワーオフ状態４２０から、通常状態４１０への遷移イベントの発生によって通常状態
４１０へ遷移する。通常状態４１０への遷移イベントの例として、ユーザによる電源オン
操作やタイマーがある。
【００６０】
　通常状態４１０から、パワーオフ状態４２０への遷移イベントの発生によってパワーオ
フ状態４２０へ遷移する。パワーオフ状態４２０への遷移イベントの例として、ユーザに
よるパワーオフ操作やタイマーがある。
【００６１】
　パワーオフ状態４２０から、後述するマジックパケットを用いたネットワークによるリ
モート電源オンによって、一部起動状態４４０に遷移する。一部起動状態４４０から、ユ
ーザによるキー押下や圧板およびフィーダーへの用紙セットなどによって、通常状態４１
０へ遷移する。
【００６２】
　また、リモート電源オンによって一部起動状態４４０から、ユーザによる無操作期間や
、ジョブ受信の無い期間が一定以上経過すると、省電力状態４３０に遷移する。
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【００６３】
　次に、各状態について説明する。まず、通常状態は、図２に示したコントローラ３全体
に電力が供給されている状態である。
【００６４】
　図５は、パワーオフ状態４２０における通電ブロックを示す図である。
【００６５】
　図５において、網掛けとなっているブロックは非通電ブロックを示している。これは、
これから説明する図６，７でも同じである。
【００６６】
　図５に示されるように、パワーオフ状態４２０においては、電源スイッチ８を除いて非
通電となっている。
【００６７】
　図６は、省電力状態４３０における通電ブロックを示す図である。
【００６８】
　図６に示されるように、電源スイッチ８とメモリ２０３を除いて非通電となっている。
メモリ２０３に通電されている理由は、省電力状態４３０から通常状態４１０へ復帰時に
、省電力状態４３０へ遷移時のメモリ内容を記憶しておくめである。
【００６９】
　図７は、一部起動状態４４０における通電ブロックを示す図である。
【００７０】
　図７に示されるように、スキャナ装置２、プリンタ装置４、及び操作部５が非通電とな
っている。リモート電源オンによって起動した場合は、画像形成装置１の近傍にユーザが
居ない可能性が高く、起動後すぐにユーザが使用するケースは少ないと考えられる。その
ような状況で、スキャナ装置２、プリンタ装置４、そして操作部５へ電力を供給すること
は省電力の観点から望ましくない。
【００７１】
　このように、画像形成装置１は、予め定められた複数のブロックの各々に対して電力の
供給に関する電力供給制御処理が可能となっている。ここでの電力供給制御処理は電力を
供給する処理か、ブロックに電力供給しない処理である。
【００７２】
　図８（Ａ）（Ｂ）は、起動データであるマジックパケットのペイロードを示す図である
。
【００７３】
　図８において、マジックパケットとは、ペイロードのいずれかの位置にＦＦ：ＦＦ：Ｆ
Ｆ：ＦＦ：ＦＦ：ＦＦに続けて起動したい装置のＭＡＣアドレスを１６回繰り返したもの
が含まれているパケットである。
【００７４】
　例えば、ＭＡＣアドレスが００：００：８５：００：００：０１であれば、ペイロード
部分は図８（Ａ）に示されるデータとなる。図８（Ｂ）は、図８（Ａ）のペイロード部分
に６オクテットのパラメータ００：００：００：１１：１１：００を追加したものを示し
ている。この６オクテットのパラメータも１６進表示である。
【００７５】
　図９（Ａ）は、オクテットと、オクテットに対応する電力制御対象を示す図であり、（
Ｂ）は電力供給制御処理を示す図である。
【００７６】
　図９（Ａ）において、オクテットは、００：００：００：１１：１１：００を左から順
に番号０から割り当てたときの値を示している。例えば上記６オクテットの場合、「０」
は「００」に対応し、「４」は「１１」に対応している。また、電力制御対象は電力制御
対象となるブロックを示している。
【００７７】
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　一方、図９（Ｂ）において、数値は、各々オクテットで表現する数値を示し、通電／非
通電は通電させるか否かを示している。従って、「００」の場合の電力供給制御処理は、
非通電であり、「１１」の場合の電力供給制御処理は通電である。その他の値は予備とな
っている。
【００７８】
　以上から、図８（Ｂ）に示される００：００：００：１１：１１：００は、ＦＡＸを通
電させ、その他は非通電を意味している。なお、４番目のオクテットは、予備であるので
、通電を意味する「１１」であっても何も制御されない。
【００７９】
　このように、電力制御対象と制御内容を示すデータを追加することによって、詳細な電
力制御を行うことができる。
【００８０】
　なお、ペオロード部にパラメータを追加しても、ペイロードのどこかにＦＦ：ＦＦ：Ｆ
Ｆ：ＦＦ：ＦＦ：ＦＦに続けて起動したい装置のＭＡＣアドレスを１６回繰り返したもの
が含まれていれば、マジックパケットとみなされる。
【００８１】
　以上説明した電力制御対象と制御内容などは、パラメータの追加などにより拡張可能な
ので、図に示される電力制御対象と制御内容に限るものではない。
【００８２】
　図１０は、図２におけるＣＰＵ２０１により実行される起動処理の手順を示すフローチ
ャートである。
【００８３】
　図１０において、画像形成装置１は、ネットワークに対する処理を行うブロックにのみ
、ごく僅かな電力が供給されている電源オフ状態である。
【００８４】
　この電源オフ状態で、マジックパケットを受信すると（ステップＳ４０１）、電源投入
を行い、各種起動処理を行う（ステップＳ４０２）。上記ステップＳ４０１は、上位装置
から画像形成装置１を起動する際に電力供給制御処理を前記ブロックごとに示す起動デー
タを受信する受信手段に対応する。
【００８５】
　そして、起動要因がリモート電源オンか否か判別する（ステップＳ４０３）。ここでは
、ユーザによる電源スイッチ８の操作による起動かマジックパケットによる起動かを判別
するものである。起動要因がリモート電源オンであるとは、電源オフ状態の画像形成装置
１が、ネットワークパケットを受信したことによる起動することを示している。
【００８６】
　ステップＳ４０３の判別の結果、起動要因がリモート電源オンのときは（ステップＳ４
０３でＹＥＳ）、パケットをチェックする（ステップＳ４０４）。ここでのパケットのチ
ェックは、上述した６オクテットの情報と、図９（Ａ）の電力制御対象、（Ｂ）の制御内
容のチェックである。
【００８７】
　このチェックにより、通電ブロックを決定し（ステップＳ４０５）、決定されたブロッ
クに通電して（ステップＳ４０６）、本処理を終了する。このように起動した場合の画像
形成装置１の状態は、一部起動状態４４０となる。上記ステップＳ４０５は、受信手段に
より受信された起動データから、電力供給制御処理を実行するブロックを決定する決定手
段に対応する。また、ステップＳ４０６は、画像形成装置１の起動とともに、決定手段に
より決定されたブロックに電力供給制御処理を実行する実行手段に対応する。
【００８８】
　一方、ステップＳ４０３の判別の結果、起動要因がリモート電源オンではないときは（
ステップＳ４０３でＮＯ）、通常状態とするために全てのブロックに通電して（ステップ
Ｓ４０７）、本処理を終了する。
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　以上説明したように、本実施の形態によれば画像形成装置１のネットワーク部分のみに
ごく僅かな電力を供給しつつ電源オフ状態を実現し、マジックパケットを受信することに
よって画像形成装置１の電源投入を可能にする。
【００９０】
　マジックパケットのペイロード部にパラメータを持たせ、画像形成装置がパラメータ部
をチェックし、通電ブロックの制御を行う。
【００９１】
　リモートで電源が投入された場合は画像形成装置１の近傍にユーザは居ないことが予想
されるので、ユーザインターフェイス、エンジン部、スキャナ部へ通電させないことで省
電力化が見込まれ、ユーザビリティも基本的に損なわない。
【００９２】
　なお、リモートで電源投入後、すぐに印刷を行ないたいような場合は、マジックパケッ
トのペイロード部に「エンジン部とユーザインターフェイス部には通電させて起動させた
い」とパラメータを持たせることにより、必要箇所にのみ通電を行う制御が可能となる。
従って、本発明によれば、ネットワークを介して起動する場合に適切な電力制御が可能と
なる。
【００９３】
　（他の実施の形態）
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
ＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラ
ム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【００９４】
１　画像形成装置
３　コントローラ
２０１，２２１　ＣＰＵ
２０８　ＬＡＮインタフェース
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