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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像読取指示に基づいて原稿の画像を読み取る画像読取手段と、
　前記画像読取手段の原稿台面上に開閉動作可能に取り付けられた開閉部材と、
　前記開閉部材に取り付けられた、原稿を検出する原稿検出手段と、
　前記画像読取手段を、電力遮断状態又は電力供給状態とすると共に、前記画像読取手段
が電力遮断状態のときに、前記原稿検出手段が原稿を検出した場合、前記画像読取手段を
電力供給状態とする電力状態制御手段と、
　前記開閉部材の閉止動作を検知する閉止動作検知手段と、
　前記閉止動作検知手段で開閉部材の閉止動作を検知したときに原稿台に置かれている原
稿のサイズ及び向きを判定する判定手段と、
　前記画像読取手段で読み取った画像データ、或いは前記画像読取手段以外の外部から受
け付けた画像データに基づいて、記録用紙に画像を形成する画像形成手段と、
　少なくとも前記画像読取手段及び画像形成手段を含む複数の画像処理手段のそれぞれに
対して、独立して電力供給状態又は電力遮断状態を切替える切替手段とを有し、
　前記電力状態制御手段が、
　前記閉止動作検知手段及び前記判定手段が機能しない前記電力遮断状態で、原稿台に原
稿を置くための前記開閉部材の開閉動作が実行された場合に、当該原稿台上の原稿の画像
を読み取る指示を含む復帰要因に従い前記電力供給状態に復帰させ、前記電力供給状態に
復帰した後に、原稿のサイズ及び向きを手動入力させるか、或いは前記開閉部材の開閉動
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作をさせるかの選択を促す報知を実行する画像処理装置。
【請求項２】
　コンピュータを、
　前記請求項１に記載の画像処理装置の電力状態制御手段として機能させるための電力供
給制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、電力供給制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、変化条件、使用者条件、実行条件に基づいて、利用される可能性が高
い機能が抽出され、その機能実行のために動作されるリソースを前もって電源を供給して
予備動作させることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１６０５２４公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、電力供給遮断中に、画像読取デバイスに原稿がセットされた時点で、実行さ
れる機能を予測して、前記画像読取デバイス以外に必要なデバイスを選択し、選択された
デバイスへ事前に電力を供給することができる画像処理装置、電力供給制御プログラムを
得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、画像読取指示に基づいて原稿の画像を読み取る画像読取手段
と、前記画像読取手段の原稿台面上に開閉動作可能に取り付けられた開閉部材と、前記開
閉部材に取り付けられた、原稿を検出する原稿検出手段と、前記画像読取手段を、電力遮
断状態又は電力供給状態とすると共に、前記画像読取手段が電力遮断状態のときに、前記
原稿検出手段が原稿を検出した場合、前記画像読取手段を電力供給状態とする電力状態制
御手段と、前記開閉部材の閉止動作を検知する閉止動作検知手段と、前記閉止動作検知手
段で開閉部材の閉止動作を検知したときに原稿台に置かれている原稿のサイズ及び向きを
判定する判定手段と、前記画像読取手段で読み取った画像データ、或いは前記画像読取手
段以外の外部から受け付けた画像データに基づいて、記録用紙に画像を形成する画像形成
手段と、少なくとも前記画像読取手段及び画像形成手段を含む複数の画像処理手段のそれ
ぞれに対して、独立して電力供給状態又は電力遮断状態を切替える切替手段とを有し、前
記電力状態制御手段が、前記閉止動作検知手段及び前記判定手段が機能しない前記電力遮
断状態で、原稿台に原稿を置くための前記開閉部材の開閉動作が実行された場合に、当該
原稿台上の原稿の画像を読み取る指示を含む復帰要因に従い前記電力供給状態に復帰させ
、前記電力供給状態に復帰した後に、原稿のサイズ及び向きを手動入力させるか、或いは
前記開閉部材の開閉動作をさせるかの選択を促す報知を実行する。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、コンピュータを、前記請求項１に記載の画像処理装置の電力
状態制御手段として機能させるための電力供給制御プログラムである。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１、請求項２記載の発明によれば、電力供給遮断中に、画像読取デバイスに原稿
がセットされた時点で、実行される機能を予測して、前記画像読取デバイス以外に必要な
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デバイスを選択し、選択されたデバイスへ事前に電力を供給することができる。
【０００９】
　開閉部材の開放動作を節電復帰要因とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施の形態に係る画像処理装置の概略図である。
【図２】本実施の形態に係るメインコントローラと電源装置との概略構成図である。
【図３】本実施の形態に係る画像処理装置の斜視図である。
【図４】本実施の形態に係る画像読取部の原稿台に置かれた原稿のサイズ及び向きを判別
するための機能ブロック図である。
【図５】本実施の形態に係る画像読取部の原稿台に置かれた原稿のサイズ及び向きを判別
するための制御を示すフローチャートである。
【図６】変形例に係る画像読取部の原稿台に置かれた原稿のサイズ及び向きを判別するた
めの制御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】
【００１１】
　図１には、本実施の形態に係る画像処理装置１０が示されている。画像処理装置１０は
、記録用紙に画像を形成する画像形成部２４０と、原稿画像を読み取る画像読取部２３８
と、ファクシミリ通信制御回路２３６を備えている。画像処理装置１０は、メインコント
ローラ２００を備えており、画像形成部２４０、画像読取部２３８、ファクシミリ通信制
御回路２３６を制御して、画像読取部２３８で読み取った原稿画像の画像データを一次的
に記憶したり、読み取った画像データを画像形成部２４０又はファクシミリ通信制御回路
２３６へ送出したりする。
【００１２】
　メインコントローラ２００にはインターネット等のネットワーク通信回線網２０が接続
され、ファクシミリ通信制御回路２３６には電話回線網２２が接続されている。メインコ
ントローラ２００は、例えば、ネットワーク通信回線網２０を介してホストコンピュータ
と接続され、画像データを受信したり、ファクシミリ通信制御回路２３６を介して電話回
線網２２を用いてファクシミリ受信及びファクシミリ送信を実行する役目を有している。
【００１３】
　画像形成部２４０は、感光体を備え、感光体の周囲には、感光体を一様に帯電する帯電
装置と、画像データに基づいて光ビームを走査する走査露光部と、前記走査露光部によっ
て走査露光されることで形成された静電潜像を現像する画像現像部と、顕像化された感光
体上の画像を記録用紙へ転写する転写部と、転写後の感光体の表面をクリーニングするク
リーニング部と、が設けられている。また、記録用紙の搬送経路上には、転写後の記録用
紙上の画像を定着する定着部を備えている。
【００１４】
　画像読取部２３８は、原稿を位置決めする原稿台と、原稿台に置かれた原稿の画像を走
査して光を照射する走査駆動系と、走査駆動系の走査により反射又は透過する光を受光し
て電気信号に変換するＣＣＤ等の光電変換素子と、が設けられている。
【００１５】
　図２は、前記メインコントローラ２００によって制御されるデバイス、並びにメインコ
ントローラ２００、並びに各デバイスへ電源を供給するための電源装置２０２の電源ライ
ンを主体とした概略構成図である。
【００１６】
　（メインコントローラ２００）
　図２に示される如く、メインコントローラ２００は、ＣＰＵ２０４、ＲＡＭ２０６、Ｒ
ＯＭ２０８、Ｉ／Ｏ（入出力部）２１０、及びこれらを接続するデータバスやコントロー
ルバス等のバス２１２を有している。Ｉ／Ｏ２１０には、ＵＩ制御回路２１４を介してＵ
Ｉタッチパネル２１６が接続されている。また、Ｉ／Ｏ２１０には、ハードディスク（Ｈ
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ＤＤ）２１８、節電ボタン２１９が接続されている。ＲＯＭ２０８やハードディスク２１
８等に記録されているプログラムに基づいて、ＣＰＵ２０４が動作することによって、メ
インコントローラ２００の機能を実現する。なお、該プログラムを格納した記録媒体（Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等）から該プログラムをインストールし、これに基づいてＣ
ＰＵ２０４が動作することにより画像処理機能を実現してもよい。
【００１７】
　なお、節電ボタン２１９は、所謂ハードスイッチ（物理的に操作するスイッチ）であり
、押圧操作する毎に、装置に対して、節電、節電解除を交互に指示するようになっている
。なお、この節電に関しては後述する。
【００１８】
　本実施の形態のメインコントローラ２００は、接続されるデバイスに対して、待機モー
ド、省電力モード、スリープモードの３種類のモードを指示するようになっている。待機
モードは電力供給状態であり、スリープモードは電力遮断状態である。また、省電力モー
ドは、ジョブの受付から実行開始までの時間を短縮するために電力を必要する場合がある
一部のデバイスへ指示するモードである。
【００１９】
　メインコントローラ２００では、３種類のモードの何れかを指示するが、省電力モード
を持たないデバイスに関しては、省電力モードの指示に対してスリープモード又は待機モ
ードへ移行する場合がある。
【００２０】
　Ｉ／Ｏ２１０には、タイマ回路２２０、通信回線Ｉ／Ｆ２２２が接続されている。さら
に、Ｉ／Ｏ２１０には、デバイス選択Ｉ／Ｆ２３４に接続されている。
【００２１】
　デバイス選択Ｉ／Ｆ２３４は、ファクシミリ通信制御回路（モデム）２３６、画像読取
部２３８、画像形成部２４０の各デバイスに接続されている。なお、ＵＩタッチパネル２
１６は、デバイスとして認識される場合がある。
【００２２】
　なお、前記タイマ回路２２０は、前記ファクシミリ通信制御回路２３６、画像読取部２
３８、画像形成部２４０、ＵＩタッチパネル２１６を節電状態（電源非供給状態）とする
ための契機として、初期設定時間の計時を行うものである。
【００２３】
　メインコントローラ２００及び各デバイス（ファクシミリ通信制御回路２３６、画像読
取部２３８、画像形成部２４０）は、電源装置２０２から電源が供給される（図２の点線
参照）。なお、図２では、電源線を１本の点線で示しているが、実際には２本～３本の配
線である。なお、図示は省略したが、ＵＩタッチパネル２１６は、メインコントローラ２
００とは別に電源の供給を受けており、電源供給制御回路２５２から電力供給又は遮断の
制御を受けるようになっている。
【００２４】
　（電源装置２０２）
　図２に示される如く、商用電源２４２から引き込まれた入力電源線２４４は、メインス
イッチ２４６に接続されている。メインスイッチ２４６がオンされることで、第１の電源
部２４８及び第２の電源部２５０へ電力供給が可能となる。
【００２５】
　第１の電源部２４８は、制御用電源生成部２４８Ａを備え、メインコントローラ２００
の電源供給制御回路２５２に接続されている。電源供給制御回路２５２は、メインコント
ローラ２００に電源供給すると共に、Ｉ／Ｏ２１０に接続され、メインコントローラ２０
０の制御プログラムに従って、前記各デバイス（ファクシミリ通信制御回路２３６、画像
読取部２３８、画像形成部２４０、ＵＩタッチパネル２１６）への電源供給線を導通/非
導通させるためのスイッチング制御を行う。
【００２６】
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　一方、第２の電源部２５０へ接続される電源線２５４には、第１のサブ電源スイッチ２
５６（以下、「ＳＷ－１」という場合がある。）が介在されている。このＳＷ－１は、前
記電源供給制御回路２５２で、オン・オフが制御されるようになっている。
【００２７】
　また、第２の電源部２５０は、高電圧電源生成部（主として、画像形成部２４０の定着
部に用いられるヒータ電源用）２５０Ｈと低電圧電源生成部（ＬＶＰＳ）２５０Ｌを備え
ている。高電圧電源生成部２５０Ｈは主として画像形成部２４０の帯電部、現像部、転写
部等で使用される電源である。
【００２８】
　第２の電源部２５０の高電圧電源生成部２５０Ｈ及び低電圧電源生成部（ＬＶＰＳ）２
５０Ｌは、選択的に、画像読取機能電源供給部２５８、画像形成機能電源供給部２６０、
画像複写機能電源供給部２６２、ファクシミリ受信機能電源供給部２６４、ファクシミリ
送信機能電源供給部２６６に接続されている。
【００２９】
　また、本実施の形態では、上記機能別の電源供給系統に加え、第２の電源部２５０の高
電圧電源生成部２５０Ｈ及び低電圧電源生成部（ＬＶＰＳ）２５０Ｌは、画像形成部専用
電源供給部２６７が接続されている。
【００３０】
　画像形成部２４０では、定着部の温度管理において、画像形成処理を即実行可能な待機
モードのときの温度よりも低いが、比較的に迅速に画像形成処理可能温度に立ち上げるこ
とが可能な温度を維持する場合がある（省電力モード）。
【００３１】
　このため、節電中は、スリープモードとして、電力供給を遮断して消費電力を抑制する
が、画像形成部２４０では、スリープモードになるまでの間に、一時的に省電力モード状
態を維持し、その後、スリープモードへ遷移させるために前記画像形成部専用電源供給部
２６７が設けられている。
【００３２】
　画像読取機能電源供給部２５８は、低電圧電源生成部（ＬＶＰＳ）２５０Ｌを入力源と
して、第２のサブ電源スイッチ２６８（以下、「ＳＷ－２」という場合がある。）を介し
て、画像読取部２３８に接続されている。
【００３３】
　画像形成機能電源供給部２６０は、高電圧電源生成部２５０Ｈと低電圧電源生成部（Ｌ
ＶＰＳ）２５０Ｌを入力源として、第３のサブ電源スイッチ２７０（以下、「ＳＷ－３」
という場合がある。）を介して、画像形成部２４０に接続されている。
【００３４】
　画像複写機能電源供給部２６２は、高電圧電源生成部２５０Ｈと低電圧電源生成部（Ｌ
ＶＰＳ）２５０Ｌを入力源として、第４のサブ電源スイッチ２７２（以下、「ＳＷ－４」
という場合がある。）を介して、画像読取部２３８及び画像形成部２４０に接続されてい
る。
【００３５】
　ファクシミリ受信機能電源供給部２６４は、高電圧電源生成部２５０Ｈと低電圧電源生
成部（ＬＶＰＳ）２５０Ｌを入力源として、第５のサブ電源スイッチ２７４（以下、「Ｓ
Ｗ－５」という場合がある。）を介して、ファクシミリ通信制御回路２３６及び画像形成
部２４０に接続されている。
【００３６】
　ファクシミリ送信機能電源供給部２６６は、低電圧電源生成部（ＬＶＰＳ）２５０Ｌを
入力源として、第６のサブ電源スイッチ２７６（以下、「ＳＷ－６」という場合がある。
）を介して、ファクシミリ通信制御回路２３６及び画像読取部２３８に接続されている（
通信レポート等の出力を除く）。
【００３７】
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　画像形成部専用電源供給部２６７は、高電圧電源生成部２５０Ｈと低電圧電源生成部（
ＬＶＰＳ）２５０Ｌを入力源として、第７のサブ電源スイッチ２７７（以下、「ＳＷ－７
」という場合がある。）を介して、画像形成部２４０に接続されている。
【００３８】
　前記第２のサブ電源スイッチ２６８、第３のサブ電源スイッチ２７０、第４のサブ電源
スイッチ２７２、第５のサブ電源スイッチ２７４、第６のサブ電源スイッチ２７６、第７
のサブ電源スイッチ２７７は、それぞれ前記第１のサブ電源スイッチ２５６と同様に、メ
インコントローラ２００の電源供給制御回路２５２からの電源供給選択信号に基づいて、
オン・オフ制御される。
【００３９】
　上記構成では、機能別に各デバイス（ファクシミリ通信制御回路２３６、画像読取部２
３８、画像形成部２４０）を選択した電源を供給し、指示された機能に不要なデバイスへ
の電源を供給しないため、必要最小限の電力で済む。
【００４０】
　ここで、本実施の形態では、メインコントローラ２００において、電源供給制御回路２
５２で、ＳＷ－１～ＳＷ－７のスイッチのオン・オフを制御して、各処理機能に応じたデ
バイスを選択して、必要最小限のデバイスに電力を供給する（待機モード）と共に、不必
要なデバイスに対しては電力供給を遮断（スリープモード）する、所謂「部分節電」を可
能としている。
【００４１】
　例えば、画像形成部２４０は、画像読取機能やファクシミリ送信機能（レポート出力を
除く）では適用されないため、「部分節電」という観点からは、電力供給が遮断されるデ
バイスとなる。しかし、画像形成部２４０には、加熱媒体（ハロゲンランプやヒータ等）
の温度制御が必要な定着部があり、電力の供給が遮断されると、全く温度制御ができない
。このため、画像形成部２４０では、定着部の加熱媒体を待機モード時よりも低い、「ロ
ーパワー」状態で温度を維持するようにしている（省電力モード）。
【００４２】
　ここで、各デバイスが節電状態となっているとき、節電ボタン２１９が操作されたり、
ＵＩタッチパネル或いはハードキーの操作によって、処理機能が指示された場合、或いは
リモートジョブを受け付けた場合（プリント、ファクシミリを含む）等、当該処理機能に
必要なデバイスが選択されて部分節電状態から復帰するようになっている。言い換えれば
、処理機能を実行するために必要のないデバイスは節電を維持することになる。
【００４３】
　ところで、画像読取部２３８では、原稿を読み取る場合、２種類の原稿を装填形態があ
る。すなわち、図３に示される如く、画像読取部２３８の上面に取り付けられた開閉部材
２４を開放し、透明板状（例えば、ガラス板）の原稿台２６に１枚ずつ原稿を置き、開閉
蓋２４を閉止して読み取る形態（以下、「プラテン読取」という）と、前記開閉部材２４
に設けられた自動送り機構部２８の受け台２８Ａへ複数枚の原稿を束ねた状態で置き、自
動的に１枚ずつ送り出して、読み取る形態（以下、「ＤＡＤＦ読取」という）がある。
【００４４】
　ここで、ＤＡＤＦ読取の場合、原稿を束ねて置く位置に原稿検出センサ（図示省略）が
あり、この原稿検出センサによって原稿を検出することで、節電モード中の画像読取部２
３８を復帰（電力供給状態）させる。また、原稿が送り出されるため、この送り出し動作
中に原稿のサイズや向きが判定される。このため、節電モード中の画像読取部２３８にお
いて、ＤＡＤＦ読取に関しては、特に、前もって処理機能を指定する操作をしなくても、
原稿を置くことで、節電モードからの復帰が可能である。
【００４５】
　一方、プラテン読取に関しては、画像読取部２３８が通常状態（電力供給状態）におい
て、開閉部材２４を閉じる動作を検出して原稿のサイズ及び向きを判別するようになって
いる。
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【００４６】
　すなわち、図３に示される如く、画像読取部２３８には、開閉部材２４の開閉動作を検
出する開閉動作センサ３０が設けられている。また、原稿台２６の下部空間には、走査機
構部３３が設けられ、この走査機構部３３には、光源部３４と図示しない光学系が組み込
まれている。また、原稿台２６の下部空間の底部には、ＣＣＤラインセンサ３２が設けら
れている。
【００４７】
　画像読取動作は、原稿台２６に置かれた原稿は、走査機構部３３が図３の点線矢印方向
に移動することで、原稿面を走査し、この走査によって案内された光（原稿反射光）をＣ
ＣＤラインセンサ３２で検出する。
【００４８】
　一方、開閉部材２４が開放され、原稿が原稿台２６に置かれた後、開閉部材２４が閉止
動作を検出すると、画像読取構造を用いて、原稿のサイズ・向きが検出されるようになっ
ている。
【００４９】
　すなわち、前記開閉部材２４が閉止動作を検出すると、光源部３４が点灯して、前記Ｃ
ＣＤラインセンサ３２で光を検出する。開閉部材２４が完全閉止されていない状態で光源
部３４が点灯するため、原稿が存在する領域と原稿が存在しない領域との検出濃度差が大
きく異なり、ＣＣＤラインセンサ３２の検出状態で、原稿のサイズ及び向きが検出可能で
ある。
【００５０】
　なお、原稿のサイズ・向きを検出するために、原稿台２６の周縁の適宜位置に複数の原
稿端検出センサを配置してもよい。
【００５１】
　ここで、画像読取部２３８が節電モード中の場合、当然開閉動作センサ３０、ＣＣＤラ
インセンサ３２、光源３４等は機能しない。
【００５２】
　このため、原稿を原稿台２６を置いて、開閉部材２４を閉止しても反応しないことにな
る。そこで、本実施の形態では、原稿を置いた開閉部材２４を閉止した後に、節電復帰動
作（節電ボタン２１９の操作、或いは画像読取機能を含む処理機能の選択）があった場合
に、復帰処理後、ＵＩタッチパネル２１６へ原稿のサイズ、向きを指定する画面を表示し
、同時に、開閉部材２４を開閉動作する旨のメッセージ（例えば、『原稿台の蓋を一旦開
放し、ゆっくり閉めてください。』）を表示するようにした。
【００５３】
　図４は、節電モードからの復帰の際に、原稿のサイズ、向きを判別する制御を機能的に
示したブロック図である。
【００５４】
　画像読取部２３８には、サイズ判別制御部３６が設けられ、前述した開閉動作センサ３
０、ＣＣＤラインセンサ３２、光源部３４が接続されている。なお、図示は省略したが、
ＣＣＤラインセンサ３２、光源部３４は画像読取制御系にも接続されている。
【００５５】
　サイズ判別制御部３６には、メインコントローラ２００の判別指示部３８が接続されて
いる。判別指示部３８には、節電復帰要因があったとき、画像読取部２３８に対して、原
稿のサイズ、向きを判別することを指示する。この指示により、サイズ判別制御部３６は
、サイズ判別動作を行う。
【００５６】
　サイズ判別動作とは、開閉部材２４の閉止動作を検出し、光源部３４を点灯し、ＣＣＤ
ラインセンサ３２により原稿の端部を検出する。
【００５７】
　サイズ判別制御部３６には、センサ信号受付部４０が接続され、ＣＣＤラインセンサ３
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２からの信号を受け付ける。
【００５８】
　センサ信号受付部４０は、サイズ・向き判別部４２に接続され、このサイズ・向き判別
部４２では、ＣＣＤラインセンサ３２の信号に基づいて、サイズ・向きを判別する。
【００５９】
　サイズ・向き判別部４２の判別結果は、判別可否判定部へ送出される。判別可否判定部
４４では、原稿のサイズ・向きを判別できたか否かが判定されるようになっている。
【００６０】
　判別可否判定部４４において、原稿のサイズ・向きの判別できたと判定された場合には
、画像読取部制御系へ当該原稿のサイズ・向き情報を送出する。
【００６１】
　一方、判別可否判定部４４において、原稿のサイズ・向きの判別できない場合には、表
示情報編集部４６へ判別不可情報を送出する。
【００６２】
　表示情報編集部４６では、原稿のサイズ、向きを指定する画面情報と、開閉部材２４を
開閉動作する旨のメッセージ情報（例えば、『原稿台の蓋を一旦開放し、ゆっくり閉めて
ください。』）とを編集し、ＵＩ制御回路２１４を介して、ＵＩタッチパネル２１６の表
示画面に表示する。
【００６３】
　以下に本実施の形態の作用を、図５のフローチャートに従い説明する。図５は、画像読
取部節電中制御ルーチンである。
【００６４】
　ステップ１００では、節電復帰要因に従い判別指示があったか否かが判断され、否定判
定された場合は、このルーチンは終了する。
【００６５】
　また、ステップ１００で肯定判定されるとステップ１０２へ移行して、判別動作処理が
実行される。この判別動作処理は、開閉部材２４の閉止動作で光源３４を点灯し、ＣＣＤ
ラインセンサ３２で原稿端を検出する動作である。
【００６６】
　次のステップ１０４では、判別可否判定を行う。すなわち、前記ステップ１０２で判別
動作処理で原稿のサイズ・向きが判別できたか否かの判定である。このステップ１０４で
肯定判定（判別可）された場合は、ステップ１０６へ移行する。
【００６７】
　また、ステップ１０４で否定判定（判別不可）された場合は、ステップ１０８へ移行し
て、サイズ指定画面情報を読み出し、次いでステップ１１０へ移行して開閉部材２４の開
閉動作を促すメッセージ情報（例えば、『原稿台の蓋を一旦開放し、ゆっくり閉めてくだ
さい。』）を読み出し、ステップ１１２へ移行する。ステップ１１２では、上記ステップ
１０８、１１０で読み出した情報を合成し、ステップ１１４へ移行する。
【００６８】
　ステップ１１４では、ＵＩタッチパネル２１６に上記合成情報を表示し、ステップ１１
６へ移行する。
【００６９】
　ステップ１１６では、ＵＩタッチパネル２１６からユーザーの入力操作があったか否か
が判断され、肯定判定、すなわち、サイズ指定画面に基づく入力操作があったと判断され
ると、ステップ１０６へ移行する。
【００７０】
　また、ステップ１１６で否定判定されると、ステップ１１８へ移行して開閉部材２４の
開放動作があったか否かが判断され、否定判定されると、ステップ１１６へ戻り、ステッ
プ１１６、１１８の何れかで肯定判定されるまで、繰り返す。
【００７１】
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　ステップ１１８で肯定判定（開閉部材２４の開放動作有）されると、ステップ１０２へ
戻り、上記工程を繰り返す。
【００７２】
　前記ステップ１０６では、サイズ・向き情報を取得し、次いでステップ１２０へ移行し
てサイズ・向き情報を画像読取部２３８の画像読取制御系へ送出し、このルーチンは終了
する。
【００７３】
　（変形例）
　なお、本実施の形態では、画像読取部の復帰要因があったときに画像読取部２３８の検
出センサ制御部３６に対して、判別指示を出力するようにしたが、開閉部材２４の開放動
作を検出して復帰動作するようにしてもよい。この場合、原稿を原稿台２６へ置いて、開
閉部材２４を閉じるまでの時間と、画像読取部２３８が復帰動作を完了するまでの時間と
、により制御が異なる。
【００７４】
　図６は、変形例に係る画像読取部節電中制御ルーチンである。なお、図５のフローチャ
ートと同一制御のステップについては、同一の符号の末尾に「Ａ」を付す。
【００７５】
　ステップ１２２では、画像読取部２３８の復帰要因があったか否かが判断される。この
復帰要因としては、節電ボタン２１９の操作、処理機能指示、ＤＡＤＦ読取等である。こ
のステップ１２２で肯定判定された場合は、ステップ１２４へ移行して、復帰要因に応じ
た復帰処理を実行して、このルーチンは終了する。
【００７６】
　また、ステップ１２２で否定判定されると、ステップ１２６へ移行して、開閉部材２４
の開放動作があったか否かが判断される。このステップ１２６で否定判定されるとこのル
ーチンは終了する。
【００７７】
　ステップ１２６で肯定判定されると、ステップ１０２Ａへ移行して、判別動作処理が実
行される。この判別動作処理は、開閉部材２４の閉止動作で光源３４を点灯し、ＣＣＤラ
インセンサ３２で原稿端を検出する動作である。
【００７８】
　次のステップ１０４Ａでは、判別可否判定を行う。すなわち、前記ステップ１０２Ａで
判別動作処理で原稿のサイズ・向きが判別できたか否かの判定である。このステップ１０
４Ａで肯定判定（判別可）された場合は、ステップ１０６Ａへ移行する。
【００７９】
　また、ステップ１０４Ａで否定判定（判別不可）された場合は、ステップ１０８Ａへ移
行して、サイズ指定画面情報を読み出し、次いでステップ１１０Ａへ移行して開閉部材２
４の開閉動作を促すメッセージ情報（例えば、『原稿台の蓋を一旦開放し、ゆっくり閉め
てください。』）を読み出し、ステップ１１２Ａへ移行する。ステップ１１２Ａでは、上
記ステップ１０８Ａ、１１０Ａで読み出した情報を合成し、ステップ１１４Ａへ移行する
。
【００８０】
　ステップ１１４Ａでは、ＵＩタッチパネル２１６に上記合成情報を表示し、ステップ１
１６Ａへ移行する。
【００８１】
　ステップ１１６Ａでは、ＵＩタッチパネル２１６からユーザーの入力操作があったか否
かが判断され、肯定判定、すなわち、サイズ指定画面に基づく入力操作があったと判断さ
れると、ステップ１０６Ａへ移行する。
【００８２】
　また、ステップ１１６Ａで否定判定されると、ステップ１１８Ａへ移行して開閉部材２
４の開放動作があったか否かが判断され、否定判定されると、ステップ１１６Ａへ戻り、
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ステップ１１６Ａ、１１８Ａの何れかで肯定判定されるまで、繰り返す。
【００８３】
　ステップ１１８Ａで肯定判定（開閉部材２４の開放動作有）されると、ステップ１０２
へ戻り、上記工程を繰り返す。
【００８４】
　前記ステップ１０６Ａでは、サイズ・向き情報を取得し、次いでステップ１２０へ移行
してサイズ・向き情報を画像読取部２３８の画像読取制御系へ送出し、このルーチンは終
了する。
【符号の説明】
【００８５】
　　２０　　ネットワーク通信回線網
　　２２　　電話回線網
　　２４　　開閉部材
　　２６　　原稿
　　２８　　自動送り機構部
　　２８Ａ　　受け台
　　３０　　開閉動作センサ
　　３２　　ＣＣＤラインセンサ
　　３４　　光源部
　　３６　　サイズ判別制御部
　　３８　　判別指示部
　　４０　　センサ信号受付部
　　４２　　サイズ・向き判別部
　　４４　　判別可否判定部
　　４６　　表示情報編集部
　　２００　　メインコントローラ
　　２０４　　ＣＰＵ
　　２０６　　ＲＡＭ
　　２０８　　ＲＯＭ
　　２１０　　Ｉ／Ｏ（入出力部）
　　２１２　　バス
　　２１４　　ＵＩ制御回路
　　２１６　　ＵＩタッチパネル
　　２１８　　ハードディスク
　　２２０　　タイマ回路
　　２２２　　通信回線Ｉ／Ｆ
　　２２４　　画像読取制御部
　　２２６　　画像形成制御部
　　２２８　　画像複写制御部
　　２３０　　ファクシミリ受信制御部
　　２３２　　ファクシミリ送信制御部
　　２３４　　デバイス選択Ｉ／Ｆ
　　２３６　　ファクシミリ通信制御回路
　　２３８　　画像読取部
　　２３８Ａ　　原稿送り機構
　　２４０　　画像形成部
　　２４２　　商用電源
　　２４４　　入力電源線
　　２４６　　メインスイッチ
　　２４８　　第１の電源部
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　　２５０　　第２の電源部
　　２４８Ａ　　制御用電源生成部
　　２５２　　電源供給制御回路
　　２５４　　電源線
　　２５６　　第１のサブ電源スイッチ（「ＳＷ－１」）
　　２５０Ｈ　　高電圧電源生成部
　　２５０Ｌ　　低電圧電源生成部
　　２５８　　画像読取機能電源供給部
　　２６０　　画像形成機能電源供給部
　　２６２　　画像複写機能電源供給部
　　２６４　　ファクシミリ受信機能電源供給部
　　２６６　　ファクシミリ送信機能電源供給部
　　２６７　　画像形成部専用電源供給部
　　２６８　　第２のサブ電源スイッチ（「ＳＷ－２」）
　　２７０　　第３のサブ電源スイッチ（「ＳＷ－３」）
　　２７２　　第４のサブ電源スイッチ（「ＳＷ－４」）
　　２７４　　第５のサブ電源スイッチ（「ＳＷ－５」）
　　２７６　　第６のサブ電源スイッチ（「ＳＷ－６」）
　　２７７　　第７のサブ電源スイッチ（「ＳＷ－７」）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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