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(57)【要約】
【課題】本発明は、省エネルギーモードでの動作時にネ
ットワーク通信又はファクシミリ通信による受信を認識
でき、ネットワーク通信により受信した内容に応じて省
エネルギーモードを解除できる画像処理装置の提案を目
的とする。
【解決手段】スイッチＳＷ１，ＳＷ２をＯＦＦとした省
エネルギーモードで待機中に、ＭＰＵ１が、第２電子回
路部品群１０１を駆動する必要があると判断したとき、
スイッチＳＷ１，ＳＷ２をＯＮとして、通常モードに復
帰する。又、通常モードから省エネルギーモードに遷移
するとき、温度検出部２４で測定される温度に応じて、
スイッチＳＷ１をＯＦＦするタイミングが決定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公衆回線網と接続してデータを送受信するファクシミリ通信部と、構内ネットワークと
接続してデータを送受信するネットワーク通信部と、データを記憶するメモリと、を備え
る画像処理装置において、
　前記画像処理装置の構成部品の一部にのみ電源を供給する省エネルギーモードの解除の
可否を判断する判断部を備え、
　前記省エネルギーモードで動作するとき、少なくとも、前記ファクシミリ通信部、前記
ネットワーク通信部、前記メモリ、及び前記判断部に電源を供給し、
　前記省エネルギーモードによる動作中に前記ファクシミリ通信部がデータを受信したと
きには、受信した当該データを前記メモリに記憶する一方で、
　前記省エネルギーモードによる動作中に前記ネットワーク通信部が前記構内ネットワー
ク上の端末装置からの要求を受信したときには、前記判断部が、受信した当該要求の内容
に応じて前記省エネルギーモードの解除の可否を判断することを特徴とする画像処理装置
。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記省エネルギーモードによる動作中に前記ファクシミリ通信部がデータを受信したと
き、前記判断部が、前記メモリに記憶したデータ量に応じて前記省エネルギーモードの解
除の可否を判断することを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記メモリに記憶したデータによる画像を印字するプリンタ部を備えるとともに、
　前記省エネルギーモードで動作するとき、前記プリンタ部への電源の供給が停止され、
　前記省エネルギーモードによる動作中に前記ネットワーク通信部が前記構内ネットワー
ク上の端末装置からの要求を受信し、受信した当該要求によって前記プリンタ部による印
字が求められるとき、前記判断部が、前記省エネルギーモードの解除の指示を与えること
を特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記省エネルギーモードによる動作中に前記ネットワーク通信部が前記構内ネットワー
ク上の端末装置からの要求を受信し、受信した当該要求によって前記メモリに記憶したデ
ータの前記端末装置への転送が求められるとき、前記判断部が、前記省エネルギーモード
の維持を指示することを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記省エネルギーモード時においても動作する第１電装部品に電源を常時供給する第１
電源回路と、
　前記省エネルギーモードが解除されているときに、前記第１電装部品以外の第２電装部
品に電源を供給する第２電源回路と、
　を備え、
　前記第１電装部品が、少なくとも、前記ファクシミリ通信部、前記ネットワーク通信部
、前記メモリ、及び前記判断部を含むことを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項３又は請求項４において、
　前記画像処理装置内の温度を測定する温度測定部を備え、
　前記プリンタ部にも電源が供給されている通常モードから前記省エネルギーモードに遷
移するとき、
　まず、少なくとも前記プリンタ部への電源の供給を停止した後に、
　前記判断部が、前記温度測定部で測定された温度が所定値以下となったことを確認した
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ときに、少なくとも前記温度測定部への電源の供給を停止し、前記省エネルギーモードへ
完全に移行することを特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記省エネルギーモード時においても動作する第１電装部品に電源を常時供給する第１
電源回路と、
　前記通常モード時においてのみ動作する第２電装部品に電源を供給する第２電源回路と
、
　前記省エネルギーモード時に完全に移行したときには動作しない前記第１及び第２電装
部品以外の第３電装部品に電源を供給する第３電源回路と、
　を備え、
　前記第１電装部品が、少なくとも、前記ファクシミリ通信部、前記ネットワーク通信部
、前記メモリ、及び前記判断部を含み、
　前記第３電装部品が、少なくとも、前記温度測定部を含むことを特徴とする画像処理装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、省エネルギーモードで動作する画像処理装置に関し、特に、省エネモードで
動作するときにも画像データを受信して記録できる画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファクシミリ機能をはじめ、スキャナ機能、プリンタ機能、コピー機能等の複数の機能
を複合して備えた複合機においても、省電力化を実現するために、省エネルギーモードの
具備が要求されている。そして、ファクシミリ機能を備えた複合機は、いつでもファクシ
ミリ受信ができるように、省エネルギーモードにおいて、ファクシミリ受信を実現するた
めに必要な部分に電源を供給するのが一般的である。
【０００３】
　この省エネルギーモードを有するとともにファクシミリ機能を備えた複合機として、省
エネルギーモードの解除を段階的に行い、記録紙への印字回数を少なくして省電力化を図
ったデジタル複合機が提案されている（特許文献１及び特許文献２参照）。特許文献１の
デジタル複合機は、省エネルギーモードで動作しているときに、ファクシミリ受信があっ
た場合、ファクシミリ受信によりデータを受信するための構成部分のみへの電力の供給を
復帰し、受信データをメモリに蓄積する。そして、省エネルギーモードが完全に解除され
たときに、メモリに蓄積された受信データによる画像が記録紙に印字される。
【０００４】
　一方、特許文献２のデジタル複合機は、省エネルギーモードが解除されたときに、解除
するトリガがファクシミリ受信の検出でない場合や、メモリに記憶されたデータ量が設定
値以上となる場合に、省エネルギーモードが完全に解除される。そして、特許文献２のデ
ジタル複合機は、ファクシミリ受信の検出により省エネルギーモードを解除するときは、
メインＣＰＵ（Central Processing Unit）への電源の供給を復帰して、特許文献１のフ
ァクシミリ装置と同様、受信データをメモリへ蓄積する。このように、特許文献１及び特
許文献２のデジタル複合機は、省エネルギーモードへ移行した後は、省エネルギーモード
を段階的に解除するため、省エネルギーモードをより効率的に活用できる。
【特許文献１】特開平１０－３３６４０９号公報
【特許文献２】特開平１０－３３６４１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、無線ＬＡＮ（Local Area Network）を含む構内ネットワークの高速化と構内ネッ
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トワークの構築の簡便化に伴い、上記のファクシミリ機能に加えてネットワークプリンタ
機能やネットワークファクシミリ機能を備える複合機が、一般に普及されている。この構
内ネットワークとも接続できる複合機は、特許文献１及び特許文献２のデジタル複合機に
よる省エネルギーモードからの解除のための動作だけでは不十分である。
【０００６】
　即ち、構内ネットワークと接続できる複合機は、省エネルギーモードで動作している場
合であっても、同じ構内ネットワークに接続された端末装置からの要求を認識する必要が
ある。更に、この構内ネットワークと接続できる複合機は、端末装置から要求された内容
によっては、動作させる必要がある構成部品が一部でよい場合もある。そのため、端末装
置から要求された内容に応じた、省エネルギーモードの段階的な解除が必要とされる。
【０００７】
　このような問題に鑑みて、本発明は、省エネルギーモードでの動作時にネットワーク通
信又はファクシミリ通信による受信を認識でき、ネットワーク通信により受信した内容に
応じて省エネルギーモードを解除できる画像処理装置の提案を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の画像処理装置は、公衆回線網と接続してデータを
送受信するファクシミリ通信部と、構内ネットワークと接続してデータを送受信するネッ
トワーク通信部と、データを記憶するメモリと、を備える画像処理装置において、前記画
像処理装置の構成部品の一部にのみ電源を供給する省エネルギーモードの解除の可否を判
断する判断部を備え、前記省エネルギーモードで動作するとき、少なくとも、前記ファク
シミリ通信部、前記ネットワーク通信部、前記メモリ、及び前記判断部に電源を供給し、
前記省エネルギーモードによる動作中に前記ファクシミリ通信部がデータを受信したとき
には、受信した当該データを前記メモリに記憶する一方で、前記省エネルギーモードによ
る動作中に前記ネットワーク通信部が前記構内ネットワーク上の端末装置からの要求を受
信したときには、前記判断部が、受信した当該要求の内容に応じて前記省エネルギーモー
ドの解除の可否を判断することを特徴とする。
【０００９】
　このような画像処理装置は、省エネルギーモードによる動作中に、ファクシミリ通信部
で受信したデータをメモリに記憶するため、ファクシミリ受信の度に省エネルギーモード
を解除する必要がない。又、画像処理装置が、省エネルギーモードによる動作中に、構内
ネットワークを通じて端末装置から要求となるアクセスがあった場合、その要求によって
電源を供給する部位を決定できる。
【００１０】
　このとき、前記省エネルギーモードによる動作中に前記ファクシミリ通信部がデータを
受信したとき、前記判断部が、前記メモリに記憶したデータ量に応じて前記省エネルギー
モードの解除の可否を判断してもよい。
【００１１】
　そして、前記メモリに記憶したデータによる画像を印字するプリンタ部を備えるととも
に、前記省エネルギーモードで動作するとき、前記プリンタ部への電源の供給が停止され
、前記省エネルギーモードによる動作中に前記ネットワーク通信部が前記構内ネットワー
ク上の端末装置からの要求を受信し、受信した当該要求によって前記プリンタ部による印
字が求められるとき、前記判断部が、前記省エネルギーモードの解除の指示を与えてもよ
い。
【００１２】
　又、原稿の画像を読み取るスキャナ部を備えるとともに、前記省エネルギーモードで動
作するとき、前記スキャナ部への電源の供給が停止され、前記省エネルギーモードによる
動作中に前記ネットワーク通信部が前記構内ネットワーク上の端末装置からの要求を受信
し、受信した当該要求によって前記スキャナ部による読取が求められるとき、前記判断部
が、前記省エネルギーモードの解除の指示を与えてもよい。
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【００１３】
　これらの画像処理装置は、前記省エネルギーモード時においても動作する第１電装部品
に電源を常時供給する第１電源回路と、前記省エネルギーモードが解除されているときに
、前記第１電装部品以外の第２電装部品に電源を供給する第２電源回路と、を備え、前記
第１電装部品が、少なくとも、前記ファクシミリ通信部、前記ネットワーク通信部、前記
メモリ、及び前記判断部を含む構成であってもよい。即ち、画像処理装置が前記省エネル
ギーモードで動作するときは、前記第１電源回路のみが動作し、前記省エネルギーモード
が解除されると、前記第１及び第２電源回路いずれもが動作する。
【００１４】
　又、前記画像処理装置内の温度を測定する温度測定部を備え、前記プリンタ部にも電源
が供給されている通常モードから前記省エネルギーモードに遷移するとき、まず、少なく
とも前記プリンタ部への電源の供給を停止した後に、前記判断部が、前記温度測定部で測
定された温度が所定値以下となったことを確認したときに、少なくとも前記温度測定部へ
の電源の供給を停止し、前記省エネルギーモードへ完全に移行してもよい。即ち、前記省
エネルギーモードへ遷移するとき、前記温度測定部で測定された温度が所定値以下となる
までは、常時電源を供給する必要がある電装部品にのみ電源を供給する前記省エネルギー
モードへ完全に移行しない。
【００１５】
　この画像処理装置は、前記省エネルギーモード時においても動作する第１電装部品に電
源を常時供給する第１電源回路と、前記通常モード時においてのみ動作する第２電装部品
に電源を供給する第２電源回路と、前記省エネルギーモード時に完全に移行したときには
動作しない前記第１及び第２電装部品以外の第３電装部品に電源を供給する第３電源回路
と、を備え、前記第１電装部品が、少なくとも、前記ファクシミリ通信部、前記ネットワ
ーク通信部、前記メモリ、及び前記判断部を含み、前記第３電装部品が、少なくとも、前
記温度測定部を含む構成であってもよい。
【００１６】
　即ち、画像処理装置が前記省エネルギーモードに完全に遷移したときは、前記第１電源
回路のみが動作し、前記省エネルギーモードが解除されると、前記第１、第２及び第３電
源回路いずれもが動作する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、省エネルギーモードで動作しているときにファクシミリ通信部がデー
タを受信したとき、受信したデータをメモリに記憶できるので、受信する度に省エネルギ
ーモードを解除する必要がない。又、省エネルギーモードで動作しているときにネットワ
ーク通信部がデータを受信したとき、端末装置からの要求の内容によって省エネルギーモ
ードの解除の可否を決定できるので、ネットワーク通信部による受信の度に省エネルギー
モードを解除する必要がない。よって、外部との通信を確認するたびに省エネルギーモー
ドを解除する従来の構成に比べて、最小限の構成部品で必要な動作ができるため、更なる
消費電力の抑制を図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の画像処理装置について、ファクシミリ機能を備えた複合機を例に挙げ、図面を
参照して以下に説明する。尚、図１は、本発明の画像処理装置となる複合機の構成を示す
ブロック図で有る。又、図２は、図１の複合機における通常モードから省エネルギーモー
ドへ遷移する際の動作を示すフローチャートであり、図３は、図１の複合機における省エ
ネルギーモードから通常モードへ遷移する際の動作を示すフローチャートである。
【００１９】
　図１の複合機は、装置全体を制御する主制御部として、ＭＰＵ（Micro Processing Uni
t）１と、ＲＯＭ（Read Only Memory）２と、ＲＡＭ（Random Access
Memory）３を備える。即ち、ＭＰＵ１が、ＲＯＭ２に格納された各種プログラムを読み出
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すとともに、読み出したプログラムに対するワークエリアとしてＲＡＭ３を利用して、プ
ログラムを実行する。このＭＰＵ１によるプログラムの実行により、後述する各ブロック
とバス回線を介してデータを送受信することで、複合機における各種機能が実現される。
【００２０】
　又、図１の複合機は、ファクシミリ機能を実現するための構成として、送受信の対象と
なる画像データを記憶するＳＤＲＡＭ（Synchronous Dynamic Random Access Memory）５
と、このＳＤＲＡＭ５に対する読み出し及び書き込みを制御するメモリコントローラ４と
を備える。
【００２１】
　そして、図１の複合機は、画像データの圧縮及び伸張を行うＣＯＤＥＣ（Coder and De
coder）６と、外部の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ：Public Switched Telephone
Network）で送受信される音声信号と画像データによるデータ列との間で相互に変換させ
る変復調を行うモデム７と、ＰＳＴＮと接続するＮＣＵ（Network
Control Unit）８とを備える。
【００２２】
　更に、図１の複合機は、構内ネットワークであるＬＡＮ（Local Area Network）と接続
されたＬＡＮインターフェース９を備え、このＬＡＮインターフェース９によって、ＬＡ
Ｎを構築しているＰＣ（Personal
Computer）などの端末装置と通信する。よって、ＬＡＮインターフェース９が接続するＬ
ＡＮ上の端末装置からのアクセスに基づき、ネットワークプリンタ機能、ネットワークス
キャン機能、或いはネットワークファクシミリ機能が可能となる。
【００２３】
　この図１の複合機は、原稿の画像を読み取るスキャナ機能を備えるために、ＭＰＵ１に
よって制御されるスキャナ制御部１４及び画像処理部１５と、スキャナ制御部１４により
駆動する光源１６と、原稿からの反射光を電気信号に変換する撮像部１７と、を備える。
即ち、冷陰極管などの白色灯或いは白色ＬＥＤ（light Emitting Diode）で構成される光
源１から原稿に光を照射し、撮像部１７を構成するＣＣＤ（Charge
Coupled Device）で原稿の濃淡を示す反射光を受光して、原稿の画像が読み取られる。
【００２４】
　又、記録紙に画像を印字するプリンタ機能を備えるために、図１の複合機は、ＭＰＵ１
によって制御される画像処理回路１１及びプリンタ機構制御回路１２と、画像処理回路１
１からの画像を印字するプリンタエンジン１３と、を備える。即ち、プリンタ機構制御回
路１２によって、プリンタエンジン１３を構成する、給紙部、転写部或いは定着部などの
各機構が駆動する。これにより、プリンタエンジン１３が、画像処理回路１１によって与
えられる画像データによる画像を記録紙に印字する。
【００２５】
　そして、図１の複合機は、ＭＰＵ１によって動作するメインシステムと通信するサブシ
ステムコントローラ２１と、ユーザからの指令を受け付ける操作部２２と、画像を表示す
る表示部２３とによって、サブシステムが構成される。このサブシステムにより、操作部
２２で受け付けたユーザからの指令が、サブシステムコントローラ２１を通じて、ＭＰＵ
１に通知される。又、サブシステムコントローラ２１により制御される表示部２３は、ス
キャナ機能により読み取った画像、ファクシミリ受信による画像、或いは、ＬＡＮを通じ
て受信した画像などを表示する。更に、表示部２３に操作用の表示を行い、操作部２２と
表示部２３とを一体化して、タッチパネルを構成してもよい。
【００２６】
　この図１の複合機は、一定期間にユーザからの操作を受け付けなかった場合などの条件
により、自機器を構成する全ての電子部品に電力を供給する通常モードから、供給する電
力を必要最低限となる一部の電子部品のみに制限する省エネルギーモードへ遷移する。そ
して、図１の複合機は、ユーザによって操作される節電キー１０を備える。これにより、
ユーザは、図１の複合機に対して節電キー１０を操作して、省エネルギーモードへの遷移
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と通常モードへの復帰とを指示できる。又、図１の複合機は、プリンタエンジン１３の温
度を検出する温度検出部２４を備える。これにより、複合機が、省エネルギーモードへ遷
移する際、温度検出部２４により検出されたプリンタエンジン１３の定着部などの温度に
よって、電源を供給する電子部品を段階的に制限できる。
【００２７】
　このように構成される複合機を構成する各ブロックによる電子部品は、第１電子回路部
品群１００、第２電子回路部品群１０１、及び第３電子回路部品群１０２に分類される。
即ち、第１電子回路部品群１００が、ＭＰＵ１と、ＲＯＭ２と、ＲＡＭ３と、メモリコン
トローラ４と、ＳＤＲＡＭ５と、ＣＯＤＥＣ６と、モデム７と、ＮＣＵ８と、ＬＡＮイン
ターフェース９と、節電キー１０とによって構成される。又、第２電子回路部品群１０１
が、画像処理回路１１と、プリンタ機構制御回路１２と、プリンタエンジン１３と、スキ
ャナ制御部１４と、画像処理部１５と、光源１６と、撮像部１７とによって構成される。
更に、第３電子回路部品群１０２が、サブシステムコントローラ２１と、操作部２２と、
表示部２３と、温度検出部２４とによって構成される。
【００２８】
　そして、図１の複合機は、第１～第３電子回路部品群１００～１０２それぞれに電源を
供給する第１～第３電源回路２００～２０２を備える。この第１～第３電源回路２００～
２０２はそれぞれ、商用電源３００から供給される交流電源を直流電源に変換して、第１
～第３電子回路部品群１００～１０２それぞれに直流電源を供給する。又、第３電源回路
２０２がスイッチＳＷ１を介して商用電源３００と接続され、第２電源回路２０１がスイ
ッチＳＷ１，ＳＷ２を介して商用電源３００と接続されることで、第１～第３電源回路２
００～２０２は、商用電源３００に対して並列に接続される。
【００２９】
　即ち、商用電源３００の両端に第１電源回路２００の入力側の両端が接続されるため、
第１電源回路２００からの直流電源が常時第１電子回路部品群１００に出力される。そし
て、商用電源３００の一端に一端が接続されたスイッチＳＷ１の他端に第３電源回路２０
２の入力側の一端が接続されるため、スイッチＳＷ１がＯＮとなるときに、第３電源回路
２０２からの直流電源が第３電子回路部品群１０２に出力される。同様に、スイッチＳＷ
１と直列に接続されるスイッチＳＷ２に第２電源回路２０１の入力側の一端が接続される
ため、スイッチＳＷ１，ＳＷ２が共にＯＮとなるときに、第２電源回路２０１からの直流
電源が第２電子回路部品群１０１に出力される。
【００３０】
　尚、図１の構成では、商用電源３００と第２電源回路２０１との間で、スイッチＳＷ１
，ＳＷ２が直列に接続される構成としたが、スイッチＳＷ１，ＳＷ２が並列に接続されて
もよい。換言すれば、商用電源３００と第２電源回路２０１との間にはスイッチＳＷ２の
みが設置され、商用電源３００と第３電源回路２０２との間にはスイッチＳＷ１のみが設
置されてもよい。
【００３１】
１．通常モードによる待機時の動作
　このように構成される図１の複合機が通常モードで待機しているときの動作について、
図２のフローチャートを参照して、以下に説明する。複合機が通常モードで動作するとき
、ＭＰＵ１によってスイッチＳＷ１，ＳＷ２それぞれがＯＮとされ、商用電源３００に対
して第１～第３電源回路２００～２０２が並列に接続される。これにより、第１～第３電
源回路２００～２０２が電源を供給し、第１～第３電子回路部品群１００～１０２を構成
する各ブロックが動作する。
【００３２】
　複合機は、指示された動作を終了して、通常モードによる待機状態となると、まず、Ｍ
ＰＵ１は、節電キー１０の操作の有無を検出する（Ｓ１）。節電キー１０が操作されなか
った場合（Ｓ１でＮｏ）、ＭＰＵ１が、待機状態に遷移してから所定時間が経過したか否
かを確認する（Ｓ２）。そして、所定時間の経過が確認されなかった場合（Ｓ２でＮｏ）
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、Ｓ１に移行して、節電キー１０の操作の有無がＭＰＵ１により検出される。
【００３３】
　又、ＭＰＵ１が、節電キー１０の操作を検出したとき（Ｓ１でＹｅｓ）、又は、待機状
態に遷移してからの所定時間の経過を確認したとき（Ｓ２でＹｅｓ）、ＭＰＵ１がスイッ
チＳＷ２に指令を与えて、スイッチＳＷ２をＯＦＦとする（Ｓ３）。これにより、第２電
源回路２０１と商用電源３００との間の電気的な接続が切断され、第２電源回路２０１か
らの電源供給が停止する。よって、第２電子回路部品群１０１を構成する各ブロックへの
電源供給が停止する。即ち、画像処理回路１１、プリンタ機構制御回路１２、及びプリン
タエンジン１３によるプリンタ機能用の構成部と、スキャナ制御部１４、画像処理部１５
、光源１６、及び撮像部１７によるスキャナ機能用の構成部とに対して、電力供給が停止
される。
【００３４】
　この第２電源回路２０１からの電力供給の停止後、ＭＰＵ１は、温度検出部２４で検出
したプリンタエンジン１３の温度が所定値よりも低くなったか否かを確認する（Ｓ４）。
即ち、サーミスタなどで構成される温度検出部２４が、プリンタエンジン１３の一部とし
て構成される定着ヒータの温度を検出するとき、ＭＰＵ１が、定着ヒータの温度に基づい
て、通常モードへ復帰直後の印字の可否を判断する。
【００３５】
　そして、温度検出部２４の検出温度が所定値より低くなったとき（Ｓ４でＹｅｓ）、Ｍ
ＰＵ１が、プリンタエンジン１３の復帰に時間がかかると判断し、スイッチＳＷ１をＯＦ
Ｆとする（Ｓ５）。よって、第３電源回路２０２と商用電源３００との間の電気的な接続
が切断され、第３電子回路部品群１０２を構成するサブシステムコントローラ２１、操作
部２２、表示部２３、及び温度検出部２４への、第３電源回路２０２による電源供給が停
止する。これにより、第２電源回路２０１及び第３電源回路２０２による電源供給が停止
されるため、複合機の状態が、第１電源回路２００の常時電源のみが供給される省エネル
ギーモードに完全に移行する。
【００３６】
　一方、温度検出部２４の検出温度が所定値以上であるとき（Ｓ４でＮｏ）、節電キー１
０又は操作部２２への操作がＭＰＵ１によって検出される（Ｓ６）。このとき、ユーザに
より節電キー１０又は操作部２２が操作されて、通常モードへの復帰の要求をＭＰＵ１が
確認すると（Ｓ６でＹｅｓ）、ＭＰＵ１がスイッチＳＷ２をＯＮとする（Ｓ７）。これに
より、第２電源回路２０１と商用電源３００との間が電気的に接続され、第２電源回路２
０１から第２電子回路部品群１０１の電源供給が再開する。即ち、操作部２２に対する操
作などによる指示を受け付けた際に、スキャナ機能又はプリンタ機能による動作を実行で
きるように、複合機が通常モードに復帰する。その後、Ｓ１に移行して、節電キー１０の
操作の有無が検出される。
【００３７】
　尚、複合機が通常モードで待機しているとき、操作部２２が操作された場合、操作部２
２の操作による指示に基づいて、ファクシミリ機能、プリンタ機能、或いはスキャナ機能
のそれぞれが実行される。そして、ＬＡＮインターフェース９により端末装置からアクセ
スされた場合は、そのアクセスされた内容に基づいて、画像閲覧機能、ファクシミリ機能
、プリンタ機能、或いはスキャナ機能のそれぞれが実行される。又、モデム７及びＮＣＵ
８によりファクシミリ受信された場合は、受信した画像データによる画像が記録紙に印字
される。
【００３８】
　又、ユーザによる節電キー１０又は操作部２２への操作が確認されなかった場合（Ｓ６
でＮｏ）、モデム７及びＮＣＵ８によるファクシミリ受信の有無をＭＰＵ１が確認する（
Ｓ８）。モデム７及びＮＣＵ８によるファクシミリ受信をＭＰＵ１が確認すると（Ｓ８で
Ｙｅｓ）、Ｓ７における動作と同様、ＭＰＵ１がスイッチＳＷ２をＯＮとする（Ｓ９）。
これにより、第２電源回路２０１からの電源供給が再開して、複合機が通常モードに復帰



(9) JP 2009-296035 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

するため、画像処理回路１１、プリンタ機構制御回路１２、及びプリンタエンジン１３に
電源が供給される。
【００３９】
　即ち、Ｓ８では、相手側のファクシミリ装置からの発呼をＮＣＵ８が確認し、ＮＣＵ８
がＰＳＴＮを通じた相手側のファクシミリ装置との接続を確立したとき、ＭＰＵ１がファ
クシミリ受信を確認する。これにより、Ｓ９で、スイッチＳＷ２がＯＮとなり、複合機が
通常モードに復帰して、受信した画像データによる画像が記録紙に印字される（Ｓ１０）
。この複合機のファクシミリ受信について、以下に簡単に説明する。
【００４０】
　上述のようにして、複合機が通常モードに復帰すると、ＮＣＵ８で受信された信号がモ
デム７で復調されて、圧縮符号化された画像データが得られると、メモリコントローラ４
によって、ＳＤＲＡＭ５に一時的に記憶される。このＳＤＲＡＭ５に記憶された画像デー
タは、ＣＯＤＥＣ６に与えられて伸張復号されて、相手側のファクシミリ装置から送信さ
れる原稿の画像データが再生される。
【００４１】
　そして、再生された画像データが、画像処理回路１１に与えられると、印字用のデータ
形式に変換されて、プリンタエンジン１３を構成するレーザ方式又はインクジェット方式
などによるプリントヘッドに送出される。同時に、プリンタエンジン１３を構成する給紙
ローラ、プリントヘッド、及び定着ヒータなどが、プリンタ機構制御回路１２によって駆
動されて、プリンタエンジン１３内に給紙される記録紙に、受信した原稿画像が印字され
る。
【００４２】
　又、上記のファクシミリ受信が確認されなかった場合（Ｓ８でＮｏ）、ＬＡＮインター
フェース９を通じた端末装置からのアクセスの有無をＭＰＵ１が確認する（Ｓ１１）。こ
のとき、ＬＡＮインターフェース９による信号の受信が確認されなかった場合（Ｓ１１で
Ｎｏ）、Ｓ４に移行して、温度検出部２４の検出温度が確認される。一方、ＬＡＮ上の端
末装置から送信された信号をＬＡＮインターフェース９で受信し、端末装置からのアクセ
スを確認すると（Ｓ１１でＹｅｓ）、ＬＡＮインターフェース９で受信した信号に基づい
て、端末装置がアクセスして要求する内容を、ＭＰＵ１が確認する（Ｓ１２）。
【００４３】
　そして、アクセスしてきた端末装置の要求内容が、ネットワークファクシミリ機能を利
用したファクシミリ送信である場合（Ｓ１２の「ＦＡＸ送信」）、ＬＡＮインターフェー
ス９で受信した画像データをファクシミリ送信した後（Ｓ１３）、Ｓ４に移行する。ネッ
トワークファクシミリ機能によりファクシミリ送信する場合は、スキャナ制御部１４、画
像処理部１５、光源１６、及び撮像部１７に電源供給されていなくても、実現できる。
【００４４】
　即ち、Ｓ１３では、アクセスしている端末装置から送信される画像データをＬＡＮイン
ターフェース９が受信すると、メモリコントローラ４により一時的にＳＤＲＡＭ５に記憶
する。その後、ＳＤＲＡＭ５に記憶した画像データは、ＣＯＤＥＣ６で圧縮符号化された
後、モデム７で変調されて、ＮＣＵ８によって接続が確立された他のファクシミリ装置に
送信される。
【００４５】
　又、アクセスしてきた端末装置の要求内容が、ネットワークプリンタ機能を利用した印
字、又は、ネットワークスキャナ機能を利用した画像読取である場合（Ｓ１２の「スキャ
ナ、プリンタ」）、Ｓ７及びＳ９における動作と同様、ＭＰＵ１がスイッチＳＷ２をＯＮ
とする（Ｓ１４）。これにより、第２電源回路２０１からの電源供給が再開して、複合機
が通常モードに復帰する。
【００４６】
　よって、画像処理回路１１、プリンタ機構制御回路１２、及びプリンタエンジン１３に
よるネットワークプリンタ機能と、スキャナ制御部１４、画像処理部１５、光源１６、及
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び撮像部１７によるネットワークスキャナ機能とが、利用できる。これにより、アクセス
してきた端末装置の要求内容に従って、ネットワークプリンタ機能による記録紙への印字
、或いは、ネットワークスキャナ機能による画像の読取が、実行される（Ｓ１５）。
【００４７】
　尚、ネットワークプリンタ機能による印字が実行されるとき、ＬＡＮインターフェース
９が、印字するためのデータを端末装置より受信すると、メモリコントローラ４により一
時的にＳＤＲＡＭ５に記憶する。その後、ＳＤＲＡＭ５に一時的に記憶されたデータは、
画像処理回路１１に与えられて、プリンタエンジン１３で受け付けできる画像データに変
換されて、プリンタエンジン１３に送出される。このとき、プリンタエンジン１３を構成
する各機構がプリンタ機構制御回路１２によって駆動され、端末装置より要求された内容
の画像が記録紙に印字される。
【００４８】
　又、ネットワークスキャナ機能による画像の読取が実行されるとき、スキャナ部がＦＢ
Ｓ（Flat Bed Scanner）で構成されるときは、スキャナ制御部１４により、光源１６が発
光されるとともに、一定の速度で主走査方向に移動される。又、スキャナ部がＡＤＦ（Au
to
Document Feeder）で構成される場合は、スキャナ制御部１４によって、原稿の給紙が成
されるとともに、その給紙されるタイミングに応じて光源１６の発光が制御される。
【００４９】
　そして、撮像部１７が、光源１６の発光による原稿からの反射光を受光すると、所定タ
イミング毎に画像データとなる電気信号に変換してサンプリングし、原稿の画像を１ライ
ン毎に読み取られた画像データが取得される。これにより得られた原稿の画像に基づく画
像データは、メモリコントローラ４により一時的にＳＤＲＡＭ５に記憶された後、ＣＯＤ
ＥＣ６に与えられて、圧縮符号化される。この圧縮符号化された画像データは、ＬＡＮイ
ンターフェース９を通じて、Ｓ１１でＬＡＮインターフェース９によりアクセスが確認さ
れた端末装置に対して、送信される。
【００５０】
　更に、アクセスしてきた端末装置の要求内容が、ＳＤＲＡＭ５に記憶された画像データ
による画像の閲覧である場合（Ｓ１２の「画像閲覧」）、ＳＤＲＡＭ５に記憶された画像
データの端末装置への送信が実行される（Ｓ１６）。即ち、ＳＤＲＡＭ５に記憶された画
像データがメモリコントローラ４により読み出されると、ＣＯＤＥＣ６によって伸張復号
された後に、ＬＡＮインターフェース９より、Ｓ１１でＬＡＮインターフェース９により
アクセスが確認された端末装置に送信される。尚、ＣＯＤＥＣ６による伸張復号されるこ
となく、ＳＤＲＡＭ５に記憶された画像データが端末装置に送信されてもよい。
【００５１】
　これにより、ＬＡＮインターフェース９から送信された画像データを受信した端末装置
では、受信した画像データによる画像が表示される。そのため、ユーザは、端末装置に表
示される画像を閲覧して、ＳＤＲＡＭ５に記憶されてファクシミリ受信後に蓄積された画
像データを確認できる。よって、端末装置を利用するユーザは、記録紙へ印字したい画像
データを選別し、端末装置を操作して、所望の画像データの印字を複合機へ指示できる。
【００５２】
　そして、このＬＡＮインターフェース９を通じて端末装置による画像データの閲覧が成
されているとき、ＭＰＵ１は、閲覧している画像の印字を指示する信号を、端末装置から
ＬＡＮインターフェース９が受信したか否かを確認する（Ｓ１７）。即ち、端末装置によ
り画像を閲覧しているユーザが、端末装置を操作して、閲覧している画像より印字を希望
する画像が選択され、その印字が端末装置を通じて指示されたか否かを、ＬＡＮインター
フェース９の受信によりＭＰＵ１が確認する。
【００５３】
　このとき、端末装置によって閲覧の終了が指示されるなどにより、印字を指示する信号
がＬＡＮインターフェース９により受信されなかった場合（Ｓ１７でＮｏ）、ＬＡＮイン
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ターフェース９による端末装置との通信が終了して、Ｓ４に移行する。一方、端末装置か
らの印字を指示する信号をＬＡＮインターフェース９が受信した場合（Ｓ１７でＹｅｓ）
、Ｓ１４に移行して、スイッチＳＷ２がＯＮとなり、複合機が通常モードに復帰する。そ
して、Ｓ１５に移行すると、ＬＡＮインターフェース９で受信した端末装置からの信号を
ＭＰＵ１が解析し、印字する対象となる画像データを確認する。
【００５４】
　よって、Ｓ１５では、メモリコントローラ４が、端末装置を通じてユーザが所望する画
像データをＳＤＲＡＭ５より読み出すと、この画像データが、ＣＯＤＥＣ６により伸張復
号された後に、画像処理回路１１に送出される。そして、ネットワークプリンタ機能によ
る印字動作時と同様、画像処理回路１１、プリンタ機構制御回路１２、及びプリンタエン
ジン１３それぞれが動作して、ユーザが所望する画像データによる画像が記録紙に印字さ
れる。
【００５５】
　尚、ファクシミリ受信された後にＳＤＲＡＭ５に蓄積された画像データの端末装置によ
る閲覧については、端末装置より閲覧の指示を受信したとき、Ｓ１６において、ＳＤＲＡ
Ｍ５に記憶された画像データ全てが端末装置に送信されてもよい。又、Ｓ１６において、
ＳＤＲＡＭ５に記憶された画像データが端末装置により選択され、その選択された画像デ
ータのみが端末装置に送信されてもよい。更に、この画像データの閲覧が端末装置で成さ
れているときに、Ｓ１７において、印字を指示する画像データが選択される場合は、印字
する画像データが１つずつ選択されてもよいし、印字する画像データ全てが一度に選択さ
れてもよい。
【００５６】
２．省エネルギーモードによる待機時の動作
　次に、図１の複合機が通常モードで動作しているときに、図２のフローチャートのＳ５
でスイッチＳＷ１をＯＦＦとして、省エネルギーモードに移行した後の動作について、図
３のフローチャートを参照して、以下に説明する。上述したように、スイッチＳＷ１がＯ
ＦＦとされると、商用電源３００からの第２及び第３電源回路２０１，２０２それぞれへ
の電力供給が停止する。これにより、第２及び第３電源回路２０１，２０２それぞれから
の電力供給が停止し、第１電源回路２００からの常時電源のみが供給される省エネルギー
モードへ移行する。
【００５７】
　この省エネルギーモードへ移行すると、節電キー１０への操作がＭＰＵ１によって検出
される（Ｓ１０１）。このとき、ユーザにより節電キー１０が操作されると（Ｓ１０１で
Ｙｅｓ）、ＭＰＵ１が、通常モードへの復帰の要求を確認するため、まず、スイッチＳＷ
１をＯＮとする（Ｓ１０２）。これにより、第３電源回路２０２と商用電源３００との間
が電気的に接続され、第３電源回路２０２から第３電子回路部品群１０２の電源供給が再
開する。よって、サブシステムコントローラ２１が駆動して、表示部２３に復帰したこと
を表示するとともに、操作部２２による操作の受け付けが可能となる。
【００５８】
　その後、ＭＰＵ１は、ＳＤＲＡＭ５に記憶されたデータ量を計測し、上限となる所定の
データ量以上に達しているか否かを確認する（Ｓ１０３）。このとき、ＳＤＲＡＭ５に記
憶されたデータ量が所定のデータ量に達していない場合（Ｓ１０３でＮｏ）、図２のフロ
ーチャートのＳ６に移行し、通常モードへの復帰が要求されているか否かが確認される。
一方、ＳＤＲＡＭ５に記憶されたデータ量が所定のデータ量に達している場合（Ｓ１０３
でＹｅｓ）、スイッチＳＷ２をＯＮとする（Ｓ１０４）。
【００５９】
　これにより、Ｓ９（図２参照）での動作と同様、第２電源回路２０１からの電源供給が
再開して、複合機が通常モードに復帰するため、画像処理回路１１、プリンタ機構制御回
路１２、及びプリンタエンジン１３に電源が供給される。そして、画像処理回路１１、プ
リンタ機構制御回路１２、及びプリンタエンジン１３が動作して、ＳＤＲＡＭ５に記憶さ
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れた画像データに基づく画像が順番に記録紙に印字される（Ｓ１０５）。
【００６０】
　即ち、ＳＤＲＡＭ５に蓄積された受信済みの各画像データが、メモリコントローラ４に
よって読み出されると、ＣＯＤＥＣ６で伸張復号された後、画像処理回路１１に送出され
る。そして、プリンタ機構制御回路１２により駆動するプリンタエンジン１３に、画像処
理回路１１から画像データが与えられて、ＳＤＲＡＭ５に蓄積された受信済みの各画像デ
ータによる画像が、記録紙に印字される。このＳＤＲＡＭ５に蓄積された全画像データに
よる画像の印字が終了すると、複合機が通常モードでの待機状態となるため、図２のフロ
ーチャートのＳ１に移行する。
【００６１】
　又、ユーザによる節電キー１０への操作が確認されなかった場合（Ｓ１０１でＮｏ）、
図２のフローチャートのＳ８と同様、モデム７及びＮＣＵ８によるファクシミリ受信の有
無をＭＰＵ１が確認する（Ｓ１０６）。そして、モデム７及びＮＣＵ８によるファクシミ
リ受信をＭＰＵ１が確認すると（Ｓ１０６でＹｅｓ）、Ｓ１０３と同様、ＳＤＲＡＭ５に
記憶されたデータ量が上限となる所定のデータ量以上に達しているか否かを確認する（Ｓ
１０７）。
【００６２】
　このとき、ＳＤＲＡＭ５に記憶されたデータ量が所定のデータ量に達していない場合（
Ｓ１０７でＮｏ）、ＳＤＲＡＭ５への画像データの蓄積が可能とＭＰＵ１が判断して、フ
ァクシミリ受信した画像データをＳＤＲＡＭ５へ記憶する（Ｓ１０８）。即ち、他のファ
クシミリ装置からの信号をＮＣＵ８が受信すると、受信した信号をモデム７で復調して、
圧縮符号化された画像データを取得する。このモデム７で復調して得られた画像データが
メモリコントローラ４に与えられ、ＳＤＲＡＭ５へ記憶されて、受信した画像データとし
て蓄積される。その後、Ｓ１０１へ移行し、再び、節電キー１０への操作の有無が確認さ
れる。
【００６３】
　一方、ＳＤＲＡＭ５に記憶されたデータ量が所定のデータ量に達している場合（Ｓ１０
７でＹｅｓ）、Ｓ１０２と同様、まず、ＭＰＵ１がスイッチＳＷ１をＯＮとして、第３電
源回路２０２からの電源供給が再開する（Ｓ１０９）。その後、Ｓ１０４に移行して、Ｍ
ＰＵ１がスイッチＳＷ２をもＯＮとして、第２電源回路２０１からの電源供給も再開させ
て、複合機が通常モードに復帰する。
【００６４】
　そして、Ｓ１０５に移行して、ＳＤＲＡＭ５に記憶された画像データによる画像が記録
紙に印字された後、図２のフローチャートのＳ１に移行する。尚、Ｓ１０５による動作時
において、モデム７及びＮＣＵ８によって受信して得られた画像データについては、ＳＤ
ＲＡＭ５に記憶さてもよいし、既にＳＤＲＡＭ５に蓄積された画像データと同様、その画
像が記録紙に印字されてもよい。
【００６５】
　又、上記のファクシミリ受信が確認されなかった場合（Ｓ１０６でＮｏ）、図２のフロ
ーチャートのＳ１１と同様、ＬＡＮインターフェース９を通じた端末装置からのアクセス
の有無をＭＰＵ１が確認する（Ｓ１１０）。このとき、ＬＡＮインターフェース９による
信号の受信が確認されなかった場合（Ｓ１１０でＮｏ）、Ｓ１０１に移行して、節電キー
１０への操作の有無が確認される。一方、ＬＡＮ上の端末装置から送信された信号をＬＡ
Ｎインターフェース９で受信し、端末装置からのアクセスを確認すると（Ｓ１１０でＹｅ
ｓ）、図２のフローチャートのＳ１２と同様、端末装置がアクセスして要求する内容を、
ＭＰＵ１が確認する（Ｓ１１１）。
【００６６】
　そして、端末装置の要求内容が、ネットワークファクシミリ機能を利用したファクシミ
リ送信である場合（Ｓ１１１の「ＦＡＸ送信」）、図２のフローチャートのＳ１３と同様
、ＬＡＮインターフェース９で受信した画像データをファクシミリ送信する（Ｓ１１２）
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。このネットワークファクシミリ機能によりファクシミリ送信する場合は、第１電源回路
２００により電源が供給される第１電子回路部品群１００のみで実現できる。そして、ネ
ットワークファクシミリ機能によるファクシミリ送信が終了すると、複合機の動作がＳ１
０１に移行する。
【００６７】
　又、端末装置の要求内容が、ネットワークプリンタ機能又はネットワークスキャナ機能
を利用する動作である場合（Ｓ１１１の「スキャナ、プリンタ」）、Ｓ１０２及びＳ１０
９における動作と同様、ＭＰＵ１がスイッチＳＷ１をＯＮとする（Ｓ１１３）。これによ
り、第３電源回路２０２からの電源供給が再開する。その後、図２のフローチャートのＳ
１４へ移行して、複合機が通常モードに復帰した後、指示された機能に応じた動作が実行
される。
【００６８】
　更に、端末装置の要求内容が、ＳＤＲＡＭ５に記憶された画像データによる画像の閲覧
である場合（Ｓ１１１の「画像閲覧」）、図２のフローチャートのＳ１６と同様、ＳＤＲ
ＡＭ５に記憶された画像データの端末装置への送信が実行される（Ｓ１１４）。これによ
り、ＬＡＮインターフェース９から送信された画像データを受信した端末装置では、受信
した画像データによる画像が表示され、ユーザにより閲覧される。
【００６９】
　端末装置によりＳＤＲＡＭ５に記憶した画像データが閲覧されているとき、図２のフロ
ーチャートのＳ１７と同様、ＭＰＵ１は、閲覧している画像の印字が端末装置より指示さ
れたか否かを確認する（Ｓ１１５）。このとき、印字を指示する信号がＬＡＮインターフ
ェース９により受信されなかった場合（Ｓ１１５でＮｏ）、ＬＡＮインターフェース９に
よる端末装置との通信が終了して、Ｓ１０１に移行する。
【００７０】
　一方、端末装置からの印字を指示する信号をＬＡＮインターフェース９が受信した場合
（Ｓ１１５でＹｅｓ）、Ｓ１１３に移行して、スイッチＳＷ１をＯＮとした後、図２のフ
ローチャートのＳ１４へ移行する。これにより、複合機が通常モードに復帰した後、図２
のフローチャートのＳ１５における動作によって、端末装置を通じて印字が指示された画
像データの画像が記録紙へ印字される。
【００７１】
　このように、図１の複合機が、図２及び図３のフローチャートに従って動作することで
、通常モードで待機中の場合に省エネルギーモードへ遷移するとき、スイッチＳＷ２，Ｓ
Ｗ１を順番にＯＦＦとして、段階的に遷移する。一方、省エネルギーモードで待機中に通
常モードに復帰する場合も、指示された動作によって、スイッチＳＷ１，ＳＷ２のＯＮを
段階的に指令する。更に、第１電子回路部品群１００の動作のみで可能な場合は、スイッ
チＳＷ１，ＳＷ２をＯＦＦとしたままで動作可能であるため、消費電力を抑制できる。
【００７２】
　尚、複合機が通常モードで待機している場合、上記のように、ファクシミリ受信をした
とき、受信した画像データによる画像を印字するものとしたが、ＳＤＲＡＭ５に一時的に
蓄積されてもよい。この場合、ＳＤＲＡＭ５に記憶されたデータ量が所定量になったとき
、或いは、操作部２２による操作又は端末装置からのアクセスにより印字が指示されたと
き、記録紙に印字されてもよい。更に、操作部２２による操作又は端末装置からのアクセ
スにより印字が指示される場合は、ＳＤＲＡＭ５に記憶された画像データより印字する画
像データが選択されてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、図１に示す複合機に限らず、ファクシミリ機能を有し、且つ、構内ネットワ
ークと接続できる画像処理装置であれば、スキャナ機能、プリンタ機能、及びコピー機能
のいずれかをファクシミリ機能と組み合わせて備えた複合機に適用できる。
【図面の簡単な説明】
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【００７４】
【図１】は、本発明の画像処理装置の一例となる複合機の構成を示すブロック図である。
【図２】は、図１の複合機の通常モードにおける動作を示すフローチャートである。
【図３】は、図１の複合機の省エネルギーモードにおける動作を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００７５】
　　　１　　　　ＭＰＵ
　　　２　　　　ＲＯＭ
　　　３　　　　ＲＡＭ
　　　４　　　　メモリコントローラ
　　　５　　　　ＳＤＲＡＭ
　　　６　　　　ＣＯＤＥＣ
　　　７　　　　モデム
　　　８　　　　ＮＣＵ
　　　９　　　　ＬＡＮインターフェース
　　　１０　　　節電キー
　　　１１　　　画像処理回路
　　　１２　　　プリンタ機構制御回路
　　　１３　　　プリンタエンジン
　　　１４　　　スキャナ制御部
　　　１５　　　画像処理部
　　　１６　　　光源
　　　１７　　　撮像部
　　　２１　　　サブシステムコントローラ
　　　２２　　　操作部
　　　２３　　　表示部
　　　２４　　　温度検出部
　　　１００　　第１電子回路部品群
　　　１０１　　第２電子回路部品群
　　　１０２　　第３電子回路部品群
　　　２００　　第１電源回路
　　　２０１　　第２電源回路
　　　２０２　　第３電源回路
　　　ＳＷ１　　スイッチ
　　　ＳＷ２　　スイッチ
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