JP 2013‑231849 A 2013.11.14

(57)【要約】
【課題】電源切断処理にかかる時間を短縮できる技術を
提供すること。
【解決手段】画像形成装置の制御部は、受付部から電源
を切断する切断指示を受け取った時に、実行している実
行ジョブがあるか否か、および実行を待機している待機
ジョブがあるか否かを判断するジョブ判断処理（ステッ
プＳ１５、Ｓ２０）と、ジョブ判断処理において実行ジ
ョブおよび待機ジョブがあると判断した場合、実行ジョ
ブおよび待機ジョブの実行に不要な共通不要部材がある
か否かを判断する不要判断処理（ステップＳ４５）と、
不要判断処理において共通不要部材があると判断した場
合、共通不要部材への電源からの電力供給を停止する電
力停止処理（ステップＳ５０）とを実行する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
各種ジョブの実行に際して使用される複数の機能部であって、各機能部が少なくとも一
個の個別部材を含む、複数の機能部と、
前記複数の機能部に電力を供給する電源と、
前記電源を切断する切断指示を受け付ける受付部と、
前記電源から前記複数の機能部への電力供給を制御する制御部とを備えた画像形成装置
であって、
前記制御部は、
前記受付部から前記切断指示を受け取った時に、

10

実行している実行ジョブがあるか否か、および実行を待機している待機ジョブがあるか
否かを判断するジョブ判断処理と、
前記ジョブ判断処理において実行ジョブおよび待機ジョブがあると判断した場合、前記
複数の機能部について、前記実行ジョブおよび前記待機ジョブの実行に不要な共通不要部
材があるか否かを判断する不要判断処理と、
前記不要判断処理において共通不要部材があると判断した場合、前記共通不要部材への
前記電源からの電力供給を停止する電力停止処理と、
を実行する、画像形成装置。
【請求項２】
請求項１に記載の画像形成装置において、
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前記制御部は、前記実行ジョブの実行が完了する度に、前記待機ジョブがあるか否かを
判断する、画像形成装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載の画像形成装置において、
前記制御部は、
前記ジョブ判断処理において、前記待機ジョブが複数あるか否かを判断し、
複数の待機ジョブがあると判断した場合に、前記複数の待機ジョブの内、実行時間の長
い待機ジョブの実行順序を上位とするように、前記実行順序を変更する変更処理をさらに
実行する、画像形成装置。
【請求項４】
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請求項１または請求項２に記載の画像形成装置において、
前記制御部は、
前記ジョブ判断処理において、前記待機ジョブが複数あるか否かを判断し、
複数の待機ジョブがあると判断した場合に、前記実行ジョブと共通する機能部を使用す
る待機ジョブを継続して実行するように前記実行順序を変更する変更処理をさらに実行す
る、画像形成装置。
【請求項５】
請求項１または請求項２に記載の画像形成装置において、
前記制御部は、
前記ジョブ判断処理において、前記待機ジョブが複数あるか否かを判断し、
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複数の待機ジョブがあると判断した場合に、前記複数の待機ジョブの内、消費電力の大
きい機能部を用いる待機ジョブの実行順位を上位とするように、前記実行順序を変更する
変更処理をさらに実行する、画像形成装置。
【請求項６】
請求項３から請求項５のいずれか一項に記載の画像形成装置において、
用紙を搬送する搬送ローラと、
前記搬送された用紙にトナー像を定着させる定着部とをさらに備え、
前記制御部は、前記変更処理において、前記定着部の温度を上昇させるヒータと、前記
搬送ローラを駆動するモータとを少なくとも用いる前記待機ジョブの実行順序を上位とす
るように、前記実行順序を変更する、画像形成装置。
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【請求項７】
各種ジョブの実行に際して使用される複数の機能部であって、各機能部が少なくとも一
個の個別部材を含む、複数の機能部と、
前記複数の機能部に電力を供給する電源と、
前記電源を切断する切断指示を受け付ける受付部と、
前記電源から前記複数の機能部への電力供給を制御する制御部とを備えた画像形成装置
であって、
前記制御部は、
前記受付部から前記切断指示を受け取った時に、
実行している実行ジョブがあるか否か、および実行を待機している待機ジョブがあるか
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否かを判断するジョブ判断処理と、
前記ジョブ判断処理において実行ジョブがあると判断し、かつ待機ジョブがないと判断
した場合、前記複数の機能部について、前記実行ジョブの実行に不要な実行不要部材があ
るか否かを判断する実行不要判断処理と、
前記実行不要判断処理において実行不要部材があると判断した場合、前記実行不要部材
への前記電源からの電力供給を停止する電力停止処理と、
を実行する、画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は画像形成装置に関し、詳しくは、画像形成装置の電源を的確なタイミングで切
断する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、画像形成装置の電源を的確なタイミングで切断する技術として、例えば、特許文
献１に記載されたものが知られている。その従来技術文献においては、電源ソフトスイッ
チのオフ入力時に電源遮断許可の通知を行い、待機状態のジョブ（待機ジョブ）の印刷を
行うかどうかの入力を受けて、待機ジョブの印刷を行う場合には印刷完了時に電源を遮断
する技術が開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９−２７１４１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上記従来技術文献の技術では、電源遮断許可の通知が行われて待機ジョ
ブの印刷を行う旨の入力を受けると、待機ジョブの印刷が全て完了するまで電源を遮断す
る処理を開始できなかった。そのため、電源を切断する処理に比較的時間がかかる不都合
があった。
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【０００５】
本発明は、電源を切断する処理にかかる時間を短縮できる画像形成装置を提供するもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本明細書によって開示される画像形成装置は、各種ジョブの実行に際して使用される複
数の機能部であって、各機能部が少なくとも一個の個別部材を含む、複数の機能部と、前
記複数の機能部に電力を供給する電源と、前記電源を切断する切断指示を受け付ける受付
部と、前記電源から前記複数の機能部への電力供給を制御する制御部とを備えた画像形成
装置であって、前記制御部は、前記受付部から前記切断指示を受け取った時に、実行して
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いる実行ジョブがあるか否か、および実行を待機している待機ジョブがあるか否かを判断
するジョブ判断処理と、前記ジョブ判断処理において実行ジョブおよび待機ジョブがある
と判断した場合、前記複数の機能部について、前記実行ジョブおよび前記待機ジョブの実
行に不要な共通不要部材があるか否かを判断する不要判断処理と、前記不要判断処理にお
いて共通不要部材があると判断した場合、前記共通不要部材への前記電源からの電力供給
を停止する電力停止処理とを実行する。
【０００７】
本構成によれば、電源を切断する切断指示を受け取った時に、実行ジョブおよび待機ジ
ョブがあると判断し、実行ジョブおよび待機ジョブの実行に不要な共通不要部材があると
判断した場合、共通不要部材への電源からの電力供給が停止される。そのため、実行ジョ
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ブおよび待機ジョブにおいて実行に不要な部材（共通不要部材）がある場合、切断指示を
受け取った時に、すなわち、実行ジョブおよび待機ジョブの実行が終了する前に、その不
要な部材への電力供給を停止することができる。そのため、電源を切断する処理にかかる
時間を短縮できる。
【０００８】
また、上記画像形成装置において、前記制御部は、前記実行ジョブの実行が完了する度
に、前記待機ジョブがあるか否かを判断するようにしてもよい。
本構成によれば、実行ジョブの実行が完了する度に、待機ジョブがある場合に共通不要
部材への電力供給を停止できる。そのため、ジョブの実行が全て完了するまでに電力供給
を停止できる不要部材を徐々に増加させていくことができる。それによって、電源を切断
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する処理にかかる時間を短縮できるとともに、消費電力をより低減できる。
【０００９】
また、上記画像形成装置において、前記制御部は、前記ジョブ判断処理において、前記
待機ジョブが複数あるか否かを判断し、複数の待機ジョブがあると判断した場合に、前記
複数の待機ジョブの内、実行時間の長い待機ジョブの実行順序を上位とするように、前記
実行順序を変更する変更処理をさらに実行するようにしてもよい。
本構成によれば、実行時間の長い待機ジョブの実行順序が上位とされる。そのため、例
えば、実行時間の長い待機ジョブから先に実行し、その実行中に他の待機ジョブを並行し
て実行することができ、それによって、ジョブが全て終了するまでの時間を短縮すること
ができる。
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【００１０】
また、上記画像形成装置において、前記制御部は、前記ジョブ判断処理において、前記
待機ジョブが複数あるか否かを判断し、複数の待機ジョブがあると判断した場合に、前記
実行ジョブと共通する機能部を使用する待機ジョブを継続して実行するように前記実行順
序を変更する変更処理をさらに実行するようにしてもよい。
本構成によれば、共通する機能部を使用する待機ジョブを継続して実行することによっ
て、後続する待機ジョブに必要のない機能部への電力供給を早い時期に停止することがで
きる。すなわち、共通する機能部を使用する待機ジョブが待機順に実行されると、その最
後の待機ジョブが実行されるまで、共通する機能部への電力供給を維持する必要があるが
、同一の機能部を使用する待機ジョブを継続して実行することによって、そのような必要
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性はなくなる。
【００１１】
また、上記画像形成装置において、前記制御部は、前記ジョブ判断処理において、前記
待機ジョブが複数あるか否かを判断し、複数の待機ジョブがあると判断した場合に、前記
複数の待機ジョブの内、消費電力の大きい機能部を用いる待機ジョブの実行順位を上位と
するように、前記実行順序を変更する変更処理をさらに実行するようにしてもよい。
本構成によれば、消費電力の大きい機能部を用いる待機ジョブの実行順位を上位とする
ことによって、すなわち、消費電力の大きい機能部を用いる待機ジョブから先に実行され
る。そのため、ジョブが全て終了するまでの消費電力を低減することができる。
【００１２】
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また、上記画像形成装置において、用紙を搬送する搬送ローラと、前記搬送された用紙
にトナー像を定着させる定着部とをさらに備え、前記制御部は、前記変更処理において、
前記定着部の温度を上昇させるヒータと、前記搬送ローラを駆動するモータとを少なくと
も用いる前記待機ジョブの実行順序を上位とするように、前記実行順序を変更するように
してもよい。
本構成によれば、ヒータとモータとを用いるジョブ(例えば、機能部として画像形成部
を用いるジョブ)の実行順序を上位に変更することで、ヒータとモータとの電源をより早
く切断することができる。すなわち、ヒータとモータの電力消費は大きいため、ジョブが
全て終了するまでの消費電力を低減することができる。
【００１３】
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また、本明細書によって開示される画像形成装置は、各種ジョブの実行に際して使用さ
れる複数の機能部であって、各機能部が少なくとも一個の個別部材を含む、複数の機能部
と、前記複数の機能部に電力を供給する電源と、前記電源を切断する切断指示を受け付け
る受付部と、前記電源から前記複数の機能部への電力供給を制御する制御部とを備えた画
像形成装置であって、前記制御部は、前記受付部から前記切断指示を受け取った時に、実
行している実行ジョブがあるか否か、および実行を待機している待機ジョブがあるか否か
を判断するジョブ判断処理と、前記ジョブ判断処理において実行ジョブがあると判断し、
かつ待機ジョブがないと判断した場合、前記複数の機能部について、前記実行ジョブの実
行に不要な実行不要部材があるか否かを判断する実行不要判断処理と、前記実行不要判断
処理において実行不要部材があると判断した場合、前記実行不要部材への前記電源からの
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電力供給を停止する電力停止処理とを実行する。
本構成によれば、電源を切断する切断指示を受け取った時に、実行ジョブがあり、かつ
、待機ジョブがない場合において、実行不要部材への電力供給を停止することができる。
それによって、電源を切断する処理にかかる時間を短縮できる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明の画像形成装置によれば、ジョブ判断処理および不要部材の判断処理の判断結果
に応じて、不要部材への電源からの電力供給が停止されるため、電源を切断する処理にか
かる時間を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】本発明に係る複合機の外観斜視図
【図２】複合機の電気的構成を概略的に示すブロック図
【図３】ジョブと機能部との関係を示す表
【図４】実施形態１における電源切断制御処理の各処理を示すフローチャート
【図５】実施形態２における、待機ジョブの実行順序の変更例を示すタイムチャート
【発明を実施するための形態】
【００１６】
＜実施形態１＞
次に実施形態１について図１から図４を参照して説明する。
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【００１７】
１．複合機の構成
実施形態１では、本発明に係る画像形成装置を、例えば、プリンタ機能、ダイレクトプ
リント機能、コピー機能、ファクシミリ機能、およびスキャナ機能等を備えた、いわゆる
複合機に適用した例を示す。なお、複合機１の機能構成はこれに限られない。例えば、複
合機１は、ファクシミリ機能およびダイレクトプリント機能を備えなくてもよい。
【００１８】
複合機１は、例えば、図１に示すように外観を有し、複合機１の本体部１Ａの内部には
、画像形成部２および原稿読取部３等が収容されている。また、複合機１の前面上部には
操作パネル４が設けられている。操作パネル４は、ＬＣＤ等に表示部４Ａ、各種操作ボタ
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ン４Ｂ、およびソフト電源キー４Ｃ等を含む。
【００１９】
２．複合機の電気的構成
次に、複合機１の電気的構成について説明する。図２に示されるように、複合機１は、
ＣＰＵ３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、ＮＶＲＡＭ（不揮発性メモリ）３４を含む。複合
機１は、その他のメモリとして、例えば、各種データを保存するハードディスク（図示せ
ず）を含む。
【００２０】
ＣＰＵ３１には、ネットワークインターフェイス（以下、ネットワークＩ／Ｆと記す）
３５、モデム３６、外付けメディア制御部３７、画像形成部２、原稿読取部３、操作パネ
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ル４および電源５等が接続されている。ＣＰＵ３１（制御部の一例）は、ＲＯＭ３２から
読み出した制御プログラムにしたがって、その処理結果をＲＡＭ３３またはＮＶＲＡＭ３
４に記憶させながら、複合機１の各構成部を制御する。
【００２１】
ＲＯＭ３２には、複合機１を制御するための各種制御プログラムや各種設定、初期値等
が記憶されている。ＲＡＭ３３は、各種制御プログラムが読み出される作業領域として、
あるいは画像データを一時的に記憶する記憶領域として用いられる。また、ＮＶＲＡＭ３
４には、各種設定値等が保存される。
【００２２】
ネットワークＩ／Ｆ３５には、パーソナルコンピュータＰＣ等が接続され、ネットワー
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クＩ／Ｆ３５を介して外部のパーソナルコンピュータＰＣとの相互のデータが通信される
。また、モデム３６は、電話回線（図示せず）に接続され、モデム３６を介して外部のフ
ァクシミリ装置等との相互のデータが通信される。
【００２３】
外付けメディア制御部３７は、デジタルカメラの写真データをダイレクト印刷する際に
、写真データが格納された外付けメディアを制御する。外付けメディアは、例えば、操作
パネル４に設けられる外付けメディア装着部（図示せず）に装着される。
【００２４】
画像形成部２は、周知の、露光ユニット、プロセスカートリッジ、転写ユニット、およ
び定着部８等を含み、ＣＰＵ３１の制御にしたがって、所定の用紙（記録媒体）に画像を
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形成する。定着部８は、その温度を上昇させるヒータ８Ａを含み、搬送された用紙にトナ
ー像を定着させる。また、原稿読取部３は、周知の、フラットベッド部、ＡＤＦ（自動原
稿供給装置）および読取ヘッド等を含み、原稿を読み取って読取データを生成する。また
、画像形成部２は、画像形成が形成される用紙を搬送する搬送ローラ６と、搬送ローラを
駆動するモータ７とを含む。
【００２５】
操作パネル４のソフト電源キー４Ｃは、ユーザによる電源５を切断する切断指示（以下
、電源切断指示と記す）を受け付ける。ソフト電源キー４Ｃは受付部の一例である。なお
、受付部はソフト電源キー４Ｃに限られない。例えば、コンピュータＰＣから電源切断指
示を受けることが可能な画像形成装置においては、ネットワークＩ／Ｆ３５が受付部に相
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当する。
【００２６】
電源５は、交流電圧を受け取り、交流電圧から各種の直流電圧を生成する。複合機１の
各構成部には、適応した直流電圧が供給される。ＣＰＵ３１は、ソフト電源キー４Ｃの操
作に応じて、電源５からの電力供給を制御する。
【００２７】
３．電源切断制御処理
次に、図３および図４を参照して、実施形態１における特徴的な構成である、電源切断
指示を受け取った時に、電源５を切断する際の、すなわち、電源５から複合機１の各部へ
の電力供給を停止させる際の、電源切断制御処理を説明する。電源切断制御処理は、所定
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のプログラムにしたがってＣＰＵ３１によって実行される。
【００２８】
ここで、複数のジョブには、図３に示されるように、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
プリントジョブ、ダイレクトプリントジョブ、コピージョブ、ファクシミリ（ＦＡＸ）送
信ジョブ、ＦＡＸ受信ジョブ、およびスキャンジョブ等が含まれる。また、各種ジョブの
実行に際して使用され、各々が少なくとも一個の個別部材を含む複数の機能部には、図３
に示されるように、画像形成部２、原稿読取部３、ネットワークインターフェイス（Ｉ／
Ｆ）３５、モデム３６、操作パネル４および外付けメディア制御部３７が含まれる。
例えば、画像形成部２は、個別部材として、露光ユニット、プロセスカートリッジ、転
写ユニット、および定着部８等を含む。また、モデム３６は、それ自体で機能部に相当し
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、すなわち、一個の個別部材を含む機能部に相当する。この場合、機能部と個別部材とは
同一となる。また、「実行不要部材」、「待機不要部材」、および「共通不要部材」の用
語は、基本的に個別部材に対応して使用される。なお、モデム３６のように機能部が一個
の個別部材からなる場合は、各用語は、機能部にも対応することとなる。
【００２９】
なお、図３に示される複数のジョブおよび複数の機能部は一例に過ぎず、複数のジョブ
および複数の機能部は、図３に示されるものに限られない。
【００３０】
ＣＰＵ３１は、ユーザによってソフト電源キー４Ｃが操作され、ソフト電源キー４Ｃか
ら電源切断指示を受け取ると（ステップＳ１０：ＹＥＳ）、この時、実行している実行ジ

20

ョブがあるか否か（ステップＳ１５）、および実行を待機している待機ジョブがあるか否
か（ステップＳ２０）を判断する。ステップＳ１５およびステップＳ２０は、ジョブ判断
処理に相当する。
【００３１】
なお、ここで、実行ジョブがあるか否かの判断は、例えば、ＣＰＵ３１が、いずれかの
ジョブの実行指示を、操作パネル４あるいはネットワークＩ／Ｆ３５等を介して受け取っ
ているかどうかによって行われる。また、待機ジョブがあるか否かの判断は、例えば、印
刷されるのを待機している全ての印刷ジョブのリストである、ＲＡＭ３３内の印刷待ち行
列に印刷ジョブが登録されているかどうかによって行われる。
【００３２】
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実行ジョブがないと判断したとき（ステップＳ１５：ＮＯ）、電源５から複合機１の各
部への電力供給を停止させる、すなわち電源５を切断する（ステップＳ６５）。例えば、
電源５がスイッチング電源で構成される場合、ＣＰＵ３１は、電源５のスイッチング動作
を停止させ、各種直流電圧の生成を停止させる。
【００３３】
一方、実行ジョブがあると判断したとき（ステップＳ１５：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３１は、
待機ジョブがあるか否かを判断する（ステップＳ２０）。待機ジョブがないと判断した場
合（ステップＳ２０：ＮＯ）、実行ジョブの実行に不要な実行不要部材があるか否かを判
断する（ステップＳ３０：実行不要判断処理に相当）。
【００３４】
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実行不要部材がないと判断した場合（ステップＳ３０：ＮＯ）、電力供給状態をそのま
まに維持して、実行ジョブの実行を継続する（ステップＳ５５）。一方、実行不要部材が
あると判断した場合（ステップＳ３０：ＹＥＳ）、実行不要部材への電力供給を停止する
（ステップＳ３５：電力停止処理に相当）。詳しくは、実行不要部材のうちの少なくとも
一部への電源５からの電力供給を停止する、
【００３５】
例えば、電源切断指示を受け取った際に、実行ジョブがＰＣからの指令によるＰＣプリ
ントであり、待機ジョブがない場合、原稿読取部３、モデム３６、操作パネル４および外
付けメディア制御部３７が実行不要部材に相当し、それらへの電力供給が停止される。具
体的には、電源５から各実行不要部材への電力供給経路が、接続切替えスイッチ、例えば
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リレー等を制御することによって、遮断される。
【００３６】
なお、ここで、実行不要部材のうちの少なくとも一部とは、例えば、機能部が複数の部
材から成る画像形成部２である場合、画像形成部２のうちの少なくとも一部、例えば、露
光ユニットを意味する。そのため、例えば、電源切断指示を受け取った際に、実行ジョブ
がＰＣからの指令によるＰＣプリントであり、待機ジョブがない場合、露光処理が終了し
ていれば、露光ユニットへの電力供給を停止してもよい。
【００３７】
このように、電源切断指示を受け取った時に、実行ジョブがあり、待機ジョブがない場
合において、実行不要部材への電力供給を停止することができる。それによって、電源を
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切断する処理にかかる時間を短縮できるとともに、消費電力を低減できる。
【００３８】
一方、ステップＳ２０において、待機ジョブがあると判断した場合（ステップＳ２０：
ＹＥＳ）、ステップＳ３０と同様に、実行ジョブの実行に不要な実行不要部材があるか否
かを判断する（ステップＳ２５）。実行不要部材がないと判断した場合（ステップＳ２５
：ＮＯ）、実行ジョブの実行を継続する（ステップＳ５５）。一方、実行不要部材がある
と判断した場合（ステップＳ２５：ＹＥＳ）、待機ジョブの実行に不要な待機不要部材が
あるか否かを判断する（ステップＳ４０）。
【００３９】
待機不要部材がないと判断した場合（ステップＳ４０：ＮＯ）、電力供給状態をそのま
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まに維持して、実行ジョブの実行を継続する（ステップＳ５５）。一方、待機不要部材が
あると判断した場合（ステップＳ４０：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３１は、実行不要部材および待
機不要部材に共通して含まれる共通不要部材があるか否かを判断する（ステップＳ４５）
。なお、ここでは、ステップＳ２５、Ｓ４０およびＳ４５の処理が、実行ジョブおよび待
機ジョブの実行に不要な共通不要部材があるか否かを判断する「不要判断処理」に相当す
る。このように、本実施形態では、不要判断処理を、ステップＳ２５、Ｓ４０およびＳ４
５の３つのステップにしたがって行う例を示したがこれに限られず、１つのステップで行
うようにしてもよい。
【００４０】
共通不要部材がないと判断した場合（ステップＳ４５：ＮＯ）、実行不要部材は待機ジ
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ョブで使用されるため、電力供給状態をそのままに維持して、実行ジョブの実行を継続す
る（ステップＳ５５）。この場合は、例えば、実行ジョブがＰＣプリントジョブで、待機
ジョブがダイレクトプリントジョブおよびＦＡＸ送信ジョブである場合に相当する（図３
参照）。一方、共通不要部材があると判断した場合（ステップＳ４５：ＹＥＳ）、共通不
要部材への電力供給を停止する（ステップＳ５０）。例えば、実行ジョブがＰＣプリント
ジョブで、待機ジョブがコピージョブである場合、モデム３６および外付けメディア制御
部３７が共通不要部材に相当し（図３参照）、モデム３６および外付けメディア制御部３
７への電力供給が停止される。
【００４１】
このように、実行不要部材および待機不要部材に共通に含まれる個別部材、すなわち、
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実行ジョブおよび待機ジョブにおいて使用されない共通不要部材に対しては、電源切断指
示を受け取った時に、電力供給を停止することができる。そのため、電源を切断する処理
にかかる時間を短縮できるとともに、消費電力を低減できる。
【００４２】
次いで、実行ジョブの実行（ステップＳ５５）が終了すると、ＣＰＵ３１は、待機ジョ
ブがあるか否かを判断する（ステップＳ６０）。待機ジョブがあると判断した場合（ステ
ップＳ６０：ＹＥＳ）、ステップＳ２５に戻って、ステップＳ２５からステップＳ６０ま
での処理を繰り返す。
【００４３】
このように、ＣＰＵ３１は、実行ジョブの実行が完了する度に、待機ジョブがあるか否
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かを判断し（ステップＳ６０）、待機ジョブがあると判断した場合において、ステップＳ
２５およびステップＳ４０を実行して、不要判断処理（ステップＳ４５）を実行する。そ
して、共通不要部材がある場合（ステップＳ４５：ＹＥＳ）、共通不要部材への電力供給
を停止できる。そのため、ジョブの実行が全て完了するまでに電力供給を停止できる個別
部材を徐々に増加させていくことができる。それによって、電源を切断する処理にかかる
時間を短縮できるとともに、消費電力をより低減できる。
【００４４】
一方、待機ジョブがないと判断した場合（ステップＳ６０：ＮＯ）、電源切断指示を受
け取った際のジョブの実行が全て終了したとして、電源５を切断する（ステップＳ６５）
。電源５の切断は、例えば、電源５による直流電圧の生成を停止させることによって行わ

10

れる。また、電源５から個別部材への電力供給経路が、接続切替えスイッチ、例えばリレ
ー等を制御することによって、遮断されることによって行われる。
【００４５】
４．実施形態１の効果
電源切断指示を受け取った時に、実行ジョブおよび待機ジョブがあると判断し、実行ジ
ョブおよび待機ジョブの実行に不要な共通不要部材があると判断した場合、共通不要部材
への電源からの電力供給が停止される。そのため、実行ジョブおよび待機ジョブにおいて
実行に不要な部材（共通不要部材）がある場合、電源切断指示を受け取った時に、すなわ
ち、実行ジョブおよび待機ジョブの実行が終了する前に、その不要な部材への電力供給を
停止することができる。そのため、電源を切断する処理にかかる時間を短縮できる。また
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、電源切断指示を受け取った時に、実行ジョブがあり、かつ、待機ジョブがない場合にお
いて、実行不要部材への電力供給を停止することができる。それによって、電源を切断す
る処理にかかる時間を短縮できる。
【００４６】
具体的には、ＣＰＵ３１は、電源切断指示を受け取った時に、実行ジョブおよびよび待
機ジョブがあると判断し（ステップＳ１５，Ｓ２０：ＹＥＳ）、実行不要部材および待機
不要部材がある判断した場合において（ステップＳ２５，Ｓ４０：ＹＥＳ）、共通不要部
材があると判断した場合（ステップＳ４５：ＹＥＳ）、共通不要部材への電源からの電力
供給を停止する（ステップＳ５０）。また、ＣＰＵ３１は、電源切断指示を受け取った時
に、実行ジョブがあると判断し（ステップＳ１５：ＹＥＳ）、待機ジョブがないと判断し
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（ステップＳ２０：ＮＯ）、実行不要部材があると判断した場合（ステップＳ３０：ＹＥ
Ｓ）、実行不要部材への電源からの電力供給を停止する（ステップＳ３５）。そのため、
電源を切断する処理にかかる時間を短縮できるとともに、消費電力を低減できる。
【００４７】
＜実施形態２＞
次に実施形態２について図５を参照して説明する。なお、実施形態２は、実施形態１と
は電源切断制御処理の一部のみが異なり、その相違点について説明する。
【００４８】
実施形態２では、ＣＰＵ３１は、例えば、図４のステップＳ２０の処理（ジョブ判断処
理）において、待機ジョブが複数あるか否かを判断し、複数の待機ジョブがあると判断し
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た場合に、複数の待機ジョブの実行順序を変更する変更処理をさらに実行する。通常、待
機ジョブの実行に必要な部材は各待機ジョブによって異なる。また、各機能部の待機ジョ
ブの実行に必要な作動時間および消費電力は異なる。そのため、複数の待機ジョブの実行
順序を変更することによって、ジョブが全て終了するまでの時間および消費電力を低減す
ることができる。
【００４９】
例えば、図５に示されるように、電源切断指示を受け取った時に、複数の待機ジョブと
して、ＰＣプリントジョブ、ＦＡＸ送信ジョブ、およびコピージョブが、この実行順序で
あったとする。その際、ＣＰＵ３１は、図５に示されるように、例えば、待ち行列の順序
を入れ替えて、ＰＣプリントジョブ→コピージョブ→ＦＡＸ送信ジョブの順に実行順序を
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変更する。ここでは、ＣＰＵ３１は、複数の待機ジョブの内、消費電力の大きい機能部を
用いる待機ジョブの実行順位を上位とするように、実行順序を変更する例が示される。す
なわち、ＦＡＸ送信ジョブでは消費電力の大きい画像形成部２は使用されないため、コピ
ージョブとＦＡＸ送信ジョブとの実行順序が変更される。
【００５０】
そのため、図５に示されるように、順序変更前では、画像形成部２への電力供給の停止
は、時刻ｔ４において行われたが、順序変更後では、画像形成部２への電力供給の停止は
、時刻ｔ２において行うことができる。具体的には、期間Ｋ１だけ早く、画像形成部２の
ヒータ８Ａおよび搬送ローラ（モータ）６への電力供給を停止することができる。それに
よって、消費電力を低減することができる。

10

【００５１】
また、通常、印刷動作後の処理として、電子写真方式では感光体ドラムのクリーニング
、あるいはインクジェット方式では印刷ヘッドキャップの駆動等が行われるため、図５の
時刻ｔ１からｔ２まで、および時刻ｔ３からｔ４までの印刷動作後処理時間Ｋｄが必要と
される。そのため、図５に示されるように、順序変更前では、複合機（装置）全体への電
力供給の停止、すなわち、電源切断時刻は時刻ｔ５となるが、順序変更後では、複合機全
体への電力供給の停止を、期間Ｋ２だけ早い時刻ｔ３に行うことができる。それによって
、消費電力を低減することができる。さらに、電源切断時刻を期間Ｋ２だけ早めることが
できる。
【００５２】

20

４．実施形態２の効果
ＣＰＵ３１は、複数の待機ジョブの内、消費電力の大きい機能部を用いる待機ジョブの
実行順位を上位とするように、実行順序を変更する。このように、消費電力の大きい機能
部を用いる待機ジョブの実行順位を上位とすることによって、すなわち、消費電力の大き
い機能部を用いる待機ジョブから先に実行される。そのため、ジョブが全て終了するまで
の消費電力を低減することができる。また、通常、画像形成部２を使用するジョブでは印
刷動作後処理時間Ｋｄが必要とされるため、コピージョブのように画像形成部２を使用す
るジョブを先に実行することによって、電源切断指示を受け取った時から電源を切断する
までにかかる時間を短縮できる。
【００５３】
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また、ＦＡＸ送信ジョブとコピージョブとの実行順序を変更することによって、定着部
８のヒータ８Ａ、例えばハロゲンヒータと、搬送ローラ６を駆動するモータ７とを少なく
とも用いるコピージョブ（待機ジョブ）の実行順序を上位とするように、実行順序が変更
される。
【００５４】
このように、ヒータ８Ａとモータ７とを用いるジョブ、すなわち、機能部として画像形
成部２を用いるジョブの実行順序を上位に変更することで、ヒータ８Ａとモータ７への電
力供給をより早く停止することができる。すなわち、通常、ヒータ８Ａとモータ７の電力
消費は大きいため、電源切断指示を受け取ってからジョブが全て終了するまでの消費電力
を低減することができる。
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【００５５】
＜他の実施形態＞
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００５６】
（１）上記実施形態２においては、複数の待機ジョブの実行順序を変更する際に、すな
わち、変更処理において、複数の待機ジョブの内、消費電力の大きい機能部を用いる待機
ジョブの実行順位を上位とするように、実行順序を変更する例を示したが、これに限られ
ない。
【００５７】
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例えば、複数の待機ジョブの内、実行時間の長い待機ジョブの実行順序を上位とするよ
うに、実行順序を変更するようにしてもよい。
この場合、実行時間の長い待機ジョブの実行順序が上位とされる。そのため、実行時間
の長い待機ジョブから先に実行し、例えば、その実行中に他の待機ジョブを並行して実行
することができ、それによって、ジョブが全て終了するまでの時間、すなわち、電源切断
指示を受け取った時から電源５を切断するまでにかかる時間（電源切断時間）を短縮でき
る。
【００５８】
あるいは、共通する機能部を使用する待機ジョブを継続して実行するように実行順序を
10

変更するようにしてもよい。
この場合、共通する機能部を使用する待機ジョブ、例えば共通する個別部材として画像
形成部２を使用する待機ジョブ、例えば、ＰＣプリントジョブおよびコピージョブを継続
して実行することによって、後続する待機ジョブ、例えば、ＦＡＸ送信ジョブに必要のな
い画像形成部２（機能部）への電力供給を早い時期に停止することができる。すなわち、
画像形成部２（共通する機能部）を使用する待機ジョブが待機順に実行されると、その最
後の待機ジョブが実行されるまで、画像形成部２への電力供給を維持する必要があるが、
共通する機能部を使用する待機ジョブを継続して実行することによって、そのような必要
性はなくなる。なお、ここで、「共通する機能部を使用する待機ジョブ」には、同一の待
機ジョブも含まれる。すなわち、同一の待機ジョブ、例えば複数のＰＣプリントジョブを
継続して実行するように実行順序を変更するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５９】
１…複合機、２…画像形成部、４…操作パネル、５…電源、６…搬送ローラ、７…モータ
、８…定着部、８Ａ…ヒータ、３１…ＣＰＵ、３５…ネットワークＩ／Ｆ、３６…モデム
、３７…外付けメディア制御部
【図１】

【図２】
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【図３】

【図５】

【図４】
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