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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷手段と、
　電力の供給の切断要求を、電源を管理する管理装置から受信する切断要求受信手段と、
　予め定められた事態の発生についての通知を受信する通知受信手段と、
　前記切断要求受信手段により電力の供給の切断要求を受信し、かつ、前記通知受信手段
により予め定められた事態の発生についての通知を受信した場合、予め定められたデータ
の印刷に必要な装置部分を除く他の装置部分について電力の供給を遮断し、前記印刷手段
により予め定められたデータを印刷後、さらに予め定められたデータの印刷に必要な装置
部分について電力の供給を切断するよう制御する制御手段と
　を有する画像形成装置。
【請求項２】
　前記予め定められたデータを記憶する記憶部をさらに有し、
　前記制御手段は、前記印刷手段が前記記憶部に記憶された予め定められたデータを印刷
するよう制御する
　請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、さらに前記予め定められたデータの印刷条件を記憶し、
　前記制御手段は、前記印刷手段が前記記憶部に記憶された印刷条件に基づいて前記予め
定められたデータを印刷するよう制御する
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　請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　充電装置をさらに有し、
　前記制御手段は、前記充電装置に充電された電力を用いて、前記印刷手段により予め定
められたデータを印刷するよう制御する
　請求項１乃至３いずれか記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、通常の電源から前記充電装置へ電力の供給を切り替える請求項４記載
の画像形成装置。
【請求項６】
　記録媒体を格納する複数の記録媒体格納部をさらに有し、
　前記印刷手段は、前記予め定められたデータを印刷する場合、前記複数の記録媒体格納
部のうち前記予め定められたデータ以外のデータを印刷するときに用いられる記録媒体格
納部とは異なる記録媒体格納部に格納されていた記録媒体に印刷する
　請求項１乃至４いずれか記載の画像形成装置。
【請求項７】
　記録媒体を格納する記録媒体格納部と、
　前記記憶部に記憶された印刷条件に定められた印刷枚数以上の記録媒体が前記記録媒体
格納部に格納されているか否かを検知する検知手段と
　を有する請求項３記載の画像形成装置。
【請求項８】
　画像形成装置と、電源を管理する管理装置とを備え、
　前記管理装置は、
　電力の供給の切断要求を送信する切断要求送信手段と、
　予め定められた事態の発生についての通知を送信する通知送信手段と
　を有し、
　前記画像形成装置は、
　印刷手段と、
　電力の供給の切断要求を受信する切断要求受信手段と、
　予め定められた事態の発生についての通知を受信する通知受信手段と、
　前記切断要求受信手段により電力の供給の切断要求を受信し、かつ、前記通知受信手段
により予め定められた事態の発生についての通知を受信した場合、予め定められたデータ
の印刷に必要な装置部分を除く他の装置部分について電力の供給を遮断し、前記印刷手段
により予め定められたデータを印刷後、さらに予め定められたデータの印刷に必要な装置
部分について電力の供給を切断するよう制御する制御手段と
　を有する
　電源管理システム。
【請求項９】
　画像形成装置のコンピュータに、
　電力の供給の切断要求を、電源を管理する管理装置から受信する切断要求受信ステップ
と、
　予め定められた事態の発生についての通知を受信する通知受信ステップと、
　電力の供給の切断要求を受信し、かつ、予め定められた事態の発生についての通知を受
信した場合、予め定められたデータの印刷に必要な装置部分を除く他の装置部分について
電力の供給を遮断し、前記印刷手段により予め定められたデータを印刷後、さらに予め定
められたデータの印刷に必要な装置部分について電力の供給を切断するよう制御する制御
ステップと
　を実行させるプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、電源管理システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、障害時の遠距離通信設備の各種インフラの情報を自動的に収集すること
を課題として次のようなことについて開示している。インフラストラクチャ管理コンピュ
ータは、遠距離通信設備を収容した中央オフィスに設けられた各種センサが供給する情報
を使用し、停電その他の障害時に、中央オフィスが備えるバックアップシステム各部の特
徴値を計算する。センサはバッテリ電圧、電力需要、交換機などの重要装置の温度、遠距
離通信設備の平均温度、バックアップ発電機が使用可能な燃料量、を送信し、コンピュー
タにそれらデータを提供する。コンピュータは、バックアップ発電機の電力カーブやバッ
テリ列のバッテリ放電カーブ等の既知の情報を含むデータベースにアクセスし、残りバッ
テリ時間、残り燃料時間、障害発生までの温度余裕などを計算する。これらの計算結果は
、イントラネットなどのホームページに表示され、予め選ばれた人々に閲覧可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－３４１１５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、予め定められた事態が発生した際に、電力の供給の切断要求を受信し
た場合であっても、所望の情報を利用することができる画像形成装置、電源管理システム
及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る本発明は、印刷手段と、電力の供給の切断要求を、電源を管理する管理
装置から受信する切断要求受信手段と、予め定められた事態の発生についての通知を受信
する通知受信手段と、前記切断要求受信手段により電力の供給の切断要求を受信し、かつ
、前記通知受信手段により予め定められた事態の発生についての通知を受信した場合、前
記印刷手段により予め定められたデータを印刷後、電力の供給を切断するよう制御する制
御手段とを有する画像形成装置である。
【０００６】
　請求項２に係る本発明は、前記予め定められたデータを記憶する記憶部をさらに有し、
前記制御手段は、前記印刷手段が前記記憶部に記憶された予め定められたデータを印刷す
るよう制御する請求項１記載の画像形成装置である。
【０００７】
　請求項３に係る本発明は、前記記憶部は、さらに前記予め定められたデータの印刷条件
を記憶し、前記制御手段は、前記印刷手段が前記記憶部に記憶された印刷条件に基づいて
前記予め定められたデータを印刷するよう制御する請求項２記載の画像形成装置である。
【０００８】
　請求項４に係る本発明は、前記制御手段は、前記切断要求受信手段により電力の供給の
切断要求を受信し、かつ、前記通知受信手段により予め定められた事態の発生についての
通知を受信した場合、前記通知受信手段による受信前の給電状態よりも消費電力が少ない
給電状態へと移行するよう制御する請求項１乃至３いずれか記載の画像形成装置である。
【０００９】
　請求項５に係る本発明は、充電装置をさらに有し、前記制御手段は、前記充電装置に充
電された電力を用いて、前記印刷手段により予め定められたデータを印刷するよう制御す
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る請求項１乃至４いずれか記載の画像形成装置である。
【００１０】
　請求項６に係る本発明は、記録媒体を格納する複数の記録媒体格納部をさらに有し、前
記印刷手段は、前記予め定められたデータを印刷する場合、前記複数の記録媒体格納部の
うち前記予め定められたデータ以外のデータを印刷するときに用いられる記録媒体格納部
とは異なる記録媒体格納部に格納されていた記録媒体に印刷する請求項１乃至５いずれか
記載の画像形成装置である。
【００１１】
　請求項７に係る本発明は、記録媒体を格納する記録媒体格納部と、前記記憶部に記憶さ
れた印刷条件に定められた印刷枚数以上の記録媒体が前記記録媒体格納部に格納されてい
るか否かを検知する検知手段とを有する請求項３記載の画像形成装置である。
【００１２】
　請求項８に係る本発明は、画像形成装置と、電源を管理する管理装置とを備え、前記管
理装置は、電力の供給の切断要求を送信する切断要求送信手段と、予め定められた事態の
発生についての通知を送信する通知送信手段とを有し、前記画像形成装置は、印刷手段と
、電力の供給の切断要求を受信する切断要求受信手段と、予め定められた事態の発生につ
いての通知を受信する通知受信手段と、前記切断要求受信手段により電力の供給の切断要
求を受信し、かつ、前記通知受信手段により予め定められた事態の発生についての通知を
受信した場合、前記印刷手段により予め定められたデータを印刷後、電力の供給を切断す
るよう制御する制御手段とを有する電源管理システムである。
【００１３】
　請求項９に係る本発明は、画像形成装置のコンピュータに、電力の供給の切断要求を、
電源を管理する管理装置から受信する切断要求受信ステップと、予め定められた事態の発
生についての通知を受信する通知受信ステップと、電力の供給の切断要求を受信し、かつ
、予め定められた事態の発生についての通知を受信した場合、予め定められたデータを印
刷後、電力の供給を切断するよう制御する制御ステップとを実行させるプログラムである
。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に係る本発明によれば、予め定められた事態が発生した際に、電力の供給の切
断要求を受信した場合であっても、所望の情報を印刷することができる画像形成装置を提
供することができる。
【００１５】
　請求項２に係る本発明によれば、請求項１に係る本発明の効果に加え、予め定められた
事態が発生した際に所望の情報を画像形成装置に入力することができない場合であっても
、当該所望の情報を印刷することができる画像形成装置を提供することができる。
【００１６】
　請求項３に係る本発明によれば、請求項２に係る本発明の効果に加え、本構成を有しな
い場合に比較して効率的に所望の情報を印刷することができる画像形成装置を提供するこ
とができる。
【００１７】
　請求項４に係る本発明によれば、請求項１乃至３いずれかに係る本発明の効果に加え、
本構成を有しない場合に比較して、予め定められた事態の発生後の消費電力を抑制しつつ
、所望の情報を印刷することができる画像形成装置を提供することができる。
【００１８】
　請求項５に係る本発明によれば、請求項１乃至４いずれかに係る本発明の効果に加え、
電力が不足した環境下であっても所望の情報を印刷することができる画像形成装置を提供
することができる。
【００１９】
　請求項６に係る本発明によれば、請求項１乃至５いずれかに係る本発明の効果に加え、
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本構成を有しない場合に比べ確実に所望の情報を印刷することができる画像形成装置を提
供することができる。
【００２０】
　請求項７に係る本発明によれば、請求項３に係る本発明の効果に加え、予め定められた
事態が発生した際の所望の情報の印刷において記録媒体の不足が生じるか否かを事前に判
定することができる画像形成装置を提供することができる。
【００２１】
　請求項８に係る本発明によれば、予め定められた事態が発生した際に、電力の供給の切
断要求を受信した場合であっても、所望の情報を印刷することができる電源管理システム
を提供することができる。
【００２２】
　請求項９に係る本発明によれば、予め定められた事態が発生した際に、電力の供給の切
断要求を受信した場合であっても、所望の情報を印刷することができるプログラムを提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る電源管理システム２を示す模式図である。
【図２】プログラムが実行されることにより実現される電源管理装置６の機能構成の一例
を示すブロック図である。
【図３】画像形成装置８を示す断面図である。
【図４】画像形成装置８のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図５】プログラムが実行されることにより実現される画像形成装置８の機能構成を示す
ブロック図である。
【図６】画像形成装置８における動作の一例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】
【００２４】
　本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る電源管理システム２を示す模式図である。図１に示す
ように、電源管理システム２は、ＬＡＮ、ＷＡＮなどのネットワーク４に接続された被管
理装置の電源を管理する電源管理装置６と、電源管理装置６により電源が管理される画像
形成装置８－１、８－２などの被管理装置とを有する。なお、以下の説明では、画像形成
装置８－１、８－２のうちいずれかを特定せずに示す場合には、単に「画像形成装置８」
のように略記する。
【００２５】
　図１に示すように、被管理装置としては、画像形成装置８以外にも、情報処理装置１０
－１、１０－２などの他の装置も電源管理装置６によって電源が管理されるよう構成され
ていてもよい。なお、電源管理システム２は、図１に示すように例えば、ルータ、ハブな
どの通信機器１４－１～１４－５を介して電源管理装置６と被管理装置とが接続されてい
る。また、本実施形態では、電源管理装置６は、ファイアウォール１６を介してインター
ネットと接続しており、後述するように、電源管理システム２は、緊急地震速報などの予
め定められた事態の発生を通知する情報を、インターネットを介して取得することができ
る。
【００２６】
　また、本実施形態では、電源管理システム２は、データ記憶装置１２を有する。データ
記憶装置１２は、例えばファイルサーバとして構成されており、予め定められた事態の発
生の際に画像形成装置８－１又は画像形成装置８－２で出力するデータを記憶する。
【００２７】
　電源管理装置６は、コンピュータとしての機能を備え、被管理装置に対し信号を送信す
ることにより被管理装置の電源状態を管理する装置である。
　図２は、電源管理装置６においてプログラムが実行されることにより実現される電源管
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理装置６の機能構成の一例を示すブロック図である。
【００２８】
　電源管理装置６は、切断要求送信部２０と、復旧要求送信部２２と、事態発生通知送信
部２４とを含む。
【００２９】
　切断要求送信部２０は、画像形成装置８などの被管理装置に対し、電源オフ要求を送信
する。ここで、電源オフ要求とは、被管理装置における給電の状態を、電源オフ要求の受
信前よりも消費電力の小さい給電の状態へと移行するよう要求する信号である。なお、被
管理装置では、当該信号を受信すると、例えば、装置の状態を休止状態へ移行し、又は装
置に供給される電力を切断した電源切断状態へ移行する。
【００３０】
　復旧要求送信部２２は、画像形成装置８などの被管理装置に対し、電源復旧要求を送信
する。ここで、電源復旧要求とは、被管理装置における給電の状態を復旧させる信号であ
る。なお、被管理装置では、例えば、休止状態の被管理装置が電源復旧要求を受信すると
、電源オフ要求の受信前の給電状態に移行する。
【００３１】
　事態発生通知送信部２４は、画像形成装置８などの被管理装置に対し、予め定められた
事態の発生についての通知を送信する。本実施形態では、事態発生通知送信部２４は、緊
急事態の発生を被管理装置に対して通知する。ここで、電源管理装置６は、インターネッ
トなどを介して他の装置から、予め定められた事態の発生について情報を取得してもよい
し、電源管理装置６がセンサを備え、このセンサにより予め定められた事態の発生を感知
してもよい。例えば、緊急事態として地震の発生を例にすると、電源管理装置６は、イン
ターネット、電波などを介して、緊急地震速報などの地震の発生を通知する情報を取得し
てもよいし、電源管理装置６に備えた地震計により地震の発生を感知してもよい。このよ
うにいずれかの方法により電源管理装置６は、予め定められた事態の発生を検知し、被管
理装置に通知する。
【００３２】
　また、本実施形態の電源管理装置６では、予め定められた事態の発生を確認した場合、
切断要求送信部２０が画像形成装置８に対して電源オフ要求を送信するとともに、事態発
生通知送信部２４が画像形成装置８に対して予め定められた事態の発生を通知する。
【００３３】
　次に、画像形成装置８について説明する。
　図３は、画像形成装置８を示す断面図である。画像形成装置８は、入出力装置３０、印
刷装置３２、読取装置３４及び通信インタフェース３６を有している。
【００３４】
　入出力装置３０は、情報を表示する表示装置、及び操作者によってなされる入力を受付
ける入力受付装置を兼ねた備えた装置である。本実施形態では、入出力装置３０は、タッ
チパネルなどから構成されている。
【００３５】
　印刷装置３２は、印刷を行う装置である。印刷装置３２は、例えば３段の記録媒体格納
部３８を有し、これら記録媒体格納部３８のそれぞれには供給ヘッド４０が設けられてい
る。
【００３６】
　記録媒体格納部３８の一つが選択されると、供給ヘッド４０が作動して選択された記録
媒体格納部３８から記録媒体供給路４２を介して画像形成機構部４４に記録媒体が供給さ
れる。
【００３７】
　画像形成機構部４４は、イエロー、マゼンタ、シアン及びブラックの各感光体４６が併
設されていると共に、中間転写ベルト４８が設けられている。
【００３８】
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　各感光体４６の周囲には、帯電装置、露光装置、現像装置、一次転写装置及びクリーニ
ング装置など（図示せず）が配置され、各感光体４６に形成されたトナー像が中間転写ベ
ルト４８に転写される。白黒設定された場合は、ブラックのみが作動可能であるようにさ
れる。
【００３９】
　中間転写ベルト４８のトナー像は、二次転写ロール５０により、送られてきた記録媒体
に転写され、定着装置５２により定着され、このトナー像が定着された記録媒体が記録媒
体排出路５４を通って排出部５６に排出される。
【００４０】
　ただし、両面印刷が設定された場合は、定着装置５２により表面が定着された記録媒体
は、記録媒体排出路５４から反転装置５８に送られ、この反転装置５８で反転され、記録
媒体反転路６０に送られ、再び記録媒体供給路４２に戻され、画像形成機構部４４に送ら
れて裏面の印刷がなされる。
【００４１】
　読取装置３４は、両面原稿の読み取りが可能な自動原稿送り装置６２を有し、この自動
原稿送り装置６２により原稿はプラテン６４に送られ、このプラテン６４上でＣＣＤ等か
らなる読取部６６により原稿の画像が読み取られる。
【００４２】
　自動原稿送り装置６２に原稿がセットされたか否かを検出する原稿セット検出器６８が
設けられている。また、自動原稿送り装置６２はプラテンカバーを兼ねており、このプラ
テンカバーを開けることにより原稿をプラテン６４上に置くことができる。このプラテン
カバーの開閉は、プラテンカバー開閉検出器７０により検出できるようになっている。
【００４３】
　通信インタフェース（ＩＦ）３６は、ネットワーク４を介して電源管理装置６、データ
記憶装置１２などの他の装置と通信を行う装置であり、例えば、データ回線終端装置によ
り構成されている。なお、通信ＩＦ３６は、モデムとしての機能を備えてもよく、画像形
成装置８は、公衆回線を介してファクシミリの送受信を行なうよう構成されていてもよい
。
【００４４】
　また、画像形成装置８には、電力ケーブル７２が接続されており、電力ケーブル７２を
介して電力の供給を受けて、各処理を実行する。また、本実施形態では、画像形成装置８
は、バッテリーなどの充電装置７４を備えており、充電装置７４からの電力の供給により
処理を実行することもできるよう構成されている。なお、充電装置７４は、電力ケーブル
７２から供給される電力により充電されるよう構成されていてもよいし、太陽光発電など
の環境発電により生成された電力により充電されるよう構成されていてもよい。
【００４５】
　図４は、画像形成装置８のハードウェア構成を示すブロック図である。図４に示すよう
に、画像形成装置８は、上述の入出力装置３０、印刷装置３２、通信ＩＦ３６のほか、Ｃ
ＰＵ８０、システムメモリ８２、ＡＳＩＣ（application specific integrated circuit
）８４、ページメモリ８６、ハードディスクドライブ（HDD: Hard disk drive）８８、半
導体メモリ９０などを有している。
【００４６】
　ＣＰＵ８０は、後述するプログラムを実行することにより画像形成装置８の動作を制御
する。ここで、ＣＰＵ８０は、ＣＤＲＯＭ等の記憶媒体に格納されたプログラムを実行し
てもよく、又はネットワーク通信を介して提供されるプログラムを実行してもよい。また
、システムメモリ８２は、ＣＰＵ８０により読み出し又は書き込みが行なわれるデータ及
びプログラム、通信ＩＦ３６を介して受信したデータなどを記憶する。ＡＳＩＣ８４は、
画像処理などの処理を行う回路である。ページメモリ８６は、ＡＳＩＣ８４による処理の
際に用いられる画像データなどを記憶する。
【００４７】
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　ハードディスクドライブ８８は、予め定められた事態の発生時以外の時に画像形成装置
８によって処理対象となる、画像データ、印刷ジョブなどの情報を記憶する。半導体メモ
リ９０は、例えば、ＳＤカードなどの記憶装置であり、予め定められた事態の発生時に画
像形成装置８によって処理対象となる、画像データ、印刷ジョブなどの情報を記憶する。
なお、本実施形態では、半導体メモリ９０を用いる構成を例に説明するが、予め定められ
た事態の発生時に画像形成装置８によって処理対象となる情報を記憶する記憶装置として
は、半導体メモリ９０に限らず、予め定められた事態の発生時以外の時に画像形成装置８
によって処理対象となる情報を記憶する記憶装置よりも消費電力の小さい記憶装置でもよ
い。
【００４８】
　なお、図４に示した例では、通信ＩＦ３６とＣＰＵ８０とを接続しているが、通信ＩＦ
３６とＡＳＩＣ８４とを接続してもよい。
【００４９】
　図５は、プログラムが実行されることにより実現される画像形成装置８の機能構成を示
すブロック図である。
【００５０】
　画像形成装置８は、図５に示されるように、切断要求受信部１００と、復旧要求受信部
１０２と、通知受信部１０４と、制御部１０６と、印刷部１０８と、データ取得部１１０
と、記憶部１１２と、給電部１１４と、検知部１１６と、表示部１１８とを備えている。
【００５１】
　切断要求受信部１００は、電源管理装置６から送信された電源オフ要求を受信し、後述
する制御部１０６へ電源オフ要求を受信したことを通知する。
【００５２】
　復旧要求受信部１０２は、電源管理装置６から送信された電源復旧要求を受信し、後述
する制御部１０６へ電源復旧要求を受信したことを通知する。
【００５３】
　通知受信部１０４は、予め定められた事態の発生についての通知を受信する。なお、本
実施形態の通知受信部１０４は、電源管理装置６から送信された通知を受信するものとし
て説明するが、インターネットなどを介して、電源管理装置６以外の他の装置から、予め
定められた事態の発生について情報を受信してもよいし、画像形成装置８がセンサを備え
、このセンサにより予め定められた事態の発生を感知してもよい。
【００５４】
　制御部１０６は、後述する印刷部１０８及び給電部１１４における処理を制御する。本
実施形態では、切断要求受信部１００、復旧要求受信部１０２、通知受信部１０４又は検
知部１１６からの通知に基づいて、印刷部１０８及び給電部１１４を制御する。なお、制
御部１０６の具体的な制御については、後述する。
【００５５】
　印刷部１０８は、制御部１０６の制御に基づき、印刷装置３２を用いて記憶部１１２に
記憶された印刷ジョブについての印刷処理を行う。データ取得部１１０は、データ記憶装
置１２に記憶されているデータを取得する。なお、データ記憶装置１２には、例えば、地
震発生などの緊急事態の発生時に、画像形成装置８において印刷出力が求められる、緊急
連絡網、避難場所の情報、避難経路の地図、出勤者の一覧情報などといったデータが記憶
されている。このように、予め定められたデータは、例えば予め定められた事態に関連す
るデータであってもよいし、予め定められた事態の発生時に出力が必要なデータでもよい
。
【００５６】
　本実施形態では、データ取得部１１０は、データ記憶装置１２に記憶されている印刷対
象のデータが更新されている場合、当該更新されているデータを取得し、記憶部１１２に
記憶する。
【００５７】
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　記憶部１１２は、印刷部１０８による印刷処理の際に、印刷対象となるデータを記憶す
る。ここで記憶部１１２は、データ取得部１１０によりデータ記憶装置１２から取得され
た、予め定められた事態の発生の際に印刷出力が求められるデータは、半導体メモリ９０
に記憶する。また、記憶部１１２は、予め定められた事態の発生の際に印刷出力が求めら
れるデータについて、印刷枚数、印刷形式、カラー印刷又は白黒印刷の指定、印刷対象の
複数のデータにおける印刷の優先順位などといった印刷条件を記憶する。
【００５８】
　給電部１１４は、制御部１０６の制御に基づき、画像形成装置８を構成する各部への給
電状態を変更する。
【００５９】
　検知部１１６は、記憶部１１２に記憶された印刷条件に定められた印刷枚数以上の記録
媒体が記録媒体格納部３８に格納されているか否かを検知する。検知部１１６は、例えば
、記録媒体が記録媒体格納部３８に補充された際に、補充量を記憶しておき、印刷により
消耗される枚数をカウントすることにより記録媒体の残量を検知してもよいし、記録媒体
格納部３８に設けられた図示しない重量計により記録媒体の重量を測定することにより残
量を算出してもよい。また、検知部１１６は、記録媒体格納部３８に格納されている記録
媒体の残量が、記憶部１１２に記憶された印刷条件に定められた印刷枚数以下となった場
合、表示部１１８及び制御部１０６に通知する。
【００６０】
　表示部１１８は、検知部１１６による通知に基づき、入出力装置３０の表示装置に、記
録媒体格納部３８に格納されている記録媒体の枚数が、予め定められた事態の発生の際に
印刷出力が求められる枚数以下になったことを表示する。表示部１１８は、この場合、記
録媒体の補充を使用者に促す表示を行ってもよい。なお、本実施形態では、このように使
用者に対し、表示により、記録媒体の不足を通知しているが、アラーム音、音声などによ
り通知するよう構成してもよいし、他の装置へネットワーク４を介して通知するよう構成
してもよい。
【００６１】
　次に、制御部１０６の制御の詳細について説明する。
　制御部１０６は、切断要求受信部１００が電源オフ要求を受信した場合、画像形成装置
８における給電の状態を、電源オフ要求の受信前よりも消費電力の小さい給電の状態へと
移行するよう給電部１１４に指示する。ただし、切断要求受信部１００が電源オフ要求を
受信し、かつ、通知受信部１０４が予め定められた事態の発生についての通知を受信した
場合は、予め定められたデータの印刷を印刷部１０８に指示し、この予め定められたデー
タの印刷が終了後、電源オフ要求の受信前よりも消費電力の小さい給電の状態へと移行す
るよう給電部１１４に指示する。
【００６２】
　なお、本実施形態では、切断要求受信部１００が電源オフ要求を受信し、かつ、通知受
信部１０４が予め定められた事態の発生についての通知を受信していない場合、制御部１
０６は、給電部１１４に対し休止状態へ移行するよう指示する。一方、切断要求受信部１
００が電源オフ要求を受信し、かつ、通知受信部１０４が予め定められた事態の発生につ
いての通知を受信した場合は、制御部１０６は、実行中の印刷ジョブを強制終了するよう
印刷部１０８に指示するとともに、予め定められたデータの印刷を指示し、給電部１１４
に対し、電力ケーブル７２から供給される全ての電力を切断した電源切断状態へと移行す
るよう指示する。なお、給電部１１４は、予め定められたデータの印刷の際には、当該印
刷に必要な装置部分を除く他の装置部分について電力の供給を切断するようにしてもよい
。
【００６３】
　また、本実施形態では、休止状態の一例として、通信ＩＦ３６の電源は維持し、他の装
置からの信号の受信を可能にし、信号の受信以外の他の機能についての電源を切断した状
態を想定する。この場合、電源管理装置６から送信された電源復旧要求を復旧要求受信部
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１０２が受信することにより、制御部１０６は、休止状態へ移行する前の給電状態へ復旧
するよう給電部１１４へ指示する。
【００６４】
　また、制御部１０６は、検知部１１６から通知を受けた場合、通知受信部１０４が受信
する前の印刷処理を制限し、記録媒体が消費されないように制御し、予め定められたデー
タが予め定められた事態の発生時に印刷されないことを防ぐようにしてもよい。
【００６５】
　図６は、画像形成装置８における動作の一例を示すフローチャートである。
【００６６】
　ステップ１００（Ｓ１００）において、データ取得部１１０は、データ記憶装置１２に
記憶されているデータが更新されているか否かを確認し、更新されたデータがある場合に
は、ステップ１０２へ移行し、更新されたデータがない場合には、ステップ１０４へ移行
する。
【００６７】
　ステップ１０２（Ｓ１０２）において、データ取得部１１０は、データ記憶装置１２に
記憶されているデータのうち更新されているデータをネットワーク４を介して取得し、記
憶部１１２に記憶する。
【００６８】
　ステップ１０４（Ｓ１０４）において、記憶部１１２に記憶されたデータを印刷するた
めの印刷ジョブリストを作成し記憶部１１２に記憶する。なお、この印刷ジョブリストに
より、予め指定された印刷条件からなる印刷ジョブについて、印刷の優先順位を決め、印
刷の順番を定める。
【００６９】
　ステップ１０６（Ｓ１０６）において、切断要求受信部１００が電源オフ要求を受信し
たか否かが判定され、電源オフ要求を受信した場合、ステップ１０８へ移行し、受信して
いない場合、待機する。
【００７０】
　ステップ１０８（Ｓ１０８）において、通知受信部１０４が予め定められた事態の発生
についての通知を受信したか否かを判定し、受信した場合、ステップ１１０へ移行し、受
信していない場合、ステップ１２０へ移行する。
【００７１】
　ステップ１１０（Ｓ１１０）において、制御部１０６は、実行中の印刷ジョブを強制終
了するよう印刷部１０８に指示する。
【００７２】
　ステップ１１２（Ｓ１１２）において、制御部１０６は、通知受信部１０４による受信
前の給電状態よりも消費電力が少ない給電状態へと移行するよう制御する。具体的には、
制御部の制御のもと、給電部１１４は、予め定められたデータの印刷に必要な装置部分を
除く他の装置部分について電力の供給を切断する。
【００７３】
　ステップ１１４（Ｓ１１４）において、制御部１０６は、印刷部１０８に対し、予め定
められたデータの印刷を指示し、印刷部１０８は、ステップ１０４で作成された印刷ジョ
ブリストに基づいて、記憶部１１２に記憶されたデータを印刷する。
【００７４】
　ステップ１１６（Ｓ１１６）において、印刷部１０８は、ステップ１０４で作成された
印刷ジョブリストの全ての印刷ジョブについて印刷されたか否かを判定し、全ての印刷ジ
ョブが印刷された場合にはステップ１１８へ移行し、全ての印刷ジョブが印刷されていな
い場合には、印刷ジョブリストに示される優先順位に従って次の印刷ジョブを印刷する。
【００７５】
　ステップ１１８（Ｓ１１８）において、制御部１０６は、給電部１１４に対し、電源切
断状態へと移行するよう指示する。
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【００７６】
　一方、電源オフ要求を受信し、かつ、予め定められた事態の発生についての通知を受信
していない場合には、以下のように通常の電源管理がなされる。
【００７７】
　ステップ１２０（Ｓ１２０）において、実行中の印刷ジョブが終了するまで待機（ステ
ップ１２０でＹｅｓ）され、実行中の印刷ジョブが終了した場合には（ステップ１２０で
Ｎｏ）、ステップ１２２へ移行する。
【００７８】
　ステップ１２２（Ｓ１２２）において、制御部１０６は、給電部１１４に対し休止状態
へ移行するよう指示し、給電部１１４は、画像形成装置８の給電を休止状態へと移行する
。
【００７９】
　ステップ１２４（Ｓ１２４）において、復旧要求受信部１０２が復旧要求を受信したか
否かを判定し、復旧要求を受信していない場合には、ステップ１０８へ戻り、復旧要求を
受信した場合にはステップ１２６へ移行する。
【００８０】
　ステップ１２６（Ｓ１２６）において、制御部１０６は、給電部１１４へ指示し、休止
状態へ移行する前の給電状態へ復旧する。
【００８１】
　以上説明した実施形態では、予め定められた事態が発生した際、印刷部１０８は、記憶
部１１２としての半導体メモリ９０に記憶されたデータを印刷する例を示したが、ハード
ディスクドライブ８８に記憶されたデータを印刷してもよいし、予め定められた事態の発
生についての通知を受信した後に、データ記憶装置１２などの他の装置からネットワーク
４を介して予め定められたデータを受信して印刷してもよい。ただし、予め定められた事
態が発生した際に、ネットワーク４を介した通信が不可能になっている場合を想定した場
合には、記憶部１１２に予め記憶されているデータを印刷したほうがより確実に出力され
ることとなる。
【００８２】
　また、制御部１０６は、通知受信部１０４が予め定められた事態の発生についての通知
を受信した場合、充電装置７４からの電力の供給に切り替えて、予め定められたデータを
印刷するよう構成してもよい。
【００８３】
　また、以上説明した実施形態では、検知部１１６の検知により記録媒体の枚数の不足を
防ぐ例について示したが、例えば、印刷部１０８は、予め定められたデータを印刷する場
合、複数の記録媒体格納部３８のうち、予め定められたデータ以外のデータを印刷すると
きに用いられる記録媒体格納部３８とは異なる記録媒体格納部３８に格納されている記録
媒体を画像形成機構部４４に供給して印刷するよう構成してもよい。
【００８４】
　また、上記の実施形態では、予め定められたデータについて印刷出力する例を示したが
、印刷出力とともに又は印刷出力に代えて、ファクシミリ送信などの送信出力を行っても
よい。
【符号の説明】
【００８５】
２　　　　　電源管理システム
６　　　　　電源管理装置
８　　　　　画像形成装置
１２　　　　データ記憶装置
２０　　　　切断要求送信部
２２　　　　復旧要求送信部
２４　　　　事態発生通知送信部
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３０　　　　入出力装置
３２　　　　印刷装置
３６　　　　通信インタフェース
３８　　　　記録媒体格納部
７４　　　　充電装置
８０　　　　半導体メモリ
１００　　　切断要求受信部
１０２　　　復旧要求受信部
１０４　　　通知受信部
１０６　　　制御部
１０８　　　印刷部
１１０　　　データ取得部
１１２　　　記憶部
１１４　　　給電部
１１６　　　検知部
１１８　　　表示部

【図１】 【図２】
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