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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各部への電力供給を個別に制御可能な電子機器において、
　主電源がオンになった際に使用する機能を設定する主電源オン使用機能設定手段と、
　該主電源オン使用機能設定手段により、前記主電源がオンになった際に使用すると設定
された前記機能に対応する各部については、前記主電源がオンになった際に電力供給を行
い、前記主電源がオンになった際に使用しないと設定された前記機能に対応する各部につ
いては、当該設定されていない前記機能が選択された際に電力供給を行うよう制御する機
能電力供給制御手段と、
　前記主電源がオンになってから特定時間内に実使用された前記機能の状況を取得する主
電源オン実使用機能状況取得手段と、
　該主電源オン実使用機能状況取得手段により取得された前記機能の特定期間中の前記状
況に対応して、前記主電源オン使用機能設定手段により設定された前記機能を変更するよ
うユーザーに通知する主電源オン使用機能変更指示手段を備える
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後、前記ユーザーによる最初の指示が
行われるのに適当な第１特定時間を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
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　前記状況は、前記機能が使用された回数であり、
　前記主電源オン使用機能変更指示手段は、前記機能が前記主電源がオンになった際に使
用する設定になっているとき、前記機能が前記起動から前記第１特定時間内に使用されな
いことが前記特定期間中に特定回数以上あった場合、前記機能を前記主電源がオンになっ
た際に使用しない設定に変更するように前記ユーザーに通知する
　ことを特徴とする請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記状況は、前記機能が使用された回数であり、
　前記主電源オン使用機能変更指示手段は、前記機能が前記主電源がオンになった際に使
用しない設定になっているとき、前記特定期間中、前記機能が前記起動から前記第１特定
時間内に特定回数以上使用されていた場合、前記機能を前記主電源がオンになった際に使
用しない設定に変更するように前記ユーザーに通知する
　ことを特徴とする請求項２に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後に前記ユーザーによる指示がないた
め省電力モードに切りかわるまでの第２特定時間を含む
　ことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記状況は、前記機能が使用された回数であり、
　前記主電源がオンになった際に使用しない設定は、前記主電源がオンになった際すぐに
使用しない設定と、使用しない設定とを含み、
　前記主電源オン使用機能変更指示手段は、前記機能が前記主電源がオンになった際すぐ
に使用しない設定になっているとき、前記特定期間中、前記機能が前記起動から第２特定
時間内に使用されていなかった場合、前記機能を前記使用しない設定に変更するように前
記ユーザーに通知する
　ことを特徴とする請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記主電源がオンになった際又は省電力状態から復帰した際、（１）前記主電源オン実
使用機能状況取得手段は、前記状況を取得し、（２）前記主電源オン使用機能変更指示手
段は、前記主電源オン使用機能設定手段により設定された前記機能を変更するよう前記ユ
ーザーに通知する
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項８】
　各部への電力供給を個別に制御可能な電子機器において、
　主電源がオンになった際に使用する機能を設定する主電源オン使用機能設定手段と、
　該主電源オン使用機能設定手段により設定された前記機能に対応する各部については、
前記主電源がオンになった際に電力供給を行い、設定されていない前記機能に対応する各
部については、当該設定されていない前記機能が選択された際に電力供給を行うよう制御
する機能電力供給制御手段と、
　前記主電源がオンになってから特定時間内に実使用された前記機能の状況を取得する主
電源オン実使用機能状況取得手段と、
　前記主電源オン実使用機能状況取得手段により取得された前記機能の特定期間中の前記
状況により、前記主電源がオンになった場合に使用する前記機能を設定する主電源オン使
用機能自動設定手段を備える
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　前記状況は、前記機能が使用された回数である
　ことを特徴とする請求項８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　各部への電力供給を個別に制御可能な電子機器により実行される電源制御プログラムに



(3) JP 5989632 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

おいて、
　主電源がオンになった際に使用する機能を設定させ、
　前記主電源がオンになった際に使用すると設定された前記機能に対応する各部について
は、前記主電源がオンになった際に電力供給を行い、前記主電源がオンになった際に使用
しないと設定された前記機能に対応する各部については、当該設定されていない前記機能
が選択された際に電力供給を行うよう制御させ、
　前記主電源がオンになってから特定時間内に実使用された前記機能の状況を取得させ、
　取得された前記機能の特定期間中の前記状況に対応して、設定された前記機能を変更す
るようユーザーに通知させる
　ことを特徴とする電源制御プログラム。
【請求項１１】
　前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後、前記ユーザーによる最初の指示が
行われるのに適当な第１特定時間を含み、
　前記状況は、前記機能が使用された回数であり、
　前記機能が前記主電源がオンになった際に使用する設定になっているとき、前記機能が
前記起動から前記第１特定時間内に使用されないことが前記特定期間中に特定回数以上あ
った場合、前記機能を前記主電源がオンになった際に使用しない設定に変更するように前
記ユーザーに通知させる
　ことを特徴とする請求項１０に記載の電源制御プログラム。
【請求項１２】
　前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後、前記ユーザーによる最初の指示が
行われるのに適当な第１特定時間を含み、
　前記状況は、前記機能が使用された回数であり、
　前記機能が前記主電源がオンになった際に使用しない設定になっているとき、前記特定
期間中、前記機能が前記起動から前記第１特定時間内に特定回数以上使用されていた場合
、前記機能を前記主電源がオンになった際に使用しない設定に変更するように前記ユーザ
ーに通知させる
　ことを特徴とする請求項１０に記載の電源制御プログラム。
【請求項１３】
　前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後に前記ユーザーによる指示がないた
め省電力モードに切りかわるまでの第２特定時間を含み、
　前記状況は、前記機能が使用された回数であり、
　前記主電源がオンになった際に使用しない設定は、前記主電源がオンになった際すぐに
使用しない設定と、使用しない設定とを含み、
　前記機能が前記主電源がオンになった際すぐに使用しない設定になっているとき、前記
特定期間中、前記機能が前記起動から第２特定時間内に使用されていなかった場合、前記
機能を前記使用しない設定に変更するように前記ユーザーに通知させる
　ことを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の電源制御プログラム。
【請求項１４】
　各部への電力供給を個別に制御可能な電子機器により実行される電源制御プログラムに
おいて、
　主電源がオンになった際に使用する機能を設定させ、
　前記主電源がオンになった際に使用すると設定された前記機能に対応する各部について
は、前記主電源がオンになった際に電力供給を行い、前記主電源がオンになった際に使用
しないと設定された前記機能に対応する各部については、当該設定されていない前記機能
が選択された際に電力供給を行うよう制御させ、
　取得された前記機能の特定期間中の状況により、前記主電源がオンになった場合に使用
する前記機能を設定させる
　ことを特徴とする電源制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器及び電源制御プログラムに係り、特に各部への電力供給を個別に制
御可能な電子機器及び電源制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、各部への電力供給を行う電子機器として、文書や画像を印刷可能な複合機（
Multifunctional Peripheral, MFP）等の画像形成装置が存在する。
【０００３】
　特許文献１を参照すると、省電力状態に対応する省エネモードを有する画像形成装置で
あって、各機能と、各機能の実行に必要な部品・コンポーネントとを関連付けて管理し、
省電力状態から復帰するとき、予め設定された機能に対応する部品・コンポーネントを読
み出し、読み出された部品・コンポーネントの電力をオンにすることを特徴とする画像形
成装置が開示されている。
　特許文献１の技術では、省電力状態から復帰する際に、ユーザーが操作パネルで選択し
たコピーやＦＡＸ等の機能について、必要な部品・コンポーネントの電力をオンにするこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１６０４１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の技術では、主電源がオンにされた際に、ユーザーが機能を
選択していない状態では、各部への個別の電力制御を行うことができなかった。
【０００６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであって、上述の問題点を解消するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電子機器は、各部への電力供給を個別に制御可能な電子機器において、前記主
電源がオンになった際に使用する機能を設定する主電源オン使用機能設定手段と、該主電
源オン使用機能設定手段により、前記主電源がオンになった際に使用すると設定された前
記機能に対応する各部については、前記主電源がオンになった際に電力供給を行い、前記
主電源がオンになった際に使用しないと設定された前記機能に対応する各部については、
当該設定されていない機能が選択された際に電力供給を行うよう制御する機能電力供給制
御手段と、前記主電源がオンになってから特定時間内に実使用された前記機能の状況を取
得する主電源オン実使用機能状況取得手段と、該主電源オン実使用機能状況取得手段によ
り取得された前記機能の特定期間中の前記状況に対応して、前記主電源オン使用機能設定
手段により設定された前記機能を変更するようユーザーに通知する主電源オン使用機能変
更指示手段を備えることを特徴とする。
　本発明の電子機器は、前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後、前記ユーザ
ーによる最初の指示が行われるのに適当な第１特定時間を含むことを特徴とする。
　本発明の電子機器は、前記状況は、前記機能が使用された回数であり、前記主電源オン
使用機能変更指示手段は、前記機能が前記主電源がオンになった際に使用する設定になっ
ているとき、前記機能が前記起動から前記第１特定時間内に使用されないことが前記特定
期間中に特定回数以上あった場合、前記機能を前記主電源がオンになった際に使用しない
設定に変更するように前記ユーザーに通知することを特徴とする。
　本発明の電子機器は、前記状況は、前記機能が使用された回数であり、前記主電源オン
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使用機能変更指示手段は、前記機能が前記主電源がオンになった際に使用しない設定にな
っているとき、前記特定期間中、前記機能が前記起動から前記第１特定時間内に特定回数
以上使用されていた場合、前記機能を前記主電源がオンになった際に使用しない設定に変
更するように前記ユーザーに通知することを特徴とする。
　本発明の電子機器は、前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後に前記ユーザ
ーによる指示がないため省電力モードに切りかわるまでの第２特定時間を含むことを特徴
とする。
　本発明の電子機器は、前記状況は、前記機能が使用された回数であり、前記主電源がオ
ンになった際に使用しない設定は、前記主電源がオンになった際すぐに使用しない設定と
、使用しない設定とを含み、前記主電源オン使用機能変更指示手段は、前記機能が前記主
電源がオンになった際すぐに使用しない設定になっているとき、前記特定期間中、前記機
能が前記起動から第２特定時間内に使用されていなかった場合、前記機能を前記使用しな
い設定に変更するように前記ユーザーに通知することを特徴とする。
　本発明の電子機器は、前記主電源がオンになった際又は省電力状態から復帰した際、（
１）前記主電源オン実使用機能状況取得手段は、前記状況を取得し、（２）前記主電源オ
ン使用機能変更指示手段は、前記主電源オン使用機能設定手段により設定された機能を変
更するようユーザーに通知することを特徴とする。
　本発明の電子機器は、各部への電力供給を個別に制御可能な電子機器において、前記主
電源がオンになった際に使用する機能を設定する主電源オン使用機能設定手段と、該主電
源オン使用機能設定手段により設定された機能に対応する各部については、前記主電源が
オンになった際に電力供給を行い、設定されていない機能に対応する各部については、当
該設定されていない機能が選択された際に電力供給を行うよう制御する機能電力供給制御
手段と、前記主電源がオンになってから特定時間内に実使用された機能の状況を取得する
主電源オン実使用機能状況取得手段と、前記主電源オン実使用機能状況取得手段により取
得された機能の特定期間中の前記状況により、前記主電源がオンになった場合に使用する
機能を設定する主電源オン使用機能自動設定手段を備えることを特徴とする。
　本発明の電子機器は、前記状況は、前記機能が使用された回数であることを特徴とする
。
　本発明の電源制御プログラムは、各部への電力供給を個別に制御可能な電子機器により
実行される電源制御プログラムにおいて、前記主電源がオンになった際に使用する機能を
設定させ、前記主電源がオンになった際に使用すると設定された前記機能に対応する各部
については、前記主電源がオンになった際に電力供給を行い、前記主電源がオンになった
際に使用しないと設定された前記機能に対応する各部については、当該設定されていない
前記機能が選択された際に電力供給を行うよう制御させ、前記主電源がオンになってから
特定時間内に実使用された前記機能の状況を取得させ、取得された前記機能の特定期間中
の前記状況に対応して、設定された前記機能を変更するよう前記ユーザーに通知させるこ
とを特徴とする。
　本発明の電源制御プログラムは、前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後、
前記ユーザーによる最初の指示が行われるのに適当な第１特定時間を含み、前記状況は、
前記機能が使用された回数であり、前記機能が前記主電源がオンになった際に使用する設
定になっているとき、前記機能が前記起動から前記第１特定時間内に使用されないことが
前記特定期間中に特定回数以上あった場合、前記機能を前記主電源がオンになった際に使
用しない設定に変更するように前記ユーザーに通知させることを特徴とする。
　本発明の電源制御プログラムは、前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後、
前記ユーザーによる最初の指示が行われるのに適当な第１特定時間を含み、前記状況は、
前記機能が使用された回数であり、前記機能が前記主電源がオンになった際に使用しない
設定になっているとき、前記特定期間中、前記機能が前記起動から前記第１特定時間内に
特定回数以上使用されていた場合、前記機能を前記主電源がオンになった際に使用しない
設定に変更するように前記ユーザーに通知させることを特徴とする。
　本発明の電源制御プログラムは、前記特定時間は、前記主電源がオンになった起動後に
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ユーザーによる指示がないため省電力モードに切りかわるまでの第２特定時間を含み、前
記状況は、前記機能が使用された回数であり、前記主電源がオンになった際に使用しない
設定は、前記主電源がオンになった際すぐに使用しない設定と、使用しない設定とを含み
、前記機能が前記主電源がオンになった際すぐに使用しない設定になっているとき、前記
特定期間中、前記機能が前記起動から第２特定時間内に使用されていなかった場合、前記
機能を前記使用しない設定に変更するように前記ユーザーに通知させることを特徴とする
。
　本発明の電源制御プログラムは、各部への電力供給を個別に制御可能な電子機器により
実行される電源制御プログラムにおいて、前記主電源がオンになった際に使用する前記機
能を設定させ、前記主電源がオンになった際に使用すると設定された前記機能に対応する
各部については、前記主電源がオンになった際に電力供給を行い、前記主電源がオンにな
った際に使用しないと設定された前記機能に対応する各部については、当該設定されてい
ない前記機能が選択された際に電力供給を行うよう制御させ、取得された前記機能の特定
期間中の状況により、前記主電源がオンになった場合に使用する前記機能を設定させるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、主電源がオンにされた際に、ユーザーにより使用すると設定された機
能に関連する各部について電力供給を行い、それ以外の各部には電力供給を行わない画像
形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す画像形成装置の概略図である。
【図３】図１に示す画像形成装置のシステム構成図である。
【図４】図１に示す機能別電力供給設定の詳細を示す概念図である。
【図５】本発明の実施形態に係る主電源オン電力供給制御処理のフローチャートである。
【図６】図５に示す主電源オン使用機能設定処理の概念図である。
【図７】図５に示す設定機能変更通知処理の概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜実施形態＞
〔画像形成装置１の全体の構成〕
　まず、図１を参照して、画像形成装置１の全体の構成について説明する。
　画像形成装置１は、ＭＦＰやプリンター等の本発明の電子機器としての画像形成装置で
ある。
　端末２は、ＰＣ／ＡＴ互換機等のＰＣやスマートフォンや携帯電話やタブレット端末等
の一般的な端末である。端末２は、ＬＣＤや有機ＥＬパネル等の表示部と、キーボードや
マウスやタッチパネル等の入力部とを備えている。
　画像形成装置１及び端末２は、ＬＡＮ、無線ＬＡＮ、ＷＡＮ、携帯電話網等のネットワ
ーク５に接続されている。
【００１１】
　画像形成装置１は、画像処理部１１、原稿読取部１２、原稿給送部１３、搬送部（給紙
ローラー４２ｂ、搬送ローラー対４４、排出ローラー対４５）、ネットワーク送受信部１
５、操作パネル部１６、画像形成部１７（画像形成手段）、ＦＡＸ送受信部１８（ＦＡＸ
送受信手段）、及び記憶部１９等が、制御部１０に接続されている。各部は、制御部１０
によって動作制御される。
　また、画像形成装置１は、各部に電力供給を行う電源部２０が備えられている。
【００１２】
　画像形成装置１の制御部１０は、ＧＰＰ（General Purpose Processor）、ＣＰＵ（Cen
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tral Processing Unit、中央処理装置）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、ＤＳＰ（D
igital Signal Processor）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）、ＡＳＩＣ（Applica
tion Specific Processor、特定用途向けプロセッサー）等の情報処理手段である。
　制御部１０は、記憶部１９のＲＯＭやＨＤＤに記憶されている制御プログラムを読み出
して、この制御プログラムをＲＡＭに展開させて実行することで、各部を制御する機能を
実現することができる。また、制御部１０は、図示しない外部の端末や操作パネル部１６
から入力された指示情報に応じて、装置全体を制御する。
　また、制御部１０は、電源部２０から各部への電力供給を制御可能である。また、制御
部１０は、主電源がオンになった場合、電力オフ時から電力供給が行われた各部の初期化
等の処理を行う。
【００１３】
　画像処理部１１は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）やＧＰＵ（Graphics Process
ing Unit）等の制御演算手段である。画像処理部１１は、画像データに対して画像処理を
行う手段であり、例えば、拡大縮小、濃度調整、階調調整、画像改善等の各種画像処理を
行う。
　画像処理部１１は、原稿読取部１２で読み取られた画像を、記憶部１９に印刷データと
して記憶する。この際、画像処理部１１は、印刷データをＰＤＦやＴＩＦＦ等のフォーマ
ットのファイル単位に変換することも可能である。
【００１４】
　原稿読取部１２は、セットされた原稿を読み取る（スキャン）手段である。
　原稿給送部１３は、原稿読取部１２で読み取られる原稿を搬送する手段である。
　画像形成部１７は、ユーザーの出力指示により、記憶部１９に記憶され、原稿読取部１
２で読み取られ、又は端末２から取得された文書データから記録紙への画像形成を行わせ
る手段である。
　搬送部は、給紙カセット４２ａ（図２）から記録紙を搬送し、画像形成部１７で画像形
成させ、その後にスタックトレイ５０へ搬送する。
　なお、原稿読取部１２、原稿給送部１３、搬送部、画像形成部１７の動作については後
述する。
【００１５】
　ネットワーク送受信部１５は、ネットワーク５に接続するためのＬＡＮボードや無線送
受信機等を含むネットワーク接続手段である。
　ネットワーク送受信部１５は、データ通信用の回線ではデータを送受信し、音声電話回
線では音声信号を送受信する。
【００１６】
　操作パネル部１６は、ＬＣＤや有機ＥＬパネル等の表示部と、テンキー、スタート、キ
ャンセル、複写やＦＡＸ送信やスキャナー等の動作モードの切り換えのボタンと、選択さ
れた文書の印刷や送信や保存や記録等に関するジョブの実行に係る指示を行うためのボタ
ンやタッチパネル等の入力部とを備えている。
　操作パネル部１６は、ユーザーによる画像形成装置１の各種ジョブの指示を取得する。
また、操作パネル部１６から取得したユーザーの指示により、各ユーザーの情報を入力、
変更することも可能である。
【００１７】
　ＦＡＸ送受信部１８は、ファクシミリの送受信を行うＦＡＸボード等であり、通常の電
話回線やＩＳＤＮ回線等と接続されている。
　また、ＦＡＸ送受信部１８は、受信したファクシミリ画像を、印刷データとして記憶部
１９に記憶する。
　また、ＦＡＸ送受信部１８は、記憶部１９に記憶された印刷データを、画像形成部１７
で記録する代わりにファクシミリ送信してもよい。
【００１８】
　記憶部１９は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等の半
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導体メモリーやＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の記録媒体を用いた記憶手段である。
　記憶部１９のＲＡＭは、省電力状態であっても、セルフリフレッシュ等の機能により、
記憶内容が保持される。
　記憶部１９のＲＯＭやＨＤＤには画像形成装置１の動作制御を行うための制御プログラ
ムが記憶されている。また、記憶部１９には、ユーザー毎の文書や画像等のファイルを保
存する文書ボックスの領域が含まれていてもよい。
【００１９】
　電源部２０は、ＡＣ電源等の主電源から必要な電圧を生成し、各部に電力を供給するス
イッチング電源等の電力供給手段である。電源部２０は、リレー等を備えており、制御部
１０の制御により、各部への電力供給のオン及びオフを個別に設定可能である。
　また、電源部２０は、主電源スイッチ２１（図２）により、主電源の供給のオン、オフ
が手動で変更される。
【００２０】
　なお、画像形成装置１において、制御部１０及び画像処理部１１は、ＧＰＵ内蔵ＣＰＵ
等やチップ・オン・モジュールパッケージのように、一体的に形成されていてもよい。
　また、制御部１０及び画像処理部１１は、ＲＡＭやＲＯＭやフラッシュメモリー等を内
蔵していてもよい。
【００２１】
〔画像形成装置１の動作〕
　次に、図２を参照して、本発明の実施形態に係る画像形成装置１の動作について説明す
る。
　原稿読取部１２は、本体部１４の上部に配設され、原稿給送部１３は、原稿読取部１２
の上部に配設されている。スタックトレイ５０は、本体部１４に形成された記録紙の排出
口４１側に配設され、また、操作パネル部１６は、画像形成装置１のフロント側に配設さ
れている。
【００２２】
　原稿読取部１２は、スキャナー１２ａと、プラテンガラス１２ｂと、原稿読取スリット
１２ｃとを備えている。スキャナー１２ａは、露光ランプ、及びＣＣＤ(Charge Coupled 
Device)やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）撮像センサー等から構
成され、原稿給送部１３による原稿の搬送方向に移動可能に構成されている。
　プラテンガラス１２ｂは、ガラス等の透明部材により構成された原稿台である。原稿読
取スリット１２ｃは、原稿給送部１３による原稿の搬送方向と直交方向に形成されたスリ
ットを有する。
【００２３】
　プラテンガラス１２ｂに載置された原稿を読み取る場合には、スキャナー１２ａは、プ
ラテンガラス１２ｂに対向する位置に移動され、プラテンガラス１２ｂに載置された原稿
を走査しながら原稿を読み取って画像データを取得して、取得した画像データを本体部１
４に備わる制御部１０（図１）に出力する。
　また、原稿給送部１３により搬送された原稿を読み取る場合には、スキャナー１２ａは
、原稿読取スリット１２ｃと対向する位置に移動され、原稿読取スリット１２ｃを介し、
原稿給送部１３による原稿の搬送動作と同期して原稿を読み取って画像データを取得し、
取得した画像データを本体部１４に備わる制御部１０に出力する。
【００２４】
　原稿給送部１３は、原稿載置部１３ａと、原稿排出部１３ｂと、原稿搬送機構１３ｃと
を備えている。原稿載置部１３ａに載置された原稿は、原稿搬送機構１３ｃによって、１
枚ずつ順に繰り出されて原稿読取スリット１２ｃに対向する位置へ搬送され、その後、原
稿排出部１３ｂに排出される。
　なお、原稿給送部１３は、可倒式に構成され、原稿給送部１３を上方に持ち上げること
で、プラテンガラス１２ｂの上面を開放させることができる。
【００２５】
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　本体部１４は、画像形成部１７を備えると共に、給紙部４２と、用紙搬送路４３と、搬
送ローラー対４４と、排出ローラー対４５とを備えている。給紙部４２は、それぞれサイ
ズ又は向きが異なる記録紙を収納する複数の給紙カセット４２ａと、給紙カセット４２ａ
から記録紙を１枚ずつ用紙搬送路４３に繰り出す給紙ローラー４２ｂとを備えている。給
紙ローラー４２ｂ、搬送ローラー対４４、及び排出ローラー対４５は、搬送部として機能
する。記録紙は、この搬送部により搬送される。
　給紙ローラー４２ｂによって用紙搬送路４３に繰り出された記録紙は、搬送ローラー対
４４によって画像形成部１７に搬送される。そして、画像形成部１７によって記録が施さ
れた記録紙は、排出ローラー対４５によってスタックトレイ５０に排出される。
【００２６】
　画像形成部１７は、感光体ドラム１７ａと、露光部１７ｂと、現像部１７ｃと、転写部
１７ｄと、定着部１７ｅとを備えている。露光部１７ｂは、レーザー装置やミラーやレン
ズやＬＥＤアレイ等を備えた光学ユニットであり、画像データに基づいて光等を出力して
感光体ドラム１７ａを露光し、感光体ドラム１７ａの表面に静電潜像を形成する。現像部
１７ｃは、トナーを用いて感光体ドラム１７ａに形成された静電潜像を現像する現像ユニ
ットであり、静電潜像に基づいたトナー像を感光体ドラム１７ａ上に形成させる。転写部
１７ｄは、現像部１７ｃによって感光体ドラム１７ａ上に形成されたトナー像を記録紙に
転写させる。定着部１７ｅは、転写部１７ｄによってトナー像が転写された記録紙を加熱
してトナー像を記録紙に定着させる。
【００２７】
　主電源スイッチ２１は、ＡＣ電源等の主電源による電力供給をオン、オフするスイッチ
である。主電源スイッチ２１がオフの状態からオンにされると、電源部２０（図１）に電
力が供給され、制御部１０により初期化の処理が行われる。
【００２８】
〔画像形成装置１のシステム構成〕
　ここで、図３により、画像形成装置１のシステム構成について説明する。
　画像形成装置１の制御部１０は、主電源オン使用機能設定部１００（主電源オン使用機
能設定手段）、機能電力供給制御部１１０（機能電力供給制御手段）、主電源オン実使用
機能状況取得部１２０（主電源オン実使用機能状況取得手段）、主電源オン使用機能変更
指示部１３０（主電源オン使用機能変更指示手段）、及び主電源オン使用機能自動設定部
１４０（主電源オン使用機能自動設定手段）を備えている。
　記憶部１９は、主電源オン使用機能設定２００、機能別電力供給設定２１０、主電源オ
ン実使用機能状況情報２２０、使用機能自動設定情報２３０、及びアカウント設定２４０
を記憶している。
【００２９】
　主電源オン使用機能設定部１００は、主電源がオンになった場合に使用する機能を設定
する。主電源オン使用機能設定部１００は、設定された機能について、主電源オン使用機
能設定２００に保存する。
　また、主電源オン使用機能設定部１００に設定可能な画像形成装置１の機能として、例
えば、原稿を読取って記録紙に出力するコピー機能、ファクシミリの送受信を行うＦＡＸ
機能、文書ボックス等から端末２や図示しないサーバーに文書データを送信したりネット
ワーク５を介して端末２との間でネットワークスキャンを行ったりする等の他送信機能、
端末２や文書ボックスや図示しない外部記録媒体から記録紙に出力する印刷機能等があっ
てもよい。
【００３０】
　機能電力供給制御部１１０は、主電源オン使用機能設定部１００により設定された主電
源オン使用機能設定２００を読み出し、主電源オン使用機能設定２００に設定された機能
に対応して電力供給が必要な各部について、主電源がオンになった際に電力供給を行う。
また、機能電力供給制御部１１０は、主電源オン使用機能設定２００に設定されていない
機能に対応して電力供給が必要な各部については、当該設定されていない機能が選択され
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た際に電力供給を行うよう制御する。
　また、機能電力供給制御部１１０は、主電源がオンになった起動時であるか、それ以外
のアイドル状態でユーザーによる指示等があったか否かについても判断する。
【００３１】
　主電源オン実使用機能状況取得部１２０は、主電源がオンになった際に実使用された機
能の状況の情報を取得する。主電源オン実使用機能状況取得部１２０は、取得した機能の
状況の情報を主電源オン実使用機能状況情報２２０として保存する。
【００３２】
　主電源オン使用機能変更指示部１３０は、主電源オン実使用機能状況取得部１２０によ
り取得された実施用機能の状況の情報である主電源オン実使用機能状況情報２２０を読み
出し、これに対応して、主電源オン使用機能設定部１００により設定された機能を変更す
るようユーザーに通知する。主電源オン使用機能変更指示部１３０は、このユーザーの通
知を、例えば、操作パネル部１６や端末２の表示部等に行ってもよい。
【００３３】
　主電源オン使用機能自動設定部１４０は、主電源オン実使用機能状況取得部１２０によ
り取得された実施用機能の状況である主電源オン実使用機能状況情報２２０を読み出し、
主電源がオンになった場合に実際に使用された機能を設定する。主電源オン使用機能自動
設定部１４０は、この設定を、主電源オン使用機能設定２００に対して行う。
【００３４】
　主電源オン使用機能設定２００は、主電源がオンになってから特定時間以内に使用する
機能が設定された情報である。主電源オン使用機能設定２００は、主電源オン使用機能設
定部１００で設定可能な画像形成装置１の機能毎に、例えば、「使用しない」「すぐ使用
しない」「すぐ使用する」「自動設定」といった設定を行う。
【００３５】
　機能別電力供給設定２１０は、主電源オン使用機能設定部１００で設定可能な画像形成
装置１の機能の設定毎に、各部の電力供給をするか否かが設定された情報である。
　図４に機能別電力供給設定２１０の例を示す。図４の各部について、「電力供給」は電
力供給が行われることを示し、空欄は主電源オンの直後に電力供給をしないことを示す。
図４の例では、このように、「使用しない」の場合は各部に電力供給されない。また、「
すぐ使用しない」であっても、操作パネル部１６等については、電力供給され、すぐ当該
機能をユーザーが選択可能にしてもよい。また、「すぐ使用する」の場合は、当該機能の
動作に必要な各部に電力が供給される。
　なお、「自動設定」の場合は、主電源オン使用機能自動設定部１４０により、各機能が
「使用しない」「すぐ使用しない」「すぐ使用する」のどれに対応するか判断され、この
判断された設定と同様の各部に電力が供給されてもよい。
【００３６】
　主電源オン実使用機能状況情報２２０は、主電源オン実使用機能状況取得部１２０によ
り取得された、主電源がオンになってから特定時間以内に、使用された画像形成装置１の
機能の履歴、回数等の情報である。
【００３７】
　使用機能自動設定情報２３０は、主電源オン使用機能自動設定部１４０により使用され
る自動設定に対応する設定の情報である。この自動設定に対応する設定としては、主電源
がオンになってから機能の使用状況を取得するための特定時間や条件等を含んでいる。使
用状況を取得するための特定時間としては、ユーザーが起動後に最初の指示を行うのに適
当な時間である第１特定時間と、起動後にユーザーが何も指示しないため省電力モードに
切りかわるまでの省電力タイマーの値等である第２特定時間とが含まれていてもよい。こ
の例の場合、第１特定時間として、主電源オンから数十秒～数分程度の時間が設定され、
第２特定時間として、数分～数時間程度の時間が設定されていてもよい。また、第２特定
時間として、ウィークリータイマー等の就業時間や日付等の設定を反映させてもよい。ま
た、使用状況を取得するための条件としては、第１特定時間又は第２特定時間以内にユー
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ザーがその機能を使用した回数等の設定等が含まれていてもよい。また、使用機能自動設
定情報２３０は、主電源オン実使用機能状況情報２２０について、設定の変更や自動設定
の判断を行うための特定期間等の情報が含まれていてもよい。この特定期間としては、例
えば、数日～数ヶ月程度の期間を設定可能である。
【００３８】
　アカウント設定２４０は、ユーザーのアカウント毎にユーザーＩＤや特定のパスワード
等の認証情報、権限情報、アドレス情報、課金情報等の情報により構成されている。ユー
ザーＩＤは、ユーザーのＩＤ（Identification）やユーザー番号やユーザー名等の情報で
ある。パスワード等は、ユーザー認証時に入力されるパスワードやサインや生体認証情報
等である。権限情報は、管理者（権限ユーザー）、一般ユーザー、ゲストユーザー等の権
限に係る情報である。アドレス情報は、ユーザーの電子メールアドレス、ＩＰアドレス、
アドレス帳、電話番号、ＦＡＸ番号、文書ボックスのアドレス等を含んでいる。課金情報
は、白黒印刷、カラー印刷のページ別等に課金するための情報である。課金情報には、ペ
ージ課金の他に、店舗での課金等の情報やネットワークプリント等の情報が含まれていて
もよい。
【００３９】
　ここで、画像形成装置１の制御部１０は、記憶部１９に記憶された制御プログラムを実
行することで、主電源オン使用機能設定部１００、機能電力供給制御部１１０、主電源オ
ン実使用機能状況取得部１２０、主電源オン使用機能変更指示部１３０、及び主電源オン
使用機能自動設定部１４０として機能する。
　また、画像形成装置１の各部は、本発明の画像形成方法を実行するハードウェア資源と
なる。
【００４０】
〔画像形成装置１による主電源オン電力供給制御処理〕
　次に、図５～図７を参照して、本発明の実施形態に係る画像形成装置１による主電源オ
ン電力供給制御処理について説明する。
　本実施形態の主電源オン電力供給制御処理は、ユーザーの指示により、主電源がオンに
なった際に使用される機能と電源制御を紐付けて管理し、すぐに必要としない機能に係る
各部の起動を抑制する。また、ユーザーにより使用する機能が設定されている場合でも、
ユーザーの利用状況に応じて、現在の設定と一致しない場合、設定の変更を促す指示を行
う。また、主電源がオンになった際に使用される機能についての自動設定を行うことも可
能である。
　本実施形態の主電源オン電力供給制御処理は、主に制御部１０が、記憶部１９に記憶さ
れたプログラムを、各部と協働し、ハードウェア資源を用いて実行する。
　以下で、図５のフローチャートを参照して、主電源オン電力供給制御処理の詳細をステ
ップ毎に説明する。
【００４１】
（ステップＳ１０１）
　まず、制御部１０が、機能電力供給制御部１１０により、主電源オンによる起動か否か
を判定する。制御部１０は、主電源スイッチ２１がオンにされ、電源部２０から制御部１
０に電力が供給されて初期化状態になった倍、主電源がオンになった起動時であったとし
て、Ｙｅｓと判定する。制御部１０は、それ以外、例えばアイドル状態でユーザーによる
指示等があって制御部１０がスリープ等の省電力状態から復帰した場合等には、主電源が
オンになった起動時ではなかったとしてＮｏと判定する。
　Ｙｅｓの場合、制御部１０は、処理をステップＳ１０４に進める。
　Ｎｏの場合、制御部１０は、処理をステップＳ１０２に進める。
【００４２】
（ステップＳ１０２）
　主電源がオンになった起動時ではなかった場合、制御部１０が、主電源オン使用機能設
定部１００により、主電源オン使用機能設定２００の設定指示があったか否かについて判
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定する。制御部１０は、操作パネル部１６のボタン等の押下や端末２の入力部等から、主
電源オン使用機能設定２００の指示があった場合に、Ｙｅｓと判定する。制御部１０は、
それ以外の場合には、Ｎｏと判定する。
　Ｙｅｓの場合、制御部１０は、処理をステップＳ１０３に進める。
　Ｎｏの場合、制御部１０は、処理をステップＳ１０９に進める。
【００４３】
（ステップＳ１０３）
　使用機能設定の指示があった場合、制御部１０が、主電源オン使用機能設定部１００に
より、主電源オン使用機能設定処理を行う。
　制御部１０は、主電源オン使用機能設定２００の設定画面を、操作パネル部１６や端末
２の表示部に標示する。
　図５の画面例５００によれば、表示欄６００において、ユーザーは、主電源オンの際に
各機能を使用するか否かについて、「使用しない」「すぐ使用しない」「すぐ使用する」
等の段階によりタッチパネル等で選択する。また、ユーザーは。「自動設定」をタッチパ
ネル等で選択してもよい。ユーザーによる選択が完了した場合に、「設定」のボタン７０
０の押下を検知すると、制御部１０は、記憶部１９の主電源オン使用機能設定２００に反
映させる。また、「クリア」のボタン７１０の押下を検知すると、制御部１０は、主電源
オン使用機能設定２００の既定設定を記憶部１９から読み出して標示する。
　設定完了後、制御部１０は、処理をステップＳ１０９に進める。
　なお、制御部１０は、アカウント設定２４０を参照してユーザー認証を行い、ユーザー
が権限ユーザーであることを確認し、権限ユーザーの場合のみ使用機能の設定を行わせて
もよい。
【００４４】
（ステップＳ１０４）
　主電源がオンになった起動時であった場合、制御部１０が、機能電力供給制御部１１０
により、システム初期化処理を行う。
　制御部１０は、主電源がオンになった際に実行される制御プログラムを記憶部１９から
ロードして、各種初期化コードを実行し、各部のテスト等を行う。
【００４５】
（ステップＳ１０５）
　次に、制御部１０が、機能電力供給制御部１１０により、主電源オン使用機能設定取得
処理を行う。
　制御部１０は、記憶部１９から主電源オン使用機能設定２００及び機能別電力供給設定
２１０を読み出す。
【００４６】
（ステップＳ１０６）
　ここで、制御部１０が、機能電力供給制御部１１０により、機能選択処理を行う。
　制御部１０は、主電源オン使用機能設定２００のうち、主電源オンの際に使用される機
能の一つを選択する。また、制御部１０は、この選択された機能の設定、つまり「使用し
ない」「すぐ使用しない」「すぐ使用する」のいずれかに従い、機能別電力供給設定２１
０を参照して、電力供給が必要な各部を選択する。
　また、制御部１０は、この設定が「自動設定」であった場合、主電源オン実使用機能状
況情報２２０を読み出し、選択された機能について「使用しない」「すぐ使用しない」「
すぐ使用する」のどの設定に対応するかを判断する。制御部１０は、この判断により、電
力供給が必要な各部を、機能別電力供給設定２１０から選択する。
【００４７】
（ステップＳ１０７）
　次に、制御部１０が、機能電力供給制御部１１０により、対応各部電力供給処理を行う
。
　制御部１０は、選択された機能に対応して電力供給が必要な各部について、電源部２０
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を制御して電力を供給させる。制御部１０は、電力供給後、選択された機能に対応して電
力供給が必要な各部について初期化の処理等を行う。
　なお、制御部１０は、既に電力供給がされている各部については、電力供給をしなくて
もよい。
【００４８】
（ステップＳ１０８）
　次に、制御部１０が、機能電力供給制御部１１０により、全ての機能の電力供給が完了
したか否かを判定する。制御部１０は、主電源オン使用機能設定２００のうち、主電源オ
ンの際に使用される機能の全てについて選択し、各部に電力供給が終了した場合に、Ｙｅ
ｓと判定する。制御部１０は、それ以外の場合、まだ他の機能について電力供給を行う必
要がある場合には、Ｎｏと判定する。
　Ｙｅｓの場合、制御部１０は、処理をステップＳ１０９に進める。
　Ｎｏの場合、制御部１０は、処理をステップＳ１０６に戻して、他の機能について選択
して電力供給を行う。
【００４９】
（ステップＳ１０９）
　ここで、制御部１０は、主電源オン実使用機能状況取得部１２０により、実使用機能状
況取得処理を行う。
　制御部１０は、例えば、使用機能自動設定情報２３０の第１特定時間及び第２特定時間
において、どの機能が使用されたかについての情報を取得する。
　制御部１０は、主電源オン時に取得された実施用機能の情報を、ログ等として、主電源
オン実使用機能状況情報２２０に保存する。制御部１０は、この際、機能毎に、使用した
回数と使用頻度等の統計データを取得してもよい。なお、制御部１０は、ユーザー単位で
どの機能が使用されたかについての情報を取得してもよい。
【００５０】
（ステップＳ１１０）
　次に、制御部１０が、主電源オン使用機能変更指示部１３０により、主電源オン使用機
能設定２００の各機能の設定について、機能変更通知すべきか否かを判定する。制御部１
０は、例えば、当該機能が「すぐ使用する」に設定されていた場合であっても、起動から
第１特定時間以内に使用されないことが、特定期間中に、特定回数以上あった場合にＹｅ
ｓと判定する。また、制御部１０は、例えば、当該機能が「すぐ使用しない」に設定され
ていたものの、特定期間中、起動から第２特定時間以内に、まったく使用されていなかっ
た場合にも、Ｙｅｓと判定する。また、制御部１０は、例えば、当該機能が「使用しない
」「すぐ使用しない」に設定されていた場合であっても、特定期間中、第１特定時間以内
に、特定回数以上使用されていた場合にも、Ｙｅｓと判定する。制御部１０は、例えば、
それ以外の場合、例えば、機能変更通知する必要がないと判断した場合には、Ｎｏと判定
する。
　Ｙｅｓの場合、制御部１０は、処理をステップＳ１１１に進める。
　Ｎｏの場合、制御部１０は、処理をステップＳ１１２に進める。
【００５１】
（ステップＳ１１１）
　機能変更通知すべきである場合、制御部１０が、主電源オン使用機能変更指示部１３０
により、設定機能変更通知処理を行う。
　制御部１０は、例えば、当該機能が「すぐ使用する」に設定されていたものの、起動か
ら第１特定時間以内に使用されないことが、特定期間中に、特定回数以上あった場合は、
設定画面を操作パネル部１６や端末２の表示部に標示し、「すぐ使用しない」から「使用
しない」への変更を推奨する通知を行う。また、制御部１０は、例えば、当該機能が「す
ぐ使用しない」に設定されていたものの、特定期間中、起動から第２特定時間以内に、ま
ったく使用されていなかった場合は、同様に、「使用しない」への変更を推奨する通知を
行う。また、制御部１０は、例えば、当該機能が「使用しない」「すぐ使用しない」に設
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定されていたものの、特定期間中、第１特定時間以内に特定回数以上使用されていた場合
にも、同様に、「すぐ使用する」への変更を推奨する通知を行う。
　図５の画面例５０１では、他送信機能が「すぐ使用しない」に設定されていたものの、
特定期間中、第１特定時間以内に特定回数以上使用されていた場合に標示されるダイアロ
グボックスの表示欄６０１の例を示している。
【００５２】
（ステップＳ１１２）
　ここで、制御部１０が、主電源オン使用機能自動設定部１４０により、自動設定を行う
か否かを判定する。制御部１０は、主電源オン使用機能設定２００の機能の設定のいずれ
かが、「自動設定」になっていた場合に、Ｙｅｓと判定する。制御部１０は、それ以外の
場合には、Ｎｏと判定する。
　Ｙｅｓの場合、制御部１０は、処理をステップＳ１１３に進める。
　Ｎｏの場合、制御部１０は、主電源オン電力供給制御処理を終了する。
【００５３】
（ステップＳ１１３）
　自動設定を行う場合、制御部１０が、主電源オン使用機能自動設定部１４０により、設
定機能自動設定処理を行う。
　制御部１０は、主電源オン実使用機能状況情報２２０及び使用機能自動設定情報２３０
を参照し、主電源オン実使用機能状況情報２２０の「自動設定」になっていた機能が、主
電源オン使用機能設定２００の各機能のどの設定と対応するかについて判断する。制御部
１０は、例えば、「使用しない」「すぐ使用しない」「すぐ使用する」のいずれに該当す
るかについて判断する。制御部１０は、例えば、起動から第１特定時間以内に、当該機能
が使用されないことが、特定期間中に、特定回数以上あった場合には、「使用しない」又
は「すぐ使用しない」の設定に該当すると判断する。また、制御部１０は、例えば、特定
期間中、起動から第２特定時間以内に当該機能がまったく使用されていなかった場合には
、「使用しない」の設定に該当すると判断する。また、制御部１０は、例えば、特定期間
中に、当該機能が第１特定時間以内に特定回数以上使用されていた場合には、「すぐ使用
する」に該当すると判断する。
　制御部１０は、この判断の結果を主電源オン実使用機能状況情報２２０に保存する。
　以上により、本発明の実施形態に係る主電源オン電力供給制御処理を終了する。
【００５４】
　以上のように構成することで、以下のような効果を得ることができる。
　従来、特許文献１の技術では、主電源がオンでユーザーが機能を選択していない状態で
は、各部の電力制御を行うことができず、各部に電力を供給する通常起動状態となってい
た。この状態では、例えば、定着部等にも電力を供給していたため、省電力効率が低くな
っていた。
　これに対して、本発明の実施形態に係る画像形成装置１は、各部への電力供給を個別に
制御可能であり、主電源がオンになった場合に使用する機能を設定する主電源オン使用機
能設定部１００と、主電源オン使用機能設定部１００により設定された機能に対応して電
力供給が必要な各部については、主電源がオンになった際に電力供給を行い、設定されて
いない機能に対応して電力供給が必要な各部については、当該設定されていない機能が選
択された際に電力供給を行うよう制御する機能電力供給制御部１１０とを備えることを特
徴とする。
　このように構成することで、主電源オンの直後でユーザーが機能を選択していなかった
り、そもそもユーザーがログイン等をしていない状態であっても、各部への電力供給を制
御することが可能となる。このため、例えば、主電源をオンにした直後に印刷機能を使用
しない場合には、莫大な電力を消費する定着部１７ｅの加熱用のヒーター等に電力供給す
る必要がなく、無駄な消費電力を増やすことがなくなる。このため、省電力効率を高める
ことができ、コストを削減できる。
【００５５】
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　また、本実施形態の画像形成装置１は、ユーザーの指示により使用する機能を設定する
際に、「使用しない」「すぐ使用しない」「すぐ使用する」といった段階で設定できる。
これにより、「すぐ使用しない」の場合、コピー機能では操作パネル部１６だけ、ＦＡＸ
機能ではＦＡＸ送受信部１８等だけ、他送信機能ではネットワーク送受信部１５等だけ、
印刷機能ではネットワーク送受信部１５だけ電力供給すればよくなる。また、「すぐ使用
する」場合には、これに加えて必要な各部に電力供給するといった柔軟な設定が可能とな
る。
　これにより、省電力効率を高めることができ、コストを削減できる。
【００５６】
　また、本発明の実施形態に係る画像形成装置１は、主電源がオンになった際に実使用さ
れた機能の状況を取得する主電源オン実使用機能状況取得部１２０と、主電源オン実使用
機能状況取得部１２０により取得された機能の状況に対応して、主電源オン使用機能設定
部１００により設定された機能を変更するようユーザーに通知する主電源オン使用機能変
更指示部１３０を備えることを特徴とする。
　このように構成することで、ユーザーにより設定された主電源オン使用機能設定２００
の設定が実際の機能の使用状況と異なっている場合であっても、ユーザーの利用状況に応
じて、設定の変更を推奨することができる。これにより、省電力効率を確実に高めること
が可能となる。
　また、操作パネル部１６や端末２等上でユーザーに通知を行うことで、ユーザーにとっ
て予期しない振舞いとなってしまうことを防ぎ、ユーザーの意図した各部の省電力状態へ
の電源制御を行うことができる。
【００５７】
　また、本発明の実施形態に係る画像形成装置１は、主電源オン実使用機能状況取得部１
２０により取得された機能の状況により、主電源がオンになった場合に使用する機能を設
定する主電源オン使用機能自動設定部１４０を備えることを特徴とする。
　このように構成することで、ユーザーが主電源オン時に使用する機能設定について「自
動制御」を選択した場合に、各部について適切な制御が可能となる。
　また、ユーザーがログイン等をしなくても、特定時間、特定期間での画像形成装置１の
使用された機能に基づいて自動制御を行うため、電源制御の効率を高められる。
【００５８】
　なお、本発明の実施形態においては、機能別電力供給設定２１０の「コピー機能」「Ｆ
ＡＸ機能」「他送信機能」「印刷機能」の各機能について、「使用しない」「すぐ使用し
ない」「すぐ使用する」「自動設定」の各設定と各部との関係、自動設定、特定時間や条
件による処理の例を示したが、これに限られない。たとえば、制御部１０は、画像形成装
置１の備える機能により、各設定を行ってもよい。また、単純に「使用しない」「すぐ使
用しない」「すぐ使用する」で選択するのではなく、統計的な使用頻度等により、各部に
電力供給する時間等を変更するような構成であってもよい。また、ユーザー単位でこれら
の時間等を変更してもよい。また、「自動設定」の場合、各機能毎に「使用しない」「す
ぐ使用しない」「すぐ使用する」に合わせた各部に電力を供給するのではなく、使用した
各部について電力供給するか否かの設定を保持してもよい。
　このように構成することで、より細かな電力供給を行うことができる。
【００５９】
　また、本発明は、画像形成装置以外の情報処理装置にも適用できる。たとえば、ネット
ワークスキャナー、スキャナーをＵＳＢ等で別途接続したサーバー等を用いる構成であっ
てもよい。
【００６０】
　また、上記実施形態の構成及び動作は例であって、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適
宜変更して実行することができることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００６１】
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１　画像形成装置
２　端末
５　ネットワーク
１０　制御部
１１　画像処理部
１２　原稿読取部
１２ａ　スキャナー
１２ｂ　プラテンガラス
１２ｃ　原稿読取スリット
１３　原稿給送部
１３ａ　原稿載置部
１３ｂ　原稿排出部
１３ｃ　原稿搬送機構
１４　本体部
１５　ネットワーク送受信部
１６　操作パネル部
１７　画像形成部
１７ａ　感光体ドラム
１７ｂ　露光部
１７ｃ　現像部
１７ｄ　転写部
１７ｅ　定着部
１８　ＦＡＸ送受信部
１９　記憶部
２０　電源部
２１　主電源スイッチ
４１　排出口
４２　給紙部
４２ａ　給紙カセット
４２ｂ　給紙ローラー
４３　用紙搬送路
４４　搬送ローラー対
４５　排出ローラー対
５０　スタックトレイ
１００　主電源オン使用機能設定部
１１０　機能電力供給制御部
１２０　主電源オン実使用機能状況取得部
１３０　主電源オン使用機能変更指示部
１４０　主電源オン使用機能自動設定部
２００　主電源オン使用機能設定
２１０　機能別電力供給設定
２２０　主電源オン実使用機能状況情報
２３０　使用機能自動設定情報
２４０　アカウント設定
５００、５０１　画面例
６００、６０１　表示欄
７００、７１０　ボタン
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