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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ処理装置であって、
　前記データ処理装置の動作を制御する制御装置と、
　表示を行う表示装置とを有し、
　前記制御装置は、
　前記表示装置での表示を制御する第１の表示制御手段と、
　前記第１の表示制御手段が前記表示装置での表示を制御しない第１の状態から前記第１
の表示制御手段が前記表示装置での表示を制御する第２の状態に移行する要因があった後
に前記表示装置で表示されるべきデータを前記表示装置に転送する転送手段とを有し、
　前記表示装置は、
　前記表示装置での表示を制御する第２の表示制御手段と、
　前記第１の表示制御手段と前記第２の表示制御手段とを切り替える切り替え手段とを有
し、
　前記切り替え手段により前記第１の表示制御手段から前記第２の表示制御手段に切り替
えられた後に前記要因があった場合、前記切り替え手段により前記第２の表示制御手段か
ら前記第１の表示制御手段に切り替えられる前に、前記第２の表示制御手段は、前記転送
手段により転送されるデータに基づいて前記表示装置での表示を制御することを特徴とす
るデータ処理装置。
【請求項２】
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　前記表示装置は、前記転送手段により転送されるデータを格納する格納手段を有し、
　前記第２の表示制御手段は、前記格納手段により格納されているデータに基づいて前記
表示装置での表示を制御することを特徴とする請求項１に記載のデータ処理装置。
【請求項３】
　前記切り替え手段は、前記制御装置が前記第１の状態に移行する場合に、前記第１の表
示制御手段から前記第２の表示制御手段に切り替えることを特徴とする請求項１または２
に記載のデータ処理装置。
【請求項４】
　前記切り替え手段は、前記制御装置が前記第１の状態から前記第２の状態に移行する場
合に、前記第２の表示制御手段から前記第１の表示制御手段に切り替えることを特徴とす
る請求項３に記載のデータ処理装置。
【請求項５】
　前記転送手段により転送されるデータは、前記制御装置が前記第１の状態に移行してい
るときに表示されるべき画面を示すデータであることを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項６】
　前記第１の状態は、前記第１の表示制御手段へ供給する電力が減るまたは前記第１の表
示制御手段へ電力が供給されない省電力状態であり、
　前記第１の表示制御手段が前記第１の状態にあっても、前記表示装置での表示を制御す
るのに必要な電力が前記第２の表示制御手段に供給されることを特徴とする請求項１乃至
５のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項７】
　前記切り替え手段は、前記制御装置の電源が落とされる場合に、前記第１の表示制御手
段から前記第２の表示制御手段に切り替えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか
１項に記載のデータ処理装置。
【請求項８】
　前記第１の表示制御手段が前記第２の状態から前記第１の状態に移行する前に、前記転
送手段は前記データを前記表示装置に転送することを特徴とする請求項１乃至７のいずれ
か１項に記載のデータ処理装置。
【請求項９】
　印刷する印刷手段を有し、
　前記制御装置は前記印刷手段を制御することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１
項に記載のデータ処理装置。
【請求項１０】
　データ処理装置であって、
　表示を行う表示手段と、
　前記表示手段での表示を制御する第１の表示制御手段と、
　前記表示手段での表示を制御する第２の表示制御手段とを有し、
　前記第１の表示制御手段が前記表示手段での表示を制御しない第１の状態から前記第１
の表示制御手段が前記表示手段での表示を制御する第２の状態に移行する要因が、前記第
１の表示制御手段が前記第１の状態にあるときに、あった場合、前記第２の表示制御手段
は、前記要因があった後に表示すべきデータに基づいて、前記表示手段での表示を制御す
ることを特徴とするデータ処理装置。
【請求項１１】
　前記要因があった後に表示すべきデータを格納する格納手段を有し、
　前記第２の表示制御手段は、前記格納手段に格納されているデータに基づいて前記表示
手段での表示を制御することを特徴とする請求項１０に記載のデータ処理装置。
【請求項１２】
　前記第１の表示制御手段が前記第２の状態から前記第１の状態に移行する前に前記デー
タが前記格納手段に格納されることを特徴とする請求項１１に記載のデータ処理装置。



(3) JP 5355369 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

【請求項１３】
　前記第１の状態は、前記第１の表示制御手段へ供給する電力が減るまたは前記第１の表
示制御手段へ電力が供給されない省電力状態であり、
　前記第１の表示制御手段が前記第１の状態にあっても、前記表示手段での表示を制御す
るのに必要な電力が前記第２の表示制御手段に供給されることを特徴とする請求項１０乃
至１２のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項１４】
　データ処理装置であって、
　前記データ処理装置を制御する制御手段と、
　表示を行う表示手段と、
　前記表示手段で表示されるべきデータを格納する格納手段と、
　前記制御手段が前記データ処理装置を制御しない第１の状態から前記制御手段が前記デ
ータ処理装置を制御する第２の状態に移行する要因があった後に表示すべきデータを、前
記制御手段が前記第１の状態に移行する前に、前記格納手段に転送する転送手段と、
　前記制御手段が前記第１の状態にあるときに前記要因があった場合に、前記転送手段に
よって前記格納手段に転送されて前記格納手段に格納されているデータに基づいて前記表
示手段での表示を制御する表示制御手段とを有することを特徴とするデータ処理装置。
【請求項１５】
　前記第１の状態は、前記制御手段へ供給する電力が減るまたは前記制御手段へ電力が供
給されない省電力状態であり、
　前記制御手段が前記第１の状態にあっても、前記表示手段での表示を制御するのに必要
な電力が前記表示制御手段に供給されることを特徴とする請求項１４に記載のデータ処理
装置。
【請求項１６】
　データ処理装置での表示を制御する表示制御方法あって、
　前記データ処理装置の動作を制御する制御装置から表示を行う表示装置へ、前記制御装
置の第１の表示制御手段が前記表示装置での表示を制御しない第１の状態から前記第１の
表示制御手段が前記表示装置での表示を制御する第２の状態に移行する要因があった後に
前記表示装置で表示されるべきデータを転送する転送ステップと、
　前記第１の表示制御手段から前記前記表示装置での表示を制御する前記表示装置の第２
の表示制御手段に切り替えられた後に前記要因があった場合に、前記第２の表示制御手段
から前記第１の表示制御手段に切り替えられる前に、前記第２の表示制御手段により、前
記転送ステップで転送されるデータに基づいて前記表示装置での表示を制御する表示制御
ステップとを有することを特徴とする表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　データ処理装置の動作に係わる情報を表示する表示装置を制御する技術に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＣＤでの表示を制御するＬＣＤコントローラを複数有し、選択条件に応じて２つのＬ
ＣＤコントローラを切り替えるデータ処理装置があった（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－１２７４７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　データ処理装置が表示装置での表示を制御する表示制御手段を複数有していたとしても
、データ処理装置が省電力状態または電源オフ状態に移行すると、複数の表示制御手段の
それぞれへの電力供給が行われなくなり、表示装置での表示も行われなくなる。
【０００５】
　そこで、本発明では、データ処理装置を省電力状態または電源オフ状態に移行させられ
るようにしつつ、必要な情報を表示装置で表示できるようにもすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るデータ処理装置は、前記データ処理装置の動作を制御する制御装置と、表
示を行う表示装置とを有し、前記制御装置は、前記表示装置での表示を制御する第１の表
示制御手段と、前記第１の表示制御手段が前記表示装置での表示を制御しない第１の状態
から前記第１の表示制御手段が前記表示装置での表示を制御する第２の状態に移行する要
因があった後に前記表示装置で表示されるべきデータを前記表示装置に転送する転送手段
とを有し、前記表示装置は、前記表示装置での表示を制御する第２の表示制御手段と、前
記第１の表示制御手段と前記第２の表示制御手段とを切り替える切り替え手段とを有し、
前記切り替え手段により前記第１の表示制御手段から前記第２の表示制御手段に切り替え
られた後に前記要因があった場合、前記切り替え手段により前記第２の表示制御手段から
前記第１の表示手段に切り替えられる前に、前記第２の表示制御手段は、前記転送手段に
より転送されるデータに基づいて前記表示装置での表示を制御することを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係るデータ処理装置は、表示を行う表示手段と、前記表示手段での表示を制御
する第１の表示制御手段と、前記表示手段での表示を制御する第２の表示制御手段とを有
し、前記第１の表示制御手段が前記表示手段での表示を制御しない第１の状態から前記第
１の表示制御手段が前記表示手段での表示を制御する第２の状態に移行する要因が、前記
第１の表示制御手段が前記第１の状態にあるときに、あった場合、前記第２の表示制御手
段は、前記要因があった後に表示すべきデータに基づいて、前記表示手段での表示を制御
することを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係るデータ処理装置は、前記データ処理装置を制御する制御手段と、
　表示を行う表示手段と、前記表示手段で表示されるべきデータを格納する格納手段と、
前記制御手段が前記データ処理装置を制御しない第１の状態から前記制御手段が前記デー
タ処理装置を制御する第２の状態に移行する要因があった後に表示すべきデータを、前記
制御手段が前記第１の状態に移行する前に、前記格納手段に転送する転送手段と、前記制
御手段が前記第１の状態にあるときに前記要因があった場合に、前記転送手段によって前
記格納手段に転送されて前記格納手段に格納されているデータに基づいて前記表示手段で
の表示を制御する表示制御手段とを有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る表示制御方法は、データ処理装置での表示を制御する表示制御方法あって
、前記データ処理装置の動作を制御する制御装置から表示を行う表示装置へ、前記制御装
置の第１の表示制御手段が前記表示装置での表示を制御しない第１の状態から前記第１の
表示制御手段が前記表示装置での表示を制御する第２の状態に移行する要因があった後に
前記表示装置で表示されるべきデータを転送する転送ステップと、前記第１の表示制御手
段から前記前記表示装置での表示を制御する前記表示装置の第２の表示制御手段に切り替
えられた後に前記要因があった場合に、前記第２の表示制御手段から前記第１の表示制御
手段に切り替えられる前に、前記第２の表示制御手段により、前記転送ステップで転送さ
れるデータに基づいて前記表示装置での表示を制御する表示制御ステップとを有すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、データ処理装置を省電力状態または電源オフ状態に移行させられるよ
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うにしつつ、必要な情報を表示装置で表示できるようにもする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明を適用可能なデータ処理システムの構成を示すブロック図である。
【図２】制御装置１１０のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】データ処理装置１００の操作装置１４０のハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【図４】制御装置１１０のＬＣＤコントローラ２３１と操作装置１４０のＬＣＤコントロ
ーラ３０７とを切り替える切り替え処理を示すフローチャートである。
【図５】ＬＣＤコントローラ３０７によるＬＣＤ３０２の制御に切り替えられた場合にＬ
ＣＤ３０２に表示される画面の一例を示す図である。
【図６】スリープ状態からの復帰時にＬＣＤ３０２に表示される画面の一例を示す図であ
る。
【図７】ＬＣＤ３０２に表示される画面の一例を示す図である。
【図８】制御装置１１０でエラーが発生した場合に制御装置１１０のＬＣＤコントローラ
２３１と操作装置１４０のＬＣＤコントローラ３０７とを切り替える切り替え処理を示す
フローチャートである。
【図９】ＬＣＤ３０２に表示される画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、発明を実施するための形態を図面を用いて説明する。
【００１３】
　図１は、本発明を適用可能なデータ処理システムの構成を示すブロック図である。デー
タ処理装置１００は、プリント、画像入力、文書ファイリング、文書送受信、画像変換な
ど各種の画像処理機能を有している。
【００１４】
　リーダー装置１２０は、原稿画像を光学的に読み取り、その原稿画像を画像データに変
換する。リーダー装置１２０は、原稿を搬送するための機能を持つ原稿給紙部１２１と、
原稿を読み取るための機能を持つスキャナ部１２２とを備える。
【００１５】
　リーダー装置１２０の構成及び動作についてより詳細に説明する。スキャナ部１２２は
複数のＣＣＤを有している。各ＣＣＤの感度がそれぞれ異なっていると、たとえ原稿上の
各画素の濃度が同じであったとしても、読み取られた各画素がそれぞれ異なる濃度である
と認識されてしまう。そこで、それを補正するために、スキャナ部１２２は最初に白板（
一様に白い板）を露光走査し、露光走査して得られた反射光の量を電気信号に変換して制
御装置１１０に出力する。
【００１６】
　リーダー装置１２０が原稿上の画像をスキャンする際の動作について説明する。スキャ
ナ部１２２は、原稿上の画像を露光走査して得られた反射光をＣＣＤにて入力することに
より、画像を電気信号に変換する。さらに、スキャナ部１２２はその電気信号をＲ、Ｇ、
Ｂの各色からなる輝度信号に変換し、その輝度信号を画像データとして制御装置１１０に
出力する。
【００１７】
　原稿は原稿給紙部１２１のトレイにセットされる。ユーザが操作装置１４０を操作して
読み取り開始を指示すると、制御装置１１０はスキャナ部１２２に読み取り指示を与える
。スキャナ部１２２はこの読み取り指示を受けると、原稿給紙部１２１のトレイから原稿
を一枚ずつフィードし、原稿画像の読み取りを行う。原稿画像の読み取り方法は、原稿給
紙部１２１によって原稿を自動送りして露光部を固定し原稿を走査する方式だけでなく、
原稿をガラス面上に固定して露光部を移動させ原稿を走査する方法であってもよい。
【００１８】
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　プリンタ装置１３０は、記録紙を搬送し、その上に画像データを可視画像として印刷し
、画像が印刷された記録紙を装置外に排紙する。プリンタ装置１３０は、複数種類の記録
紙をそれぞれ格納可能な複数の記録紙カセットを有する給紙部１３１と、画像データに基
づく画像を記録紙に転写し定着させる機能を持つマーキング部１３２とを備える。また、
プリンタ装置１３０は、画像が印刷された記録紙をソートまたはステイプルして装置外へ
出力する機能を持つ排紙部１３３を備える。
【００１９】
　プリンタ装置１３０は制御装置から受けた画像データに基づいて画像を用紙上に形成す
る。画像形成方法には感光ドラムや感光体ベルトを用いた電子写真方式があるほか、微小
ノズルアレイからインクを吐出して用紙上に画像を印刷するインクジェット方式などがあ
る。
【００２０】
　操作装置１４０は液晶タッチパネルを備え、ユーザがデータ処理装置１００を操作する
ためのユーザインターフェースを提供する。
【００２１】
　課金装置１５０は課金処理を行う。コイン検出部１５１はユーザによって投入されたコ
インを検出する。制御部１５２は、記憶部１５３に記憶されているプログラムに従って、
投入されたコインの合計金額や機能の利用にかかった精算金額を算出する。この算出結果
のデータは制御部１５２からインターフェース部１５４を介してデータ処理装置１００に
送信される。表示部１５５は、投入されコインの合計金額、機能の利用にかかった精算金
額、精算後の残金金額を表示する。返金指示入力検出部１５６は、投入したコインの返金
指示がユーザによって入力されたことを検出する。このほか、不図示ではあるが、残金を
ユーザに返却するための返却口やユーザが返金指示を入力するための返金ボタンが課金装
置１５０にはある。
【００２２】
　ＬＡＮ１６０はデータ処理装置１００、データ処理装置１０１及びホストコンピュータ
１０２をそれぞれ接続し、それらはＬＡＮ１６０を介してお互いに通信可能である。
【００２３】
　制御装置１１０は、リーダー装置１２０、プリンタ装置１３０、操作装置１４０、課金
装置１５０及びＬＡＮ１６０と電気的に接続している。制御装置１１０はコピー機能を提
供するために、リーダー装置１２０を制御して原稿の画像データを生成させ、プリンタ装
置１３０を制御して画像データに基づく画像を記録紙に印刷させる。
【００２４】
　また、制御装置１１０はスキャナ機能を提供するために、リーダー装置１２０によって
生成された画像データをコードデータに変換して、ＬＡＮ１６０を介してそのコードデー
タをホストコンピュータ１０２に送信する。プリンタ機能を提供するために、ＬＡＮ１６
０を介してホストコンピュータ１０２からコードデータを受信し、そのコードデータを画
像データに変換し、プリンタ装置１３０を制御してその画像データに基づく画像を記録紙
に印刷させる。
【００２５】
　課金処理では、制御装置１１０は、投入されたコインの合計金額や精算金額など、算出
結果のデータを課金装置１５０のインターフェース部１５４から受信する。さらに、受信
した算出結果のデータに基づいて、操作装置１４０で指定されたコピー処理が可能である
か否か、つまり料金が足りているか否かを判断する（料金チェック）。一方、コピー処理
を実行した後には、残金の有無を判断する（残金チェック）。制御装置１１０は、算出結
果のデータを課金装置１５０から受信しているので、ＲＯＭ等に格納されているコピー処
理を制御するためのプログラムに基づいて自ら残金チェックを行うことができる。残金金
額は課金装置１５０の表示部１５５で表示される必要があるので、制御装置１１０は残金
金額を示すデータを課金装置１５０に送信する。
【００２６】
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　なお、課金装置１５０はコインだけでなく紙幣を投入可能にしても良い。また、制御装
置１１０は、コピー機能に関する料金チェックや残金チェックだけでなく、スキャナ機能
やプリンタ機能に関して料金チェックや残金チェックをできるようにしてもよい。
【００２７】
　電源１７０はリーダー装置１２０、プリンタ装置１３０、操作装置１４０、制御装置１
１０等に電力を供給する。
【００２８】
　図２は、制御装置１１０のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００２９】
　メインコントローラ２１１は主にＣＰＵ２１２、バスコントローラ２１３及び各種Ｉ／
Ｆコントローラ回路から構成される。ＣＰＵ２１２とバスコントローラ２１３は制御装置
１１０全体の動作を制御するものである。ＣＰＵ２１２はＲＯＭ２１４からＲＯＭ　Ｉ／
Ｆ２１５を経由して読み込んだプログラムに従って動作する。例えば、ホストコンピュー
タから受信したＰＤＬ（ページ記述言語）コードデータを解釈してラスターイメージデー
タに展開する動作はこのプログラムに記述されており、ＰＤＬコードデータからラスター
イメージデータへの変換はソフトウェアによって処理される。バスコントローラ２１３は
各Ｉ／Ｆを介してのデータ転送を制御するものであり、バス競合時の調停やＤＭＡデータ
転送の制御も行う。
【００３０】
　ＤＲＡＭ２１６はＤＲＡＭ　Ｉ／Ｆ２１７を介してメインコントローラ２１１と接続し
ている。ＤＲＡＭ２１６にはＣＰＵ２１２が動作中に使用するワークエリアや画像データ
を蓄積する記憶エリアが設けられる。
【００３１】
　Ｃｏｄｅｃ２１８はＣｏｄｅｃ　Ｉ／Ｆ２２０を介してメインコントローラ２１１と接
続している。ＤＲＡＭ２１６に蓄積されるラスターイメージデータをＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ
、ＪＢＩＧ、ＪＰＥＧ等の方式で圧縮し、また、圧縮されてＤＲＡＭ２１６に蓄積された
データをラスターイエージデータに伸長する。ＳＲＡＭ２１９はＣｏｄｅｃ２１８によっ
てワークエリアとして一時的に使用される。Ｃｏｄｅｃ　Ｉ／Ｆ２２０を介してのメイン
コントローラ２１１とＣｏｄｅｃ２１８との間のデータ転送はバスコントローラ２１３に
よって制御され、ＤＭＡ転送が行われる。
【００３２】
　グラフィックプロセッサ２３５は画像回転、変倍、色空間変換などの処理を行う。ＳＲ
ＡＭ２３６はグラフィックプロセッサ２３５によってワークエリアとして一時的に使用さ
れる。
【００３３】
　外部通信Ｉ／Ｆ２２１はＩ／Ｆ２２２を介してメインコントローラ２１１と接続し、コ
ネクタ２２３によって外部ネットワークと接続している。
【００３４】
　汎用高速バス２２５には、メインコントローラ２１１のほか、拡張ボードを接続するた
めの拡張コネクタ２２４やＩ／Ｏ制御部２２６が接続している。汎用高速バスの一例とし
てＰＣＩバスがある。
【００３５】
　Ｉ／Ｏ制御部２２６には、リーダー装置１２０のＣＰＵとプリンタ装置１３０のＣＰＵ
のそれぞれとの間で制御コマンドを送受信するための調歩同期シリアル通信コントローラ
２２７が２チャンネル分装備されている。また、Ｉ／Ｏ制御部２２６はＩ／Ｏバス２２８
を介してスキャナＩ／Ｆ２４０及びプリンタＩ／Ｆ２４５に接続している。
【００３６】
　パネルＩ／Ｆ２３２は、ＬＣＤコントローラ２３１と表示Ｉ／Ｆ２３７とを介してＩ／
Ｏ制御部２２６と接続している。また、パネルＩ／Ｆ２３２はキー入力Ｉ／Ｆ２３０を介
してＩ／Ｏ制御部２２６と接続している。操作装置１４０はＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒ
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ｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：液晶表示部）、ＬＣＤ上に貼り付けられたタッチパネル及
び複数個のハードキーを有する。タッチパネルまたはハードキーにより入力された信号は
パネルＩ／Ｆ２３２、キー入力Ｉ／Ｆ２３０、Ｉ／Ｏ制御部２２６を介してＣＰＵ２１２
に伝えられる。ＬＣＤで表示されるべき画面データはＩ／Ｏ制御部２２６、ＬＣＤコント
ローラ２３１、パネルＩ／Ｆ２３２を介してＬＣＤに伝えられる。ＬＣＤはその画面デー
タに基づいて、データ処理装置の機能や状態を示す画面、データ処理装置を操作するため
の操作画面、画像データをユーザに見せるためのプレビュー画面などを表示する。
【００３７】
　リアルタイムクロックモジュール２３３はデータ処理装置１００内で管理する日付と時
刻を更新及び保存するためのものであり、バックアップ用電池２３４によって供給される
電力で動作している。
【００３８】
　Ｅ－ＩＤＥコネクタ２６１は外部記憶装置を接続するためのものである。図２において
は、ハードディスク２６２が外部記憶装置として接続している。Ｉ／Ｏ制御部２２６はＥ
－ＩＤＥコネクタ２６１を介してハードディスクドライブ２６０と接続していて、それに
よってハードディスク２６２に画像データを記憶させたり、ハードディスク２６２から画
像データを読み出したりする。
【００３９】
　コネクタ２４２はリーダー装置１２０に接続し、同調歩同期シリアルＩ／Ｆ２４３とビ
デオＩ／Ｆ２４４から構成されている。コネクタ２４７はプリンタ装置１３０に接続し、
同調歩同期シリアルＩ／Ｆ２４８とビデオＩ／Ｆ２４９から構成されている。
【００４０】
　スキャナＩ／Ｆ２４０はコネクタ２４２を介してリーダー装置１２０と接続し、一方、
スキャナバス２４１を介してメインコントローラ２１１と接続している。スキャナＩ／Ｆ
２４０はリーダー装置１２０から受信した画像データに対して所定の処理を施す機能を有
し、さらにリーダー装置１２０から受信したビデオ制御信号をもとに制御信号を生成し、
その制御信号をスキャナバス２４１に出力する機能を有する。スキャナバス２４１からＤ
ＲＡＭ２１６へのデータ転送はバスコントローラ２１３によって制御される。
【００４１】
　プリンタＩ／Ｆ２４５はコネクタ２４７を介してプリンタ装置１３０と接続し、一方、
プリンタバス２４６を介してメインコントローラ２１１と接続している。プリンタＩ／Ｆ
２４５はメインコントローラ２１１から受信した画像データに対して所定の処理を施す機
能を有し、さらにプリンタ装置１３０から受信したビデオ制御信号をもとに制御信号を生
成し、その制御信号をプリンタバス２４６に出力する機能を有する。ＤＲＡＭ２１６に展
開されたラスターイメージデータのプリンタ装置１３０への転送はバスコントローラ２１
３によって制御され、ラスターイメージデータはプリンタバス２４６及びビデオＩ／Ｆ２
４９を介してプリンタ装置１３０へＤＭＡ転送される。
【００４２】
　課金装置Ｉ／Ｆ２７０は課金装置１５０に接続し、投入されたコインの合計金額や精算
金額などの算出結果のデータを受信する。
【００４３】
　図３はデータ処理装置１００の操作装置１４０のハードウェア構成を示すブロック図で
ある。コントローラＩ／Ｆ３０１は制御装置１１０のパネルＩ／Ｆ２３２と接続している
。コントローラＩ／Ｆ３０１は、ＬＣＤ３０２で表示すべき画面データをＬＣＤコントロ
ーラ２３１からパネルＩ／Ｆ２３２を介して受信する。また、タッチパネル３０３やハー
ドキー３０４によって入力された信号をパネルＩ／Ｆ２３２を介してＩ／Ｏ制御部２２６
に送信する。
【００４４】
　ＬＣＤコントローラ２３１は制御信号や表示すべき画面データをＬＣＤ３０２に送信し
て、ＬＣＤ３０２の表示を制御する。
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【００４５】
　ＣＰＵ３０５はタッチパネル３０３やハードキー３０４によって入力された信号をＩ／
Ｏ制御部２２６へ転送する。また、ＬＣＤ３０２で表示すべき画面データをＩ／Ｏ制御部
２２６から受信して、ＲＡＭ３０６に格納する。さらにＣＰＵ３０５はＬＣＤコントロー
ラ２３１によるＬＣＤ３０２の制御とＬＣＤコントローラ３０７によるＬＣＤ３０２の制
御とを切り替えるセレクタ３０８を制御する機能を有する。
【００４６】
　ＬＣＤコントローラ３０７は制御信号や表示すべき画面データをＬＣＤ３０２に送信し
て、ＬＣＤ３０２の表示を制御する。画面データが制御装置１１０から転送されてきてＲ
ＡＭ３０６に格納されている場合には、ＬＣＤコントローラ３０７はその画面データをＲ
ＡＭ３０６から読み出し、その画面データに基づく画面を表示するようＬＣＤ３０２を制
御する。
【００４７】
　また、制御装置１１０と操作装置１４０は別々の電源系統を持っており、それぞれの背
電源系統は別々に制御することができ、操作装置１４０をそのままにして制御装置１１０
だけを省電力状態（以下、スリープ状態）にすることが可能である。スリープ状態では、
例えばＣＰＵ２１２またはＬＣＤコントローラ２３１へ供給する電力を減らしたり、或い
はＣＰＵ２１２またはＬＣＤコントローラ２３１へ電力を供給しなくしたりする。
【００４８】
　図４は、制御装置１１０のＬＣＤコントローラ２３１と操作装置１４０のＬＣＤコント
ローラ３０７とを切り替える切り替え処理を示すフローチャートである。
【００４９】
　Ｓ４０１では、Ｉ／Ｏ制御部２２６は、ユーザが操作装置１４０を操作して入力したス
リープ移行命令の有無を判断する。スリープ移行命令があったと判断された場合には、Ｓ
５０２に進む。また、所定時間ユーザからの操作がないのに応じてまたは所定時間ジョブ
の投入がないのに応じてスリープ状態に移行することになっている場合には、Ｉ／Ｏ制御
部２２６は、スリープ状態に移行する旨のＣＰＵ２１２からの通知の有無を判断する。
【００５０】
　Ｓ４０２では、Ｉ／Ｏ制御部２２６は、スリープ状態中にＬＣＤ３０２にて表示すべき
画面データやスリープ状態から復帰した際にＬＣＤ３０２にて表示すべき画面データを操
作装置１４０に転送し、ＣＰＵ３０５はその画面データをＲＡＭ３０６に格納する。その
ときに転送される画面データは制御装置１１０のＲＯＭ２１４、ＤＲＡＭ２１６、ハード
ディスク２６２のいずれかに格納されていたものである。
【００５１】
　Ｓ４０３では、ＣＰＵ３０５は、Ｉ／Ｏ制御部２２６からの指示に応じて、ＬＣＤコン
トローラ２３１によるＬＣＤ３０２の制御からＬＣＤコントローラ３０７によるＬＣＤ３
０２の制御へ切り替えるようセレクタ３０８を制御する。これにより、ＬＣＤコントロー
ラ３０７がＬＣＤ３０２での画面表示を制御する。このとき、ＬＣＤコントローラ３０７
は、Ｓ４０２でＲＡＭ３０６に格納された画面データをＲＡＭ３０６から読み出し、その
画像データに基づく画面を表示するようＬＣＤ３０２を制御する。
【００５２】
　図５は、スリープ状態中にＬＣＤ３０２に表示される画面の一例を示す図である。この
画面はコンビニエンスストアのようなセルフコピー機で表示される場合を想定したもので
あり、これに限られるものではない。
【００５３】
　Ｓ４０４では、ＣＰＵ２１２は制御装置１１０をスリープ状態へ移行させる。
【００５４】
　Ｓ４０５では、操作装置１４０のＣＰＵ３０５及び制御装置１１０のＩ／Ｏ制御部２２
６がそれぞれスリープ状態からの復帰要因の有無を判断する。スリープ状態からの復帰要
因とは、例えば課金装置１５０のコイン検出部１５１がコインの投入を検出した場合やユ



(10) JP 5355369 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

ーザが操作装置１４０を操作した場合などである。スリープ状態からの復帰要因があった
場合には、Ｓ４０６に進む。
【００５５】
　Ｓ４０６では、ＬＣＤコントローラ３０７が、ステップＳ４０２でＲＡＭ３０６に格納
された画面データをＲＡＭ３０６から読み出し、その画面データに基づく画面を表示する
ようＬＣＤ３０２を制御する。図６は、スリープ状態からの復帰時にＬＣＤ３０２に表示
される画面の一例を示す図である。
【００５６】
　Ｓ４０７では、ＣＰＵ３０５は、Ｉ／Ｏ制御部２２６からの通知などに基づいて、制御
装置１１０がスリープ状態から復帰してスタンバイ状態になっているかを判断する。スタ
ンバイ状態になっていると判断した場合には、Ｓ４０８に進む。Ｓ４０８では、ＣＰＵ３
０５は、ＬＣＤコントローラ３０７によるＬＣＤ３０２の制御からＬＣＤコントローラ２
３１によるＬＣＤ３０２の制御に切り替えるようセレクタ３０８を制御する。
【００５７】
　Ｓ４０９では、制御装置１１０のＬＣＤコントローラ２３１がＬＣＤ３０２での画面表
示を制御する。図７は、このときにＬＣＤ３０２に表示される画面の一例を示す図である
。
【００５８】
　上記の切り替え処理を行うことにより、必要な情報（例えば、図５のような画面）をＬ
ＣＤ３０２に表示させながら、制御装置１１０の待機電力を少なくすることができる。
【００５９】
　また、スリープ状態から復帰する際に表示すべき画面データもＬＣＤコントローラ３０
７を使ってＬＣＤ３０２に表示させることにより、制御装置１１０は表示制御に構うこと
なくスリープ状態からの復帰に専念をすることができる。
【００６０】
　図８は、制御装置１１０でエラーが発生した場合に制御装置１１０のＬＣＤコントロー
ラ２３１と操作装置１４０のＬＣＤコントローラ３０７とを切り替える切り替え処理を示
すフローチャートである。
【００６１】
　Ｓ８０１では、制御装置１１０のＣＰＵ２１２はエラーの発生の有無を判断する。エラ
ーの発生があったと判断した場合には、Ｓ８０２に進み。Ｓ８０２では、ＣＰＵ２１２が
、発生したエラーがシャットダウンを必要とするエラーであるかを判断する。シャットダ
ウンを必要とするエラーとは、ファンロックやＨＤＤ異常などである。例えばファンロッ
クによりファンが回らなくなると、ＣＰＵ２１２等の発熱を押さえることができなくなる
。そのような状況で電力供給を続けていると、ＣＰＵ２１２等も故障する可能性があるこ
とから、シャットダウンをして電力供給を停止する必要がある。一方、シャットダウンを
必要としないエラーはジャムなどである。
【００６２】
　シャットダウンを必要としないエラーであると判断した場合には、Ｓ８０９に進む。Ｓ
８０９では、エラーを解除する処理、例えばジャムした紙を取り除くようユーザにアナウ
ンスするなどの処理を行う。
【００６３】
　シャットダウンを必要とするエラーであると判断した場合には、Ｓ８０３に進む。Ｓ８
０３では、Ｉ／Ｏ制御部２２６は、Ｓ８０１で検出したエラーの内容を通知する画面を表
示するための画面データを操作装置１４０に転送し、ＣＰＵ３０５はその画面データをＲ
ＡＭ３０６に格納する。
【００６４】
　Ｓ８０４では、ＣＰＵ３０５は、ＬＣＤコントローラ２３１によるＬＣＤ３０２の制御
からＬＣＤコントローラ３０７によるＬＣＤ３０２の制御に切り替えるようセレクタ３０
８を制御する。Ｓ８０５では、ＬＣＤコントローラ３０７がステップＳ８０３でＲＡＭ３
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０６に格納された画面データをＲＡＭ３０６から読み出し、その画面データに基づく画面
を表示するようＬＣＤ３０２を制御する。
【００６５】
　図９はこのときにＬＣＤ３０２に表示される画面の一例を示す図である。図９に示され
ているメッセージのほか、制御装置１１０のシャットダウンをした理由を示すメッセージ
が表示されていても良い。
【００６６】
　Ｓ８０６では、制御装置１１０のＣＰＵ２１２は制御装置１１０の電源を落とす。Ｓ８
０７では、操作装置１４０のＣＰＵ３０５は、ユーザによりシャットダウンの指示がなさ
れたかを判断する。シャットダウンの指示はタッチパネル３０３の押下（図９のシャット
ダウンキー９０１の押下）や電源スイッチのＯＦＦ等によりなされる。Ｓ８０８では、操
作装置１４０のＣＰＵ３０５は操作装置１４０の電源を落とす。
【００６７】
　上記の切り替え処理を行うことにより、必要な情報（例えば図９のような画面）をＬＣ
Ｄ３０２に表示させながら、制御装置１１０の電源を落とすことができる。
【００６８】
　このように制御装置１１０の電源を先に落としておくことにより、エラーで使用できな
い際の余分な消費電力を削減することができる。また、ファンロックエラーのように制御
装置１１０の発熱によりさらなる故障につながりうるエラーを検出した場合には、制御装
置１１０の故障防止にも効果がある。
【００６９】
　スリープ状態中や電源オフ中にＬＣＤ３０２での表示を簡素化する場合には、ＬＣＤコ
ントローラ３０７をＬＣＤコントローラ２３１と比較して簡易なものにしてもよい。例え
ば、ＬＣＤコントローラ３０７ではＬＣＤコントローラ２３１の一部の機能を省略したり
、ＬＣＤコントローラ２３１よりも性能を低くしたりしても良い。つまり、通常時はＬＣ
Ｄコントローラ２３１がきめ細かくＬＣＤ３０２での表示を制御するものの、制御装置１
１０がスリープ状態中や電源オフ中である場合には、ＬＣＤコントローラ３０７がＬＣＤ
コントローラ２３１に代わってＬＣＤ３０２の表示を制御する。
【００７０】
　図１のブロック図では、データ処理装置１００が操作装置１４０を含む形になっていた
が、操作装置１４０がデータ処理装置１００の外にあってデータ処理装置１００と着脱可
能であってもよい。この場合には、データ処理装置１００と操作装置１４０とからなるデ
ータ処理システムにおいて図４や図８の切り替え処理が実行される。
【００７１】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００７２】
　１００　データ処理装置
　１０１　データ処理装置
　１０２　ホストコンピュータ
　１１０　制御装置
　１２０　リーダー装置
　１２１　原稿給紙部
　１２２　スキャナ部
　１３０　プリンタ装置
　１３１　給紙部
　１３２　マーキング部
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　１３３　排紙部
　１４０　操作装置
　１５０　課金装置
　１５１　コイン検出部
　１５２　制御部
　１５３　記憶部
　１５４　Ｉ／Ｆ部
　１５５　表示部
　１５６　返金指示入力検出部
　１６０　ＬＡＮ
　１７０　電源

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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