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(57)【要約】
【課題】メモリーの交換を促す警告の表示のタイミング
を最適化すること。
【解決手段】システム制御部１２２により、ＳＳＤ１０
８のシステム用パーティション及び各機能用パーティシ
ョンに対して定義された１日当たりのデータ書き込み量
の合計と、ＳＳＤ１０８のデータ書き込み量の合計がＴ
ＢＷ（保証書き込み容量）に達する前の特定の日数（た
とえば３ヶ月）とを乗算して得られた値のＴＢＷに対す
る比率により、警告表示閾値を求める。また、システム
制御部１２２により、システム用パーティション及び各
機能用パーティションに対するデータの書き込みを制御
し、ＴＢＷの残りの書き込み容量が警告表示閾値に達す
ると、パネル部１０６にＳＳＤ１０８の交換を促す警告
を表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を表示するパネル部と、
　第１のメモリーと、
　前記第１のメモリーへのデータ書き込み量が保証書き込み容量に達する前の第１の期間
に、前記第１のメモリーへ書き込まれるデータ書き込み量に基づいて、警告表示閾値を求
めるシステム制御部とを備え、
　前記システム制御部は、前記第１のメモリーに対するデータの書き込みを制御し、前記
保証書き込み容量のうち残りの書き込み容量が前記警告表示閾値に達すると、前記パネル
部に前記第１のメモリーの交換を促す警告を表示させる
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記第１のメモリーは、パーティションを有し、
　前記システム制御部は、
　前記パーティションに対して定義された第２の期間当たりのデータ書き込み量の合計と
前記第１の期間を乗算して得られた、前記第１の期間に前記第１のメモリーへ書き込まれ
るデータ書き込み量に基づいて、前記警告表示閾値を求め、
　前記パーティションに対するデータの書き込みを制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　第２のメモリーを備え、
　前記第１のメモリーは、システム用パーティション及び第１の各機能用パーティション
を有し、
　前記第２のメモリーは、前記第１のメモリーより大容量であり、前記第１の各機能用パ
ーティションに書き込むべきデータが書き込まれる第２の各機能用パーティションを有し
、
　前記システム制御部は、
　前記システム用パーティションに対して定義された第２の期間当たりのデータ書き込み
量の合計と前記第１の期間を乗算して得られた、前記第１の期間に前記第１のメモリーへ
書き込まれるデータ書き込み量に基づいて前記警告表示閾値を求め、
　前記システム用パーティション及び前記第２の各機能用パーティションに対するデータ
の書き込みを制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第２のメモリーは、オプションであり、
　前記第２のメモリーが前記電子機器に搭載されていないとき、システム制御部は、
　前記システム用パーティション及び第１の各機能用パーティションに対して定義された
第２の期間当たりのデータ書き込み量の合計と前記第１の期間を乗算して得られた、前記
第１の期間に前記第１のメモリーへ書き込まれるデータ書き込み量に基づいて、前記警告
表示閾値を求め、
　前記システム用パーティション及び前記第１の各機能用パーティションに対するデータ
の書き込みを制御し、
　前記第２のメモリーが前記電子機器に搭載されているとき、システム制御部は、
　前記システム用パーティションに対して定義された第２の期間当たりのデータ書き込み
量の合計と前記第１の期間を乗算して得られた、前記第１の期間に前記第１のメモリーへ
書き込まれるデータ書き込み量に基づいて前記警告表示閾値を求め、
　前記システム用パーティション及び前記第２の各機能用パーティションに対するデータ
の書き込みを制御する
　ことを特徴とする請求項４に記載の電子機器。
【請求項５】
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　前記システム制御部は、前記第１の期間に前記第１のメモリーへ書き込まれる前記デー
タ書き込み量の前記保証書き込み容量に対する比率により、前記警告表示閾値を求めるこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項６】
　前記第１の期間は、前記パネル部の操作により設定可能であることを特徴とする請求項
１～５のいずれかに記載の電子機器。
【請求項７】
　第１のメモリーへのデータ書き込み量が保証書き込み容量に達する前の第１の期間に、
前記第１のメモリーへ書き込まれるデータ書き込み量に基づいて、警告表示閾値を求める
工程と、
　前記第１のメモリーに対するデータの書き込みを制御する工程と、
　前記保証書き込み容量のうち残りの書き込み容量が前記警告表示閾値に達すると、パネ
ル部に前記第１のメモリーの交換を促す警告を表示させる工程と、を電子機器を制御する
コンピューターに実行させる
　ことを特徴とするメモリー寿命警告プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）などの不揮発性メモリーの
管理に適した電子機器及びメモリー寿命警告プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば、プリンター、多機能プリンター、複合機などのＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）である画像形成装置においては、コピー、プリント、
ＦＡＸ（ｆａｃｓｉｍｉｌｅ）などの各ジョブのマルチ動作やユーザーボックス機能を実
現するために大容量のＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）が搭載されている。ま
た、このような画像形成装置においては、データの読み書きに関わるアクセスの早いＮＡ
ＮＤ型フラッシュメモリー（登録商標）を利用したＳＳＤなどの不揮発性メモリーの搭載
も可能となっている。さらには、ＨＤＤを搭載せずに、ＳＳＤなどの不揮発性メモリーの
みの搭載も可能となっている。
【０００３】
　ところで、ＳＳＤは、ＨＤＤに比べてデータの読み書きに関わるアクセスが早いという
メリットがある反面、フラッシュメモリー（登録商標）の構造上、書き込み寿命が短いと
いうデメリットがある。このため、使用中のＳＳＤが寿命に達してしまうと、画像形成装
置が正常動作を行えなくなってしまうことがある。
【０００４】
　このような不具合を解消するものとして、特許文献１に示されているデータ記憶制御装
置が知られている。このデータ記憶制御装置は、書き換え保証回数の少ない第１不揮発性
メモリーへのデータ書き込み回数をパーティション単位でカウントするカウンターと、デ
ータを書き込むべき第１不揮発性メモリーのパーティションの書き込み回数が特定回数を
超えると、書き込むべきデータを書き換え保証回数の多い第２不揮発性メモリーに記憶さ
せる制御部とを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－０４４２０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した特許文献１でのデータ記憶制御装置では、第１不揮発性メモリーの書き換え保
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証回数に達する前に、第１不揮発性メモリーに書き込むデータを第２不揮発性メモリーに
記憶させるので、データの信頼性を確保できる。
【０００７】
　ところで、このデータ記憶制御装置では、具体的な記載は無いが、第１不揮発性メモリ
ーのパーティションの書き込み回数が特定回数を超えると、第１不揮発性メモリーの交換
を促す警告を表示させることは可能と考える。つまり、第１不揮発性メモリーが寿命に達
する前に、警告を表示させることができるものと考える。
【０００８】
　ところが、第１不揮発性メモリーのパーティションの書き込み回数のみによって第１不
揮発性メモリーの交換を促す警告を表示させると、使用するシステムデバイスの構成や、
使用する機能などによって第１不揮発性メモリーへのデータの書き込み量が変動すること
で、適切なタイミングで警告を表示することができないという問題があった。
【０００９】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、上記問題点を解消することが
できる電子機器及びメモリー寿命警告プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の電子機器は、情報を表示するパネル部と、第１のメモリーと、前記第１のメモ
リーへのデータ書き込み量が保証書き込み容量に達する前の第１の期間に、前記第１のメ
モリーへ書き込まれるデータ書き込み量に基づいて、警告表示閾値を求めるシステム制御
部とを備え、前記システム制御部は、前記第１のメモリーに対するデータの書き込みを制
御し、前記保証書き込み容量のうち残りの書き込み容量が前記警告表示閾値に達すると、
前記パネル部に前記第１のメモリーの交換を促す警告を表示させることを特徴とする。
　また、前記第１のメモリーは、パーティションを有し、前記システム制御部は、前記パ
ーティションに対して定義された第２の期間当たりのデータ書き込み量の合計と前記第１
の期間を乗算して得られた、前記第１の期間に前記第１のメモリーへ書き込まれるデータ
書き込み量に基づいて、前記警告表示閾値を求め、前記パーティションに対するデータの
書き込みを制御することを特徴とする。
　また、第２のメモリーを備え、前記第１のメモリーは、システム用パーティション及び
第１の各機能用パーティションを有し、前記第２のメモリーは、前記第１のメモリーより
大容量であり、前記第１の各機能用パーティションに書き込むべきデータが書き込まれる
第２の各機能用パーティションを有し、前記システム制御部は、前記システム用パーティ
ションに対して定義された第２の期間当たりのデータ書き込み量の合計と前記第１の期間
を乗算して得られた、前記第１の期間に前記第１のメモリーへ書き込まれるデータ書き込
み量に基づいて前記警告表示閾値を求め、前記システム用パーティション及び前記第２の
各機能用パーティションに対するデータの書き込みを制御することを特徴とする。
　また、前記第２のメモリーは、オプションであり、前記第２のメモリーが前記電子機器
に搭載されていないとき、システム制御部は、前記システム用パーティション及び第１の
各機能用パーティションに対して定義された第２の期間当たりのデータ書き込み量の合計
と前記第１の期間を乗算して得られた、前記第１の期間に前記第１のメモリーへ書き込ま
れるデータ書き込み量に基づいて、前記警告表示閾値を求め、前記システム用パーティシ
ョン及び前記第１の各機能用パーティションに対するデータの書き込みを制御し、前記第
２のメモリーが前記電子機器に搭載されているとき、システム制御部は、前記システム用
パーティションに対して定義された第２の期間当たりのデータ書き込み量の合計と前記第
１の期間を乗算して得られた、前記第１の期間に前記第１のメモリーへ書き込まれるデー
タ書き込み量に基づいて前記警告表示閾値を求め、前記システム用パーティション及び前
記第２の各機能用パーティションに対するデータの書き込みを制御することを特徴とする
。
　また、前記システム制御部は、前記第１の期間に前記第１のメモリーへ書き込まれる前
記データ書き込み量の前記保証書き込み容量に対する比率により、前記警告表示閾値を求
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めることを特徴とする。
　また、前記第１の期間は、前記パネル部の操作により設定可能であることを特徴とする
。
　本発明のメモリー寿命警告プログラムは、第１のメモリーへのデータ書き込み量が保証
書き込み容量に達する前の第１の期間に、前記第１のメモリーへ書き込まれるデータ書き
込み量に基づいて、警告表示閾値を求める工程と、前記第１のメモリーに対するデータの
書き込みを制御する工程と、前記保証書き込み容量のうち残りの書き込み容量が前記警告
表示閾値に達すると、パネル部に前記第１のメモリーの交換を促す警告を表示させる工程
と、を電子機器を制御するコンピューターに実行させることを特徴とする。
　本発明の電子機器及びメモリー寿命警告プログラムでは、システム制御部により、第１
のメモリーへのデータ書き込み量が保証書き込み容量に達する前の第１の期間に、第１の
メモリーへ書き込まれるデータ書き込み量に基づいて、警告表示閾値を求めることができ
る。またシステム制御部により、第１のメモリーに対するデータの書き込みを制御し、保
証書き込み容量のうち残りの書き込み容量が警告表示閾値に達すると、パネル部に第１の
メモリーの交換を促す警告を表示させることができる。
　これにより、使用するシステムデバイスの構成や、使用する機能などによって第１のメ
モリーへのデータの書き込み量が変動しても、警告表示閾値を元にパネル部に第１のメモ
リーの交換を促す警告を表示させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の電子機器及びメモリー寿命警告プログラムによれば、使用するシステムデバイ
スの構成や、使用する機能などによって第１のメモリーへのデータの書き込み量が変動し
ても、警告表示閾値を元にパネル部に第１のメモリーの交換を促す警告を表示させること
ができることから、第１のメモリーの交換を促す警告の表示のタイミングを最適化するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の電子機器をＭＦＰに適用した場合の一実施形態を説明するための図であ
る。
【図２】図１の記憶デバイスの構成を説明するものであって、図２（ａ）はＳＳＤのパー
ティションの構成を説明するための図であり、図２（ｂ）はＨＤＤのパーティションの構
成を説明するための図である。
【図３】図１のＳＳＤの各パーティションの定義の一例について説明するものであって、
図３（ａ）はＳＳＤのみがＭＦＰに搭載されている場合を説明する図であり、図３（ｂ）
はＨＤＤがオプションで追加された場合を説明する図である。
【図４】図１のＳＳＤのＴＢＷ（保証書き込み容量）における警告表示閾値を説明するも
のであって、図４（ａ）はＳＳＤの容量が８ＧＢのときの警告表示閾値を説明する図であ
り、図４（ｂ）はＳＳＤの容量が３２ＧＢのときの警告表示閾値を説明する図である。
【図５】図１のＳＳＤにセキュア機能がある場合の各パーティションの定義の一例につい
て説明する図である。
【図６】図１のＳＳＤの交換を促す警告の方法を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の電子機器の一実施形態を、図１～図６を参照しながら説明する。なお、
以下の説明においての電子機器の一例としては、たとえば印刷機能、コピー機能、ＦＡＸ
機能、ネットワーク経由でのデータ送受信機能などを搭載した複合的な周辺機器であるＭ
ＦＰ（Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）であるものとする。
【００１４】
　まず、図１に示すように、ＭＦＰ１００は、スキャナー部１０１、プリンター部１０２
、ＦＡＸ部１０３、Ｉ／Ｆ（インターフェース）１０４、ＵＳＢメモリー１０５、パネル
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部１０６、ＨＤＤ１０７、ＳＳＤ１０８、制御部１１０を備えている。なお、本実施形態
では、不揮発性メモリーであるＳＳＤ１０８が標準搭載である場合として説明する。また
、ＨＤＤ１０７はオプションであり、必要に応じて搭載される。また、不揮発性メモリー
であるＵＳＢメモリー１０５は必要に応じてＭＦＰ１００に接続される。
【００１５】
　スキャナー部１０１は、イメージセンサ（図示省略）によって読み取られる、原稿の画
像をデジタルの画像データに変換し、制御部１１０に入力するデバイスである。プリンタ
ー部１０２は、制御部１１０から出力される印刷データに基づき、用紙上に画像を印刷す
るデバイスである。ＦＡＸ部１０３は、制御部１１０から出力されるデータを、電話回線
を通じ相手方となるファクシミリへと送信し、また、相手方ファクシミリからのデータを
受信して制御部１１０に入力するデバイスである。
【００１６】
　Ｉ／Ｆ１０４は、社内ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やインターネ
ットなどのネットワークを介し、他のユーザー端末、コンテンツサーバー、ウェブサーバ
ーなどとの通信を受け持つネットワークインターフェースカード等のデバイスである。Ｕ
ＳＢメモリー１０５は、印刷データや設定変更データなどを記憶するデバイスである。Ｕ
ＳＢメモリー１０５をＭＦＰ１００の特定の接続部位に装着することで、後述のＵＳＢメ
モリー制御部１１８が、印刷データや設定変更データなど読み取る。
【００１７】
　パネル部１０６は、ＭＦＰ１００の印刷機能、コピー機能、ＦＡＸ機能、インターネッ
ト経由でのデータ送受信機能や、各種設定のための表示を行うタッチパネル等のデバイス
である。また、パネル部１０６は、後述のＳＳＤ１０８の交換を促す警告を表示する。な
お、ＳＳＤ１０８の交換を促す警告は、詳細については後述するが、後述のシステム制御
部１２２が後述のＳＳＤ１０８の寿命が間近であることを確認した際、後述のパネル操作
制御部１１９を制御し、パネル部１０６に表示させる。
【００１８】
　第２のメモリーであるＨＤＤ１０７は、詳細については後述するが、ＭＦＰ１００の種
々の機能を提供するためのアプリケーションプログラムなどを記憶している記憶デバイス
である。なお、ＨＤＤ１０７は、上述したように、オプションであり、必要に応じて搭載
される。
【００１９】
　第１のメモリーであるＳＳＤ１０８は、詳細については後述するが、ＨＤＤ１０７と同
様に、ＭＦＰ１００の種々の機能を提供するためのアプリケーションプログラムなどを記
憶している記憶デバイスである。ＳＳＤ１０８は、データが書き込まれる最小単位である
セル構造（以降、「セル」と記述する。）と、セルへの書き込みを制御するコントローラ
ーを有する。なお、本実施形態では、上述したように、ＳＳＤ１０８を標準搭載としてい
る。
【００２０】
　制御部１１０は、画像形成プログラムや制御プログラムなどを実行してＭＦＰ１００全
体の動作を制御するプロセッサーである。制御部１１０は、スキャナー制御部１１１、プ
リンター制御部１１２、ＦＡＸ（Ｆａｃｓｉｍｉｌｅ）制御部１１３、通信制御部１１４
、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１５、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１６、画像処理部１１７、ＵＳＢメモリー制御部１１８、パネ
ル操作制御部１１９、ＨＤＤ制御部１２０、ＳＳＤ制御部１２１、システム制御部１２２
を備えている。また、これらは、データバス１２３に接続されている。
【００２１】
　スキャナー制御部１１１は、スキャナー部１０１の読み取り動作を制御する。プリンタ
ー制御部１１２は、プリンター部１０２の印刷動作を制御する。ＦＡＸ制御部１１３は、
ＦＡＸ部１０３によるデータの送受信動作を制御する。通信制御部１１４は、Ｉ／Ｆ１０
４を介し、ネットワーク経由でのデータなどの送受信の制御を行う。
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【００２２】
　ＲＡＭ１１５は、プログラムを実行するためのワークメモリーである。また、ＲＡＭ１
１５は、画像処理部１１７によって画像処理された印刷データなどを記憶する。ＲＯＭ１
１６には、各部の動作チェックなどを行う制御プログラムが記憶されている。画像処理部
１１７は、たとえばスキャナー部１０１が読み取った画像データに対する画像処理（ラス
タライズ）を行う。ＵＳＢメモリー制御部１１８は、ＵＳＢメモリー１０５に対するデー
タの読み出しや書き込みを行う。パネル操作制御部１１９は、パネル部１０６の表示動作
を制御する。また、パネル操作制御部１１９は、パネル部１０６を介し、印刷、コピー、
ＦＡＸ、インターネット経由でのデータ送受信などの開始などを受け付ける。
【００２３】
　ＨＤＤ制御部１２０は、ＨＤＤ１０７に対するデータの読み出し及び書き込みなどを制
御する。ＳＳＤ制御部１２１は、ＳＳＤ１０８に対するデータの読み出し及び書き込みな
どを制御する。システム制御部１２２は、各部の連携動作などを制御する。また、システ
ム制御部１２２は、詳細については後述するが、設計見積もりに基づいて求めた警告表示
閾値を元に、パネル操作制御部１１９を介し、パネル部１０６にＳＳＤ１０８の交換を促
す警告を表示させる。
【００２４】
　次に、図２を参照し、ＳＳＤ１０８及びＨＤＤ１０７の構成について説明する。まず、
図２（ａ）はＳＳＤ１０８の構成を示すものである。ＳＳＤ１０８は、たとえばシステム
用パーティション１０８Ａ及び各機能用パーティション１０８Ｂを有している。
【００２５】
　システム用パーティション１０８Ａは、パーティションＡ～Ｄで構成されている。パー
ティションＡは、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）イメージ用とされている。
パーティションＢは、ＭＦＰコントローラー制御プログラム用とされている。パーティシ
ョンＣは、アドレス帳などのデータベース用とされている。パーティションＤは、システ
ムデータ用とされている。
【００２６】
　第１の機能用パーティションである各機能用パーティション１０８Ｂは、パーティショ
ンＥ～Ｈで構成されている。パーティションＥは、画像ハンドリングに使用される画像ハ
ンドリング用とされている。パーティションＦは、ユーザーがボックス機能として使用す
るユーザーボックス用とされている。パーティションＧは、ＦＡＸ機能のために使用され
るＦＡＸボックス用とされている。パーティションＨは、ユーザーアプリケーションのイ
ンストール時にワーク領域として使用されるユーザーアプリケーションワーク用とされて
いる。
【００２７】
　なお、パーティションＡ～ＨはＳＳＤ１０８の仮想メモリー領域に区分けされたもので
あり、ＳＳＤ１０８の特定のセルが静的に特定のパーティションに対応しているわけでは
ない。実際には、ＳＳＤ１０８のコントローラーが、データが書き込まれていないセル（
すなわち、仮想メモリー領域に記憶されたデータに対応していないセル）へデータを書き
込むように制御する。そのとき、ＳＳＤ１０８のコントローラーは、各セルへの書込み回
数が平均化される（セル間で書込み回数が偏らない）ように制御してもよい。
【００２８】
　図２（ｂ）は、オプションで追加された場合のＨＤＤ１０７の構成を示すものである。
ＨＤＤ１０７は、パーティションＥ’～Ｈ’で構成される各機能用パーティション１０７
Ｂを有している。なお、各機能用パーティション１０７Ｂは、第２の各機能用パーティシ
ョンであり、上述した各機能用パーティション１０８Ｂと同じ構成である。すなわち、パ
ーティションＥ’は、画像ハンドリングに使用される画像ハンドリング用とされている。
パーティションＦ’は、ユーザーがボックス機能として使用するユーザーボックス用とさ
れている。パーティションＧ’は、ＦＡＸ機能のために使用されるＦＡＸボックス用とさ
れている。パーティションＨ’は、ユーザーアプリケーションのインストール時にワーク
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領域として使用されるユーザーアプリケーションワーク用とされている。
【００２９】
　なお、ＨＤＤ１０７側の各機能用パーティション１０７Ｂは、ＨＤＤ１０７がオプショ
ンとして追加された場合に使用される。これは、ＨＤＤ１０７側の記憶容量がＳＳＤ１０
８側の記憶容量より大きいためである。この場合、ＳＳＤ１０８側の各機能用パーティシ
ョン１０８Ｂは使用されない。
【００３０】
　次に、図３を参照し、ＳＳＤ１０８の各パーティションＡ～Ｈのデータ書き込み量など
の定義の一例について説明する。なお、以下に説明する定義は設計見積もりによるもので
あり、あくまでも一例である。また、以下に説明する定義は、ＳＳＤ１０８の交換を促す
警告を表示させる最適なタイミングを決定するために用いられる。また、ＳＳＤ１０８の
各パーティションＡ～Ｈのデータ書き込み量などの定義は、システムデータ用とされてい
るパーティションＤなどに記憶され、システム制御部１２２によって管理される。
【００３１】
　まず、図３（ａ）は、各パーティションＡ～Ｈの書き込みデータサイズａ、書き込み回
数ｂ、データ書き込み量ｃのそれぞれ定義を示している。書き込みデータサイズａ及びデ
ータ書き込み量ｃの単位はＭＢ（メガビット）である。また、書き込み回数ｂ及びデータ
書き込み量ｃは、１日当たりの値である。また、データ書き込み量ｃは、書き込みデータ
サイズａ×書き込み回数ｂにより算出している。なお、書き込み回数ｂ及びデータ書き込
み量ｃは、１日以外の特定期間としてもよい。
【００３２】
　図３（ａ）では、パーティションＡ及びパーティションＢの書き込みデータサイズａが
他のパーティションＣ～Ｈに比べて多く定義されていることを示している。これは、上述
したように、パーティションＡはＯＳイメージ用とされ、パーティションＢはＭＦＰコン
トローラー制御プログラム用とされ、共にインストールされるプログラムのサイズが他の
パーティションＣ～Ｈにインストールされるプログラムなどのサイズに比べて多いためで
ある。
【００３３】
　また、図３（ａ）では、パーティションＤ及びパーティションＥの書き込み回数ｂが他
のパーティションＡ～Ｃ、Ｆ～Ｈに比べて多く定義されていることを示している。これは
、上述したように、パーティションＤはシステムデータ用とされ、パーティションＥは画
像ハンドリング用とされ、共にＭＦＰ１００の各機能を使用するに当たり、書き込みの頻
度が高いためである。
【００３４】
　また、図３（ａ）では、パーティションＤ及びパーティションＥのデータ書き込み量ｃ
が他のパーティションＡ～Ｃ、Ｆ～Ｈに比べて多く定義されていることを示している。こ
れは、上述したように、パーティションＤはシステムデータ用とされ、パーティションＥ
は画像ハンドリング用とされ、共にＭＦＰ１００の各機能を使用するに当たり、データの
書き込みの頻度が高いことに応じてデータの書き込みの量が多くなるためである。
【００３５】
　ここで、ＳＳＤ１０８の寿命が間近である場合に交換を促す警告を表示する際の最適な
タイミングを決定する警告表示閾値について説明する。なお、本実施形態において、ＳＳ
Ｄ１０８の寿命とは、ＳＳＤ１０８のデータ書き込み量の合計がＴＢＷ（保証書き込み容
量：ｔｅｒａ　ｂｙｔｅ　ｗｒｉｔｔｅｎ）に達することと定義する。また、以下の警告
表示閾値は、システム制御部１２２による演算により求められる。すなわち、ＭＦＰ１０
０に搭載されている記憶デバイスがＳＳＤ１０８のみである場合、図３（ａ）に示したパ
ーティションＡ～Ｈの全てが使用される。この場合、全てのパーティションＡ～Ｈの１日
当たりのデータ書き込み量ｃの合計は、約１７０００ＭＢとなる。データ書き込み量ｃの
合計が増加すると、ＳＳＤ１０８内部で書き込みが発生するセル数やセルへの書込み回数
が増加するので、ＳＳＤ１０８の寿命により近づくことになる。
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【００３６】
　本実施形態では、ＳＳＤ１０８の交換を促す警告を表示する際の最適なタイミングとし
て、データ書き込み量が保証書き込み容量に達する前の特定の期間、たとえば３ヶ月とし
て説明する。この３ヶ月とは、ＳＳＤ１０８の寿命に到達する３ヶ月前である。また、Ｓ
ＳＤ１０８の寿命とは、データ書き込み量ｃの合計がＴＢＷに達することにより、残りの
書き込み可能な容量が０となることを意味する。また、このＳＳＤ１０８の交換を促す警
告を表示する際の最適なタイミングとしての３ヶ月は、予め設定されていてもよいし、パ
ネル部１０６の操作により設定してもよい。
【００３７】
　ここで、図４（ａ）に示すように、８ＧＢのＳＳＤ１０８を使用した場合のＴＢＷは、
１９ＴＢＷとなっている。また、図４（ｂ）に示すように、３２ＧＢのＳＳＤ１０８を使
用した場合のＴＢＷは、７９ＴＢＷとなっている。ＴＢＷは、例えば、ＳＳＤ１０８の設
計値であり、ＳＳＤ１０８の記憶容量、特徴、及び性能によって異なる。
【００３８】
　そこで、たとえば８ＧＢのＳＳＤ１０８を使用したとき、ＳＳＤ１０８の寿命の３ヶ月
前に警告を表示させようとすると、３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計を求めればよ
い。この場合、１日当たりのデータ書き込み量ｃの合計を約１７０００ＭＢとし、１ヶ月
での稼働日数を２０日とすると、３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計は、
　１７０００（ＭＢ）×３（ヶ月）×２０（日：稼働日数）＝１０２００００（ＭＢ）
　となる。すなわち、ＴＢＷのうち残りのデータの書き込み容量（すなわち、データ書き
込みが可能な量）が１０２００００ＭＢ（約１ＴＢ）に達した時点がＳＳＤ１０８の寿命
の３ヶ月前となる。
　以上のことから、３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計をＡ（ＴＢ）とし、ＳＳＤ１
０８の保証書き込み容量であるＴＢＷをＢ（ＴＢ）とすると、
　Ａ（ＴＢ）÷Ｂ（ＴＢ）・・・（式１）
　により、警告表示閾値を求めることができる。
　よって、（式１）より、３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計が１（ＴＢ）で、ＳＳ
Ｄ１０８の保証書き込み容量が１９（ＴＢ）の場合の警告表示閾値は、
　１（ＴＢ）÷１９（ＴＢ）≒０．０５
　となる。
【００３９】
　すなわち、図４（ａ）に示すように、ＳＳＤ１０８へのデータの書き込みが可能な量が
ＴＢＷの５％となった時点を、ＳＳＤ１０８の交換を促す警告を表示する際の最適なタイ
ミングとすればよい。
　なお、ここでは、最適なタイミングをＳＳＤ１０８の寿命の３ヶ月前としているが、３
ヶ月前より短い期間又は３ヶ月前より長い期間としてもよい。この場合、パネル部１０６
の操作によりＳＳＤ１０８の交換を促す警告を表示する際のタイミングを設定する。そし
て、たとえば最適なタイミングを２ヶ月前と設定したとき、システム制御部１２２が２ヶ
月間でのデータ書き込み量ｃの合計を求めて上記の（式１）に代入すると、
　（２ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計）÷１９（ＴＢ）
　より、警告表示閾値を求めることができる。
【００４０】
　また、たとえば３２ＧＢのＳＳＤ１０８を使用した場合の警告表示閾値は、上記（式１
）より、
　１（ＴＢ）÷７９（ＴＢ）≒０．０１
　となる。
　すなわち、図４（ｂ）に示すように、ＳＳＤ１０８へのデータの書き込みが可能な量が
ＴＢＷの１％となった時点を、ＳＳＤ１０８の交換を促す警告を表示する際の最適なタイ
ミングとすればよい。この場合も、上記同様に、最適なタイミングをＳＳＤ１０８の寿命
の３ヶ月前より短い期間又は３ヶ月前より長い期間としてもよい。



(10) JP 2017-111716 A 2017.6.22

10

20

30

40

50

【００４１】
　なお、ＨＤＤ１０７がオプションで追加された場合、図３（ｂ）に示すように、ＳＳＤ
１０８の点線で囲ったパーティションＥ～Ｈが使用されない。すなわち、上述したように
、ＨＤＤ１０７側の記憶容量がＳＳＤ１０８側の記憶容量より大きいため、パーティショ
ンＥ～Ｈに該当する部分は図２（ｂ）のように、ＨＤＤ１０７のパーティションＥ’～Ｈ
’で使用される。
【００４２】
　この場合、ＳＳＤ１０８のパーティションＡ～Ｄの１日当たりのデータ書き込み量ｃの
合計は、約５０００ＭＢとなる。また、１ヶ月での稼働日数を２０日とすると、３ヶ月間
でのデータ書き込み量ｃの合計は、
　５０００（ＭＢ）×３（月）×２０（日：稼働日数）＝３０００００（ＭＢ）
　となる。すなわち、ＴＢＷのうち残りのデータの書き込み容量が３０００００（約０．
３ＴＢ）に達した時点がＳＳＤ１０８の寿命の３ヶ月前となる。
　以上のことから、８ＧＢのＳＳＤ１０８を使用した場合のＴＢＷが１９ＴＢＷであると
きの警告表示閾値は、上記（式１）より、
　０．３（ＴＢ）÷１９（ＴＢ）≒０．０１６
　となる。すなわち、ＨＤＤ１０７がオプションで追加された場合、ＳＳＤ１０８へのデ
ータの書き込みが可能な量がＴＢＷの１．６％となった時点を、８ＧＢのＳＳＤ１０８の
交換を促す警告を表示する際の最適なタイミングとすればよい。
【００４３】
　また、同様に、ＨＤＤ１０７がオプションで追加された場合、３２ＧＢのＳＳＤ１０８
を使用した場合でのＴＢＷが７９ＴＢＷであるときの警告表示閾値は、上記（式１）より
、
　０．３（ＴＢ）÷７９（ＴＢ）≒０．００３
　となる。すなわち、ＨＤＤ１０７がオプションで追加された場合、ＳＳＤ１０８へのデ
ータの書き込みが可能な量がＴＢＷの０．３％となった時点を、３２ＧＢのＳＳＤ１０８
の交換を促す警告を表示する際の最適なタイミングとすればよい。
　この場合も、上記同様に、最適なタイミングをＳＳＤ１０８の寿命の３ヶ月前より短い
期間又は３ヶ月前より長い期間としてもよい。
【００４４】
　なお、ＳＳＤ１０８のみが搭載されていて、セキュア機能ありの場合、図５に示すよう
に、ユーザーデータに関わるパーティションＣ～Ｈでのデータの書込回数が周知の通り、
３倍となる。
【００４５】
　この場合、ＳＳＤ１０８のパーティションＡ～Ｄの１日当たりのデータ書き込み量ｃの
合計は、約５１２００ＭＢとなる。また、１ヶ月での稼働日数を２０日とすると、３ヶ月
間でのデータ書き込み量ｃの合計は、
　５１２００（ＭＢ）×３（月）×２０（日：稼働日数）＝３０７２０００（ＭＢ）
　となる。すなわち、ＴＢＷのうち残りのデータの書き込み量が３０７２０００（約３Ｔ
Ｂ）に達した時点がＳＳＤ１０８の寿命の３ヶ月前となる。
　以上のことから、８ＧＢのＳＳＤ１０８を使用した場合のＴＢＷが１９ＴＢＷであると
きの警告表示閾値は、上記（式１）より、
　３（ＴＢ）÷１９（ＴＢ）≒０．１６
　となる。すなわち、ＳＳＤ１０８への書き込みが可能な量がＴＢＷの１６％となった時
点を、セキュア機能ありの８ＧＢのＳＳＤ１０８の交換を促す警告を表示する際の最適な
タイミングとすればよい。
【００４６】
　また、同様にして、セキュア機能ありの３２ＧＢのＳＳＤ１０８を使用した場合のＴＢ
Ｗが７９ＴＢＷであるときの警告表示閾値は、上記（式１）より、
　３（ＴＢ）÷７９（ＴＢ）≒０．０４
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　となる。すなわち、ＳＳＤ１０８のデータの書き込みが可能な量がＴＢＷの４％となっ
た時点を、セキュア機能ありの３２ＧＢのＳＳＤ１０８の交換を促す警告を表示する際の
最適なタイミングとすればよい。
　この場合も、上記同様に、最適なタイミングをＳＳＤ１０８の寿命の３ヶ月前より短い
期間又は３ヶ月前より長い期間としてもよい。
【００４７】
　次に、図６を参照し、ＳＳＤ１０８の交換を促す警告の方法について説明する。なお、
以下においては、説明の都合上、ＭＦＰ１００には不揮発性メモリーであるＳＳＤ１０８
のみが搭載されている場合として説明する。また、ＳＳＤ１０８は、容量が８ＧＢ（１９
ＴＢＷ）又は３２ＧＢ（７９ＴＢＷ）のいずれかであるものとする。また、ＳＳＤ１０８
の各パーティションＡ～Ｈの書き込みデータサイズａ、書き込み回数ｂ、データ書き込み
量ｃは、図３（ａ）に示したように、予め定義されているものとする。また、ＳＳＤ１０
８の設計見積もりによる警告表示閾値を、５％（３ヶ月）に設定する場合として説明する
。
【００４８】
（ステップＳ１０１）
　まず、システム制御部１２２は、ＳＳＤ１０８の容量を確認し、８ＧＢ（１９ＴＢＷ）
であるかどうかを判断する。システム制御部１２２は、８ＧＢ（１９ＴＢＷ）であるかと
判断した場合（ステップＳ１０１：Ｙｅｓ）、ステップＳ１０２に移行する。これに対し
、８ＧＢ（１９ＴＢＷ）でないと判断した場合（ステップＳ１０１：Ｎｏ）、ステップＳ
１０７に移行する。
【００４９】
（ステップＳ１０２）
　システム制御部１２２は、たとえばパーティションＤに記憶されている設計見積もりに
よる定義を読み出し、１日当たりのデータ書き込み量ｃの合計を求める。この場合、図３
（ａ）で説明したように、ＳＳＤ１０８のパーティションＡ～Ｈの１日当たりのデータ書
き込み量ｃの合計は約１７０００ＭＢとなる。
【００５０】
（ステップＳ１０３）
　システム制御部１２２は、警告表示閾値を求めるために、３ヶ月間でのデータ書き込み
量ｃの合計を求める。この場合、システム制御部１２２は、上述したように、まず、１ヶ
月での稼働日数を２０日とし、３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計を求める。
　すなわち、３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計は、
　１７０００（ＭＢ）×３（月）×２０（日：稼働日数）＝１０２００００（ＭＢ）
　となる。
【００５１】
（ステップＳ１０４）
　システム制御部１２２は、設計見積もりによる警告表示閾値を求める。この場合、シス
テム制御部１２２は、上述した３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計から、ＳＳＤ１０
８のＴＢＷのうち残りのデータの書き込み容量１０２００００ＭＢ（約１ＴＢ）に達した
時点を、ＳＳＤ１０８の寿命の３ヶ月前と判断する。そして、システム制御部１２２は、
上述した（式１）の演算により、
　　１（ＴＢ）÷１９（ＴＢ）≒０．０５
　とした値を求める。すなわち、システム制御部１２２は、ＴＢＷの５％を警告表示閾値
とする。
【００５２】
（ステップＳ１０５）
　システム制御部１２２は、ＳＳＤ１０８へのデータの書き込みが可能な量が警告表示閾
値であるＴＢＷの５％に達したかどうかを判断する。システム制御部１２２は、ＳＳＤ１
０８へのデータの書き込みが可能な量が警告表示閾値であるＴＢＷの５％に達していなけ
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れば（ステップＳ１０５：Ｎｏ）、引き続きＳＳＤ１０８へのデータの書き込みが可能な
量が警告表示閾値であるＴＢＷの５％に達したかどうかを判断する。これに対し、システ
ム制御部１２２は、ＳＳＤ１０８へのデータの書き込みが可能な量が警告表示閾値である
ＴＢＷの５％に達したと判断すると（ステップＳ１０５：Ｙｅｓ）、ステップＳ１０６に
移行する。
【００５３】
（ステップＳ１０６）
　システム制御部１２２は、パネル操作制御部１１９を介し、パネル部１０６にＳＳＤ１
０８の交換を促す警告を表示させる。
【００５４】
（ステップＳ１０７）
　システム制御部１２２は、ステップＳ１０２と同様に、１日当たりのデータ書き込み量
ｃの合計を求める。この場合、上記同様に、ＳＳＤ１０８のパーティションＡ～Ｈの１日
当たりのデータ書き込み量ｃの合計は約１７０００ＭＢとなる。
【００５５】
（ステップＳ１０８）
　システム制御部１２２は、ステップＳ１０３と同様に、３ヶ月間でのＳＳＤ１０８のパ
ーティションＡ～Ｈのデータ書き込み量ｃの合計を求める。この場合、システム制御部１
２２は、上述したように、まず、１ヶ月での稼働日数を２０日とし、３ヶ月間でのデータ
書き込み量ｃの合計を求める。
　すなわち、３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計は、
　１７０００（ＭＢ）×３（月）×２０（日：稼働日数）＝１０２００００（ＭＢ）
　となる。
【００５６】
（ステップＳ１０９）
　システム制御部１２２は、ステップＳ１０４と同様に、警告表示閾値を求める。この場
合、システム制御部１２２は、上述した３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃの合計から、Ｔ
ＢＷのうちデータの書き込み容量が１０２００００ＭＢ（約１ＴＢ）に達した時点を、Ｓ
ＳＤ１０８の寿命の３ヶ月前と判断する。そして、システム制御部１２２は、上述した（
式１）の演算により、
　１（ＴＢ）÷７９（ＴＢ）≒０．０１
　とした値を求める。すなわち、システム制御部１２２は、ＴＢＷの１％を警告表示閾値
とする。
【００５７】
（ステップＳ１１０）
　システム制御部１２２は、ＳＳＤ１０８へのデータの書き込みが可能な量が警告表示閾
値であるＴＢＷの１％に達したかどうかを判断する。システム制御部１２２は、ＳＳＤ１
０８へのデータの書き込みが可能な量が警告表示閾値であるＴＢＷの１％に達していなけ
れば（ステップＳ１１０：Ｎｏ）、引き続きＳＳＤ１０８へのデータの書き込みが可能な
量が警告表示閾値であるＴＢＷの１％に達したかどうかを判断する。これに対し、システ
ム制御部１２２は、ＳＳＤ１０８へのデータの書き込みが可能な量が警告表示閾値である
ＴＢＷの１％に達したと判断すると（ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）、上述したステップＳ
１０６に移行する。
【００５８】
　なお、以上は、ＭＦＰ１００に不揮発性メモリーであるＳＳＤ１０８のみが搭載されて
いる場合での説明である。図３（ｂ）で説明したように、ＨＤＤ１０７がオプションで追
加された場合は、ＳＳＤ１０８のパーティションＡ～Ｄの１日当たりのデータ書き込み量
ｃの合計を求め、さらに３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃを求めることで、上記同様に、
警告表示閾値を求めることができる。
【００５９】
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　また、図５で説明したように、ＳＳＤ１０８のみが搭載されていて、セキュア機能あり
の場合は、上記同様に、ＳＳＤ１０８のパーティションＡ～Ｄの１日当たりのデータ書き
込み量ｃの合計を求め、さらに３ヶ月間でのデータ書き込み量ｃを求めることで、警告表
示閾値を求めることができる。
【００６０】
　このように、本実施形態では、システム制御部１２２により、ＳＳＤ１０８（第１のメ
モリー）のシステム用パーティション１０８Ａ及び各機能用パーティション１０８Ｂ（第
１の各機能用パーティション）に対して定義された１日当たりのデータ書き込み量の合計
と、ＳＳＤ１０８へのデータ書き込み量ｃの合計がＴＢＷ（保証書き込み容量）に達する
前の特定の期間（たとえば３ヶ月）とを乗算して求めた値の、ＴＢＷ（保証書き込み容量
）に対する比率により、警告表示閾値を求めることができる。また、システム制御部１２
２により、システム用パーティション１０８Ａ及び各機能用パーティション１０８Ｂ（第
１の各機能用パーティション）に対するデータの書き込みを制御し、ＴＢＷ（保証書き込
み容量）のうち残りの書き込み容量が警告表示閾値に達すると、パネル部１０６にＳＳＤ
１０８の交換を促す警告を表示させることができる。
【００６１】
　これにより、使用するシステムデバイスの構成や、使用する機能などによってＳＳＤ１
０８へのデータの書き込み量が変動しても、設計見積もりによる警告表示閾値を元にパネ
ル部１０６にＳＳＤ１０８の交換を促す警告を表示させることができることから、ＳＳＤ
１０８の交換を促す警告の表示のタイミングを最適化することができる。
【００６２】
　なお、本実施形態では、本発明の電子機器をＭＦＰ１００として説明したが、不揮発性
メモリーであるＳＳＤ１０８の利用が可能なＰＣ、携帯端末などの他の電子機器に適用し
てもよいことは勿論である。
【符号の説明】
【００６３】
１００　ＭＦＰ
１０１　スキャナー部
１０２　プリンター部
１０３　ＦＡＸ部
１０４　Ｉ／Ｆ
１０５　ＵＳＢメモリー
１０６　パネル部
１０７　ＨＤＤ
１０７Ｂ　各機能用パーティション
１０８　ＳＳＤ
１０８Ａ　システム用パーティション
１０８Ｂ　各機能用パーティション
１１０　制御部
１１１　スキャナー制御部
１１２　プリンター制御部
１１３　ＦＡＸ制御部
１１４　通信制御部
１１５　ＲＡＭ
１１６　ＲＯＭ
１１７　画像処理部
１１８　ＵＳＢメモリー制御部
１１９　パネル操作制御部
１２０　ＨＤＤ制御部
１２１　ＳＳＤ制御部
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１２２　システム制御部
１２３　データバス
Ａ～Ｈ、Ｅ’～Ｈ’パーティション

【図１】 【図２】
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