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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部記憶媒体との間でデータの入力又は出力を実行可能な情報処理装置であって、
　前記外部記憶媒体を接続可能な接続手段と、
　前記外部記憶媒体が接続されている前記接続手段の空間的な存在位置を検出する検出手
段と、
　前記検出された空間的な存在位置に応じて、前記情報処理装置が実行すべき処理を選択
して実行する処理実行制御手段と、
を有する情報処理装置。
【請求項２】
　前記処理実行制御手段は、前記処理に利用可能な識別子が付加されたデータを前記外部
記憶媒体から入力して処理を実行させることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置
。
【請求項３】
　前記処理実行制御手段は、前記処理に対応する前記外部記憶媒体中の所定のフォルダに
対して前記データの入力又は出力を実行させることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記処理実行制御手段は、前記検出された空間的な存在位置が確定したことを示す所定
の条件が満たされた際に、前記実行すべき処理の実行を開始させることを特徴とする請求
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項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記接続手段は、前記外部記憶媒体との接続方向に対して略垂直な面において、前記外
部記憶媒体との接続を維持して回動可能となっている
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記接続手段は、前記外部記憶媒体との接続方向を含む面内において、前記外部記憶媒
体との接続を維持して回動可能となっている
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記接続手段は、前記外部記憶媒体との接続方向に対して、前記外部記憶媒体との接続
を維持して移動可能となっている
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　画像形成媒体に画像を形成する画像形成手段を更に有し、
　前記処理実行制御手段は、前記実行すべき処理として、前記外部記憶媒体から前記画像
を形成するための画像データを入力して、前記画像形成手段により前記画像形成媒体に前
記画像データに基づく前記画像を形成するための処理を選択して実行する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　原稿の画像を読取る画像読取手段を更に有し、
　前記処理実行制御手段は、前記実行すべき処理として、前記画像読取手段により読取っ
た前記原稿の画像データを前記外部記憶媒体に出力するための処理を選択して実行する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　電話回線を通じてファクシミリデータを送信するファクシミリ送信手段を更に有し、
　前記処理実行制御手段は、前記実行すべき処理として、前記外部記憶媒体から送信する
ための送信用データを入力して、前記ファクシミリ送信手段により前記送信用データに対
応する前記ファクシミリデータを送信するための処理を選択して実行する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項９のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　電話回線を通じてファクシミリデータを受信するファクシミリ受信手段と、
　前記受信したファクシミリデータを記憶する記憶手段とを更に有し、
　前記処理実行制御手段は、前記実行すべき処理として、前記記憶手段から前記ファクシ
ミリデータを前記外部記憶媒体へ出力するための処理を選択して実行する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項１０のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記接続手段の複数の空間的な存在位置に対応して、前記実行すべき処理を示す情報を
表示する処理情報表示手段および／または前記実行すべき処理が選択されているか否かを
示す発光手段を更に有する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項１１のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　外部記憶媒体との間でデータの入力又は出力を実行可能な情報処理装置による処理実行
方法であって、
　前記情報処理装置の接続手段は、前記外部記憶媒体を接続可能であり、
　前記情報処理装置の検出手段が、前記外部記憶媒体が接続されている前記接続手段の空
間的な存在位置を検出する検出ステップと、
　前記情報処理装置の処理実行制御手段が、前記検出された空間的な存在位置に応じて、
前記情報処理装置が実行すべき処理を選択して実行させる処理実行制御ステップと、
を有する処理実行方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ＵＳＢメモリ等の外部記憶媒体と電気的に接続して、外部記憶媒体
に対するデータの入力又は出力を含む複数の処理を実行可能な情報処理装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プリンタ機能、ファクシミリ機能、イメージスキャナ機能等を有する複合機が知
られている。このような複合機においては、例えば、ＵＳＢメモリを接続するためのコネ
クタが設けられ、ＵＳＢメモリを利用した処理を実行できるようになっている。
【０００３】
　このような複合機等の情報処理装置に機械的に接続されるＵＳＢメモリにおいては、例
えば、複数のＵＳＢコネクタの間隔が狭くても接続可能にすることのできるＵＳＢメモリ
が知られている（例えば、特許文献１）。また、ＵＳＢ端子付きの記憶装置において、端
子のカバーを用いて、記憶装置の機能を選択するスイッチを操作するものも知られている
（例えば、特許文献２）。
【０００４】
　複合機において、ＵＳＢメモリを利用した１種類の処理が用意されている場合において
は、例えば、ＵＳＢメモリが接続された時点で、用意されている１種類の処理を実行する
ようになっているものも知られている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１９６２５６号公報
【特許文献２】特開２００５－２６５９９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、複合機には、例えば、イメージスキャナから読み込んだ原稿をＵＳＢメモリに書
き込んだり、ＵＳＢメモリに記憶されたデータを利用して印刷を行ったり、或いは、ＵＳ
Ｂメモリに記憶されたデータに基づいてファクシミリデータ送信したり等といった複数の
処理を実行するものがある。
【０００７】
　このように、ＵＳＢメモリを利用した複数の処理を実行可能な複合機では、所望する処
理を実行させるためには、ＵＳＢメモリを複合機に接続した後に、所定のキー又はタッチ
パネルを頻繁に操作する必要がある。例えば、イメージスキャナから読み込んだ原稿をＵ
ＳＢメモリに書き込ませる処理においては、複合機が可能な複数の処理からイメージスキ
ャナによる処理を選択する必要があり、例えばタッチパネルを複数回操作して、イメージ
スキャナによる処理を実行させるための画面を表示させることとなる。さらに、その画面
において、読取った画像を格納するためにＵＳＢメモリを選択する操作を行い、その後、
処理を引き続き行わせるための操作を行う必要がある。
【０００８】
　このように、ＵＳＢメモリを接続した後において、タッチパネルやキー等を用いて多く
の操作が必要であるため、処理を実行させるために手間がかかるという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、その目的は、外部記憶媒体を使用した
複数の処理中で所望する処理を容易且つ迅速に実行することのできる技術を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的達成のため、本発明の一実施形態に係る情報処理装置は、外部記憶媒体との間
でデータの入力又は出力を実行可能な情報処理装置であって、前記外部記憶媒体を接続可
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能な接続手段と、前記外部記憶媒体が接続されている前記接続手段の空間的な存在位置を
検出する検出手段と、前記検出された空間的な存在位置に応じて、前記情報処理装置が実
行すべき処理を選択して実行する処理実行制御手段とを有する。係る情報処理装置による
と、ユーザは、外部記憶媒体の空間的な存在位置を複数の異なる位置の中から選択するこ
とにより、所望する処理の実行を容易且つ迅速に選択して実行させることができる。
【００１１】
　また、上記情報処理装置において、接続手段は、外部記憶媒体との電気的な接続が可能
な状態を維持しつつ、外部記憶媒体の存在位置を選択可能に構成されていてもよい。係る
装置によると、外部記憶媒体の存在位置を選択する際に電気的な接続が可能な状態を維持
しておくことができる。このため、例えば、存在位置の選択時に、外部記憶媒体との電気
的な接続を維持することができ、外部記憶媒体に格納されたデータが損傷することを適切
に防止できたり、或いは、存在位置を選択した後に、外部記憶媒体との電気的な接続を容
易且つ迅速に行うことができたりする。
【００１２】
　また、上記情報処理装置において、接続手段は、外部記憶媒体との機械的な接続を維持
しつつ、外部記憶媒体の存在位置を選択可能に構成されていてもよい。係る装置によると
、外部記憶媒体の存在位置を選択する際に、機械的な接続を維持しておくことができる。
このため、外部記憶媒体の存在位置を選択する際に、外部記憶媒体を機械的に差替える必
要がなく、ユーザに手間がかからない。
【００１３】
　また、上記情報処理装置において、　前記処理実行制御手段は、前記検出された空間的
な存在位置が確定したことを示す所定の条件が満たされた際に、前記実行すべき処理の実
行を開始させるようにしてもよい。係る装置によると、存在位置が選択された直後に処理
が実行開始されず、所定の条件が満たされることを待って、処理の実行を開始させること
ができる。これにより、例えば、外部記憶媒体の存在位置を選択している途中において、
ユーザが所望する処理以外の処理が実行されることを適切に防止することができる。
【００１４】
　また、上記情報処理装置において、前記接続手段は、前記外部記憶媒体との接続方向に
対して略垂直な面において、前記外部記憶媒体との接続を維持して回動可能となっていて
もよい。係る装置によると、外部記憶媒体を接続方向に対して回動させることにより、容
易に外部記憶媒体の位置を変えることができる。
【００１５】
　また、上記情報処理装置において、前記接続手段は、前記外部記憶媒体との接続方向を
含む面内において、前記外部記憶媒体との接続を維持して回動可能となっているようにし
てもよい。係る装置によると、接続方向を含む面内において外部記憶媒体を回動させるこ
とにより、容易に外部記憶媒体の位置を変えることができる。
【００１６】
　また、上記情報処理装置において、前記接続手段は、前記外部記憶媒体との接続方向に
対して、前記外部記憶媒体との接続を維持して移動可能となっているとなっていてもよい
。係る装置によると、外部記憶媒体の接続方向に対する移動によって、容易に外部記憶媒
体の位置を変えることができる。
【００１７】
　また、上記情報処理装置において、画像形成媒体に画像を形成する画像形成手段を更に
有し、前記処理実行制御手段は、前記実行すべき処理として、前記外部記憶媒体から前記
画像を形成するための画像データを入力して、前記画像形成手段により前記画像形成媒体
に前記画像データに基づく前記画像を形成するための処理を選択して実行するようにして
もよい。係る装置によると、外部記憶媒体に格納された画像データに基づく画像を容易に
形成させることができる。
【００１８】
　また、上記情報処理装置において、原稿の画像を読取る画像読取手段を更に有し、前記
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処理実行制御手段は、前記実行すべき処理として、前記画像読取手段により読取った前記
原稿の画像データを前記外部記憶媒体に出力するための処理を選択して実行するようにし
てもよい。係る装置によると、画像読取手段により読取った原稿の画像データを外部記憶
媒体に容易に格納させることができる。
【００１９】
　また、上記情報処理装置において、電話回線を通じてファクシミリデータを送信するフ
ァクシミリ送信手段を更に有し、前記処理実行制御手段は、前記実行すべき処理として、
前記外部記憶媒体から送信するための送信用データを入力して、前記ファクシミリ送信手
段により前記送信用データに対応する前記ファクシミリデータを送信するための処理を選
択して実行するようにしてもよい。係る装置によると、外部記憶媒体に格納された送信用
データに対応するファクシミリデータを電話回線を介して容易に送信させることができる
。また、上記情報処理装置において、電話回線を通じてファクシミリデータを受信するフ
ァクシミリ受信手段と、前記受信したファクシミリデータを記憶する記憶手段とを更に有
し、前記処理実行制御手段は、前記実行すべき処理として、前記記憶手段から前記ファク
シミリデータを前記外部記憶媒体へ出力するための処理を選択して実行するようにしても
よい。係る装置によると、記憶手段に記憶されたファクシミリデータを容易に外部記憶媒
体に格納させることができる。
【００２０】
　また、上記情報処理装置において、前記接続手段の複数の空間的な存在位置に対応して
、前記実行すべき処理を示す情報を表示する処理情報表示手段を更に有するようにしても
よい。係る情報処理装置によると、ユーザは、実行すべき処理を示す情報によって、外部
記憶媒体の位置に応じて実行される処理を把握することができる。
【００２１】
　また、上記情報処理装置において、前記接続手段の複数の空間的な存在位置に対応して
、前記実行すべき処理が選択されているか否かを示す発光手段を更に有するようにしても
よい。係る情報処理装置によると、発光手段の発光によって、選択されている位置を容易
に把握することができる。
【００２２】
　また、上記情報処理装置において、処理実行制御手段は、処理に利用可能な識別子が付
加されたデータを外部記憶媒体から入力して処理を実行させるようにしてもよい。係る情
報処理装置によると、識別子によって、外部記憶媒体の中から処理に利用可能なデータを
取得することができる。
【００２３】
　また、上記情報処理装置において、処理実行制御手段は、処理に対応する外部記憶媒体
中のフォルダに対してのデータの入力又は出力を実行させるようにしてもよい。係る情報
処理装置によると、処理に対応するフォルダを利用して処理を実行させることができ、例
えば、処理を実行する際に、他のフォルダを参照等する必要がない。
【００２４】
　また、上記目的達成のため、本発明の一実施形態に係る処理実行方法は、外部記憶媒体
との間でデータの入力又は出力を実行可能な情報処理装置による処理実行方法であって、
前記情報処理装置の接続手段は、前記外部記憶媒体を接続可能であり、前記情報処理装置
の検出手段が、前記外部記憶媒体が接続されている前記接続手段の空間的な存在位置を検
出する検出ステップと、前記情報処理装置の処理実行制御手段が、前記検出された空間的
な存在位置に応じて、前記情報処理装置が実行すべき処理を選択して実行させる処理実行
制御ステップとを有する。係る情報処理装置によると、ユーザは、外部記憶媒体の空間的
な存在位置を複数の異なる位置の中から選択することにより、所望する処理の実行を容易
且つ迅速に選択して実行させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施形態
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は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではなく、また、実施形態の中で説明され
ている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００２６】
　まず、本発明の一実施形態にかかる情報処理装置の一例としての複合機を説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施形態に係る複合機の構成図である。
【００２８】
　複合機１は、制御ユニット２と、画像読取手段の一例としてのスキャナ機能部３と、画
像形成手段の一例としてのプリンタ機能部４と、ファクシミリ送信手段及びファクシミリ
受信手段の一例としてのファクシミリ（ＦＡＸ）機能部５を有する。
【００２９】
　スキャナ機能部３は、図示しない原稿給紙トレイに載置された紙、ＯＨＰシート等の原
稿を読み取ってデジタル画像データを生成する。プリンタ機能部４は、例えば、紙、ＯＨ
Ｐシート、厚紙、封筒等の画像形成媒体に画像を形成する。ＦＡＸ機能部５は、電話回線
網を介して、外部との間でのファクシミリデータ（ＦＡＸデータ）の送受信を行う。
【００３０】
　制御ユニット２は、スキャナ機能部３、プリンタ機能部４、又はＦＡＸ機能部５に対す
るユーザからの各種指示を受け付けるとともに、ユーザへの各種情報の出力を行う。
【００３１】
　また、制御ユニット２は、スキャナ機能部３、プリンタ機能部４、及びＦＡＸ機能部５
の制御を行う。具体的には、制御ユニット２は、スキャナ機能部３に読取動作を実行させ
る。また、制御ユニット２は、プリンタ機能部４に画像形成動作を実行させる。また、制
御ユニット２は、ＦＡＸ機能部５にＦＡＸ送受信動作を実行させる。
【００３２】
　次に、制御ユニット２のより詳細な構成について説明する。
【００３３】
　制御ユニット２において、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０と、ＲＯＭ（Read 
Only Memory）１１と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２と、記憶手段の一例として
のＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory）１３と、入
力インターフェース部（入力Ｉ／Ｆ部）１４と、表示処理部１５と、通信インターフェー
ス部（通信Ｉ／Ｆ部）１６、１７、１８及び２２と、接続手段の一例としてのＵＳＢ（Un
iversal Serial Bus）インターフェース部（ＵＳＢＩ／Ｆ部）１９と、検出手段及び発光
制御手段の一例としての検出部２０とがバス２３を介して接続されている。
【００３４】
　ＲＯＭ１１は、ブートプログラム等のプログラムを記憶する。ＲＡＭ１２は、プログラ
ムやデータを記憶する領域として、或いは、ＣＰＵ１０による処理に使用しているデータ
を格納する作業領域として利用される。ＥＥＰＲＯＭ１３は、書き換え可能な不揮発性メ
モリであり、複合機１の電源が入っていない場合でも記憶しておく必要がある各種情報を
記憶する。本実施形態では、例えば、通信Ｉ／Ｆ部１８を介してＦＡＸ機能部５から受け
取ったＦＡＸデータ等を記憶する。
【００３５】
　入力Ｉ／Ｆ部１４には、キー部２４と、タッチパネル２５とが接続されている。入力Ｉ
／Ｆ部１４は、キー部２４、タッチパネル２５からの信号をデータとして、ＣＰＵ１０に
出力する。キー部２４は、制御ユニット２の筐体に設けられた図示しない、上キー、下キ
ー、左キー、右キー、ＯＫキー、スタートキー、ストップキー、テンキー等を有し、押下
されたキーに応じた信号を入力Ｉ／Ｆ部１４に出力する。タッチパネル２５は、後述する
液晶表示装置（ＬＣＤ）２６上に重ねられて設けられており、ユーザによって押下された
タッチパネル２５上の位置に応じた信号を入力Ｉ／Ｆ部１４に出力する。表示処理部１５
は、例えば、ＶＲＡＭ（Video Random Access Memory）を有し、ＣＰＵ１０の制御により
、表示させる画面に応じた画像データを生成し、ＬＣＤ２６に画面を表示出力させる。
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【００３６】
　通信Ｉ／Ｆ部１６は、ＣＰＵ１０とスキャナ機能部３とのデータ交換の仲介を行う。通
信Ｉ／Ｆ部１７は、ＣＰＵ１０とプリンタ機能部４とのデータ交換の仲介を行う。通信Ｉ
／Ｆ部１８は、ＣＰＵ１０とＦＡＸ機能部５とのデータ交換の仲介を行う。
　通信Ｉ／Ｆ部２２は、ネットワークと接続可能であり、ネットワークを介して他の装置
とのデータ交換の仲介を行う。
【００３７】
　図２は、本発明の一実施形態に係るＵＳＢＩ／Ｆ部の近傍を説明する図である。
【００３８】
　ＵＳＢＩ／Ｆ部１９は、図２（ａ）に示すように、外部記憶媒体の一例としてのＵＳＢ
メモリ６を着脱可能なメス型のコネクタ１９ａを有しており、ＵＳＢメモリ６とＣＰＵ１
０とのデータ交換の仲介を行う。また、ＵＳＢＩ／Ｆ部１９は、ＵＳＢメモリ６がコネク
タ１９ａに接続されたことを検出し、その旨をＣＰＵ１０に通知する。ＵＳＢＩ／Ｆ部１
９のコネクタ１９ａは、ＵＳＢメモリ６を接続した状態で、ＵＳＢメモリ６の接続方向に
略垂直な面において、例えば、当該垂直な面におけるコネクタ１９ａのほぼ中心の点を中
心として回動することができ、これにより、ＵＳＢメモリ６は、機械的な接続を維持しつ
つ、且つ電気的な接続が可能な状態を維持しつつ、複数の異なる空間的な位置からいずれ
かの位置を選択できるようになっている。ここで、電気的な接続が可能な状態とは、有線
または無線によってデータの受け渡しができるようになっている状態を意味する。本実施
形態では、ＵＳＢメモリ６の空間的な存在位置によって複合機１に実行させる処理を変え
ることができるようになっている。具体的には、図２（ｂ）に示すように、ＵＳＢメモリ
６を、接続方向に垂直な面における長手方向（以下、特に記載しない場合には、長手方向
とはこれを意味する。）の左端が右端よりも低くなるような位置（存在位置）にすること
により、後述するＳｃａｎ（スキャン）に関する処理を実行することができ、また、図２
（ｃ）に示すように、ＵＳＢメモリ６を、長手方向の左端及び右端が水平な状態となる位
置にすることにより、後述するＰｒｉｎｔ（プリント）に関する処理を実行することがで
き、また、図２（ｄ）に示すように、ＵＳＢメモリ６を長手方向の左端が右端よりも高く
なる位置にすることにより、後述するＦＡＸに関する処理を実行することができる。
【００３９】
　ＵＳＢＩ／Ｆ部１９の近傍には、図２（ａ）に示すように処理表示部２１が設けられて
いる。
【００４０】
　処理表示部２１は、図２（ａ）に示すように、複合機１の筐体前面に設けられる表示面
２１ａを有しており、ＵＳＢメモリ６のとりうる複数の位置に対応する各位置に、ＵＳＢ
メモリ６を当該位置にした際に実行される各処理を示す表示２１ｂ、２１ｄ及び２１ｆが
されている。この表示により、ユーザは、ＵＳＢメモリ６の位置に応じて実行される処理
を容易に把握することができるとともに、複合機１が実行できるＵＳＢメモリ６を利用し
た複数の処理を容易に把握することができる。また、処理表示部２１は、各処理を示す表
示２１ｂ、２１ｄ及び２１ｆに対応して、ＵＳＢメモリ６の存在する位置（存在位置）が
、当該処理を選択していることを示すための点灯可能な発光手段の一例としてのＬＥＤ（
light-emitting diode）２１ｃ、２１ｅ及び２１ｇを有している。本実施形態では、コネ
クタ１９ａに接続されたＵＳＢメモリ６の長手方向の延長線上に、当該位置において実行
される処理に相当する名称の表示２１ｂ、２１ｄ及び２１ｆが配置され、その右側にＬＥ
Ｄ２１ｃ、２１ｅ及び２１ｇが配置される。例えば、図２（ｂ）に示すように、ＵＳＢメ
モリ６の長手方向の左端が右端よりも低くなる位置での長手方向の延長上となる位置に、
当該ＵＳＢメモリ６の位置において実施されるＳｃａｎに関する処理を示す"Ｓｃａｎ"と
の表示２１ｂが配置され、その右側にＬＥＤ２１ｃが配置される。また、図２（ｃ）に示
すように、ＵＳＢメモリ６の長手方向の左端と右端が水平な状態となる位置での長手方向
の延長上となる位置に、当該ＵＳＢメモリ６の位置において実施されるＰｒｉｎｔに関す
る処理を示す"Ｐｒｉｎｔ"との表示２１ｄが配置され、その右側にＬＥＤ２１ｅが配置さ
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れる。また、図２（ｄ）に示すように、ＵＳＢメモリ６の長手方向の左端が右端よりも高
くなる位置での長手方向の延長上となる位置に、当該ＵＳＢメモリ６の位置において実施
されるＦＡＸに関する処理を示す"ＦＡＸ"との表示２１ｆが配置され、その右側にＬＥＤ
２１ｇが配置される。
【００４１】
　検出部２０は、ＵＳＢメモリ６が現在存在する空間的な位置（存在位置）を検出し、存
在位置を示す情報をＣＰＵ１０に通知するとともに、存在位置に応じて処理表示部２１の
ＬＥＤ２１ｃ、２１ｅ又は２１ｇを点灯させる制御を行う。
【００４２】
　図３は、本発明の一実施形態に係る検出部の構成を説明する図である。
【００４３】
　図３は、複合機１の筐体内部に配置されている検出部２０の一部の透視図であり、図３
（ａ）は、図２（ｂ）に示す状態におけるコネクタ１９ａと検出部２０との状態を示し、
図３（ｂ）は、図２（ｃ）に示す状態におけるコネクタ１９ａと検出部２０との状態を示
し、図３（ｃ）は、図２（ｄ）に示す状態におけるコネクタ１９ａと検出部２０との状態
を示している。
【００４４】
　検出部２０は、コネクタ１９ａの背面側に設けられ、コネクタ１９ａの回動の範囲を規
制する回動範囲規制ストッパ２０ａ及び２０ｇと、所定の位置でコネクタ１９ａが停止す
るように規制する位置規制ストッパ２０ｃ及び２０ｅと、ＵＳＢメモリ６が所定の位置に
存在する時にコネクタ１９ａによって押下されるようになっているスイッチ２０ｂ、２０
ｄ、及び２０ｆとを有する。
【００４５】
　この検出部２０によると、コネクタ１９ａは、回動範囲規制ストッパ２０ａ及び２０ｇ
に挟まれる範囲内で回動可能であり、位置規制ストッパ２０ｃ及び２０ｅによって、図３
（ａ）、図３（ｂ）、又は図３（ｃ）に示すいずれかの位置で停止される。そして、コネ
クタ１９ａがいずれの位置で停止しているのか、すなわち、ＵＳＢメモリ６がどのような
位置となっているのかを、スイッチ２０ｂ、２０ｄ、２０ｆのいずれがＯＮ（オン）とな
っているかによって検出することができる。例えば、スイッチ２０ｆがオンであれば、図
３（ａ）、すなわち、図２（ｂ）に示す位置にあると把握でき、また、スイッチ２０ｄが
オンであれば、図３（ｂ）、すなわち、図２（ｃ）に示す位置にあると把握でき、また、
スイッチ２０ｂがオンであれば、図３（ｃ）、すなわち、図２（ｄ）に示す位置にあると
把握できる。
【００４６】
　検出部２０は、検出した存在位置を示す情報をＣＰＵ１０の後述する処理実行制御部１
０ｃに渡す。
【００４７】
　また、検出部２０は、コネクタ１９ａにＵＳＢメモリ６が接続され、いずれかのスイッ
チ２０ｂ、２０ｄ、又は２０ｆがオンされている場合には、スイッチによって把握するこ
とのできる存在位置において選択される処理の表示に対応するＬＥＤを点灯させる。例え
ば、検出部２０は、スイッチ２０ｆがオンであれば、Ｓｃａｎに関する処理を示す"Ｓｃ
ａｎ"との表示２１ｂに対応するＬＥＤ２１ｃを点灯させ、スイッチ２０ｄがオンであれ
ば、Ｐｒｉｎｔに関する処理を示す"Ｐｒｉｎｔ"との表示２１ｄに対応するＬＥＤ２１ｅ
を点灯させ、スイッチ２０ｂがオンであれば、ＦＡＸに関する処理を示す"ＦＡＸ"との表
示２１ｆに対応するＬＥＤ２１ｇを点灯させる。
【００４８】
　図１に戻り、ＣＰＵ１０は、各部１１～２０、２２の動作を制御する。また、ＣＰＵ１
０は、ＲＯＭ１１に格納されているプログラムをＲＡＭ１２に読み出して実行することに
より、受付処理部１０ａと、通信処理部１０ｂと、処理実行制御手段の一例としての処理
実行制御部１０ｃとを構成する。
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【００４９】
　受付処理部１０ａは、キー部２４、タッチパネル２５に対するユーザの操作から各種指
示を受ける。通信処理部１０ｂは、通信Ｉ／Ｆ部２２を介して外部とのデータの送受信を
制御する。本実施形態では、通信処理部１０ｂは、外部装置から、例えば、印刷データを
受信する。
【００５０】
　処理実行制御部１０ｃは、複合機１における複数の処理の実行を制御する。例えば、処
理実行制御部１０ｃは、スキャナ機能部３を制御して、原稿の読み取りを実行させて、原
稿の画像データを受け取って、ＲＡＭ１２等に格納する。また、処理実行制御部１０ｃは
、プリンタ機能部４を制御して、画像形成媒体に画像を形成させる。また、処理実行制御
部１０ｃは、ＦＡＸ機能部５を制御して、電話回線を介してのＦＡＸデータの送受信を実
行させる。また、処理実行制御部１０ｃは、ＵＳＢＩ／Ｆ部１９を介して、ＵＳＢメモリ
６からのデータの読み込み及びＵＳＢメモリ６へのデータの書き込みを実行する。また、
処理実行制御部１０ｃは、検出部２０からＵＳＢメモリ６の存在位置を示す情報を受け取
り、受け取った存在位置に対応する処理の実行を制御する。
【００５１】
　本実施形態では、処理実行制御部１０ｃは、存在位置に応じて、Ｓｃａｎに関する処理
、Ｐｒｉｎｔに関する処理、又は、ＦＡＸに関する処理を実行することができる。Ｓｃａ
ｎに関する処理としては、スキャナ機能部３によって原稿を読取り、読取った原稿の画像
データをＵＳＢメモリ６に記憶させる処理（スキャンｔｏメモリ）がある。また、Ｐｒｉ
ｎｔに関する処理としては、ＵＳＢメモリ６に記憶された画像データ等のデータを用いて
、プリンタ機能部４により画像形成媒体に画像を形成させる処理（メモリｔｏプリント）
がある。また、ＦＡＸに関する処理としては、ＵＳＢメモリ６に格納されたデータ（例え
ば、ＦＡＸデータやＦＡＸすべき文書を含む文書データ）に基づいて、ＦＡＸ機能部５に
ＦＡＸデータを送信させる処理や、ＦＡＸ機能部５によって受信したＦＡＸデータをＵＳ
Ｂメモリ６に記憶させる処理がある。
【００５２】
　次に、本発明の一実施形態に係る複合機１の処理について説明する。
【００５３】
　図４は、本発明の一実施形態に係る複合機の主処理のフローチャートである。
【００５４】
　主処理において、処理実行制御部１０ｃは、図６（ａ）に示すような通常画面６１を表
示処理部１５によりＬＣＤ２６に表示させる（ステップＳ１）。
【００５５】
　次いで、受付処理部１０ａがキー部２４等によりユーザの操作による処理の指示があっ
たか否かを判定し（ステップＳ２）、処理の指示があった場合には、該当する処理を実行
し（ステップＳ３）、ステップＳ１に戻る。一方、処理の指示がない場合（ステップＳ４
）には、処理実行制御部１０ｃがＵＳＢＩ／Ｆ部１９からＵＳＢメモリ６が装着されてい
る旨の通知を受けたか否かを判定し（ステップＳ４）、装着されている旨の通知を受けて
いない場合には、ステップＳ１に戻る一方、ＵＳＢメモリ６が装着されている旨の通知を
受けている場合には、図５に示すＵＳＢメモリ接続時処理を実行する（ステップＳ５）。
【００５６】
　図５は、本発明の一実施形態に係る複合機のＵＳＢメモリ接続時処理のフローチャート
である。
【００５７】
　ＵＳＢメモリ接続時処理においては、まず、処理実行制御部１０ｃが図６（ｂ）に示す
ような案内画面６２を表示処理部１５によりＬＣＤ２６に表示させる（ステップＳ１０）
。案内画面６２には、図６（ｂ）に示すように、接続したＵＳＢメモリ６を実行させたい
処理（機能）に応じた位置にするようにする操作方法を案内する内容が記載されている。
【００５８】
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　次いで、処理実行制御部１０ｃが、検出部２０からＵＳＢメモリ６の存在位置を示す情
報を順次取得し、存在位置を示す情報が変化せずに、所定時間、例えば、３秒経過したか
否かを判定し（ステップＳ１１）、所定時間経過した場合には、存在位置の選択が確定し
たことを示していると想定できるので、処理実行制御部１０ｃが、検出部２０から取得し
た存在位置がいずれであるかを判定する（ステップＳ１２）。
【００５９】
　存在位置がＳｃａｎに関する処理を実行するための位置であると判定された場合（ステ
ップＳ１２のＳｃａｎ）には、処理実行制御部１０ｃは、以下のＳｃａｎに関する処理を
実行する。
【００６０】
　まず、処理実行制御部１０ｃは、図７（ａ）に示すようなスキャン設定画面７１を表示
処理部１５によりＬＣＤ２６に表示させる（ステップＳ１３）。このように、ユーザは、
ＵＳＢメモリ６をコネクタ１９ａに接続し、ＵＳＢメモリ６の存在位置をスキャンに関す
る処理に対応する位置にすることにより、ＵＳＢメモリ６を接続する場所から離れたキー
部２４やタッチパネル２５等を操作することなく、スキャン設定画面７１を容易且つ迅速
に表示させることができる。このため、スキャンに関する処理を迅速且つ容易に行うこと
ができる。
【００６１】
　次いで、受付処理部１０ａ及び処理実行制御部１０ｃが協働して、スキャン設定画面７
１における各設定項目の設定を受け付ける設定処理を行う（ステップＳ１４）。なお、設
定処理において、ユーザの操作がなく一定時間経過した場合には、次のステップへ進む。
【００６２】
　この設定処理においては、例えば、図７（ａ）に示すようにスキャン設定画面７１の解
像度の設定を示す行が選択された状態（図中では、選択状態を反転表示している）におい
て、キー部２４の右キーが押下されると、図７（ｂ）に示すような解像度設定画面７２が
表示される。解像度設定画面７２においては、現在選択されている解像度の横には、"＊"
が表示される。この解像度設定画面７２が表示されている際に、キー部２４の上キー、又
は下キーを押下すると、解像度を選択することができる。例えば、図７（ｂ）に示す解像
度設定画面７２が表示されている際に、上キーが押下されると、図７（ｃ）に示すような
、より低い解像度が選択された解像度設定画面７２が表示される。また、図７（ｃ）に示
す解像度設定画面７２が表示されている場合に、左キーが押下されると、解像度設定画面
７２で選択した解像度がキャンセルされ、図７（ａ）に示す解像度が変更されていないス
キャン設定画面７１が表示される。一方、図７（ｃ）に示す解像度設定画面７２が表示さ
れている場合に、ＯＫキーが押下されると、図７（ｄ）に示すように解像度設定画面７２
において選択した解像度が反映されたスキャン設定画面７１が表示される。
【００６３】
　次いで、処理実行制御部１０ｃが、検出部２０からＵＳＢメモリ６の存在位置を示す情
報を取得し、ＵＳＢメモリ６が回動しているか否かを判定し（ステップＳ１５）、回動し
ている場合には、違う処理の実行をユーザが所望していると考えられるので、ステップＳ
１０からの処理を再度実行する一方、ＵＳＢメモリ６が回動していない場合（ステップＳ
１５のＮＯ）には、受付処理部１０ａが動作を開始する指示のためのスタートキーが押下
されたか否かを判定する（ステップＳ１６）。
【００６４】
　この結果、スタートキーが押下されていない場合には、処理実行制御部１０ｃは、ステ
ップＳ１３からのステップを再度実行する一方、スタートキーが押下されている場合には
、スキャナ機能部３の動作を開始させて、原稿の読取を実行させ、当該スキャナ機能部３
から読取った原稿の画像データを取得し、当該画像データをＵＳＢメモリ６にＵＳＢＩ／
Ｆ部１９を介して格納させる（ステップＳ１７）。なお、この動作中においては、処理実
行制御部１０ｃは、図７（ｅ）に示すようなスキャン実行中画面７３を表示処理部１５に
よりＬＣＤ２６に表示させる。
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【００６５】
　次いで、処理実行制御部１０ｃが、検出部２０からＵＳＢメモリ６の存在位置を示す情
報を取得し、ステップＳ１７の処理中にＵＳＢメモリ６が回動しているか否かを判定し（
ステップＳ１８）、回動している場合には、違う処理の実行をユーザが所望していると考
えられるので、ステップＳ１０からの処理を再度実行する一方、ＵＳＢメモリ６が回動し
ていない場合（ステップＳ１８のＮＯ）には、再び同様な処理を実行することをユーザが
所望していると考えられるので、ステップＳ１３からのステップを再度実行する。なお、
本実施形態においては、ＵＳＢメモリ６は、コネクタ１９ａに接続された状態で回動可能
となっており、電気的な接続を維持しつつＵＳＢメモリ６の存在位置を変えることができ
るので、ＵＳＢメモリ６に対するアクセスが実施されているステップＳ１７の最中に、回
動によって位置が変更されても、ＵＳＢメモリ６のデータが損傷を受けることがない。
【００６６】
　また、ステップＳ１２において、存在位置がＰｒｉｎｔに関する処理を実行するための
位置であると判定された場合（ステップＳ１２のＰｒｉｎｔ）には、処理実行制御部１０
ｃは、以下のＰｒｉｎｔに関する処理を実行する。
【００６７】
　まず、処理実行制御部１０ｃは、図８（ａ）に示すようなプリント設定画面８１を表示
処理部１５によりＬＣＤ２６に表示させる（ステップＳ１９）。このように、ユーザは、
ＵＳＢメモリ６をコネクタ１９ａに接続し、ＵＳＢメモリ６の存在位置をプリントに関す
る処理に対応する位置にすることにより、ＵＳＢメモリ６を接続する場所から離れたキー
部２４やタッチパネル２５等を操作することなく、プリント設定画面８１を容易且つ迅速
に表示させることができる。このため、プリントに関する処理を迅速且つ容易に行うこと
ができる。
【００６８】
　次いで、受付処理部１０ａ及び処理実行制御部１０ｃが協働して、プリント設定画面８
１における各設定項目の設定を受け付ける設定処理を行う（ステップＳ２０）。なお、設
定処理において、ユーザの操作がなく一定時間経過した場合には、次のステップへ進む。
【００６９】
　この設定処理においては、例えば、図８（ａ）に示すようにプリント設定画面８１のフ
ァイル選択の設定を示す行が選択された状態において、キー部２４の右キーが押下される
と、図８（ｂ）に示すようなファイル選択画面８２が表示される。ファイル選択画面８２
には、選択したファイル個数、選択可能なファイル個数、選択可能なファイル名等が表示
される。なお、選択可能なファイル名は、ＵＳＢメモリ６からＵＳＢＩ／Ｆ部１９を介し
て処理実行制御部１０ｃにより取得される。ファイル選択画面８２が表示されている際に
、ユーザは、キー部２４の上キー、又は下キーで選択し、ＯＫキーを押下することによっ
て、プリントするファイルを選択することができる。例えば、図８（ｂ）に示すファイル
選択画面８２が表示されている際に、ＯＫキーが押下されると、図８（ｃ）に示すように
、現在選択されているファイル（００１ファイル）がプリントするファイルとして確定す
る。更に、図８（ｃ）に示すファイル選択画面８２が表示されている際に、下キーが押下
されると、図８（ｄ）に示すように、次の行のファイル名が選択された状態として表示さ
れる。ここで、ＯＫキーが押下されると、図８（ｅ）に示すように、現在選択されている
ファイル（００２ファイル）がプリントするファイルとして確定する。その後、図８（ｅ
）に示すファイル選択画面８２が表示されている際に、左キーが押下されると、図８（ｆ
）に示すように、現在選択されている２つのファイルがプリントするファイルとして反映
されたプリント設定画面８１が表示される。
【００７０】
　また、例えば、図９（ａ）に示すようにプリント設定画面８１の部数設定を示す行が選
択された状態において、キー部２４の右キーが押下されると、図９（ｂ）に示すような部
数設定画面９１が表示される。部数設定画面９１が表示されている際に、ユーザは、キー
部２４の上キー、又は下キーで選択し、ＯＫキーを押下することによって、プリントする
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部数を設定することができる。例えば、図９（ｂ）に示す部数設定画面９１が表示されて
いる際に、上キーが押下されると、図９（ｃ）に示すように、部数が１つ増加された部数
設定画面９１が表示される。また、図９（ｃ）に示す部数設定画面９１が表示されている
場合に、左キーが押下されると、部数設定画面９１で設定した部数がキャンセルされ、図
９（ａ）に示す部数が変更されていないプリント設定画面８１が表示される。一方、図９
（ｃ）に示す部数設定画面９１が表示されている場合に、ＯＫキーが押下されると、図９
（ｄ）に示すように設定された部数が反映されたプリント設定画面８１が表示される。
【００７１】
　次いで、処理実行制御部１０ｃが、検出部２０からＵＳＢメモリ６の存在位置を示す情
報を取得し、ＵＳＢメモリ６が回動しているか否かを判定し（ステップＳ２１）、回動し
ている場合には、違う処理の実行をユーザが所望していると考えられるので、ステップＳ
１０からの処理を再度実行する一方、ＵＳＢメモリ６が回動していない場合（ステップＳ
２１のＮＯ）には、受付処理部１０ａが動作を開始する指示のためのスタートキーが押下
されたか否かを判定する（ステップＳ２２）。
【００７２】
　この結果、スタートキーが押下されていない場合には、処理実行制御部１０ｃは、ステ
ップＳ１９からのステップを再度実行する一方、スタートキーが押下されている場合には
、処理実行制御部１０ｃは、設定されたファイルのデータをＵＳＢメモリ６からＵＳＢＩ
／Ｆ部１９を介して読み出し、当該読み出したデータをプリンタ機能部４で利用可能なデ
ータ形式に変換してプリンタ機能部４に送信して、プリンタ機能部４により画像形成をさ
せる（ステップＳ２３）。なお、この動作中においては、処理実行制御部１０ｃは、図８
（ｇ）に示すようなプリント実行中画面８３を表示処理部１５によりＬＣＤ２６に表示さ
せる。
【００７３】
　次いで、処理実行制御部１０ｃが、検出部２０からＵＳＢメモリ６の存在位置を示す情
報を取得し、ＵＳＢメモリ６が回動しているか否かを判定し（ステップＳ２４）、回動し
ている場合には、違う処理の実行をユーザが所望していると考えられるので、ステップＳ
１０からの処理を再度実行する一方、ＵＳＢメモリ６が回動していない場合（ステップＳ
２４のＮＯ）には、再び同様な処理を実行することをユーザが所望していると考えられる
ので、ステップＳ１９からのステップを再度実行する。
【００７４】
　また、ステップＳ１２において、存在位置がＦＡＸに関する処理を実行するための位置
であると判定された場合（ステップＳ１２のＦＡＸ）には、処理実行制御部１０ｃは、以
下のＦＡＸに関する処理を実行する。
【００７５】
　まず、処理実行制御部１０ｃは、図１０（ａ）に示すようなＦＡＸ処理選択画面１０１
を表示処理部１５によりＬＣＤ２６に表示させる（ステップＳ２５）。このように、ユー
ザは、ＵＳＢメモリ６をコネクタ１９ａに接続し、ＵＳＢメモリ６の存在位置をＦＡＸに
関する処理に対応する位置にすることにより、ＵＳＢメモリ６を接続する場所から離れた
キー部２４やタッチパネル２５等を操作することなく、ＦＡＸ処理選択画面１０１を容易
且つ迅速に表示させることができる。このため、ＦＡＸに関する処理を迅速且つ容易に行
うことができる。
【００７６】
　次いで、受付処理部１０ａ及び処理実行制御部１０ｃが協働して、ＦＡＸ処理選択画面
１０１における選択設定を受け付ける設定処理を行う（ステップＳ２６）。
【００７７】
　この設定処理においては、例えば、図１０（ａ）に示すようにＦＡＸ処理選択画面１０
１が表示されている際に、ユーザは、キー部２４の上キー、又は下キーを押下することに
よって、実行させたい動作を選択することができる。例えば、図１０（ａ）に示す蓄積文
書保存動作を示す行が選択されているＦＡＸ処理選択画面１０１が表示されている際に、
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上キー又は下キーが押下されると、図１０（ｃ）に示すように、メモリｔｏＦａｘ動作を
示す行が選択されているＦＡＸ処理選択画面１０１が表示される。
【００７８】
　次いで、処理実行制御部１０ｃが、検出部２０からＵＳＢメモリ６の存在位置を示す情
報を取得し、ＵＳＢメモリ６が回動しているか否かを判定し（ステップＳ２７）、回動し
ている場合には、違う処理の実行をユーザが所望していると考えられるので、ステップＳ
１０からの処理を再度実行する一方、ＵＳＢメモリ６が回動していない場合（ステップＳ
２７のＮＯ）には、受付処理部１０ａが動作を開始する指示のための右キーが押下された
か否かを判定する（ステップＳ２８）。
【００７９】
　この結果、右キーが押下されていない場合には、処理実行制御部１０ｃは、ステップＳ
２５からのステップを再度実行する一方、右キーが押下されている場合には、処理実行制
御部１０ｃは、蓄積文書の保存、又は、メモリｔｏＦａｘ、すなわち、ＵＳＢメモリのデ
ータのＦＡＸ送信を選択しているかを判定し（ステップＳ２９）、保存が選択されている
場合には、処理実行制御部１０ｃは、ＥＥＰＲＯＭ１３からＦＡＸ受信したデータを読み
出して、ＵＳＢＩ／Ｆ部１９を介してＵＳＢメモリ６に保存させる（ステップＳ３０）一
方、ＦＡＸ送信が選択されている場合には、処理実行制御部１０ｃは、ＵＳＢメモリ６か
らＵＳＢＩ／Ｆ部１９を介してデータを読み出し、当該読み出したデータに基づいたＦＡ
ＸデータをＦＡＸ機能部５により電話回線を介して送信させる（ステップＳ３１）。なお
、保存動作中においては、処理実行制御部１０ｃは、図１０（ｂ）に示すような蓄積文書
保存中画面１０２を表示処理部１５によりＬＣＤ２６に表示させ、ＦＡＸ送信中において
は、処理実行制御部１０ｃは、図１０（ｄ）に示すようなＦＡＸ送信中画面１０３を表示
処理部１５によりＬＣＤ２６に表示させる。
【００８０】
　次いで、処理実行制御部１０ｃが、検出部２０からＵＳＢメモリ６の存在位置を示す情
報を取得し、ＵＳＢメモリ６が回動しているか否かを判定し（ステップＳ３２）、回動し
ている場合には、違う処理の実行をユーザが所望していると考えられるので、ステップＳ
１０からの処理を再度実行する一方、ＵＳＢメモリ６が回動していない場合（ステップＳ
３２のＮＯ）には、再び同様な処理を実行することをユーザが所望していると考えられる
ので、ステップＳ２５からのステップを再度実行する。
【００８１】
　なお、本実施形態では、上記したＵＳＢメモリ接続時処理中において、ＵＳＢＩ／Ｆ部
１９からＵＳＢメモリ６が装着されていない旨の通知を受けた場合には、処理実行制御部
１０ｃは、当該ＵＳＢメモリ接続時処理を終了し、図４に示す主処理に戻って、ステップ
Ｓ１からの処理を引き続き行うようになっている。
【００８２】
　上記実施形態に係る複合機１によると、ユーザは、ＵＳＢメモリ６の機械的な接続状態
を維持しつつ、且つ電気的な接続が可能な状態を維持しつつ、ＵＳＢメモリ６の存在位置
を選択することによって、所望するＵＳＢメモリ６を利用する処理を選択して、実行を開
始させることができ、例えば、ＬＣＤ２６に表示される複数の処理項目からＵＳＢメモリ
６を利用する処理を選択する等する必要がなく、手間がかからないで済む。また、複合機
１において、初期画面からＵＳＢメモリを利用した処理の設定画面に導くための画面を作
成して複合機１に記憶しておく必要がなく、製造コストを抑えることができるとともに、
複合機１におけるメモリ効率を向上することができる。
【００８３】
　以上、本発明を実施形態に基づいて説明したが、本発明は上述した実施の形態に限られ
ず、他の様々な態様に適用可能である。
【００８４】
　例えば、上記実施形態では、ユーザがＵＳＢメモリ６を把持して存在位置を変える例を
示していたが、ＵＳＢメモリ６を把持せずに存在位置を変えるようにすることもできる。
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【００８５】
　図１１は、本発明の変形例に係るＵＳＢＩ／Ｆ部の近傍を説明する図である。
【００８６】
　本変形例に係るＵＳＢＩ／Ｆ部１９は、図１１（ａ）に示すように上記実施形態におい
て、コネクタ１９ａを収容するとともに、コネクタ１９ａと共に回動可能な把持部４１を
備えるようにしたものである。本変形例に係るＵＳＢＩ／Ｆ部１９によると、コネクタ１
９ａにＵＳＢメモリ６を接続させた状態で、ユーザは、把持部４１を把持して回動するこ
とにより、図１１（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に示すように、各処理を行う存在位置に容易に
することができる。また、存在位置を変える際に、ＵＳＢメモリ６を把持する必要がなく
、ＵＳＢメモリ６やコネクタ１９ａに対して負荷が加えられることを適切に防止できる。
【００８７】
　また、上記実施形態では、ＵＳＢメモリ６を接続方向に垂直な面において回動させるこ
とにより存在位置を変える例をしていたが、次に示すようにＵＳＢメモリ６の接続方向の
面内において回動させるようにしてもよい。
【００８８】
　図１２及び図１３は、本発明の他の変形例に係るＵＳＢＩ／Ｆ部の近傍を説明する図で
ある。図１２は、ＵＳＢＩ／Ｆ部１９を複合機１の前面からの斜視図を示し、図１３は、
ＵＳＢＩ／Ｆ部１９の一部を側面から見た図を示している。
【００８９】
　本変形例に係るＵＳＢＩ／Ｆ部１９は、図１２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、
コネクタ１９ａに接続したＵＳＢメモリ６を接続方向の面内（図１２における上下方向）
において回動できるようにしたものである。本変形例においては、図１２（ａ）に示すよ
うに、スキャンに関する処理を示すＳｃａｎとの表示２１ｂ及びＬＥＤ２１ｃをＵＳＢメ
モリ６が接続される位置の上方に配置し、プリントに関する処理を示すＰｒｉｎｔとの表
示２１ｄ及びＬＥＤ２１ｅをＵＳＢメモリ６が接続される位置の横方向に配置し、ＦＡＸ
に関する処理を示すＦＡＸとの表示２１ｆ及びＬＥＤ２１ｇをＵＳＢメモリ６が接続され
る位置の下方に配置している。このような表示２１ｂ、２１ｄ、２１ｆの配置により、Ｕ
ＳＢメモリ６の存在位置により、どの処理が実行されるのかを適切にユーザが把握するこ
とができる。コネクタ部１９ａは、図１３に示すように、支持部４２により複合機１に接
続方向の面内において回動可能に支持されている。そして、コネクタ部１９ａが回動する
ことによって位置することのできる３つの異なる位置において、検出部２０のスイッチ４
３、４４、４５が設けられている。本実施例では、スイッチ４３がＦＡＸに関する処理を
行う存在位置を検出するスイッチであり、スイッチ４４がプリントに関する処理を行う存
在位置を検出するスイッチであり、スイッチ４５がスキャンに関する処理を行う存在位置
を検出するスイッチである。このような構成により、各スイッチ４３、４４、４５によっ
てＵＳＢメモリ６の存在位置を検出することができる。
【００９０】
　また、上記実施形態において、コネクタ１９ａをＵＳＢメモリ６の接続方向に移動可能
にしておき、ＵＳＢメモリ６をコネクタ１９ａに接続して接続方向に移動させることによ
り存在位置を変えるようにしてもよい。この場合、例えば、コネクタ１９ａを段階的に接
続方向に移動可能にしてもよい。
【００９１】
　また、上記実施形態において、ＵＳＢメモリ６に、例えば、スキャンに関する処理、プ
リントに関する処理、ＦＡＸに関する処理の各処理により利用されるフォルダを処理毎に
用意しておき、処理実行制御部１０ｃは、処理を実行する際に、当該処理に用意されたフ
ォルダに対するデータの入力又は出力の少なくとも一方を行うようにしてもよい。このよ
うにすると、
　また、上記実施形態において、ＵＳＢメモリ６に、例えば、スキャンに関する処理、プ
リントに関する処理、ＦＡＸに関する処理の各処理に用いるデータのファイルに対して、
各処理に応じた異なる識別子を与えて記憶させるようにしておき、複合機１では、実行す
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る処理に対応する識別子のファイルのみをＵＳＢメモリ６から入力して利用するようにし
てもよい。
【００９２】
　また、上記実施形態では、３つの位置に対してそれぞれ処理を対応付けるようにしてい
たが、本発明はこれに限られず、２つの位置のそれぞれに対して処理を対応付けるように
してもよく、また、４以上の位置に対してそれぞれ処理を対応付けるようにしてもよい。
【００９３】
　また、上記実施形態では、位置に対応付ける処理として、スキャンに関する処理、プリ
ントに関する処理、ＦＡＸに関する処理の３つの処理を対応付けるようにしていたが、位
置に対応付ける処理はこれに限られず、例えば、ＵＳＢメモリから複合機１のファームウ
ェアを更新するデータを読み出して、複合機１のファームウェアを更新する処理や、ＵＳ
Ｂメモリからパスワードを読み出して、複合機１における管理者用の設定情報を更新する
処理等であってもよく、要は、外部記憶媒体との入力又は出力の少なくとも一方を含む処
理であればよい。
【００９４】
　また、上記実施形態では、ＵＳＢメモリ６の存在位置が変わらなくなってから所定の時
間経過した後に、存在位置に対応する処理を開始するようにしていたが、本発明はこれに
限られず、例えば、実行する処理に関わらず共通のボタンを押下した場合に開始するよう
にしてもよく、また、ＵＳＢメモリ６の接続方向への押下を検出するスイッチを備えるよ
うにしておき、ＵＳＢメモリ６を接続方向に押下した場合に処理を開始するようにしても
よく、要は、存在位置の選択が確定したことを示す所定の条件が満たされた際に、処理を
開始するようにすればよい。このようにすると、ＵＳＢメモリ６の位置を変更している途
中において、不要な処理が開始されることを適切に防止できる。
【００９５】
　また、上記実施形態では、ＵＳＢメモリ６の位置を変えて処理を選択した後に、処理中
にユーザによるキー操作の関与が必要である例を示していたが、例えば、位置を変えて処
理を選択した後に、予め記憶されている設定に従った処理を行うことにより、ユーザによ
るキー操作の関与のない処理を実行するようにしてもよい。
【００９６】
　また、上記実施形態では、外部記憶媒体として、ＵＳＢメモリを例に説明していたが、
本発明はこれに限られず、外部記憶媒体としては、例えば、フラッシュメモリ、ＳＤメモ
リーカード等の他のメモリーカードであってもよく、また、例えば、外付け可能なハード
ディスクドライブ、ＤＶＤドライブであってもよい。
【００９７】
　また、上記実施形態では、ＵＳＢ形式のコネクタにより接続される外部記憶媒体を用い
た例を示していたが、本発明はこれに限られず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４形式のコネク
タによって接続される外部記憶媒体であってもよく、他の種々の形式のコネクタにより接
続される外部記憶媒体に対しても適用することができる。
【００９８】
　また、上記実施形態では、電気的な接続をするために機械的な接続が必要であるＵＳＢ
メモリ６を例に説明していたが、本発明はこれに限られず、機械的な接続が必須でない外
部記憶媒体、例えば、無線によってデータを送受信することにより電気的な接続ができる
外部記憶媒体にも適用することができ、要は、電気的な接続ができる外部記憶媒体の空間
的な位置に応じて実行すべき処理を選択することができるようにすればよい。このように
すると、外部記憶媒体の機械的な接続を行わずとも、外部記憶媒体の空間的な位置に応じ
て所望する処理を容易且つ迅速に実行させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の一実施形態に係る複合機の構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るＵＳＢＩ／Ｆ部の近傍を説明する図である。
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【図３】本発明の一実施形態に係る検出部の構成を説明する図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る複合機の主処理のフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態に係る複合機のＵＳＢメモリ接続時処理のフローチャートで
ある。
【図６】本発明の一実施形態に係る複合機の表示画面を説明する図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る複合機のスキャンｔｏメモリ処理における表示画面を
説明する図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る複合機のメモリｔｏプリント処理における表示画面を
説明する第１の図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る複合機のメモリｔｏプリント処理における表示画面を
説明する第２の図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る複合機のＦＡＸメモリ処理における表示画面を説明
する図である。
【図１１】本発明の変形例に係るＵＳＢＩ／Ｆ部の近傍を説明する図である。
【図１２】本発明の他の変形例に係るＵＳＢＩ／Ｆ部の近傍を説明する図である。
【図１３】本発明の他の変形例に係るＵＳＢＩ／Ｆ部の近傍を説明する他の図である。
【符号の説明】
【０１００】
１　複合機、２　制御ユニット、３　スキャナ機能部、４　プリンタ機能部、５　ＦＡＸ
機能部、６　ＵＳＢメモリ、１０　ＣＰＵ、１０ａ　受付処理部、１０ｂ　通信処理部、
１０ｃ　処理実行制御部、１１　ＲＯＭ、１２　ＲＡＭ、１３　ＥＥＰＲＯＭ、１４　入
力Ｉ／Ｆ部、１５　表示処理部、１６、１７、１８、２２　通信Ｉ／Ｆ部、１９　ＵＳＢ
Ｉ／Ｆ部、１９ａ　コネクタ、２０　検出部、２１　処理表示部、２３　バス、２４　キ
ー部、２５　タッチパネル、２６　ＬＣＤ。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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