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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを記憶する記憶部を備え、外部機器に着脱自在に取り付けられるとともに、前記
外部機器に取り付けられた場合に前記外部機器と通信可能に接続される半導体記憶装置に
おいて、
　各種情報を表示する表示部と、前記記憶部に対する処理に応じて前記表示部の表示内容
を制御する表示制御部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記記憶部が記憶するデータを利用した動作が前記外部機器によっ
て行われる場合、当該動作の内容を示す情報を前記表示部に表示させることを特徴とする
半導体記憶装置。
【請求項２】
　データを記憶する記憶部を備え、外部機器に着脱自在に取り付けられるとともに、前記
外部機器に取り付けられた場合に前記外部機器と通信可能に接続される半導体記憶装置に
おいて、
　各種情報を表示する表示部と、前記記憶部に対する処理に応じて前記表示部の表示内容
を制御する表示制御部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記記憶部が記憶するデータを利用した動作が前記外部機器によっ
て行われる場合、当該動作についての問い合わせ先を示す情報を前記表示部に表示させる
ことを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項３】
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　データを記憶する記憶部を備え、外部機器に着脱自在に取り付けられるとともに、前記
外部機器に取り付けられた場合に前記外部機器と通信可能に接続される半導体記憶装置に
おいて、
　各種情報を表示する表示部と、前記記憶部に対する処理に応じて前記表示部の表示内容
を制御する表示制御部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記記憶部が記憶するデータを利用した動作が前記外部機器によっ
て行われる場合、当該動作を行うために必要なユーザー登録が完了しているか否かを示す
情報を前記表示部に表示させることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項４】
　データを記憶する記憶部を備え、外部機器に着脱自在に取り付けられるとともに、前記
外部機器に取り付けられた場合に前記外部機器と通信可能に接続される半導体記憶装置に
おいて、
　各種情報を表示する表示部と、前記記憶部に対する処理に応じて前記表示部の表示内容
を制御する表示制御部と、を備え、
　前記表示制御部は、
　コピー可能な回数が設定されたデータのコピーに係る動作、又は、インストール可能な
回数が設定されたデータのインストールに係る動作が前記外部機器によって行われる場合
、
　前記コピー可能な回数、又は、前記インストール可能な回数を示す情報を前記表示部に
表示させることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記表示部は、前記記憶部の特定の記憶領域に記憶されたデータに係る情報を表示し、
　前記表示制御部は、前記特定の記憶領域に対して処理が行われた場合、前記特定の記憶
領域に記憶されたデータに係る情報の前記表示部への表示を停止させること、を特徴とす
る請求項１乃至４のいずれかに記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　前記表示部は、前記特定の記憶領域に記憶されたデータに係る情報として、当該データ
に係る提供者を示す情報を表示し、
　前記表示制御部は、前記特定の記憶領域に対して処理が行われた場合、前記提供者を示
す情報の前記表示部への表示を停止させること、を特徴とする請求項５に記載の半導体記
憶装置。
【請求項７】
　データを記憶する記憶部を備え、外部機器に着脱自在に取り付けられるとともに、前記
外部機器に取り付けられた場合に前記外部機器と通信可能に接続される半導体記憶装置の
制御方法であって、
　前記記憶部が記憶するデータを利用した動作が前記外部機器によって行われる場合、当
該動作の内容を示す情報を前記半導体記憶装置が備える表示部に表示することを特徴とす
る半導体記憶装置の制御方法。
【請求項８】
　データを記憶する記憶部を備え、外部機器に着脱自在に取り付けられるとともに、前記
外部機器に取り付けられた場合に前記外部機器と通信可能に接続される半導体記憶装置の
制御方法であって、
　前記記憶部が記憶するデータを利用した動作が前記外部機器によって行われる場合、当
該動作についての問い合わせ先を示す情報を前記半導体記憶装置が備える表示部に表示す
ることを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。
【請求項９】
　データを記憶する記憶部を備え、外部機器に着脱自在に取り付けられるとともに、前記
外部機器に取り付けられた場合に前記外部機器と通信可能に接続される半導体記憶装置の
制御方法であって、
　前記記憶部が記憶するデータを利用した動作が前記外部機器によって行われる場合、当
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該動作を行うために必要なユーザー登録が完了しているか否かを示す情報を前記半導体記
憶装置が備える表示部に表示することを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。
【請求項１０】
　データを記憶する記憶部を備え、外部機器に着脱自在に取り付けられるとともに、前記
外部機器に取り付けられた場合に前記外部機器と通信可能に接続される半導体記憶装置の
制御方法であって、
　コピー可能な回数が設定されたデータのコピーに係る動作、又は、インストール可能な
回数が設定されたデータのインストールに係る動作が前記外部機器によって行われる場合
、前記コピー可能な回数、又は、前記インストール可能な回数を示す情報を前記半導体記
憶装置が備える表示部に表示することを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部機器に対して着脱自在に取り付けられる半導体記憶装置、及び、この半
導体記憶装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示手段を備え、この表示手段に、内蔵するメモリーに記憶されたデータに応じ
た情報を表示するメモリーカードが知られている（例えば、特許文献１参照）。この特許
文献１のメモリーカードは、ユーザーによって外部機器に設けられたカードスロットなど
に取り付けられて使用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１４０６７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述したメモリーカードのように、表示手段を備え、この表示手段にメ
モリーに記憶されたデータに応じた情報を表示するメモリーカードでは、メモリーに対し
て何らかの処理が行われたことに起因して、表示手段が表示する情報と、メモリーに記憶
されたデータとが対応しないものとなることがあり、表示手段に表示される情報の正確性
に課題があった。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、記憶するデータに対応する情報
を表示部に表示する半導体記憶装置において、表示部が表示する情報の正確性を確保する
ことが可能な半導体記憶装置、及び、半導体記憶装置の制御方法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】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、データを記憶する記憶部を備え、外部機器に着
脱自在に取り付けられるとともに、前記外部機器に取り付けられた場合に前記外部機器と
通信可能に接続される半導体記憶装置において、各種情報を表示する表示部と、前記記憶
部に対する処理に応じて前記表示部の表示内容を制御する表示制御部と、を備えることを
特徴とする。
　この構成によれば、記憶部に対する処理に応じて表示部の表示内容が制御されるため、
表示部の表示内容は、記憶部に対する処理を反映したものとなり、表示部が表示する情報
の正確性を確保することができる。
【０００６】
　ここで、上記発明の半導体記憶装置において、前記表示部は、前記記憶部の特定の記憶
領域に記憶されたデータに係る情報を表示し、前記表示制御部は、前記特定の記憶領域に
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対して処理が行われた場合、前記表示部が表示する前記特定の記憶領域に記憶されたデー
タに係る情報を制御してもよい。
　この構成によれば、特定の記憶領域に記憶されたデータに係る情報を表示部に表示する
半導体記憶装置において、特定の記憶領域に対して処理が行われた場合、表示部が表示す
る特定の記憶領域に記憶されたデータに係る情報を制御する。このため、表示部が表示す
る情報は、特定の記憶領域に対して行われた処理に対応した情報となり、表示部が表示す
る情報の正確性を確保することができる。
【０００７】
　また、上記発明の半導体記憶装置において、前記表示制御部は、前記特定の記憶領域に
記憶されたデータの書き換え、消去、及び、前記特定の記憶領域への新たなデータの書き
込みのいずれかの処理を少なくとも含む処理が行われた場合、前記表示部が表示する前記
特定の記憶領域に記憶されたデータに係る情報を制御してもよい。
　この構成によれば、特定の記憶領域に記憶されたデータの書き換え、消去、及び、前記
特定の記憶領域への新たなデータの書き込みのいずれかの処理を少なくとも含む処理が行
われた場合に、表示部が表示する情報は、これら処理に対応した情報となり、表示部が表
示する情報の正確性を確保することができる。
【０００８】
　また、上記発明の半導体記憶装置において、前記表示制御部は、前記特定の記憶領域に
対して処理が行われた場合、前記特定の記憶領域に記憶されたデータに係る情報の前記表
示部への表示を停止させてもよい。
　この構成によれば、特定の記憶領域に対して処理が行われることにより、特定の記憶領
域に記憶されたデータと、表示部が表示する情報とが対応しないものとなった場合、表示
部への当該情報の表示が停止されるため、表示部が表示する情報の正確性を確保すること
ができる。
【０００９】
　また、上記発明の半導体記憶装置において、前記表示部は、前記特定の記憶領域に記憶
されたデータに係る情報として、当該データに係る提供者を示す情報を表示し、前記表示
制御部は、前記特定の記憶領域に対して処理が行われた場合、前記提供者を示す情報の前
記表示部への表示を停止させてもよい。
　ここで、提供者とは、データを半導体記憶装置に記憶した上で、当該データが記憶され
た半導体記憶装置をユーザーに提供する主体を言い、個人、法人を問わず、また、有償に
よる提供、無償による提供を問わない。提供者として、例えば、当該データが記憶された
半導体記憶装置を販売するメーカーが挙げられる。
　この構成によれば、特定の記憶領域に対して処理が行われることにより、当該データが
信頼性のないデータとなった場合、当該データに係る提供者を示す情報の表示部への表示
が停止されるため、提供者への信用の低下を防止することができる。
【００１０】
　また、上記発明の半導体記憶装置において、表示制御部は、前記記憶部が記憶するデー
タを利用した動作が通信可能に接続された前記外部機器によって行われる場合、当該動作
に係る情報を前記表示部に表示させてもよい。
　この構成によれば、記憶部が記憶するデータを利用した動作が外部機器によって行われ
る場合、当該動作に係る情報が表示部に表示されるため、ユーザーは、表示部に表示され
た情報を視認することにより、容易かつ確実に、当該動作を認識することができ、ユーザ
ーの利便性が向上する。
【００１１】
　また、上記発明の半導体記憶装置において、前記表示制御部は、前記記憶部が記憶する
データを利用した動作が前記外部機器によって行われる場合、当該動作の内容を示す情報
を前記表示部に表示させてもよい。
　この構成によれば、記憶部が記憶するデータを利用した動作が外部機器によって行われ
る場合、当該動作の内容を示す情報が表示部に表示されるため、ユーザーは、表示部に表
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示された情報を視認することにより、容易かつ確実に、当該動作の内容を認識することが
でき、ユーザーの利便性が向上する。
【００１２】
　また、上記発明の半導体記憶装置において、前記表示制御部は、前記記憶部が記憶する
データを利用した動作が前記外部機器によって行われる場合、当該動作についての問い合
わせ先を示す情報を前記表示部に表示させてもよい。
　この構成によれば、記憶部が記憶するデータを利用した動作が外部機器によって行われ
る場合、当該動作についての問い合わせ先を示す情報が表示部に表示されるため、ユーザ
ーは、表示部に表示された情報を視認することにより、容易かつ確実に、問い合わせ先を
認識することができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００１３】
　また、上記発明の半導体記憶装置において、前記表示制御部は、前記記憶部が記憶する
データを利用した動作が前記外部機器によって行われる場合、当該動作を行うために必要
なユーザー登録が完了しているか否かを示す情報を前記表示部に表示させてもよい。
　この構成によれば、記憶部が記憶するデータを利用した動作が外部機器によって行われ
る場合、当該動作を行うために必要なユーザー登録が完了しているか否かを示す情報が表
示部に表示されるため、ユーザーは、表示部に表示された情報を視認することにより、容
易かつ確実に、ユーザー登録が完了している否かを認識することができる。そして、この
認識に基づいて速やかにユーザー登録などの処理をおこなうことができ、ユーザーの利便
性が向上する。
【００１４】
　また、上記発明の半導体記憶装置において、前記表示制御部は、コピー可能な回数が設
定されたデータのコピーに係る動作、又は、インストール可能な回数が設定されたデータ
のインストールに係る動作が前記外部機器によって行われる場合、前記コピー可能な回数
、又は、前記インストール可能な回数を示す情報を前記表示部に表示させてもよい。
　この構成によれば、コピー可能な回数が設定されたデータのコピーに係る動作、又は、
インストール可能な回数が設定されたデータのインストールに係る動作が外部機器によっ
て行われる場合、コピー可能な回数、又は、インストール可能な回数を示す情報が表示部
に表示される。このため、ユーザーは、表示部に表示された情報を視認することにより、
容易かつ確実に、コピー可能な回数、又は、インストール可能な回数を認識することがで
き、ユーザーの利便性が向上する。
【００１５】
　また、上記目的を達成するために、本発明は、データを記憶する記憶部を備え、外部機
器に着脱自在に取り付けられるとともに、前記外部機器に取り付けられた場合に前記外部
機器と通信可能に接続される半導体記憶装置の制御方法であって、前記半導体記憶装置が
備える表示部に各種情報を表示し、前記記憶部に対する処理に応じて前記表示部の表示内
容を制御することを特徴とする。
　この制御方法によれば、記憶部に対する処理に応じて表示部の表示内容が制御されるた
め、表示部の表示内容は、記憶部に対する処理を反映したものとなり、表示部が表示する
情報の正確性を確保することができる。
【００１６】
　ここで、上記半導体記憶装置の制御方法において、前記記憶部の特定の記憶領域に記憶
されたデータに係る情報を前記表示部に表示し、前記特定の記憶領域に対して処理が行わ
れた場合、前記表示部が表示する前記特定の記憶領域に記憶されたデータに係る情報を制
御してもよい。
　この制御方法によれば、特定の記憶領域に記憶されたデータに係る情報を表示部に表示
する半導体記憶装置において、特定の記憶領域に対して処理が行われた場合、表示部が表
示する特定の記憶領域に記憶されたデータに係る情報を制御する。このため、表示部が表
示する情報は、特定の記憶領域に対して行われた処理に対応した情報となり、表示部が表
示する情報の正確性を確保することができる。
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【００１７】
　また、上記半導体記憶装置の制御方法において、前記表示部に各種情報を表示し、前記
記憶部が記憶するデータを利用した動作が通信可能に接続された前記外部機器によって行
われる場合、当該動作に係る情報を前記表示部に表示してもよい。
　この制御方法によれば、記憶部が記憶するデータを利用した動作が外部機器によって行
われる場合、当該動作に係る情報が表示部に表示されるため、ユーザーは、表示部に表示
された情報を視認することにより、容易かつ確実に、当該動作を認識することができ、ユ
ーザーの利便性が向上する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、記憶するデータに対応する情報を表示部に表示する半導体記憶装置に
おいて、表示部が表示する情報の正確性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１実施形態に係るＵＳＢメモリーの実施態様の一例を示す図である。
【図２】ＵＳＢメモリー及びパーソナルコンピューターの構成のブロック図である。
【図３】記憶部の構成を模式的に示す図である。
【図４】ＵＳＢメモリーの動作を示すフローチャートである。
【図５】第２実施形態に係るＵＳＢメモリーの動作のフローチャートを示す図である。
【図６】ＵＳＢメモリーの表示部の表示態様を示す図である。
【図７】他の実施形態に係るＵＳＢメモリーの表示部の表示態様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
＜第１実施形態＞
　図１は、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１（半導体記憶装置）の実施態様の一例を示
す図である。
　ＵＳＢメモリー１は、不揮発性の半導体メモリーであるフラッシュメモリーを備え、こ
のフラッシュメモリーに各種データを書き換え可能に記憶する。ＵＳＢメモリー１は、パ
ーソナルコンピューター２（外部機器）に着脱自在に取り付け可能である。そして、パー
ソナルコンピューター２に取り付けられた状態において、このパーソナルコンピューター
２との間でＵＳＢ（Universal Serial Bus）の規格に準拠した通信が可能となるとともに
、パーソナルコンピューター２から取り外された状態において、ユーザーによって持ち運
びが可能となる。ここで、ＵＳＢとは、シリアルバス規格の１つであり、USB Implemente
rs Forum, Inc.によってその仕様の策定、管理されており、バージョンとしてＵＳＢ１．
０、１．１、２．０、３．０が存在する。
　図１に示すように、ＵＳＢメモリー１は、フラッシュメモリーを収納する本体ケース５
を備え、この本体ケース５には、メモリー側端子６が設けられている。一方、パーソナル
コンピューター２には、外部機器側端子（不図示）を備えるＵＳＢポート７が設けられて
いる。ＵＳＢメモリー１がパーソナルコンピューター２に取り付けられる場合は、ＵＳＢ
メモリー１のメモリー側端子６がＵＳＢポート７の外部機器側端子に直接接続され、また
は、ＵＳＢメモリー１のメモリー側端子６が、延長ケーブル８などのケーブルを介してＵ
ＳＢポート７に接続される。
　また、ＵＳＢメモリー１の本体ケース５の表面には、各種情報を表示可能な表示部９が
設けられており、図１に示すように、ＵＳＢメモリー１がパーソナルコンピューター２に
取り付けられた状態において、ユーザーは、表示部９が表示する各種情報を視認すること
ができる。
【００２１】
　本実施形態に係るＵＳＢメモリー１は、以下の態様で提供者によってユーザーに提供さ
れ、以下の態様でＵＳＢメモリー１を提供されたユーザーによって使用されるものである
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。
　すなわち、ＵＳＢメモリー１は、コンピューターウイルス駆除ソフトや、ファイル管理
ソフト、ゲームソフトなどのある特定の目的のために作成されたソフトウェアに係るデー
タ（以下、「特定目的データ」という）が予め記憶された状態で、提供者によってユーザ
ーに提供される。ＵＳＢメモリー１がユーザーに提供される際は、表示部９には、提供者
を示す情報（図１では「○×会社」と表示）が表示され、ユーザーは、表示部９に表示さ
れた情報を参照することにより、当該ＵＳＢメモリー１の提供者を認識することができる
。
　ＵＳＢメモリー１を提供されたユーザーは、パーソナルコンピューター２にＵＳＢメモ
リー１を取り付け、パーソナルコンピューター２によって、ＵＳＢメモリー１に記憶され
た特定目的データに係るソフトウェアを実行したり、パーソナルコンピューター２にソフ
トウェアをインストールし、また、ソフトウェアに係るデータをコピーしたりする。そし
て、ＵＳＢメモリー１に記憶されたソフトウェアを利用し終わり、以後、当該ソフトウェ
アを利用することがなくなった場合、ユーザーは、パーソナルコンピューター２を操作し
て、ＵＳＢメモリー１から特定目的データを削除し、ＵＳＢメモリー１によるデータの記
憶可能量を増大した上で、ＵＳＢメモリー１を汎用の補助記憶装置として使用する。
　ここで、提供者とは、特定目的データをＵＳＢメモリー１に記憶した上で、当該データ
が記憶されたＵＳＢメモリー１をユーザーに提供する主体を言い、個人、法人を問わず、
また、有償による提供、無償による提供を問わない。提供者として、例えば、特定目的デ
ータが記憶されたＵＳＢメモリー１を製造、販売するメーカーが挙げられる。
　また、提供者を示す情報とは、提供者の名称を示す情報のほか、提供者に係るロゴマー
クを示す情報など、提供者に係る任意の情報でよい。
【００２２】
　図２は、ＵＳＢメモリー１、及び、パーソナルコンピューター２の機能的構成を示すブ
ロック図である。
　図２に示すように、パーソナルコンピューター２は、外部機器側制御部１１と、外部機
器側表示部１２と、入力部１３と、外部機器側記憶部１４と、外部機器側インターフェイ
ス部１５と、を備えている。
　外部機器側制御部１１は、パーソナルコンピューター２の各部を中枢的に制御するもの
であり、演算実行部としてのＣＰＵや、このＣＰＵに実行される基本制御プログラムや、
この基本制御プログラムに係るデータ等を不揮発的に記憶するＲＯＭ、ＣＰＵに実行され
るプログラムや、このプログラムに係るデータ等を一時的に記憶するＲＡＭ、その他の周
辺回路等を備えている。
　外部機器側表示部１２は、液晶表示パネルを備えて構成されており、外部機器側制御部
１１の制御の下、各種情報を表示する。なお、外部機器側表示部１２は、液晶表示パネル
に限らず、有機ＥＬパネルや、ＣＲＴなどを備えて構成されていてもよい。
　入力部１３は、キーボードや、マウスなどの入力デバイスに接続され、ユーザーによる
入力デバイスの操作を検出し、検出した操作に対応する操作信号を外部機器が出力する。
　外部機器側記憶部１４は、磁気的、光学的記憶媒体や、半導体記憶素子などを用いた記
憶装置を備え、各種データを記憶する。
　外部機器側インターフェイス部１５は、外部機器側制御部１１の制御の下、ＵＳＢメモ
リー１との間でＵＳＢの規格に準拠した通信を行う。
【００２３】
　また、図２に示すように、ＵＳＢメモリー１は、制御部１７と、表示部９と、表示駆動
部１８と、インターフェイス部１９と、メモリーインターフェイス部２０と、記憶部２１
と、を備えている。
　制御部１７は、ＵＳＢメモリー１の各部を中枢的に制御するものであり、外部機器側制
御部１１と同様、演算実行部としてのＣＰＵや、このＣＰＵに実行される基本制御プログ
ラムや、この基本制御プログラムに係るデータ等を不揮発的に記憶するＲＯＭ、ＣＰＵに
実行されるプログラムや、このプログラムに係るデータ等を一時的に記憶するＲＡＭ、そ
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の他の周辺回路等を備えている。
　表示部９は、制御部１７の制御の下、各種情報を表示するものであり、本実施形態では
、マイクロカプセル電気泳動方式によって各種情報を表示する電子ペーパーを備えて構成
されている。このマイクロカプセル電気泳動方式によって各種情報を利用する電子ペーパ
ーは、非常に薄く形成され、各種情報の表示を変更し、かつ、電力の供給を受けることな
く各種情報の表示を維持することができる。
【００２４】
　このように、電子ペーパーは、非常に薄く形成されるため、本体ケース５における表示
部９に該当する部位を突出させたりするなどして表示部９を設ける場合と比較して、ＵＳ
Ｂメモリー１の小型化を実現するとともに、小型化の実現に伴いユーザーによる持ち運び
を容易にすることができる。
　また、電子ペーパーは、表示する各種情報の変更が可能であるため、例えば、ＵＳＢメ
モリー１に記憶されたデータに応じて表示する情報を変更して、ＵＳＢメモリー１に記憶
されているデータに関してユーザーが容易、かつ、確実に認識でき、ユーザーの利便性が
向上する。
　また、電子ペーパーは、電力の供給を受けることなく各種情報の表示を維持することが
できるため、パーソナルコンピューター２に取り付けられ、当該パーソナルコンピュータ
ー２から電力の供給を受けている場合のみならず、パーソナルコンピューター２から取り
外された場合においても各種情報を表示することができる。従って、ユーザーは、パーソ
ナルコンピューター２から取り外されているＵＳＢメモリー１について、当該ＵＳＢメモ
リー１の表示部９に表示されている各種情報を参照して、当該ＵＳＢメモリー１に記憶さ
れているデータを認識することができる。これにより、ＵＳＢメモリー１に記憶されてい
るデータを確認すべく、ＵＳＢメモリー１をパーソナルコンピューター２に取り付けると
いう作業を減らすことができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００２５】
　なお、表示部９は、マイクロカプセル電気泳動方式によって各種情報を表示する電子ペ
ーパーのみならず、コレステリック型液晶などの液晶を用いた電子ペーパーや、有機ＥＬ
を用いた電子ペーパー、ツイストボール方式、サーマルリライタブル方式、トナーディス
プレイ方式、電子粉粒方式などの各種方式によって各種情報を表示する電子ペーパーなど
を備えて構成されていてもよい。
　表示駆動部１８は、表示部９の電子ペーパーを駆動する回路であり、制御部１７の制御
の下、表示部９の電子ペーパーに駆動信号を供給して、表示部９上に各種情報を表示する
。
　インターフェイス部１９は、制御部１７の制御の下、パーソナルコンピューター２との
間でＵＳＢの規格に準拠した通信を行う。
　メモリーインターフェイス部２０は、制御部１７と記憶部２１との間のインターフェイ
ス処理を行う。
　記憶部２１は、フラッシュメモリーを備え、上述した特定の目的のために作成されたソ
フトウェアに係るデータなどの各種データを記憶する。
【００２６】
　図３は、記憶部２１の記憶領域の構成を模式的に示す図である。
　図３に示すように、記憶部２１は、記憶領域として、非書換記憶領域２３と、書換可能
記憶領域２４と、の２つの領域を備えている。
　非書換記憶領域２３は、フラッシュメモリーの制御プログラムなど、記憶部２１自体を
制御するための情報に係るデータや、フラッシュメモリーの記憶領域を管理するためのデ
ータ、フラッシュメモリーに形成された記憶領域の位置情報を示すデータなど、ユーザー
がアクセスして処理することができないデータが記憶された記憶領域である。
　書換可能記憶領域２４は、ＵＳＢメモリー１がパーソナルコンピューター２に取り付け
られた状態において、パーソナルコンピューター２に対するユーザーの指示によって読み
出し、書き換え、消去、及び、書き込みが可能なデータが記憶された記憶領域である。書
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換可能記憶領域２４は、図３に示すように、その記憶領域がブロック２５ごとに分割され
ており、書換可能記憶領域２４に記憶されているデータの消去は、これらブロック２５単
位で行われる。さらに、各ブロック２５は、ページに分割されており、データの読み出し
や、書き込みは、このページ単位で行われる。
　上述した特定目的データは、提供者によって、この書換可能記憶領域２４の特定の領域
に記憶されている。具体的には、特定目的データは、書換可能記憶領域２４のブロック２
５Ａ、２５Ｂに記憶されている。
【００２７】
　ところで、ＵＳＢメモリー１に予め記憶された特定目的データの内容が変更された場合
、例えば、ユーザーによって特定目的データが削除された後に新たなデータが記憶された
場合、ＵＳＢメモリー１に記憶されているデータは、もはや提供者がユーザーに提供する
ことを意図して作成、記憶し、その内容について把握しているデータとは異なったデータ
である。従って、データの内容の変更後に、表示部９に提供者を示す情報が継続して表示
された場合、表示部９に表示されている情報とデータの内容とが対応せず、表示部９に表
示された情報の正確性が損なわれているといえる。そこで、本実施形態に係るＵＳＢメモ
リー１は、以下の動作を行うことにより、表示部９に表示された情報の正確性を確保して
いる。
【００２８】
　図４は、ＵＳＢメモリー１の動作を示すフローチャートである。このフローチャートに
示す動作中、制御部１７は、表示制御部として機能する。
　また、以下の説明では、ＵＳＢメモリー１がパーソナルコンピューター２に取り付けら
れているものとし、ユーザーがパーソナルコンピューター２の入力デバイスを操作して、
ＵＳＢメモリー１に記憶されているデータに基づく処理をパーソナルコンピューター２に
実行させることができる状態であるものとする。
　また、フローチャートの開始時点では、ＵＳＢメモリー１は、提供者からユーザーに提
供されたときの状態、すなわち、特定目的データが記憶されており、かつ、表示部９に提
供者を示す情報が表示された状態にあるものとする。
【００２９】
　まず、ＵＳＢメモリー１の制御部１７は、書換可能記憶領域２４の各ブロック２５のう
ち、特定目的データが記憶されているブロック２５であるブロック２５Ａ、２５Ｂのいず
れかに対する処理の開始が指示されたか否かを監視する（ステップＳＡ１）。ここで、ブ
ロック２５Ａ、２５Ｂに対する処理とは、ブロック２５Ａ、２５Ｂに記憶されているデー
タの書き換え、消去、又は、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対する新たなデータの書き込みの
うち少なくとも１つの処理を含む処理をいう。これらの処理は、ユーザーによってパーソ
ナルコンピューター２の入力デバイスを用いて指示され、パーソナルコンピューター２は
、その旨の信号をＵＳＢメモリー１に対して出力する。特定目的データが記憶されたブロ
ック２５Ａ、２５Ｂに対し、データの書き換え、消去、又は、ブロック２５Ａ、２５Ｂに
対する新たなデータの書き込みのうち少なくとも１つの処理を含む処理が行われた場合、
特定目的データの内容に変更があった可能性が高い。
　ブロック２５Ａ、２５Ｂに対する処理の開始が指示された場合（ステップＳＡ１：ＹＥ
Ｓ）、制御部１７は、記憶部２１を制御して指示された処理を実行する（ステップＳＡ２
）。次いで、制御部１７は、表示駆動部１８を制御して、表示部９に表示された提供者を
示す情報の表示を停止させる（ステップＳＡ３）。
【００３０】
　このように、本実施形態では、特定目的データが記憶されたブロック２５Ａ、２５Ｂに
対し、データの書き換え、消去、又は、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対する新たなデータの
書き込みのうち少なくとも１つの処理を含む処理が行われた場合、制御部１７は、表示部
９が表示する情報を制御し、提供者を示す情報の表示部９への表示を停止させる。つまり
、ブロック２５Ａ、２５Ｂに記憶された特定目的データの内容に変更があった可能性が高
い場合は、自動で、表示部９に表示されていた提供者を示す情報が消去される。従って、
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特定目的データの内容に変更があり、ＵＳＢメモリーに記憶されたデータが、提供者が記
憶したデータと異なるデータとなり、ＵＳＢメモリー１に記憶されたデータと、提供者と
が対応しなくなった場合に、表示部９に提供者を示す情報が継続して表示されることを防
止し、表示部９に表示された情報の正確性を確保することができる。
　なお、上述した実施形態では、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対する処理が行われた場合、
制御部１７は、提供者を示す情報の表示部９への表示を停止させているが、ブロック２５
Ａ、２５Ｂに対する処理が行われた場合における制御部１７の動作はこれに限らない。例
えば、制御部１７は、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対する処理が行われた場合、提供者を示
す情報に代えて、特定目的データの内容に変更があった旨を示す情報や、ＵＳＢメモリー
１に記憶されたデータの信頼性が低い旨を示す情報などを表示させてもよい。つまり、ブ
ロック２５Ａ、２５Ｂに対する処理が行われた場合、制御部１７は、当該処理に対応した
情報を表示させる。この動作によっても、表示部９に表示された情報の正確性を確保でき
る、という効果を奏する。
【００３１】
　本実施形態に係るＵＳＢメモリー１は、図４のフローチャートを用いて説明したような
動作を行うため、さらに、以下のような効果を奏する。
　すなわち、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１は、特定目的データが記憶された後、表
示部９に提供者を示す情報が表示された状態でユーザーに提供される。従って、ユーザー
は、表示部９に表示された提供者が特定目的データを作成するとともに、この特定目的デ
ータの信頼性を保証したものとして認識する。
　ここで、特定目的データが、ユーザー、その他の第３者によって悪意によって改変され
たとする。例えば、パーソナルコンピューター２によって当該データに基づく動作を実行
した場合に誤作動が起きるように当該データが含むプログラムに係るデータが改変された
り、コンピューターウイルスに係るデータが付加されたりしたとする。
　この場合において、別のユーザーが、パーソナルコンピューター２によって改変された
データに基づく処理を実行した場合、当該パーソナルコンピューター２が誤作動を起こし
たり、コンピューターウイルスに感染したりして、さらに別のユーザーに被害を及ぼして
しまう。その際、表示部９に提供者を示す情報が表示されていると、当該ユーザーは、表
示部９に表示された提供者がデータを作成し、そのデータの信頼性を保証したものとして
認識するため、当該提供者に対する信用が低下する。
　本実施形態では、ブロック２５Ａ、２５Ｂに記憶されている特定目的データの書き換え
、消去、又は、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対する新たなデータの書き込みのうち少なくと
も１つの処理を含む処理が行われた場合、表示部９に表示された提供者を示す情報が消去
される。つまり、特定目的データが、ユーザー、その他の第３者によって悪意によって改
変された場合であっても、自動で、確実に、表示部９への提供者を示す情報の表示が停止
される。従って、別のユーザーの当該提供者に対する信用の低下を防止することができる
。
【００３２】
　特に、本実施形態では、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対する処理が行われた場合、当該処
理によってユーザーに被害を及ぼすか否かを判別することなく、表示部９への提供者を示
す情報の表示を停止する。ここで、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対する処理が、当該処理に
よってユーザーに被害を及ぼすか否かを判別することは困難であり、判別するためのプロ
グラムを特別に作成する場合、開発にかかる時間の長期化、及び、開発のためにかかるコ
ストの増大を招くおそれがある。そこで、本実施形態では、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対
する処理が行われた場合は、処理が実際にユーザーに被害を及ぼすような処理であるか否
かにかかわらず表示部９への提供者を示す情報の表示が停止されるため、提供者の信用の
低下防止に万全が期され、さらに、開発にかかる時間の長期化、及び、開発のためにかか
るコストの増大を防止できる。
【００３３】
　以上説明したように、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１は、データを記憶する記憶領
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域を有する記憶部２１を備え、パーソナルコンピューター２に着脱自在に取り付けられる
とともに、パーソナルコンピューター２に取り付けられた場合にパーソナルコンピュータ
ー２とＵＳＢの規格に準拠した通信が可能となる。そして、ＵＳＢメモリー１は、各種情
報を表示する表示部９と、記憶部２１に対する処理に応じて前記表示部の表示内容を制御
する制御部１７と、を備えている。
　これによれば、記憶部２１に対する処理に応じて表示部９の表示内容が制御されるため
、表示部９の表示内容は記憶部２１に対する処理を反映したものとなり、表示部９が表示
する情報の正確性を確保することができる。
【００３４】
　また、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１は、データを記憶する記憶領域を有する記憶
部２１を備え、パーソナルコンピューター２に着脱自在に取り付けられるとともに、パー
ソナルコンピューター２に取り付けられた場合にパーソナルコンピューター２とＵＳＢの
規格に準拠した通信が可能となる。そして、ＵＳＢメモリー１は、記憶領域内の書換可能
記憶領域２４の特定のブロック２５Ａ、２５Ｂに記憶された特定目的データに係る情報で
ある提供者を示す情報を表示する表示部９と、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対して処理が行
われた場合、表示部９が表示するブロック２５Ａ、２５Ｂに記憶された当該データに係る
情報を制御する制御部１７と、を備えている。
　これによれば、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対して処理が行われた場合、表示部９が表示
する情報を制御するため、表示部９が表示する情報は、当該処理に対応した情報となり、
表示部９が表示する情報の正確性を確保することができる。
【００３５】
　また、本実施形態では、制御部１７は、ブロック２５Ａ、２５Ｂに記憶されたデータの
書き換え、消去、及び、ブロック２５Ａ、２５Ｂへの新たなデータの書き込みのいずれか
の処理を少なくとも含む処理が行われた場合、表示部９が表示する情報を制御する。
　これによれば、ブロック２５Ａ、２５Ｂに記憶されたデータの書き換え、消去、及び、
ブロック２５Ａ、２５Ｂへの新たなデータの書き込みのいずれかの処理を少なくとも含む
処理が行われた場合に、表示部９が表示する情報は、これら処理に対応した情報となり、
表示部９が表示する情報の正確性を確保することができる。
【００３６】
　また、本実施形態では、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対して処理が行われた場合、ブロッ
ク２５Ａ、２５Ｂに記憶されたデータに係る情報の表示部９への表示を停止するようにし
てもよい。
　これによれば、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対して処理が行われることにより、ブロック
２５Ａ、２５Ｂに記憶されたデータと、表示部９が表示する情報とが対応しなくなった場
合、表示部９への当該情報の表示が停止されるため、表示部９が表示する情報の正確性を
確保することができる。
【００３７】
　また、本実施形態では、表示部９は、ブロック２５Ａ、２５Ｂに記憶されたデータに係
る情報として、提供者を示す情報を表示し、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対して処理が行わ
れた場合、提供者を示す情報の表示部９への表示を停止する。
　これによれば、ブロック２５Ａ、２５Ｂに対して処理が行われることにより、当該デー
タが信頼性のないデータとなった場合、当該データに係る提供者を示す情報の表示部９へ
の表示が停止されるため、提供者の信用の低下を防止することができる。
【００３８】
　また、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１は、記憶部２１を収容する本体ケース５を有
し、表示部９は、パーソナルコンピューター２に取り付けられた場合に、表示部９に表示
した情報が視認できる態様で本体ケース５の表面に設けられている。
　これによれば、パーソナルコンピューター２にＵＳＢメモリー１を取り付けている状態
であっても、ユーザーは、表示部９が表示する情報を視認することができる。そして、表
示部９が表示する情報は、正確性を確保した情報であるため、ユーザーは、パーソナルコ
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ンピューター２にＵＳＢメモリー１を取り付けて、パーソナルコンピューター２を介して
ＵＳＢメモリー１に記憶されたデータを利用している場合であっても、正確性を確保した
情報を参照することができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００３９】
＜第２実施形態＞
　次いで、第２実施形態について説明する。
　本実施形態に係るＵＳＢメモリー１００の構造的構成は、第１実施形態の図１と同様で
あり、機能的構成は、第１実施形態の図２及び図３と同様であるため、図１、図２、及び
、図３を援用しその説明を省略する。
　また、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１００には、パーソナルコンピューター２にイ
ンストールされた上で、当該パーソナルコンピューター２によって実行されるソフトウェ
アに係るデータが記憶されている。当該データとして、例えば、コンピューターウイルス
駆除ソフトや、ファイル管理ソフトなどのユーティリティソフトに係るデータがある。Ｕ
ＳＢメモリー１００を所有するユーザーは、ＵＳＢメモリー１００をパーソナルコンピュ
ーター２に取り付け、これらパーソナルコンピューター２と、ＵＳＢメモリー１００とを
通信可能に接続した上で、ＵＳＢメモリー１００に記憶されたソフトウェアをパーソナル
コンピューター２にインストールする。これにより、パーソナルコンピューター２によっ
てインストールしたソフトウェアの実行が可能となる。
【００４０】
　ところで、パーソナルコンピューター２では、通常、ワープロソフトや、表計算ソフト
、メディア再生用のソフトなど、複数種類のアプリケーションソフトウェアが同時並行的
に実行されるとともに、実行されているそれぞれのソフトウェアに係る情報が外部機器側
表示部１２に表示される。このような状況の中、ＵＳＢメモリー１００をパーソナルコン
ピューター２に通信可能に接続し、ＵＳＢメモリー１００の記憶部２１に記憶されている
データを利用した動作をパーソナルコンピューター２が実行した場合、ユーザーが、パー
ソナルコンピューター２によって記憶部２１に記憶されているデータを利用した動作が実
際に行われていることを把握することが困難だった。本実施形態では、ＵＳＢメモリー１
００が以下の動作を実行することにより、パーソナルコンピューター２によって記憶部２
１に記憶されているデータを利用した動作が実際に行われていることをユーザーが容易か
つ確実に把握できるようにし、ユーザーの利便性を向上している。
【００４１】
　図５は、ＵＳＢメモリー１００、及び、パーソナルコンピューター２の動作を示すフロ
ーチャートである。図５において、（Ａ）は、ＵＳＢメモリーの動作を示し、（Ｂ）は、
パーソナルコンピューター２の動作を示している。
　なお、図５のフローチャートの開始時点では、パーソナルコンピューター２にＵＳＢメ
モリー１００が通信可能に接続されているものとし、ユーザーがパーソナルコンピュータ
ー２の入力部１３を操作して、記憶部２１に記憶されているデータを利用した動作をパー
ソナルコンピューター２に実行させることができる状態であるものとする。
　なお、図５のフローチャートでは、パーソナルコンピューター２による記憶部２１に記
憶されているデータを利用した動作として、インストールに係る動作を例にしている。
【００４２】
　まず、ユーザーによってパーソナルコンピューター２の入力デバイスが操作されて、Ｕ
ＳＢメモリー１００に記憶されているソフトウェアのインストールの開始が指示される（
ステップＳＣ１）。パーソナルコンピューター２の外部機器側制御部１１は、インストー
ルの開始が指示されると、インストールが開始された旨を示す信号をＵＳＢメモリー１０
０に出力する（ステップＳＣ２）。次いで、外部機器側制御部１１は、専用のインストー
ラーの起動や、使用許諾契約書の外部機器側表示部１２への表示、インストール先の選択
、ＵＳＢメモリー１００からインストールに必要なデータの読み出し、ファイルの展開な
どを含むインストールに係る動作を実行する（ステップＳＣ３）。外部機器側制御部１１
は、インストールが終了するまで、インストールに係る動作を実行し（ステップＳＣ３、
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ステップＳＣ４）、インストールが終了すると（ステップＳＣ４：ＹＥＳ）、インストー
ルが終了した旨を示す信号をＵＳＢメモリー１００に出力する（ステップＳＣ５）。
　一方、ＵＳＢメモリー１００の制御部１７は、パーソナルコンピューター２からインス
トールが開始されたか否かを監視する（ステップＳＢ１）。パーソナルコンピューター２
からインストールを開始した旨の信号が入力されることにより、インストールが開始され
たことを検出した場合（ステップＳＢ１：ＹＥＳ）、制御部１７は、表示駆動部１８を制
御して、表示部９に現在インストール中である旨を表示させる（ステップＳＢ２）。
【００４３】
　図６は、ステップＳＢ２の動作実行時における、表示部９の表示態様の一例を示す図で
ある。
　図６に示すように、ステップＳＢ２の動作実行時、表示部９には、インストール中であ
る旨表示される（図６に示す例では、「インストール中・・・」と表示）。ここで、上述
したように、本実施形態では、ＵＳＢメモリー１００がパーソナルコンピューター２に取
り付けられた状態において、ユーザーは、表示部９が表示する各種情報を視認することが
できる。従って、ユーザーは、ＵＳＢメモリー１００の表示部９を視認することにより、
現在、ＵＳＢメモリー１００に記憶されているソフトウェアのインストール中であること
を容易かつ確実に認識することができる。つまり、複数種類のアプリケーションソフトウ
ェアが同時並行的に実行されるとともに、実行されているそれぞれのソフトウェアに係る
情報が表示されている外部機器側表示部１２の表示画面中から、ソフトウェアがインスト
ール中であることを示す情報を探したり、また、パーソナルコンピューター２の入力デバ
イスを操作して、意図的にインストール中であることを示す情報を外部機器側表示部１２
に表示したりすることなく、ユーザーは、容易かつ確実に、現在ＵＳＢメモリー１００に
記憶されているソフトウェアのインストール中であることを認識できる。このため、ユー
ザーの利便性が向上する。換言すると、パーソナルコンピューター２によって記憶部２１
に記憶されているデータを利用した動作が行われている場合、当該動作の内容を示す情報
が表示部９に表示されるため、ユーザーは、容易かつ確実に、当該動作の内容を認識する
ことができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００４４】
　さて、前掲図５に戻り、ステップＳＢ２において表示部９に現在インストール中である
旨の表示を行った後、制御部１７は、インストールが終了したか否かを監視する（ステッ
プＳＢ３）。パーソナルコンピューター２からインストールが終了した旨の信号が入力さ
れることにより、インストールが終了したことを検出した場合（ステップＳＢ３：ＹＥＳ
）、制御部１７は、現在インストール中である旨の表示を表示部９から消去させる（ステ
ップＳＢ４）。
　なお、上述した実施形態では、記憶部２１が記憶するデータを利用した動作として、イ
ンストールに係る動作を例にして説明したが、記憶部２１が記憶するデータを利用した動
作は、これに限らず、例えば、ＵＳＢメモリー１００に、楽曲データや、動画データなど
が記憶されている場合は、パーソナルコンピューター２によってこれらデータを再生する
動作であってもよい。この場合、データの再生中、制御部１７は、表示部９に再生中であ
る旨を示す表示を行わせる。すなわち、本発明は、パーソナルコンピューター２によるＵ
ＳＢメモリー１００の記憶部２１が記憶するデータを利用した動作全てに適用可能である
。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１００は、データを記憶する記
憶領域を有する記憶部２１を備え、パーソナルコンピューター２に着脱自在に取り付けら
れるとともに、パーソナルコンピューター２に取り付けられた場合にパーソナルコンピュ
ーター２とＵＳＢの規格に準拠した通信が可能となる。そして、ＵＳＢメモリー１は、各
種情報を表示する表示部９と、記憶部２１に対する処理に応じて前記表示部の表示内容を
制御する制御部１７と、を備えている。
　これによれば、記憶部２１に対する処理に応じて表示部９の表示内容が制御されるため
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、表示部９の表示内容は記憶部２１に対する処理を反映したものとなり、表示部９が表示
する情報の正確性を確保することができる。
【００４６】
　また、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１００は、データを記憶する記憶部２１を備え
、パーソナルコンピューター２と通信可能に接続され、接続されたパーソナルコンピュー
ター２によって記憶部２１が記憶するデータを利用した動作が行われる。そして、ＵＳＢ
メモリー１００は、各種情報を表示する表示部９を備え、記憶部２１が記憶するデータを
利用した動作がパーソナルコンピューター２によって行われる場合、当該動作に係る情報
を表示部９に表示する。
　これによれば、記憶部２１が記憶するデータを利用した動作がパーソナルコンピュータ
ー２によって行われる場合、当該動作に係る情報が表示部９に表示されるため、ユーザー
は、表示部９に表示された情報を視認することにより、容易かつ確実に、当該動作を認識
することができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００４７】
　また、本実施形態では、記憶部２１が記憶するデータを利用した動作がパーソナルコン
ピューター２によって行われる場合、当該動作の内容を示す情報を表示部９に表示する。
　これによれば、記憶部２１が記憶するデータを利用した動作がパーソナルコンピュータ
ー２によって行われる場合、当該動作の内容を示す情報が表示部９に表示されるため、ユ
ーザーは、表示部９に表示された情報を視認することにより、容易かつ確実に、当該動作
の内容を認識することができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００４８】
　また、本実施形態では、記憶部２１を収容する本体ケース５を有し、表示部９は、パー
ソナルコンピューター２に取り付けられた場合に、表示部９に表示した情報が視認できる
態様で本体ケース５の表面に設けられている。
　これによれば、パーソナルコンピューター２にＵＳＢメモリー１００を取り付けている
状態であっても、ユーザーは、表示部９が表示する情報を視認することができ、ユーザー
の利便性が向上する。
【００４９】
＜第３実施形態＞
　次いで、第３実施形態について図７（Ａ）を用いて説明する。
　図７（Ａ）は、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１００の表示部９の表示態様の一例を
示す図である。
　本実施形態では、ＵＳＢメモリー１００の記憶部２１に記憶されているデータを利用し
た動作がパーソナルコンピューター２によって行われている場合、当該動作についての問
い合せ先を示す情報が表示部９に表示される。
　記憶部２１に記憶されているデータを利用した動作が、当該データに係るソフトウェア
のインストールである場合を例にして説明すると、パーソナルコンピューター２によって
インストールが開始され、その旨の信号が入力されると、ＵＳＢメモリー１００の制御部
１７は、インストール中に発生した不具合や、インストールが正常に終了しなかったこと
、インストール後のソフトウェアの実行方法などについてユーザーが問い合わせるべき問
い合わせ先を表示部９に表示させる。問い合わせ先に係る情報が示すデータは、例えば、
ソフトウェアに係るデータを記憶部２１に記憶した者によって、このソフトウェアに係る
データと対応付けて記憶部２１に記憶される。
　図７（Ａ）では、問い合わせ先として電話番号（図７（Ａ）において、「電話番号：○
×□－○×□－○×□」と表示）が表示部９に表示されている。問い合わせ先は、電話番
号に限らず、ホームページや、住所などであってもよい。
【００５０】
　このように、本実施形態では、記憶部２１に記憶されているデータを利用した動作をパ
ーソナルコンピューター２が実行している場合、当該動作についての問い合わせ先を示す
情報が表示部９に表示される。このため、ユーザーは、ＵＳＢメモリー１００の表示部９
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を視認することにより、現在、パーソナルコンピューター２によって行われている動作に
ついての問い合わせ先を確実に認識することができる。よって、例えば、パーソナルコン
ピューター２の動作が異常終了したり、当該動作に不具合が生じたりした場合であっても
、ユーザーは、ＵＳＢメモリー１００の説明書を探し、説明書の中から問い合わせ先を見
つけたり、パーソナルコンピューター２の入力デバイスを操作して、意図的に問い合わせ
先を外部機器側表示部１２に表示したり、また、インターネットを利用して問い合わせ先
を検索したりすることなく、容易かつ確実に、問い合わせ先を認識することができ、ユー
ザーの利便性が向上する。
【００５１】
　以上説明したように、本実施形態では、記憶部２１が記憶するデータを利用した動作が
パーソナルコンピューター２によって行われる場合、当該動作についての問い合わせ先を
示す情報が表示部９に表示される。
　これよれば、記憶部２１が記憶するデータを利用した動作がパーソナルコンピューター
２によって行われる場合、当該動作についての問い合わせ先を示す情報が表示部９に表示
されるため、ユーザーは、表示部９に表示された情報を視認することにより、容易かつ確
実に、問い合わせ先を認識することができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００５２】
＜第４実施形態＞
　次いで、第４実施形態について図７（Ｂ）を用いて説明する。
　図７（Ｂ）は、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１００の表示部９の表示態様の一例を
示す図である。
　本実施形態では、記憶部２１に記憶されているデータを利用した動作をパーソナルコン
ピューター２が実行している場合、当該動作を行うために必要なユーザー登録が完了して
いるか否かを示す情報が表示部９に表示される。
　記憶部２１に記憶されているデータを利用した動作が、当該データに係るソフトウェア
のインストールである場合を例にして説明すると、パーソナルコンピューター２によって
インストールが開始され、その旨の信号が入力されると、ＵＳＢメモリー１００の制御部
１７は、当該インストールに必要なユーザー登録が完了しているか否かを示す情報を表示
部９に表示させる。例えば、パーソナルコンピューター２から入力される信号にインスト
ールに必要なユーザー登録が完了しているか否かを示す信号が含まれている場合、ＵＳＢ
メモリー１００は、入力された信号に基づいて、ユーザー登録が完了しているか否かを判
別し、その旨を表示する。
　図７（Ｂ）では、ユーザー登録が既に完了していることを示す情報（図７（Ｂ）では、
「ユーザー登録完了済」と表示）が表示部９に表示されている。
【００５３】
　このように、本実施形態では、記憶部２１に記憶されているデータを利用した動作をパ
ーソナルコンピューター２が実行している場合、当該動作を行うために必要なユーザー登
録が完了しているか否かを示す情報が表示部９に表示される。このため、ユーザーは、Ｕ
ＳＢメモリー１００の表示部９を視認することにより、現在、パーソナルコンピューター
２によって行われる動作に必要なユーザー登録が完了しているか否かを容易かつ確実に認
識することができる。そして、この認識に基づいて、例えば早急にユーザー登録を完了す
るなどの処理を行うことができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００５４】
　以上説明したように、本実施形態では、記憶部２１が記憶するデータを利用した動作が
パーソナルコンピューター２によって行われる場合、当該動作を行うために必要なユーザ
ー登録が完了しているか否かを示す情報が表示部９に表示される。
　これによれば、記憶部２１が記憶するデータを利用した動作がパーソナルコンピュータ
ー２によって行われる場合、当該動作を行うために必要なユーザー登録が完了しているか
否かを示す情報が表示部９に表示されるため、ユーザーは、表示部９に表示された情報を
視認することにより、容易かつ確実に、ユーザー登録が完了している否かを認識すること
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ができる。そして、この認識に基づいて速やかにユーザー登録を行うなどの処理をおこな
うことができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００５５】
＜第５実施形態＞
　次いで、第５実施形態について図７（Ｃ）を用いて説明する。
　図７（Ｃ）は、本実施形態に係るＵＳＢメモリー１００の表示部９の表示態様の一例を
示す図である。
　本実施形態では、パーソナルコンピューター２へコピー可能な回数が設定されたデータ
がＵＳＢメモリー１００に記憶されており、当該データのコピーに係る動作をパーソナル
コンピューター２が実行している場合、コピー可能な残り回数を示す情報が表示部９に表
示される。
　例えば、ＵＳＢメモリー１００の記憶部２１にデータを記憶する際、制御部１７は、当
該データをコピー可能な回数を示すデータと対応付けて記憶させる。そして、パーソナル
コンピューター２への当該コピーのコピーに係る動作が開始され、その旨の信号が入力さ
れると、ＵＳＢメモリー１００の制御部１７は、コピー可能な回数を示すデータを取得す
るとともに、当該データが示す回数から１を減算した回数を表示部９に表示させる。図７
（Ｃ）では、コピー可能な回数があと４回である旨を示す情報（図７（Ｃ）において「あ
と４回です」と表示）が表示部９に表示されている。
【００５６】
　このように、本実施形態では、パーソナルコンピューター２へコピー可能な回数が設定
されたデータについて、当該データのコピーに係る動作をパーソナルコンピューター２が
実行している場合、コピー可能な残り回数を示す情報が表示部９に表示される。このため
、ユーザーは、ＵＳＢメモリー１００の表示部９を視認することにより、コピー可能な残
り回数を確実に認識することができる。よって、パーソナルコンピューター２の入力デバ
イスを操作して、意図的にコピー可能な残り回数を外部機器側表示部１２に表示したりす
ることなく、容易かつ確実に、コピー可能な残り回数を認識することができ、ユーザーの
利便性が向上する。
　なお、本実施形態は、コピー可能な回数を表示する場合を例にして説明したが、コピー
ではなくインストール可能な回数を表示するものであってもよい。この場合であっても、
上述した効果と同様の効果を得ることができる。
【００５７】
　以上説明したように、本実施形態では、コピー可能な回数が設定されたデータのコピー
に係る動作、又は、インストール可能な回数が設定されたデータのインストールに係る動
作がパーソナルコンピューター２によって行われる場合、コピー可能な回数、又は、イン
ストール可能な回数を示す情報が表示部９に表示される。
　これによれば、コピー可能な回数が設定されたデータのコピーに係る動作、又は、イン
ストール可能な回数が設定されたデータのインストールに係る動作がパーソナルコンピュ
ーター２によって行われる場合、コピー可能な回数、又は、インストール可能な回数を示
す情報が表示部９に表示される。このため、ユーザーは、表示部９に表示された情報を視
認することにより、容易かつ確実に、コピー可能な回数、又は、インストール可能な回数
を認識することができ、ユーザーの利便性が向上する。
【００５８】
　なお、上述した実施の形態は、あくまでも本発明の一態様を示すものであり、本発明の
範囲内で任意に変形および応用が可能である。
　上述した実施形態では、半導体記憶装置としてＵＳＢメモリー１を例にして説明したが
、本発明は、ＵＳＢメモリー１に限らず、カード型のメモリーカードなど半導体メモリー
を利用した記憶装置に広く適用することができる。
　また、ＵＳＢメモリー１は、特定の目的のために作成されたソフトウェアに係るデータ
として、複数のデータを記憶するものであってもよい。
【符号の説明】
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【００５９】
　１、１００…ＵＳＢメモリー（半導体記憶装置）、２…パーソナルコンピューター（外
部機器）、９…表示部、１７…制御部（表示制御部）、２１…記憶部、２４…書換可能記
憶領域（記憶領域）、２５Ａ、２５Ｂ…ブロック（特定の記憶領域）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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