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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の不揮発性半導体メモリと、
　第２の不揮発性半導体メモリと、
　第３の不揮発性半導体メモリと、
　第４の不揮発性半導体メモリと、
　これら第１ないし第４の不揮発性半導体メモリの動作を制御するためのコントローラと
、
　基板と、を備え、
　前記基板は、
　この基板表面に形成される配線パターンを備える表面層と、
　この基板裏面に形成される配線パターンを備える裏面層と、
　この表面層と裏面層との間に設けられ、配線パターンが形成される第１の内部配線層と
、
　この表面層と裏面層との間に設けられ、配線パターンが形成される第２の内部配線層と
、
　この基板裏面に形成され、外部機器と接続するための電極を備えるコネクタと、を備え
、
　前記コントローラは、前記基板の表面側に搭載され、
　このコントローラと前記コネクタとを接続する信号線は、前記コントローラから前記コ
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ネクタの近傍まで前記基板の表面層を通る部分と、前記コネクタの近傍で前記基板の裏面
層に貫通する部分と、前記基板の裏面層を通って、前記コネクタの裏面電極に接続される
部分と、を備えている半導体装置。
【請求項２】
　前記基板は、平面視において、長辺とこれに直角な短辺とを備え、
　前記第１ないし第４の不揮発性半導体メモリは、前記長辺に沿って、配置されるように
構成されている請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記半導体メモリ装置の温度を測定するための温度センサをさらに備える請求項１に記
載の半導体装置。
【請求項４】
　前記コントローラと前記第１ないし第４の不揮発性半導体メモリとを接続する信号線は
、前記第１の内部配線層を通る部分を備えている請求項１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１及び第２の不揮発性半導体メモリは前記基板の一方の長辺側方向に寄せて配置
され、前記第３及び第４の不揮発性半導体メモリは前記基板の他方の長辺側方向に寄せて
配置される請求項２に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記コントローラと前記コネクタとを接続する信号線は、更に、前記第１の内部配線層
または前記第２の内部配線層を通る部分を備えている請求項１に記載の半導体装置。
【請求項７】
　多層基板と、
　前記多層基板のいずれか一辺に設けられ、中心位置からずれた位置にスリットを有する
コネクタと、
　前記多層基板の表面層に設けられたコントローラと、
　前記コントローラによって制御される不揮発性半導体記憶素子と、
　前記コントローラよりも前記不揮発性半導体記憶素子の近傍に配置された少なくとも１
つの抵抗素子と、
　前記コネクタと前記コントローラとを接続するための第１の信号線と、
　前記コントローラと前記不揮発性半導体記憶素子とを接続するための第２の信号線と、
を具備し、
　前記第１の信号線は、前記コントローラから前記コネクタの近傍まで前記多層基板の表
面層を通り、前記コネクタの近傍で前記多層基板の裏面層に貫通し、前記多層基板の裏面
層を通って前記コネクタに接続され、
　前記第２の信号線は、前記多層基板の表面層と裏面層との間に形成された１以上の配線
層を通る部分を備えている半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コネクタが形成された基板上に、ＮＡＮＤフラッシュメモリなどの不揮発性半導
体記憶素子が搭載された半導体装置が用いられている。また、半導体装置には、不揮発性
半導体記憶素子の他に、揮発性半導体記憶素子や、不揮発性半導体素子および揮発性半導
体素子を制御するコントローラが搭載される。
【０００３】
　このような半導体装置は、その使用環境や規格などに合わせて、基板の形状や大きさが
制約される場合がある。そして、基板の形状や大きさに合わせて不揮発性半導体記憶素子
などを配置しつつ、その性能特性の劣化を抑えることが求められている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－７９４４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、基板の形状や大きさの制限に合わせて不揮発性半導体素子などを配置しつつ
、その性能特性の劣化を抑えることができる半導体装置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】
【０００６】
　本願発明の一態様によれば、基板と、コネクタと、揮発性半導体記憶素子と、不揮発性
半導体記憶素子と、コントローラとを備える半導体装置が提供される。基板は、配線パタ
ーンが形成された多層構造で、平面視において略長方形形状を呈する。コネクタは、基板
の短辺側に設けられてホスト装置に接続可能とされる。揮発性半導体記憶素子は、基板の
表面層側に設けられる。不揮発性半導体記憶素子は、基板の表面層側に設けられる。コン
トローラは、基板の表面層側に設けられて揮発性半導体記憶素子と不揮発性半導体記憶素
子を制御する。配線パターンには、コネクタとコントローラとの間に形成されてコネクタ
とコントローラとを接続する信号線が含まれる。コントローラに対して信号線の反対側に
、基板の長手方向に沿って複数の不揮発性半導体記憶素子が配列される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施の形態にかかる半導体装置の構成例を示すブロック図である
。
【図２】図２は、半導体装置の概略構成を示す平面図である。
【図３】図３は、半導体装置の詳細な構成を示す平面図である。
【図４】図４は、抵抗素子の概略構成を示す斜視図である。
【図５】図５は、基板の表面層（第１層）における回路構成を示す図である。
【図６】図６は、基板の裏面層（第８層）における回路構成を示す図である。
【図７】図７は、ドライブ制御回路とＮＡＮＤメモリとを接続する配線の構成を示す図で
あって、基板の層構成の概念図である。
【図８】図８は、第１の実施の形態の変形例１にかかる半導体装置の概略構成を示す底面
図である。
【図９】図９は、ドライブ制御回路とＮＡＮＤメモリとを接続する配線の構成を示す図で
あって、基板の層構成の概念図である。
【図１０】図１０は、第２の実施の形態にかかる半導体装置の詳細な構成を示す平面図で
ある。
【図１１】図１１は、図１０に示すＡ－Ａ線に沿った矢視断面図である。
【図１２】図１２は、第２の実施の形態の変形例１にかかる半導体装置の概略構成を示す
底面図である。
【図１３】図１３は、図１２に示すＢ－Ｂ線に沿った矢視断面図である。
【図１４】図１４は、第３の実施の形態にかかる半導体装置の概略構成を示す平面図であ
る。
【図１５】図１５は、ＮＡＮＤメモリの底面を示す図である。
【図１６】図１６は、第３の実施の形態の変形例１にかかる半導体装置の概略構成を示す
底面図である。
【図１７】図１７は、第４の実施の形態にかかる半導体装置の概略構成を示す平面図であ
る。
【図１８】図１８は、第４の実施の形態の変形例１にかかる半導体装置の概略構成を示す
底面図である。



(4) JP 5396415 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に添付図面を参照して、本発明の実施の形態にかかる半導体装置を詳細に説明する
。なお、これらの実施の形態により本発明が限定されるものではない。
【０００９】
（第１の実施の形態）
　図１は、第１の実施の形態にかかる半導体装置の構成例を示すブロック図である。半導
体装置１００は、ＳＡＴＡインタフェース（ＡＴＡ　Ｉ／Ｆ）２などのメモリ接続インタ
フェースを介してパーソナルコンピュータあるいはＣＰＵコアなどのホスト装置（以下、
ホストと略す）１と接続され、ホスト１の外部メモリとして機能する。ホスト１としては
、パーソナルコンピュータのＣＰＵ、スチルカメラ、ビデオカメラなどの撮像装置のＣＰ
Ｕなどがあげられる。また、半導体装置１００は、ＲＳ２３２Ｃインタフェース（ＲＳ２
３２Ｃ　Ｉ／Ｆ）などの通信インタフェース３を介して、デバッグ用機器２００との間で
データを送受信することができる。
【００１０】
　半導体装置１００は、不揮発性半導体記憶素子としてのＮＡＮＤ型フラッシュメモリ（
以下、ＮＡＮＤメモリと略す）１０と、コントローラとしてのドライブ制御回路４と、Ｎ
ＡＮＤメモリ１０よりも高速記憶動作が可能な揮発性半導体記憶素子であるＤＲＡＭ２０
と、電源回路５と、状態表示用のＬＥＤ６と、ドライブ内部の温度を検出する温度センサ
７とを備えている。温度センサ７は、例えばＮＡＮＤメモリ１０の温度を直接または間接
的に測定する。ドライブ制御回路４は、温度センサ７による測定結果が一定温度以上とな
った場合に、ＮＡＮＤメモリ１０への情報の書き込みなどを制限して、それ以上の温度上
昇を抑制する。
【００１１】
　電源回路５は、ホスト１側の電源回路から供給される外部直流電源から複数の異なる内
部直流電源電圧を生成し、これら内部直流電源電圧を半導体装置１００内の各回路に供給
する。また、電源回路５は、外部電源の立ち上がりを検知し、パワーオンリセット信号を
生成して、ドライブ制御回路４に供給する。
【００１２】
　図２は、半導体装置１００の概略構成を示す平面図である。図３は、半導体装置１００
の詳細な構成を示す平面図である。電源回路５、ＤＲＡＭ２０、ドライブ制御回路４、Ｎ
ＡＮＤメモリ１０は、配線パターンが形成された基板８上に搭載される。基板８は、平面
視において略長方形形状を呈する。略長方形形状を呈する基板８の一方の短辺側には、ホ
スト１に接続されて、上述したＳＡＴＡインタフェース２、通信インタフェース３として
機能するコネクタ９が設けられている。コネクタ９は、ホスト１から入力された電源を電
源回路５に供給する電源入力部として機能する。コネクタ９は、例えばＬＩＦコネクタで
ある。なお、コネクタ９には、基板８の短手方向に沿った中心位置からずれた位置にスリ
ット９ａが形成されており、ホスト１側に設けられた突起（図示せず）などと嵌まり合う
ようになっている。これにより、半導体装置１００が表裏逆に取り付けられることを防ぐ
ことができる。
【００１３】
　基板８は、合成樹脂を重ねて形成された多層構造になっており、例えば８層構造となっ
ている。なお、基板８の層数は８層に限られない。基板８には、合成樹脂で構成された各
層の表面あるいは内層に様々な形状で配線パターンが形成されている。基板８に形成され
た配線パターンを介して、基板８上に搭載された電源回路５、ＤＲＡＭ２０、ドライブ制
御回路４、ＮＡＮＤメモリ１０同士が電気的に接続される。
【００１４】
　次に、基板８に対する電源回路５、ＤＲＡＭ２０、ドライブ制御回路４、ＮＡＮＤメモ
リ１０の配置について説明する。図２や図３に示すように、電源回路５およびＤＲＡＭ２
０がコネクタ９の近傍に配置される。そして、電源回路５およびＤＲＡＭ２０の隣にドラ
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イブ制御回路４が配置される。そして、ドライブ制御回路４の隣にＮＡＮＤメモリ１０が
配置される。すなわち、基板８の長手方向に沿ってコネクタ９側から、ＤＲＡＭ２０、ド
ライブ制御回路４、ＮＡＮＤメモリ１０の順に並べて配置される。
【００１５】
　なお、複数のＮＡＮＤメモリ１０が基板８上に搭載され、これら複数のＮＡＮＤメモリ
１０が基板８の長手方向に沿って並べて配置される。なお、第１の実施の形態では、４つ
のＮＡＮＤメモリ１０を配置しているが、複数のＮＡＮＤメモリ１０が配置されるのであ
れば、搭載されるＮＡＮＤメモリ１０の数はこれに限られない。
【００１６】
　また、４つのＮＡＮＤメモリ１０のうち、２つのＮＡＮＤメモリ１０が基板８の一方の
長辺側に寄せて配置され、残りの２つのＮＡＮＤメモリ１０が基板８の他方の長辺側に寄
せて配置される。
【００１７】
　また、基板８には、抵抗素子１２が搭載される。抵抗素子１２は、ドライブ制御回路４
とＮＡＮＤメモリ１０とを接続する配線パターン（配線）の途中に設けられ、ＮＡＮＤメ
モリ１０へ入出力される信号に対する抵抗として機能する。図４は、抵抗素子１２の概略
構成を示す斜視図である。抵抗素子１２は、図４に示すように、電極１２ｃの間に設けら
れた複数の抵抗皮膜１２ａが、保護膜１２ｂによってまとめて被覆されて構成されている
。１つのＮＡＮＤメモリ１０に対して１つの抵抗素子１２が設けられる。そして、それぞ
れの抵抗素子１２が、その抵抗素子１２に接続されたＮＡＮＤメモリ１０の近傍に配置さ
れる。
【００１８】
　次に、基板８に形成される配線パターンについて説明する。図３に示すように、電源回
路５とドライブ制御回路４との間には、電子部品などがほとんど搭載されていない領域Ｓ
がある。基板８の領域Ｓには、コネクタ９とドライブ制御回路４とを接続する信号線（Ｓ
ＡＴＡ信号線）が配線パターンの一部として形成されている。このように、基板８上には
、ドライブ制御回路４を挟んでコネクタ９側にはＳＡＴＡ信号線１４が形成され、その反
対側には、ＮＡＮＤメモリ１０が基板８の長手方向に沿って一列に並べて配置される。
【００１９】
　図５は、基板８の表面層（第１層）Ｌ１における回路構成を示す図である。図６は、基
板８の裏面層（第８層）Ｌ８における回路構成を示す図である。基板８の表面層Ｌ１の領
域Ｓでは、ドライブ制御回路４が配置される位置からコネクタ９の近傍までＳＡＴＡ信号
線１４が形成されている。そして、コネクタ９の近傍でビアホール１５によってＳＡＴＡ
信号線１４は基板８の裏面層Ｌ８まで貫通し、裏面層Ｌ８に形成されたＳＡＴＡ信号線１
４によってコネクタ９に到達する。コネクタ９部分で基板８の裏面層側に電極を形成する
必要がある場合には、このようにＳＡＴＡ信号線１４を基板８の裏面層Ｌ８まで貫通させ
る必要がある。
【００２０】
　基板８の裏面層Ｌ８は、ＳＡＴＡ信号線１４を除くほとんどの領域がグランド１８とな
っている。また、図示は省略するが、基板８の表面層Ｌ１と裏面層Ｌ８との間の内層にお
いては、ＳＡＴＡ信号線１４と重なる部分にはＳＡＴＡ信号線１４以外の配線パターンが
ほとんど形成されていない。すなわち、基板８において領域Ｓと重なる部分には、ＳＡＴ
Ａ信号線１４以外の配線パターンがほとんど形成されていない。
【００２１】
　また、表面層Ｌ１において、ＳＡＴＡ信号線１４の一部が途切れているが、基板８上の
該当部分に搭載された中継素子１６（図３も参照）によって、ＳＡＴＡ信号線１４を通る
信号は中継されるため特に問題とならない。また、基板８の表面は、図示しない絶縁性の
保護膜で覆われており、表面層Ｌ１に形成された配線パターンの絶縁性は確保されている
。
【００２２】
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　図７は、ドライブ制御回路４とＮＡＮＤメモリ１０とを接続する配線の構成を示す図で
あって、基板８の層構成の概念図である。なお、図７では、図面の簡略化のために基板８
の層構造の一部を省略して示している。
【００２３】
　図７に示すように、ドライブ制御回路４と抵抗素子１２とを接続する配線は、基板８の
表面層でドライブ制御回路４に接続されて、ビアホール２１によって基板８の内層に引き
込まれる。そして、その配線は基板８の内層を引き回されて再度ビアホール２２によって
基板８の表面層に引き出され、抵抗素子１２に接続される。
【００２４】
　また、抵抗素子１２とＮＡＮＤメモリ１０とを接続する配線は、基板８の表面層で抵抗
素子１２に接続されて、ビアホール２３によって基板８の内層に引き込まれる。そして、
その配線は基板８の内層を引き回されて再度ビアホール２４によって基板８の表面層に引
き出され、ＮＡＮＤメモリ１０に接続される。
【００２５】
　上述したように、ＮＡＮＤメモリ１０の近傍に抵抗素子１２が配置されるため、ドライ
ブ制御回路４と抵抗素子１２とを接続する配線よりも、抵抗素子１２とＮＡＮＤメモリ１
０とを接続する配線のほうが短くなる。
【００２６】
　ここで、半導体装置１００にはＮＡＮＤメモリ１０が複数設けられているので、抵抗素
子１２とＮＡＮＤメモリ１０とを接続する配線も基板８に複数形成される。ＮＡＮＤメモ
リ１０の近傍に抵抗素子１２が配置されるため、抵抗素子１２とＮＡＮＤメモリ１０とを
接続する複数の配線同士の長さのばらつきが抑えられる。
【００２７】
　以上説明したように、電源回路５、ドライブ制御回路４、ＤＲＡＭ２０、ＮＡＮＤメモ
リ１０、ＳＡＴＡ信号線１４を配置することで、平面視において略長方形形状を呈する基
板８上に、これらの各要素を適切に配置することができる。
【００２８】
　また、電源回路５がコネクタ９の近傍、かつＳＡＴＡ信号線１４を避けた位置に配置さ
れることで、電源回路５から発生するノイズを他の要素やＳＡＴＡ信号線１４が拾いにく
くなり、半導体装置１００の動作の安定性の向上を図ることができる。
【００２９】
　また、ＤＲＡＭ２０がＳＡＴＡ信号線１４を避けた位置に配置されることで、ＤＲＡＭ
２０から発生するノイズをＳＡＴＡ信号線１４が拾いにくくなり、半導体装置１００の動
作の安定性の向上を図ることができる。
【００３０】
　また、一般的にＤＲＡＭ２０はドライブ制御回路４の近傍に配置するのが好ましい。第
１の実施の形態では、ＤＲＡＭ２０をドライブ制御回路４の近傍に配置しているので、半
導体装置１００の性能特性の劣化を抑えることができる。
【００３１】
　また、４つのＮＡＮＤメモリ１０のうち、２つのＮＡＮＤメモリ１０が基板８の一方の
長辺側に寄せて配置され、残りの２つのＮＡＮＤメモリ１０が基板８の他方の長辺側に寄
せて配置される。このように構成することで、配線パターンが基板８の一方に偏るのを抑
えることができ、バランスよく配線パターンを形成することができる。
【００３２】
　また、ＮＡＮＤメモリ１０の近傍に抵抗素子１２が配置されるため、抵抗素子１２とＮ
ＡＮＤメモリ１０とを接続する配線同士の長さのばらつきが抑えられるため、半導体装置
１００の性能特性の劣化を抑えることができる。
【００３３】
　また、基板８の裏面層Ｌ８において、ＳＡＴＡ信号線１４を除くほとんどの領域がグラ
ンド１８となっているので、例えば、半導体装置１００をホスト１に取り付けた状態でホ
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スト１側の機器が半導体装置１００の裏面層側に存在する場合、その装置からのノイズの
影響が、半導体装置１００の配線パターンや、ＮＡＮＤメモリ１０などの各要素に及ぶの
を抑えることができる。同様に、半導体装置１００の配線パターンや各要素からのノイズ
の影響を、ホスト１側の装置が拾いにくくなる。
【００３４】
　また、本実施の形態のように、コネクタ９部分で基板８の裏面層側に電極を形成する必
要がある場合に、コネクタ９の近傍でＳＡＴＡ信号線１４を基板８の裏面層Ｌ８まで貫通
させることで、裏面層Ｌ８に形成されるＳＡＴＡ信号線１４をより短くすることができる
。これにより、ホスト１側の機器が半導体装置１００の裏面層側に存在する場合、その装
置からのノイズをＳＡＴＡ信号線１４が拾いにくくなる。
【００３５】
　また、基板８において領域Ｓと重なる部分には、ＳＡＴＡ信号線１４以外の配線パター
ンがほとんど形成されていないため、ＳＡＴＡ信号線１４に対するインピーダンスの管理
を容易にすることができる。
【００３６】
　なお、本実施の形態では、８層構造の基板８を例示したが、これに限られず、異なる層
数の基板８であっても構わない。
【００３７】
　図８は、第１の実施の形態の変形例１にかかる半導体装置１００の概略構成を示す底面
図である。図９は、ドライブ制御回路４とＮＡＮＤメモリ１０とを接続する配線の構成を
示す図であって、基板８の層構成の概念図である。なお、図９では、図面の簡略化のため
に基板８の層構造の一部を省略して示している。
【００３８】
　本変形例１では、基板８の裏面層側に対してもＮＡＮＤメモリ１０が搭載され、半導体
装置１００は８つのＮＡＮＤメモリ１０を備える。基板８の裏面層側に搭載されるＮＡＮ
Ｄメモリ１０は、基板８の表面層側に搭載されたＮＡＮＤメモリ１０と対称となる位置に
配置される。
【００３９】
　なお、抵抗素子１２は、基板８の裏面層側には搭載されず、表面層側にのみ搭載される
。そのため、抵抗素子１２とＮＡＮＤメモリ１０とを接続する配線は、基板８の内層を引
き回されてビアホール２４によって分岐され、基板８の表面層Ｌ１だけでなく裏面層Ｌ８
にも引き出される。そして、表面層Ｌ１に引き出された配線には表面層側に設けられたＮ
ＡＮＤメモリ１０が接続され、裏面層Ｌ８に引き出された配線には裏面層側に設けられた
ＮＡＮＤメモリ１０が接続される。すなわち、１つの抵抗素子１２に対して２つのＮＡＮ
Ｄメモリ１０が接続されることとなる。
【００４０】
　このように、基板８の両面にＮＡＮＤメモリ１０を搭載することで、半導体装置１００
の記憶容量をより大きくすることが可能となる。また、抵抗素子１２に対して、途中で配
線を分岐することで複数（本変形例では２つ）のＮＡＮＤメモリ１０を接続することがで
き、ドライブ制御回路４の有するチャンネル数以上のＮＡＮＤメモリ１０を半導体装置１
００に備えることが可能となる。本変形例では、ドライブ制御回路４が４つのチャンネル
を有しているが、それに対して８つのＮＡＮＤメモリ１０を設けることが可能となってい
る。なお、１つの配線に対して接続された２つのＮＡＮＤメモリ１０のうち、いずれのＮ
ＡＮＤメモリ１０が動作するかは、ＮＡＮＤメモリ１０のＣＥ（チップイネーブル）がア
クティブになっているか否かによってＮＡＮＤメモリ１０自身が判断する。
【００４１】
（第２の実施の形態）
　図１０は、第２の実施の形態にかかる半導体装置の詳細な構成を示す平面図である。図
１１は、図１０に示すＡ－Ａ線に沿った矢視断面図である。なお、上記実施の形態と同様
の構成については、同様の符号を付して詳細な説明を省略する。
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【００４２】
　第２の実施の形態では、半導体装置１０２が備える４つのＮＡＮＤメモリ１０のすべて
が、基板８の一方の長辺、より具体的には電源回路５が設けられている側の長辺側に寄せ
て並列配置されている。そして、すべてのＮＡＮＤメモリ１０を一方の長辺側に寄せるこ
とで他方の長辺側に空いたスペースに、抵抗素子１２がまとめて配置される。
【００４３】
　一般的に、ＮＡＮＤメモリ１０は、基板８上に搭載される他の要素よりも高く構成され
る場合が多い。そのため、基板８の他方の長辺に沿った領域Ｔのうち抵抗素子１２がまと
めて配置される部分では、図１１に示すように、ＮＡＮＤメモリ１０が配置される領域Ｕ
よりも半導体装置１０２の高さを低く抑えることができる。
【００４４】
　したがって、半導体装置１０２の一部の領域を、規格などの要求によって他の領域より
も低くしなければならない場合には、その領域を避けるようにＮＡＮＤメモリ１０を配置
することで、その要求を満足する半導体装置１０２を得ることができる場合がある。本実
施の形態では、基板８の他方の長辺に沿った領域を他の領域よりも低くしなければならな
い場合を例に挙げている。なお、ＤＲＡＭ２０や温度センサ７も領域Ｔに設けられている
。しかしながら、ＤＲＡＭ２０や温度センサ７もＮＡＮＤメモリ１０より低く構成される
場合が多いため、領域Ｔ全体で、領域Ｕよりも半導体装置１０２の高さを低く抑えること
ができる。
【００４５】
　図１２は、第２の実施の形態の変形例１にかかる半導体装置１０２の概略構成を示す底
面図である。本変形例１では、第１の実施の形態の変形例１と同様に、基板８の裏面層側
であって、表面層側に配置されたＮＡＮＤメモリ１０と対称な位置にもＮＡＮＤメモリ１
０を設けている。これにより、半導体装置１０２の記憶容量をより大きくすることが可能
となる。
【００４６】
　また、基板８の表面層側に配置されたＮＡＮＤメモリ１０と対称な位置にＮＡＮＤメモ
リ１０を設けることで、基板８の裏面層側でも一方の長辺側にＮＡＮＤメモリ１０が寄せ
て配置されるので、領域Ｔにおいて半導体装置１０２の高さを低く抑えることができる。
【００４７】
　また、抵抗素子１２を基板８の表面層側のみに設けることや、１つの抵抗素子１２に２
つのＮＡＮＤメモリ１０を接続する構成や効果は、第１の実施の形態の変形例１で説明し
たものと同様である。
【００４８】
（第３の実施の形態）
　図１４は、第３の実施の形態にかかる半導体装置の概略構成を示す平面図である。なお
、上記実施の形態と同様の構成については、同様の符号を付して詳細な説明を省略する。
本実施の形態では、ドライブ制御回路４に対してコネクタ９側に２つのＮＡＮＤメモリ１
０が配置され、その反対側にさらに２つのＮＡＮＤメモリ１０が配置される。すなわち、
基板８の長手方向に沿って、ドライブ制御回路４を挟むように複数のＮＡＮＤメモリ１０
が配置されている。
【００４９】
　このようにＮＡＮＤメモリ１０を分けて配置することで、４つのＮＡＮＤメモリ１０を
ドライブ制御回路４の一方側に並列配置するよりも、ＮＡＮＤメモリ１０とドライブ制御
回路４とを接続する配線の配線長のばらつきを抑えることができる。例えば、本実施の形
態では、ＮＡＮＤメモリ１０とドライブ制御回路４とを接続する配線のうち、一番短い配
線と一番長い配線との比率は２倍程度に抑えることができる。一方、同じく４つのＮＡＮ
Ｄメモリ１０をドライブ制御回路４の一方側に並列配置した場合には、一番短い配線と一
番長い配線との比率は４倍程度となってしまう。
【００５０】
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　このように、本実施の形態では配線長のばらつきを抑えることで、ＮＡＮＤメモリ１０
に対する最適なドライバー設定の差を小さくすることができる。そのため、データのエラ
ー発生を抑えて、半導体装置１０３の動作の安定化を図ることができる。
【００５１】
　ドライブ制御回路４に対してコネクタ９側に設けられるＮＡＮＤメモリ１０は、ＳＡＴ
Ａ信号線１４の上方に設けられることとなる。本実施の形態では、ＮＡＮＤメモリ１０に
、ＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）タイプのものが用いられているため、表面
層Ｌ１にＮＡＮＤ信号線１４を形成する場合には、ＮＡＮＤメモリ１０に形成されたボー
ル状電極（バンプ）を避ける必要がある。
【００５２】
　しかしながら、図１５に示すように、ＮＡＮＤメモリ１０の底面には多くのボール状電
極２５が設けられているため、ボール状電極２５を避けてＳＡＴＡ信号線１４を形成する
ことは難しい。そこで、本実施の形態では、コネクタ９とドライブ制御回路４とを接続す
るＳＡＴＡ信号線１４は、基板８の内層に形成されている。
【００５３】
　また、基板８の一方の長辺側にＮＡＮＤメモリ１０が寄せて配置されるので、他方の長
辺に沿った領域において半導体装置１０３の高さを低く抑えることができる。また、抵抗
素子１２をＮＡＮＤメモリ１０の近傍に配置することで半導体装置１０３の性能特性の劣
化を抑えることができる。なお、半導体装置１０３が備えるＮＡＮＤメモリ１０の数は４
つに限られず、複数であればそれ以上であっても構わない。
【００５４】
　図１６は、第３の実施の形態の変形例１にかかる半導体装置の概略構成を示す底面図で
ある。本変形例１では、第１の実施の形態の変形例１と同様に、基板８の裏面層側であっ
て、表面層側に配置されたＮＡＮＤメモリ１０と対称な位置にもＮＡＮＤメモリ１０を設
けている。これにより、半導体装置１０３の記憶容量をより大きくすることが可能となる
。
【００５５】
　また、基板８の表面層側に配置されたＮＡＮＤメモリ１０と対称な位置にＮＡＮＤメモ
リ１０を設けることで、基板８の裏面層側でも一方の長辺側にＮＡＮＤメモリ１０が寄せ
て配置されるので、他方の長辺に沿った領域において半導体装置１０３の高さを低く抑え
ることができる。
【００５６】
　また、抵抗素子１２を基板８の表面層側のみに設けることや、１つの抵抗素子１２に２
つのＮＡＮＤメモリ１０を接続する構成や効果は、第１の実施の形態の変形例１で説明し
たものと同様である。
【００５７】
（第４の実施の形態）
　図１７は、第４の実施の形態にかかる半導体装置の概略構成を示す平面図である。なお
、上記実施の形態と同様の構成については、同様の符号を付して詳細な説明を省略する。
本実施の形態では、ドライブ制御回路４に対してコネクタ９側に１つのＮＡＮＤメモリ１
０が配置され、その反対側にさらに１つのＮＡＮＤメモリ１０が配置される。すなわち、
半導体装置１０４は２つのＮＡＮＤメモリ１０を備える。
【００５８】
　本実施の形態のように、ドライブ制御回路４を挟むように２つのＮＡＮＤメモリ１０を
配置した場合には、ドライブ制御回路４とＮＡＮＤメモリ１０とを接続する複数の配線の
長さを略等しくすることができる。一方、同じく２つのＮＡＮＤメモリ１０をドライブ制
御回路４の一方側に並列配置した場合には、一番短い配線と一番長い配線との比率は２倍
程度となってしまう。
【００５９】
　このように、本実施の形態では複数の配線の配線長を略等しくすることで、ＮＡＮＤメ
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モリ１０に対する最適なドライバー設定も略等しくすることができる。そのため、データ
のエラー発生を抑えて、半導体装置１０４の動作の安定化を図ることができる。
【００６０】
　なお、ＳＡＴＡ信号線１４は、実施の形態３と同様に、基板８の内層に形成されている
。また、基板８の一方の長辺側にＮＡＮＤメモリ１０が寄せて配置されるので、他方の長
辺に沿った領域において半導体装置１０４の高さを低く抑えることができる。また、抵抗
素子１２をＮＡＮＤメモリ１０の近傍に配置することで半導体装置１０４の性能特性の劣
化を抑えることができる。
【００６１】
　図１８は、第４の実施の形態の変形例１にかかる半導体装置の概略構成を示す底面図で
ある。本変形例１では、第１の実施の形態の変形例１と同様に、基板８の裏面層側であっ
て、表面層側に配置されたＮＡＮＤメモリ１０と対称な位置にもＮＡＮＤメモリ１０を設
けている。これにより、半導体装置１０４の記憶容量をより大きくすることが可能となる
。
【００６２】
　また、基板８の表面層側に配置されたＮＡＮＤメモリ１０と対称な位置にＮＡＮＤメモ
リ１０を設けることで、基板８の裏面層側でも一方の長辺側にＮＡＮＤメモリ１０が寄せ
て配置されるので、他方の長辺に沿った領域において半導体装置１０４の高さを低く抑え
ることができる。
【００６３】
　また、抵抗素子１２を基板８の表面層側のみに設けることや、１つの抵抗素子１２に２
つのＮＡＮＤメモリ１０を接続する構成や効果は、第１の実施の形態の変形例１で説明し
たものと同様である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　ホスト、２　ＳＡＴＡインタフェース（ＡＴＡ　／ＩＦ）、３　通信インタフェー
ス、４　ドライブ制御回路（コントローラ）、５　電源回路、７　温度センサ、８　基板
、９　コネクタ、９ａ　スリット、１０　ＮＡＮＤメモリ（ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ
，不揮発性半導体記憶素子）、１２　抵抗素子、１２ａ　抵抗皮膜、１２ｂ　保護膜、１
２ｃ　電極、１４　ＳＡＴＡ信号線（信号線）、１５　ビアホール、１８　グランド、２
０　ＤＲＡＭ（揮発性半導体記憶素子）、２１，２２，２３，２４　ビアホール、２５　
ボール状電極、１００，１０２，１０３，１０４　半導体装置、２００　デバッグ用機器
、Ｓ，Ｔ，Ｕ　領域
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