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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製造中のフラッシュメモリデバイスを操作する方法であって、前記デバイスは単一のフ
ラッシュメモリパッケージに収容された複数のフラッシュメモリダイを有し、前記複数の
フラッシュメモリダイの個々のダイが欠陥であるかどうかが特定され、前記複数のフラッ
シュメモリダイのうちの欠陥であると特定されたダイの各々は不能化され、前記方法は、
　前記フラッシュメモリデバイス内の１つまたは複数の欠陥フラッシュメモリダイを特定
し、
　欠陥フラッシュメモリダイの各々へのメモリアクセス操作を不能化し、
　前記複数のフラッシュメモリダイのための不能化ダイの状態情報を状態レジスタに格納
し、前記不能化ダイの状態情報は、複数のフラッシュメモリダイのうちどのフラッシュメ
モリダイを不能化するべきかを示す情報を含み、前記複数のフラッシュメモリダイのうち
の不能化されていないダイに維持される、ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　メモリアクセスの不能化は、特定された欠陥フラッシュメモリダイの各々に対するチッ
プイネーブル信号を無効化することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　特定された欠陥フラッシュメモリダイに対するチップイネーブル信号の無効化は、ボン
ドワイヤを切断すること、前記チップイネーブル信号用のボンドワイヤの設置を省略する
こと、前記チップイネーブル信号を生成するのに使用される信号を短絡させること、前記
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フラッシュメモリデバイスのフラッシュメモリパッケージ上のチップイネーブルピンを切
断すること、チップイネーブル信号用の不完全な信号経路を設けることからなるグループ
から選択された操作を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　メモリアクセスの動作の前記不能化は、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイから
の電力へのアクセスの不能化を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記特定された欠陥フラッシュメモリダイからの電力へのアクセスの前記不能化は、前
記特定された欠陥フラッシュメモリダイに電力を供給するボンドワイヤを切断すること、
前記特定された欠陥フラッシュメモリダイに電力を供給するボンドワイヤの設置を省略す
ること、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイに動作電力を供給する電力接続をレー
ザ溶融させること、前記特定されたダイに関連するヒューズを溶断させること、前記特定
された欠陥フラッシュメモリダイに給電する不完全な信号経路を提供することからなるグ
ループから選択された処理を含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　メモリアクセスの不能化は、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイへのアクセスを
不能化するようにメモリコントローラを構成することを含むことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　前記特定されたフラッシュメモリダイへのアクセスを不能化するように前記メモリコン
トローラを構成することが、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイからの読出しを求
める要求を許可しないように前記フラッシュメモリデバイス内のメモリコントローラを構
成することを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記特定された欠陥フラッシュメモリダイへのアクセスを不能化するように前記メモリ
コントローラを構成することが、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイへの書込みを
求める要求を許可しないように前記フラッシュメモリデバイス内のメモリコントローラを
構成することを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記構成されたメモリコントローラが、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイ内に
あることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　更に、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイ以外の、前記フラッシュメモリデバイ
ス内のフラッシュメモリダイの容量に基づく使用可能フラッシュメモリ容量に関する情報
を示す識別子を記憶することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記識別子は、前記フラッシュメモリデバイスに記憶されることを特徴とする請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　更に、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイ以外の、前記フラッシュメモリデバイ
ス内の使用可能フラッシュメモリ量を示すラベルを、前記フラッシュメモリデバイスに付
すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　単一のフラッシュメモリパッケージに収容された複数のフラッシュメモリダイを有する
フラッシュメモリデバイスであって、前記複数のフラッシュメモリダイの個々のダイが欠
陥であるかどうかが特定され、前記複数のフラッシュメモリダイのうちの欠陥であると特
定されたダイの各々は不能化され、前記フラッシュメモリデバイスは、
　１つまたは複数の非欠陥フラッシュメモリダイと、
　欠陥と特定された１つまたは複数のフラッシュメモリダイと、
　欠陥と特定された前記ダイへのアクセスを不能化する手段と、
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　前記複数のフラッシュメモリダイのための不能化ダイの状態情報を格納する状態レジス
タと、を備え、前記不能化ダイの状態情報は、複数のフラッシュメモリダイのうちどのフ
ラッシュメモリダイを不能化するべきかを示す情報を含み、前記複数のフラッシュメモリ
ダイのうちの不能化されていないダイに維持される、ことを特徴とするフラッシュメモリ
デバイス。
【請求項１４】
　アクセスを不能化する前記手段は、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイに対する
チップイネーブル信号を不能化する手段を備えることを特徴とする請求項１３に記載のフ
ラッシュメモリデバイス。
【請求項１５】
　アクセスを不能化する前記手段は、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイからの電
力へのアクセスを不能化する手段を備えることを特徴とする請求項１３に記載のフラッシ
ュメモリデバイス。
【請求項１６】
　アクセスを不能化する前記手段は、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイへのアク
セスの要求を拒否する手段を備えることを特徴とする請求項１３に記載のフラッシュメモ
リデバイス。
【請求項１７】
　前記フラッシュメモリデバイス上に、前記非欠陥フラッシュメモリダイの記憶容量を示
すラベルをさらに備えることを特徴とする請求項１３に記載のフラッシュメモリデバイス
。
【請求項１８】
　プログラムを格納したコンピュータ読取り可能な記憶媒体であって、前記プログラムは
コンピュータに、製造中のフラッシュメモリデバイスに対する処理を実行させ、前記デバ
イスは単一のフラッシュメモリパッケージに収容された複数のフラッシュメモリダイを有
し、前記複数のフラッシュメモリダイの個々のダイが欠陥であるかどうかが特定され、前
記複数のフラッシュメモリダイのうちの欠陥であると特定されたダイの各々は不能化され
、前記処理は、
　フラッシュメモリダイが欠陥であるかどうかを判断するための少なくとも一つの基準を
特定し、
　公称の初期容量を提供するフラッシュメモリダイのセットにおいて、１つまたは複数の
欠陥フラッシュメモリダイを特定し、
　少なくとも一つの欠陥フラッシュメモリダイを不能化して、前記公称の初期容量よりも
少ない動作容量を有するフラッシュメモリシステムを提供し、
　前記複数のフラッシュメモリダイのための不能化ダイの状態情報を状態レジスタに格納
することを含み、前記不能化ダイの状態情報は、複数のフラッシュメモリダイのうちどの
フラッシュメモリダイを不能化するべきかを示す情報を含み、前記複数のフラッシュメモ
リダイのうちの不能化されていないダイに維持される、ことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体。
【請求項１９】
　前記動作容量は、前記公称の初期容量から不能化された前記ダイのそれぞれの容量分だ
け減少させた容量と実質的に等しいことを特徴とする請求項１８に記載の記憶媒体。
【請求項２０】
　前記処理が、更に、前記動作容量を前記フラッシュメモリパッケージと関連付けること
を含むことを特徴とする請求項１９に記載の記憶媒体。
【請求項２１】
　前記処理が、更に、関連付けられた前記動作容量を用いて前記フラッシュメモリパッケ
ージにラベル付けすることを含むことを特徴とする請求項１９に記載の記憶媒体。
【請求項２２】
　前記１つまたは複数の欠陥フラッシュメモリダイを特定する処理は、前記少なくとも１
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つの基準に基づいて少なくとも１つの欠陥フラッシュメモリダイを特定するために、フラ
ッシュメモリパッケージを試験することを含むことを特徴とする請求項１８に記載の記憶
媒体。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの欠陥フラッシュメモリダイを不能化する処理は、前記特定された
欠陥フラッシュメモリダイに電力を供給するボンドワイヤを切断すること、前記特定され
た欠陥フラッシュメモリダイに電力を供給するボンドワイヤの設置を省略すること、前記
特定された欠陥フラッシュメモリダイに動作電力を供給する電力接続をレーザ溶融させる
こと、前記特定された欠陥フラッシュメモリダイに関連するヒューズを溶断させること、
前記特定された欠陥フラッシュメモリダイに給電する不完全な信号経路を提供することか
らなるグループから選択された処理を含むことを特徴とする請求項１８に記載の記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フラッシュメモリデバイスに関し、特に、フラッシュメモリデバイス内の欠
陥ダイを動作不能化するための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピューティングデバイスの能力と機能が向上するに従って、データ記憶装置の需要
が高まっている。データ記憶装置は、例えばプロセッサによって実行され得るプログラム
命令（すなわちコード）を記憶するのに使用されている。データ記憶装置は、例えばオー
ディオ、画像、および／またはテキスト情報を含めた他のタイプのデータを記憶するのに
も使用されている。近年、携帯型デバイスでは、大量のデータコンテンツ（例えば、曲や
音楽ビデオなど）を記憶することが可能なデータ記憶装置を有するシステムが、広く使用
可能となっている。
【０００３】
　かかる携帯型デバイスとしては、小さい形状因子（form factor）を有し、バッテリな
どの携帯型電源を基に動作可能なデータ記憶装置が挙げられる。携帯型デバイスのいくつ
かのデータ記憶装置は、電源から切断されたときもデータを保持することが可能な不揮発
性メモリを提供することができる。携帯型デバイスは、ハードディスクドライブ、ＥＥＰ
ＲＯＭ（電気的消去およびプログラム可能な読取り専用メモリ）、フラッシュメモリなど
の様々な不揮発性データ記憶装置を使用している。
【０００４】
　フラッシュメモリは、広範に使用されるようになったタイプの半導体メモリである。フ
ラッシュメモリは、例えば携帯型電子デバイスおよび民生アプリケーションの不揮発性メ
モリを提供することができる。
【０００５】
　フラッシュメモリには、ＮＯＲフラッシュとＮＡＮＤフラッシュの２つのタイプが存在
する。一般に、ＮＯＲフラッシュは、ある点でＮＡＮＤフラッシュと異なる可能性がある
。例えば、ＮＯＲフラッシュは典型的には、所定の位置のコードを実行する容量を提供し
、ランダムアクセスが可能なもの（すなわちＲＡＭと同様）である。例えば、ＮＯＲフラ
ッシュは、携帯型電子デバイス、セル電話、およびＰＤＡ内にコードを記憶し、それを直
接実行することができる。
【０００６】
　これとは対照的に、ＮＡＮＤフラッシュは典型的には、データをより迅速に消去し、バ
ースト単位（例えば、５１２バイトチャンク）のデータにアクセスすることができ、これ
と比較可能なＮＯＲフラッシュよりも長い寿命の消去サイクルをもたらす可能性がある。
ＮＡＮＤフラッシュは一般に、例えばデジタルカメラやＭＰ３プレーヤなどの民生デバイ
ス向けの高密度ファイル記憶媒体として、低コスト／ビットの不揮発性記憶域を提供する
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ことができる。ＮＡＮＤフラッシュは、カメラ付きセル電話におけるデータ記憶などの応
用例に使用されることもある。
【０００７】
　いくつかのフラッシュメモリ製造環境では、少ない割合ではあるが、試験によって検出
され得る欠陥をフラッシュメモリダイが有することもある。欠陥の１つの例は、特定のメ
モリ位置におけるビット誤りである。いくつかの欠陥は、欠陥のあるメモリ位置からの読
取り／書込みアクセスを１組の冗長メモリ位置にリダイレクトする技法など、諸種の技法
によって補償され得る。
【０００８】
　また、フラッシュメモリの２つ以上のダイが一緒に、単一の集積回路（ＩＣ）パッケー
ジの形に組み立てられる場合がある。このようなマルチダイ型フラッシュメモリパッケー
ジでは、パッケージ内のフラッシュメモリダイの欠陥を検出するために、試験が実施され
る。パッケージ内の個々のフラッシュメモリダイのいずれかが、許容可能な数の欠陥より
も多くの欠陥を有する場合には、そのパッケージ全体が破棄されることになる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、
　複数のフラッシュメモリダイを有するフラッシュメモリデバイスを作動させる方法であ
って、
　フラッシュメモリデバイス内の１つまたは複数の欠陥フラッシュメモリダイを特定し、
　特定された各ダイへのメモリアクセスの動作を不能化することを特徴とする方法が提供
される。
【００１０】
　また、本発明の他の態様によれば、
　複数のフラッシュメモリダイを有するフラッシュメモリデバイスであって、
　１つまたは複数の非欠陥フラッシュメモリダイと、
　欠陥と特定された１つまたは複数のフラッシュメモリダイと、
　欠陥と特定された前記ダイへのアクセスを不能化する手段とを備えるフラッシュメモリ
デバイスが提供される。
【００１１】
　製品ならびに関連する方法およびシステムは、複数のフラッシュメモリダイを含むデバ
イス内の欠陥フラッシュメモリダイを動作不能化することに関する。動作不能化されてい
ないフラッシュメモリダイに基づくフラッシュメモリのデータ記憶容量を示すラベルを、
複数のフラッシュメモリダイを含むパッケージに付すようにしてもよい。ダイレベル、パ
ッケージレベル、および／またはボードレベルにおいて、様々な動作不能化方法を適用す
ることができる。
【００１２】
　いくつかの実施形態は、１つまたは複数の利点をもたらす。例えば、ダイの動作不能化
機構により、多数ではあるが許容可能な数の欠陥を有するダイを補償するために、複雑な
誤り検出訂正機構を用いる必要が回避される。そして、ダイ全体を動作不能化した結果と
して得られるデータ記憶容量が、いくつかの標準的なメモリ容量値の内の１つに落ち着く
ことになる。さらに、記憶容量が減少した形で販売されまたは使用されるマルチダイ型フ
ラッシュメモリにラベル付けすることにより、労力の節約、収益の拡大、および運用コス
トの削減が達成され得る。これは、動作可能なフラッシュメモリパッケージを破棄するこ
とよりも費用対効果のある選択肢となり得る。このような、マルチダイ型フラッシュメモ
リデバイスを製造する際に投資した価値の大部分が回収できる能力は、マルチダイ型フラ
ッシュメモリパッケージに関連する財務リスクの一部を効果的に緩和することができ、そ
れによって、かかるフラッシュメモリデバイスの使用が促進される可能性がある。
【００１３】
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　添付の図面および以下の説明では、本発明の１つまたは複数の実施形態の詳細が詳しく
記載される。本発明のその他の特徴は、以下の説明および添付の図面ならびに添付の特許
請求の範囲を読めば明らかとなるであろう。
【００１４】
　様々な図面において、同様の参照符号は同様の要素を指す。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】印刷回路基板上の複数ダイ型フラッシュメモリパッケージに関する組織構造の一
例を示す概略図である。
【図２】フラッシュメモリデバイス内の個々のダイを動作不能化する様々な動作不能化機
構を示すフラッシュメモリシステムの概略図である。
【図３】フラッシュメモリの試験を行い、欠陥フラッシュダイを動作不能化し、ラベルを
付すためのシステムを示すブロック図である。
【図４】フラッシュメモリ試験が実施された後に欠陥ダイを動作不能化するための方法を
示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、複数ダイ型フラッシュメモリパッケージに関する組織構造１００の一例を示し
ている。組織構造１００は、例えば携帯型音楽デバイス、携帯情報端末、携帯電話、ハン
ドヘルドまたはラップトップコンピュータ、組込みシステムなど、様々な応用例で使用さ
れ得る。構造１００は、フラッシュメモリパッケージ１１０が搭載され得る印刷回路基板
（ＰＣＢ）１０５を含む。
【００１７】
　フラッシュメモリパッケージは、任意の実用的な数、例えば２、３、４、８、１６とい
った数のフラッシュメモリダイを含むことができる。本実施形態のフラッシュメモリパッ
ケージ１１０は、４つのフラッシュメモリダイ１１５ａ、１１５ｂ、１１５ｃ、および１
１５ｄを含む。フラッシュメモリパッケージ１１０はそれ自体の製造中に試験が行われる
ことがある。いくつかの実施形態では、これらの試験は、少なくとも１つのフラッシュメ
モリダイに関する試験スコアなどの試験性能を返すことができる。この試験性能に基づき
、例えばビット誤り率などの１組の基準に従って、パッケージ内のフラッシュメモリダイ
の一部が欠陥と特定されることになる。
【００１８】
　また、いくつかの実施形態では、欠陥と特定された個々のダイを動作不能化する。動作
不能化されたダイは、データの記憶および／または記憶データの読出しのためのアクセス
が不能な状態にされる。個々のダイを動作不能化するための様々な装置および方法につい
ては、図２を参照しながらさらに詳しく論じる。
【００１９】
　少なくとも１つの欠陥または動作不能化ダイを含む全てのパッケージを破棄する代わり
に、製造業者は、パッケージ内の動作不能化されていないダイを使用するフラッシュメモ
リを販売することができる可能性がある。製造業者は、かかるフラッシュメモリパッケー
ジ上に、動作不能化されていない１つ（または複数）のフラッシュメモリダイに基づくデ
ータ記憶容量をそのフラッシュメモリパッケージが有することを示すラベル（または他の
証印）を付すことができる。
【００２０】
　図１の例では、パッケージ１１０内のフラッシュメモリダイ１１５ａ、１１５ｂ、１１
５ｃ、１１５ｄはそれぞれ、３つのフラッシュメモリブロック１２０と、コントローラ１
２５とを含む。いくつかの実施形態は、これより多くのメモリブロックを有することも、
これより少ないメモリブロックを有することもある。フラッシュメモリブロック１２０は
それぞれ、複数の（例えば、６４個または１２８個の）フラッシュメモリページ１３０を
含む。各フラッシュメモリページ１３０は、複数のフラッシュメモリセル１３５を含む。
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フラッシュメモリセル１３５は、セル内に電荷を記憶することによって情報を記憶する。
フラッシュメモリセル内の電荷レベルは、セル内に記憶された情報を表す。いくつかの実
施形態では、フラッシュメモリセル１３５は、各フラッシュメモリセル１３５が１ビット
の情報を記憶する単一レベルセルとすることができる。また、他の実施形態では、フラッ
シュメモリセル１３５は、各フラッシュメモリセルが１ビットよりも多くの情報を記憶す
る複数レベルセルとすることができる。フラッシュメモリセル１３５は、例えば可能な全
てのビット値を表現するのに十分な程度にそれ自体の電荷レベルを保持することができず
、また、それ自体の電荷レベルを変更することができなくなったときは、欠陥であるとさ
れる。
【００２１】
　フラッシュメモリパッケージ１１０およびフラッシュメモリダイ１１５ａ～１１５ｄは
、４つの完全機能型ダイ（fully functional die）に基づく設計記憶容量を有する。例え
ば、各フラッシュメモリブロック１２０は、１０メガバイト（ＭＢ）の記憶容量を有する
ように設計される。この場合、フラッシュメモリダイ１１５ａ～１１５ｄはそれぞれ、３
つのフラッシュメモリブロック１２０を備えており、３０ＭＢの設計記憶容量を有するこ
とになる。そして、フラッシュメモリパッケージ１１０は、４つのフラッシュメモリダイ
１１５ａ～１１５ｄを備え、１２０ＭＢの記憶容量を有するように設計されている。
【００２２】
　例えば、製造業者は、フラッシュメモリダイ１１５ａ～１１５ｄをフラッシュメモリパ
ッケージ１１０にパッケージ化した後に、フラッシュメモリパッケージ１１０の欠陥フラ
ッシュメモリブロックの有無について試験を行う。１組の基準に基づいて、フラッシュメ
モリダイ１１５ａ～１１５ｄの一部が欠陥と特定されることがある。尚、１つの例示的な
試験基準は、ダイ内の欠陥フラッシュメモリブロックの数と閾値との比較関数である。個
々のフラッシュメモリダイ内の欠陥フラッシュメモリブロックの数が閾値を超えた場合は
、そのフラッシュメモリダイが欠陥と特定されることになる。
【００２３】
　特定のフラッシュメモリダイが欠陥であると識別された場合は、フラッシュメモリパッ
ケージ全体を破棄する代わりに、動作不能化処理を実施して、特定の欠陥ダイを動作不能
化することができる。例えば、フラッシュメモリダイ１１５ａが欠陥であると試験で識別
された場合は、パッケージ１１０が破棄される代わりに、動作不能化機構がフラッシュメ
モリダイ１１５ａを動作不能化する。そして、当該フラッシュメモリパッケージは、フラ
ッシュメモリダイ１１５ｂ～１１５ｄに基づく減少した記憶容量で動作するようになり、
かつ／または販売される。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、ラベル付け機構を使用して、フラッシュメモリダイ１１５ａ
～１１５ｄの動作不能化状態情報をフラッシュメモリパッケージ１１０と関連付けること
ができる。例えば、動作不能化機構がフラッシュメモリダイ１１５ａを動作不能化した場
合は、ラベル付け機構は、ダイ１１５ｂ、１１５ｃ、および１１５ｄの記憶容量に基づく
記憶容量をフラッシュメモリパッケージ１１０が提供し得る旨のラベルを付す（または他
の方法でこれを示す）。上記の例では、ラベル付け機構は、公称の設計容量である１２０
ＭＢよりも少ない９０ＭＢの容量を示すラベルをフラッシュメモリパッケージ１１０に付
すことになる。その後、パッケージ１１０は、９０ＭＢの記憶容量を備えるパッケージ１
１０として処理され得る。例えば、販売者は、このパッケージを９０ＭＢデバイスとして
販売することができる。少なくとも１つのフラッシュメモリダイを動作不能化するいくつ
かの例示的な動作不能化機構が、図２に示されている。
【００２５】
　図２は、フラッシュメモリパッケージ１１０などのフラッシュメモリパッケージ内の１
つまたは複数の個々のフラッシュメモリダイを動作不能化するために実装され得る様々な
動作不能化機構を示す、システム２００の一例を示している。これらの機構は、ダイレベ
ル、パッケージレベル、および／またはボードレベルで適切に適用され得る。本明細書に
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記載の動作不能化機構は、可能な実施形態の代表例を表すものである。即ち、ここに列挙
する動作不能化機構は、例示的なものであり、限定的なものではない。フラッシュメモリ
パッケージ内の個々のダイを動作不能化する他の機構を単独で使用することも、図示の例
と組み合わせて使用することもできる。例えば、製造業者またはユーザは、フラッシュメ
モリパッケージ内の１つまたは複数の個々のダイを動作不能化する複数の動作不能化機構
の内から、１つまたは複数の動作不能化機構を選ぶことができる。いくつかの応用例では
、動作不能化機構の組合せを使用することもできる。
【００２６】
　本例において、システム２００は、フラッシュメモリパッケージ２０５と、メモリコン
トローラ２１０とを含む。フラッシュメモリパッケージ２０５は、フラッシュメモリパッ
ケージ１１０と同様の構造であっても異なる構造であってもよい。フラッシュメモリパッ
ケージ２０５は、４つのフラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄと、チップイネーブル
入力ピン２２０ａ～２２０ｄと、Ｖｃｃ入力ピン２５０と、ヒューズ２５５ａ～２５５ｄ
とを含む。フラッシュメモリパッケージ２０５は、例えば試験命令または試験結果を試験
デバイスに転送し、かつ／または試験デバイスから転送するのに使用可能なＪＴＡＧポー
トを含む。或いは、アナログ形式および／またはデジタル形式の直列信号または並列信号
（例えば、帯域外信号）の同期送信または非同期送信を使用したデータ転送を提供する標
準データインターフェイスまたはカスタムデータインターフェイスを介して、試験命令ま
たは試験結果が試験デバイスに転送され、かつ／または試験デバイスから転送される他の
実施形態を採用することもできる。
【００２７】
　各フラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄは、チップイネーブルピン２２０ａ～２２
０ｄを介してチップイネーブル信号を受け取ることができる。各フラッシュメモリダイは
、対応するフラッシュメモリブロック２２５ａ～２２５ｄと、Ｖｃｃ入力２３０ａ～２３
０ｄと、コントローラ２３５ａ～２３５ｄと、チップ動作可能化（ＣＥ）入力２４０ａ～
２４０ｄとを含む。各ＣＥ入力２４０ａ～２４０ｄは、例えばボンドワイヤまたは他の伝
導経路（例えば、フリップチップパッケージ）を介してチップイネーブルピン２２０ａ～
２２０ｄに接続することができる。各フラッシュメモリブロック２２５ａ～２２５ｄは、
フラッシュメモリパッケージ２０５内の各フラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄに関
する状態を記憶することができる状態レジスタ２４５ａ～２４５ｄを含む。例えば、状態
レジスタ２４５ａ～２４５ｄはそれぞれ、フラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄの内
のどのフラッシュメモリダイを動作不能化すべきかを示す１組のフラグを記憶することが
できる。
【００２８】
　フラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄのそれぞれは、対応するヒューズ２５５ａ～
２５５ｄとＶｃｃ入力２３０ａ～２３０ｄとを介して動作電力を取り入れることができる
。Ｖｃｃ入力２３０ａ～２３０ｄは、それぞれヒューズ２５５ａ～２５５ｄを介してフラ
ッシュメモリパッケージ２０５上のＶｃｃピン２５０に接続される。
【００２９】
　各コントローラ２３５ａ～２３５ｄは、それぞれフラッシュメモリブロック２２５ａ～
２２５ｄに対する読取り／書込みアクセスを制御する。例えば、コントローラ２３５ｄは
、ＣＥ４入力２４０ｄ上の有効なチップイネーブル信号に応答しないことによって、フラ
ッシュメモリダイ２１５ｄに対するアクセスを制御することができる。ある実施形態では
、各ＣＥ入力２４０ａ～２４０ｄは、それぞれボンドワイヤ（図示せず）を介して対応す
るＣＥピン２２０ａ～２２０ｄに接続される。
【００３０】
　また、この例では、メモリコントローラ２１０は、フラッシュメモリパッケージ２０５
の外部にある。ある実施形態では、メモリコントローラ２１０は、フラッシュメモリダイ
２１５ａ～２１５ｄと共にパッケージ２０５に統合される。また、他の実施形態では、コ
ントローラ２１０は、フラッシュメモリパッケージ２０５と同じＰＣＢ上に搭載されるか
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別のＰＣＢまたは基板上に配置され、例えばケーブルなどの通信リンクを介してフラッシ
ュメモリパッケージ２０５に接続される。
【００３１】
　本例のコントローラ２１０は、不揮発性メモリ（ＮＶＭ）２６０と、論理回路（logic
）２６５とを含む。ＮＶＭ２６０は、フラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄに関する
動作可能化ルールを記憶することができ、かつ／または、例えば欠陥フラッシュメモリダ
イのアドレスなどフラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄの状態を記憶することができ
る。論理回路２６５は、デジタルおよび／またはアナログハードウェアを含むことができ
、命令の実行時に処理を実施することができ、記憶されているルールに従って制御信号を
生成することができる。この例では、コントローラ２１０上のＣＥ１～ＣＥ４出力は、動
作不能化回路２７０ａ～２７０ｄを介してパッケージ２０５上のＣＥ１～ＣＥ４ピン２２
０ａ～２２０ｄに接続されている。
【００３２】
　フラッシュパッケージ内のダイを動作不能化すべき場合は、様々な機構を使用して、ダ
イレベル、パッケージレベル、および／またはボードレベルにおいて、選択された１つま
たは複数のフラッシュメモリダイを動作不能化することができる。
【００３３】
　ダイレベルでは、実質的に各ダイ２１５ａ～２１５ｄに配置される動作不能化機構は、
例えばコントローラ２３５ａ～２３５ｄの内の選択された１つにコマンドを適用すること
、かつ／またはフラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄに関する動作不能化ダイの状態
情報のコピーを状態レジスタ２４５ａ～２４５ｄに記憶することを含み得る。例えば、フ
ラッシュメモリダイ２１５ｂを動作不能化すべき場合、動作不能化機構は、ダイ２１５ｂ
内のメモリ位置にアクセスすることを求める要求をコントローラ２３５ｂがブロックする
（例えば、処理しない）ようにさせるコマンドを、コントローラ２３５ｂに適用する。ま
た、ある実施形態では、動作不能化ダイの状態情報のコピーは、他の（動作不能化されて
いない）ダイで維持されてもよいし、動作不能化されたダイとは別のレジスタ内で維持さ
れてもよい。更に別の例として、動作不能化機構は、選択されたフラッシュメモリダイの
状態を状態レジスタ２４５ａ～２４５ｄ内で「欠陥」としてセットするようにしてもよい
。メモリコントローラ２１０または選択されたメモリダイのコントローラ２３５ａ～２３
５ｄがこの状態情報を読み出したときに、コントローラ２３５ａ～２３５ｄは、欠陥フラ
ッシュメモリダイが動作可能化および／またはアクセスされないように設定されるように
してもよい。ダイレベルにおけるいくつかの処理は、非パッケージ化ダイ（例えば、ソー
イングウェーハ）、パッケージ化される過程のダイ、及び／またはパッケージ内に完全に
封止される過程のダイで実施され得る。
【００３４】
　一例において、フラッシュのベンダは、ブロック先頭にフラグを格納することによって
、例えばそのセルブロックを使用すべきでない旨を示す「マーク付け」をセルブロックに
対して行うことができる。この場合、例えばプロセッサまたはコントローラによってその
フラグが読み出されたときに、マーク付けされたブロックに対する読取りおよび／または
書込みが禁止されることになる。フラグは、例えばフラッシュメモリ内および／またはレ
ジスタ内の指定された位置に配置することができる。ダイ全体を含む範囲の、１つまたは
複数のメモリブロックを動作不能化するフラグが配置されてもよい。かかるフラグは、動
作不能化メモリに関する証印（indicia）を含むことができる。証印は、例えば動作不能
化すべきメモリのサイズ、状態（例えば、欠陥、非欠陥）、および／または動作不能化さ
れたメモリの有効使用可能記憶容量を示すことができる。様々な実施形態では、動作不能
化メモリの有効使用可能記憶容量は、例えば１００％、約９９％超、約９６％～約９９％
の間、少なくとも約９５％、少なくとも約９０％、あるいは９０％未満とすることができ
る。ある実施形態では、任意の動作不能化ダイの記憶容量に対する１つまたは複数のアク
セスレベルを許可することができ、これらのアクセスレベルはパスワードで保護され得る
。
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【００３５】
　パッケージレベルでは、実質上パッケージ２０５の範囲内に配置される動作不能化機構
は、例えば個々のダイ２１５ａ～２１５ｄから対応するＣＥピン２２０ａ～２２０ｄへの
接続を物理的に動作不能化すること、かつ／またはかかる接続を（例えばレーザで）切断
することによって電源接続を開路状態にする（open circuiting）ことを含み得る。パッ
ケージ内でチップ動作可能化信号を物理的に動作不能化するには、ＣＥパッド（例えば、
ボンドパッド）２４０ａ～２４０ｄの内の選択された１つと、対応するＣＥピン２２０ａ
～２２０ｄとの間のボンドワイヤを実装（populate）しないこと、あるいはこれを切断す
ることを含み得る。例えば、動作不能化機構は、ＣＥ２ピン２４０ｂからＣＥ２ピン２２
０ｂまでのボンドワイヤを切断することによってあるいはこれを接続しないことによって
、フラッシュメモリダイ２１５ｂを動作不能化することができる。別の方法として、チッ
プ動作可能化信号の信号経路を切断することによって、特定のチップ動作可能化信号ライ
ンを動作不能化することが挙げられる。また、電源接続を開路状態にする方法としては、
ダイを電源に接続するヒューズ２５５ａ～２５５ｄの内の選択された１つを溶断すること
、または他の方法でダイと電源ピン２５０の間の接続を切断することによって、フラッシ
ュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄの内の１つを動作不能化することを含み得る。切断には
、例えばレーザ切断などの技法を利用することができる。パッケージレベルにおけるいく
つかの処理は、パッケージ化される過程かつ／またはパッケージ内に完全に封止される過
程のダイ上で実施され得る。
【００３６】
　様々な実施形態では、特定のフラッシュメモリダイを効果的に動作不能化するように、
様々なタイプのパッケージを修正し操作することができる。例えば、ボールグリッドアレ
イ（ball grid array：ＢＧＡ）パッケージでは、フラッシュメモリダイのＣＥ入力用の
基板のボンドワイヤパッド間の電気経路を切断されても良いし、あるいは他の方法で対応
するソルダボール（solder ball）との非接続状態を保つようにしてもよい。或いは、薄
型スモールアウトラインパッケージ（thin small outline package：ＴＳＯＰ）のＣＥ入
力ピンを物理的に切断するようにしてもよいし、ＴＳＯＰパッケージの外部の回路との電
気接続が確立されるのを他の方法で防ぐようにしてもよい。
【００３７】
　ボードレベルでは、実質上フラッシュメモリパッケージ２０５の外部に配置される回路
素子によって、欠陥ダイを動作不能化するための様々な方法が実施され得る。例えば、コ
ントローラ２１０は、ホスト（図示せず）からのコマンドに応答して、システム２００内
のフラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄのいずれかを動作不能化するように構成され
得る。また、コントローラ２１０および／または動作不能化回路２７０ａ～２７０ｄは、
例えば、ＣＥピン２２０ａ～２２０ｄとの電気接続を確立するソケットを使用することに
よって製造過程の１つまたは複数の段階でフラッシュメモリパッケージと協働する試験装
置に実装されるようにしてもよい。また、別の例として、同様の回路（図示せず）がＪＴ
ＡＧポートに結合されてもよい。フラッシュメモリパッケージ２０５の外部のこれらおよ
び他の回路素子は、製造過程の間に、例えばダイ２１５ａ～２１５ｄの内の選択された１
つを動作不能化する信号を、フラッシュメモリパッケージに送るように動作し得る。様々
な実施形態において、ＣＥピン２２０ａ～２２０ｄ及びＪＴＡＧポートを介したフラッシ
ュメモリパッケージ内の該当する受信素子への帯域外（ＯＯＢ）シグナリングを使用して
、選択された１つまたは複数のダイを動作不能化する信号が通信される。ここで、単独の
信号、或いはデータ入力ピン、アドレス入力ピン、および／または制御入力ピンなど１つ
または複数の他のピン（図示せず）に印加される信号と組み合わせた信号を用いることが
できる。
【００３８】
　また、ある実施形態では、コントローラ２１０は、動作不能化回路２７０ａ～２７０ｄ
をアクティブ化して、例えばマルチチップモジュール内のＣＥピン２２０ａ～２２０ｄな
どを駆動する外部信号を動作不能化することができる。
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【００３９】
　また、ある実施形態では、対応するチップイネーブルピン２２０ａ～２２０ｄへの該当
するチップイネーブル信号を操作することによって、各フラッシュメモリダイ２１５ａ～
２１５ｄを動作不能化することができる。例えば、コントローラ２１０は、ダイ２１５ａ
～２１５ｄの内の動作不能化されたダイがピン２２０ａ～２２０ｄにおいてチップ動作可
能化信号を受け取らないように構成することができる。例えば、コントローラ２１０のＣ
Ｅ１～ＣＥ４出力がＣＥ入力２２０ａ～２２０ｄを直接駆動する実施形態では、これらの
出力は、ダイ２１５ａ～２１５ｄの内の選択された１つ（または２つ以上）を動作可能化
しない信号レベルで維持される。他の実施形態では、コントローラ２１０および／または
動作不能化回路２７０ａ～２７０ｄは、選択された１つまたは複数のチップイネーブル信
号を動作不能化するように作動され得る。
【００４０】
　また、ボードレベルの動作不能化回路２７０ａ～２７０ｄは、選択されたチップイネー
ブル信号を動作不能化するようにプログラム可能な様々なハードウェアおよび／またはソ
フトウェアの実施形態を使用することができる。例えば、パッケージ２０５のＣＥ３ピン
２２０ｃがチップイネーブル信号を受け取らないようにするために回路素子（例えば、プ
ルアップ抵抗、直列抵抗、ジャンパ接続）が実装解除（depopulate）された場合に、動作
不能化回路２７０ｃはフラッシュメモリダイ２１５ｃを動作不能化することができる。別
の例では、ＣＥ３ピン２２０ｃが有効なチップ動作可能化信号を受け取ることができない
ように、チップイネーブル信号の伝送ラインが効果的に短絡されるように経路を短絡させ
る（例えば、実質的にゼロオームの抵抗またはダイオード、アクティブ状態のプルアップ
またはプルダウン抵抗が実装させる）ことによって、信号経路がレール（例えば、Ｖｃｃ
やグランド）に短絡された場合に、動作不能化回路２７０ｃはフラッシュメモリダイ２１
５ｃを動作不能化することができる。いくつかの実施形態では、動作不能化回路２７０ａ
～２７０ｄは、例えばコントローラ２１０の制御下でチップイネーブルピン２２０ａ～２
２０ｄとの間の信号の接続および切断を行うことができるアナログスイッチおよび／また
はマルチプレクサである。他の実施形態では、動作不能化回路２７０ａ～２７０ｄは、フ
ラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄの対応する１つを動作不能化するように個別に制
御され得る制御可能バッファとされることもる。
【００４１】
　メモリコントローラ２１０は、例えばＮＶＭ２６０に記憶されている動作可能化のルー
ルやフラッシュメモリダイの状態などの情報を使用して、各ＣＥピン２２０ａ～２２０ｄ
への出力を制御することにより、フラッシュメモリダイを動作不能化するコマンドを実行
することができる。例えば、メモリコントローラ２１０は、フラッシュメモリダイ２１５
ｄを動作不能化するコマンドを受け取った場合は、コントローラ２１０上のＣＥ４ピンに
はチップイネーブル信号を送らないように構成され得る。また、動作不能化機構は、動作
不能化回路２７０ａ～２７０ｄの内の１つを様々な手法でアクティブ化して、メモリコン
トローラ２１０とフラッシュメモリパッケージ２０５の間のチップイネーブル信号の通信
を動作不能化することができる。
【００４２】
　一例では、コントローラは、指定のサイズを有するものとしてフラッシュメモリデバイ
スをアドレスする（仕向ける）コマンドを受け取るようにしてもよい。この場合の指定の
サイズは、当該コマンドに関連する引数またはパラメータである。かかるコマンドは、例
えば、それぞれ１ギガバイトの記憶容量の４つのダイを有するフラッシュメモリの内の３
ギガバイトだけにアドレスするようにコントローラを仕向けることができる。したがって
、コントローラによって受け取られたコマンドは、フラッシュメモリ内の１つのダイを効
果的に動作不能化することができる。
【００４３】
　図３は、フラッシュメモリを試験し、欠陥ダイを特定し、欠陥ダイの動作不能化または
将来の動作不能化を行い、また、動作不能化されていないフラッシュダイの記憶容量を示
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すラベルをフラッシュメモリデバイスに付すことができる例示的な試験環境３００を示し
ている。いくつかの実施形態では、将来の動作不能化としては、例えば状態レジスタ２４
５ａ～２４５ｄの内の１つに動作不能化フラグをセットすることが含まれ得る。そのよう
にセットされたフラグが将来の動作中に読み出されたときは、対応するコントローラ２３
５ａ～２３５ｄおよび／または外部コントローラ２１０が、本明細書に記載される処理な
どの１つまたは複数の処理を実施して、動作不能化フラグに関連するダイを効果的に動作
不能化することができる。
【００４４】
　本例において、試験環境３００は、試験コントローラ３０５と、試験ベッド３１０とを
含む。試験コントローラ３０５は、試験ベッド３１０上の被試験デバイス（ＤＵＴ）３１
５を試験する処理を実施することができる。ＤＵＴ３１５は、例えば１組のフラッシュメ
モリダイ、フラッシュメモリダイのウエハ、担体基板上またはパッケージ内に搭載された
フラッシュメモリ、あるいはＰＣＢ上に搭載されたフラッシュメモリパッケージとするこ
おができる。また、試験コントローラ３０５は、記憶装置３２０に全ての試験結果を記憶
する。
【００４５】
　試験が実施された後に、試験コントローラ３０５は、記憶装置３２０から故障情報を検
索し、動作不能化機構３２５を作動させて、試験ベッド３１０内の故障または欠陥フラッ
シュメモリを動作不能化することができる。次いで、故障情報をＤＵＴ３１５と関連付け
るために、ラベル付け機構３３０がアクティブ化される。
【００４６】
　試験コントローラ３０５は、監視用マイクロプロセッサ（supervising microprocessor
）３３５と、メモリ３４０と、ネットワークインターフェイス３４５とを含む。メモリ３
４０は、監視用マイクロプロセッサ３３５が試験を実施するために実行するアプリケーシ
ョンプログラム３５０を記憶する。この例では、アプリケーションプログラム３５０は、
試験コードモジュール３５５と、動作不能化コードモジュール３６０とを含んでいる。監
視用マイクロプロセッサ３３５は、例えばＪＴＡＧポートや他の（例えばＵＳＢ、パラレ
ル、ＲＳ－２３２、赤外線、イーサネット（登録商標））ポートを含み得るネットワーク
インターフェイス３４５を介して試験ベッド３１０に試験命令を送ることによって、試験
コードモジュール３５５を実行することができる。試験ベッド３１０は、ＤＵＴ３１５と
共に試験プロセッサ３６５および試験メモリ３７０を含んでいる。
【００４７】
　監視用プロセッサ３３５は、例えばＤＵＴ３１５を初期化し、試験メモリ３７０にパラ
メータ（例えば試験パターン）をロードするよう試験プロセッサ３６５にシグナリングす
ることにより、試験コード３５５を実行して試験を初期化することができる。次いで、監
視用プロセッサ３３５は、試験を実行するよう試験プロセッサ３６５に命令することがで
きる。試験ベッド３１０は試験を完了させたときは、その試験結果を試験コントローラ３
０５に送る。実行すべき試験がそれ以上存在する場合は、試験コントローラ３０５は、別
の試験をロードし、その試験をＤＵＴ３１５に対して実行することができる。全ての試験
が済んだときに、試験コントローラ３０５は、試験結果に基づいてＤＵＴ３１５の総スコ
アを計算し、ＤＵＴ３１５内に欠陥のあるフラッシュメモリダイがあればそれを特定する
ことができる。いくつかの実施形態では、試験中に検出されたエラーの数およびタイプが
、それぞれのダイにとってそのエラーが許容可能（非欠陥）であるかどうか判定する閾値
と比較され得る。次いで、試験コントローラ３０５は、動作不能化機構３２５をアクティ
ブ化して、ＤＵＴ３１５内の１つ（または複数）の欠陥ダイを動作不能化することができ
る。動作不能化機構３２５は、図２を参照しながら説明した動作不能化機構など、本明細
書のいずれかの箇所に記載されている動作不能化機構の内の１つまたは複数に従う条件を
提供することにより、個々の欠陥ダイを動作不能化することができる。
【００４８】
　典型的には、フラッシュメモリダイは、閾値の割合を超えるセルまたはブロックが製造
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業者の性能試験で不合格とされた場合に欠陥と特定され得る。例えば、フラッシュメモリ
ダイの約２％～４％のブロックが性能試験で不合格とされた場合に、ダイが欠陥と特定さ
れてもよい。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、例えば試験中にダイの非ゼロ数のエラーが特定されたものの
、それらのエラーが許容可能な基準の範囲内にある（例えば、エラーの数が選択された閾
値未満である）場合は、他の補償技法（例えば回避技法）および／または訂正技法を使用
してそれらの特定されたエラーに対処することができる。したがって、ダイはいくつかの
エラーを有することがあってもなお、非欠陥と特定される可能性がある。かかるダイは動
作不能化の対象とはならないものの、かかるダイへのアクセスには、他のエラー補償方法
が必要となる。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、動作不能化機構３２５は、図２を参照しながら説明した技法
などを使用して、ダイレベル、パッケージレベル、および／またはボードレベルの欠陥ダ
イを動作不能化することができる。例えば、動作不能化機構３２５は、ダイレベルでは、
当該ダイの欠陥状態を状態レジスタ２４５ａ～２４５ｄに記憶することによって、パッケ
ージレベルでは、当該ダイのＣＥ入力２４０ａ～２４０ｄを切断することおよび／または
当該ダイのヒューズ２５５ａ～２５５ｄを開路状態にすることによって、かつ／またはボ
ードレベルでは、動作不能化回路２７０ａ～２７０ｄに当該ダイのチップ動作可能化信号
を動作不能化させるコマンドを供給することによって、欠陥ダイを動作不能化することが
できる。
【００５１】
　試験コントローラ３０５は、ラベル付け機構３３０を使用して、パッケージ内の使用可
能なフラッシュメモリ容量を示すラベルを付すことができる。例えば、ラベルは、動作不
能化されていないまたは故障と特定されていないフラッシュメモリダイの容量に基づく使
用可能なフラッシュメモリ容量を示すことができる。ラベル情報には、コード化標識、バ
ーコード、および／またはテキスト表現もしくはグラフィック表現が含まれ得る。ラベル
付けは、例えば、印刷、食刻、スクリーニング、スタンピング、レーザ印刷によって、か
つ／またはパッケージの外側から視覚可能な粘着性ラベルおよび／または事前印刷ラベル
を貼付することによって実施することができる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、ラベル付けには、１つまたは複数の内側表示を単独で施すこ
と、あるいはこれを上述の外側標識と組み合わせて施すことが含まれ得る。例えば、ダイ
基板上などパッケージの内側には、使用可能なフラッシュメモリの使用可能容量および／
またはメモリマップに関する情報を食刻し、彫刻し、あるいは他の方法でマーク付けする
ことができる。ラベル付け機構がダイレベルまたはウェーハレベルで使用される場合は、
ラベル付け情報は、ウェーハ上の未使用領域または保存領域に貼付することができ、欠陥
ダイまたは欠陥ダイ群上に貼付することもできる。いくつかの実施形態では、内側のラベ
ル付けには、パッケージ内の不揮発性メモリあるいはパッケージ内の非故障ダイにデジタ
ル情報を記憶することが含まれ得る。例えば、ラベル付け情報は、フラッシュメモリパッ
ケージ内の非動作不能化ダイ上の状態レジスタおよび／またはメモリの予約部分に記憶さ
れ得る。
【００５３】
　様々な実施形態では、ラベル情報は、ラベル付け情報に基づく記憶容量を有するメモリ
デバイスとして使用されるフラッシュメモリパッケージをソートまたはパッケージングす
る後続の製造過程で読み出され、検索され、あるいは他の方法で呼び出される可能性があ
る。
【００５４】
　試験コントローラ３０５は、図４の流れ図に示される例示的な方法４００を実施するよ
うに構成され得る。方法４００は、動作不能化コード３６０の諸実施形態が実行されたと
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きに試験コントローラ３０５が実施し得る各種処理を含んでいる。尚、図３に示される例
では、試験コントローラ３０５によって実行される動作不能化コード３６０の単一のブロ
ックがメモリ３４０に記憶されている様子が示されているが、他のプロセッサまたは論理
回路が、これらの処理の一部または全部を実施するようにしてもよいし、メモリ３４０以
外の位置に記憶されている命令を使用するようにしてもよい。
【００５５】
　この例では、方法４００は、試験コントローラ３０５がＤＵＴ３１５内の故障ダイに関
する故障情報を受け取るステップ４０５から開始する。ステップ４１０で、試験コントロ
ーラ３０５は、ＤＵＴ３１５が故障ダイを含んでいるかどうかチェックする。フラッシュ
メモリパッケージが動作不能化すべき欠陥ダイを含んでいないと識別した場合には、ステ
ップ４１５で、試験コントローラ３０５は、故障情報をデータベース例えば記憶装置３２
０に記憶することによって、故障情報（この例では欠陥のあるダイが存在しない旨）をＤ
ＵＴ３１５と関連付ける。図３に関して上述した諸実施形態によれば、ステップ４１７で
、ラベル付け機構３３０は、パッケージ内の使用可能メモリ容量に関する１つまたは複数
の外側表示および／または内側表示を貼付することができ、その後、方法４００は終了す
る。
【００５６】
　一方、ステップ４１０で少なくとも１つの欠陥ダイが特定された場合には、ステップ４
２０で、試験コントローラ３０５は、ＤＵＴのタイプを特定する。試験タイプの例として
は、非ソーイングウェーハ上、ダイ上、ダイ群上、パッケージ化ダイ上で実施される試験
、および／または図２を参照しながら一例を説明した（例えばＰＣＢ上の）外部回路に接
続されたパッケージ上で実施される試験が挙げられる。
【００５７】
　ステップ４２５において、試験コントローラ３０５は、特定されたＤＵＴのタイプに従
って、動作不能化機構３２５がダイレベルのＤＵＴ３１５内の欠陥ダイを動作不能化する
ことができるかどうかチェックする。動作不能化機構３２５がダイレベルのＤＵＴ３１５
を動作不能化することができると判定した場合には、ステップ４３０で、試験コントロー
ラ３０５は、ダイレベルの故障ダイを動作不能化し得るコマンドを動作不能化機構３２５
に適用する。例えば、試験コントローラ３０５は、フラッシュメモリダイ２１５ａ～２１
５ｄ内のコントローラ２３５ａ～２３５ｄに適用させるコマンド、フラッシュメモリダイ
２１５ａ～２１５ｄの内の１つまたは複数に関する状態情報を状態レジスタ２４５ａ～２
４５ｄに記憶させるコマンド、または、対応するＣＥピン２２０ａ～２２０ｄから欠陥ダ
イのＣＥ入力２４０ａ～２４０ｄを切断させるコマンドを、動作不能化機構３２５に送る
ことができる。試験コントローラ３０５は、（存在する場合は）全ての故障フラッシュメ
モリダイが動作不能化された後に、ステップ４１５を実施する。
【００５８】
　一方、ステップ４２５で、動作不能化機構３２５がダイレベルのＤＵＴ３１５を動作不
能化することができないと判定した場合には、ステップ４３５で、試験コントローラ３０
５は、特定されたＤＵＴのタイプに従って、動作不能化機構３２５がパッケージレベルの
ＤＵＴ３１５を動作不能化することができるかどうかチェックする。動作不能化機構３２
５がパッケージレベルのＤＵＴ３１５を動作不能化することができると判定した場合には
、ステップ４４０で、試験コントローラ３０５は、パッケージレベルの故障ダイを動作不
能化させるコマンドを動作不能化機構３２５に適用することができる。例えば、試験コン
トローラ３０５は、該当するＣＥピン２２０ａ～２２０ｄを物理的に切断し、かつ／また
は電源を欠陥ダイに接続するヒューズ２５５ａ～２５５ｄを（例えばレーザや過電流など
を使用して）溶断（ｂｌｏｗ）させるコマンドを、動作不能化機構３２５に適用すること
ができる。試験コントローラ３０５は、全ての故障フラッシュメモリダイが動作不能化さ
れた後に、ステップ４１５を実施する。
【００５９】
　ステップ４２５で、動作不能化機構３２５がパッケージレベルのＤＵＴ３１５を動作不



(15) JP 5602187 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

能化することができないと判定した場合には、ステップ４４５で、試験コントローラ３０
５は、外部の動作不能化機構を使用して欠陥ダイを動作不能化させるコマンドを送出する
。例えば、試験コントローラ３０５は、動作不能化回路２７０ａ～２７０ｄを制御するこ
とによってフラッシュメモリパッケージ内の欠陥ダイへのアクセスを制限するコマンドを
、外部コントローラ２１０に送ることができる。試験コントローラ３０５は、全ての故障
フラッシュメモリダイを動作不能化させるコマンドを送出した後に、ステップ４１５を実
施する。
【００６０】
　以上、本願発明の方法の一実施形態について説明してきたが、他の実施形態は、上記の
諸ステップを異なる順序で実施することも、上記の諸ステップを、フラッシュメモリデバ
イス内の欠陥ダイを特定し、動作不能化し、かつ／または当該ダイと故障情報とを関連付
ける機能を含めた同じ主要機能を達成するように修正された構成で実施することもできる
。例えば、方法４００は、ステップ４２５および４３５を異なる順番で実施することも、
これらの工程をステップ４２０と組み合わせて実施することもできる。いくつかの実施形
態では、欠陥ダイに関する情報に加えてまたはその代わりに、非欠陥ダイに関する情報を
（本明細書に記載されるように）関連付け、かつ／またはラベル付けすることができる。
【００６１】
　様々な実施形態は、ＮＯＲフラッシュダイおよび／またはＮＡＮＤフラッシュダイに適
用できるものであり、それらの一方または両方がフラッシュデバイス内において単独であ
るいは非フラッシュメモリダイと共に、互いに積層かつ／または隣接するようにされ得る
。
【００６２】
　また、図１を参照しながら１つまたは複数のタイプのフラッシュメモリを含み得る例示
的なフラッシュメモリデバイスについて説明したが、例えばサムドライブやメモリスティ
ックを含んでよい他のデータ記憶の応用例では、他の実施形態が配備されてもよい。ダイ
は、垂直方向または水平方向に（例えば隣り合って）積み重ねられたダイ構成を使用する
パッケージに統合されてもよい。かかる他のデータ記憶の応用例としては、マルチチップ
モジュール（ＭＣＭ）、システムオンチップ（ＳｏＣ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）などを挙げることができる。パッケージは、例えばめっきスルーホール（ＰＴＨ）（
例えばＤＩＰ）パッケージ、無挿入力（例えばソケット化パッケージ、ＳＩＭＭ）パッケ
ージ、および／または表面実装（ＳＭＴ）（例えばＰＬＣＣ、ＬＣＣ、ＢＧＡ、ＰＧＡ、
ＢＧＡ、またはＬＧＡ）パッケージとして構成されてもよい。
【００６３】
　また、図３を参照しながら製造業者に適した試験環境を説明したが、フラッシュメモリ
の試験は、製造が完了した後の製品または電子システムにおいて実施されてもよい。かか
る自己診断試験は、例えばオペレータ要求に応答してかつ／またはビット誤り率の変動が
検出された時点で、保守スケジュールに従って動作中に実施されてもよい。一例では、フ
ラッシュメモリダイの内容は、フラッシュメモリダイの検証試験を可能にするために、そ
の時々に別の記憶位置にコピーされる可能性もある。許容できない誤り率がダイに関して
検出された場合は、当該ダイは、コントローラ、例えばコントローラ２１０によって動作
不能化され得る。別の例では、欠陥と特定されたダイは、ヒューズ、例えばヒューズ２５
５ａ～２５５ｄのいずれかを溶断することによって動作不能化され得る。他の例では、非
欠陥ダイのコントローラ２３５は、状態レジスタ２４５内の更新済みの動作不能化状態情
報を受け取ることがある。上述のように、これらおよび他の動作不能化機構を単独でまた
は組み合わせて実施して、特定されたダイを動作不能化することができる。
【００６４】
　複数のフラッシュメモリダイを含む製品の寿命を延長するために、製品の耐用寿命期間
中に、動作不能化された個々のダイを再動作可能化することができる。例えば、サービス
から６ヶ月が経過した後、または選択された時間を超えて作動された後に、それまで動作
不能化されていたダイ（欠陥と特定されていることも、欠陥と特定されていないこともあ
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る）を再動作可能化して、製品の情報記憶容量を提供することができ、それによって製品
の寿命が延長され得る。動作不能化されたメモリは、時間（例えば、実時間クロックに関
する時間）および／または事象（例えば、処理サイクル数の増加に伴うフラッシュメモリ
容量の低下が検出された場合）に応答して、再動作可能化されてもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、上述の動作不能化機構のいくつかを使用して、１つまたは複
数のダイを動的に動作不能化することができる。動的なダイの動作不能化は、例えば、様
々なレベルの記憶容量間の価格の差別化などの特徴を提供し得る。一例では、エンドユー
ザが制限された記憶容量だけを購入したいと望むこともあり、上述の諸実施形態に従って
、適切な数のダイが一時的に動作不能化され得る。このことは、いくつかの実施形態では
、ＣＥピン２２０ａ～２２０ｄの一部または全部を一時的に動作不能化するようにコント
ローラ２１０を構成することによって実施され得る。後にユーザが追加の記憶容量につい
て対価を支払うことを望んだ場合は、チップ動作可能化信号をＣＥピン２２０ａ～２２０
ｄの内の別の１つが受け取ることをコントローラ２１０が許可するように構成することに
よって、フラッシュメモリダイ２１５ａ～２１５ｄの内の該当する１つを動作可能化する
ことができる。
【００６６】
　また、ある実施形態では、動作不能化機構は、動作不能化されていないフラッシュメモ
リダイへのアクセスを妨げないようにまたはアクセス時間を実質的に増加させないように
構成され得る。例えば、外部のホストプロセッサシステム（図示せず）は、コントローラ
２１０に読出しまたは書込みコマンドを送ることにより、フラッシュメモリダイ２１５ａ
内のフラッシュメモリブロック２２５ａの読出しまたは書込みを行うメモリアクセス処理
を開始することができる。コントローラ２１０は、ＮＶＭ２６０内のフラッシュメモリダ
イ２１５ａの状態と、フラッシュメモリダイ２１５ａの動作可能化ルールとをチェックす
る。この状態および動作可能化ルールに従って、ダイ２１５ａへのアクセスが適切とされ
た場合は、論理回路２６５は、動作不能化回路２７０ａを介してＣＥ１ピン２２０ａへの
動作可能化信号を開始する。そして、動作可能化信号は、ＣＥ１ピン２４０ａに渡される
。Ｖｃｃピン２３０ａが電力を受け取っている場合は、コントローラ２３５ａは、動作可
能化信号を受け取ることができる。動作可能化信号が受け取られた時点で、コントローラ
２３５ａは、状態レジスタ２４５ａをチェックする。フラッシュメモリダイ２１５ａが欠
陥ではないことを状態レジスタ２４５ａの情報が示す場合は、コントローラ２３５ａは、
フラッシュメモリダイ２１５ａへのアクセスを許可してメモリ動作を完了させる。
【００６７】
　本発明のいくつかの実施形態は、コンピュータシステム内で実施され得る。例えば、様
々な実施形態は、デジタル回路および／またはアナログ回路、コンピュータハードウェア
、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せを含むことができる。装置は、
情報キャリア内に有形に実装されるコンピュータプログラムの形で実施することができ、
例えば機械読取り可能な記憶装置の形で、あるいはプログラマブルプロセッサによって実
行される伝搬信号の形で実施することができ、また、方法は、入力データを操作し、出力
を生成することによって本発明の諸機能を実施する命令プログラムを実行する、プログラ
マブルプロセッサによって実施することができる。本発明は有利なことに、データ記憶シ
ステムとの間でデータおよび命令を送受信するように結合された少なくとも１つのプログ
ラマブルプロセッサ、少なくとも１つの入力デバイス、および／または少なくとも１つの
出力デバイスを含むプログラマブルシステム上で実行可能な１つまたは複数のコンピュー
タプログラムの形で実施することができる。コンピュータプログラムは、ある種の活動を
実施しまたはある種の結果をもたらすためにコンピュータ内で直接的にまたは間接的に使
用され得る１組の命令である。コンピュータプログラムは、コンパイル型言語またはイン
タープリタ型言語を含めた任意の形のプログラミング言語で書くことができ、また、スタ
ンドアロンプログラム、あるいはモジュール、コンポーネント、サブルーチン、またはコ
ンピューティング環境での使用に適した他のユニットを含めた任意の形で配備することも
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できる。
【００６８】
　命令プログラムの実行に適したプロセッサとしては、例えば、任意の種類のコンピュー
タの単一のプロセッサまたは複数のプロセッサの内の１つを含んでよい汎用マイクロプロ
セッサと専用マイクロプロセッサの両方が挙げられる。プロセッサは一般に、読取り専用
メモリまたはランダムアクセスメモリあるいはその両方から命令およびデータを受け取る
。コンピュータの本質的な要素は、命令を実行するプロセッサと、命令およびデータを記
憶する１つまたは複数のメモリである。また、コンピュータは一般に、データファイルを
記憶する１つまたは複数の大容量記憶装置を含み、またはそれらと通信するように動作可
能に結合されるが、かかるデバイスとしては、内部ハードディスクや取り外し可能ディス
クなどの磁気ディスク、光磁気ディスク、および光ディスクが挙げられる。コンピュータ
プログラム命令およびデータを有形に実装するのに適した記憶装置としては、例えばＥＰ
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリデバイスなどの半導体メモリデバイス、内部ハ
ードディスクや取り外し可能ディスクなどの磁気ディスク、光磁気ディスク、ならびにＣ
Ｄ－ＲＯＭおよびＤＶＤ－ＲＯＭディスクを含めた全ての形式の不揮発性メモリが挙げら
れる。プロセッサおよびメモリは、ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）によって補完する
ことも、その内部に組み込むこともできる。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数のユーザインターフェイス機能は、特定の機
能を実施するようにカスタム構成され得る。本発明は、グラフィカルユーザインターフェ
イスおよび／またはインターネットブラウザを含むコンピュータシステム内で実施され得
る。ユーザとの対話を実現するために、いくつかの実施形態は、ユーザに情報を表示する
ＣＲＴ（陰極線管）やＬＣＤ（液晶ディスプレイ）モニタなどの表示デバイスと、キーボ
ードと、ユーザがコンピュータへの入力を行うことができるようになるマウスやトラック
ボールなどのポインティングデバイスとを有するコンピュータ上で実施され得る。
【００７０】
　様々な実施形態では、フラッシュメモリコントローラは、適当な通信方法、通信機器、
および通信技法を使用して通信することができる。例えば、フラッシュメモリコントロー
ラは、バスを介して、かつ／または専用物理リンク（例えば、光ファイバリンク、２地点
間配線、およびデイジーチェーン）を経てソースから受信機にメッセージが直接移送され
る２地点間通信を使用して、メッセージを送信しあるいは受信することができる。システ
ムの各構成部品は、通信ネットワーク上のパケットベースメッセージを含めた任意の形態
または媒体のアナログまたはデジタルデータ通信によって情報を交換することができる。
通信ネットワークの例としては、例えばＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）、ＷＡＮ
（ワイドエリアネットワーク）、ＭＡＮ（メトロポリタンエリアネットワーク）、無線お
よび／または光ネットワーク、ならびにインターネットを形成するコンピュータおよびネ
ットワークが挙げられる。他の実施形態は、通信ネットワークによって互いに結合された
全てのまたは実質的に全てのデバイスに対して、例えば無指向性無線周波数（ＲＦ）信号
を使用した同報通信を行うことによってメッセージを移送することができる。他の実施形
態は、任意選択でフォーカス光学系と共に使用され得る指向性（すなわちナロービーム）
アンテナまたは赤外線信号を使用して送信される、高指向性の特徴を有するＲＦ信号など
のメッセージを移送することができる。それだけに限らないが、例えばＵＳＢ２．０、Ｆ
ｉｒｅｗｉｒｅ、ＡＴＡ／ＩＤＥ、ＲＳ－２３２、ＲＳ－４２２、ＲＳ－４８５、８０２
．１１ａ／ｂ／ｇ、Ｗｉ－Ｆｉ、イーサネット（登録商標）、ＩｒＤＡ、ＦＤＤＩ（ファ
イバ分散データインターフェイス）、トークンリングネットワーク、周波数分割、時分割
、または符号分割に基づく多重化技法など、適切なインターフェイスおよびプロトコルを
使用した他の実施形態も可能である。いくつかの実施形態は任意選択で、データの整合性
に関する誤り検査訂正（ＥＣＣ）や、暗号化（例えばＷＥＰ）やパスワード保護などのセ
キュリティ対策などの機能を組み込むこともできる。
【００７１】
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　いくつかの実施形態では、例えば各フラッシュメモリコントローラおよび／または状態
レジスタは、同じ情報を用いてプログラムされ、不揮発性メモリに記憶されている実質的
に同一の情報を用いて初期化され得る。他の実施形態では、１つまたは複数のフラッシュ
メモリデバイスは、特定の機能を実施するようにカスタム構成され得る。例えば、あるフ
ラッシュプログラムデバイスは、それ自体のパッケージ内のダイに関して、または別のパ
ッケージ内の別のフラッシュメモリダイにおいて動的試験を実施するように構成され得る
。かかる試験は、間隔を置いて（例えばユーザ選択され得る間隔で）実施されても、定期
的な保守スケジュールに従って実施されてもよい。故障ダイが特定されたときは、特定さ
れたダイがそれ自体のパッケージ内のものであれ別のパッケージ内のものであれ、フラッ
シュプログラムデバイスは、上述の動作不能化機構の内の単一の動作不能化機構またはそ
れらの組合せを使用して、特定されたダイを動作不能化する信号を生成することができる
。かかる処理は、プロセッサがそれらの処理を実施する命令を実行することによって実施
され得る。
【００７２】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明した。しかしながら、本発明の趣旨お
よび範囲を逸脱することなく、様々な修正を加えることができることが理解されるであろ
う。例えば、本明細書に開示の技法の各工程が異なる順序で実施された場合、開示のシス
テムの各構成要素が異なる様式で組み合わされた場合、あるいは、各構成要素が他の構成
要素によって置き換えられまたは補完された場合にも、有利な結果が達成され得る。上記
の各機能および処理（アルゴリズムを含む）は、ハードウェアの形で実施されてもソフト
ウェアの形で実施されてもそれらの組合せの形で実施されてもよく、いくつかの実施形態
は、本明細書に記載されるものと同一でないモジュール上またはハードウェア上で実施す
ることができる。したがって、他の実施形態も添付の特許請求の範囲に含まれる。

【図１】 【図２】
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