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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】データを分散して記憶させる半導体メモリに対
して、想定される機械的負荷及び電気的負荷を平準化さ
せる半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステムを提供す
る。
【解決手段】ホスト機器２００との間でデータ転送を行
うＲＡＩＤシステム１００であって、複数の半導体メモ
リを搭載して成る複数の半導体記憶装置１０と、複数の
半導体記憶装置１０間でデータを分散して記憶する際に
、半導体メモリの組み合わせを選択する半導体メモリ選
択部２０と、半導体メモリ選択部２０が選択した半導体
メモリに対して、ホスト機器２００の要求に応じたアク
セスを行うメモリ制御部３０とを具備し、半導体メモリ
選択部２０は、半導体メモリの受ける機械的負荷が平均
化するように、半導体メモリの組み合わせを選択する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホスト機器との間でデータ転送を行う半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステムであっ
て、
　複数の半導体メモリを搭載して成る複数の半導体記憶装置と、
　前記複数の半導体記憶装置間でデータを分散して記憶する際に、前記半導体メモリの組
み合わせを選択する半導体メモリ選択部と、
　前記半導体メモリ選択部が選択した前記半導体メモリに対して、前記ホスト機器の要求
に応じたアクセスを行うメモリ制御部とを具備し、
　前記半導体メモリ選択部は、前記半導体メモリの受ける機械的負荷を事前に又はデータ
の記憶時に算定し、この算定された負荷の値が平均化されるように、前記半導体メモリの
組み合わせを選択することを特徴とする半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステム。
【請求項２】
　前記機械的負荷の大きさは、実装基板上に搭載された前記半導体メモリと実装基板上の
熱源との距離に基づいて判定することを特徴とする請求項１記載の半導体記憶装置を用い
たＲＡＩＤシステム。
【請求項３】
　前記半導体メモリと実装基板上の熱源との距離は、前記半導体メモリが搭載される実装
基板と前記半導体メモリのはんだ接合部と熱源との最短距離であることを特徴とする請求
項２記載の半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステム。
【請求項４】
　前記半導体メモリと実装基板上の熱源との距離は、前記半導体メモリの中心部と熱源と
の最短距離であることを特徴とする請求項２記載の半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシス
テム。
【請求項５】
　ホスト機器との間でデータ転送を行い、複数の半導体メモリを搭載して成る複数の半導
体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステムにおける制御方法であって、
　前記複数の半導体記憶装置間でデータを分散して記憶する際に、前記半導体メモリの受
ける機械的負荷を事前に又はデータの記憶時に算定し、この算定された負荷の値が平均化
されるように前記半導体メモリの組み合わせを選択し、
　選択した前記半導体メモリに対して、前記ホスト機器の要求に応じたアクセスを行う、
ことを特徴とする半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステムにおける制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステム及びその制御方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、代表的な大容量記憶装置としてＨＤＤ(Hard Disk Drive)を用いたＲＡＩＤ(Redu
ndant Array of Inexpensive Disks)が広く用いられている。ＲＡＩＤは安価なＨＤＤを
複数個組み合わせ、冗長性を持たせた上でデータを分散記録するため、高速で信頼性の高
い記憶装置を安価に実現することができる。
【０００３】
　ＨＤＤにおいて、磁気ヘッドによって円盤状のディスク上の磁性体にデータが記録され
る。ＨＤＤの寿命に影響を与える要因は多数考えられるが、記憶部であるディスクは円盤
状であり、ディスク上で不良が発生する場所はランダム性が高い。よって、物理的な情報
記録位置によってデータが失われる確率は同じである可能性が高い。このような理由から
、故障という観点から見た場合、ＨＤＤ内部でディスクにデータを記録する物理的な場所
は大きな問題にはならない。ＲＡＩＤを構成するＨＤＤの場合も、分散記録するデータの
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ＨＤＤ内部での位置は大きな問題とはならない。
【０００４】
　他方、不揮発性の半導体メモリを用いた半導体記憶装置の大容量化が急速に進んでいる
。半導体記憶装置では、データは基板上に実装された半導体メモリに保存される。ＨＤＤ
のディスクの場合とは異なり、半導体メモリは必ずしも物理的に対称性を持って基板上に
実装されるわけではない。よって、半導体メモリの物理的な位置によって、不良が発生す
る確率に差異が生じる。そのため、データの復元を考慮した冗長性を持たせた分散記録だ
けでは十分といえない。
【０００５】
　また、半導体メモリの場合、書き込み回数に制限が存在することから、消去回数の平準
化について工夫がなされている。例えば、複数のフラッシュメモリ・モジュールにより構
成されたＲＡＩＤにおいて、複数のモジュールに渡る消去回数平準化法が提案されている
（例えば、特許文献１参照。）。これは、半導体メモリに特有の書き込み回数制限を回避
するために、ＲＡＩＤを構成した状態で複数のモジュールにまたがって平準化することに
より、ＲＡＩＤによるストレージ装置の長寿命化を図るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７-２６５２６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　半導体記憶装置でＲＡＩＤを構成し、半導体メモリの物理的配置を考慮せずにデータを
分散保存させた場合、各半導体記憶装置内の半導体メモリは不良が発生する確率が異なる
。各半導体記憶装置にデータを保存する際、その時点で不良が発生する確率が高い半導体
メモリに選択的にデータが分散される可能性が生じる。この結果、ＨＤＤによるＲＡＩＤ
と比較して、ＲＡＩＤによる冗長性以上の不良が一度に発生し、データが失われる可能性
がより高くなるという問題があった。
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、データを分散して記憶させる半導体メモリに対して
、想定される機械的負荷及び電気的負荷を平準化させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、ホスト機器との間でデータ転送を行う半導体記憶装置を
用いたＲＡＩＤシステムであって、複数の半導体メモリを搭載して成る複数の半導体記憶
装置と、前記複数の半導体記憶装置間でデータを分散して記憶する際に、前記半導体メモ
リの組み合わせを選択する半導体メモリ選択部と、前記半導体メモリ選択部が選択した前
記半導体メモリに対して、前記ホスト機器の要求に応じたアクセスを行うメモリ制御部と
を具備し、前記半導体メモリ選択部は、前記半導体メモリの受ける機械的負荷を事前に又
はデータの記憶時に算定し、この算定された負荷の値が平均化されるように、前記半導体
メモリの組み合わせを選択する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステムの構成を示
すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る半導体記憶装置の概略構成を示す模式図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステムの一例を示
す模式図である。
【図４】最適化された半導体メモリの組み合わせを説明する図である。
【図５】分散化されたデータの保存例を説明する図である。
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【図６】半導体メモリの組み合わせ決定までの処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】代表距離の決定の仕方を説明する図である。
【図８】第３の実施形態に係る半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステムの構成を示すブ
ロック図である。
【図９】半導体メモリの組み合わせ決定までの処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】第４の実施形態に係る半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステムの構成を示す
ブロック図である。
【図１１】半導体メモリの組み合わせ決定までの処理の流れを示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。各図において同一箇
所については同一の符号を付すとともに、重複した説明は省略する。
【００１２】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の実施の形態に係る半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステムの構成を
示すブロック図である。このＲＡＩＤシステム１００は、複数の半導体記憶装置１０と、
メモリ制御部３０と、半導体メモリ選択部２０から構成され、外部機器としてのホスト機
器２００と接続している。半導体記憶装置１０は後述するように、実装基板上に複数の半
導体メモリが搭載されている。半導体メモリ選択部２０は、複数の半導体記憶装置１０間
でデータを分散して記憶する際に、半導体メモリの組み合わせを選択するものである。半
導体メモリ選択部２０は、それぞれの半導体記憶装置１０内の半導体メモリの受ける機械
的負荷が平均化するように、半導体メモリの組み合わせを選択する。第１の実施形態では
、半導体メモリの受ける機械的負荷情報４０が半導体メモリ選択部２０に取り込まれてい
る。メモリ制御部３０は、半導体メモリ選択部２０が選択した半導体メモリに対して、ホ
スト機器２００の要求に応じたアクセスを行い、分散したデータの書き込み等を実行する
。ホスト機器２００としては、例えばパーソナルコンピュータなどの電子機器が挙げられ
る。
【００１３】
　図２は、本発明の実施の形態に係る半導体記憶装置１０の概略構成を示す模式図である
。図２において、実装基板１上の中央からやや右寄りに、制御用のコントロールＩＣ５が
配置されている。コントロールＩＣ５の周囲には、コンデンサ６、センサ７、電源８が配
置されている。センサ７は、実装基板１上、またはその周囲環境の物理的変動を計測する
もので、モニタリングを行うために配設する。計測する物理量としては、加速度、ひずみ
、温度、抵抗、インピーダンスのいずれか一つでも、または複数でもよい。
【００１４】
　さらに、これらを取り囲むように、８個の半導体メモリ４が配置されている。したがっ
て、各半導体メモリ４が配置された位置とコントロールＩＣ５とを結ぶ距離は、異なって
いる。半導体メモリ４は、例えば２値ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ、あるいは多値ＮＡＮ
Ｄ型フラッシュメモリが好適である。図２においては、半導体メモリ４の実装数は８個で
あるが、一つの半導体記憶装置１０に実装される半導体メモリ４の数はこれに限られない
。実装基板１の一端部には、コネクタ２が配設されている。半導体記憶装置１０は、樹脂
封止などでパッケージングされていてもよい。
【００１５】
　図２に示す半導体記憶装置１０をｎ台用いて、図３に示すようなＲＡＩＤシステム１０
０を構築する。図３は、ＲＡＩＤシステム１００の一例を示す模式図である。図３に示す
ＲＡＩＤシステム１００において、一つのデータをｎ個のブロックに分散化して各半導体
記憶装置１０に保存する。データを分散化する方法は、特定のものに限定されることなく
、ＲＡＩＤの冗長性のレベルによって様々な周知のものを採用することができる。すなわ
ち、冗長性を持たせずにデータをｎ分割して保存する場合(ＲＡＩＤ０)、データそのもの
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のコピーをｎ個保存する場合(ＲＡＩＤ１)、データを分割して保存し、さらに分割データ
のパリティも保存する場合(ＲＡＩＤ５、６)等である。
【００１６】
　本発明の第１の実施形態においては、コントロールＩＣ５の発熱による熱変動（熱負荷
）に対する、半導体メモリ４への書き込みの最適化を行う。一般的に、半導体記憶装置１
０に用いられるコントロールＩＣ５は副次的に大きな発熱を伴う。実装基板１上の実装部
品に大きな熱変動が存在する場合、電源のＯＮ、ＯＦＦにより半導体メモリ４と実装基板
１を接続するはんだ接合部には、大きな熱応力が発生する。
【００１７】
　図２に示す半導体記憶装置１０では、コントロールＩＣ５から距離が離れるに従って実
装基板１上の温度が下降していく。そこで、ＲＡＩＤシステム１００を構成する各半導体
記憶装置１０において、分散してデータを保存する各半導体メモリ４の、コントロールＩ
Ｃ５からの代表距離を極力平均化するように組み合わせを決定する。これにより、ＲＡＩ
Ｄシステム１００を構成する半導体メモリ４全体に渡って、熱変動の影響を平均化するこ
とができる。代表距離としては、コントロールＩＣ５の中心から各半導体メモリ４の中心
までの距離あるいはコントロールＩＣ５の中心から最も近接する各半導体メモリのはんだ
接合部までの距離などが好適である。
【００１８】
　代表距離を平均化するための組み合わせは、半導体記憶装置１０の設計時に決定するこ
とができる。しかし、半導体メモリ４の劣化等の情報、例えば既書き込み回数等をも合わ
せて考慮して、組み合わせの優先順位付けは随時変更することも可能である。
【００１９】
　具体的な半導体メモリ４の組み合わせの決定方法として、各半導体メモリ４とコントロ
ールＩＣ５の代表距離を用いて、組み合わせ最適化の観点から決定することができる。ｋ
番の半導体記憶装置１０において、コントロールＩＣ５から各半導体メモリ４までの代表
距離をｄｋｉ(ｋ＝１・・・ｎ，ｉ＝１・・・８)、半導体記憶装置Ａの１～８の半導体メ
モリ４と組み合わせてデータを保存する、他の半導体記憶装置の半導体メモリの組をＢ（
ｉ），Ｃ（ｉ），・・・，Ｎ（ｉ）（Ｂ（ｉ），Ｃ（ｉ），・・・，Ｎ（ｉ）∈｛１・・
・８｝，ｉ＝１・・・８）とすると、組み合わせを決定する方法は，以下の最適化問題を
解くことに帰着される。
【００２０】
　ｍｉｎ．ｆは関数ｆを最小化することを表す。
【数１】

【００２１】
　式（１）は遺伝的アルゴリズム等の一般的な最適化アルゴリズムによって解を得ること
ができる。分散してデータを記録する半導体メモリ４の組み合わせを考慮して、半導体メ
モリ４の順序を並べ替えた様子を図４に示す。図４に示すように、ＲＡＩＤシステム１０
０は、Ｎ個の半導体記憶装置１０から成り、各半導体記憶装置１０はそれぞれ８個の半導
体メモリ４を搭載している。半導体記憶装置Ｂ乃至半導体記憶装置Ｎにおいては、最適化
アルゴリズムによって各半導体メモリ４について並べ替えが行われた状態で配置されてい
ることを表わしている。図４の最適化された半導体メモリ４の組み合わせに対して、デー
タを図５のように分散して記録する。図５に示すように、分散データａ１を記録する半導
体メモリＡ１に対して、組み合わせとして選定された半導体メモリＢ（１）に分散データ
ｂ１を記録し、組み合わせとして選定された半導体メモリＣ（１）に分散データｃ１を記
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録している。分散データｎ１についても同様に記録する。
【００２２】
　本実施形態によれば、分散データを記録する半導体メモリの組み合わせに、コントロー
ルＩＣ等から受ける熱等の機械的負荷を考慮するので、データ損失のリスクを低減するこ
とができる
（第２の実施形態）
　本発明に係る第２の実施形態として、外部からの荷重や振動に対する書き込み最適化を
行う場合を説明する。図２に示すように、支持部（ボス穴）３が形成された実装基板１に
おいては、外部から荷重や振動が加えられた際に、支持部３を介して実装基板１に荷重が
伝達される。支持部３を経由して荷重が加えられた場合、一般的に、支持部３に近接する
に従って実装基板の曲率が大きくなる傾向がある。半導体メモリ４と実装基板１との間の
はんだ接合部には、はんだ接合部における実装基板１の曲率が大きいほど大きな応力が発
生する。
【００２３】
　そこで、第２の実施形態においては、各半導体メモリ４と支持部３までの代表距離が平
均化するようにデータを分散保存する。代表距離として、支持部３の中心から各半導体メ
モリ４の中心までの距離あるいは支持部３の中心から最も近接する各半導体メモリ４のは
んだ接合部までの距離などを選定することが好適である。上記式（１）により、代表距離
を設定して最適化問題に帰着させることで、組み合わせの解を得ることができる。
【００２４】
　代表距離を平均化するための組み合わせは、半導体記憶装置１０の設計時に決定するこ
とができる。しかし、半導体メモリ４の劣化等の情報、例えば既書き込み回数等をも合わ
せて考慮して、組み合わせの優先順位付けは随時変更することも可能である。
【００２５】
　ここで、上記した第１の実施形態及び第２の実施形態における半導体メモリ４の組み合
わせ決定までの処理の流れについて、図６により説明する。
【００２６】
　まず、基準位置となる熱源やボス穴の位置を決定する（ステップＳ６１）。ここで、熱
源はコントロールＩＣ５あるいは電源８であり、ボス穴は支持部３である。各半導体メモ
リ４への代表距離ｄＫＩを決定する（ステップＳ６２）。代表距離ｄｋｉの決定は、一つ
の決め方に限られない。そこで、例えば、図７に示すよう決定することが好適である。図
７は、代表距離の決定の仕方を説明する図である。図７に示すように、熱源となるコント
ロールＩＣ５から半導体メモリ４のはんだ接合部９への最短距離ｄｔｓ、熱源となるコン
トロールＩＣ５から半導体メモリ４の中心部への最短距離ｄｔｃ、ボス穴３から半導体メ
モリ４のはんだ接合部９への最短距離ｄｍｓ、ボス穴３から半導体メモリ４の中心部への
最短距離ｄｍｃのいずれでもよい。
【００２７】
　代表距離ｄｋｉの決定後は、最適化問題を解いて半導体メモリ４の組み合わせを決定す
る（ステップＳ６３）。ＲＡＩＤシステム１００に設けたメモリ制御部３０へ、決定した
半導体メモリ４の組み合わせを格納する（ステップＳ６４）。
【００２８】
（第３の実施形態）
　本発明に係る第３の実施の形態として、物理的状態を測定しながら各半導体メモリ４の
はんだ接合部に蓄積される損傷値を推定し、推定された損傷値を元に書き込み最適化を行
う場合について説明する。図８は、本発明の第３の実施形態に係る半導体記憶装置を用い
たＲＡＩＤシステム１００の構成を示すブロック図である。このＲＡＩＤシステム１００
は、複数の半導体記憶装置１０と、メモリ制御部３０と、半導体メモリ選択部２０から構
成され、外部機器としてのホスト機器２００と接続している。さらに、第３の実施形態に
おいては、疲労特性データベース５０を予め準備しる。この疲労特性データベース５０に
は、例えば、はんだ接合部９のひずみ範囲と寿命の関係を表すデータが蓄積されている。
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このデータベース５０は、実装基板１の設計情報や使用している材料の情報を利用して、
半導体メモリ４が搭載された半導体記憶装置１０に対して現象解析を実行し、はんだ接合
部９に生じる負荷を予測することにより、はんだ接合部９の破損に関する関係を算出して
構築することができる。
【００２９】
　第１の実施形態、第２の実施形態において述べたように、はんだ接合部９は機械的な負
荷により損傷を受ける。ある一定の損傷が蓄積すると、はんだ接合部９は疲労により電気
的に断線する。本実施形態では、センサ７で測定された物理量を、別途保存してある疲労
特性データベース５０と比較することにより、各半導体メモリ４のはんだ接合部９の損傷
値を算出する。この損傷値についての情報５１を元に、半導体メモリ選択部２０において
、分散したデータを書き込む半導体メモリ４の組み合わせを決定する。半導体メモリ４の
組み合わせを更新する頻度は、ファイル書き込み毎、一定期間使用後、半導体メモリ内の
ガベージコレクションのタイミング等、の場合が考えられる。また、第１の実施形態、第
２の実施形態で算出される代表距離を損傷値に置き換えることで、データを分散させる半
導体メモリ４の組み合わせを、最適化問題を解くことにより得ることができる。
【００３０】
　ここで、第３の実施形態における半導体メモリ４の組み合わせ決定までの処理の流れに
ついて、図９により説明する。
【００３１】
　まず、センサ７からの情報を取得する（ステップＳ９１）。取得したセンサ情報は一定
時間ごとにセンサ情報データベース６０に記憶する（ステップＳ９２）。半導体メモリ４
の組み合わせを更新する必要があるか否かを判定するために、組み合わせ更新イベントを
検出する（ステップＳ９３）。組み合わせ更新イベントを検出しなかった場合には、ステ
ップＳ９１に戻り、組み合わせ更新イベントを検出した場合には、センサ情報が格納され
たセンサ情報データベース６０と疲労特性が格納された疲労特性データベース５０を用い
て、各半導体メモリ４のはんだ接合部９の損傷値を計算する（ステップＳ９４）。次いで
、各半導体メモリ４内の最も損傷値が大きいはんだ接合部９の損傷値を代表損傷値ｄｋｉ

とする（ステップＳ９５）。代表損傷値ｄｋｉから、最適化問題を解いて半導体メモリ４
の組み合わせＢ(i)・・・Ｎ(i)を決定する（ステップＳ９６）。ＲＡＩＤシステムに設け
たメモリ制御部３０へ、決定した半導体メモリ４の組み合わせを格納する（ステップＳ９
７）。その後、各半導体メモリ４内に記憶されたデータの組み合わせを更新（ステップＳ
９８）し、ステップＳ９１に戻る。
【００３２】
（第４の実施形態）
　次に、本発明に係る第４の実施形態について説明する。図１０は、第４の実施形態に係
る半導体記憶装置を用いたＲＡＩＤシステム１００の構成を示すブロック図である。この
ＲＡＩＤシステム１００は、複数の半導体記憶装置１０と、メモリ制御部３０と、半導体
メモリ選択部２０から構成され、外部機器としてのホスト機器２００と接続している。さ
らに、第４の実施形態においては、疲労特性データベース５０と、各半導体メモリ４への
書き込み回数情報７１を格納した書き込み回数データベース７０を予め準備している。一
般的に、半導体メモリ４では、記憶素子の記録回数は有限であり、数百万回程度で記憶素
子が劣化して書き込みが不可能になる。一方、情報は、記憶素子の集まりであるブロック
単位で書き込みあるいは消去が行われる。そこで、或るブロックに書き込みを行った回数
を別途記録し、次に書き込みを行うブロックを決める際の参考とし、書き込みの回数が分
散化され、特定のブロックに書き込みが集中することを防いでいる。
【００３３】
　そこで、本実施形態では、各半導体メモリ４の記憶素子の劣化の情報を考慮するもので
、それぞれの半導体メモリ４の総書き込み回数と、機械的な損傷の可能性を示す指標の両
方を利用して、書き込みを行う半導体メモリ４の組み合わせを決定する。たとえば、ｋ番
目の半導体記憶装置１０において、ｉ番目の半導体メモリ４の総書き込み回数をｄｋｉと
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すると、以下の式(２)のような最適化問題によって組合せを決定することができる。
【数２】

【００３４】
　αは正の定数を表す。関数ｇ（Ｄｋｉ)と定数αの決め方によって、機械的な損傷と記
憶素子の書き込みによる劣化とのバランスをとることができる。一例として、以下の式(
３)のように、機械的な損傷と同様、平均化を目的とする関数を選択することもできる。
【数３】

【００３５】
　ここで、第４の実施形態における半導体メモリ４の組み合わせ決定までの処理の流れに
ついて、図１１により説明する。
【００３６】
　まず、センサ７からの情報を取得する（ステップＳ１１１）。取得したセンサ情報は一
定時間ごとにセンサ情報データベース６０に記憶する（ステップＳ１１２）。半導体メモ
リ４の組み合わせを更新する必要があるか否かを判定するために、組み合わせ更新イベン
トを検出する（ステップＳ１１３）。組み合わせ更新イベントを検出しなかった場合には
、ステップＳ１１１に戻り、組み合わせ更新イベントを検出した場合には、センサ情報が
格納されたセンサ情報データベース６０と疲労特性が格納された疲労特性データベース５
０を用いて、各半導体メモリ４のはんだ接合部９の損傷値を計算する（ステップＳ１１４
）。次いで、各半導体メモリ４内の最も損傷値が大きいはんだ接合部９の損傷値を代表損
傷値ｄｋｉとする（ステップＳ１１５）。代表損傷値ｄｋｉを決定した後、半導体メモリ
書き込み回数データベース７０に格納された半導体メモリ書き込み回数Ｄkiから，最適化
問題を解いて半導体メモリ４の組み合わせＢ(i)・・・Ｎ(i)を決定する（ステップＳ１１
６）。ＲＡＩＤシステム１００に設けたメモリ制御部３０へ、決定した半導体メモリの組
み合わせを格納する（ステップＳ１１７）。その後、各半導体メモリ４内に記憶されたデ
ータの組み合わせを更新（ステップＳ１１８）し、ステップＳ１１１に戻る。
【００３７】
　本実施形態によれば、半導体記憶装置列によって構成されたＲＡＩＤシステム１００に
おいて、特定の半導体メモリの組み合わせにデータを保存したことによる、機械的な破壊
を原因としたデータ損失のリスクを低減することができる。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００３９】
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　１・・・実装基板、２・・・コネクタ、３・・・ボス穴、４・・・半導体メモリ、５・
・・コントロールＩＣ、６・・・コンデンサ、７・・・センサ、８・・・電源、９・・・
はんだ接合部、１０・・・半導体記憶装置、２０・・・半導体メモリ選択部、３０・・・
メモリ制御部、５０・・・疲労特性データベース、６０・・・センサ情報データベース、
７０・・・半導体メモリ書き込み回数データベース、１００・・・半導体記憶装置を用い
たＲＡＩＤシステム、２００・・・ホスト機器。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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