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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソリッドステートメモリシステムの動作方法において、
　論理的に前記ソリッドステートメモリシステムのソリッドステートメモリを区画し、
　前記論理的に区画されたソリッドステートメモリのメタデータをモニタし、
　前記メタデータに更新があったと判定された場合、前記ソリッドステートメモリに格納
された無効データの位置を検索し、
　前記無効データの領域を無効化することを備え、
　前記メタデータは格納レベルメタデータであり、
　前記メタデータはパーティションテーブルに含まれ、前記無効データは前記パーティシ
ョンテーブルの前記メタデータの変化によって検索され、
　前記無効データは、マージ動作の実行中にコピーされないことを特徴とするソリッドス
テートメモリシステムの動作方法。
【請求項２】
　前記パーティションテーブルはマスタブートレコード（ＭＢＲ）に含まれることを特徴
とする請求項１に記載のソリッドステートメモリシステムの動作方法。
【請求項３】
　前記パーティションテーブルはＧＵＩＤパーティションテーブル（ＧＰＴ）に含まれる
ことを特徴とする請求項２に記載のソリッドステートメモリシステムの動作方法。
【請求項４】
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　論理的に区画されたソリッドステートメモリシステム動作方法において、
　ソリッドステートメモリのパーティションメタデータが変化されたか否かを判定し、
　前記パーティションメタデータが変化されたと判定された場合、前記ソリッドステート
メモリに格納された無効データの位置を検索するように前記パーティションメタデータを
分析することを備え、
　前記パーティションメタデータを分析することは、前記無効データの領域を無効化する
ことを含み、
　前記パーティションメタデータが変化されたか否かを判定することは、パーティション
テーブルに含まれた前記パーティションメタデータが変化されたことに基づき、
　前記無効データは、マージ動作の実行中にコピーされないことを特徴とするソリッドス
テートメモリシステム動作方法。
【請求項５】
　前記パーティションメタデータを分析することは、パーティションのファイルシステム
種類が変化されたか否かを判定することと、前記変化されたファイルシステムに対応する
データを無効化することと、を含むことを特徴とする請求項４に記載のソリッドステート
メモリシステム動作方法。
【請求項６】
　前記パーティションメタデータを分析することは、パーティションが変化されたか否か
を判定することと、前記変化されたパーティションに応じてデータを無効化することと、
を含むことを特徴とする請求項４に記載のソリッドステートメモリシステム動作方法。
【請求項７】
　前記パーティションメタデータはマスタブートレコード（ＭＢＲ）に含まれることを特
徴とする請求項４に記載のソリッドステートメモリシステム動作方法。
【請求項８】
　前記パーティションメタデータはＧＵＩＤパーティションテーブル（ＧＰＴ）に含まれ
ることを特徴とする請求項４に記載のソリッドステートメモリシステム動作方法。
【請求項９】
　ソリッドステートメモリと、
　制御機と、を含み、
　前記制御機は論理的に前記ソリッドステートメモリを区画し、前記論理的に区画された
ソリッドステートメモリのメタデータをモニタし、前記メタデータに更新があったと判定
された場合、前記ソリッドステートメモリに格納された無効データの位置を検索し、前記
無効データの領域を無効化し、
　前記メタデータは格納レベルメタデータであり、
　前記メタデータはパーティションテーブルに含まれ、前記無効データは前記パーティシ
ョンテーブルの前記メタデータの変化によって検索され、
　前記無効データは、マージ動作の実行中にコピーされないことを特徴とするソリッドス
テートメモリシステム。
【請求項１０】
　前記パーティションテーブルはマスタブートレコード（ＭＢＲ）に含まれることを特徴
とする請求項９に記載のソリッドステートメモリシステム。
【請求項１１】
　前記パーティションテーブルはＧＵＩＤパーティションテーブル（ＧＰＴ）に含まれる
ことを特徴とする請求項９に記載のソリッドステートメモリシステム。
【請求項１２】
　バスシステムと、
　前記バスシステムに連結され、前記バスシステムを初期化するのに利用されるソフトウ
エアを格納する読み出し専用メモリと、
　前記バスシステムに連結され、ワーキングメモリとして機能するランダムアクセスメモ
リと、
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　前記バスシステムに連結される中央処理ユニットと、
　前記バスシステムに連結され、ソリッドステートメモリ及び制御機を含むソリッドステ
ートメモリシステムと、で構成され、
　前記制御機は論理的に前記ソリッドステートメモリを区画し、前記論理的に区画された
ソリッドステートメモリのメタデータをモニタし、前記メタデータに更新があったと判定
された場合、前記ソリッドステートメモリに格納された無効データの位置を検索し、前記
無効データの領域を無効化し、
　前記メタデータは格納レベルメタデータであり、
　前記メタデータはパーティションテーブルに含まれ、前記無効データは前記パーティシ
ョンテーブルの前記メタデータの変化によって検索され、
　前記無効データは、マージ動作の実行中にコピーされないことを特徴とするコンピュー
タシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の優先権請求は、２００８年１１月６日に出願された韓国出願番号２００７－０
１１２７９１に基づき、その内容はレファランスとしてこれに統合される。
　本発明は、一般的にメモリシステムに係り、さらに具体的には、ソリッドステートメモ
リ（ＳＳＭ）、ＳＳＭを有するコンピュータシステム、及びＳＳＭの駆動方法に関する。
ＳＳＭは一例として、コンピュータシステムのメインメモリ及びコンピュータシステムの
ソリッドステートドライバ（ＳＳＤ）を含む。
【背景技術】
【０００２】
　ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）はデータ記憶装置であり、典型的には通常のハー
ドディスクドライブ（ＨＤＤ）に匹敵し、よって大多数のアプリケーションでＨＤＤから
容易に取り替えることができる。ＨＤＤのように回転するディスク媒体に比べて、ＳＳＤ
は探索時間、待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）、そして他の電子‐機械学的な遅延、通常のＨ
ＤＤに係わる欠点を大いに除去する。
　ＳＳＤは、一般的にＮＡＮＤフラッシュ（不揮発性）あるいはＳＤＲＡＭ（揮発性）の
うちの一つで構成される。
【０００３】
　ＳＤＲＡＭのような揮発性メモリに基づくＳＳＤは早いデータアクセスを特徴とし、ま
たディスクドライバの待ち時間によって異なるようにまたオープンされるアプリケーショ
ンを加速化するために主に使用される。ＳＤＲＡＭに基づくＳＳＤの揮発性メモリは、典
型的にデータ存続性を保障するように内部バッテリ及びバックアップディスクシステムの
挿入を要求する。もし電源が遮断されれば、バッテリはＳＤＲＡＭからバックアップディ
スクシステムにコピーしたデータの十分な区間の間電源を維持する。電源の回復後に、Ｓ
ＳＤの正常動作が始まる時間に、データはバックアップディスクからＳＤＲＡＭにまたコ
ピーされる。
【０００４】
　しかし、大多数のＳＳＤ製造者は、ＳＤＲＡＭに基づくＳＳＤと比べてもっと粗く簡単
に製造できる不揮発性メモリを使用する。このようなフラッシュメモリに基づくＳＳＤは
、またフラッシュドライバとして知られており、バッテリを要求せず、製造者がもっと容
易に標準ハードディスクドライバをコピーできるようにする。尚、不揮発性フラッシュＳ
ＳＤは電源が遮断される間はメモリを維持する。
【特許文献１】米国出願公開２００６－０１５２９８１
【特許文献２】米国無審査出願１２／０１５，５４８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　本発明の目的は、ホストが介入せずに動作性能を向上させることができるソリッドステ
ートメモリを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面によって、ソリッドステートメモリシステムの駆動方法が提供される。
この方法によれば、論理的にソリッドステートメモリシステムを区画し、前記論理的に区
画されたソリッドステートメモリのメタデータを更新し、前記更新されたメタデータが前
記ソリッドステートメモリシステムに格納された無効データを検索するようにモニタする
。
【０００７】
　本発明の他の側面によって、論理的に区画されたソリッドステートメモリシステム駆動
方法が提供される。この方法は、ソリッドステートメモリのパーティションメタデータが
変化されたか否かを決定することと、前記ソリッドステートメモリに格納された無効デー
タを検索するように前記パーティションメタデータを分析することとを含む。
【０００８】
　本発明のまた他の側面によって、ソリッドステートメモリシステムが提供される。前記
ソリッドステートメモリシステムは、ソリッドステートメモリと、制御機と、を含み、前
記制御機は論理的に前記ソリッドステートメモリを区画し、前記論理的に区画されたソリ
ッドステートメモリのメタデータを更新し、前記ソリッドステートメモリシステム内に格
納された無効データを検索するように前記更新されたメタデータをモニタする。
【０００９】
　本発明のまた他の側面によって、コンピュータシステムは、バスシステムと、前記バス
システムに連結され、前記バスシステムを初期化するのに利用されるソフトウエアを格納
する読み出し専用メモリと、前記バスシステムに連結され、ワーキングメモリとして機能
するランダムアクセスメモリと、中央処理ユニットと、前記バスシステムに連結され、ソ
リッドステートメモリ及び制御機を含むソリッドステートメモリシステムと、を含む。前
記制御機は論理的に前記ソリッドステートメモリを区画し、前記論理的にパーティション
されたソリッドステートメモリのメタデータを更新し、前記ソリッドステートメモリシス
テムに格納された無効データを検索するように前記更新されたメタデータをモニタする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によるソリッドステートメモリは、ホストが介入せずに動作性能を向上させるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　先ず、本発明の実施の形態が説明されるが、本発明はこれに限定されない。本発明は下
記で説明される実験的な実施の形態に限定されず、本発明の範囲の拡張は添付された特許
請求の範囲によって定まる。
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態によるソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）のブロックダ
イアグラムを示す。図１を参照すると、本実施の形態によるＳＳＤ１０００は、ＳＳＤ制
御機１２００及び不揮発性記憶メディア１４００を含む。
　ＳＳＤ制御機１２００は、第１及び第２インタフェース１２１０、１２３０、制御機１
２２０及びメモリ１２４０を含む。
【００１３】
　第１インタフェース１２１０は、ホスト装置、例えば、ホスト中央処理ユニット（ＣＰ
Ｕ、図示せず）とのデータ入出力インタフェースとして機能する。第１インタフェース１
２１０は、一例として、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）インタフ
ェース、ＡＴＡ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ）イ
ンタフェース、ＳＡＴＡ（シリアルＡＴＡ）インタフェース、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃ
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ｏｕｍｐｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）インタフェースであり得るが、こ
れに限定されない。
【００１４】
　第２インタフェース１２３０は、不揮発性記憶メディア１４００とのデータ入出力イン
タフェースとして機能する。特に、第２インタフェース１２３０は、不揮発性記憶メディ
ア１４００へ／からの様々な命令、アドレス及びデータ送／受信に利用される。従来技術
から周知のように、第２インタフェース１２３０には様々な構造及び構成を採用でき、説
明の便宜のためにその詳細な説明は省略する。
【００１５】
　制御機１２２０及びメモリ１２４０は第１及び第２インタフェース１２１０、１２３０
の間に動作的に連結され、そして両方ともホスト装置（図示せず）と不揮発性記憶メディ
ア１４００との間におけるデータの流れを制御／管理する。メモリ１２４０は、例えば、
ＤＲＡＭのようなメモリ装置であり、制御機１２２０は、例えば、中央処理ユニット（Ｃ
ＰＵ）、直接メモリアクセス（ＤＭＡ）制御機、及びエラー訂正制御（ＥＣＣ）エンジン
を含む。制御機の機能性の例は一般的に特許文献１に記載されており、レファレンスとし
てこれに統合される。ホスト装置（図示せず）及びＳＳＤメモリバンクの間のデータを伝
送するための制御機１２２０（及びメモリ１２４０）によって行われる一般的な動作は、
従来の技術に記述されたものによって理解できるはずなので、それに対する詳細は説明の
便宜のためにここでは省略する。但し、後に表現される動作的説明は、主に本発明の様々
な実施の形態に関する発明的な側面に集中する。
【００１６】
　また図１を参照すると、本実施の形態による不揮発性記憶メディア１４００は、高速不
揮発性メモリ（ＮＶＭ）１４１０及び低速不揮発性メモリ（ＮＶＭ）１４２０を含む。し
かし、ここで実施の形態はデュアルスピードメモリを有する構造に限定されない。すなわ
ち、不揮発性記憶メディア１４００は、単一スピードで動作する単一種類のメモリで構成
することができる。
【００１７】
　高速不揮発性メモリ１４１０は、低速不揮発性メモリ１４２０に比べて相対的に高速（
例えば、任意の書込み速度）で動作可能である。
　一例として、高速不揮発性メモリ１４１０はシングルレベルセル（ＳＬＣ）フラッシュ
メモリであり、低速不揮発性メモリ１４２０はマルチレベルセル（ＭＬＣ）フラッシュメ
モリである。しかし、本発明はこれに限定されない。例えば、高速不揮発性メモリ１４１
０は、相変化ランダムアクセスメモリ（ＰＲＡＭ）、あるいはセル当り１ビットが使用さ
れるＭＬＣフラッシュメモリであってもよい。または、高速不揮発性メモリ１４１０及び
低速不揮発性メモリ１４２０は同一種類のメモリで構成することができる。ここで動作速
度は、高速不揮発性メモリ１４１０に微細な粒子（ｆｉｎｅ－ｇｒａｉｎ）マッピングし
低速不揮発性メモリ１４２０に粗い粒子（ｃｏａｒｓｅ－ｇｒａｉｎ）マッピングするこ
とによって異なる。
【００１８】
　一般に、高速不揮発性メモリ１４１０は、メタデータのような頻繁にアクセスされる（
書き込まれる）データを格納するのに利用され、低速不揮発性メモリ１４２０は、メディ
アデータのような低い頻度でアクセスされる（書き込まれる）データを格納するのに利用
される。言い換えれば、後述するように、高速不揮発性メモリ１４１０におけるデータ書
込み周波数は、低速不揮発性メモリ１４２０におけるデータ書込み周波数より統計的に高
い。尚、格納されたそれぞれのデータの本性によって、低速不揮発性メモリ１４２０の格
納能力は通常的に高速不揮発性メモリ１４１０よりも高い。高速及び低速メモリが互いに
異なる種類のデータを格納するのに効果的に利用される実施の形態に対するさらに詳細な
討議は、主に２００８年７月１７日に提出された特許文献２に記載されており、それの全
体内容はレファレンスとしてここに統合される。しかし、本発明の実施の形態は、互いに
異なる速度で動作する二つあるいはそれ以上のメモリの使用に限定されない。
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【００１９】
　図２は、不揮発性記憶メディア１４００における論理的分割の例を示す。図２を参照す
ると、ソリッドステートメモリの第１「セクタ」はマスタブートレコード（ＭＢＲ）で、
メモリの他のセクタはパーティション（区画）の個数で分けられる。尚、各パーティショ
ンは一般的に論理前端にブートレコードを含む。
【００２０】
　図３は、図２に図示されたＭＢＲの周知の５１２バイト例を示す。一般に、ＭＢＲは、
例えば、ソリッドステートメモリの主要パーティションテーブルを維持するのに使用され
る。これはまた、コンピュータシステムのバイアス伝送を実行した後にＭＢＲ内に存在す
るコード指示を行うためのブートストラッピング動作に使用される。尚、ＭＢＲは、個別
的な記憶メディアを唯一に認識するのに使用される。
【００２１】
　図４は、図３に図示されたＭＢＲの単一１６バイトパーティションレコードのレイアウ
トの例を示す。ＭＢＲパーティションテーブル標準の例で、図４に図示されたパーティシ
ョンレコードの４個はＭＢＲのパーティションテーブルを含む。
【００２２】
　図５は、パーティション種類及び対応するＩＤ値を示すテーブルである。この点で、動
作システム（ＯＳ）は追加的に詳細化された主要パーティションで複数のパーティション
を作ることができる。このようなパーティションは「拡張されたパーティション」と称さ
れる。拡張されたパーティションの各パーティションはいわゆる論理的パーティションと
呼ばれ、そして各論理的パーティションは等しいかまたは互いに異なるファイルシステム
を改造する。
【００２３】
　上述されたＭＢＲ技術は、次第に発展する産業において幾つかの標準のうち一つとして
現在公表されている。例えば、拡張可能なファームウェアインタフェース（ＥＦＩ）標準
は、ＰＣバイアス標準のための代替として提案された。一方、ＰＣバイアス標準は上述し
たＭＢＲ技術を利用し、ＥＦＩ標準は論理的に区画されたソリッドステートドライブにお
いてパーティションテーブルのレイアウトのための標準としてＧＵＩＤパーティションテ
ーブル（ＧＰＴ）を使用する。本発明は特定のパーティション標準に限定されない。
【００２４】
　図３のＭＢＲ（あるいはＧＵＩＤ）パーティションテーブルに含まれたデータは「格納
‐レベル」メタデータの例であり、例えば、ソリッドステートメモリの論理格納領域に関
するメタデータである。これは、コンピュータシステムのファイルシステムに関するメタ
データである「ファイルシステムレベル」メタデータと対照される。ファイルシステムの
例は、ファイル割当てテーブル（ＦＡＴ）、ニューテクノロジーファイルシステム（ＮＴ
ＦＳ）、第２及び第３拡張ファイルシステム（ｅｘｔ２及びｅｘｔ３）を含む。
【００２５】
　すなわち、ユーザがソリッドステートメモリ１４００からファイルを削除する時、シス
テムで動作するファイルシステムは削除命令を処理し、そしてユーザの観点から、メモリ
１４００からファイルを除去するように示される。しかし、実際、一般的なファイルシス
テムは物理的メモリにファイルデータを捨て、その代り、データは「無効」と見なされる
。ホストシステムはファイルシステムと共に通信するためのアプリケーションプログラム
を含む。フラッシュ変換階層（ＦＴＬ）はソリッドステートメモリ１４００にファイルに
関するメモリユニットの物理的位置のトラックを維持する。それで、ファイルシステムは
、ただレファレンス論理メモリユニットのみを要する。
【００２６】
　下記でさらに詳しく説明される本発明の実施の形態では、ソリッドステートメモリシス
テムに格納された無効データの位置を検索するために更新されたメタデータを少なくとも
部分的にモニタするように指示される。
　モニタされたメタデータは、格納レベルメタデータあるいはファイルシステムレベルメ
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タデータである。例えば、格納レベルメタデータの場合には、メタデータがパーティショ
ンテーブルに含まれ、そして無効データはパーティションテーブルのメタデータ内で変化
によって検索される。
【００２７】
　例えば、一つの実施の形態において、ソリッドステートメモリのパーティションメタデ
ータの変化の有無が決定され、その時、パーティションメタデータはソリッドステートメ
モリに格納された無効データを検索するように分析される。この分析は、パーティション
のファイルシステムの種類が変化されたか否かを決定することと、変化されたファイルシ
ステムの種類に対応してデータを無効化することを含む。選択的に、あるいは追加的に、
分析はパーティションが変化されたか否かを決定することと、変化されたパーティション
に対応してデータを無効化することを含む。
【００２８】
　本発明の実施の形態によってソリッドステートメモリの削除されたデータ領域を無効化
する方法について、図６及び図７を参照して説明する。
　一般に、本実施の形態はＢＩＯＳシステムでＭＢＲのプライマリーパーティションの標
準テーブルのようなパーティションテーブルに含まれたメタデータのモニタリングに関す
る。図６のステップ６０１及び６０２で、ＭＢＲアドレス領域はＭＢＲアドレスがアクセ
スされたかを決定するようにモニタされる。ＭＢＲ、プライマリーパーティション、及び
パーティションレコードの例は図７に図示されている。
【００２９】
　ＭＢＲアドレスがアクセスされたと決定されると、ステップ６０３でパーティションテ
ーブルが変化されたか否かが決定される。例えば、パーティションテーブルはパーティシ
ョンが分割された状況によって変化するであろう。この場合において、分割されたパーテ
ィションのすべてのデータが無効化される。
【００３０】
　ステップ６０３でパーティションテーブルが変化されたら、ステップ６０４で、パーテ
ィションの開始位置及びファイルシステム（パーティション種類）の種類、が構成される
。次に、ステップ６０５で、メタデータはファイルシステムの種類によって分析され、そ
して削除されたデータ領域は無効化される。
【００３１】
　本発明の実施の形態によってソリッドステートメモリの削除されたデータ領域を無効化
する方法について、８及び図９を参照して説明する。
　一般に、本実施の形態はファイル割当てテーブル（ＦＡＴ）に含まれたメタデータのモ
ニタリングに関する。特に、クラスタ連係（あるいはそれの欠如）を検査することで、ク
ラスタ領域に関するデータが削除されたデータであるか否かが決定される。
【００３２】
　一般に、フラッシュ種類ソリッドステートメモリでファイルを格納するのに使用される
ファイルシステムは、ファイルを維持するように割当てることができるディスク空間の最
も小さな論理的量を説明するように定義されたメモリ割当てのユニットを有する。例えば
、ファイル割当てテーブル（ＦＡＴ）として知られたＭＳ－ＤＯＳファイルシステムでは
、このようなメモリ割当てのユニットをクラスタと称する。
【００３３】
　図８の方法で、ファイルエントリはステップ８０１及びステップ８０２で初期的に点検
され、ファイルエントリが［００００００］であるか否か決定される。もし、ステップ８
０２でエントリが［００００００］であれば、ステップ８０３でマッチされたクラスタは
連結されず、それのデータは無効化される。
【００３４】
　本発明の実施の形態によってソリッドステートメモリの削除されたデータ領域を無効化
する方法について１０及び図１１を参照して説明する。
　一般に、本実施の形態はニューテクノロジーファイルシステム（ＮＴＦＳ）に含まれた
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メタデータのモニタリングに関する。ステップ１００１で、ＮＴＦＳブートレコードから
マスタファイルテーブル（ＭＦＴ）の開始が点検される。その例として、ステップ１００
２で、ＭＦＴの６番目エントリである＄ビットマップが検索され、ステップ１００３で、
ビットマップテーブルが点検される。ステップ１００４で、ビットマップテーブルに削除
されたデータが存在するかどうかが決定され、もし削除されたデータが存在すれば、マッ
チされたデータ領域は無効化される。
【００３５】
　上述したようにデータ及びデータ領域を無効にすることで、無効データをコピーせずに
ソリッドステートディスクＳＳＤドライバ内でマージ動作が遂行可能である。追加で、例
えば、ガーベジコレクションシステムはさらに効率的でありうる。
【００３６】
　図１２は、本発明の実施の形態によるコンピュータシステムのブロックダイアグラムで
ある。図１２に示すように、コンピュータシステムは、バスシステム１０、及びバスシス
テム１０に連結され、コンピュータシステムを初期化するのに使用されるソフトウエア（
例えば、ＢＩＯＳ）を格納する読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）を含む。コンピュータシス
テムは、ワーキングメモリとして機能するＲＡＭ１２、中央処理ユニット１３、及びソリ
ッドステートメモリシステム１４を含み、それらは全てバスシステム１０に連結される。
ソリッドステートメモリシステムはソリッドステートメモリ及び制御機（図１を参照）を
含む。また、図１２に図示された例で、ソリッドステートメモリシステムはマスタブート
レコードを含み、複数のパーティションに論理的に分割される。
【００３７】
　上述された主題は図示的に説明されたものでこれに限定されず、そして添付の特許請求
の範囲は、本発明の真の精神及び範囲内でこのような変更、強化、そして他の実施の形態
を全てカバーするよう意図される。従って、法によって許された最大の拡張に関しては、
本発明の保護範囲は特許請求の範囲そしてそれらの均等物をできるだけ最も広く解釈する
ことで決定され、そして詳細な説明の実施例によって制約あるいは限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施の形態によるソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）のブロックダイ
アグラムである。
【図２】ソリッドステートドライブのメモリの論理的分割を示す概略的なダイアグラムで
ある。
【図３】マスタブートレコード（ＭＢＲ）の構造を概略的に示すダイアグラムである。
【図４】図３の前記ＭＢＲに含まれたパーティションレコードを概略的に示すダイアグラ
ムである。
【図５】パーティション種類及び対応するＩＤ値を示すテーブルである。
【図６】本発明の実施の形態による無効データ領域を検索する方法を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図７】本発明の実施の形態による無効データ領域を検索する方法を説明するため概略的
なダイアグラムである。
【図８】本発明の実施の形態による無効データ領域を検索する方法を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図９】本発明の実施の形態による無効データ領域を検索する方法を説明するための概略
的なダイアグラムである。
【図１０】本発明の実施の形態による無効データ領域を検索する方法を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態による無効データ領域を検索する方法を説明するための概
略的なダイアグラムである。
【図１２】本発明の実施の形態によるメモリシステムのシステムレベルダイアグラムであ
る。
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【符号の説明】
【００３９】
　１０００　　ソリッドステートドライブ
　１２００　　ＳＳＤ制御機
　１２１０　　インタフェース
　１２２０　　制御機
　１２３０　　インタフェース
　１２４０　　メモリ
　１４００　　不揮発性記憶メディア
　１４１０　　高速不揮発性メモリ
　１４２０　　低速不揮発性メモリ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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