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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不揮発性メモリシステムにおいて書込み操作を実行するための方法であって、該不揮発
性メモリシステムは、複数の消去ユニットを有する不揮発性メモリを含み、該消去ユニッ
トの各々は、ある順番で構成された複数のプログラミングユニットを含み、第１の論理ユ
ニットは、第１の消去ユニットと関連し、ある順番で構成された複数の論理サブユニット
を含み、該方法は、
　該第１の消去ユニット内の該プログラミングユニットをプログラミングユニットの複数
のグループにグループ分けするステップであって、該グループは、ある順番で構成されて
いる、ステップと、
　第１の論理サブユニットのコンテンツを、該第１の消去ユニットのプログラミングユニ
ットの第１のグループ内の第１のプログラミングユニットに書き込むステップと、
　次いで、第２の論理サブユニットのコンテンツを、該プログラミングユニットの第１の
グループの第２のプログラミングユニットに書き込むステップであって、該第２の論理サ
ブユニットは、該第１の論理サブユニットよりも該論理サブユニットの順番的に後ろにあ
り、該第２のプログラミングユニットは、該第１のプログラミングユニットよりも該プロ
グラミングユニットの順番的に後ろにある、ステップと、
　次いで、該第１の論理ユニットの第３の論理サブユニットのコンテンツを、該第１の消
去ユニットのプログラミングユニットの第２のグループ内のプログラミングユニットに書
き込むステップであって、該第３の論理サブユニットは、該第２の論理サブユニットより
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も該論理サブユニットの順番的に前にある、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　第３の論理サブユニットのコンテンツを書き込むステップの後に、第４の論理サブユニ
ットのコンテンツを前記第２のグループのプログラミングユニットに書き込むステップで
あって、該第４の論理サブユニットは、該第３の論理サブユニットよりも前記論理サブユ
ニットの順番的に後ろにある、ステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第１の識別子を前記プログラミングユニットの第１のグループに書き込むステップであ
って、該第１の識別子は、前記第１の論理ユニットを実質的に識別するように構成される
、ステップと、
　第２の論理ユニットの第１の論理サブユニットのコンテンツを、前記第１の消去ユニッ
ト内のプログラミングユニットの第２のグループのプログラミングユニットに書き込むス
テップと、
　第２の識別子を前記プログラミングユニットの第２のグループに書き込むステップであ
って、該第２の識別子は、前記第２の論理ユニットを実質的に識別するように構成される
、ステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記消去ユニットの各々は、物理ブロックであり、前記第１の論理ユニットは、論理ブ
ロックであり、各物理プログラミングユニットは、物理ページであり、前記論理サブユニ
ットの各々は、論理ページである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第３の論理サブユニットのコンテンツは、前記第１の論理サブユニットのコンテン
ツに実質的に取って代わる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の論理サブユニットは、前記第１の論理ユニット内の第１の論理グループ分け
に含まれ、前記第３の論理サブユニットは、該第１の論理ユニット内の第２の論理グルー
プ分けに含まれ、前記方法は、
　前記プログラミングユニットの第１のグループを該第１の論理グループ分けに関連する
として実質的に識別する第１の指示子を該プログラミングユニットの第１のグループに書
き込むステップと、
　前記プログラミングユニットの第２のグループを該第２の論理グループ分けに関連する
として実質的に識別する第２の指示子を該プログラミングユニットの第２のグループに書
き込むステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第３の論理サブユニットのコンテンツを書き込むステップの後に、前記不揮発性メ
モリに書き込まれる第４の論理サブユニットのコンテンツを受取るステップであって、該
第４の論理サブユニットは、該第３の論理サブユニットよりも前記論理サブユニットの順
番的に前である、ステップと、
　前記第１の消去ユニット内のプログラミングユニットのグループのうちの１つが書き込
みに利用可能であるかを決定するステップと、
　該プログラミングユニットのどのグループも書き込みに利用可能でないということに応
答して、該第１の消去ユニットの該複数のプログラミングユニットに以前書き込まれた前
記第１の論理ユニットのコンテンツを、第２の消去ユニット内のプログラミングユニット
の第１のグループのプログラミングユニットにマージするステップと、
　次いで、該第４の論理サブユニットのコンテンツを該第２の消去ユニットのプログラミ
ングユニットの第２のグループのプログラミングユニットに書き込むステップと
　をさらに包含する、請求項１に記載の方法。
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【請求項８】
　前記マージするステップが、前記第１の消去ユニットの複数のプログラミングユニット
に以前書き込まれた前記第１の論理ユニットのコンテンツを別の消去ユニットに格納され
た該第１の論理ユニットのコンテンツとマージする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の論理ユニットのさらなるコンテンツがまだ更新されないでいるかを決定する
ステップと、
　更新されるべきさらなるコンテンツが残っていることに応答して、前記決定するステッ
プ、マージするステップおよび書き込むステップを繰り返すステップと、
　更新されるべきさらなるコンテンツが残ってないことに応答して、該第１の論理ユニッ
トに関連し、前記第２の消去ユニットに格納されたコンテンツを第３の消去ユニットにマ
ージするステップと
　をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　複数の消去ユニットを有する不揮発性メモリであって、該消去ユニットの各々は、ある
順番で構成された複数のプログラミングユニットを含み、第１の論理ユニットは、第１の
消去ユニットと関連し、複数の論理サブユニットを含む、不揮発性メモリと、
　一連の動作に従って、該消去ユニット内のプログラミングユニットのグループに従った
該不揮発性メモリへのコンテンツの書込みを制御する手段であって、該グループはある順
番で構成され、該一連の動作は、
　　第１の論理サブユニットのコンテンツを、該第１の消去ユニットのプログラミングユ
ニットの第１のグループ内の第１のプログラミングユニットに書き込むことと、
　　次いで、第２の論理サブユニットのコンテンツを、該プログラミングユニットの第１
のグループの第２のプログラミングユニットに書き込むことであって、該第２の論理サブ
ユニットは、該第１の論理サブユニットよりも該論理サブユニットの順番的に後ろにあり
、該第２のプログラミングユニットは、該第１のプログラミングユニットよりも該プログ
ラミングユニットの順番的に後ろにある、ことと、
　　次いで、該第１の論理ユニットの第３の論理サブユニットのコンテンツを、該第１の
消去ユニットのプログラミングユニットの第２のグループ内のプログラミングユニットに
書き込むことであって、該第３の論理サブユニットは、該第２の論理サブユニットよりも
該論理サブユニットの順番的に前にある、ことと
　　を含む、手段と
　を含む、不揮発性メモリシステム。
【請求項１１】
　前記制御する手段が、
　前記一連の動作を実行するコードデバイスと、
　該コードデバイスにアクセスし、該コードデバイスを実行するプロセッサと
　を備える、請求項１０に記載の不揮発性メモリシステム。
【請求項１２】
　前記第３の論理サブユニットのコンテンツは、前記第１の論理サブユニットのコンテン
ツに実質的に取って代わる、請求項１０に記載の不揮発性メモリシステム。
【請求項１３】
　前記消去ユニットの各々は、物理ブロックであり、前記第１の論理ユニットは、論理ブ
ロックであり、前記プログラミングユニットの各々は、物理ページであり、前記論理サブ
ユニットの各々は、論理ページである、請求項１０に記載の不揮発性メモリシステム。
【請求項１４】
　前記一連の動作が、
　前記第３の論理サブユニットのコンテンツを書き込む動作の後に、前記不揮発性メモリ
に書き込まれる第４の論理サブユニットのコンテンツを受取ることであって、該第４の論
理サブユニットは、該第３の論理サブユニットよりも前記論理サブユニットの順番的に前
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である、ことと、
　前記第１の消去ユニット内のプログラミングユニットのグループのうちの１つが書き込
みに利用可能であるかを決定することと、
　該プログラミングユニットのどのグループも書き込みに利用可能でないということに応
答して、該第１の消去ユニットの該複数のプログラミングユニットに以前書き込まれた前
記第１の論理ユニットのコンテンツを、第２の消去ユニット内のプログラミングユニット
の第１のグループのプログラミングユニットにマージすることと、
　次いで、該第４の論理サブユニットのコンテンツを該第２の消去ユニットのプログラミ
ングユニットの第２のグループのプログラミングユニットに書き込むことと
　をさらに含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記マージする動作が、前記第１の消去ユニットの複数のプログラミングユニットに以
前書き込まれた前記第１の論理ユニットのコンテンツを別の消去ユニットに格納された該
第１の論理ユニットのコンテンツとマージする、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記一連の動作が、
　前記第１の論理ユニットのさらなるコンテンツがまだ更新されないでいるかを決定する
ことと、
　更新されるべきさらなるコンテンツが残っていることに応答して、前記決定するステッ
プ、マージするステップおよび書き込むステップを繰り返すことと、
　更新されるべきさらなるコンテンツが残ってないことに応答して、該第１の論理ユニッ
トに関連し、前記第２の消去ユニットに格納されたコンテンツを第３の消去ユニットにマ
ージすることと
　をさらに含む、請求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（１．発明の分野）
　本発明は、一般的に、大容量デジタルデータストレージシステムに関する。より詳細に
は、本発明は、ブロックのページが実質的にアウトオブシーケンスで効果的に書き込まれ
ることを可能にするためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
（２．関連技術の説明）
　フラッシュメモリストレージシステム等の不揮発性メモリシステムの利用は、そのよう
なメモリシステムの物理サイズがコンパクトであり、かつ、不揮発性メモリは繰り返し再
プログラムされ得るために、増加している。フラッシュメモリストレージシステムの物理
サイズのコンパクトさが、ますます普及しつつあるデバイスにおけるそのようなストレー
ジシステムの利用を促進する。フラッシュメモリストレージシステムを利用するデバイス
は、デジタルカメラ、デジタルカムコーダ、デジタル音楽プレイヤ、ハンドヘルドパーソ
ナルコンピュータ、および、グローバルポジショニングデバイスを含むが、それらに制限
されない。フラッシュメモリストレージシステムに含まれる不揮発性メモリを繰り返し再
プログラムできるという能力により、フラッシュメモリストレージシステムは、利用およ
び再利用が可能になる。
【０００３】
　一般的に、フラッシュメモリストレージシステムは、フラッシュメモリカードおよびフ
ラッシュメモリチップセットを含む。フラッシュメモリチップセットは、一般的に、フラ
ッシュメモリコンポーネントおよびコントローラコンポーネントを含む。典型的には、フ
ラッシュメモリチップセットは、組み込みシステムへ組み立てられるように構成される。
そのような組み立て品またはホストシステムの製造は、典型的には、コンポーネント形式
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のフラッシュメモリ、および、他のコンポーネントを確保し、その後、フラッシュメモリ
および他のコンポーネントをホストシステムに組み立てる。
【０００４】
　効果的にフラッシュメモリを利用する能力は、フラッシュメモリシステム全体が高性能
規格に適合させることを可能にする上で、不可欠である。一般的に、非効率なフラッシュ
メモリの利用によって、結果として、フラッシュメモリシステム全体の操作を著しく遅延
させ得る消去操作および書き込み操作が頻繁に起こり得る。例えば、図１に示されるよう
に、物理ブロック１００は、第３のページと論理ブロック（示されない）の最後のページ
に対する第３のページとに関連するコンテンツ１０４を含み得る。論理ブロック（示され
ない）に関連するアップデート１１０が、論理ブロックの第４のページに関連して受信さ
れる場合、物理ブロック１００内のスペースが利用可能であっても、アップデート１１０
は物理ブロック１００内に格納され得ない。なぜなれば、ページ「Ｎ－２」１１２ａは、
既に書き込みされており、アップデート１１０は、ページ「３」１１２ｂに対して意図さ
れているからである。すなわち、ページ「Ｎ－２」１１２ａのような物理ブロック１００
の後のページが書き込まれている場合、ページ「３」１１２ｂのような物理ブロックの前
のページは、書き込まれ得ない。
【０００５】
　アップデート１１０に、物理ブロック１００内への書き込みを許可することによって、
一般的に、結果として、アウトオブシーケンス妨害、例えば、書き込み妨害が発生する。
ＭＬＣ　ＮＡＮＤフラッシュメモリ等のＮＡＮＤフラッシュメモリを含むいくらかのフラ
ッシュメモリシステムでは、アウトオブシーケンス書き込み、および部分的書き込みが許
可されない。従って、一旦、コンテンツ１０４ｂがページ「Ｎ－２」１１２ａに存在して
しまうと、ページ「３」１１２ｂにアップデート１１０を書き込むことは、多くの場合、
可能ではない。
【０００６】
　アップデート１１０に収容するために、新しい物理ブロック１２０は典型的に調達され
る。次に、コンテンツ１０４ａ、アップデート１１０、および、コンテンツ１０４ｂは、
新しい物理ブロック１２０へ書き込まれる。一旦、新しい物理ブロック１２０に書き込む
と、続いて、物理ブロック１００のコンテンツは、消去され得る。この論理ブロック（示
されない）の第４のページに関連するアップデートが絶え間なく行われる場合、新しい物
理ブロックを調達し、新しい物理ブロックに書き込み、古い物理ブロックを消去する繰り
返しプロセスが必要となり得る。結果として、「Ｎ」ページを含む各物理ブロックの３ペ
ージだけが、実質的に書き込まれ得る一方、多くのページ、例えば、Ｎ－３ページは、実
質的に空のままである。相対的に多数の書き込みおよび消去プロセスを一般的に必要とし
ながら、各物理ブロックのＮ－３ページを効果的に浪費することは、フラッシュメモリシ
ステム全体を非効率に操作させ得る。メモリリソースがより効果的に使われ得るように物
理ブロック１００等の物理ブロックのページを書き込み可能にすることによって、ＭＬＣ
　ＮＡＮＤフラッシュメモリシステム等のフラッシュメモリシステム全体の性能を向上さ
せ得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、必要とされるのは、不揮発性メモリシステムにおけるメモリリソースを、より
効果的に利用し得るシステムおよび方法である。具体的には、望まれるのは、ＭＬＣ　Ｎ
ＡＮＤフラッシュメモリシステム等のメモリシステムにおける物理ブロックの物理ページ
が、実質的にアウトオブシーケンスで書き込まれることを効果的に可能にし得るシステム
および方法である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（発明の要旨）
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　本発明は、コンテンツを物理ブロック内に効果的に格納可能にするシステムおよび方法
に関する。本発明の１つの局面によると、メモリユニットを有する不揮発性メモリシステ
ムで書き込み操作を実行するための方法は、第１のコンテンツのセットを、メモリユニッ
トの第１の物理サブユニットへ書き込むステップと、第１のコンテンツのセットが第２の
物理サブユニットに書き込まれた後に、第２のコンテンツのセットを、メモリユニットの
第２の物理サブユニットに書き込むステップとを含む。第１の物理サブユニットは、メモ
リユニットの第２の物理サブユニットの順番的に前にある。第１のコンテンツのセットは
、論理ユニットの第２の論理サブユニットに関連し、第２のコンテンツのセットは、論理
ユニットの第２の論理サブユニットの順番的に前にある論理ユニットの第１の論理サブユ
ニットに関連する。
【０００９】
　１つの実施形態では、メモリユニットは物理ブロックであり、論理ユニットは、論理ブ
ロックであり、第１の物理サブユニットは、第１の物理ページであり、第２の物理サブユ
ニットは、第２の物理ページであり、第１の論理サブユニットは、第１の論理ページであ
り、第２の論理サブユニットは、第２の論理ページである。別の実施形態では、メモリユ
ニットは、ＭＬＣ　ＮＡＮＤメモリの一部であり得る。
【００１０】
　関連するコンテンツがすでに物理ブロックに書き込まれた論理ページの順番的に前にあ
る論理ページと関連するコンテンツの物理ブロックへの格納（ｓｔｏｒａｇｅ）を許すこ
とによって、実際の物理ページは順番に書き込まれるが、物理ブロックにコンテンツの観
点からはアウトオブシーケンスの態様で効果的に書き込むことを可能にする。論理ブロッ
クのコンテンツが順序ばらばらで物理ブロックに効果的に書き込まれることを許すことに
より、必要とされる書き込みおよび消去操作が低減され得るという点において、物理ブロ
ックをより効果的に利用することが可能になる。例えば、実質的にアウトオブシーケンス
書込み操作が発生し得る場合に、新しい物理ブロックの代わりに物理ブロック内のグルー
プが調達され得るように、ブロック内のページをグループ分けすることによって、書き込
みページに関連する全体効率を改善することが可能になる。
【００１１】
　本発明の別の局面によると、論理ブロックに関連するコンテンツをメモリシステムの不
揮発性メモリの一部である物理ブロックに提供するための方法は、論理ブロックの第１の
論理ブロックの第１の論理ページに関連する第１のコンテンツのセットを入手するステッ
プと、物理ブロックに第１のコンテンツのセットを格納するステップとを含む。物理ブロ
ックに第１のコンテンツのセットを格納するステップは、物理ブロックの第１の物理グル
ープの第１の物理ページに第１のコンテンツのセットを格納するステップと、第１の論理
グループと関連するとして第１のコンテンツのセットを識別するインディケータを、第１
の物理グループに格納するステップとを含む。
【００１２】
　１つの実施形態では、第１の物理グループは、第１の物理グループの開始点において開
始する物理ページを有する複数の物理ページを含み、第１の物理グループにインディケー
タを格納するステップは、開始する物理ページにインディケータを格納するステップを含
む。別の実施形態では、本方法はまた、論理ブロックに関連する第２のコンテンツのセッ
トを入手するステップと、第２のコンテンツのセットが第１の論理グループの第２の論理
ページに関連し、かつ、第１の論理グループの第２の論理ページが第１の論理グループ内
の第１の論理ページの順番的に後ろにある場合に、第１の物理グループに第２のコンテン
ツのセットを格納するステップとを含む。
【００１３】
　本発明による方法は、不揮発性メモリシステムにおいて書込み操作を実行するための方
法であって、該不揮発性メモリシステムは、メモリユニットを有する不揮発性メモリを含
み、該メモリユニットは、論理ユニットに関連し、該メモリユニットは、第１の物理サブ
ユニットおよび第２の物理サブユニットを含み、該第２の物理サブユニットは、該第１の
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物理サブユニットよりも該メモリユニットの順番的に後ろにあり、該論理ユニットは、第
１の論理サブユニットおよび第２の論理サブユニットを含み、該第２の論理サブユニット
は、該第１の論理サブユニットの順番的に後ろにある方法であって、該方法は、第１のコ
ンテンツのセットを該第１の物理サブユニットに書き込むステップと、該第１のコンテン
ツのセットが該第１の物理サブユニットに書き込まれた後に、第２のコンテンツのセット
を該第２の物理サブユニットに書き込むステップであって、該第１のコンテンツのセット
は、該第２の論理サブユニットに関連し、該第２のコンテンツのセットは、該第１の論理
サブユニットに関連するステップとを含み、これにより上記目的が達成される。
【００１４】
　前記第１の物理サブユニットは、第１の物理グループの一部であり、該第２の物理サブ
ユニットは、第２の物理グループの一部であり、該第１の物理グループおよび該第２の物
理グループは、前記メモリユニットに関連してもよい。
【００１５】
　前記第２の物理グループは、複数のサブユニットを含み、該複数のサブユニットは、前
記第２の物理サブユニットを含み、前記第２のコンテンツのセットが該第２の物理サブユ
ニットに書き込まれた後に、該第２の物理グループに含まれる該複数のサブユニットに書
き込まれる実質的に任意のコンテンツは、前記第１の論理サブユニットの順番的に後ろに
ある論理サブユニットに関連してもよい。
【００１６】
　第１の識別子を前記第１の物理グループへ書き込むステップであって、該第１の識別子
は、前記第２の論理サブユニットを実質的に識別するように構成されるステップと、第２
の識別子を前記第２の物理グループへ書き込むステップであって、該第２の識別子は、前
記第１の論理サブユニットを実質的に識別するように構成されるステップとをさらに含ん
でもよい。
【００１７】
　前記メモリユニットは、物理ブロックであり、前記論理ユニットは、論理ブロックであ
り、前記第１の物理サブユニットは、第１の物理ページであり、前記第２の物理サブユニ
ットは、第２の物理ページであり、前記第１の論理サブユニットは、第１の論理ページで
あり、前記第２の論理サブユニットは、第２の論理ページであってもよい。
【００１８】
　前記不揮発性メモリは、フラッシュメモリであってもよい。
【００１９】
　前記フラッシュメモリは、ＮＡＮＤフラッシュメモリおよびＭＬＣ　ＮＡＮＤフラッシ
ュメモリの一方であってもよい。
【００２０】
　本発明による方法は、フラッシュメモリシステムにおいて書込み操作を実行するための
方法であって、該フラッシュメモリシステムは、メモリユニットを含み、該メモリユニッ
トは、論理ユニットに関連し、該メモリユニットは、第１の物理サブユニットおよび第２
の物理サブユニットを含み、該第２の物理サブユニットは、該第１の物理サブユニットよ
りも該メモリユニットの順番的に後ろにあり、該論理ユニットは、第１の論理サブユニッ
トを含む方法であって、該方法は、第１のコンテンツのセットを該第１の物理サブユニッ
トに書き込むステップと、該第１のコンテンツのセットが該第１の物理サブユニットに書
き込まれた後に、第２のコンテンツのセットを該第２の物理サブユニットに書き込むステ
ップであって、該第１のコンテンツのセットおよび該第２のコンテンツのセットは、該第
１の論理サブユニットに関連し、該第２のコンテンツのセットは、実質的に該第１のコン
テンツを更新するように構成されるステップとを含み、これにより上記目的が達成される
。
【００２１】
　前記第１の物理サブユニットは、第１の物理グループの一部であり、前記第２の物理サ
ブユニットは、第２の物理グループの一部であり、該第１の物理グループおよび該第２の
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物理グループは、前記メモリユニットに関連してもよい。
【００２２】
　前記第１の論理サブユニットは、前記論理ユニット内の第１の論理グループ分けに含ま
れ、前記方法は、該第１の論理グループ分けを前記第１の物理グループに関連するとして
実質的に識別する該第１の物理グループに、第１の識別子を書き込むステップと、該第１
の論理グループ分けを前記第２の物理グループに関連するとして実質的に識別する第２の
識別子を該第２の物理グループに、書き込むステップとをさらに含んでもよい。
【００２３】
　前記第２の物理グループは、複数のサブユニットを含み、該複数のサブユニットは、前
記第２の物理サブユニットを含み、前記第２のコンテンツのセットが該第２の物理サブユ
ニットに書き込まれた後に、該第２の物理グループに含まれる該複数のサブユニットに書
き込まれる実質的に任意のコンテンツは、前記第１の論理サブユニットの順番的に後ろに
ある論理サブユニットに関連してもよい。
【００２４】
　前記メモリユニットは、物理ブロックであり、前記論理ユニットは、論理ブロックであ
り、前記第１の物理サブユニットは、第１の物理ページであり、前記第２の物理サブユニ
ットは、第２の物理ページであり、前記第１の論理サブユニットは、第１の論理ページで
あってもよい。
【００２５】
　前記不揮発性メモリは、フラッシュメモリであってもよい。
【００２６】
　前記フラッシュメモリは、ＮＡＮＤフラッシュメモリおよびＭＬＣ　ＮＡＮＤフラッシ
ュメモリの一方であってもよい。
【００２７】
　本発明による不揮発性メモリシステムは、メモリユニットを有する不揮発性メモリであ
って、該メモリユニットは、論理ユニットと関連し、該メモリユニットは、第１の物理サ
ブユニットおよび第２の物理サブユニットを含み、該第２の物理サブユニットは、該第１
の物理サブユニットよりも該メモリユニットの順番的に後ろにあり、該論理ユニットは、
第１の論理サブユニットおよび第２の論理サブユニットを含み、該第２の論理サブユニッ
トは、該第１の論理サブユニットの順番的に後ろにある、不揮発性メモリと、該第１の物
理サブユニットへ第１のコンテンツのセットを書き込ませるコードデバイスと、該第１の
コンテンツのセットが該第１の物理サブユニットに書き込まれた後に、該第２の物理サブ
ユニットに第２のコンテンツのセットを書き込ませるコードデバイスであって、該第１の
コンテンツのセットは、該第２の論理サブユニットに関連し、該第２のコンテンツのセッ
トは、該第１の論理サブユニットおよび該第２の論理サブユニットの一方に関連する、コ
ードデバイスと、該コードデバイスを格納するメモリ部分とを含み、これにより上記目的
が達成される。
【００２８】
　前記第２のコンテンツのセットは、前記第２の論理サブユニットに関連し、該第２のコ
ンテンツのセットは、前記第１のコンテンツのセットを実質的に更新するように構成され
てもよい。
【００２９】
　前記第１の物理サブユニットは、第１の物理グループの一部であり、前記第２の物理サ
ブユニットは、第２の物理グループに一部であり、該第１の物理グループおよび該第２の
物理グループは、前記メモリユニットに関連してもよい。
【００３０】
　付加的なコンテンツを前記第２の物理グループへ書き込ませるコードデバイスであって
、該第２の物理グループは、複数のサブユニットを含み、該複数のサブユニットは、前記
第２の物理サブユニットを含み、前記第２のコンテンツのセットが該第２の物理サブユニ
ットに書き込まれた後に、該第２の物理グループに含まれる該複数のサブユニットに書き
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込まれる実質的に任意のコンテンツは、前記第１の論理サブユニットの順番的に後ろにあ
る論理サブユニットに関連する、コードデバイスをさらに含んでもよい。
【００３１】
　前記メモリユニットは、物理ブロックであり、前記論理ユニットは、論理ブロックであ
り、前記第１の物理サブユニットは、第１の物理ページであり、前記第２の物理サブユニ
ットは、第２の物理ページであり、前記第１の論理サブユニットは、第１の論理ページで
あり、前記第２の論理サブユニットは、第２の論理ページであってもよい。
【００３２】
　前記不揮発性メモリシステムは、フラッシュメモリであってもよい。
【００３３】
　前記フラッシュメモリは、ＮＡＮＤフラッシュメモリおよびＭＬＣ　ＮＡＮＤフラッシ
ュメモリの一方であってもよい。
【００３４】
　本発明による不揮発性メモリシステム、メモリユニットを有する不揮発性メモリであっ
て、該メモリユニットは、論理ユニットと関連し、該メモリユニットは、第１の物理サブ
ユニットおよび第２の物理サブユニットを含み、該第２の物理サブユニットは、該第１の
物理サブユニットよりも該メモリユニットの順番的に後ろにあり、該論理ユニットは、第
１の論理サブユニットおよび第２の論理サブユニットを含み、該第２の論理サブユニット
は、該第１の論理サブユニットの順番的に後ろにある、不揮発性メモリと、該第１の物理
サブユニットへ第１のコンテンツのセットを書き込ませるための手段と、該第１のコンテ
ンツのセットが該第１の物理サブユニットに書き込まれた後に、該第２の物理サブユニッ
トに第２のコンテンツのセットを書き込ませるための手段であって、該第１のコンテンツ
のセットは、該第２の論理サブユニットに関連し、該第２のコンテンツのセットは、該第
１の論理サブユニットおよび該第２の論理サブユニットの一方に関連する、手段とを含み
これにより上記目的が達成される。
【００３５】
　本発明による物理メモリユニットは、物理メモリユニットであって、該物理メモリユニ
ットは、不揮発性メモリ内に位置し、該物理メモリユニットは、第１の論理グループ分け
および第２の論理グループ分けを有する論理メモリユニットに関連し、該第２の論理グル
ープ分けは、該論理メモリユニット内の該第１の論理グループ分けの順番的に後である、
物理メモリユニットは、第１の物理グループ分けと、第２の物理グループ分けと、第１の
物理サブユニットであって、該第１の物理サブユニットは、該第１の物理グループ分け内
に含まれ、該第１の物理サブユニットは、第１のコンテンツのセットを含み、該第１のコ
ンテンツのセットは、該第２の論理グループ分けに関連し、該第２の論理グループ分けと
関連するとして該第１のコンテンツのセットを実質的に識別する第１の識別子は、該第１
の物理グループ分け内に格納される、第１の物理サブユニットと、第２の物理サブユニッ
トであって、該第２の物理サブユニットは、該第２の物理グループ分け内に含まれ、該第
２の物理サブユニットは、第２のコンテンツのセットを含み、該第２のコンテンツのセッ
トは、該第１の論理グループ分けに関連し、該第１の論理グループ分けと関連するとして
該第２のコンテンツのセットを実質的に識別する第２の識別子は、該第２の物理グループ
分け内に格納される、第２の物理サブユニットとを含み、これにより上記目的が達成され
る。
【００３６】
　前記物理メモリユニットは、物理ブロックであり、前記論理メモリユニットは、論理ブ
ロックであり、前記第１の物理サブユニットは、第１の物理ページであり、前記第２の物
理サブユニットは、第２の物理ページであってもよい。
【００３７】
　前記第１の物理グループ分けは、第１の複数の物理サブユニットを含み、前記第２の物
理グループ分けは、第２の複数の物理サブユニットを含み、前記第１の識別子は、該第１
の物理グループ分けの開始点に位置する該第１の複数の物理サブユニットの第１の物理サ
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ブユニットに格納され、前記第２の識別子は、該第２の物理グループ分けの開始点の開始
点に位置する該第２の複数の物理サブユニットの第２の物理サブユニットに格納されても
よい。
【００３８】
　前記不揮発性メモリは、フラッシュメモリであってもよい。
【００３９】
　前記フラッシュメモリは、ＮＡＮＤフラッシュメモリおよびＭＬＣ　ＮＡＮＤフラッシ
ュメモリの一方であってもよい。
【００４０】
　本発明による方法は、論理ブロックに関連するコンテンツを物理ブロックに提供するた
めの方法であって、該物理ブロックは、メモリシステムの不揮発性メモリに含まれる方法
であり、該方法は、該論理ブロックの第１の論理グループの第１の論理ページと関連する
第１のコンテンツのセットを入手するステップと、該物理ブロック内に該第１のコンテン
ツのセットを格納するステップであって、該物理ブロックに該第１のコンテンツのセット
を格納するステップは、該物理ブロックの第１の物理グループの第１の物理ページに該第
１のコンテンツのセットを格納するステップと、該第１の論理グループと関連するとして
該第１のコンテンツのセットを識別するインディケータを該第１の物理グループに格納す
るステップとを含む、ステップとを含み、これにより上記目的が達成される。
【００４１】
　前記第１の物理グループは、複数の物理ページを含み、該複数の物理ページは、開始す
る物理ページを含み、該開始する物理ページは、該第１の物理グループの開始点において
構成され、該第１の物理グループに前記インディケータを格納するステップは、該開始す
る物理ページに該インディケータを格納するステップを含んでもよい。
【００４２】
　前記論理ブロックと関連する第２のコンテンツのセットを入手するステップと、該第２
のコンテンツのセットが、前記第１の論理グループの第２の論理ページと関連し、かつ、
該第１の論理グループの該第２の論理ページが、該第１の論理グループ内の該第１の論理
ページの順番的に後ろにある場合に、前記第１の物理グループに該第２のコンテンツのセ
ットを格納するステップとをさらに含んでもよい。
【００４３】
　前記論理ブロックと関連する第２のコンテンツのセットを入手するステップと、該第２
のコンテンツのセットが、前記第１の論理グループの前記第１の論理ページに関連する場
合に、前記物理ブロックの第２の物理グループに、該第２のコンテンツのセットを格納す
るステップと、前記第１の論理グループに関連するとして該第２のコンテンツのセットを
識別する識別子を該第２の物理グループに、格納するステップとをさらに含んでもよい。
【００４４】
　前記論理ブロックと関連する第２のコンテンツのセットを入手するステップと、該第２
のコンテンツのセットが、該論理ブロックの第２の論理グループの第２の論理ページに関
連する場合に、該第２のコンテンツのセットを第２の物理グループ格納するステップと、
該第２の論理グループと関連するとして該第２のコンテンツのセットを識別する該第２の
物理グループに、インディケータを格納するステップとをさらに含んでもよい。
【００４５】
　前記第１の論理ページは、前記論理ブロックの第２の論理ページの順番的に後ろにあり
、前記第２の物理グループは、前記物理ブロックの前記第１の物理グループの順番的に後
ろにあってもよい。
【００４６】
　前記不揮発性メモリは、フラッシュメモリであってもよい。
【００４７】
　前記フラッシュメモリは、ＮＡＮＤフラッシュメモリおよびＭＬＣ　ＮＡＮＤフラッシ
ュメモリの一方であってもよい。
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【００４８】
　本発明によるメモリシステムは、論理ブロックの第１の論理グループの第１の論理ペー
ジに関連する第１のコンテンツのセットに構成されるコードデバイスと、不揮発性メモリ
の物理ブロックに該第１のコンテンツのセットを格納するように構成されるコードデバイ
スであって、該物理ブロックに該第１のコンテンツのセットを格納するように構成される
該コードデバイスは、該物理ブロックの第１の物理グループの第１の物理ページに該第１
のコンテンツのセットを格納し、かつ、該第１の論理グループと関連するとして該第１の
コンテンツのセットを識別するインディケータを該第１の物理グループに、格納するよう
に構成されるコードデバイスを含む、コードデバイスと、該コードデバイスを格納するた
めのストレージとを含み、これにより上記目的が達成される。
【００４９】
　前記第１の物理グループは、複数の物理ページを含み、該複数の物理ページは、開始す
る物理ページを含み、該開始する物理ページは、該第１の物理グループの開始点に配置さ
れ、該第１の物理グループに前記インディケータを格納するように構成された前記コード
デバイスは、該第１の物理ページに該インディケータを格納するように構成されたコード
デバイスを含んでもよい。
【００５０】
　前記論理ブロックに関連する第２のコンテンツのセットを入手するように構成されるコ
ードデバイスと、該第２のコンテンツのセットが、該第１の論理グループの第２の論理ペ
ージに関連し、かつ、該第１の論理グループの該第２の論理ページが、該第１の論理グル
ープ内の該第１の論理ページの順番的に後ろにある場合に、該第１の物理グループに該第
２のコンテンツのセットを格納するように構成されるコードデバイスとをさらに含んでも
よい。
【００５１】
　前記論理ブロックに関連する第２のコンテンツのセットを入手するように構成されるコ
ードデバイスと、該第２のコンテンツのセットが、該第１の論理グループの該第１の論理
ページに関連する場合に、該物理ブロックの第２の物理グループに該第２のコンテンツの
セットを格納するように構成されるコードデバイスと、該第１の論理グループと関連する
として該第２のコンテンツのセットを識別する識別子を該第２の物理グループに、格納す
るように構成されるコードデバイスとをさらに含んでもよい。
【００５２】
　前記論理ブロックに関連する第２のコンテンツのセットを入手するように構成されるコ
ードデバイスと、該第２のコンテンツのセットが、該論理ブロックの該第２の論理グルー
プの第２の論理ページに関連する場合に、第２の物理グループに該第２のコンテンツのセ
ットを格納するように構成されるコードデバイスと、該第２の論理グループと関連すると
して該第２のコンテンツのセットを識別するインディケータを該第２の物理グループに、
格納するように構成されるコードデバイスとをさらに含んでもよい。
【００５３】
　前記第１の論理ページは、前記論理ブロックの前記第２の論理ページの順番的に後ろに
あり、前記第２物理グループは、前記物理ブロックの前記第１の物理グループの順番的に
後ろにあってもよい。
【００５４】
　前記コードデバイスは、ソフトウェアコードデバイスおよびファームウェアコードデバ
イスの一方であってもよい。
【発明の効果】
【００５５】
　関連するコンテンツがすでに物理ブロックに書き込まれた論理ページの順番的に前にあ
る論理ページと関連するコンテンツの物理ブロックへの格納（ｓｔｏｒａｇｅ）を許すこ
とによって、実際の物理ページは順番に書き込まれるが、物理ブロックにコンテンツの観
点からはアウトオブシーケンスの態様で効果的に書き込むことを可能にする。論理ブロッ
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クのコンテンツが順序ばらばらで物理ブロックに効果的に書き込まれることを許すことに
より、必要とされる書き込みおよび消去操作が低減され得るという点において、物理ブロ
ックをより効果的に利用することが可能になる。例えば、実質的にアウトオブシーケンス
書込み操作が発生し得る場合に、新しい物理ブロックの代わりに物理ブロック内のグルー
プが調達され得るように、ブロック内のページをグループ分けすることによって、書き込
みページに関連する全体効率を改善することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　本発明は、２００２年１０月２８日に出願され、その全体を本明細書中で参照として援
用する米国仮特許出願第６０／４２１，７２５号の優先権を主張する。
（関連出願の相互参照）
　本発明は、同時係属米国特許出願第１０／２８１，７３９号、第１０／２８１，８２３
号、第１０／２８１，６７０号、第１０／２８１，８２４，１０／２８１，６３１号、第
１０／２８１，８５５号、第１０／２８１，７６２号、第１０／２８１，６９６号、第１
０／２８１，６２６号、第１０／２８１，８０４号、および、同時係属米国仮特許出願第
６０／４２１，９１０号、第６０／４２１，９６５号、第６０，４２２，１６６号、第６
０／４２１，７４６号、第６０／４２１，９１１号に関連し、それぞれ２００２年１０月
２８日に出願され、それぞれその全体を本明細書中で参照として援用する。
【００５７】
　本発明のこれらおよび他の利点は、以下の詳細な説明を読み、図面の様々な図を検討す
ることで、明らかになる。
【００５８】
　本発明は、付属の図に関連する以下の説明を参照して最も理解され得る。
（実施形態の詳細な説明）
　ＭＬＣ　ＮＡＮＤメモリシステム等のいくらかの不揮発性メモリシステムにおけるペー
ジが部分書き込みなしに順番に書き込まれることの必要性によって、多くの場合、結果と
して、相対的に多数の書き込みおよび消去操作を含む、論理ブロックに関連するコンテン
ツのアップデートのために利用される操作が発生する。例えば、論理ブロックの特定の論
理ページに関連するコンテンツが絶え間なくアップデートされる場合に、相対的に多数の
書き込みおよび消去操作が発生し得る。そのようなアップデートは、多くの場合、異なる
物理ブロックを調達することを必要とし得、必然的に物理ブロックのコンテンツをマージ
し、従って、書き込みおよび消去することが必要となる。書き込みおよび消去操作は、典
型的に時間を消費するので、多数の書き込みおよび消去操作は、不揮発性メモリシステム
の性能に逆の悪い影響を与え得る。
【００５９】
　アップデートページを格納するか、そうでなければ再書き込みするために必要となるオ
ーバーヘッドと時間との総量を低減することによって、システム全体（例えば、ＭＬＣ　
ＮＡＮＤメモリチップのような組み込み不揮発性メモリチップを有するホストシステム全
体）をより効果的に操作することが可能になる。ブロック内のページを効果的にグループ
にグループ分けすることによって、ブロック全体のページが、ブロックに関連して実質的
にアウトオブシーケンスで書き込まれることが可能になる。ブロック内のページのグルー
プ分けは、一般的に、その全体を参照として援用する、同時係属中の米国特許第１０／２
８１，８５５号に記載される。物理ブロック内に少なくとも１つの利用可能なグループが
存在する場合に物理ブロックへページを書き込むために、物理ブロック内のグループが新
しい物理ブロックの代わりに調達されるようにブロック内のページをグループ分けするこ
とによって、ぺージの書き込みに関連する効率全体は、一般的に、改善され得る。さらに
、物理ブロックの各グループ内のページは実質的に順番に書き込まれるが、物理ブロック
に関して、ページのコンテンツは、効果的にアオウトオブシーケンスで書き込まれ得る。
具体的には、論理ブロックの第１の論理ページの後に続く第２の論理ページに関連するコ
ンテンツが物理ブロック内に書き込まれた後に、論理ブロックの第１の論理ページに関連



(13) JP 4424965 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

するコンテンツが物理ブロック内に書き込まれるように、論理ブロックに関連するページ
が物理ブロック内に書き込まれ得る。しかし、論理ブロックの第１のページに関連するコ
ンテンツが書き込まれる物理ブロックのページは、論理ブロックの第２のページに関連す
るコンテンツが書き込まれる物理ブロックのページの後に続く。
【００６０】
　フラッシュメモリシステム、または、より一般的には、不揮発性メモリデバイスは、論
理ブロックに関連するアップデートが実質的にアウトオブシーケンスの態様で書き込まれ
ることを効果的に可能にするブロック内のグループの利用から、恩恵を受け得、このデバ
イス、一般的に、ＮＡＮＤまたはＭＬＣ　ＮＡＮＤ、カード、および、チップセット等の
フラッシュメモリを含む。典型的には、フラッシュメモリシステムはホストシステムと連
携して利用され、その結果、ホストシステムは、フラッシュメモリシステムへデータを書
き込み、または、フラッシュメモリシステムからデータを読み出し得る。しかし、いくら
かのフラッシュメモリシステムは、図２ｃに関連して以下で議論されるように、組み込み
フラッシュメモリと、組み込みフラッシュメモリのためのコントローラとして実質的に動
作するホスト上で実行するソフトウェアとを含む。図２ａを参照して、ＣｏｍｐａｃｔＦ
ｌａｓｈメモリカード等の不揮発性メモリデバイスを含む一般的なホストシステムについ
て、説明される。ホストまたはコンピュータシステム１００は、一般的に、システムバス
１０４を含み、このバスは、マイクロプロセッサ１０８、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）１１２、および、入力／出力回路１１６の通信を可能にする。ホストシステム１００
は、一般的に、説明の目的のために図示されないディスプレイデバイスおよびネットワー
キングデバイス等の他のコンポーネントを含むことが理解されるべきである。
【００６１】
　一般的に、ホストシステム１００は、静止画像情報、オーディオ情報、および、ビデオ
イメージを含む情報を取得し得るが、それらに制限されない。そのような情報は、リアル
タイムで取得され得、ワイヤレスの態様でホストシステム１００に伝送され得る。ホスト
システム１００は、実質的に任意のシステムであってもよいが、ホストシステム１００は
、典型的には、デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯電話通信デバイス、オーディオプレ
イヤ、または、ビデオプレイヤである。しかし、ホストシステム１００は、一般的に、デ
ータまたは情報を格納し、かつ、データまたは情報を取り出す実質的に任意のシステムで
あってもよいことが理解されるべきである。
【００６２】
　ホストシステム１００はまた、データを取得するだけか、または、データを取り出すだ
けかのどちらかのシステムであってもよい。すなわち、ホストシステム１００は、１つの
実施形態では、データを格納する専用システムであってもよく、または、ホストシステム
１００は、データを読み出す専用システムであってもよい。一例として、ホストシステム
１００は、データを書き込む、または、格納するためだけに構成されたメモリライタであ
ってもよい。もしくは、ホストシステム１００は、データを読み出す、または、取り出す
が、データを取得しないように典型的に構成されたＭＰ３プレイヤなどのデバイスであっ
てもよい。
【００６３】
　１つの実施形態では、リムーバブル不揮発性メモリデバイスである不揮発性メモリ１２
０は、情報を格納するためにバス１０４とインターフェイスするように構成される。選択
的インターフェイスブロック１３０により、不揮発性メモリデバイス１２０はバス１０４
と間接的にインターフェイスし得る。存在する場合は、当業者に理解されるように、入力
／出力回路ブロック１１６は、バス１０４における負荷を低減するのに役立つ。不揮発性
メモリデバイス１２０は、不揮発性メモリ１２４および選択的メモリ制御システム１２８
を含む。１つの実施形態では、不揮発性メモリデバイス１２０は、単一のチップもしくは
ダイ上で実装され得る。もしくは、不揮発性メモリデバイス１２０は、マルチチップモジ
ュール、または、不揮発性メモリデバイス１２０として一緒にチップセットを形成し得、
かつ、利用され得る複数のディスクリートコンポーネント上で実装され得る。不揮発性メ
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モリデバイス１２０の１つの実施形態は、図２ｂに関連して、以下により詳細が説明され
る。
不揮発性メモリ１２４、例えば、ＮＡＮＤフラッシュメモリまたはＭＬＣ　ＮＡＮＤフラ
ッシュメモリ等のフラッシュメモリは、データを格納するように構成され、その結果、デ
ータが必要とされる場合にアクセスされ、かつ、読み出され得る。不揮発性メモリ１２４
内に格納されたデータはまた、必要に応じて消去され得るが、不揮発性メモリ１２４内の
いくらかのデータは消去され得ないことが理解されるべきである。データを格納し、デー
タを読み出し、かつ、データを消去するプロセスは、一般的に、メモリ制御システム１２
８によってか、あるいは、メモリ制御システム１２８が存在しない場合は、マイクロプロ
セッサ１０８により実行されるソフトウェアによって制御される。不揮発性メモリ１２４
の操作は、基本的に不揮発性メモリ１２４のセクションを実質的に同等に消耗させること
によって、不揮発性メモリ１２４の耐用年数が実質的に最大化されるように、管理される
。
【００６４】
　不揮発性メモリデバイス１２０は、一般的に、選択的メモリ制御システム１２８、すな
わち、コントローラを含むように説明された。多くの場合、不揮発性メモリデバイス１２
０は、不揮発性メモリ１２４と、メモリ制御システム１２８、すなわち、コントローラ機
能に対して別個のチップを含み得る。一例として、ＰＣカード、ＣｏｍｐａｃｔＦｌａｓ
ｈカード、ＭｕｌｔｉＭｅｄｉａカード、および、セキュアデジタルカードを含むが、そ
れらに制限されない不揮発性メモリデバイスが、別個のチップ上で実装され得るコントロ
ーラを含むのに対して、他の不揮発性メモリデバイスは、別個のチップ上で実装されるコ
ントローラを含み得ない。不揮発性メモリデバイス１２０が別個のメモリおよびコントロ
ーラチップを含まない実施形態では、当業者に理解されるように、メモリおよびコントロ
ーラ機能は、単一のチップに集積され得る。もしくは、例えば、不揮発性メモリデバイス
１２０が上述のようにメモリコントローラ１２８を含まない実施形態の場合は、メモリ制
御システム１２８の機能性は、マルチプロセッサ１０８によって提供され得る。
【００６５】
　図２ｂを参照して、本発明の実施形態に沿って、不揮発性メモリデバイス１２０が、よ
り詳細に述べられる。上述されたように、不揮発性メモリデバイス１２０は、不揮発性メ
モリ１２４を含み、メモリ制御システム１２８を含み得る。メモリ１２４および制御シス
テム１２８、または、コントローラは、不揮発性メモリデバイス１２０の主要なコンポー
ネントであるが、メモリ１２４が組み込みＭＬＣ　ＮＡＮＤメモリ等の組み込みＮＡＮＤ
デバイスである場合は、例えば、不揮発性メモリデバイス１２０は、制御システム１２８
を含まなくてもよい。メモリ１２４は、半導体基板上に形成されたメモリセルの配列であ
り得る。ここで、１以上のデータのビットは、メモリセルの個々のストレージエレメント
に２つ以上のレベルの電荷の１つを格納することによって、個々のメモリセル内に格納さ
れる。不揮発性フラッシュの電気的に消去可能プログラム可能リードオンリーメモリ（Ｅ
ＥＰＲＯＭ）は、そのようなシステムに対するメモリの共通のタイプの例である。
【００６６】
　存在する場合は、制御システム１２８は、バス１５を介して、データを格納するメモリ
システムを利用するホストコンピューターまたは他のシステムと通信する。バス１５は、
一般的に、図２ａのバス１０４の一部である。制御システム１２８はまた、メモリセル配
列１１を含み得るメモリ１２４の動作を制御して、ホストによって提供されるデータを書
き込み、ホストによって要求されるデータを読み出し、メモリ１２４を操作する際に様々
なハウスキーピング機能を実行する。制御システム１２８は、一般的に、関連する不揮発
性ソフトウェアメモリおよび様々な論理回路などを有する一般的な目的のマイクロプロセ
ッサを含む。１つ以上の状態マシンもまた、多くの場合、特定のルーティンの性能を制御
するために含まれる。
【００６７】
　メモリセル配列１１は、典型的には、アドレスデコーダ１７を介して、制御システム１



(15) JP 4424965 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

２８またはマイクロプロセッサ１０８によってアドレス指示される。デコーダ１７は、配
列１１のゲートおよびビットラインに適切な電圧を印加し、制御システム１２８によって
アドレス指示されたメモリセルのグループに対してデータをプログラムし、データを読み
出し、メモリセルのグループを消去する。さらなる回路１９は、プログラミングドライバ
を含み、このプログラミングドライバは、アドレス指示されたグループのセルにグループ
にプログラムされたデータに依存する配列のエレメントに印加された電圧を制御する。回
路１９はまた、センス増幅器、および、メモリセルのアドレス指示されたグループからデ
ータを読み出すのに必要な他の回路を含む。配列１１にプログラムされるべきデータ、ま
たは、配列１１から最近に読み出されたデータは、典型的に、制御システム１２８内のバ
ッファメモリ２１において格納される。制御システム１２８はまた、通常、一時的に格納
されているコマンドおよびステータスデータ等のための様々なレジスタを含む。
【００６８】
　配列１１は、複数のＢＬＯＣＫ０－Ｎメモリセルに分割される。フラッシュＥＥＰＲＯ
Ｍシステムに共通なように、ブロックは、典型的には、消去の最小単位である。すなわち
、各ブロックは、一緒に消去される最小の数のメモリセルを含む。各ブロックは、典型的
には、複数のページに分けられる。当業者に理解されるように、ページは、プログラミン
グの最小単位であり得る。すなわち、基本のプログラミング操作は、最小のメモリセルの
１ページにデータを書き込み、最小のメモリセルの１ページからデータを読み出す。１つ
以上のデータのセクタは、典型的に、各ページ内に格納される。オーバーヘッドデータは
、典型的には、セクタのユーザデータから計算されたエラー訂正コード（ＥＣＣ）を含む
。制御システム１２８の一部分２３は、データが配列１１へプログラムされるときにＥＣ
Ｃを計算し、また、データが配列１１から読み出されるときにＥＣＣをチェックする。も
しくは、ＥＣＣは、ＥＣＣが関連するユーザデータとは異なるページ、または、異なるブ
ロックに格納される。
【００６９】
　ユーザデータのセクタは、典型的には、５１２バイトであり、磁気ディスクドライブに
おけるセクタのサイズに対応する。オーバーヘッドデータ、または、冗長なデータは、典
型的には、付加的な１６バイトである。最もよくある場合では、データの１つのセクタが
各ページに含まれるが、そうではなく２つ以上のセクタがページを形成してもよい。任意
の数のページが、一般的にブロックを形成し得る。一例としては、ブロックは、８ページ
から５１２、１０２４またはそれより多いページまでから形成され得る。ブロックの数は
、メモリシステムに所望のデータ記憶容量を提供するために選択される。配列１１は、典
型的には、２、３のサブ配列（示されない）へ分割され、各サブ配列は、ブロックのある
割合を含み、ブロックは、互いに独立していくらか動作することにより、様々なメモリ操
作の実行における並行度を増加させる。多重サブ配列を利用する例としては、その全体を
本明細書中で参照として援用する、米国特許第５，８９０，１９２号内に記載される。
【００７０】
　１つの実施形態では、ＭＬＣ　ＮＡＮＤメモリ等の不揮発性メモリは、システム、例え
ば、ホストシステムに組み込まれる。図２ｃは、組み込み不揮発性メモリを含むホストシ
ステムの図式表示である。ホストまたはコンピュータシステム１５０は、一般的に、ホス
トシステム１５０の他のコンポーネント（示されない）の間で、マイクロプロセッサ１５
８、ＲＡＭ１６２、および、入力／出力回路１６６を通信させるシステムバス１５４を含
む。不揮発性メモリ１７４、例えば、フラッシュメモリは、情報をホストシステム１５０
内に格納させることを可能にする。インターフェイス１８０は、不揮発性メモリ１７４と
、不揮発性メモリ１７４からの読み出しおよび不揮発性メモリ１７４へ書き込みを可能に
するバス１５４と間に提供され得る。
【００７１】
　不揮発性メモリ１７４は、不揮発性メモリ１７４を制御するように構成されたソフトウ
ェアとファームウェアのどちらかまたは両方を効果的に実行するマイクロプロセッサ１５
８によって、管理され得る。すなわち、マイクロプロセッサ１５８は、コードデバイス、
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すなわち、ソフトウェアコードデイバスまたはファームウェアコードデバイスを実行し得
る。コードデバイスは、不揮発性メモリ１７４を制御することを可能にする。以下に説明
されるそのようなコードデバイスは、不揮発性メモリ１７４内の物理ブロックが、アドレ
ス指示されるのを可能にし得、情報の物理ブロックへ格納、物理ブロックからの読み出し
、物理ブロックからの消去を可能にする。
【００７２】
　図３は、本発明の実施形態に沿った、アップデートを実質的にアウトオブシーケンスに
書き込み可能にするグループに分割された物理ブロックの図式表示である。物理ブロック
３００は、一般的に、任意の数のページ３０４を含み得る。示されるように、物理ブロッ
ク３００は、４つのグループ３０８に分割された１６ページ３０４を含む。従って、各グ
ループ３０８は、前のグループ３０８から４ページのオフセットで開始するとみなされ得
る。しかし、理解されるべきことは、ページ３０４の総数、グループ３０８の数、および
、各グループ３０８におけるページ３０４の数は、特定のメモリシステムの要件（要件に
限定されないが）を含み得る要因の変化に応じて、広範囲に変化し得る。
【００７３】
　物理ブロック３００は、「アップデート」物理ブロックであり得、「アップデート」物
理ブロックは、論理ブロックのより古いコンテンツを効果的に更新する論理ブロック（示
されない）と関連するアップデートされたコンテンツを含むように構成される。示される
ように、ブロック３００内の第１のグループ３０８ａのページ３０４ａは、ブロック３０
０に関連する論理ブロック（示されない）の第１のページに関連するコンテンツ３１２を
含む。コンテンツ３１２がページ３０４ａに書き込まれる場合、ページ３０４ａのデータ
領域、および、オーバーヘッドまたは冗長な領域は、実質的に同時に書き込まれる。第１
のグループ３０８ａはまた、論理ブロック（示されない）の第４のページに関連するコン
テンツ３１４を含む第４のページ３０４ｄを含む。
【００７４】
　第１のグループ３０８ａに含まれるページ３０４ｂ、３０４ｃは実質的に空であるが、
さらにアップデートされたコンテンツは、ブロック３００内に格納されるとき、そのよう
なコンテンツは、ページ３０４ｂ、３０４ｃに格納され得ない。グループ３０８内のペー
ジ３０４は、一般的に、順番に書き込まれ得るのみであり、その結果、より高いページ３
０４が一旦書書き込まれると、より低い、または、前のページ３０４が書き込まれ得ない
。一例として、ブロック３００に対応する論理ブロック（示されない）の第３のページに
関連するコンテンツ３１６が、ブロック３００内に書き込まれる場合、コンテンツ３１６
は、次に利用可能なグループ３０８、すなわち、グループ３０８ｂに含まれる第３のペー
ジ３０４ｇへ書き込まれる。第２のグループ３０８ｂの第３のページ３０４ｇは、ブロッ
ク３００に関連する全体ページで第７番目である。
【００７５】
　論理ブロック（示されない）の第１のページに関連するコンテンツ３１２がアップデー
トされたコンテンツ３１２’によって更新される場合、第２グループ３０８ｂのページ３
０４ｅ、３０４ｆ、３０４ｈは実質的に空であるが、アップデートされたコンテンツ３１
２’は、第２グループ３０８ｂへ書き込まれ得ない。代わりに、アップデートされたコン
テンツ３１２’は、第３のグループ３０８ｃの第１のページ３０４ｉへ書き込まれ、第３
のグループ３０８ｃは、ブロック３００と関連する全体ページで第９番目である。アップ
デートされたコンテンツが現在のグループ３０８内に書き込まれる場合に、部分的書き込
み妨害、もしくは、現在のグループ３０８に関連するアウトオブシーケンス妨害のどちら
かがが発生し得るときは実質的にいつでも、一般的に、新しい利用可能なグループ３０８
が利用するために調達され得る。理解されるべきことは、アップデートされたコンテンツ
３１２’が第３のグループ３０８ｃの第１のページ３０４ｉへ書き込まれる前に、第２グ
ループ３０８ｂの第４のぺージ３０４ｈが、基本的に論理ブロック（示されない）の第４
のページに関連するコンテンツでのみ、書き込まれてもよいことである。
【００７６】
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　一旦、アップデートされたコンテンツ３１２’が第３のグループ３０８ｃの第１のペー
ジ３０４ｉへ書き込まれると、論理ブロック（示されない）の第３のページの第３ページ
に関連するアップデートされたコンテンツ３１６’書き込まれるが場合に、アップデート
されたコンテンツ３１６’は、第３グループ３０８ｃ内の適切なページ、すなわち、第３
のグループ３０８ｃの第３のページ３０４ｋへ書き込まれ得る。理解されるべきことは、
アップデートされたコンテンツ３１６’が書き込まれた後に、ページ３０４ｄに書き込ま
れる実質的にコンテンツ３１４に関連したアップデートされるコンテンツのみが、グルー
プ３０８ｃへ書き込まれ得ることである。他のコンテンツまたはアップデートされたコン
テンツは、一般的に、第４のグループ３０８ｄへ書き込まれる。例えば、論理ブロック（
示されない）の第２のページに関連するコンテンツ３１８が書き込まれる場合に、コンテ
ンツ３１８は、第４のグループ３０８ｄの第２のページ２０４ｎへ格納される。
【００７７】
　コンテンツが物理ブロック３００へ書き込まれる場合に、コンテンツは、ページの順序
に関連した「下向き」方向で書き込まれる。しかし、コンテンツが物理ブロックから読み
出される場合は、コンテンツは、「上向き」方向で読み出され、その結果、所与の論理ペ
ージに関連した最も最近のコンテンツが読み出され得、かつ、所与の論理ページに関連し
た古いか、または、更新されたコンテンツが効果的に無視され得るかまたは省略され得る
。言い換えると、書き込みプロセスは、一般的に、物理ブロック３００の最初で開始が実
行されるのに対して、読み出しプロセスは、一般的に、物理ブロック３００の最後で開始
が実行される。
【００７８】
　論理ブロック（示されない）のページに関連するコンテンツがグループ３０８に書き込
まれる場合に、論理ブロックのページは、実質的にアウトオブシーケンスの態様で、物理
ブロック３００に効果的に書き込まれる。すなわち、物理ブロック３００が効果的にグル
ープ３０８なしに「ビューされる（ｖｉｅｗｅｄ）」場合に、論理ブロック（示されない
）のページに関連するコンテンツが物理ブロック３００内に実質的にアウトオブシーケン
スで書き込まれると考えられる。例えば、論理ブロックの第４のページに関連するコンテ
ンツ３１４が書き込まれた後に、論理ブロックの第３のページに関連するコンテンツ３１
６が書き込まれる。しかし、コンテンツは、各グループ３０８内に実質的に順番に書き込
まれる。物理ブロック３００に関連して、例えば第３グループ３０８ｃのような各グルー
プ３０８内に実質的に順番にコンテンツを書き込みむが、コンテンツは、実質的にアウト
オブシーケンスで効果的に書き込まれる。
【００７９】
　一般的に、論理ブロックのページは、論理グループに分割され得る。論理ブロックのペ
ージを論理グループに分割するステップまたはグループ分けをするステップにより、論理
ブロックに関連した物理ブロックの物理グループに格納されたコンテンツを、より容易に
識別可能になる。図４ａを参照して、論理グループを含む論理ブロックおよび物理グルー
プを含む物理ブロックは、本発明の実施形態に従って説明される。論理グループ４０８に
グループ分けされた論理ページ４０４を含む論理ブロック４００は、物理ブロック４２０
に関連する。物理グループ４２８にグループ分けされたページ４２４を含む物理ブロック
４２０は、論理ブロック４００に関連し、物理ブロック４２０はコンテンツ、例えば新し
いもしくはアップデートされたコンテンツを含むように構成され、新しいもしくはアップ
デートされたコンテンツは、論理ブロック４００に関連する。従って、物理ブロック４２
０は、論理ブロック４００に関連するアップデートされたコンテンツが格納され得る「ア
ップデート」物理ブロックとみなし得る。
【００８０】
　論理ブロック４００および物理ブロック４２０は、一般的に、任意の数のページ４０４
、４２４をそれぞれ含み得る。ページ４０４、４２４の数は、ブロック４００、４２０を
含むホストシステム不揮発性メモリシステムの要件に依存し得る。示されるように、ペー
ジの数は広範囲に変更され得るが、論理ブロック４００は、３２ページ４０４を含み、物
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理ブロック４２０は、３２ページ４２４を含む。例えば、ブロック４００、４２０は、８
、１６、６４、１２８、または、２５６ページを含み得る。同様に、各グループ４０８は
、８ページ４０４を含み、各グループ４２８は８ページ４２４を含むが、１つのグループ
におけるページの数もまた、ホストシステムの要件に依存して広範囲に変化し得る。
【００８１】
　典型的に、各論理グループ４０８は、論理グループ識別子によって識別される。例えば
、第１の論理グループ４０８ａは、「ＬＧ１」として識別され得る一方で、第２の論理グ
ループ４０８ｂは、「ＬＧ２」として識別され得る。１つの実施形態では、各論理グルー
プ識別子は、論理ブロック４００内で論理グループ４０８を一意に識別するビットまたは
一連のビットであり得る。論理ページ４０４に関連したコンテンツが物理グループ４２８
へ格納される場合に、コンテンツは、一般的に、そのコンテンツがどの論理グループと関
連するかを識別する論理グループ識別子とともに格納される。示されるように、第１の論
理グループ４０８ａの第１のページ４０４ａと関連したアップデートされるコンテンツ４
３０がブロック４２０に書き込まれ、かつ、全ての物理グループ４２８ａが利用可能であ
る場合に、アップデートされるコンテンツ４３０は、物理ページ４２８ａのコンテンツが
第１の論理グループ４０８ａと関連するとして識別する論理グループ識別子４３２ととも
に、第１の物理グループ４２８ａの第１のページ４２４ａに書き込まれる。論理グループ
識別子４３２は、第１の物理グループ４２８ａ等の物理グループ４２８内の実質的に任意
のページ４２４に書き込まれ得るが、論理識別子４３２は、典型的には、第１の物理グル
ープ４２８ａの第１のページ４２４ａ等の物理グループ４２８の第１のページ４２４の冗
長なまたはオーバーヘッド領域に書き込まれる。
【００８２】
　一旦、第１の物理グループ４２８ａが第１の論理グループ４０８ａに関連付けられると
、例えば論理グループ識別子４３２を利用するので、第１の物理グループ４２８ａ内のペ
ージ４２４は、一般的に、第１の論理グループ４０８ａ内のページ４０４に関連するコン
テンツを含むのみであり得る。すなわち、説明される実施形態では、各物理グループ４２
８は、単一の論理グループ４０８に関連するコンテンツを含む。第１の物理グループ４２
８ａが第１の論理グループ４０８ａに関連付けられた後、第１の論理ページ４０４ａの順
番的または数字的に「後」になる論理ページ４０４に関連する第１の論理グループ４０８
ａに関連したアップデートされるもしくは新しいコンテンツは、第１の物理グループ４２
８ａ内のページ４２４に書き込まれ得る、または、格納され得る。一例として、第８の論
理ページ４０４ｂと関連したアップデートされるコンテンツ４３４は、物理ページ４２４
ｃへ格納され得る。
【００８３】
　論理グループ４０８ａの第７の論理ページ（示されない）と関連したアップデートされ
るコンテンツ４３６が物理ブロック４２０へ書き込まれるべき場合は、そのようなコンテ
ンツ４３６が第１の物理グループ４２８ａに書き込まれ得ないので、コンテンツ４３６は
、利用可能な物理グループ４２８（例えば、第２の物理グループ４２８ｂ）内の適切なペ
ージ４２４ｅに書き込まれる。示されるように、第２の物理グループ４２８ｂのコンテン
ツが第１の論理グループ４０８ａと関連するとして識別する論理グループ識別子４３８は
、第２の物理グループ４２８ｂに（例えば、物理グループ４２８ｂの第１の物理ページ４
２４ｄに）書き込まれる。次に、第８の論理ページ４０４ｂと関連したより新しくアップ
デートされるコンテンツ４４０が書き込まれるべき場合では、より新しいアップデートさ
れるコンテンツ４４０は、第２の物理グループ４２８ｂと関連した第８の物理ページ４２
４ｆに書き込まれ得る。
【００８４】
　アップデートされたコンテンツ４４０が第２の物理グループ４２８ｂに書き込まれた後
に、論理ブロック４００に関連したアップデートが連続して発生すべき場合は、新しいア
ップデートされたコンテンツは、次の利用可能な物理グループ４２８に書き込まれる。例
えば、第３の論理グループ４０８ｃの第２から第４の論理ページ４０４に関連する新しい
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またはアップデートされるコンテンツ４２２、４４４、４４６が、それぞれ、物理ブロッ
ク４２０に書き込まれるべき場合は、コンテンツ４２２、４４４、４４６は、第３の物理
グループ４２８ｃに書き込まれる。具体的には、コンテンツ４２２は、第３の物理グルー
プ４２８ｃの第２のページ４２４ｈに書き込まれ、コンテンツ４４４は、第３の物理グル
ープ４２８ｃの第３のページ４２４ｉに書き込まれ、コンテンツ４４６は、第３の物理グ
ループ４２８ｃの第４のページ４２４ｊに書き込まれる。第３の物理グループ４２８ｃを
第３の論理グループ４０８ｃに関連するとして容易に識別するために、第３の論理グルー
プ４０８ｃを識別する論理グループ識別子４４８は、第３の物理グループ４２８ｃに（例
えば、第３の物理グループ４２８ｃの第１の物理ページ４２４ｇと関連するオーバーヘッ
ド領域に）格納される。
【００８５】
　部分的書き込み妨害、または、アウトオブシーケンス妨害を避けるために、さらなるア
ップデートが論理グループ４０８ａと関連したコンテンツにされる場合は、たとえさらな
る利用可能なページ（例えば、４２４ｋ）が第３の物理グループ４２８ｃに存在し得よう
とも、そのようなアップデートされるコンテンツは、第４の物理グループ４２８ｄに書き
込まれる。示されるように、第４の物理グループ４２８ｄは、第１の論理グループ４０８
ａが第４の物理グループ４２８ｄと関連するとして識別する論理グループ識別子４５０を
含む。論理ページ４０４ａと関連したアップデートされるコンテンツ４５２が、物理グル
ープ４２８ｄの第１のページ４２４ｌに格納される一方、第１の論理グループ４０８ａの
第５の論理ページ（示されない）と関連するコンテンツ４５４は、アップデートされるコ
ンテンツ４５２が格納された後のある時点で、第４の物理グループ４２８ｄの第５のペー
ジ４５４ｐに書き込まれる。最後に、論理ページ４０４ｂと関連したアップデートされる
コンテンツ４５６は、第４の物理グループ４２８ｄの第８の物理ページ４２４ｓに書き込
まれ得る。
【００８６】
　一旦、論理ブロック４００に関連したアップデートを収容する物理ブロック４２０内の
利用可能な適切な物理グループ４２８が存在しなくなると、１つの実施形態では、図４ｂ
および４ｃに関連して以下に議論されるように、物理ブロック４２０のコンテンツは、論
理ブロックと関連する「元の」物理ブロックのコンテンツと、例えば、新しい物理ブロッ
クにマージされ得る。すなわち、論理ブロック４００は、典型的には、１つより多い関連
する物理ブロックを有するので、物理ブロック４２０を含む複数の物理ブロックは分割さ
れ得る。物理ブロック４２０のコンテンツが新しい物理ブロックにマージされるか、そう
でなければ分割された後、別の新しい物理ブロックが、論理ブロック４００と関連したア
ップデートされるコンテンツを格納するのに適した「アップデート」物理ブロックとして
役立つように調達され得る。
【００８７】
　共通の論理ブロックに関連する物理ブロックを分解するステップは、典型的には、どの
物理ブロックがより最も最近に論理ブロックと関連付けられ、従って、共通の論理ブロッ
ク（例えば、論理ブロック４００）と関連するより最近のコンテンツを含むのかを決定す
るステップを含む。参照として援用される同時係属中の米国特許出願第１０／２８１，７
６２号に記載されるアップデートインデックスは、複数の物理ブロックのどれが、論理ブ
ロックにより最近に関連付けられたかを決定するために利用され得る。多くの場合、論理
ブロックが１つより多い関連する物理ブロックを有し、かつ、その論理ブロックと関連付
けられるべき１つの物理ブロックを識別することが本質的に必要な場合、アップデートイ
ンデックスは、物理ブロックから入手され得る。なぜならば、２つの物理ブロックからの
アップデートインデックスの比較により、２つの物理ブロックのどちらがその論理ブロッ
クに関連付けられるより最近のコンテンツを含むのかを識別するように、アップデートイ
ンデックスが構成されるからである。
【００８８】
　物理ブロックに関連付けられた少なくとも１つのオーバーヘッドまたは冗長な領域内に
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格納され得るアップデートインデックスは、コピーまたはマージするプロセスに関与する
２つの物理ブロックのどちらがより古い物理ブロックであるのかと、２つの物理ブロック
のどちらがより新しい物理ブロックか、または、「アップデート」物理ブロックであるの
かとを示すように構成され得る。例えば、新しい物理ブロックのアップデートインデック
スは、そのアップデートインデックスの値が古い物理ブロックのアップデートインデック
スよりも大きいように設定され得る。従って、物理ブロックのアップデートインデックス
が、どの物理ブロックが「アップデート」物理ブロックであるかを決定するためにチェッ
クされるとき、より大きいアップデートインデックスを有する物理ブロックが「アップデ
ート」物理ブロックであると決定され得る。
【００８９】
　図４ｂは、本発明の実施形態に沿った、より古い物理ブロックと、例えば図４ａの論理
ブロック４００のような共通の論理ブロックと関連した、例えば図４ａの物理ブロック４
２０のような「アップデート」物理ブロックとの図式表示である。物理ブロック４２０が
、図４ａの論理ブロック４００と関連するアップデートをそれ以上受取ることができない
場合に、物理ブロック４２０のコンテンツは、論理ブロック４００と関連した元の物理ブ
ロックであり得る物理ブロック４６０のコンテンツ４６２と、実質的にマージされ得る。
すなわち、物理ブロック４６０のコンテンツ４６２および物理ブロック４２０のコンテン
ツは、図４ａの論理ブロック４００と関連する最も最近のコンテンツまたはデータを識別
するために、効果的に比較され得る。典型的には、図４ａの論理ブロック４００に関連す
る最も最近にアップデートされたコンテンツは、物理ブロック４２０内に位置する。しか
し、物理ブロック４６０に書き込まれて以来アップデートされていない図４ａの論理ブロ
ック４００に関連する最も最近のコンテンツは、物理ブロック４６０から入手される。
【００９０】
　図４ａの論理ブロック４００と関連する最も最近のコンテンツは、幾つかのケースでは
、物理ブロック４２０に格納され得るが、論理ブロック４００に関連する最も最近のコン
テンツは、典型的には、新しく調達された物理ブロック（例えば、図４ｃのブロック４８
０）に格納される。物理ブロック４２０、４６０に関与するコピーまたはマージのプロセ
スの間、読み出しプロセスは、各ブロック４２０、４６０の最後で開始を実行され得る。
一例として、ブロック４２０のページ４２４ｓは、最初に読み出され得る。図４ｃのブロ
ック４８０に、図４ａの論理ブロック４００と関連する最も最近のコンテンツが書き込ま
れるとき、ブロック４８０の最初で開始して、ブロック４８０が書き込まれ得る。
【００９１】
　ブロック４２０、４６０のどちらがより古いブロックであり、かつ、ブロック４２０、
４６０のどちらがアップデートされたコンテンツを含む「アップデート」ブロックである
かを決定するために、各ブロック４２０、４６０に関連したオーバーヘッド領域に格納さ
れるアップデートインデックスが、比較され得る。アップデートインデックス４７０が、
どちらのブロック４２０、４６０がより新しいかを示すので、アップデートインデックス
４７０ｂにより、ブロック４２０が図４ａの論理ブロック４００とより最近に関連付けら
れたことを示されるとき、その後ブロック４２０が、「アップデート」ブロックであるこ
とを決定される。説明される実施形態では、ブロック４２０が「アップデートブロック」
であるので、アップデートインデックス４７０ｂは、そのブロック４２０がブロック４６
０よりも事実上新しいことを示すように構成される。
【００９２】
　ブロック４２０のコンテンツが読み出されるとき、ブロック４２０内のどのコンテンツ
がブロック４２０内の他のコンテンツを更新することを意図されるのかに関して、決定が
なされ得る。一例として、コンテンツ４５６が読み出されるとき、コンテンツ４５６が、
実質的に図４ａの論理ブロック４００の第８の論理ページ４０４ｂに関連付けられる任意
の他のコンテンツを更新することが決定され得る。さらに、図４ａのどの論理ページが特
定のグループ４２８のコンテンツに関連付けられるのかの決定を促進するために、ブロッ
ク４２０内に格納される論理グループインディケータが利用され得る。
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【００９３】
　図４ａの論理ブロック４００と関連する最も最近または現在のコンテンツが識別される
ように、物理ブロック４２０、４６０が分割された後、最も最近のコンテンツは、図４ｃ
に示されるように、物理ブロック４８０に書き込まれ得る。示されるように、ほとんどの
物理ブロック４２０のアップデートされたコンテンツ、すなわち、コンテンツ４５２、４
５４、４４０、４５６、４４２、４４４、４４６のように、図４ｂの物理ブロック４６０
において以前に存在し、かつ、図４ｂの物理ブロック４２０の任意のコンテンツによって
更新されていない元のコンテンツ４６２が、物理ブロック４８０に含まれる。物理ブロッ
ク４８０は、図４ａの論理ブロックに関連する最も最近のコンテンツを含むのに加えて、
物理ブロック４８０内の実質的に任意のページのオーバーヘッドまたは冗長な領域に格納
され得るアップデートインデックスをも含む。
【００９４】
　物理ブロック４８０は、一般的に、本質的に物理ブロック４２０へ書き込まれるアップ
デートがそれ以上ないか、物理ブロック４２０がさらなるアップデートを収容することが
できないかのどちらかの場合に、多くのものを住まわせ得る、例えば、図４ｂの物理ブロ
ック４２０、４６０が分割され得る。さらなるアップデートが図４ｂの物理ブロック４２
０に格納され得ないために物理ブロック４８０に多くのものを住まわせる場合、一旦、物
理ブロック４８０に多くのものが住まわされると、新しい「アップデート」物理ブロック
が調達され得る。１つの実施形態では、新しい「アップデート」物理ブロックにおけるア
ップデートインデックスは、新しい「アップデート」物理ブロックが、物理ブロック４８
０よりもより新しく図４ａの論理ブロック４００に関連付けられていることを示すように
設定され得る。
【００９５】
　図５を参照して、アウトオブシーケンス書き込みプロセスとみなし得る書き込みプロセ
スを実行する１つの方法と関連するステップが、本発明の実施形態に従って説明される。
１つまたは複数のアップデートを物理ブロックへ書き込むプロセス５００は、現在の論理
ブロックと関連付けられたアップデートが入手されるステップ５０４から開始する。ホス
トシステムが現在の論理ブロックに関連する新しいまたは変更されたデータを提供すると
きに、アップデートが入手され得る。一旦、アップデートが入手されると、アップデート
が書き込まれ得る「アップデート」物理ブロック内で適切な物理グループが利用可能であ
るかどうかに関して、ステップ５０８で決定がなされる。「アップデート」物理ブロック
は、上述のように、現在の論理ブロックと関連する、アップデートされたまたは新しい情
報を含むように構成され、かつ、物理グループナンバーによって識別され、現在の論理ブ
ロックの論理グループにそれぞれが対応し得るグループに実質的に分割され得る物理ブロ
ックであり得る。
【００９６】
　利用可能または適切なグループが存在することが決定されると、次に、現在のグループ
（すなわち、書き込みがなされた最も最近のグループ）がアップデートのためのスペース
を有するか、または、書き込まれ得る新しいグループが存在するかのどちらかを指示する
。従って、プロセスフローは、アップデートが「アップデート」物理ブロック内の適切な
グループに書き込まれるステップ５１２へ移動する。典型的には、アップデートを適切な
グループに書き込むステップに加えて、アップデートが関連付けられる論理グループを識
別する識別子はまた、適切なグループに書き込まれる。
【００９７】
　一旦、アップデートが適切なグループに書き込まれると、現在の論理ブロックに関連す
るさらなるアップデートが存在するかどうかに関して、ステップ５１６において決定がな
される。現在の論理ブロックに関連するさらなるアップデートが存在することが決定され
る場合、次に、プロセスフローは、現在の論理ブロックに関連する次のアップデートが入
手されるステップ５０４に戻る。もしくは、現在の論理ブロックと関連するアップデート
がそれ以上ないことが決定される場合、次に、現在の物理ブロックのコンテンツ（例えば
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、現在の論理ブロックに関連するアップデートが効果的に処理される前に、現在の論理ブ
ロックと関連付けられていた「元の」コンテンツを含む物理ブロックのコンテンツ）は、
ステップ５２０において、「アップデート」物理ブロックのコンテンツと必要に応じてマ
ージされ得る。２つの物理ブロックのコンテンツは、１つの実施形態において、新しい現
在の物理ブロックにマージされ得る。現在の物理ブロックおよび「アップデート」物理ブ
ロックのコンテンツがマージされるか、そうでなければ分割された後、１つまたは複数の
アップデートを書き込むプロセスは完了する。
【００９８】
　ステップ５０８に戻って、現在の論理ブロックと関連する現在のアップデートが書き込
まれ得る「アップデート」物理ブロック内に、利用可能なグループが存在しないことが決
定される場合、次に、プロセスフローは、新しい物理ブロックが調達されるステップ５２
４に移動する。具体的には、説明される実施形態において、現在の論理ブロックと関連す
る現在の物理ブロックのコンテンツは、「アップデート」物理ブロックのコンテンツを単
一の物理ブロックに、必要に応じてマージされるか、分割される。一旦、現在の論理ブロ
ックに関連する新しい現在の物理ブロックである単一の物理ブロックが、現在の論理ブロ
ックと関連する最も最近の情報で書き込まれると、次に、現在の論理ブロックと関連する
アップデートが格納され得る新しい「アップデート」物理ブロックが、ステップ５２８に
おいて調達される。１つの実施形態では、新しい「アップデート」物理ブロックを調達す
るステップは、新しい「アップデート」物理ブロックと関連するアップデートインデック
スを、現在の物理ブロック内のアップデートインデックスの値と関連する適切な値に設定
するステップを含む。
【００９９】
　新しい「アップデート」物理ブロックが調達された後、現在の論理ブロックと関連する
現在のアップデートは、ステップ５３２において、新しい「アップデート」物理ブロック
内の第１のグループに書き込まれ得る。典型的には、アップデートが関連付けられる現在
の論理ブロック内で論理グループを識別する識別子とともに、アップデートが第１の物理
グループに書き込まれる。プロセスフローは、次に、現在の論理ブロックと関連するさら
なるアップデートが存在するかどうかを決定するステップ５１６へ移動する。
【０１００】
　一般的に、電力管理ブロックを実装するステップ、維持するステップ、および、活用す
るステップと関連する機能が、ソフトウェア（例えば、プログラムコードデバイス、また
は、ファームウェア）として、不揮発性メモリまたは不揮発性メモリコンポーネントを含
むホストシステムに対して提供される。電力管理ブロックを実装し、維持し、利用可能に
するホストシステムに提供されるソフトウェアまたはファームウェアと関連する適切なシ
ステムアーキテクチャの１つの実施形態が、図６に示される。システムアーキテクチャ７
００は、一般的に、アプリケーションインターフェイスモジュール７０４、システムマネ
ージャモジュール７０８、データマネージャモジュール７１２、データインテグリティマ
ネージャ７１６、および、デバイスマネージャおよびインターフェイスモジュール７２０
を含み得るがそれらに制限されない様々なモジュールを含む。一般的に、システムアーキ
テクチャ７００は、プロセッサ（例えば、図２ａのプロセッサ１０８）によってアクセス
され得るソフトウェアコードデバイスまたはファームウェアを利用して実装され得る。
【０１０１】
　一般的に、アプリケーションインターフェイスモジュール７０４は、要求の初期化、ま
たは、システムフォーマッティングの過程の間にメディアを初期化するために、フラッシ
ュメモリ（示されない）などの不揮発性メモリ（より一般的には、メディア）と通信する
ように構成され得る。アプリケーションインターフェイスモジュール７０４はまた、メデ
ィアと関連するセクタ、クラスタ、または、ページに対して読み出し、かつ、書き込み得
る。典型的には、メディアと通信するステップに加えて、アプリケーションインターフェ
イスモジュール７０４はまた、システムマネージャモジュール７０８およびデータマネー
ジャモジュール７１２と通信する。
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【０１０２】
　システムマネージャモジュール７０８は、システム初期化サブモジュール７２４、消去
カウントブロック管理サブモジュール７２６、および、電力管理ブロックサブモジュール
７３０を含む。システム初期化サブモジュール７２４は、一般的に、初期化要求を処理可
能にするように構成され、典型的には、消去カウントブロック管理サブモジュール７２６
と通信する。消去カウントブロック管理サブモジュール７２６は、ブロックの消去カウン
トを格納させる機能と、個々の消去カウントを利用して平均消去カウントを計算させ、か
つ、アップデートさせる機能とを含む。システム初期化モジュール７２４はまた、１対多
の論理対物理ブロックの割り当てを分割するように構成され、従って、アップデートイン
デックスを活用し得る。
【０１０３】
　アプリケーションインターフェイスモジュール７０４との通信に加えて、システムマネ
ージャモジュール７０８はまた、データマネージャモジュール７１２、および、デバイス
マネージャおよびインターフェイスモジュール７２０と通信する。システムマネージャモ
ジュール７０８およびアプリケーションインターフェイスモジュール７０４の両方と通信
するデータマネージャモジュール７１２は、論理セクタを物理セクタへ効果的に変換する
セクターマッピングを提供する機能を含み得る。すなわち、データマネージャモジュール
７１２は、論理ブロックを物理ブロックへマップするように構成される。データマネージ
ャモジュール７１２はまた、同時係属中の米国特許出願第１０／２８１，８５５号に記載
されるように（その全体を本明細書中で参照として援用される）、オペレーティングシス
テムおよびファイルシステムインターフェイス層と関連する機能を含み得、ブロック内の
グループを管理可能にする。１つの実施形態では、データマネージャモジュール７１２は
、実質的にアウトオブシーケンス書き込みプロセスが発生可能なように構成され得る。
【０１０４】
　システムマネージャモジュール７０８、データマネージャ７１２、およびデータインテ
グリティマネージャ７１６と通信するデバイスマネージャおよびインターフェイスモジュ
ール７２０は、典型的には、フラッシュメモリインターフェイスを提供し、ハードウェア
抽象化と関連する機能（例えばＩ／Ｏインターフェイス）を含む。データインテグリティ
マネージャモジュール７１６は、他にも機能はあるが、ＥＣＣ処理を提供する。
【０１０５】
　本発明のほんの２、３の実施形態のみが説明されたが、理解されるべきことは、本発明
は、本発明の意図または範囲を逸脱することなしに、多くの他の特定の形式で実施され得
ることである。一例として、本質的なアウトオブシーケンス書き込みを発生可能にするグ
ループの利用が、一般的に、ＮＡＮＤメモリ（例えば、ＭＬＣ　ＮＡＮＤメモリ）と関連
するように説明された。しかし、一般的には、ブロックをグループに分割することを含む
本質的なアウトオブシーケンス書き込みは、実質的に任意の適切なメモリまたはメモリシ
ステムに関連して実装され得る。
【０１０６】
　アップデートインデックスは、「アップデート」物理ブロックおよび現在の物理ブロッ
クを分割可能にする際の利用に適するように説明された。しかし、理解されるべきことは
、実質的に任意の適切な方法、例えば、アップデートインデックスの利用と関係しない方
法が、複数の物理ブロックを分割可能にするために利用され得る。
【０１０７】
　本発明の様々な方法と関連するステップは、広範囲に変化し得る。一般的に、本発明の
意図または範囲から逸脱することなく、ステップが追加され、取り除かれ、順番を変えら
れ、変更され得る。例えば、論理ブロック内の特定の論理グループに関連するアップデー
トが、「アップデート」物理ブロック内の適切な物理グループへ書き込まれるべきであり
、かつ、そのアップデートが、物理グループ内に書き込まれるべき第１のアップデートで
ある場合は、このアップデートを書き込むステップは、論理グループと関連する物理グル
ープとして識別する識別子を物理グループに書き込むステップを含み得る。そのようなイ
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ンディケータは、実質的に任意の物理グループのページに書き込まれ得、そのような識別
子は、多くの場合、物理グループの第１のページ（すなわち開始ページ）に書き込まれる
。理解されるべきことは、識別子は、アップデートが書き込まれる前に書き込まれ得るか
、または、識別子は、アップデートと実質的に同時に（例えば、アップデートが物理グル
ープの第１のページへ書き込まれるとき）書き込まれ得ることである。従って、本例は、
実例であるが制限されないものとしてみなされ得る。本発明は、本明細書中に与えられた
詳細に制限されないが、付属の特許請求の範囲の範囲内で改変され得る。
【０１０８】
　不揮発性メモリの物理ブロックにコンテンツを効果的に格納可能にするための方法およ
び装置が開示される。
【０１０９】
　本発明の１つの局面によると、メモリユニットを有する不揮発性メモリシステムで書き
込み操作を実行するための方法は、メモリユニットの第１の物理サブユニットに第１のコ
ンテンツのセットを書き込むステップと、第１のコンテンツのセットが第１の物理サブユ
ニットに書き込まれた後に、メモリユニットの第２の物理サブユニットに第２のコンテン
ツのセットを書き込むステップとを含む。第１の物理サブユニットは、メモリユニットの
第２の物理サブユニットより順番的に前にある。第１のコンテンツのセットは、論理ユニ
ットの第２論理サブユニットに関連し、第２のコンテンツのセットは、論理ユニットの第
２の論理サブユニットの順番的に前にある論理ユニットの第１の論理サブユニットと関連
する。
【０１１０】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および
文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細
書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】図１は、コンテンツの第１のセットと、第２の物理ブロックへ書き込まれるべき
アップデートとを有する第１の物理ブロックの図式表示である。
【図２ａ】図２ａは、不揮発性メモリを含む一般的なホストシステムの図式表示である。
【図２ｂ】図２ｂは、メモリデバイス、例えば、図２のメモリデバイス１２０の図式表示
である。
【図２ｃ】図２ｃは、組み込み不揮発性メモリを含むホストシステムの図式表示である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に沿った、アップデートを実質的にアウトオブシーケ
ンスに書き込み可能にするグループに分割された物理ブロックの図式表示である。
【図４ａ】図４ａは、本発明の実施形態に沿った、論理グループを含む論理ブロックおよ
び物理グループを含む物理ブロックの図式表示である。
【図４ｂ】図４ｂは、本発明の実施形態に沿った、より古い物理ブロックと、例えば図４
ａの論理ブロック４００のような共通の論理ブロックと関連した、例えば図４ａの物理ブ
ロック４２０のような「アップデート」物理ブロックとの図式表示である。
【図４ｃ】図４ｃは、本発明の実施形態に沿った、例えば図４ｂの元の物理ブロック４６
０および「アップデート」物理ブロック４２０のような、元の物理ブロックおよび「アッ
プデート」物理ブロックと関連するコンテンツを含む物理ブロックの図式表示である。
【図５】図５は、本発明の実施形態に沿った、アウトオブシーケンス書き込みプロセスと
みなし得る書き込みプロセスを実行する１つの方法に関連したステップを示すプロセスフ
ロー図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態に沿った、システムアーキテクチャの図式ブロック図
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【符号の説明】
【０１１２】
１１　メモリセル配列
１５　バス
１７　アドレスデコーダ
１９　回路
２１　バッファメモリ
２３　制御システム１２８の一部分
１００　物理ブロック
１０４　コンテンツ
１０４ａ　コンテンツ
１０４ｂ　コンテンツ
１０８　マイクロプロセッサ
１１０　アップデート
１１２　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
１１２ａ　ページ「Ｎ－２」
１１２ｂ　ページ「３」
１１６　入力／出力回路
１２０　物理ブロック
１２４　不揮発性メモリ
１２８　メモリ制御システム
１３０　インターフェイスブロック
１５０　ホストまたはコンピュータシステム
１５４　システムバス
１５８　マイクロプロセッサ
１６２　ＲＡＭ
１６６　入力／出力回路
１８０　インターフェイス
７００　システムアーキテクチャ
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(28) JP 4424965 B2 2010.3.3

【図６】



(29) JP 4424965 B2 2010.3.3

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ロバート　シー．　チャン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４５０６，　ダンビル，　スタントン　コート　１０
(72)発明者  バーマン　クァワミ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５１３８，　サン　ホセ，　キラーネイ　サークル　５８９
            ９
(72)発明者  ファーシッド　サベット－シャーギ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５１３８，　サン　ホセ，　スノウドン　プレイス　５６３
            ４

    審査官  多賀　実

(56)参考文献  特開平０９－１８５５５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０２／５８０７４（ＷＯ，Ａ２）　　
              特表２００１－５２１２２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３２４００８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１２／００　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１２／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

