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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
メモリカードにおいて、
メモリチップと
前記メモリチップに接続され、データを一時的に記憶するバッファを有し、当該バッファ
を介して外部と前記メモリチップとの間でデータ転送を行うコントローラとを有し、
前記コントローラは、第１の動作モードでは、前記バッファ内のデータを前記メモリチッ
プに転送した時に当該バッファ内のデータをクリアし、第２の動作モードでは、前記バッ
ファ内のデータを前記メモリチップに転送した時に当該バッファ内のデータのクリアを行
わないことを特徴とするメモリカード。
【請求項２】
請求項１において、
前記コントローラは、外部からの書き込みコマンドに応答して、前記バッファ内のデータ
をメモリチップに転送することを特徴とするメモリカード。
【請求項３】
請求項１において、
前記コントローラは、前記バッファ内のデータを前記メモリチップに転送する転送回路を
有し、当該転送回路は、非反転モードの時に前記バッファ内のデータを反転せずにメモリ
チップに転送し、反転モードの時に前記バッファ内のデータを反転してメモリチップに転
送することを特徴とするメモリカード。
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【請求項４】
メモリチップと、当該メモリチップに接続され、データを一時的に記憶するバッファを有
し、当該バッファを介して外部と前記メモリチップとの間でデータ転送を行うコントロー
ラとを有するメモリカードの試験方法において、
所定の書き込みデータをメモリカードに入力し、前記バッファ内に格納させる工程と、
書き込み先アドレスと書き込みコマンドをメモリカードに繰り返し入力し、前記バッファ
内に格納された書き込みデータを、前記メモリチップ内の書き込み先アドレスに書き込ま
せる工程とを有し、
前記書き込み工程では、前記バッファ内に格納された書き込みデータがメモリチップへ転
送された時にクリアされないノンクリアモードに設定されることを特徴とするメモリカー
ドの試験方法。
【請求項５】
請求項４において、
１回の前記格納工程に対して、前記書き込み工程が、複数回繰り返されることを特徴とす
るメモリカードの試験方法。
【請求項６】
メモリチップと、当該メモリチップに接続され、データを一時的に記憶するバッファを有
し、当該バッファを介して外部と前記メモリチップとの間でデータ転送を行うコントロー
ラとを有するメモリカードの試験方法において、
所定の書き込みデータをメモリカードに入力し、前記バッファ内に格納させる工程と、
第１群の書き込み先アドレスと書き込みコマンドをメモリカードに入力し、前記バッファ
内に格納された書き込みデータを反転することなく、前記メモリチップ内の書き込み先ア
ドレスに書き込ませる第１の書き込み工程と、
第２群の書き込み先アドレスと書き込みコマンドをメモリカードに入力し、前記バッファ
内に格納された書き込みデータを反転して、前記メモリチップ内の書き込み先アドレスに
書き込ませる第２の書き込み工程とを有し、
前記書き込み工程では、前記バッファ内に格納された書き込みデータがメモリチップへ転
送された時にクリアされないノンクリアモードに設定されることを特徴とするメモリカー
ドの試験方法。
【請求項７】
請求項６において、
前記第１の書き込み工程と第２の書き込み工程とが交互に繰り返し行われることを特徴と
するメモリカードの試験方法。
【請求項８】
請求項６において、
前記第１の書き込み工程と第２の書き込み工程とが、それぞれ連続して繰り返し行われる
ことを特徴とするメモリカードの試験方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、メモリチップを内蔵したメモリカードに関し、試験工程を簡略化することがで
きるメモリカードに関する。更に、本発明はメモリカードの試験方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
メモリカードは、デジタルカメラなどのデータ格納用媒体として広く普及している。この
ようなメモリカードは、半導体不揮発性メモリであるフラッシュメモリが内蔵されている
。また、フラッシュメモリへの入出力制御を行うために、メモリカードは、メモリチップ
に加えてコントローラチップを内蔵する。
【０００３】
図１は、従来のメモリカードの構成図である。メモリカード１０１には、外部端子１００
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を介して、デジタルカメラなどの外部装置１０４と接続される。そして、メモリカード１
０１内には、メモリコア１１０と入出力バッファ１０９とを有するメモリチップ１０３と
、そのメモリチップ１０３への書き込み、読み出し、消去などの制御を行うコントローラ
チップ１０２とが内蔵されている。
【０００４】
メモリチップ１０３は、コマンド端子、アドレス端子、データ入出力端子、電源端子など
の多くの外部端子１０７を有し、コントローラチップ１０２と接続される。一方、メモリ
カード１０１の外部端子１００は、ノイズによるデータ反転エラーをなくすために、その
端子数を少なくしなければならない。従って、コントローラチップ１０２は、外部装置１
０４からの書き込みデータやアドレスを一旦バッファ１０５内に格納し、更に、それらデ
ータやアドレスを外部装置１０４からの制御コマンドと共に、メモリチップ１０３に転送
する。
【０００５】
コントローラチップ１０２は、カードインターフェース１１１と、バッファ１０５と、メ
モリチップ１０３との転送を行う転送回路１０６と、バッファ１０５を制御するバッファ
コントローラ１０８とを有する。更に、コントローラチップ１０２は、バッファ１０５に
有効なデータやアドレスが格納されていることを示すバッファステータスレジスタ１１２
を有する。
【０００６】
従来のメモリカードの書き込み動作の一例は、次のとおりである。外部端子１００を介し
て、データ転送コマンドと転送データとがシリアルに入力され、転送データがバッファ１
０５に格納される。これを外部転送と称する。続いて、アドレス転送コマンドと転送アド
レスとがシリアルに入力され、転送アドレスもバッファ１０５に格納される。バッファ１
０５内に有効なデータが格納されたことに伴い、バッファコントローラ１０８は、バッフ
ァステータスレジスタ１１２のフラグを「１」にする。そして、メモリアクセスコマンド
とそのアクセス内容を示す書き込みコマンドがシリアルに入力されると、バッファコント
ローラ１０８は、バッファステータスレジスタ１１２の有効フラグ「１」を確認して、バ
ッファ１０５内の転送データと転送アドレスとを転送回路１０６を経由して、メモリチッ
プ１０３の入出力バッファ１０９に転送する。これを内部転送と称する。この時、書き込
みコマンドもメモリチップ１０３に転送される。その結果、メモリコア１１０へのデータ
書き込みが完了する。内部転送が行われると、バッファコントローラ１０８によりバッフ
ァステータスレジスタ１１２のフラグが「０」にクリアされる。これにより、バッファ１
０５内のデータはクリアされることになる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
メモリカードに対して、出荷試験工程で、所定のデータを書き込み、そのデータが正しく
読み出せるか否かをチェックすることが行われる。上記出荷試験では、不良に伴って読み
出しエラーが発生しやすいデータを書き込む必要がある。例えば、隣接するビット線間の
ショート不良の検出を可能にするために、隣接するセルに反転するデータが書き込まれる
。或いは、隣接する４つのセルに上下左右に反転するチェッカーパターンのデータが書き
込まれる。
【０００８】
しかしながら、前述のとおり、メモリカードの外部端子１００の端子数は少なく、そのよ
うなバス幅が狭い外部端子を介して試験用データを書き込むには、長時間を要する。特に
、近年のフラッシュメモリの高集積化、大容量化に伴い、メモリカードの記憶容量も大容
量化する傾向にある。従って、試験パターンの書き込み工数が大きくなり、メモリカード
のコストアップを招いている。
【０００９】
そこで、本発明の目的は、書き込み工数を軽減することができるメモリカードを提供する
ことにある。
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【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明の一つの側面は、メモリチップとそれに接続され外
部からのデータ転送を行うコントローラとを有するメモリカードにおいて、コントローラ
は、データを一時的に記憶するバッファを有し、コントローラは、第１の動作モードでは
、バッファ内のデータをメモリチップに転送した時にバッファ内のデータをクリアし、第
２の動作モードでは、バッファ内のデータをメモリチップに転送した時にバッファ内のデ
ータのクリアを行わないことを特徴とする。
【００１１】
更に、上記発明の側面のより好ましい実施例では、コントローラは、更に、バッファ内の
データをメモリチップに転送する転送回路を有し、コントローラは、反転モードの時に、
バッファ内のデータを反転してメモリチップに転送し、非反転モードの時に、バッファ内
のデータを反転せずにメモリチップに転送することを特徴とする。
【００１２】
上記の発明によれば、外部から転送されたバッファ内のデータをメモリチップに内部転送
した時に、バッファ内の転送済みデータがクリアされる第１のモードに加えて、クリアさ
れない第２のモードを有することにより、試験工程での試験パターンを書き込む時、外部
転送したデータを複数回内部転送してメモリチップに書き込むことができる。従って、毎
回外部転送と内部転送とを繰り返す必要がなく、書き込み工数を減らすことができる。
【００１３】
また、上記の好ましい実施例によれば、コントローラに転送回路を設けて、転送モードと
非転送モードのいずれかを選択できるようにしているので、一旦外部転送した試験パター
ンを、そのまま若しくは反転してメモリチップに内部転送できる。従って、試験パターン
としてよく利用されるチェッカパターンの試験パターンを、少ない工数でメモリチップに
書き込むことができる。
【００１４】
上記の発明の好ましい実施例では、コントローラは、第１の動作モードと第２の動作モー
ドが指定される第１のレジスタと、反転モードと非反転モードが指定される第２のレジス
タとを有する。従って、外部からこれらのレジスタにモード設定することで、一旦外部転
送でバッファ内に格納したデータを、そのまま又は反転してメモリチップに内部転送する
ことができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態例を説明する。しかしながら、本発明の保護範
囲は、以下の実施の形態例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明
とその均等物にまで及ぶものである。
【００１６】
図２は、本実施の形態におけるメモリカードの概略的構成図である。図２には、図１と同
じ構成要素には同じ引用番号を与えている。本実施の形態のメモリカード１０１は、コン
トローラチップ１０２内に、バッファ１０５内に有効なデータが格納されていることを示
すバッファステータスレジスタ１１２に加えて、バッファ内のデータをメモリチップに内
部転送した時に、バッファ内のデータをクリアするかしないかのモード設定を行うバッフ
ァクリアレジスタ１１３と、内部転送時にバッファ内のデータを反転するかしないかのモ
ード設定を行う反転レジスタ１１４とを有する。更に、転送回路１０６は、反転レジスタ
１１４の反転モードに応じて、内部転送されるデータを反転する機能を有する。
【００１７】
バッファクリアレジスタ１１３によって、内部転送後にバッファ１０５内のデータをクリ
アするクリアモードと、クリアしないノンクリアモードとが設定可能である。従って、試
験工程において、このレジスタ１１３をノンクリアモードにしておけば、最初に外部転送
によって所定の書き込みデータを試験パターンとしてコントローラチップ１０２内のバッ
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ファ１０５に格納すれば、その後は、その格納した書き込みデータは内部転送してもクリ
アされないので、アドレスを変更しながらその書き込みデータを複数回メモリチップ１０
３に内部転送することができる。従って、従来のように外部転送と内部転送とを毎回繰り
返す必要はない。
【００１８】
更に、反転レジスタ１１４によって、内部転送時に転送回路１０６がバッファ内のデータ
を反転しない非反転モードと、反転する反転モードとが設定可能である。従って、試験工
程において、適宜、反転モードに設定することで、最初の外部転送によってバッファ内に
格納した書き込みデータを、反転してメモリチップ１０３に内部転送することができる。
従って、試験工程において、反転パターンを所定のアドレスに書き込む必要がある場合で
も、外部転送を省略することができる。
【００１９】
図３は、ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリのメモリコアの概略構成図である。メモリカード
に内蔵されるメモリチップとして、フラッシュメモリが利用されることが多い。図３に示
したＮＡＮＤ型フラッシュメモリは、コラム方向に複数のビット線BL0～BL3が設けられ、
行方向に複数のワード線WL0-0～WLn-0、WL0-1～WLn-1が設けられる。そして、ワード線に
はメモリセルＭＣが接続される。複数のメモリセルＭＣが縦列に接続されてセルストリン
グスCSTを形成し、セルストリングスCSTは、その選択信号SG1-0、SG1-1により導通するト
ランジスタを介して、ビット線に接続され、選択信号SG2-0、SG2-1により導通するトラン
ジスタを介して、アレイ内グランド電圧ARVSSに接続される。そして、各ビット線には、
書き込みデータを一時的に格納し、ビット線電位を検出して読み出しデータを一時的に格
納するページバッファPB0～PB3が設けられる。
【００２０】
さて、出荷試験で検出される不良モードには、隣接するビット線間が短絡していたり、Ｐ
Ｎ接合を介して短絡していたり、同様に、ワード線間が同様に短絡していたりする不良モ
ードが多い。このような不良を検出するためには、隣接するメモリセルＭＣに反転パター
ンを書き込み、その反転パターンが正常に読み出せるか否かをチェックすることが有効で
ある。即ち、隣接するメモリセルに対して、左右上下でそれぞれ反転するデータからなる
チェッカパターンを書き込み、それを読み出すことが有効である。
【００２１】
その場合、ページバッファやメモリセルとアドレスとの対応関係によるが、所定の試験パ
ターンを、アドレスに応じてそのまま、若しくは反転して書き込むことが行われる。例え
ば、第１のアドレスでワード線WL0-0が選択され、全てのページバッファＰＢから書き込
みデータがメモリセルに書き込まれる場合は、書き込みデータは「０１０１」であること
が好ましい。このような書き込みデータにすることで、左右に隣接するメモリセルには、
反転データが書き込まれ、従って、隣接するビット線間が短絡していた場合は、読み出し
データが異なることになり、そのような不良モードを検出することができる。また、第２
のアドレスで隣接するワード線が選択されて、全てのページバッファＰＢから書き込みデ
ータがメモリセルに書き込まれる場合は、上記の書き込みデータの反転パターンである「
１０１０」であることが好ましい。これにより、上下に隣接するメモリセルには、反転デ
ータが書き込まれるので、隣接するワード線が短絡しているような不良モードを検出する
ことができる。
【００２２】
また、別の対応関係では、第１のアドレスで偶数番目のページバッファＰＢ０，ＰＢ２か
ら書き込みデータが書き込まれ、第２のアドレスで奇数番目のページバッファＰＢ１，Ｐ
Ｂ３から書き込みデータが書き込まれる場合もある。その場合は、第１のアドレスに対し
て書き込みデータを例えば「００」とし、第２のアドレスに対しては書き込みデータを「
１１」にすることが好ましい。それにより、共通のワード線に接続されるメモリセルに対
して、書き込みデータ「０１０１」を書き込むことができる。そして、ワード線の選択を
ずらしてからは、第１のアドレスに対しては書き込みデータを「１１」とし、第２のアド
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レスに対しては書き込みデータを「００」にすることで、チェッカパターンを書き込むこ
とができる。
【００２３】
このように、メモリコアの構成に依存して、不良モードを検出可能な試験パターンが異な
る。しかし、いずれの場合でも、所定の試験パターンを反転しながら異なるアドレスに書
き込むことができれば、不良モードを検出することができる。
【００２４】
図２のメモリカードに戻り、試験工程では、バッファクリアレジスタ１１３をノンクリア
モードに設定し、所定の書き込みデータを外部転送でバッファ１０５内に転送し、その後
は、アドレスに応じて反転レジスタ１１４を反転モードにしたり非反転モードにして、バ
ッファ内の書き込みデータをメモリチップ１０３に内部転送することで、外部転送を省略
し且つ不良モード検出に必要な試験パターンをメモリチップに内部転送することができる
。
【００２５】
図４は、本実施の形態におけるメモリカードの詳細な構成図である。ここでも、図２と同
じ構成要素には同じ引用番号を与えている。図４のメモリカードは、図２のメモリカード
の構成に加えて、コントローラチップ１０２に、コマンドコントローラ１１８と、メモリ
インターフェース１１６が設けられる。コマンドコントローラ１１８は、メモリアクセス
コマンドに伴って供給される動作コマンドをデコードして、バッファコントローラ１０８
に動作コマンドに応じた制御を行わせる。動作コマンドには、例えば書き込みコマンド、
読み出しコマンド、消去コマンドなどがある。また、図４のメモリカードのメモリチップ
１０３には、メモリインターフェース１２０と、動作制御を行う制御部１２１が設けられ
ている。制御部１２１は、コントローラチップ１０２から供給される動作コマンドに応じ
て、メモリコア１１０に対して対応する動作制御を行う。
【００２６】
図４における通常の書き込み動作について説明する。まず、通常の書き込み動作について
説明する。デフォルト状態では、バッファクリアレジスタ１１３はクリアモードのフラグ
「１」に、反転レジスタ１１４は非反転モードのフラグ「０」にそれぞれ設定されている
。
【００２７】
外部装置１０４から、データ転送コマンドと書き込みデータとが外部端子１００を介して
シリアルに入力されると、カードインターフェース１１１は、そのデータ転送コマンドを
解釈して、書き込みデータをバッファ１０５に転送し格納する。同様に、アドレス転送コ
マンドと書き込み先アドレスとがシリアルに入力されると、カードインターフェース１１
１は、そのアドレス転送コマンドを解釈して、書き込み先アドレスをバッファ１０５に転
送し格納する。これに伴い、バッファコントローラ１０８は、バッファ１０５内に有効な
データ等が格納されたことを示すために、バッファクリアステータスレジスタ１１２を、
有効のフラグ「１」に設定する。
【００２８】
そして、メモリアクセスコマンドと書き込みコマンドとがシリアルに入力されると、カー
ドインターフェース１１１がメモリアクセスコマンドを解釈して、書き込みコマンドをコ
マンドコントローラ１１８に転送する。コマンドコントローラ１１８は、書き込みコマン
ドを解釈して、バッファコントローラ１０８にバッファ１０５に格納された書き込みデー
タや書き込み先アドレスを、転送回路１０６、メモリインターフェース１１６を経由して
、メモリチップ１０３に内部転送する。この時、転送回路１０６は、反転レジスタ１１４
が非反転モードであることを確認して、書き込みデータを反転せずにメモリチップに転送
する。この内部転送は、バス幅が大きな内部接続端子１０７を経由して行われる。また、
この内部転送時に、書き込みコマンドもメモリチップ１０３に供給される。
【００２９】
この内部転送に応答して、メモリチップ１０３の制御部１２１は、書き込みデータを書き
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込み先アドレスに書き込む制御を行う。バッファコントローラ１０８は、内部転送後、バ
ッファクリアレジスタ１１３がクリアモードであることを確認して、バッファステータス
レジスタ１１２を無効のフラグ「０」に変更して、バッファ１０５内のデータやアドレス
をクリアする。以上が通常の書き込み動作である。
【００３０】
次に、試験工程での書き込み動作について説明する。図５は、本実施の形態における試験
工程での書き込み動作の第１の例を示すフローチャート図である。試験工程において、外
部装置である試験装置からクリアレジスタ書き込みコマンドとレジスタデータ「０」を入
力して、バッファコントローラ１０８により、バッファクリアレジスタ１１３をノンクリ
アモードの「０」に設定する（Ｓ４０１）。次に、外部装置からデータ転送コマンドと書
き込みデータとをシリアルに入力して、書き込みデータをメモリカード１０１に外部転送
する（Ｓ４０２）。これに応答して、カードインターフェース１１１は、書き込みデータ
をバッファ１０５に格納し、バッファコントローラ１０８は、バッファステータスレジス
タ１１２を有効の「１」に設定する（Ｓ４０３）。この書き込みデータは、例えば「０１
０１．．．」など、チェッカパターンデータである。
【００３１】
外部装置は、反転レジスタ書き込みコマンドと非反転データ「０」をシリアルに入力して
、バッファコントローラ１０８が、反転レジスタ１１４を非反転モードの「０」に設定す
る（Ｓ４０４）。そして、外部装置は、アドレス転送コマンドと書き込み先アドレスを入
力し、書き込みアドレスをバッファ１０５に格納し、更に、メモリアクセスコマンドと書
き込みコマンドとを入力する（Ｓ４０５）。この時の書き込みアドレスは、偶数アドレス
である。具体的には、図３のワード線を選択する行アドレスに対して、全てのページバッ
ファから全てのビット線に書き込みデータが供給されるものとする。
【００３２】
書き込みコマンドが、コマンドコントローラ１１８により解釈され、バッファコントロー
ラ１０８が、バッファステータスレジスタ１１２が有効「１」であることを確認して、バ
ッファ１０５内の書き込みデータを転送回路１０６に転送する。転送回路１０６は、反転
レジスタ１１４が非反転モード「０」であるので、書き込みデータを反転せずに、メモリ
インターフェース１１６から、メモリチップ１０３に供給する。この時、書き込み先アド
レスと書き込みコマンドもメモリチップ１０３に供給される。これに応答して、メモリチ
ップ１０３は、書き込み先アドレスに書き込みデータを書き込む（Ｓ４０６）。
【００３３】
上記のデータの内部転送後、バッファコントローラ１０８は、バッファクリアレジスタ１
１３がノンクリアモードの「０」であることを確認して、バッファステータスレジスタ１
１２の有効状態「１」を維持する。これにより、バッファ１０５内の書き込みデータはク
リアされない（Ｓ４０７）。
【００３４】
次に、外部装置から、反転レジスタ書き込みコマンドと反転データ「１」を入力し、反転
レジスタ１１４を反転モードに設定する（Ｓ４０８）。そして、外部装置から、アドレス
転送コマンドと奇数の書き込み先アドレスをシリアルに入力し、更に、メモリアクセスコ
マンドと書き込みコマンドとをシリアルに入力する（Ｓ４０９）。それに応答して、バッ
ファコントローラ１０８は、バッファ１０５内の書き込みデータを転送回路１０６に出力
する。転送回路は、反転レジスタ１１４が反転モードになっているので、書き込みデータ
を反転して、データ「１０１０．．．」をメモリインターフェース１１６からメモリチッ
プ１０３に内部転送する。更に、書き込み先アドレスと書き込みコマンドも転送され、メ
モリチップでは、偶数の書き込みアドレスに、内部転送された書き込みデータを書き込む
（Ｓ４１０）。内部転送後、バッファ１０５内の書き込みデータはクリアされない（Ｓ４
１１）。
【００３５】
上記の工程Ｓ４０４～Ｓ４１１が、最終アドレスまで繰り返される（Ｓ４１２）。以上の



(8) JP 4086584 B2 2008.5.14

10

20

30

40

50

書き込み工程によれば、バス幅が狭い外部端子１００を介して書き込みデータを転送する
外部転送が、工程Ｓ４０２で一回行われるだけである。そして、その後書き込みアドレス
と書き込みコマンドのみを繰り返しメモリカードに入力するだけで内部転送が行われるの
で、書き込み工程を短くすることができる。特に、書き込みデータは、アドレスやコマン
ドに比較してデータ量が大きいので、外部転送自体が工数を要し、書き込みデータの外部
転送の繰り返しを回避することで、大幅な工数削減になる。
【００３６】
図６は、本実施の形態における試験工程での書き込み動作の第２の例を示すフローチャー
ト図である。この例では、偶数アドレスの書き込みを繰り返し行い、その後に奇数アドレ
スの書き込みを繰り返し行う。それ以外は、第１の例と同じである。従って、図６の各工
程には、図５と同じ工程番号が与えられている。
【００３７】
まず、バッファクリアレジスタ１１３をノンクリアモード「０」に設定し（Ｓ４０１）、
書き込みデータをメモリカードに転送し（Ｓ４０２）、そのデータをバッファ１０５に格
納し（Ｓ４０３）、反転レジスタ１１４を非反転モード「０」にする（Ｓ４０４）までは
、第１の例と同じである。
【００３８】
そして、偶数の書き込みアドレスと書き込みコマンドを入力し（Ｓ４０５）、メモリチッ
プに書き込みデータを転送して書き込み（Ｓ４０６）、バッファ１０５はクリアされない
（Ｓ４０７）ことにより、一連の書き込み動作が、最終偶数アドレスになるまで繰り返さ
れる（Ｓ４１４）。そして、今度は、メモリカードの反転レジスタ１１４を反転モード「
１」に設定した後（Ｓ４０８）、奇数アドレスに対する書き込み動作（Ｓ４０９，Ｓ４１
０，Ｓ４１１）が最終奇数アドレスまで繰り返される（Ｓ４１５）。
【００３９】
このように、第２の例では、偶数アドレスへの書き込みと奇数アドレスへの書き込みとを
別々に行うことで、反転レジスタ１１４の設定工程を繰り返し行う必要がなくなり、更に
書き込み工程の工数を減らすことができる。
【００４０】
第１及び第２の書き込みの例では、書き込みアドレスを偶数アドレスと奇数アドレスとで
分けて、一方を非反転モードで他方を反転モードでそれぞれ内部転送した。しかしながら
、前述したとおり、メモリチップのメモリコアの構成によっては、別のアドレス区分が有
効の場合もある。その場合は、第１のアドレス群では、非反転モードで内部転送が行われ
、第２のアドレス群では、反転モードで内部転送が行われる。
【００４１】
更に、上記の実施の形態におけるコマンド体系は、一例であって、他のコマンドと転送デ
ータや転送アドレス形式であっても良い。
【００４２】
以上、実施の形態例をまとめると以下の付記の通りである。
【００４３】
（付記１）メモリカードにおいて、
メモリチップと
前記メモリチップに接続され、データを一時的に記憶するバッファを有し、当該バッファ
を介して外部と前記メモリチップとの間でデータ転送を行うコントローラとを有し、
前記コントローラは、第１の動作モードでは、前記バッファ内のデータを前記メモリチッ
プに転送した時に当該バッファ内のデータをクリアし、第２の動作モードでは、前記バッ
ファ内のデータを前記メモリチップに転送した時に当該バッファ内のデータのクリアを行
わないことを特徴とするメモリカード。
【００４４】
（付記２）付記１において、
前記コントローラは、外部からの書き込みコマンドに応答して、前記バッファ内のデータ
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をメモリチップに転送することを特徴とするメモリカード。
【００４５】
（付記３）付記１において、
前記コントローラは、前記第１の動作モードと第２の動作モードとを設定するバッファク
リアレジスタを有し、当該バッファクリアレジスタは、外部から設定可能であることを特
徴とするメモリカード。
【００４６】
（付記４）付記１において、
前記コントローラは、前記バッファ内のデータを前記メモリチップに転送する転送回路を
有し、当該転送回路は、非反転モードの時に前記バッファ内のデータを反転せずにメモリ
チップに転送し、反転モードの時に前記バッファ内のデータを反転してメモリチップに転
送することを特徴とするメモリカード。
【００４７】
（付記５）付記４において、
前記コントローラは、前記反転モードと非反転モードとを設定する反転レジスタを有し、
当該反転レジスタは、外部から設定可能であることを特徴とするメモリカード。
【００４８】
（付記６）付記１において、
前記コントローラに設けられた外部端子の数は、前記コントローラとメモリチップ間の接
続端子の数よりも少ないことを特徴とするメモリカード。
【００４９】
（付記７）メモリチップと、当該メモリチップに接続され、データを一時的に記憶するバ
ッファを有し、当該バッファを介して外部と前記メモリチップとの間でデータ転送を行う
コントローラとを有するメモリカードの試験方法において、所定の書き込みデータをメモ
リカードに入力し、前記バッファ内に格納させる工程と、
書き込み先アドレスと書き込みコマンドをメモリカードに繰り返し入力し、前記バッファ
内に格納された書き込みデータを、前記メモリチップ内の書き込み先アドレスに書き込ま
せる工程とを有し、
前記書き込み工程では、前記バッファ内に格納された書き込みデータがメモリチップへ転
送された時にクリアされないノンクリアモードに設定されることを特徴とするメモリカー
ドの試験方法。
【００５０】
（付記８）付記７において、
１回の前記格納工程に対して、前記書き込み工程が、複数回繰り返されることを特徴とす
るメモリカードの試験方法。
【００５１】
（付記９）メモリチップと、当該メモリチップに接続され、データを一時的に記憶するバ
ッファを有し、当該バッファを介して外部と前記メモリチップとの間でデータ転送を行う
コントローラとを有するメモリカードの試験方法において、所定の書き込みデータをメモ
リカードに入力し、前記バッファ内に格納させる工程と、
第１群の書き込み先アドレスと書き込みコマンドをメモリカードに入力し、前記バッファ
内に格納された書き込みデータを反転することなく、前記メモリチップ内の書き込み先ア
ドレスに書き込ませる第１の書き込み工程と、
第２群の書き込み先アドレスと書き込みコマンドをメモリカードに入力し、前記バッファ
内に格納された書き込みデータを反転して、前記メモリチップ内の書き込み先アドレスに
書き込ませる第２の書き込み工程とを有し、
前記書き込み工程では、前記バッファ内に格納された書き込みデータがメモリチップへ転
送された時にクリアされないノンクリアモードに設定されることを特徴とするメモリカー
ドの試験方法。
【００５２】
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前記第１の書き込み工程と第２の書き込み工程とが交互に繰り返し行われることを特徴と
するメモリカードの試験方法。
【００５３】
（付記１１）付記９において、
前記第１の書き込み工程と第２の書き込み工程とが、それぞれ連続して繰り返し行われる
ことを特徴とするメモリカードの試験方法。
【００５４】
（付記１２）付記９において、
前記第１の書き込み工程では、前記コントローラが非反転モードに設定され、前記第２の
書き込み工程では、前記コントローラが反転モードに設定されることを特徴とするメモリ
カードの試験方法。
【００５５】
【発明の効果】
以上、本発明によれば、メモリカードの試験工程において、書き込み工数を削減して、試
験コストを削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のメモリカードの構成図である。
【図２】本実施の形態におけるメモリカードの概略的構成図である
【図３】ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリのメモリコアの概略構成図である。
【図４】本実施の形態におけるメモリカードの詳細な構成図である。
【図５】本実施の形態における試験工程での書き込み動作の第１の例を示すフローチャー
ト図である。
【図６】本実施の形態における試験工程での書き込み動作の第２の例を示すフローチャー
ト図である。
【符号の説明】
１０１　　　メモリカード
１０２　　　コントローラチップ
１０３　　　メモリチップ
１０４　　　外部装置
１０５　　　バッファ
１０６　　　転送回路
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