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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フラッシュメモリのそれぞれのセルがシングルビットセル（ＳＢＣ）およびマルチビッ
トセル（ＭＢＣ）の２つのモードで動作可能であるフラッシュメモリ・ダイ上に備えられ
たフラッシュメモリ、および前記フラッシュメモリ・ダイとは異なるフラッシュコントロ
ーラ・ダイ上に備えられたフラッシュコントローラを含む一つのフラッシュメモリ・デバ
イスをハウジングに包装し、組み立てるステップと、
　複数個の前記フラッシュメモリ・デバイスをテストするステップであって、前記フラッ
シュメモリ・デバイスの各々に電力が供給された時に、前記フラッシュコントローラの各
々が対応する前記フラッシュメモリ・ダイをテストするためのテスト・プログラムの実行
を開始し、前記フラッシュメモリ・デバイスのセルを、第１試験段階では前記ＳＢＣモー
ドで、第２試験段階では前記ＭＢＣモードでテストするステップと、
を含むデバイスの製造方法。
【請求項２】
　複数個の前記フラッシュメモリ・デバイスをテストするステップにおいて、複数個の前
記フラッシュメモリ・デバイスの前記テストが同時に実行される、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記フラッシュコントローラの各々が前記対応するテスト・プログラムを所定の回数実
行するよう構成されている、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記フラッシュメモリ・デバイスの各々が一つのマルチチップ・パッケージとして包装
される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記フラッシュメモリ・デバイスの各々が一つのメモリ・カードとして組み立てられ、
前記フラッシュメモリ・デバイスの各々は前記複数のフラッシュメモリ・デバイスの他の
フラッシュメモリ・デバイスとは異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記フラッシュコントローラの各々が、生成された試験結果の少なくとも一部を前記フ
ラッシュメモリ・ダイに記憶するように構成されている、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記フラッシュメモリ・デバイスの各々が、前記フラッシュメモリ・ダイと、前記テス
ト・プログラムを実行することで前記フラッシュメモリ・ダイをテストするように構成さ
れている前記フラッシュコントローラとを備える、請求項１～６のいずれかに記載の方法
。
【請求項８】
　前記フラッシュメモリ・デバイスの各々において、前記フラッシュコントローラ・ダイ
および前記フラッシュメモリ・ダイが一つの共通のプリント回路基板上に備えられる、請
求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記フラッシュメモリ・デバイスの各々において、前記テスト・プログラムが、前記フ
ラッシュコントローラの不揮発性メモリ内に少なくとも部分的に記憶される、請求項１～
８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記フラッシュメモリ・デバイスの各々において、前記テスト・プログラムが、前記フ
ラッシュメモリ内に記憶され、前記フラッシュメモリ・デバイスに電力が供給されると前
記テスト・プログラムが前記対応するフラッシュコントローラのランダム・アクセス・メ
モリ内に記憶される、請求項１～９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記フラッシュコントローラによって実行される前記テスト・プログラムが、前記フラ
ッシュメモリ内の不良ブロックを識別する、請求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記フラッシュコントローラによって実行される前記テスト・プログラムが、前記フラ
ッシュメモリの少なくとも７５％のメモリ・セルに対して不良ブロック・テストを実行す
る、請求項１～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記フラッシュコントローラが、前記フラッシュメモリの全てのメモリ・セルをテスト
するよう動作可能である、請求項１～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記フラッシュコントローラの各々がエラー訂正コード回路を備え、前記テスト・プロ
グラムが前記エラー訂正コード回路を用い、前記エラー訂正コード回路によって実行され
るエラー訂正操作が失敗である場合に、前記フラッシュコントローラがテスト不良を報告
する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　フラッシュメモリのそれぞれのセルがシングルビットセル（ＳＢＣ）モードおよびマル
チビットセル（ＭＢＣ）モードで動作可能であるフラッシュメモリ・ダイ上に備えられた
フラッシュメモリ、および前記フラッシュメモリ・ダイとは異なるフラッシュコントロー
ラ・ダイ上に備えられたフラッシュコントローラであって、フラッシュメモリ・ダイのフ
ラッシュメモリのセルを第１段階では前記ＳＢＣモードで、第２段階では前記ＭＢＣモー
ドでテストするプログラムを実行可能であるフラッシュコントローラを含み、ハウジング
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に包装され、組み立てられているそれぞれが異なるデバイスであるフラッシュメモリ・デ
バイスを複数個、少なくとも１００個と、
　前記少なくとも１００個のフラッシュメモリ・デバイスの各々に電力供給するよう構成
されている少なくとも１００個のポートを持つマス・テスト・ボードと、
を備えるテスト・システムにおいて、
　各ポートは前記少なくとも１００個のフラッシュメモリ・デバイスの対応するフラッシ
ュメモリ・デバイスに電力供給し、前記少なくとも１００個のフラッシュメモリ・デバイ
スのテストは前記少なくとも１００個のフラッシュメモリ・デバイスの各々に電力が供給
されることで開始される、テスト・システム。
【請求項１６】
　前記フラッシュコントローラの各々が実行する前記テスト・プログラムが、前記フラッ
シュメモリの少なくとも７５％のメモリ・セルに対して不良ブロック・テストを実行する
よう作動可能である、請求項１５に記載のテスト・システム。
【請求項１７】
　前記フラッシュコントローラの各々が実行する前記テスト・プログラムが、前記フラッ
シュメモリの全てのメモリ・セルに対して不良ブロック・テストを実行するよう作動可能
である、請求項１５に記載のテスト・システム。
【請求項１８】
　前記システムが、前記少なくとも１００個のフラッシュメモリ・デバイスを同時にテス
トする、請求項１５に記載のテスト・システム。
【請求項１９】
　フラッシュメモリのそれぞれのセルがシングルビットセル（ＳＢＣ）モードおよびマル
チビットセル（ＭＢＣ）モードで動作可能であるフラッシュメモリ・ダイ上に備えられた
フラッシュメモリと、
　前記フラッシュメモリ・ダイとは異なるフラッシュコントローラ・ダイ上に備えられた
フラッシュコントローラと、
を含むフラッシュメモリ・デバイスであって、
　前記フラッシュメモリおよび前記フラッシュコントローラが、一つの共通ハウジングに
包装されており、
　前記フラッシュコントローラが前記フラッシュメモリ・ダイをテストするために、第１
段階では前記ＳＢＣモードで、第２段階では前記ＭＢＣモードで前記フラッシュメモリの
セルをテストするテスト・プログラムを実行するよう構成され、
　前記テスト・プログラムの前記実行が専用のテスト信号を受信することなく前記フラッ
シュメモリ・デバイスに電力が供給されることで開始される、フラッシュメモリ・デバイ
ス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的なフラッシュメモリ・デバイスの製造に関し、特に製造中にフラッシ
ュメモリ・ダイをテストすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
（シングルビットおよびマルチビット・フラッシュメモリ・セル）
　フラッシュメモリ・デバイスは、長年知られている。典型的に、フラッシュメモリ・デ
バイス内の各々のメモリ・セルは、１ビットの情報を記憶する。１ビットをフラッシュメ
モリ・セルに記憶する従来の方法は、メモリ・セルの二つの状態をサポートすることであ
る。一方の状態が論理「０」を表し、他方の状態が論理「１」を表す。
【０００３】
　フラッシュメモリ・セルにおけるこの二つの状態は、セルのチャネル（セルのトランジ
スタのソース素子とドレイン素子とを結合する領域）の上方にフローティングゲートを設



(4) JP 5442789 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

け、そのフローティングゲート内に蓄えられる充電量に対して二つの有効な状態を得るこ
とによって実現している。典型的に、一方の状態は、フローティングゲートにゼロ電荷を
持ち、消去後の書き込みのないセルの状態であり（一般的に、状態「１」を表す、と定義
され）、そして、他方の状態は、フローティングゲートにいくらかの量の陰電荷を持つ（
一般的に、状態「０」を表す、と定義される）。ゲートに陰電荷を持つことにより、セル
のトランジスタのスレショルド電圧（すなわち、トランジスタを導通状態にさせるために
トランジスタの制御ゲートに印加しなければならない電圧）は、上昇する。したがって、
セルのスレショルド電圧をチェックすることによって、記憶ビットを読み取ることが可能
である。スレショルド電圧が高い状態であれば、ビット値は「０」であり、また、スレシ
ョルド電圧が低い状態であれば、ビット値は「１」である。実に、セルのスレショルド電
圧を正確に読み取る必要はない。必要なすべてのことは、セルが現在二つの状態のいずれ
にあるのかを正しく認識することである。この目的では、セルのスレショルド電圧を、二
つの状態の間に位置する基準電圧に比較し、セルのスレショルド電圧が基準値よりも低い
のか、それとも高いのかを判定するだけで十分である。
【０００４】
　図１Ａ（従来の技術）は、これがどのように機能するのかを視覚的に示す。具体的には
、図１Ａは、かなりの数のセルにおけるスレショルド電圧の分布を表している。フラッシ
ュ・デバイスのセルは、（例えば、けい素構造内の不純物濃度あるいは欠陥における多少
の相違から）それらの特徴および作用が必ずしも同一ではないため、すべてのセルに対し
て同じプログラミング・オペレーションを適用しても、セルのすべてが必ずしも同じスレ
ショルド電圧を持つようになるわけではない。その代わり、スレショルド電圧は、図１Ａ
に示すように分布する。値「１」を記憶しているセルは、典型的に負のスレショルド電圧
を持ち、ほとんどのセルが、図１Ａの左側ピーク（ラベル１）の中央電圧値に近いスレシ
ョルド電圧を持つ。そして少数のセルが、左側ピークの中央電圧よりも低い、あるいは高
いスレショルド電圧を持つ。同様に、値「０」を記憶しているセルは、典型的に正のスレ
ショルド電圧を持ち、ほとんどのセルが、図１Ａの右側ピーク（ラベル０）の中央電圧に
近いスレショルド電圧を持つ。そして少数のセルが、右側ピークの中央電圧よりも低い、
あるいは高いスレショルド電圧を持つ。
【０００５】
　近年、「マルチレベル・セル」（ＭＬＣ）を採用した、新しい種類のフラッシュ・デバ
イスが市場に出回ってきている。セルにつきシングルビットを持つフラッシュメモリも上
述のように２レベルを用いるので、この用語「マルチレベル・セル」は、まぎらわしいも
のとなっている。したがって、用語「シングルビット・セル」（ＳＢＣ）は、以下、２レ
ベルのメモリ・セルに言及するのに用い、そして、用語「マルチビット・セル」（ＭＢＣ
）は、以下、２を超えるレベル、すなわち、１セルにつき複数ビットのメモリ・セルに言
及するのに用いる。現在最も一般的なＭＢＣフラッシュメモリは、１セルにつき２ビット
を持つものであるため、そのようなＭＢＣメモリを用いる例を、下記に挙げる。しかし、
理解すべきことは、本発明が、セルにつき２ビットを超えるものをサポートするフラッシ
ュメモリ・デバイスにも等しく適用できることである。２ビットの情報を記憶している単
一のＭＢＣセルは、四つの異なる状態のうちの一つにある。セルの「状態」が、そのセル
のスレショルド電圧によって表されるため、一つのＭＢＣセルは、そのセルのスレショル
ド電圧に対して、四つの異なる有効な範囲をサポートする。図１Ｂ（従来の技術）は、セ
ルにつき２ビットの典型的なＭＢＣセルに対するスレショルド電圧分布を示す。予想通り
、図１Ｂには、各々が一つの状態に対応する四つのピークがある。ＳＢＣの場合と同様、
各々の状態は、実際には電圧範囲であり、単一の電圧ではない。セルの内容を読み取ると
き、セルのスレショルド電圧を、一つの限定電圧範囲内に正しく識別しなければならない
。ＭＢＣフラッシュ・デバイスの従来の技術による例については、ハラリ氏の米国特許第
５，４３４，８２５号を参照する。これは、すべての目的のために、参照により本文に完
全に記述したものとする。
【０００６】
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　例えば四つの状態でのＭＢＣオペレーションに設計されるセルは、典型的に、二つの状
態を持つＳＢＣセルとして作動可能である。例えば、すべての目的のために参照により本
文に完全に記述したものとする、コンリー氏らの米国特許第６，４２６，８９３号は、同
じデバイス内にＭＢＣおよびＳＢＣモードの両方を採用し、デバイスの特定な部分を選択
して最高密度のＭＢＣモードで作動させる、また、他の部分をＳＢＣモードで用いて、よ
り良好な性能を提供することを開示している。
【０００７】
　ＭＢＣデバイスは、有意なコスト優位性を提供する。セルにつき２ビットを持つＭＢＣ
デバイスは、シリコン・ウェファに関して、同容量のＳＢＣの半分の領域で済む。しかし
、ＭＢＣフラッシュを用いることには欠点もある。ＭＢＣメモリにおける平均読み取りお
よび書き込み時間は、ＳＢＣメモリのそれよりも長いため、ＭＢＣメモリは性能が悪い。
また、ＭＢＣの信頼性は、ＳＢＣのそれよりも低い。ＭＢＣのスレショルド電圧範囲の区
別は、ＳＢＣのそれよりも非常に小さい。したがって、ＳＢＣでは二つの状態間に大きな
ギャップが存在するために取るに足らないスレショルド電圧への障害（例えば、スレショ
ルド電圧ドリフトを起こす蓄積電荷のリーク、または近隣の作動セルからの干渉）が、Ｍ
ＢＣセルでは一つの状態からもう一つの状態への移行となり、エラー・ビットを生じるこ
とになる。最終結果として、ＭＢＣセルは、データ保持時間、あるいは多くの書き込み消
去サイクルへのデバイスの耐久度に関して性能仕様が低い。
【０００８】
　ＳＢＣデバイスに比べてＭＢＣデバイスの信頼性が低いことによるもう一つの影響とし
て、エラー訂正の要求レベルがある。ＳＢＣ・ＮＡＮＤフラッシュ・デバイスのメーカは
、典型的に、各ページ５１２バイトのデータにおいて１ビット・エラーを訂正することが
可能なエラー訂正コード（ＥＣＣ）を適用するようにユーザに勧める。しかし、ＭＢＣ・
ＮＡＮＤフラッシュ・デバイスのデータ・シートは、典型的に、各ページ５１２バイトの
データにおいて４ビット・エラーを訂正することが可能なＥＣＣを適用することを勧める
。例えば「大きなブロック・デバイス」として知られるＮＡＮＤデバイスの場合などは、
２０４８バイト・サイズのページに対しては、ページの５１２バイトの各部分につきエラ
ー訂正を適用することを提案している。本発明は、ページサイズに関わらず、色々様々な
フラッシュ・デバイスに適用できる。本出願において、用語「ＮビットＥＣＣ」は、５１
２バイトが、１ページ、１ページ未満、あるいは複数ページのサイズであるかどうかに関
わらず、５１２バイトのデータにおいてＮビット・エラーを訂正することが可能なＥＣＣ
スキームに言及する。
【０００９】
（フラッシュメモリ・ダイのテスト）
　フラッシュメモリ・ダイは、製品内に使用する前に、広範囲なテストが必要である。こ
れは、ＮＡＮＤフラッシュについては特にそうである。この一つの理由としては、フラッ
シュ・デバイスが、使用すべきでない不良ブロックを含むことが考えられる。ブロックは
、単一の消去オペレーションで消去可能な、セルの最小塊であり、典型的に、多数のペー
ジを含む。そして、ページは、単一の書き込みオペレーションで書き込みが可能な、セル
の最小塊である。ブロックをすべて「１」の状態へ確実に消去することができない、また
はブロックの一つ以上のページを確実にプログラムすることができない場合、そのブロッ
クは、ダイを物理的に加工して別のブロックで置換すべき、またはデバイスへ書き込むソ
フトウェアがそれを使用しないよう、不良ブロックと標識すべきである。
【００１０】
　任意のフラッシュメモリ・ダイに対しては、他のテストも行ってよいが、不良ブロック
に対するテストが、典型的に最も時間を要する。これは、不良ブロックに対するテストが
、典型的に、デバイスの各ページへの書き込み、そして各ブロックの消去を必要とするた
めである。書き込みおよび消去は、典型的に、不良ブロック・テストを、異なるパターン
の書き込みデータの下で、異なる温度の下で、またはテスト・パラメータの他のバリエー
ションの下で行うために、複数回繰り返す。
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【００１１】
（製造におけるウェファ・ソート・ステージ中のテスト）
　いくつかのケースでは、ダイが、まだ製造されたシリコン・ウェファの一部であり、ウ
ェファが複数のダイへ分けられる前に、フラッシュメモリ・ダイの完全なテストを完了さ
せる。このステージは、典型的に、「ウェファ・ソート」ステージと呼ぶ。ウェファ・ソ
ート・ステージでテストを完了したダイは、典型的に、「良いと分かったダイ」（「ＫＧ
Ｄ」）と呼ぶ。フラッシュメモリ・ダイが、マイクロプロセッサ等の高価な第二のダイと
共にマルチチップ・パッケージ（「ＭＣＰ」）へ組み入れられる場合には、ＫＧＤフラッ
シュメモリ・ダイの使用が有利である。ＭＣＰ組み立ての前にメモリ・ダイを完全にはテ
ストしない場合は、メモリとマイクロプロセッサとを一緒に一つのデバイス内へ組み入れ
た後にテストを完了させることになる。そしてＭＣＰステージ・テストでメモリ・ダイの
いくつかに欠陥があると分かった場合、それらのＭＣＰデバイスは廃棄しなければならな
い。これは、（とにかく廃棄されるであろう）メモリ・ダイのみの損失ではなく、高価な
マイクロプロセッサ・ダイ、そしてパッケージングコストの損失となる。
【００１２】
　しかしながら、ＫＧＤフラッシュメモリ・ダイを製造することは、単純ではない。ウェ
ファ・ソート・ステージのために使用するテスト装置は、複雑で高価であり、そのような
装置を長時間のテストに用いることは、テストの費用を高くする。また、不良ブロック・
テストは、ウェファ・ソート・ステージで、多くのダイに対して平行にテストを実行する
のには余り適していない。ウェファ内のすべてのテスト・ダイが、正確に同じテスト・シ
ーケンスを通過し、そのテスト結果が、各々のダイに対する「進行あるいは停止」決定と
なる典型的な信号タイミング・テストとは異なり、不良ブロック・テストでは、各々のダ
イは、異なる位置に不良ブロックを持つことがあり、テスト中に異なるタイミングを示す
こともあるため、テスト装置は、各ダイを別々に処理すべきである。このことは、ウェフ
ァ・ソート・ステージでの不良ブロック・テストをさらに複雑にし、よりコスト高にする
。
【００１３】
　もう一つの要因は、ウェファ・ソート・ステージでの不良ブロック・テストのコストを
さらに上げるため、より深刻である。多くのフラッシュメモリ・メーカは、テストを、室
温とは異なる温度で行うよう要求する。このことは、ウェファ・ソート・テスト装置が、
テスト・ウェファを特定な温度に維持している間にテストを実行すべきであることを意味
する。このことは、テスト装置のコストを増大させるため、結果として、ダイ毎のテスト
経費が増加することになる。
【００１４】
（製造中の、パッケージされたデバイス内におけるフラッシュメモリ・ダイのテスト）
　上記の理由で、ほとんどのフラッシュメモリ・ダイは、ＫＧＤとしては製造されていな
い。その代わり、フラッシュ・デバイスのテストは、二つの部分に分かれている。ウェフ
ァ・ソート・ステージでは、明らかに悪い、すぐに廃棄すべきダイを識別するという目標
で、最小のテストのみを行う。それから、ウェファを別々のダイへ切断し、各ダイを、販
売時のタイプのデバイス・パッケージ内へ包装する。ＮＡＮＤフラッシュ・デバイスに対
しては、これは、典型的に、ＴＳＯＰ、ＢＧＡまたはＬＧＡパッケージである。これらは
、一般的に、電子機器およびプリント回路基板（ＰＣＢ）内に用いられるパッケージであ
る。時間のかかる不良ブロック・テストを含む残りのテストは、製造の後のステージ（す
なわち、ウェファ・ソート・ステージの後）で、パッケージ・フラッシュ・デバイスに対
して行う。したがって、パッケージ・デバイスは、（デバイス製造施設内の）テスト基板
上にインストールしてから、残りのテストを実行する。パッケージ・デバイスをテストす
る場合、ウェファ内のダイへのアクセスが困難なウェファ・ソート・ステージとは異なり
、フラッシュ・デバイスをうまい具合に取り扱ってインターフェイスすることができるの
で、ウェファ・ソーティングに必要とされるタイプのような、高価なプロービング装置の
必要はない。
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【００１５】
　しかしながら、たとえ便利なパッケージ内に包装されているとしても、ＮＡＮＤフラッ
シュ・デバイスを不良ブロックに関してテストすることは、非常にコスト高な作業である
。その理由は、（上記に説明したように）各デバイスを個別に処理する必要があり、限ら
れた数（典型的に、約１００個）だけのデバイスを同時にテストできる、高価なメモリ・
テスタを用いてテストを実行しなければならない、また、各デバイスに対するテスト時間
がかなりのもので、テストのコストも相当なものになるためである。このことを、図２に
ブロック図として表す。
【００１６】
　したがって、図２に示すように、テストすべきフラッシュメモリ・デバイス１１０Ａを
メモリ・テスタ１０６へ接続する。フラッシュメモリ・デバイス１１０Ａは、フラッシュ
コントローラ・ダイ１０２上に属する（プロセッサ１０４を含む）フラッシュコントロー
ラと、一つ以上のフラッシュメモリ・ダイ１００上に属する（複数のメモリ・セルを含む
）フラッシュメモリとを含む。したがって、フラッシュコントローラおよびフラッシュメ
モリは、異なるダイ上にある。メモリ・テスタ１０６は、プロセッサ１０８を含み、テス
ト・プログラムを実行する（いくつかの例では、メモリ・テスタ１０６の不揮発性メモリ
内にもテスト・プログラムが記憶される）。フラッシュメモリ・ダイ１００（例えば、フ
ラッシュメモリ・ダイ１００の個々のメモリ・セル）をテストするよう作動可能なテスト
・プログラムは、メモリ・テスタ内に属する汎用プロセッサ１０８によって実行する。　
図２内に、テスト・プログラムを実行するプロセッサ１０８を、アスタリスクで標識して
いる。単一のフラッシュメモリ・デバイスのみを図２に表しているが、（上記のように、
典型的に約１００個の）複数のデバイスを、一緒に一括で（すなわち、実質的に同時に）
テストする、と理解すべきである。
【００１７】
　なお、一般に、ＭＢＣフラッシュ・デバイスのテストは、ＳＢＣフラッシュ・デバイス
のテストよりも長時間を要する。これは、不良ブロック・テストについては特にそうであ
る。その理由は、フラッシュオペレーション、特に書き込みオペレーションが、ＭＢＣフ
ラッシュでは非常に遅いためである。不良ブロック・テストは、典型的にテスト中にデバ
イス内の各ページに複数回書き込むため、多くのそのようなオペレーションを必要とする
。ＭＢＣフラッシュにおけるセル毎のビット数が多くなれば、書き込みオペレーションは
より遅くなる。であるから、（すべてのデバイスが同数のセルを備えていると仮定すれば
）ＳＢＣフラッシュ・デバイスのテストは、セルにつき２ビットのＭＢＣフラッシュ・デ
バイスのテストよりも速く、セルにつき２ビットのＭＢＣフラッシュ・デバイスのテスト
は、セルにつき４ビットのＭＢＣフラッシュ・デバイスのテストよりも速い。これは、Ｍ
ＢＣデバイスの使用が増加していることを合わせて考えると、フラッシュテストのコスト
が増大していることを暗示している。
【００１８】
　したがって、費用効率が高い方式でフラッシュメモリ・デバイスをテストするためのシ
ステムおよび方法を得ることは、非常に有利であろう。また、費用効果がよい方式でうま
い具合にテストできる、新規のフラッシュメモリ・デバイスを得ることは非常に有利であ
る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明のいくつかの局面は、前述の必要性を満たすことができる。
【００２０】
　いくつかの本発明の実施例によれば、今初めて開示するが、驚くべきことに、テスト装
置からテストを切り離して、高価なメモリ・テスタを広範囲に使用する必要性を排除する
ことによって、フラッシュメモリ・デバイスのテスト・コストを減少させることができる
。特に、典型的に（すなわち、製造の『ポスト・ウェファ・ソート』ステージ中）前述の
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メモリ・テスタが実行するテスト・プログラムを、フラッシュ・デバイスのフラッシュコ
ントローラによって実行するように構成することによって、これを達成してもよい。
【００２１】
　注目すべきことは、デバイス・テストが製造の一つの重要な工程であり、本発明の特定
な実施例が提供する方法、システムおよびデバイスが、一般的にデバイス製造の費用、そ
してデバイス製造の特にテスト・フェーズの費用を減少させるのに役立つことである。
【００２２】
　さて、次のことからなるデバイス製造の方法を初めて開示する。（ａ）複数のフラッシ
ュメモリ・デバイスを製造すること。なお、各フラッシュメモリ・デバイスは、（ｉ）少
なくとも一つのフラッシュメモリ・ダイ上に属するフラッシュメモリ、そして（ii）少な
くとも一つのフラッシュメモリ・ダイから分離したフラッシュコントローラ・ダイ上に属
するフラッシュコントローラを含み、少なくとも一つのフラッシュメモリ・ダイとフラッ
シュコントローラ・ダイが、共通ハウジングに関連づけられている。そして（ｂ）複数の
製造したフラッシュメモリ・デバイスにテスト・プロセスを被験させること。各フラッシ
ュメモリ・コントローラは、少なくとも一つのフラッシュメモリ・ダイの各々をテストす
るための、少なくとも一つのテスト・プログラムを実行する。
【００２３】
　いくつかの実施例によれば、テスト・プロセスはマス・テスト・プロセスである。
【００２４】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュメモリ・デバイスにマス・テスト・プロセスを
被験させることは、複数のフラッシュメモリ・デバイスを単一のテスト・ボードへ結合さ
せること、そしてテスト・ボードを用いて、複数のフラッシュメモリ・デバイスへ電力を
供給することを含む。
【００２５】
　いくつかの実施例によれば、本開示の方法は、さらに、次のステップからなる。ｃ）テ
スト・プロセスの後、複数のフラッシュメモリ・デバイスをオリジナル装置として販売す
るステップ。
【００２６】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュメモリ・デバイスの各々は、マルチチップ・パ
ッケージとして製造される。
【００２７】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュメモリ・デバイスの各々は、メモリ・カードと
して製造される。
【００２８】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュメモリ・コントローラおよびフラッシュメモリ
の各々は、一つの共通マルチチップ・パッケージ内に設けられる。
【００２９】
　いくつかの実施例によれば、各フラッシュメモリ・デバイスのフラッシュメモリの各々
は、複数のフラッシュメモリ・ダイからなり、各フラッシュコントローラが、少なくとも
一つのテスト・プログラムを実行することによって、これら複数のフラッシュメモリ・ダ
イの各々をテストする。
【００３０】
　いくつかの実施例によれば、各フラッシュメモリ・デバイスにおいて、フラッシュコン
トローラと少なくとも一つのフラッシュメモリ・ダイの各々は、一つの共通プリント回路
基板上に設けられる。
【００３１】
　いくつかの実施例によれば、各フラッシュメモリ・デバイスにおいて、少なくとも一つ
のテスト・プログラムは、フラッシュコントローラの不揮発性メモリ内に少なくとも部分
的に属する。
【００３２】



(9) JP 5442789 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

　いくつかの実施例によれば、各フラッシュメモリ・デバイスにおいて、テスト・プログ
ラムは、フラッシュメモリ内に少なくとも部分的に属する。
【００３３】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュコントローラの各々が実行する少なくとも一つ
のテスト・プログラムが、各フラッシュメモリ内の不良ブロックを識別する。
【００３４】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュコントローラの各々が実行する少なくとも一つ
のテスト・プログラムが、フラッシュメモリの各々の多数のメモリ・セルに対して不良ブ
ロック・テストを実行する。
【００３５】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュコントローラの各々が実行する少なくとも一つ
のテスト・プログラムが、フラッシュメモリの各々の大多数のメモリ・セルに対して不良
ブロック・テストを実行する。
【００３６】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュコントローラの各々が実行する少なくとも一つ
のテスト・プログラムが、フラッシュメモリの各々の実質的にすべてのメモリ・セルに対
して不良ブロック・テストを実行する。
【００３７】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュコントローラの各々が実行する少なくとも一つ
のテスト・プログラムが、セルにつき複数ビットのモードにある各フラッシュメモリのメ
モリ・セルをテストする。
【００３８】
　いくつかの実施例によれば、少なくとも一つのテスト・プログラムの実行は、以下のこ
とを含む。ｉ）フラッシュメモリ・オペレーション中にエラー訂正が成功しているかどう
かを判定すること。そしてii）判定がエラー訂正の失敗を示す場合にテスト不良を記録す
ること。
【００３９】
　さて、次のものからなるテスト・システムを今初めて開示する。ａ）複数の、少なくと
も１００個のフラッシュメモリ・デバイス。なお、各フラッシュメモリ・デバイスは、少
なくとも一つのフラッシュメモリ・ダイ上に属するフラッシュメモリと、少なくとも一つ
のフラッシュメモリ・ダイから分離したフラッシュコントローラ・ダイ上に属するフラッ
シュコントローラを含み、少なくとも一つのフラッシュメモリ・ダイとフラッシュコント
ローラ・ダイが、各々、一つの共通ハウジングに関連づけられており、フラッシュメモリ
・コントローラの各々が、少なくとも一つのフラッシュメモリ・ダイの各々をテストする
ための、少なくとも一つのテスト・プログラムを実行するよう作動可能である。そしてｂ
）フラッシュメモリ・デバイスへ電力を供給するように構成した、少なくとも１００個の
ポートを持つマス・テスト・ボード。この場合、各ポートが、各々、フラッシュメモリ・
デバイスへ電力を供給する。
【００４０】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュコントローラの各々が実行する少なくとも一つ
のテスト・プログラムが、フラッシュメモリの各々の多数のメモリ・セルに対して不良ブ
ロック・テストを実行するよう作動可能である。
【００４１】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュコントローラの各々が実行する少なくとも一つ
のテスト・プログラムが、フラッシュメモリの各々の大多数のメモリ・セルに対して不良
ブロック・テストを実行するよう作動可能である。
【００４２】
　いくつかの実施例によれば、フラッシュコントローラの各々が実行する少なくとも一つ
のテスト・プログラムが、フラッシュメモリの各々の実質的にすべてのメモリ・セルに対
して不良ブロック・テストを実行するよう作動可能である。
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【００４３】
　いくつかの実施例によれば、システムは、複数の少なくとも１００個のフラッシュメモ
リ・デバイスを実質的に同時にテストするよう作動可能である。
【００４４】
　さて、次のものからなるフラッシュメモリ・デバイスを初めて開示する。ａ）少なくと
も一つのフラッシュメモリ・ダイ上に属するフラッシュメモリ。そしてｂ）少なくとも一
つのフラッシュメモリ・ダイから分離したフラッシュコントローラ・ダイ上に属するフラ
ッシュコントローラ。この場合、ｉ）フラッシュメモリおよびフラッシュコントローラが
、一つの共通ハウジングに関連づけられており、そしてii）フラッシュコントローラが、
少なくとも一つのフラッシュメモリ・ダイを所定回数だけテストするための、少なくとも
一つのテスト・プログラムを実行するように構成されている。
【００４５】
　さて、次のものからなるフラッシュメモリ・デバイスを初めて開示する。ａ）少なくと
も一つのフラッシュメモリ・ダイ上に属するフラッシュメモリ。そしてｂ）少なくとも一
つのフラッシュメモリ・ダイから分離したフラッシュコントローラ・ダイ上に属するフラ
ッシュコントローラ。この場合、ｉ）フラッシュメモリおよびフラッシュコントローラが
、一つの共通ハウジングに関連づけられており、そしてii）フラッシュコントローラが、
少なくとも一つのフラッシュメモリ・ダイをテストして少なくともいくつかのテスト結果
をフラッシュメモリ内に記録するための、少なくとも一つのテスト・プログラムを実行す
るように構成されている。
【００４６】
　さて、次のものからなるフラッシュメモリ・デバイスを初めて開示する。ａ）少なくと
も一つのフラッシュメモリ・ダイ上に属するフラッシュメモリ。そしてｂ）少なくとも一
つのフラッシュメモリ・ダイから分離したフラッシュコントローラ・ダイ上に属するフラ
ッシュコントローラ。この場合、ｉ）フラッシュメモリおよびフラッシュコントローラが
、一つの共通ハウジングに関連づけられており、そしてii）フラッシュコントローラが、
フラッシュメモリの多数のメモリ・セルに対して不良ブロック・テストを実行するように
構成されている。
【００４７】
　これらの実施例および他の実施例を、以下で詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１Ａ】かなりの数のメモリ・セルにおけるスレショルド電圧の分布を表すグラフであ
る（従来の技術）。
【図１Ｂ】かなりの数のメモリ・セルにおけるスレショルド電圧の分布を表すグラフであ
る（従来の技術）。
【図２】従来の技術による、フラッシュメモリ・デバイスをテストするためのシステムを
表すブロック図である。
【図３】本発明の模範的な実施例による、フラッシュメモリ・デバイスをテストするため
のシステムを表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　さて、本発明を、特定な実施例に関して説明する。本発明が、開示の実施例に限らない
ことを理解すべきである。また、フラッシュメモリ・デバイスの製造方法、フラッシュメ
モリ・デバイスをテストするためのシステム、そして記載のフラッシュメモリ・デバイス
のすべての特徴が、添付の請求項の特定な一つに記載の発明を実現するのに必要であると
いうわけではないことも理解すべきである。発明を完全に具現できるよう、デバイスの種
々の素子および特徴を説明する。また、プロセスまたは方法を示すあるいは説明するこの
開示を通して、一つのステップが、もう一つのステップが先に実行されることに依存する
ことが文脈から明白でない限り、方法のステップは、どの順序で実行しても、あるいは同
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時に実行してもよい、と理解すべきである。
【００５０】
（フラッシュメモリ・デバイス１１０およびテスト・システム）
　図３を参照する。注目すべきは、本発明の実施例が、フラッシュメモリ・デバイス１１
０Ｂのフラッシュメモリ・ダイ１００のテストに関するということである。テスト中、フ
ラッシュメモリ・デバイス１１０Ｂを、（例えば、データを交換し合う、および／または
パワーを受けるために）『マス』テスト・ボード１１４へ取り外し可能に接続してもよい
。典型的に、各マス・テスト・ボードは、複数（例えば、少なくとも１００、または少な
くとも２００、あるいは少なくとも５００）のフラッシュメモリ・デバイス１１０Ｂに結
合するための、『かなりの』数（例えば、少なくとも１００、または少なくとも２００、
あるいは少なくとも５００）のポートを含む。多数のデバイスを実質的に同時にテスト可
能な『マス』テスト・ボード１１４を使用することによって、その規模の大きさから、デ
バイス製造のテスト・ステージに関わるコストを減少させることができる。
【００５１】
　フラッシュメモリ・デバイス１１０Ｂは、一つ以上のフラッシュメモリ・ダイ１００上
に属するフラッシュメモリ（なお、各フラッシュメモリ・ダイ１００は、複数のフラッシ
ュメモリ・セルを持つ）と、フラッシュメモリ・ダイ１０２から分離した、フラッシュコ
ントローラ・ダイ１０２上に属するフラッシュコントローラを含む。フラッシュコントロ
ーラは、例えば、フラッシュ・セルからデータを読み取る、および／またはフラッシュ・
セルへデータを書き込むよう作動可能である。フラッシュコントローラの他の模範的な機
能は、エラー検出や訂正、そして別個のデバイス（例えばマイクロコンピュータ等のホス
ト・デバイス）が、フラッシュメモリ・ダイ１００のメモリ・セルにアクセス（読み取り
アクセスや書き込みアクセス）するための、（限定せずにＮＡＮＤインターフェイスおよ
びＵＳＢインターフェイスを含む）インターフェイスを提供することを含んでもよい。
【００５２】
　図３の図解では、フラッシュコントローラ１０２を、単一のフラッシュメモリ・ダイ１
００を制御してテストするように表している。しかし、本発明者は、（例えば、共通ハウ
ジング１１２内に、あるいは共通ハウジング上に、すべて一緒にした）複数のフラッシュ
メモリ・ダイ１００をテストするよう、フラッシュコントローラ１０２を構成する実施例
も考えている。
【００５３】
　注目すべきことは、フラッシュメモリ・デバイス１１０Ｂの各フラッシュメモリ・ダイ
は、フラッシュコントローラ・ダイ１０２と一緒に、「ハウジング」１１２に関連づけら
れている。一つ以上のダイが「ハウジング」に「関連づけられる」との本文で用いる表現
は、ダイの各々が、（ａ）ハウジング内に属する、（ｂ）ハウジング上に属する、（ｃ）
ハウジングに取り付けられる、または（ｄ）それらの組み合わせであることを意味する。
【００５４】
　用語「ハウジング」は、マルチチップ・パッケージの包装（すなわち、フラッシュメモ
リ・ダイ１００およびフラッシュコントローラ・ダイ１０２の両方が、一緒にマルチチッ
プ・パッケージ内に属するという場所）と、プリント回路基板の基板（すなわち、フラッ
シュメモリ・ダイおよびフラッシュコントローラの両方が、一緒に同じプリント回路基板
上に属するという場所）との両方を含むことを意図している。
【００５５】
　共通ハウジング１１２内にフラッシュコントローラおよびフラッシュメモリ・ダイ１０
０を一緒に含むことには、いくつかの理由がある。
【００５６】
　ａ．多くのアプリケーションでは、フラッシュ・デバイスをコントローラなしで作動さ
せても役に立たないことがある。例えば、フラッシュ技術の信頼性が低いので、エラー率
が高くなる場合。これは、セルにつき多数のビット、例えばセルにつき４ビット以上を記
憶するＭＢＣフラッシュ技術において起こることである。この場合、エラー数が多すぎて
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、ホストが読み取るデータは利用できないため、フラッシュ・デバイスをホスト・プロセ
ッサへ直接的に結合することは無駄である。そこで、フラッシュ・デバイスとホストとの
間に専用のフラッシュコントローラを結合して、コントローラによってエラー訂正コード
・スキームを実現する。コントローラはホストへエラーのないフラッシュ・デバイスをエ
クスポートする。この場合、ホストは、エラーが発生しないならば独立型フラッシュ・デ
バイスにインターフェイスするのに用いたであろうと同じインターフェイスを用いてイン
ターフェイスする。そのような構成が、本発明者の一人（ラッサー）が２００６年１月６
日に出願した米国特許出願第１１／３２６，３３６号、名称「ＮＡＮＤインターフェイス
をエクスポートするＮＡＮＤフラッシュメモリ・コントローラ」に開示されている。この
出願の開示は、すべての目的のために、参照により本文に完全に記述したものとする。コ
ントローラ・ダイおよびフラッシュメモリ・ダイ（または複数のダイ）は、一緒にＭＣＰ
デバイスとしてパッケージしてから、一つのコンポーネントとして販売できる。
【００５７】
　ｂ．多くの場合、ホスト・プロセッサを、標準インターフェイスを用いてメモリ・デバ
イスへインターフェイスするのが便利である。例えば、ホスト・プロセッサはビルトイン
ＵＳＢインターフェイスを持つので、このインターフェイスを介してフラッシュメモリへ
アクセスすることが好ましい。フラッシュメモリは、プロセッサと同じ基板上にあっても
よい、あるいは、イスラエル、クファル・サバのＭシステムズ・フラッシュ・ディスク・
パイオニア社が販売するディスク・オン・キーのようなＵＳＢフラッシュドライブ（ＵＳ
Ｂ）等の、取り外し可能なメモリ・デバイス内にあってもよい。そのようなケースでは、
ホスト・プロセッサとフラッシュメモリ・ダイ（または複数のダイ）との間をＵＳＢコン
トローラで連結する必要がある。ＵＳＢコントローラは、適当なフラッシュ・インターフ
ェイスを用いて、フラッシュ・デバイスにインターフェイスする、また、ＵＳＢインター
フェイスを用いてホストにインターフェイスする。ここでも、ＵＳＢコントローラ・ダイ
およびフラッシュメモリ・ダイは、一緒にＭＣＰデバイスとしてパッケージし、一つのコ
ンポーネントとして販売できる。
【００５８】
（フラッシュメモリ・ダイのテスト）
　フラッシュメモリ・ダイ１００をコントローラ１０２に有効に連結した後、（例えば、
ダイおよびコントローラを共通ハウジング１１２内へ組み入れた後）、コントローラ１０
２の処理能力を有利に用いることが可能である。（特に、従来の技術によるメモリ・テス
タ１０６のプロセッサ１０８を用いて）フラッシュメモリ・ダイのすべてのテストをテス
ト装置で実行する代わりに、これらのテストのいくつかまたはすべてを、フラッシュコン
トローラ・ダイ１０２上に属するフラッシュコントローラによって実行してもよい。した
がって、図３に示すように、一つ以上のテスト・プログラムを実行するように構成したフ
ラッシュコントローラ１０２のプロセッサ１０４をアスタリスクで標識している。
【００５９】
　フラッシュコントローラ１０２を用いて実行してもよいテストの一つの非限定的な例は
、不良ブロック・テストである。このタイプのテストは、（電流あるいは電圧のような）
アナログ信号または他の複雑なタスクのタイミングの測定を必要としない。不良ブロック
・テストに必要なすべては、ブロックを消去するためにコマンドを出すこと、データを書
き込んで読み取ること、それから、読み取ったデータを書き込んだデータへ比較すること
である。これは、フラッシュコントローラで典型的に見られるタイプの単純なプロセッサ
の能力範囲内のものである。例えば、比較は、フラッシュコントローラのプロセッサ１０
４の、例えばＡＬＵによって実行してもよい。
【００６０】
　典型的に、不良ブロック・テストを製造プロセス中に実行する場合、（単に代表的なサ
ンプルをテストするのではなく）ほとんどの、あるいはすべてのフラッシュメモリ・セル
をテストする。これは、高品質なフラッシュ・デバイスが出荷され、オリジナル装置とし
て販売されることを保証する。
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【００６１】
　したがって、種々の実施例においては、任意のフラッシュメモリ・ダイ１００の大多数
のブロックに対して、フラッシュコントローラ１０２によって実行するテスト・プログラ
ムを用いて、不良ブロック・テストを行う。いくつかの実施例では、大多数（すなわち、
任意のフラッシュメモリ・ダイ１００のブロックの少なくとも７５％）、または実質的に
すべて（すなわち、任意のフラッシュメモリ・ダイ１００のブロックの少なくとも９０％
）、または、任意のフラッシュメモリ・ダイのブロックのすべてに対して、フラッシュコ
ントローラ１０２を用いて、不良ブロック・テストを行う。
【００６２】
　これまで、フラッシュメモリ・ダイの製造に時間的に近い段階でフラッシュメモリのテ
ストを行うケースに関する実施例を説明したが、本発明は、このケースに限定されない。
フラッシュメモリ・メーカは、ＭＣＰデバイスあるいは組み立てたメモリ・カードを販売
する代わりに、二つの（またはそれ以上の）ダイ、すなわちコントローラ・ダイおよびフ
ラッシュメモリ・ダイ（または複数のダイ）からなるチップセットを販売してもよい。チ
ップセットは、一緒に用いることを意図した一組のダイである。チップセットの買い手は
、それから、これらのチップをメモリ・カード上に、または別のタイプの製品内へ取り付
ける。この場合、フラッシュのテストは、買い手の所で、組み立てたカードを初めて起動
されたときに行われる。テスト後、チップセットの買い手は、組み立てたカードをオリジ
ナル装置として販売してもよい。
【００６３】
（マス・テスト・ボード１１４）
　そのようなアレンジメント（すなわち、図３に説明するもの）のもう一つの利点は、テ
スト・ボードの構造にある。フラッシュ・デバイスは、コントローラで個々にテストする
ので、メモリ・テスタを用いる必要がない。このため、以下の利点がある。
　－　テスト・ボードは、多数（例えば、少なくとも１００、または少なくとも２００、
あるいは少なくとも５００）のデバイスを収容するように設計していてもよい。そしてマ
ス・テスト・プロセスで、それらすべてを同時にテストする。本文で用いる『マス・テス
ト・プロセス』は、多数（例えば、少なくとも１００、または少なくとも２００、あるい
は少なくとも５００）のデバイスに対して、実質的に同時に実行できるバッチング・テス
ト・プロセスのことである。注目すべきことは、マス・テスト・プロセスによって、テス
ト・コストを減少できることである。
　－　テスト・ボードの複雑さを緩和させることも可能である。以上から、回路デザイン
および実施例へのきつい制約を持つメモリ・テスタへインターフェイスする代わりに、テ
スト・ボード１１４は、デバイスに、電力、そしてテスト・コントローラへの単純なイン
タフェースのみを提供するだけでよい（例えば、テスト・ボードのホストとしてパソコン
を用いてもよい）。
【００６４】
（フラッシュ・デバイスの製造、テストおよび出荷）
　製造設備内での製造プロセス中にフラッシュ・デバイスをテストするための、本発明の
典型的な実施例は、以下のステップを含む。
【００６５】
　ａ．複数のフラッシュメモリ・ダイを含むウェファを製造する。
　ｂ．ウェファ上でウェファ・ソート・テスト・ステージを行う。各々のダイに対して、
基本的な「ｇｏ／ｎｏｇｏ」テストのみを行う。機能しないダイを不良と標識し、以降の
処理から取り除く。
　ｃ．ウェファを複数のダイへ分断する。
　ｄ．フラッシュメモリ・ダイを、コントローラ・ダイとマッチさせて、マルチチップ・
パッケージ（ＭＣＰ）へ組み立てる。
　ｅ．ＭＣＰデバイスをテスト・ボード上にインストールして、テスト・ボードをテスト
・セットアップ内へ入れ、そして、電力を加える。テスト・セットアップは、単純なステ
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ーション、例えばパソコン（ＰＣ）でもよい。
　ｆ．各ＭＣＰデバイス内では、コントローラが、典型的にコントローラ内のＲＯＭメモ
リからのコードを実行し始める。
　ｇ．各コントローラは、その対となっている、単数の、あるいは複数のフラッシュメモ
リ・ダイをテストする。見つかった不良ブロックを、フラッシュメモリ内の、関連ブロッ
ク内に、あるいはすべての不良ブロックの中央リスト内に記録する。不良ブロック・テス
トに加えて、他のテストをも実行してもよい。
　ｈ．テスト・ステーションは、各デバイスに対するテスト結果を、そのコントローラが
報告するように読み取る。（例えば、あまりに多くの不良ブロックを持つために）機能し
なかったデバイスを特定する。テストを通過したデバイスは、それらの仕様に応じて要求
されるように、それらの不良ブロックを標識する。例えば、各不良ブロックを、その第一
のページの特定なバイトに「０」を書き込むことによって標識してもよい。
【００６６】
　注目すべきことは、コントローラ１０２によるフラッシュメモリ・ダイ１００のテスト
が、不良ブロックのテストに限らないということである。どのようなテスト（例えば、特
殊装置を必要とせずにコントローラのプロセッサで簡単に実現できるテスト）をも実行し
てもよい。それによって、追加テストの経費を節約できる。
【００６７】
　製造設備でテストした後、いくつかの実施例では、フラッシュメモリ・デバイス１１０
をオリジナル装置として出荷し、販売してもよい。このオリジナル装置は、共通ハウジン
グ１１２内で、フラッシュメモリ・ダイ１００のテスト・プログラムを実行するのに用い
たフラッシュコントローラ１０２に有効に連結された、一つ以上のフラッシュメモリ・ダ
イ１００を含む。ゆえに、いくつかの実施例では、製造設備からの発送の前に、上述のよ
うに、デバイスの不良ブロックの完全なテストを実行することが大切である。用語『オリ
ジナル装置』は、これまで『エンド・ユーザ』に配付されたことのない電子製品を意味す
る。したがって、本文で用いる『オリジナル装置』は、『ユーザ・データ』（すなわち、
フラッシュ・デバイスをテストする、および／またはフラッシュ・デバイスを構成するこ
とに関連してフラッシュメモリ・セルへ書き込まれるデータとは異なるデータ（つまり、
フラッシュ・デバイスへの『プリローディング』ソフトウェア））が、これまで書き込ま
れたことのない装置に言及する。
【００６８】
（フラッシュメモリ・ダイ１００のメモリ・セルをテストするための、コンピュータで読
み取り可能なコードの記憶）
　注目すべきことは、フラッシュコントローラ１０２が実行するテスト・プログラムを、
不揮発性メモリ、揮発性メモリ、および／あるいはそれらを組み合わせたものに記憶して
もよいことである。したがって一つの例では、テスト・プログラムをコントローラ１０２
内のＲＯＭに記憶する。もう一つの例によれば、テスト・プログラムをフラッシュ・デバ
イス内に記憶し、起動時にコントローラにテスト・プログラムをそのＲＡＭへロードさせ
てから、それを実行させることが可能である。そのようなケースでは、テスト・プログラ
ムを、ウェファ・ソート・ステージの終わりにフラッシュメモリ内へ書き込む。
【００６９】
　いくつかの実施例においては、デバイスの最初の起動時にのみコントローラ１０２がテ
ストを実行するように、フラッシュメモリ・デバイス１１０を構成することが好ましい。
これは、テスト・プログラムが、『完全な』あるいは『大規模な』（すなわち、フラッシ
ュメモリ・ダイ１００の少なくとも大多数のフラッシュメモリ・セルの）不良ブロック・
テストを実行する指令を含むケースに対して特に好ましい。この目的のために、いくつか
の実施例においては、一旦コントローラ１０２がテストを完了すると、コントローラ１０
２がフラッシュメモリ内に（すなわち、フラッシュメモリ・ダイ１００の一つ以上のメモ
リ・セル内に）、特定なテスト・ステージが既に完了したことを示すフラグをセットする
ようにデバイス１１０を構成する。デバイスの電源オンで、コントローラ１０２は、この
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フラグをチェックし（例えば、コントローラ１０２は、デバイス電源オン時に常にこのフ
ラグをチェックする）、フラグがセットされていない場合にだけ、テスト・プログラムを
実行する。
【００７０】
　本発明の特定な実施例が提供する方法は、不良ブロック・テスト等の時間のかかるテス
トを、従来の技術による方法とは異なり、単純で安い装置を用いて実行できるので、フラ
ッシュメモリ・テストの費用を節約する。フラッシュ・デバイスが不良になってしまうと
、付随するコントローラおよびパッケージのコストをも失うことになるが、テスト経費の
節減はこの損失を十二分に補償する。
【００７１】
（ＥＣＣの使用）
　多くのデバイスにおいて、フラッシュコントローラ１０２ダイ上に属するフラッシュコ
ントローラは、ＥＣＣを含む。したがって、いくつかの実施例においては、テスト中にＥ
ＣＣを用いてもよい。例えば、ＥＣＣをテストに用いてもよい。そして、もしＥＣＣが、
データの訂正に失敗したことを報告したら、テスト・プログラムは、テスト障害を報告す
る。多くの実施例において、これは、データの各々のビットをその「本当の」値に比較す
る必要性を不要にする。したがって、これらの実施例によれば、データ・ビットを比較す
ることに時間を割かずに、ＥＣＣ回路に「イエス／ノー」結果を問い合わせることが可能
である。
【００７２】
　したがって、一つの例では、使用中のＥＣＣが二つのエラーを訂正することが可能であ
るため、ページ内における二つのビット・エラーの発生をページの不良と見なさないよう
に決定してもよい。従来の技術によるテスト装置でそのような基準を実現することは、厄
介で高価である。コントローラを用いてテストを実行すると、これは非常に単純になる。
コントローラ１０２がフラッシュから読み取ったデータをコントローラに訂正させ、コン
トローラ１０２がエラー訂正に失敗した場合にだけ、不良を報告させる。
【００７３】
（さらなる考察）
　フラッシュメモリ・デバイスがＳＢＣおよびＭＢＣの両モードを採用しているために両
モードをテストすべきいくつかの実施例においては、テスト・ステージ間でＳＢＣおよび
ＭＢＣテストを切り離してもよい。したがって、いくつかの例によれば、ウェファ・ソー
ト・ステージにおけるフラッシュ・セルのテストは、高速オペレーションであるＳＢＣモ
ードのセルのテストを含む。比較的長時間のオペレーションであるＭＢＣモードのフラッ
シュ・セルのテストは、ＭＣＰステージへと遅らせる。もちろん、他の分け方も可能であ
る。例えば、ウェファ・ソート・ステージにおいて少ないサンプルのＭＢＣテストを行い
、そしてＭＣＰステージで、ＭＢＣテストの大半を実行してもよい。
【００７４】
　注目すべきことは、本発明がＭＣＰデバイスに限らないことである。本発明の範囲は、
コントローラおよびフラッシュメモリを接続し、フラッシュメモリのテストを実行するた
めにコントローラを用いるどの方法をも含む。例えば、セキュアデジタル（「ＳＤ」）ま
たはマルチメディア・カード（「ＭＭＣ」）等の、メモリ・カードを製造する場合、単数
あるいは複数のフラッシュメモリ・デバイスとコントローラは、小さなカード上にインス
トールする。コンポーネントは、パッケージしたダイまたは裸のダイでもよい。この場合
、カードはＭＣＰに代わって共通『ハウジング』１１２として機能する。カードに電力を
与えると、コントローラは、上述のようにフラッシュ・テスト・プログラムを実行する。
【００７５】
　ＮＡＮＤタイプ・フローティングゲート・フラッシュメモリ・デバイスを明示的に説明
したが、本発明は、例えば、ＮＯＲタイプ・フローティングゲート・フラッシュメモリま
たはフローティングゲートを用いないＮＲＯＭタイプ・フラッシュメモリ等の、他のどの
フラッシュメモリ技術にも関連する。
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【００７６】
　本出願の明細書および請求項における動詞「なる」、「含む」、「持つ」、そしてそれ
らの活用形の各々は、動詞の単数あるいは複数の目的語が、必ずしも、動詞の単数あるい
は複数の主語の部材、コンポーネント、素子または部品の完全なリストであるというわけ
ではないことを示すために用いている。
【００７７】
　すべての引用文献は、それらの全体が、参照により本文に取り入れられている。参照の
引用は、その参照文献が従来の技術であるということを意味しない。
【００７８】
　本文において用いる冠詞「ａ」および「ａｎ」は、その冠詞に関する文法上の目的語が
単数あるいは複数（すなわち、少なくとも一つ）であることに言及する。例証として、「
素子」は、一つの素子または複数の素子を意味する。
【００７９】
　本文で用いる用語「含む」は、表現「限定せずに含む」を意味し、その表現と置換可能
に用いている。
【００８０】
　本文で用いる用語「あるいは」、用語「および／あるいは」を意味し、文脈がそうでな
いと明確に示すことがない限り、それと置換可能に用いている。
【００８１】
　本文で用いる用語「例えば」は、表現「限定せずに例えば」を意味し、それと置換可能
に用いている。
【００８２】
　本発明を、例証として提供したその実施例の詳細な説明を用いて説明したが、それらの
実施例は、本発明の範囲を制限することを意図していない。説明した複数の実施例は、異
なる特徴を持つが、それらのすべてが、本発明のすべての実施例に必要というわけではな
い。本発明のいくつかの実施例は、いくつかの特徴のみを、または特徴を組み合わせたも
のを利用している。同業者は、説明した本発明の種々の実施例、そして説明した実施例で
注目した特徴の異なる組み合わせからなる本発明の実施例を思いつくであろう。
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