
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の不揮発性メモリセルを有し、所定の情報を格納可能な不揮発性半導体メモリと、ホ
ストから発行されたコマンドに基づいて前記不揮発性半導体メモリの動作指示を行うコン
トローラとからなるメモリカードであって、
前記コントローラは、
前記ホストからデータが転送中の際に、前記メモリカードを選択するカード選択信号がア
サートからネゲートに遷移すると転送中断信号を出力する処理判定手段を備え、
前記処理判定手段が転送中断信号を出力した際には、転送中のデータをすべて無効とし、
転送処理を中断することを特徴とするメモリカード。
【請求項２】
請求項１記載のメモリカードにおいて、
前記処理判定手段は、
前記ホストからデータが転送中であることを検出し、転送中フラグ信号を出力する転送制
御部と、
前記転送制御部から出力される転送中フラグ信号、ならびに前記メモリカードを選択する
カード選択信号が入力され、前記転送中フラグ信号が入力されている間に前記カード選択
信号がアサートからネゲートに遷移した際に、前記転送中断信号を出力する処理判定部と
よりなることを特徴とするメモリカード。
【請求項３】
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複数の不揮発性メモリセルを有し、所定の情報を格納可能な不揮発性半導体メモリと、ホ
ストから発行されたコマンドに基づいて前記不揮発性半導体メモリの動作指示を行うコン
トローラとからなるメモリカードであって、
前記コントローラは、
前記ホストから転送されたコマンドの実行時に、前記メモリカードを選択するカード選択
信号がアサートからネゲートに遷移した際に、サスペンド信号を出力する処理判定手段を
備え、
前記処理判定手段がサスペンド信号を出力した際には、前記カード選択信号の状態にかか
わらず前記コマンドを実行した後、データ転送前の状態で待機することを特徴とするメモ
リカード。
【請求項４】
請求項３記載のメモリカードにおいて、
前記処理判定手段が、
前記コマンドの実行時に動作信号を出力するコマンド制御部と、
前記コマンド制御部から出力される動作信号、および前記メモリカードを選択するカード
選択信号が入力され、前記動作信号が入力されている間に前記カード選択信号がアサート
からネゲートに遷移した際に、前記サスペンド信号を出力する処理判定部とよりなること
を特徴とするメモリカード。
【請求項５】
請求項４に記載のメモリカードにおいて、
前記コマンド制御部が動作信号を出力する際のコマンドが、リードコマンド、ライトコマ
ンド、またはイレースコマンドの少なくともいずれか１つであることを特徴とするメモリ
カード。
【請求項６】
複数の不揮発性メモリセルを有し、所定の情報を格納可能な不揮発性半導体メモリと、ホ
ストから発行されたコマンドに基づいて前記不揮発性半導体メモリの動作指示を行うコン
トローラとからなるメモリカードであって、
前記コントローラは、
前記ホストからデータが転送中であることを検出し、転送中フラグ信号を出力する転送制
御部と、
前記ホストから転送されたコマンドの実行時に動作信号を出力するコマンド制御部と、
前記転送制御部から出力される転送中フラグ信号、ならびに前記メモリカードを選択する
カード選択信号が入力され、前記転送中フラグ信号が入力されている間に前記カード選択
信号がアサートからネゲートに遷移した際に、中断信号を出力するとともに、前記コマン
ド制御部から出力される動作信号、および前記カード選択信号が入力され、前記動作信号
が入力されている間に前記カード選択信号がアサートからネゲートに遷移した際に、サス
ペンド信号を出力する処理判定部とを備え、
前記処理判定部が中断信号を出力した際には、転送中のデータをすべて無効として転送処
理を中断し、前記処理判定部が前記サスペンド信号を出力した際には、前記カード選択信
号の状態にかかわらず前記コマンドを実行した後、データ転送前の状態で待機することを
特徴とするメモリカード。
【請求項７】
請求項６に記載のメモリカードにおいて、前記コマンド制御部が動作信号を出力する際の
コマンドが、リードコマンド、ライトコマンド、またはイレースコマンドの少なくともい
ずれか１つであることを特徴とするメモリカード。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、メモリカードに関し、特に、マルチメディアカードにおける規格の変更、追加
のフレキシブルな対応に適用して有効な技術に関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】
パーソナルコンピュータや多機能端末機などの外部記憶メディアの１つとして、マルチメ
ディアカードが広く知られている。マルチメディアカードは、デジタルビデオカメラの静
止画像記録、携帯電話のデータ記録、携帯音楽プレーヤの音楽記録などのあらゆるデジタ
ル情報に用いられている。
【０００３】
このマルチメディアカードは、標準化団体であるＭＭＣＡ（ＭｕｌｔｉＭｅｄｉａ　Ｃａ
ｒｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）によって規格化されたマルチメディアカード規格によっ
て互換性が維持されている。
【０００４】
マルチメディアカードは、インターネットの拡大、ならびに携帯電話などの普及に伴って
誕生した歴史の浅い製品であり、マルチメディアカード規格には、ホスト側の予期せぬ規
格違反などの動作に対する対応が規定されていない場合がある。
【０００５】
本発明者の検討によれば、ホストが発行したカード選択信号（ＣＳ）によって選択された
マルチメディアカードが、コマンドを受け付けてその処理を実行する動作モードにおいて
、ホストのコマンドによるアクセス実行中に、該カード選択信号がネゲートされる場合な
どがある。
【０００６】
このような場合のマルチメディアカードにおける処理としては、データ入力とデータ出力
とをマスクし、クロック信号が入力される限り、該マルチメディアカード内部の処理を継
続するなどが考えられる。
【０００７】
なお、この種のＩＣカードについて詳しく述べてある例としては、１９９０年１２月１日
、株式会社工業調査会発行、大島雅志（編）、「電子材料」Ｐ２２～Ｐ２６があり、この
文献には、各種のＩＣカードにおける技術動向が記載されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記のようなカード選択信号がネゲートされた際におけるメモリカードの動作
処理では、次のような問題点があることが本発明者により見い出された。
【０００９】
すなわち、カード選択信号がネゲートになった後、再びアサートになると、該カード選択
信号がネゲート中であっても、マルチメディアカードは処理動作を継続していることにな
る。
【００１０】
一方、ホストは、非選択時のカード動作を把握するのが困難であるために、再びカード選
択信号がアサートになった際に、ホストとマルチメディアカードとの処理の同期が取れな
くなり、該マルチメディアカードの制御ができなくなってしまう恐れがある。
【００１１】
本発明の目的は、ホストから規格上認められていないタイミングで信号が転送されても、
内部処理状態から最適な処理動作を選択して実行することのできるメモリカードを提供す
ることにある。
【００１２】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から
明らかになるであろう。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のと
おりである。
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１．すなわち、本発明のメモリカードは、ホストから発行されたコマンドに基づいて不揮
発性半導体メモリの動作指示を行うコントローラに、ホストからデータが転送中に、カー
ド選択信号がアサートからネゲートに遷移すると中断信号を出力する処理判定手段を備え
、該処理判定手段が中断信号を出力した際には、転送中のデータをすべて無効とし、転送
処理を中断するものである。
２．また、前記第１項において、前記処理判定手段は、データが転送中であることを検出
し、転送中フラグ信号を出力する転送制御部と、該転送制御部から出力される転送中フラ
グ信号とカード選択信号とが入力され、転送中フラグ信号の入力中にカード選択信号がア
サートからネゲートに遷移した際に、中断信号を出力する処理判定部とよりなるものであ
る。
【００１４】
また、本願のその他の発明の概要を項に分けて簡単に示す。
１．ホストから発行されたコマンドに基づいて不揮発性半導体メモリの動作指示を行うコ
ントローラに、転送されたコマンドの実行時に、カード選択信号がアサートからネゲート
に遷移した際に、サスペンド信号を出力する処理判定手段を備え、該処理判定手段がサス
ペンド信号を出力した際には、カード選択信号の状態にかかわらずコマンドを実行した後
、データ転送前の状態で待機するものである。
２．前記第１項のメモリカードにおいて、前記処理判定手段が、コマンドの実行時に動作
信号を出力するコマンド制御部と、該コマンド制御部から出力される動作信号とカード選
択信号とが入力され、動作信号の入力中にカード選択信号がアサートからネゲートに遷移
した際に、サスペンド信号を出力する処理判定部とよりなるものである。
３．前記第２項のメモリカードにおいて、前記コマンド制御部が、動作信号を出力する際
のコマンドが、リードコマンド、ライトコマンド、またはイレースコマンドの少なくとも
いずれか１つよりなるものである。
４．ホストから発行されたコマンドに基づいて不揮発性半導体メモリの動作指示を行うコ
ントローラに、ホストからデータが転送中であることを検出し、転送中フラグ信号を出力
する転送制御部と、ホストから転送されたコマンドの実行時に動作信号を出力するコマン
ド制御部と、該転送制御部から出力される転送中フラグ信号とカード選択信号とが入力さ
れ、転送中フラグ信号の入力中にカード選択信号がアサートからネゲートに遷移した際に
、中断信号を出力するとともに、コマンド制御部から出力される動作信号とカード選択信
号とが入力され、動作信号の入力中にカード選択信号がアサートからネゲートに遷移した
際に、サスペンド信号を出力する処理判定部とを備え、処理判定部が中断信号を出力した
際には、転送中のデータをすべて無効として転送処理を中断し、処理判定部がサスペンド
信号を出力した際には、カード選択信号の状態にかかわらずコマンドを実行した後、デー
タ転送前の状態で待機するものである。
５．前記第４項のメモリカードにおいて、前記コマンド制御部が動作信号を出力する際の
コマンドが、リードコマンド、ライトコマンド、またはイレースコマンドの少なくともい
ずれか１つよりなるものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１６】
図１は、本発明の一実施の形態によるホストに接続されたメモリカードのブロック図、図
２は、図１のメモリカードのブロック図、図３は、図２のメモリカードに設けられた処理
判定部のブロック図、図４～図７は、本発明の一実施の形態によるホストが規格外のカー
ド選択信号を出力した際のメモリカードにおける信号タイミングのそれぞれの例を示した
タイミングチャート、図８は、図４～図７のタイミングにおけるメモリカードの状態遷移
図、図９は、図１のメモリカードにおける動作タイミングの一例を示したタイミングチャ
ートである。
【００１７】
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本実施の形態において、デジタルビデオカメラ、携帯電話、携帯音楽プレーヤやパーソナ
ルコンピュータなどにおけるホストＨＴには、図１に示すように、外部記憶メディアとし
てメモリカード１，２が接続されている。このメモリカード１，２は、マルチメディアカ
ードからなる。
【００１８】
これらメモリカード１，２は、共通のバスＢＬを介してホストＨＴと接続されている。こ
のバスＢＬを介して、コマンド、データ、クロックなどの各種信号が転送される。
【００１９】
また、メモリカード１，２には、ホストＨＴがアクセスする際に出力されるカード選択信
号ＣＳ１，ＣＳ２がそれぞれ入力されるように接続されている。たとえば、ホストＨＴが
、メモリカード１にアクセスする際には、カード選択信号ＣＳ１が該メモリカード１に入
力され、メモリカード２にアクセスする際には、カード選択信号ＣＳ２が該メモリカード
２に入力される。
【００２０】
さらに、メモリカード１（，２）は、図２に示すように、コントローラ３、およびフラッ
シュメモリ４から構成されている。コントローラ３は、ホストＨＴから受け取ったコマン
ドなどに基づいてフラッシュメモリ４の制御を司り、該フラッシュメモリ４に格納された
プログラムやデータなどを読み出し、所定の処理を行うとともに、データの書き込み動作
指示を行う。フラッシュメモリ４は、電気的にデータの書き換え、消去が可能な不揮発性
半導体メモリである。
【００２１】
また、コントローラ３は、ＣＰＵ５、インタフェース制御部６、およびバッファ７などか
ら構成されている。ＣＰＵ５は、該ＣＰＵ５に設けられたＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　
Ｍｅｍｏｒｙ）、またはＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａ
ｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）などの不揮発性メモリに格納されている制御
プログラムに基づいて所定の処理を行い、コントローラ３のすべての制御を司る。
【００２２】
インタフェース制御部６は、ホストＨＴから入出力される書き込み／読み出し／消去とい
った動作を指示するコマンドなどを受け、これらの動作に必要なデータの入出力を行う。
【００２３】
また、バッファ７は、ホストＨＴ、およびフラッシュメモリ４から入出力されるデータを
一時的に格納する。
【００２４】
さらに、インタフェース制御部６には、図３に示すように、処理判定部（処理判定手段）
６ａが設けられている。この処理判定部６ａは、転送制御回路（転送制御部）８、書き込
み制御回路（コマンド制御部）９、ならびに判定回路（処理判定部）１０から構成されて
いる。
【００２５】
転送制御回路８は、メモリカード１（，２）におけるデータ転送の制御を司り、そのデー
タ転送中に、転送中フラグ信号ＴＳを判定回路１０に出力する。書き込み制御回路９は、
メモリカード１（，２）がデータ書き込み中に内部ビジー信号（動作信号）ＢＵＳＹ１（
，ＢＵＳＹ２）を生成し、判定回路１０に出力する。
【００２６】
判定回路１０は、ホストＨＴから入力されるカード選択信号ＣＳ１（，ＣＳ２）、転送中
フラグ信号ＴＳ、および内部ビジー信号ＢＵＳＹ１（，ＢＵＳＹ２）のそれぞれの状態に
基づいて、転送中断信号ＳＳ１（，ＳＳ２）、サスペンド信号ＳＵＳ１（，ＳＵＳ２）を
ＣＰＵ５に出力する。
【００２７】
次に、本実施の形態のメモリカード１において、メモリカード規格に規定されていないカ
ード選択信号ＣＳ１の遷移に伴うインタフェース制御部６の動作について、図４～図７の
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タイミングチャートを用いて、図８の状態遷移図を参照しながら説明する。
【００２８】
ここで、図４～図７のタイミングチャートは、上方から下方にかけて、ホストＨＴから転
送されるカード選択信号ＣＳ１、ホストＨＴから転送されるコマンドＣＭＤ、ホストＨＴ
から転送されるデータＤ、メモリカード１からホストＨＴに出力されるビジー信号ＢＹ、
メモリカード１から出力される転送中断信号ＳＳ１、ならびにメモリカード１から出力さ
れるサスペンド信号ＳＵＳ１における信号のタイミングをそれぞれ示している。また、こ
こでは、メモリカード１について記載するが、メモリカード２においても同様の動作を行
うものである。
【００２９】
図４においては、マルチ転送において、データＤの書き込み動作中にホストＨＴのカード
選択信号ＣＳ１がネゲートした場合を示している。また、図４のビジー信号ＢＹにおける
点線は、実際のメモリカード１の書き込み動作を示している。
【００３０】
まず、メモリカード１にホストＨＴからカード選択信号ＣＳ１が転送されると（状態１）
、続いてデータ書き込みのコマンドＣＭＤが転送され、メモリカード１はデータ転送待ち
になる（状態２）。その後、ホストＨＴからは１回目（１ブロック目）の書き込みデータ
Ｄが転送される（状態３）。
【００３１】
ホストＨＴからデータＤを受け取ると、メモリカード１は、データ書き込み中を示すビジ
ー信号ＢＹ（Ｈｉ）をホストＨＴに出力し、データＤの書き込みを行う（状態４）。
【００３２】
このデータＤの書き込み中において、ホストＨＴから転送されているカード選択信号ＣＳ
１が何らかの理由によってネゲートされてしまうと（状態５）、メモリカード１からは、
中間レベルのビジー信号ＢＹ（ハイインピーダンス状態）がホストＨＴに出力される。
【００３３】
このとき、判定回路１０は、カード選択信号ＣＳ１がネゲートで、かつメモリカード１が
データＤを書き込み中（ビジー）の際に、ＣＰＵ５にサスペンド信号ＳＵＳ１を出力する
。サスペンド信号ＳＵＳ１を検出したＣＰＵ５は、カード選択信号ＣＳ１がネゲートであ
ってもデータＤの書き込みが終了するまで、書き込み動作を行う（状態６）。
【００３４】
ここでは、データＤの書き込み動作中に、ホストＨＴのカード選択信号ＣＳ１がアサート
になっているので、判定回路１０は、アサートのカード選択信号ＣＳ１を受けてサスペン
ド信号ＳＵＳ１の出力を中止し、メモリカード１が通常動作となる。
【００３５】
そして、１回目のデータＤの書き込みが終了し、ビジー信号ＢＹが解除されてレディ信号
になると、ホストＨＴから２回目（２ブロック目）のデータが転送される。
【００３６】
また、図５では、マルチ転送において、ホストＨＴからデータＤを転送中にカード選択信
号ＣＳ１がネゲートされた場合を示している。
【００３７】
この場合、メモリカード１に、ホストＨＴからカード選択信号ＣＳ１が転送され、データ
書き込みのコマンドＣＭＤが転送されて（状態１）、その後、１回目のデータＤが入力さ
れる（状態２，３）。
【００３８】
メモリカード１は、ホストＨＴからデータＤの転送が終了すると、データ書き込み中を示
すビジー信号ＢＹ（Ｈｉ）をホストＨＴに出力し、データＤの書き込みを行う（状態４）
。
【００３９】
データＤの書き込みが終了し、ビジー信号ＢＹが解除されてレディ信号になり、再びデー
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タＤの転送待ちになると（状態２）、ホストＨＴから２回目のデータが転送される（状態
３）。このデータＤの転送中に、ホストＨＴのカード選択信号ＣＳ１が何らかの理由によ
ってネゲートされてしまうと（状態７）、判定回路１０は、ＣＰＵ５に転送中断信号ＳＳ
１を出力する。
【００４０】
よって、判定回路１０は、カード選択信号ＣＳ１、および転送制御回路８の転送中フラグ
信号ＴＳがどちらもネゲートになった際に転送中断信号ＳＳ１を出力する。
【００４１】
この転送中断信号ＳＳ１を検出したＣＰＵ５は、転送中のデータＤをすべて無効とし、内
部処理を中断する。これによって、再びカード選択信号ＣＳ１がアサートになった際に、
再びデータＤを受け取ってしまうことを防止することができる。
【００４２】
さらに、図６は、カード選択信号ＣＳ１がネゲートの間に、データＤの書き込み動作が終
了した場合を示している。なお、図６においても、図４と同様に、ビジー信号ＢＹにおけ
る点線は実際のメモリカード１の書き込み動作を示している。
【００４３】
メモリカード１に、ホストＨＴから選択信号ＣＳ１が転送され、データ書き込みのコマン
ドＣＭＤが転送される（状態１）。その後、１回目のデータＤが入力される（状態２，３
）。メモリカード１は、データＤを受け取ると、データ書き込み中を示すビジー信号ＢＹ
をホストＨＴに出力し、データＤの書き込みを行う（状態４）。
【００４４】
このデータＤの書き込み中において、ホストＨＴのカード選択信号ＣＳ１がネゲートされ
てしまうと（状態５）、メモリカード１からは、中間レベルのビジー信号ＢＹがホストＨ
Ｔに出力される。
【００４５】
同時に、判定回路１０は、ＣＰＵ５にサスペンド信号ＳＵＳ１を出力する。サスペンド信
号ＳＵＳ１を検出したＣＰＵ５は、選択信号ＣＳ１がネゲートであってもデータＤの書き
込みが終了するまで、書き込み動作を行う（状態６）。
【００４６】
ここでも、判定回路１０は、カード選択信号ＣＳ１がネゲートで、かつメモリカード１が
データＤを書き込み中（ビジー）の際に、サスペンド信号ＳＵＳ１を出力する。
【００４７】
そして、データＤの書き込み動作が終了すると、判定回路１０は、カード選択信号ＣＳ１
がネゲートであってもサスペンド信号ＳＵＳ１の出力を中止する。メモリカード１は、デ
ータの書き込み動作の終了後、カード選択信号ＣＳ１がアサートになるまで保留状態とな
る。
【００４８】
そして、再びホストＨＴの選択信号ＣＳ１がアサートになると、メモリカード１は通常動
作に戻り、データ書き込みのコマンドＣＭＤ、データＤがそれぞれ入力される。
【００４９】
また、図７においては、１回目のデータＤの書き込み動作が終了し、ホストＨＴから２回
目のデータＤを転送する際に、カード選択信号ＣＳ１がネゲートになった場合について示
している。
【００５０】
メモリカード１に、ホストＨＴからアサートのカード選択信号ＣＳ１、データ書き込みの
コマンドが転送され、その後、１回目（１ブロック目）の書き込みデータＤが入力される
。
【００５１】
ホストＨＴからデータＤを受け取ると、メモリカード１は、データ書き込み中を示すビジ
ー信号ＢＹをホストＨＴに出力し、データＤの書き込みを行う。
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【００５２】
データＤの書き込みが終了するとビジー信号ＢＹが解除されてレディ信号になる。その後
、カード選択信号ＣＳ１がネゲートになると、メモリカード１は、中間レベルのビジー信
号ＢＹをホストＨＴに出力する。
【００５３】
ここで、判定回路１０は、メモリカード１がデータ書き込み動作を終了しているので、カ
ード選択信号ＣＳ１がネゲートになっても、サスペンド信号ＳＵＳ１、あるいは転送中断
信号ＳＳ１のいずれも出力されない。
【００５４】
その後、再びホストＨＴの選択信号ＣＳ１がアサートになると、メモリカード１は通常動
作に戻り、データ書き込みのコマンドＣＭＤ、ならびにデータＤが入力される。
【００５５】
次に、図４～図７に示した動作を行うメモリカード１，２を用いた有効な動作の一例を図
９を用いて説明する。
【００５６】
この図９においては、上方から下方にかけて、メモリカード１を選択するカード選択信号
ＣＳ１、メモリカード２を選択するカード選択信号ＣＳ２、ホストＨＴから転送されるコ
マンドＣＭＤ、ホストＨＴから転送されるデータＤ、メモリカード１の書き込み制御回路
９から出力される内部ビジー信号ＢＵＳＹ１、メモリカード２の書き込み制御回路９から
出力される内部ビジー信号ＢＵＳＹ２、メモリカード１の判定回路１０から出力される転
送中断信号ＳＳ１、メモリカード１の判定回路１０から出力されるサスペンド信号ＳＵＳ
１、メモリカード２の判定回路１０から出力される転送中断信号ＳＳ２、およびメモリカ
ード２の判定回路１０から出力されるサスペンド信号ＳＵＳ２をそれぞれ示している。
【００５７】
まず、ホストＨＴがカード選択信号ＣＳ１を出力し、メモリカード１を選択する。そして
、メモリカード１に対してデータ書き込みのコマンドＣＭＤ１を転送する。
【００５８】
その後、ホストＨＴは、メモリカード１に書き込む１ブロック目のデータＤ１－１を転送
する。データＤ１－１の転送が終了すると、メモリカード１は、該データＤ１－１の書き
込み動作を開始する。データＤ１－１の書き込み中は、書き込み制御回路９から内部ビジ
ー信号ＢＵＳＹ１（Ｈｉ）が出力される。
【００５９】
このとき、メモリカード１の判定回路１０には、アサートのカード選択信号ＣＳ１、なら
びに書き込み制御回路９が出力するデータ書き込み中を示すビジー信号ＢＵＳＹ１が入力
されている。
【００６０】
その後、ホストＨＴは、カード選択信号ＣＳ１をネゲートにするとともに、メモリカード
２を選択するカード選択信号ＣＳ２をアサートにし、該メモリカード２にデータＤ２－１
を書き込むコマンドＣＭＤ２を転送する。
【００６１】
また、メモリカード１の判定回路１０は、カード選択信号ＣＳ１がアサートからネゲート
に遷移した際に、サスペンド信号ＳＵＳ１をＣＰＵ５に出力する。このサスペンド信号Ｓ
ＵＳ１を受けて、ＣＰＵ５は、選択信号ＣＳ１がネゲートであってもデータＤの書き込み
が終了するまで、書き込み動作を行う。
【００６２】
データＤ１－１の書き込み動作が終了すると、内部ビジー信号ＢＵＳＹ１がＬｏレベルの
信号となる。この信号を受けて判定回路１０は、サスペンド信号ＳＵＳ１の出力を中止す
る。
【００６３】
一方、アサートのカード選択信号ＣＳ２が入力されたメモリカード２には、ホストＨＴか
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らデータ書き込みのコマンドＣＭＤ２が転送され、続いてメモリカード２に書き込む１ブ
ロック目のデータＤ２－１が転送される。
【００６４】
データＤ２－１の転送が終了すると、メモリカード２は、該データＤ２－１の書き込み動
作を開始する。そして、ホストＨＴは、再びカード選択信号ＣＳ１をアサートに、カード
選択信号ＣＳ１をネゲートにし、メモリカード１にデータＤ１－２を転送する。
【００６５】
メモリカード２の判定回路１０は、カード選択信号ＣＳ２がアサートからネゲートに遷移
したことにより、サスペンド信号ＳＵＳ２をＣＰＵ５に出力する。ＣＰＵ５は、サスペン
ド信号ＳＵＳ２を受けて、選択信号ＣＳ２がネゲートであってもデータＤの書き込みが終
了するまで、書き込み動作を行う。
【００６６】
これらの動作を繰り返すことによって、メモリカード１に書き込み動作を指示してデータ
Ｄ１－１を転送し、そのメモリカード１内部でデータ書き込みを行っている間に、該メモ
リカード１を非選択にするとともにメモリカード２を選択し、同様に書き込み動作を指示
してデータＤ２－１を転送し、該メモリカード２がデータ書き込み中に再びメモリカード
１にアクセスを行うという、いわゆるインタリーブ処理を可能とすることができる。
【００６７】
それにより、本実施の形態によれば、データ転送中、あるいはデータ書き込み中などにメ
モリカード１，２を選択するカード選択信号ＣＳ１，ＣＳ２がネゲートになっても、ホス
トＨＴとメモリカード１，２との間に生じる処理の食い違いや、タイミングの不一致など
の問題を確実に回避することができる。
【００６８】
また、複数のメモリカードを処理できるホストＨＴにメモリカード１，２を用いることに
よってインタリーブ処理などが可能となり、効率よく、短時間でデータの処理を行うこと
が可能となる。
【００６９】
さらに、本実施の形態においては、データ読み出し動作時について記載したが、本発明は
、データ読み出し動作、あるいはイレース動作などのデータ読み出し動作以外にも適用す
ることができる。
【００７０】
以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
更可能であることはいうまでもない。
【００７１】
たとえば、前記実施の形態では、各々のメモリカードにタイミングをずらしてコマンドを
入力していたが、これらメモリカードに同時にコマンド入力することにより、よりデータ
処理を高速化することができる。また、データ転送中にデバイス信号がネゲートされた場
合に、その転送中のセクタの最初にアクセスを戻すようにしてもよい。
【００７２】
【発明の効果】
本願によって開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば、以下のとおりである。
【００７３】
（１）データ転送中、あるいはデータ書き込み動作時などのコマンド処理中にカード選択
信号がネゲートになっても、最適な処理を判断してメモリカードが実行するので、ホスト
が規格違反の動作をした際にも、メモリカードとの処理の同期が取れないなどの問題を確
実に回避することができる。
【００７４】
（２）また、カード選択信号によって複数のメモリカードを有効に活用することができる
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ので、データ処理の性能を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態によるホストに接続されたメモリカードのブロック図であ
る。
【図２】図１のメモリカードのブロック図である。
【図３】図２のメモリカードに設けられた処理判定部のブロック図である。
【図４】本発明の一実施の形態によるホストが規格外のカード選択信号を出力した際のメ
モリカードにおける信号タイミングの一例を示したタイミングチャートである。
【図５】本発明の一実施の形態によるホストが規格外のカード選択信号を出力した際のメ
モリカードにおける信号タイミングの他の例を示したタイミングチャートである。
【図６】本発明の一実施の形態によるホストが規格外のカード選択信号を出力した際のメ
モリカードにおける信号タイミングの一例を示したタイミングチャートである。
【図７】本発明の一実施の形態によるホストが規格外のカード選択信号を出力した際のメ
モリカードにおける信号タイミングの他の例を示したタイミングチャートである。
【図８】図４～図７の信号タイミングにおけるメモリカードの状態遷移図である。
【図９】図１のメモリカードにおける動作タイミングの一例を示したタイミングチャート
である。
【符号の説明】
１，２　メモリカード
３　コントローラ
４　フラッシュメモリ
５　ＣＰＵ
６　インタフェース制御部
６ａ　処理判定部（処理判定手段）
７　バッファ
８　転送制御回路（転送制御部）
９　書き込み制御回路（コマンド制御部）
１０　判定回路（処理判定部）
ＨＴ　ホスト
ＢＬ　バス
ＣＳ１，ＣＳ２　カード選択信号
ＴＳ　転送中フラグ信号
ＢＵＳＹ１，ＢＵＳＹ２　内部ビジー信号（動作信号）
ＳＵＳ１，ＳＵＳ２　サスペンド信号
ＳＳ１，ＳＳ２　転送中断信号
ＢＹ　ビジー信号
ＣＭＤ　コマンド
Ｄ　データ

10

20

30

(10) JP 3839288 B2 2006.11.1



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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