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(57)【要約】
【課題】向上した信頼性を有するストレージ装置と、そ
の動作方法、及びそのアクセス方法を提供する。
【解決手段】本発明の動作方法は、温度情報を獲得する
段階と、獲得された温度情報を利用して現在の加重時間
を計算する段階と、加重時間を利用して不揮発性メモリ
からデータを読み出す段階と、により構成される。現在
の加重時間は、データを保存するメモリセルから温度に
より流出する電荷の量にしたがって決定される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不揮発性メモリ及び前記不揮発性メモリを制御するように構成されるメモリコントロー
ラを含むストレージ装置の動作方法において、
　温度を検出する段階と、
　前記検出された温度情報を利用して現在の加重時間を計算する段階と、
　前記現在の加重時間に基づいて調節される読出し電圧レベルを利用して前記不揮発性メ
モリからデータを読み出す段階と、を含むことを特徴とするストレージ装置の動作方法。
【請求項２】
　前記温度は、第１周期により周期的に検出され、前記現在の加重時間の計算は、前記検
出された温度に基づいて第２周期により周期的に遂行され、
　前記現在の加重時間を計算する段階は、
　前記検出された温度に基づいて前記第２周期の時間を調節することによって加重経過時
間を計算する段階と、
　前記加重経過時間を以前の加重時間に合算して前記現在の加重時間を計算する段階と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載のストレージ装置の動作方法。
【請求項３】
　前記検出された温度が増加するほど、前記加重経過時間が増加することを特徴とする請
求項２に記載のストレージ装置の動作方法。
【請求項４】
　前記現在の加重時間が計算される第２周期の時間が増加するほど、前記加重経過時間が
増加することを特徴とする請求項２に記載のストレージ装置の動作方法。
【請求項５】
　前記第２周期の前記時間は、前記ストレージ装置の消去回数を利用してさらに調節され
、
　前記消去回数が増加するほど、前記加重経過時間が増加することを特徴とする請求項２
に記載のストレージ装置の動作方法。
【請求項６】
　前記消去回数は、前記不揮発性メモリの複数のメモリブロックにおいて各々遂行された
消去回数の平均値であることを特徴とする請求項５に記載のストレージ装置の動作方法。
【請求項７】
　前記現在の加重時間が計算される前記第２周期は、前記温度が検出される前記第１周期
より短いことを特徴とする請求項２に記載のストレージ装置の動作方法。
【請求項８】
　前記温度は、前記ストレージ装置の内部温度センサー又は前記ストレージ装置の外部温
度センサーを利用して検出されることを特徴とする請求項１に記載のストレージ装置の動
作方法。
【請求項９】
　前記データを前記不揮発性メモリに書き込む段階と、
　前記不揮発性メモリに書き込まれた前記データと関連した加重時間を前記データの加重
時間スタンプとして登録する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のス
トレージ装置の動作方法。
【請求項１０】
　前記データの前記加重時間スタンプと前記データの前記現在の加重時間との差を計算す
る段階をさらに含み、
　前記読出し電圧レベルは、前記計算された差に基づいて調節されることを特徴とする請
求項９に記載のストレージ装置の動作方法。
【請求項１１】
　電源が遮断された後、供給されれば、直近の加重時間スタンプから前記データを読み出
すための最適の読出し電圧レベルを検出する段階と、前記最適の読出し電圧レベルと初期
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読出し電圧レベルとの差を計算する段階と、前記差を利用して加重時間を計算する段階と
、を含み、
　前記加重時間は、電源遮断時の加重時間として使用されることを特徴とする請求項９に
記載のストレージ装置の動作方法。
【請求項１２】
　前記加重時間スタンプは、前記データが書き込まれた前記不揮発性メモリの物理アドレ
ス情報を含むことを特徴とする請求項９に記載のストレージ装置の動作方法。
【請求項１３】
　温度センサーと、
　不揮発性メモリと、
　前記不揮発性メモリを制御するように構成されるメモリコントローラと、を含み、
　前記メモリコントローラは、前記温度センサーを通じて検出される温度の変化を反映し
て現在の加重時間を計算し、前記現在の加重時間によって調節される読出し電圧レベルを
利用して前記不揮発性メモリからデータを読み出すように構成されることを特徴とするス
トレージ装置。
【請求項１４】
　ランダムアクセスメモリをさらに含み、
　前記メモリコントローラは、周期的に前記温度センサーにより温度を検出し、前記検出
された温度を周期的に前記ランダムアクセスメモリに格納するように構成されることを特
徴とする請求項１３に記載のストレージ装置。
【請求項１５】
　前記メモリコントローラは、前記不揮発性メモリに前記データを書き込み、前記ランダ
ムアクセスメモリから加重時間を読み出し、そして前記加重時間を前記データの加重時間
スタンプとして登録するように構成されることを特徴とする請求項１４に記載のストレー
ジ装置。
【請求項１６】
　前記不揮発性メモリに書き込まれるデータの加重時間スタンプは、時間スタンプテーブ
ルとして前記ランダムアクセスメモリにより管理されることを特徴とする請求項１５に記
載のストレージ装置。
【請求項１７】
　前記時間スタンプテーブルは、前記不揮発性メモリにさらに格納されることを特徴とす
る請求項１６に記載のストレージ装置。
【請求項１８】
　前記メモリコントローラは、前記現在の加重時間を前記ランダムアクセスメモリから読
み出し、前記加重時間スタンプと前記現在の加重時間との差を計算するように構成され、
　前記読出し電圧レベルは、前記計算された差によって調節されることを特徴とする請求
項１５に記載のストレージ装置。
【請求項１９】
　前記不揮発性メモリは、垂直に積層されたメモリセルを含むことを特徴とする請求項１
３に記載のストレージ装置。
【請求項２０】
　各メモリセルは、電荷捕獲型であることを特徴とする請求項１９に記載のストレージ装
置。
【請求項２１】
　不揮発性メモリを含むストレージ装置のアクセス方法において、
　前記不揮発性メモリにデータを書き込む段階と、
　加重時間を前記データの加重時間スタンプとして登録する段階と、を含み、
　前記加重時間は、温度の変化を反映して反復的に更新される時間であることを特徴とす
るストレージ装置のアクセス方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はストレージ装置と、その動作方法、及びそのアクセス方法に係り、より詳しく
は、温度変化を考慮したデータの読出しを行うストレージ装置と、その動作方法、及びそ
のアクセス方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ストレージ装置はコンピューター、スマートフォン、スマートパッド等のホスト装置の
制御によってデータを格納する装置である。ストレージ装置はハードディスクドライブ（
ＨＤＤ、Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）のように磁気ディスクにデータを格納する装
置、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ、Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）、メモ
リカード等の半導体メモリ、特に不揮発性メモリにデータを格納する装置を含む。
【０００３】
　不揮発性メモリ装置はＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅ
ｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、フラッシュメモリ装置
、ＰＲＡＭ（Ｐｈａｓｅ－ｃｈａｎｇｅ　ＲＡＭ）、ＭＲＡＭ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ＲＡ
Ｍ）、ＲＲＡＭ（登録商標）（Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ＲＡＭ）、ＦＲＡＭ（登録商標）（
Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＲＡＭ）等である。
【０００４】
　半導体の製造技術の発展に伴って半導体メモリの集積度が持続的に向上している。半導
体メモリの集積度の向上は、半導体メモリにより構成されたストレージ装置の容量を大幅
に向上させる長所を有する。反面、半導体メモリの集積度の向上は、半導体メモリに書き
込まれたデータにおいてエラーが発生する確率、即ちエラー率を増加させる短所を有する
。したがって、半導体メモリを含むストレージ装置のエラー率を減少させ、信頼性を向上
させる新しい技術に対する要求が持続的に提起されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第８，５４２，５３７号公報
【特許文献２】米国特許第８，５７６，６５１号公報
【特許文献３】米国特許第８，４７２，２７４号公報
【特許文献４】米国特許第８，４６７，２４９号公報
【特許文献５】米国特許第８，３６３，４７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、向上した信頼性を有するストレージ装置と、その動作方法、及びその
アクセス方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　不揮発性メモリ及び前記不揮発性メモリを制御するように構成されるメモリコントロー
ラを含む本発明の実施形態によるストレージ装置の動作方法は、温度情報を獲得する段階
と、前記獲得された温度情報を利用して現在の加重時間を計算する段階と、前記現在の加
重時間に基づいて調節される読出し電圧レベルを利用して、前記不揮発性メモリからデー
タを読み出す段階とを含む。
【０００８】
　実施形態として、前記温度は、第１周期により周期的に検出され、前記現在の加重時間
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の計算は、前記検出された温度に基づいて第２周期により周期的に遂行され、前記現在の
加重時間を計算する段階は、前記検出された温度に基づいて前記第２周期の時間を調節す
ることによって加重経過時間を計算する段階と、前記加重経過時間を以前の加重時間に合
算して前記現在の加重時間を計算する段階と、を含む。
【０００９】
　実施例として、前記検出された温度が増加するほど、前記加重経過時間が増加する。
【００１０】
　実施形態として、前記現在の加重時間が計算される第２周期の時間が増加するほど、前
記加重経過時間が増加する。
【００１１】
　実施形態として、前記第２周期の前記時間は、前記ストレージ装置の消去回数を利用し
てさらに調節され、前記消去回数が増加するほど、前記加重経過時間が増加する。
【００１２】
　実施形態として、前記消去回数は、前記不揮発性メモリの複数のメモリブロックにおい
て各々遂行された消去回数の平均値である。
【００１３】
　実施形態として、前記現在の加重時間が計算される第２周期は、前記温度情報が獲得さ
れる第１周期より短い。
【００１４】
　実施形態として、前記温度は、前記ストレージ装置の内部温度センサー又は前記ストレ
ージ装置の外部温度センサーから受信される。
【００１５】
　実施形態として、前記データを前記不揮発性メモリに書き込む段階と、前記不揮発性メ
モリに書き込まれた前記データと関連した加重時間を前記データの加重時間スタンプとし
て登録する段階と、をさらに含む。
【００１６】
　実施形態として、前記データの前記現在の加重時間スタンプと前記データの前記現在の
加重時間との差を計算する段階をさらに含み、前記読出し電圧レベルは、前記計算された
差に基づいて調節される。
【００１７】
　実施形態として、電源が遮断された後、供給されれば、直近の加重時間スタンプから前
記データを読み出すための最適の読出し電圧レベルを検出する段階と、前記最適の読出し
電圧レベルと初期読出し電圧レベルとの差を計算する段階と、前記差を利用して加重時間
を計算する段階と、を含み、前記加重時間は、以前の加重時間として使用される。
【００１８】
　実施形態として、前記加重時間スタンプは、前記データが書き込まれた前記不揮発性メ
モリの物理アドレス情報を含む。
【００１９】
　本発明の実施形態によるストレージ装置は、温度センサーと、不揮発性メモリと、前記
不揮発性メモリを制御するように構成されるメモリコントローラと、を含み、前記メモリ
コントローラは、前記温度センサーを通じて検出される温度の変化を反映して現在の加重
時間を計算し、前記現在の加重時間によって調節される読出し電圧レベルを利用して前記
不揮発性メモリからデータを読み出すように構成される。
【００２０】
　実施形態として、ランダムアクセスメモリをさらに含み、前記メモリコントローラは、
周期的に前記温度センサーから温度を検出し、前記検出された温度を周期的に前記ランダ
ムアクセスメモリに格納するように構成される。
【００２１】
　実施形態として、前記メモリコントローラは、前記不揮発性メモリに前記データを書き
込み、前記ランダムアクセスメモリから前記加重時間を読み出し、そして前記加重時間を
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前記データの加重時間スタンプとして登録するように構成される。
【００２２】
　実施形態として、前記不揮発性メモリに書き込まれるデータの加重時間スタンプは、時
間スタンプテーブルとして前記ランダムアクセスメモリにより管理される。
【００２３】
　実施形態として、前記時間スタンプテーブルは、前記不揮発性メモリにさらに格納され
る。
【００２４】
　実施形態として、前記メモリコントローラは、前記現在の加重時間を前記ランダムアク
セスメモリから読み出し、前記加重時間スタンプと前記現在の加重時間との差を計算し、
前記計算された差によって読出しレベルを調節するように構成される。
【００２５】
　実施形態として、前記不揮発性メモリは、垂直に積層されたメモリセルを含む。
【００２６】
　実施形態として、各メモリセルは、電荷捕獲型である。
【００２７】
　不揮発性メモリを含むストレージ装置をアクセスする本発明の実施形態によるアクセス
方法は、前記不揮発性メモリにデータを書き込む段階と、加重時間を前記データの加重時
間スタンプに登録する段階と、を含み、前記加重時間は、温度の変化を反映して反復的に
更新される時間である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の実施形態によれば、時間の経過による温度の変化を考慮してデータの書込み及
び読出しが遂行される。したがって、向上した信頼性を有するストレージ装置、ストレー
ジ装置の動作方法、及びストレージ装置のアクセス方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施形態によるストレージ装置を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態による不揮発性メモリを示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態によるメモリブロックを示す回路図である。
【図４】時間及び温度にしたがって不揮発性メモリのメモリセルから流出する電荷の量を
示すグラフである。
【図５】不揮発性メモリのメモリセルの閾値電圧を示す。
【図６】本発明の実施形態によるストレージ装置の動作方法を示す順序図である。
【図７】本発明の実施形態による加重時間計算部及び加重時間計算部と関連したＲＡＭ及
び温度センサーを示すブロック図である。
【図８】本発明の実施形態によって感知温度を検出する方法を示す順序図である。
【図９】本発明の実施形態によって加重時間を計算する方法を示す順序図である。
【図１０】加重経過時間の計算に使用される、本発明の第１実施形態によるテーブルを示
す。
【図１１】加重経過時間の計算に使用される、本発明の第２実施形態によるテーブルを示
す。
【図１２】加重経過時間の計算に使用される、本発明の第３実施形態によるテーブルを示
す。
【図１３】加重経過時間の計算に使用される、本発明の第４実施形態によるテーブルを示
す。
【図１４】本発明の他の実施形態による加重時間計算部及び加重時間計算部と関連したＲ
ＡＭ及び温度センサーを示すブロック図である。
【図１５】本発明の実施形態によって不揮発性メモリにデータを書き込む方法を示す順序
図である。
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【図１６】第１時間スタンプテーブルに登録された加重時間スタンプの例を示すテーブル
である。
【図１７】本発明の実施形態によって不揮発性メモリからデータを読み出す方法を示す順
序図である。
【図１８】本発明の他の実施形態によって不揮発性メモリからデータを読み出す方法を示
す順序図である。
【図１９】メモリコントローラが計算された差を補償する例を示すテーブルである。
【図２０】ストレージ装置の電源が切られた後、再供給される時に、ストレージ装置が加
重時間を復元する方法を示す順序図である。
【図２１】メモリコントローラが読出しレベルと初期読出しレベルとの差によって加重時
間を計算する例を示すテーブルである。
【図２２】本発明の実施形態によるコンピューティング装置を示すブロック図である。
【図２３】本発明の実施形態によるコンピューティング装置の動作方法を示す順序図であ
る。
【図２４】本発明の他の実施形態によるメモリブロックを示す回路図である。
【図２５】本発明の実施形態によるメモリコントローラを示すブロック図である。
【図２６】本発明の他の実施形態によるストレージ装置を示すブロック図である。
【図２７】本発明の他の実施形態によるコンピューティング装置を示すブロック図である
。
【図２８】本発明の他の実施形態によるストレージ装置の動作方法を示す順序図である。
【図２９】本発明のその他の実施形態によるコンピューティング装置を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下において、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明の技術
的思想を容易に実施できるように詳細に説明するために、本発明の実施形態を添付した図
面を参照して説明する。
【００３１】
　図１は本発明の実施形態によるストレージ装置１００を示すブロック図である。図１を
参照すれば、ストレージ装置１００は不揮発性メモリ１１０、メモリコントローラ１２０
、ＲＡＭ（１３０、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び温度センサー１
４０を含む。ストレージ装置１００はソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）、メモリカー
ド、又は実装型メモリを形成できる。
【００３２】
　不揮発性メモリ１１０はメモリコントローラ１２０の制御によって書込み、読出し、及
び消去を遂行する。不揮発性メモリ１１０はフラッシュメモリを含む。しかし、不揮発性
メモリ１１０はフラッシュメモリに限定されない。不揮発性メモリ１１０はＰＲＡＭ（Ｐ
ｈａｓｅ－ｃｈａｎｇｅ　ＲＡＭ）、ＭＲＡＭ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ＲＡＭ）、ＲＲＡＭ
（登録商標）（Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ＲＡＭ）、ＦｅＲＡＭ（Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉ
ｃ　ＲＡＭ）等の多様な不揮発性メモリの中の少なくとも１つである。
【００３３】
　メモリコントローラ１２０は外部ホスト装置の要請にしたがって、又は予め定められた
スケジュールにしたがって不揮発性メモリ１１０を制御するように構成される。例えば、
メモリコントローラ１２０は不揮発性メモリ１１０が書込み、読出し、又は消去を遂行す
るように制御する。
【００３４】
　メモリコントローラ１２０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０をバッファメモ
リ、キャッシュメモリ、又は動作メモリとして使用する。メモリコントローラ１２０は外
部ホスト装置から受信したデータをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納し、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納したデータを不揮発性メモリ１１０に書
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き込む。メモリコントローラ１２０は不揮発性メモリ１１０から読み出したデータをラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納し、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３
０に格納したデータを外部ホスト装置に出力する。メモリコントローラ１２０は不揮発性
メモリ１１０から読み出したデータをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納し
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納したデータを再び不揮発性メモリ１１
０に書き込む。例示的に、メモリコントローラのコマンドキューに登録された書込み要請
のデータはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０により管理される。
【００３５】
　メモリコントローラ１２０は不揮発性メモリ１１０を管理するために必要であるデータ
又はコードをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納する。例えば、メモリコン
トローラ１２０は不揮発性メモリ１１０を管理するために必要とするデータ又はコードを
不揮発性メモリ１１０から読み出し、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０により駆
動する。
【００３６】
　例示的に、ストレージ装置１００がソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）を形成する場
合、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０は不揮発性メモリ１１０及びメモリコント
ローラ１２０の外部に配置されてもよい。ストレージ装置１００が埋め込み型（ｅｍｂｅ
ｄｄｅｄ）装置を形成する場合、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０はメモリコン
トローラ１２０の内部に配置されてもよい。
【００３７】
　メモリコントローラ１２０は加重時間計算部２２１を含む。加重時間計算部２２１は温
度センサー１４０から感知温度ＳＴを受信する。例えば、加重時間計算部２２１は温度セ
ンサー１４０から感知温度ＳＴを読み出す。加重時間計算部２２１は受信した感知温度Ｓ
Ｔをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納する。
【００３８】
　加重時間計算部２２１は感知温度ＳＴを反映して加重時間ＷＴを計算する。加重時間計
算部２２１は計算された加重時間ＷＴをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納
する。
【００３９】
　メモリコントローラ１２０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納された加
重時間ＷＴを利用して不揮発性メモリ１１０にデータＤＡＴＡを書き込むか、あるいは不
揮発性メモリ１１０からデータＤＡＴＡを読み出す。例えば、メモリコントローラ１２０
は不揮発性メモリ１１０にデータＤＡＴＡを書き込む時に、加重時間スタンプ（Ｗｅｉｇ
ｈｔｅｄ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）を生成する。加重時間スタンプは第１時間スタンプテ
ーブルＴＳＴ１に登録される。メモリコントローラ１２０は第１時間スタンプテーブルＴ
ＳＴ１をランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納し、管理する。メモリコントロ
ーラ１２０は第１時間スタンプテーブルＴＳＴ１を第２時間スタンプテーブルＴＳＴ２と
して不揮発性メモリ１１０にバックアップする。
【００４０】
　例えば、メモリコントローラ１２０は不揮発性メモリ１１０からデータＤＡＴＡを読み
出す時に、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納された第１時間スタンプテー
ブルＴＳＴ１から加重時間スタンプを読み出し、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３
０から加重時間ＷＴを読み出す。メモリコントローラ１２０は読み出された加重時間スタ
ンプ及び加重時間ＷＴを利用してデータＤＡＴＡを読み出す。
【００４１】
　加重時間計算部２２１、感知温度ＳＴ、加重時間ＷＴ、加重時間スタンプ、及び時間ス
タンプテーブルＴＳＴ１、ＴＳＴ２と関連した詳細な説明は添付した図面を参照して後述
する。
【００４２】
　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０はＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　ＲＡＭ）、Ｓ
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ＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　ＲＡＭ）、ＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＤＲＡＭ）、
ＰＲＡＭ（Ｐｈａｓｅ－ｃｈａｎｇｅ　ＲＡＭ）、ＭＲＡＭ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ＲＡＭ
）、ＲＲＡＭ（登録商標）（Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ＲＡＭ）、ＦｅＲＡＭ（Ｆｅｒｒｏｅ
ｌｅｃｔｒｉｃ　ＲＡＭ）等の多様なランダムアクセスメモリの中の少なくとも１つであ
る。
【００４３】
　図２は本発明の実施形態による不揮発性メモリ１１０を示すブロック図である。図２を
参照すれば、不揮発性メモリ１１０はメモリセルアレイ１１１、アドレスデコーダー回路
１１３、ページバッファ回路１１５、データ入出力回路１１７、及び制御ロジック回路１
１９を含む。
【００４４】
　メモリセルアレイ１１１は複数のメモリブロックＢＬＫ１乃至ＢＬＫｚを含む。各メモ
リブロックは複数のメモリセルを含む。各メモリブロックは少なくとも１つの接地選択ラ
インＧＳＬ、複数のワードラインＷＬ、及び少なくとも１つのストリング選択ラインＳＳ
Ｌを通じてアドレスデコーダー回路１１３に連結される。各メモリブロックは複数のビッ
トラインＢＬを通じてページバッファ回路１１５に連結される。複数のメモリブロックＢ
ＬＫ１乃至ＢＬＫｚは複数のビットラインＢＬに共通に連結される。複数のメモリブロッ
クＢＬＫ１乃至ＢＬＫｚのメモリセルは同一な構造を有する。
【００４５】
　アドレスデコーダー回路１１３は複数の接地選択ラインＧＳＬ、複数のワードラインＷ
Ｌ、及び複数のストリング選択ラインＳＳＬを通じてメモリセルアレイ１１１に連結され
る。アドレスデコーダー回路１１３は制御ロジック回路１１９の制御によって動作する。
アドレスデコーダー回路１１３はメモリコントローラ１２０（図１参照）からアドレスを
受信する。アドレスデコーダー回路１１３は受信したアドレスＡＤＤＲをデコーディング
し、デコーディングされたアドレスにしたがってワードラインＷＬに印加される電圧を制
御する。例えば、プログラムの時に、アドレスデコーダー回路１１３は、制御ロジック回
路１１９の制御によって、ワードラインＷＬにパス電圧を印加する。プログラムの時に、
アドレスデコーダー回路１１３は、制御ロジック回路１１９の制御によって、ワードライ
ンＷＬの中のアドレスＡＤＤＲが示すワードラインにプログラム電圧をさらに印加する。
【００４６】
　ページバッファ回路１１５は複数のビットラインＢＬを通じてメモリセルアレイ１１１
に連結される。ページバッファ回路１１５は複数のデータラインＤＬを通じてデータ入出
力回路１１７と連結される。ページバッファ回路１１５は制御ロジック回路１１９の制御
によって動作する。
【００４７】
　ページバッファ回路１１５はメモリセルアレイ１１１のメモリセルにプログラムされる
データ又はメモリセルから読み出されるデータを格納する。プログラムの時に、ページバ
ッファ回路１１５はメモリセルにプログラムされるデータを格納する。格納されたデータ
に基づいてページバッファ回路１１５は複数のビットラインＢＬをバイアスする。プログ
ラムの時に、ページバッファ回路１１５は書込みドライバーとして機能する。読出しの時
に、ページバッファ回路１１５はビットラインＢＬの電圧をセンシングし、センシング結
果を格納する。読出しの時に、ページバッファ回路１１５は感知増幅器として機能する。
【００４８】
　データ入出力回路１１７は複数のデータラインＤＬを通じてページバッファ回路１１５
と連結される。データ入出力回路１１７はメモリコントローラ１２０（図１参照）とデー
タＤＡＴＡを交換する。
【００４９】
　データ入出力回路１１７はメモリコントローラ１２０から受信されるデータＤＡＴＡを
臨時的に格納する。データ入出力回路１１７は格納されたデータをページバッファ回路１
１５へ伝達する。データ入出力回路１１７はページバッファ回路１１５から伝達されるデ



(10) JP 2015-219913 A 2015.12.7

10

20

30

40

50

ータＤＡＴＡを臨時的に格納する。データ入出力回路１１７は格納されたデータＤＡＴＡ
をメモリコントローラ１２０へ伝送する。データ入出力回路１１７はバッファメモリとし
て機能する。
【００５０】
　制御ロジック回路１１９はメモリコントローラ１２０からコマンドＣＭＤを受信する。
制御ロジック回路１１９は受信されたコマンドＣＭＤをデコーディングし、デコーディン
グされたコマンドにしたがって不揮発性メモリ１１０の諸般動作を制御する。制御ロジッ
ク回路１１９はメモリコントローラ１２０（図１参照）から多様な制御信号及び電圧をさ
らに受信する。
【００５１】
　図３は本発明の実施形態によるメモリブロックＢＬＫａを示す回路図である。図３を参
照すれば、メモリブロックＢＬＫａは複数のセルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１
２、及びＣＳ２２を含む。複数のセルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１２、及びＣ
Ｓ２２は行方向（ｒｏｗ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）及び列方向（ｃｏｌｕｍｎ　ｄｉｒｅｃ
ｔｉｏｎ）に沿って配列されて行及び列を形成する。
【００５２】
　例えば、行方向（ｒｏｗ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）に沿って配列されたセルストリングＣ
Ｓ１１、ＣＳ１２は第１行を形成し、行方向（ｒｏｗ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）に沿って配
列されたセルストリングＣＳ２１、ＣＳ２２は第２行を形成する。列方向（ｃｏｌｕｍｎ
　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）に沿って配列されたセルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１は第１列
を形成し、列方向（ｃｏｌｕｍｎ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）に沿って配列されたセルストリ
ングＣＳ１２、ＣＳ２２は第２列を形成する。
【００５３】
　各セルストリングは複数のセルトランジスタを含む。複数のセルトランジスタは接地選
択トランジスタＧＳＴａ、ＧＳＴｂ、メモリセルＭＣ１乃至ＭＣ６、及びストリング選択
トランジスタＳＳＴａ、ＳＳＴｂを含む。各セルストリングの接地選択トランジスタＧＳ
Ｔａ、ＧＳＴｂ、メモリセルＭＣ１乃至ＭＣ６、及びストリング選択トランジスタＳＳＴ
ａ、ＧＳＴｂはセルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１２、及びＣＳ２２が行及び列
に沿って配列される平面（例えば、メモリブロックＢＬＫａの基板の上の平面）と垂直に
なる高さ方向に積層される。
【００５４】
　複数のセルトランジスタは絶縁膜に捕獲された電荷量にしたがって可変する閾値電圧を
有する電荷捕獲型（ｃｈａｒｇｅ　ｔｒａｐ　ｔｙｐｅ）トランジスタである。
【００５５】
　最下端の接地選択トランジスタＧＳＴａは共通ソースラインＣＳＬに共通に連結される
。
【００５６】
　複数のセルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１２、及びＣＳ２２の接地選択トラン
ジスタＧＳＴａ、ＧＳＴｂは接地選択ラインＧＳＬに共通に連結される。
【００５７】
　例示的に、同一の高さ（又は順序）の接地選択トランジスタは同一の接地選択ラインに
連結され、互に異なる高さ（又は順序）を有する接地選択トランジスタは互に異なる接地
選択ラインに連結される。例えば、第１高さの接地選択トランジスタＧＳＴａは第１接地
選択ラインに共通に連結され、第２高さの接地選択トランジスタＧＳＴｂは第２接地選択
ラインに共通に連結される。
【００５８】
　例示的に、同一の行の接地選択トランジスタは同一の接地選択ラインに連結され、互に
異なる行の接地選択トランジスタは互に異なる接地選択ラインに連結される。例えば、第
１行のセルストリングＣＳ１１、ＣＳ１２の接地選択トランジスタＧＳＴａ、ＧＳＴｂは
第１接地選択ラインに連結され、第２行のセルストリングＣＳ２１、ＣＳ２２の接地選択
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トランジスタＧＳＴａ、ＧＳＴｂは第２接地選択ラインに連結される。
【００５９】
　基板（又は接地選択トランジスタＧＳＴ）から同一の高さ（又は順序）に位置したメモ
リセルＭＣは１つのワードラインに共通に連結され、互に異なる高さ（又は順序）に位置
したメモリセルＭＣは互に異なるワードラインＷＬ１乃至ＷＬ６に各々連結される。例え
ば、メモリセルＭＣ１はワードラインＷＬ１に共通に連結される。メモリセルＭＣ２はワ
ードラインＷＬ２に共通に連結される。メモリセルＭＣ３はワードラインＷＬ３に共通に
連結される。メモリセルＭＣ４はワードラインＷＬ４に共通に連結される。メモリセルＭ
Ｃ５はワードラインＷＬ５に共通に連結される。メモリセルＭＣ６はワードラインＷＬ６
に共通に連結される。
【００６０】
　複数のセルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１２、及びＣＳ２２の同一の高さ（又
は順序）には、第１ストリング選択トランジスタＳＳＴａがあって、互に異なる行の第１
ストリング選択トランジスタＳＳＴａは互に異なるストリング選択ラインＳＳＬ１ａ、Ｓ
ＳＬ２ａに各々連結される。例えば、セルストリングＣＳ１１、ＣＳ１２の第１ストリン
グ選択トランジスタＳＳＴａはストリング選択ラインＳＳＬ１ａに共通に連結される。セ
ルストリングＣＳ２１、ＣＳ２２の第１ストリング選択トランジスタＳＳＴａはストリン
グ選択ラインＳＳＬ２ａに共通に連結される。
【００６１】
　複数のセルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１２、及びＣＳ２２の同一の高さ（又
は順序）には第２ストリング選択トランジスタＳＳＴｂがあって、互に異なる行の第２ス
トリング選択トランジスタＳＳＴｂは互に異なるストリング選択ラインＳＳＬ１ｂ、ＳＳ
Ｌ２ｂに各々連結される。例えば、セルストリングＣＳ１１、ＣＳ１２の第２ストリング
選択トランジスタＳＳＴｂはストリング選択ラインＳＳＬ１ｂに共通に連結される。セル
ストリングＣＳ２１、ＣＳ２２の第２ストリング選択トランジスタＳＳＴｂはストリング
選択ラインＳＳＬ２ｂに共通に連結される。
【００６２】
　即ち、互に異なる行のセルストリングは互に異なるストリング選択ラインに連結される
。同一の行のセルストリングの同一の高さ（又は順序）のストリング選択トランジスタは
同一のストリング選択ラインに連結される。同一の行のセルストリングの互に異なる高さ
（又は順序）のストリング選択トランジスタは互に異なるストリング選択ラインに連結さ
れる。
【００６３】
　例示的に、同一の行のセルストリングのストリング選択トランジスタは１つのストリン
グ選択ラインに共通に連結される。例えば、第１行のセルストリングＣＳ１１、ＣＳ１２
のストリング選択トランジスタＳＳＴａ、ＳＳＴｂは１つのストリング選択ラインに共通
に連結される。第２行のセルストリングＣＳ２１、ＣＳ２２のストリング選択トランジス
タＳＳＴａ、ＳＳＴｂは１つのストリング選択ラインに共通に連結される。
【００６４】
　複数のセルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１２、及びＣＳ２２の列は互に異なる
ビットラインＢＬ１、ＢＬ２に各々連結される。例えば、第１列のセルストリングＣＳ１
１、ＣＳ２１のストリング選択トランジスタＳＳＴｂはビットラインＢＬ１に共通に連結
される。第２列のセルストリングＣＳ１２、ＣＳ２２のストリング選択トランジスタＳＳ
ＴはビットラインＢＬ２に共通に連結される。
【００６５】
　図３に示したメモリブロックＢＬＫａは例示的なものである。本発明の技術的思想は図
３に示したメモリブロックＢＬＫａに限定されない。例えば、セルストリングの行の数は
増加又は減少できる。セルストリングの行の数が変更されることによって、セルストリン
グの行に連結されるストリング選択ライン又は接地選択ラインの数、及び１つのビットラ
インに連結されるセルストリングの数もまた変更される。
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【００６６】
　セルストリングの列の数は増加又は減少できる。セルストリングの列の数が変更される
ことによって、セルストリングの列に連結されるビットラインの数、及び１つのストリン
グ選択ラインに連結されるセルストリングの数もまた変更される。
【００６７】
　セルストリングの高さは増加又は減少できる。例えば、セルストリングの各々に積層さ
れる接地選択トランジスタ、メモリセルＭＣ、又はストリング選択トランジスタの数は増
加又は減少できる。
【００６８】
　例示的に、書込み及び読出しはセルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１２、及びＣ
Ｓ２２の行の単位に遂行される。ストリング選択ラインＳＳＬ１ａ、ＳＳＬ１ｂ、ＳＳＬ
２ａ、ＳＳＬ２ｂによって、セルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１２、及びＣＳ２
２が１つの行単位に選択される。
【００６９】
　セルストリングＣＳ１１、ＣＳ２１、ＣＳ１２、及びＣＳ２２の選択された行において
、書込み及び読出しはワードラインの単位に遂行される。セルストリングＣＳ１１、ＣＳ
２１、ＣＳ１２、及びＣＳ２２の選択された行において、選択されたワードラインに連結
されたメモリセルＭＣがプログラムされる。
【００７０】
　図４は時間及び温度にしたがって不揮発性メモリ１１０のメモリセルＭＣから流出する
電荷の量を示すグラフである。図４において、横軸は時間Ｔを示し、縦軸は流出する電荷
の量を示す。図５は不揮発性メモリ１１０のメモリセルＭＣの閾値電圧を示す。
【００７１】
　図２乃至図５を参照すれば、不揮発性メモリ１１０のメモリセルＭＣは電荷（例えば、
電子）の量に基づいてデータを格納する。例えば、不揮発性メモリ１１０の各メモリセル
ＭＣに蓄積又は捕獲された電荷の量にしたがって、各メモリセルＭＣの閾値電圧が異なる
。各メモリセルＭＣが有する閾値電圧によって、各メモリセルＭＣが示すデータビットの
値が決定される。各メモリセルＭＣにデータを書き込む動作は、各メモリセルＭＣが予め
定められた範囲内の閾値電圧を有するように制御することによって、遂行される。各メモ
リセルＭＣからデータを読み出す動作は、各メモリセルＭＣが有する閾値電圧の範囲を判
別することによって、遂行される。
【００７２】
　図５に示したように、第１時刻Ｔ１に、メモリセルＭＣにデータが書き込まれる。各メ
モリセルＭＣは第１乃至第８状態Ｓ１乃至Ｓ８の中の１つの状態に対応する閾値電圧範囲
に属する閾値電圧を有するように制御される。第１時刻Ｔ１に書き込まれたデータは、初
期読出しレベル第１乃至第７電圧Ｖ１乃至Ｖ７を利用して読み出される。
【００７３】
　各メモリセルＭＣの閾値電圧が第１電圧Ｖ１より低い場合、各メモリセルＭＣに書き込
まれたデータは第１状態Ｓ１に対応する値を有すると読み出される。各メモリセルＭＣの
閾値電圧が第１電圧Ｖ１と第２電圧Ｖ２との間である場合、各メモリセルＭＣに書き込ま
れたデータは第２状態Ｓ２に対応する値を有すると読み出される。各メモリセルＭＣの閾
値電圧が第２電圧Ｖ２と第３電圧Ｖ３との間である場合、各メモリセルＭＣに書き込まれ
たデータは第３状態Ｓ３に対応する値を有すると読み出される。各メモリセルＭＣの閾値
電圧が第３電圧Ｖ３と第４電圧Ｖ４との間である場合、各メモリセルＭＣに書き込まれた
データは第４状態Ｓ４に対応する値を有すると読み出される。各メモリセルＭＣの閾値電
圧が第４電圧Ｖ４と第５電圧Ｖ５との間である場合、各メモリセルＭＣに書き込まれたデ
ータは第５状態Ｓ５に対応する値を有すると読み出される。各メモリセルＭＣの閾値電圧
が第５電圧Ｖ５と第６電圧Ｖ６との間である場合、各メモリセルＭＣに書き込まれたデー
タは第６状態Ｓ６に対応する値を有すると読み出される。各メモリセルＭＣの閾値電圧が
第６電圧Ｖ６と第７電圧Ｖ７との間である場合、各メモリセルＭＣに書き込まれたデータ
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は第７状態Ｓ７に対応する値を有すると読み出される。各メモリセルＭＣの閾値電圧が第
７電圧Ｖ７より大きい場合、各メモリセルＭＣに書き込まれたデータは第８状態Ｓ８に対
応する値を有すると読み出される。
【００７４】
　図４に示したように、不揮発性メモリ１１０のメモリセルＭＣは時間の経過につれて電
荷を失う。図４において、第１ラインＬ１は不揮発性メモリ１１０又は不揮発性メモリ１
１０の周辺の温度が第１温度（例えば、ＣＯＬＤ）である時に、不揮発性メモリ１１０の
メモリセルＭＣから流出する電荷の量（例えば、平均的に流出する電荷の量）を示す。第
２ラインＬ２は不揮発性メモリ１１０又は不揮発性メモリ１１０の周辺の温度が第１温度
より高い第２温度（例えば、ＡＶＥＲＡＧＥ）である時に、不揮発性メモリ１１０のメモ
リセルＭＣから流出する電荷の量（例えば、平均的に流出する電荷の量）を示す。第３ラ
インＬ３は不揮発性メモリ１１０又は不揮発性メモリ１１０の周辺の温度が第２温度より
高い第３温度（例えば、ＨＯＴ）である時に、不揮発性メモリ１１０のメモリセルＭＣか
ら流出する電荷の量（例えば、平均的に流出する電荷の量）を示す。
【００７５】
　不揮発性メモリ１１０のメモリセルＭＣは時間Ｔが経過するにつれてさらに多くの量の
電荷を失う。不揮発性メモリ１１０のメモリセルＭＣは温度がさらに高いほど、さらに多
くの量の電荷を失う。メモリセルＭＣにデータが書き込まれた後、初期時間ＩＴが経過す
るまで失われる電荷の量は、メモリセルＭＣにデータが書き込まれた後、初期時間ＩＴの
後に失われる電荷の量より多い。
【００７６】
　不揮発性メモリ１１０又は不揮発性メモリ１１０の周辺の温度は、不揮発性メモリ１１
０の動作状態又は不揮発性メモリ１１０が置かれた環境にしたがって変わる。例えば、不
揮発性メモリ１１０が遊休状態である時に、不揮発性メモリ１１０又は不揮発性メモリ１
１０の周辺の温度は低くなる。不揮発性メモリ１１０がビジー（ｂｕｓｙ）状態である時
に、不揮発性メモリ１１０又は不揮発性メモリ１１０の周辺の温度は高くなる。不揮発性
メモリ１１０が高い温度を有するところに位置する時、不揮発性メモリ１１０又は不揮発
性メモリ１１０の周辺の温度は高くなる。不揮発性メモリ１１０が低い温度を有するとこ
ろに位置する時、不揮発性メモリ１１０又は不揮発性メモリ１１０の周辺の温度は低くな
る。
【００７７】
　不揮発性メモリ１１０のメモリセルＭＣから電荷が流出すれば、メモリセルＭＣに書き
込まれたデータにおいてエラーが発生することがあり得る。例えば、図５に示したように
、第２時刻Ｔ２に読出しが遂行される。第１時刻Ｔ１にデータが書き込まれた後、第２時
刻Ｔ２まで時間の経過につれてメモリセルＭＣから電荷が流出する。メモリセルＭＣから
電荷が流出すれば、メモリセルＭＣの閾値電圧が低くなる。例示的に、第２時刻Ｔ２に、
メモリセルＭＣに書き込まれたデータを読み出すための最適の電圧は第１乃至第７電圧Ｖ
１ａ乃至Ｖ７ａである。第１乃至第７電圧Ｖ１ａ乃至Ｖ７ａは各々の第１時刻Ｔ１の第１
乃至第７電圧Ｖ１乃至Ｖ７より低いレベルを有する。例示的に、データを読み出すための
最適の電圧は、最も少ないエラー率によりデータを読み出す電圧である。
【００７８】
　また、図５に示したように、第３時刻Ｔ３に読出しが遂行される。第１時刻Ｔ１にデー
タが書き込まれた後、第２時刻Ｔ２を経て第３時刻Ｔ３まで時間の経過につれてメモリセ
ルＭＣから電荷が流出する。メモリセルＭＣから電荷が流出すれば、メモリセルＭＣの閾
値電圧が低くなる。例示的に、第３時刻Ｔ３にメモリセルＭＣに書き込まれたデータを読
み出すための最適の電圧は第１乃至第７電圧Ｖ１ｂ乃至Ｖ７ｂである。第１乃至第７電圧
Ｖ１ｂ乃至Ｖ７ｂは各々の第２時刻Ｔ２の第１乃至第７電圧Ｖ１ａ乃至Ｖ７ａより低いレ
ベルを有する。
【００７９】
　上述したように、メモリセルＭＣから流出する電荷の量は、メモリセルＭＣからデータ
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を読み出すための最適の電圧のレベルに影響を与える。最適の電圧を利用して読出しが遂
行されない場合、読出しの時にエラーの発生があり得る。メモリセルＭＣから流出する電
荷の量は、時間の経過だけでなく、温度の影響も受ける。電荷の流出によって読出しの時
にエラーが発生することを防止するために、本発明の実施形態によるストレージ装置１０
０はメモリセルＭＣに書き込まれたデータを読み出す時にメモリセルＭＣから流出した電
荷の量を考慮する。ストレージ装置１００はメモリセルＭＣにデータが書き込まれた後の
時間の経過だけでなく、温度の変化まで反映してメモリセルＭＣから流出した電荷の量を
計算する。ストレージ装置１００は流出した電荷の量を反映してメモリセルＭＣに書き込
まれたデータを読出す。
【００８０】
　図６は本発明の実施形態によるストレージ装置１００の動作方法を示す順序図である。
図１及び図６を参照すれば、Ｓ１１０段階において、ストレージ装置１００は温度を検出
する。例えば、ストレージ装置１００は温度センサー１４０を利用して不揮発性メモリ１
１０又は不揮発性メモリ１１０の周辺の温度を検出する。
【００８１】
　Ｓ１２０段階において、ストレージ装置１００は検出された温度を利用して加重時間を
計算する。加重時間は、検出された温度を反映した経過時間である。ストレージ装置１０
０は周期的に加重時間を計算する。加重時間を計算する毎に、ストレージ装置１００は検
出された温度に基づいて１つの加重時間計算周期の間に経過した加重経過時間（ＷＥＴ、
Ｗｅｉｇｈｔｅｄ　Ｅｌａｐｓｅ　Ｔｉｍｅ）を計算する。検出された温度が高いほど、
加重経過時間は増加する。検出された温度が低いほど、加重経過時間は減少する。即ち、
検出された温度が高いほど、加重時間は速く経過する。検出された温度が低いほど、加重
時間は遅く経過する。加重時間は、温度にしたがってメモリセルＭＣから流出する電荷の
量が反映されて正規化（ｎｏｒｍａｌｉｚｅ）された時間である。
【００８２】
　Ｓ１３０段階において、加重時間を利用して不揮発性メモリ１１０にデータが書き込ま
れるか、あるいは不揮発性メモリ１１０からデータが読み出される。即ち、ストレージ装
置１００は時間の経過による温度の変化を考慮して不揮発性メモリ１１０にデータを書き
込むか、あるいは不揮発性メモリ１１０からデータを読み出すように構成される。不揮発
性メモリ１１０に対する書込み及び読出しの時に、時間の経過及び温度の変化につれて変
化する電荷の流出量が反映されるので、ストレージ装置１００の信頼性が向上する。
【００８３】
　図７は本発明の実施形態による加重時間計算部２２１及び加重時間計算部２２１と関連
したランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０及び温度センサー１４０を示すブロック図
である。図７を参照すれば、加重時間計算部２２１はクロック信号出力部２２２、インタ
ラプト生成部２２３、感知温度制御部２２４、及び計算部２２５を含む。
【００８４】
　クロック信号出力部２２２はクロック信号ＣＬＫを出力する。クロック信号ＣＬＫは周
期的に振動する信号である。クロック信号出力部２２２はクロック信号ＣＬＫを生成して
出力する。クロック信号出力部２２２は外部装置から受信される外部クロック信号を加工
無しで又は加工してクロック信号ＣＬＫとして出力する。
【００８５】
　インタラプト生成部２２３はクロック信号出力部２２２からクロック信号ＣＬＫを受信
する。受信したクロック信号ＣＬＫに応答してインタラプト生成部２２３は第１インタラ
プト信号ＩＮＴ１及び第２インタラプト信号ＩＮＴ２を出力する。例えば、インタラプト
生成部２２３はクロック信号ＣＬＫが第１回数振動する毎に第１インタラプト信号ＩＮＴ
１を出力する。即ち、インタラプト生成部２２３は第１周期毎に第１インタラプト信号Ｉ
ＮＴ１を出力する。インタラプト生成部２２３はクロック信号ＣＬＫが第２回数振動する
毎に第２インタラプト信号ＩＮＴ２を出力する。即ち、インタラプト生成部２２３は第２
周期毎に第２インタラプト信号ＩＮＴ２を出力する。
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【００８６】
　感知温度制御部２２４は第１インタラプト信号ＩＮＴ１に応答して温度センサー１４０
から感知温度ＳＴを読み出す。感知温度制御部２２４は温度センサー１４０から受信した
感知温度ＳＴをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納する。
【００８７】
　計算部２２５は第２インタラプト信号ＩＮＴ２に応答してランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）１３０から感知温度ＳＴ及び加重時間ＷＴを読み出す。感知温度ＳＴ及び加重時間
ＷＴに基づいて計算部２２５はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納された加
重時間ＷＴを更新する。例えば、計算部２２５は感知温度ＳＴ、第２インタラプト信号Ｉ
ＮＴ２にしたがう固定時間（例えば、第２インタラプト信号ＩＮＴ２の活性化周期）及び
加重時間ＷＴを利用して新しい加重時間ＷＴを計算し、計算された新しい加重時間ＷＴを
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納する。
【００８８】
　図８は本発明の実施形態によって感知温度ＳＴを検出する方法を示す順序図である。図
７及び図８を参照すれば、Ｓ２１０段階において、感知温度制御部２２４は第１インタラ
プト信号ＩＮＴ１が活性化されたか否かを判別する。第１インタラプト信号ＩＮＴ１が活
性化されなければ、感知温度ＳＴの検出は遂行されない。第１インタラプト信号ＩＮＴ１
が活性化されれば、Ｓ２２０段階において、感知温度制御部２２４は温度センサー１４０
から感知温度ＳＴを読み出す。その後、Ｓ２３０段階において、感知温度制御部２２４は
読み出された感知温度ＳＴをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納する。例え
ば、感知温度ＳＴはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０の定められた位置に格納さ
れる。既にランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に感知温度ＳＴが格納されている場
合、既にランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納されていた感知温度ＳＴは新し
い感知温度ＳＴに更新（例えば、上書き）される。
【００８９】
　例示的に、第１インタラプト信号ＩＮＴ１は１秒の周期により活性化される。即ち、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納された感知温度ＳＴは１秒の周期毎に更新
される。不揮発性メモリ１１０又は不揮発性メモリ１１０の周辺の温度は１秒の周期によ
りモニターされ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０により管理される。
【００９０】
　図９は本発明の実施形態によって加重時間ＷＴを計算する方法を示す順序図である。図
７及び図９を参照すれば、Ｓ３１０段階において、計算部２２５は第２インタラプト信号
ＩＮＴ２が活性化されたか否かを判別する。第２インタラプト信号ＩＮＴ２が活性化され
なければ、加重時間ＷＴの計算は遂行されない。第２インタラプト信号ＩＮＴ２が活性化
されれば、Ｓ３２０段階において、計算部２２５はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１
３０から感知温度ＳＴ及び加重時間ＷＴを読み出す。
【００９１】
　Ｓ３３０段階において、計算部２２５は読み出された感知温度ＳＴ及び加重時間ＷＴを
利用して新しい加重時間ＷＴを計算する。例えば、計算部２２５は感知温度ＳＴに基づい
て加重経過時間（ＷＥＴ、Ｗｅｉｇｈｔｅｄ　Ｅｌａｐｓｅ　Ｔｉｍｅ）を計算する。加
重経過時間ＷＥＴは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０から読み出された加重時
間ＷＴが計算された時から現在まで経過した時間を感知温度ＳＴを反映して加重計算した
時間を示す。計算部２２５はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０から読み出された
加重時間ＷＴと計算された加重経過時間とを合算して新しい加重時間ＷＴを計算する。
【００９２】
　Ｓ３４０段階において、計算部２２５は計算された新しい加重時間ＷＴをランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納する。例えば、加重時間ＷＴはランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）１３０の定められた位置に格納される。既存にランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）１３０に格納された加重時間ＷＴは新しい加重時間ＷＴとして更新（例えば、上書
き）される。
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【００９３】
　例示的に、第２インタラプト信号ＩＮＴ２は１０ミリ秒の周期により活性化される。即
ち、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納された加重時間ＷＴは１０ミリ秒の
周期により更新される。不揮発性メモリ１１０又は不揮発性メモリ１１０の加重時間は１
０ミリ秒の周期毎に更新され、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０により管理され
る。
【００９４】
　例示的に、加重経過時間ＷＥＴは予め格納されたテーブル（ＰＤＴ、ＰｒｅＤｅｔｅｒ
ｍｉｎｅｄ　Ｔａｂｌｅ）によって計算される。図１０は加重経過時間ＷＥＴの計算に使
用される、本発明の第１実施形態によるテーブルＰＤＴ１を示す。図１０を参照すれば、
テーブルＰＤＴ１は感知温度ＳＴにしたがう加重経過時間ＷＥＴに対する情報を含む。例
えば、感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴに属する時、第１加重経過時間ＷＥＴ１が選択
される。第１加重経過時間ＷＥＴ１は、感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴに属する時の
加重経過時間ＷＥＴの平均値（又は加重平均値）である。
【００９５】
　感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴより高い温度範囲を有する第２範囲Ｒ２＿ＳＴに属
する時、第１加重経過時間ＷＥＴ１より長い第２加重経過時間ＷＥＴ２が選択される。第
２加重経過時間ＷＥＴ２は、感知温度ＳＴが第２範囲Ｒ２＿ＳＴに属する時の加重経過時
間ＷＥＴの平均値（又は加重平均値）である。
【００９６】
　感知温度ＳＴが第２範囲Ｒ２＿ＳＴより高い温度範囲を有する第３範囲Ｒ３＿ＳＴに属
する時、第２加重経過時間ＷＥＴ２より長い第３加重経過時間ＷＥＴ３が選択される。第
３加重経過時間ＷＥＴ３は、感知温度ＳＴが第３範囲Ｒ３＿ＳＴに属する時の加重経過時
間ＷＥＴの平均値（又は加重平均値）である。
【００９７】
　感知温度ＳＴが上昇するほど、テーブルＰＤＴ１から選択される加重経過時間ＷＥＴは
長くなる。言い換えれば、感知温度ＳＴが上昇するほど、加重経過時間ＷＥＴは速く経過
し、感知温度ＳＴが低くなるほど、加重経過時間ＷＥＴは遅く経過する。
【００９８】
　計算部２２５はテーブルＰＤＴ１から選択された加重経過時間ＷＥＴをランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）１３０から読み出された加重時間ＷＴと合算して新しい加重経過時間
ＷＥＴを計算する。即ち、感知温度ＳＴが上昇するほど、加重時間ＷＴは速く経過し、感
知温度ＳＴが低くなるほど、加重時間ＷＴは遅く経過する。
【００９９】
　例示的に、テーブルＰＤＴ１はメモリコントローラ１２０内の不揮発性格納媒体（例え
ば、ＲＯＭ等）に格納される。計算部２２５はメモリコントローラ１２０内の不揮発性格
納媒体に格納されたテーブルＰＤＴ１を利用して加重時間ＷＴを計算する。テーブルＰＤ
Ｔ１は不揮発性メモリ１１０に格納される。不揮発性メモリ１１０に格納されたテーブル
ＰＤＴ１はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０にローディングされる。計算部２２
５はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納されたテーブルＰＤＴ１を利用して
加重時間ＷＴを計算する。
【０１００】
　他の例として、加重時間ＷＴは数式１に基づいて計算される。
［数１］
　ＷＴｎ＝ＷＴｏ＋Ｆ１（ＳＴ）
 
【０１０１】
　数式１によれば、新しい加重時間ＷＴｎは関数Ｆ１（ＳＴ）及び既存の加重時間ＷＴｏ
の合算によって計算される。関数Ｆ１（ＳＴ）は感知温度ＳＴにしたがって決定される値
を有し、実験的に定められる。関数Ｆ１（ＳＴ）は感知温度ＳＴが増加するほど、高い値
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を有し、感知温度ＳＴが減少するほど、少ない値を有する。
【０１０２】
　計算部２２５は数式１によって計算を遂行するように構成されるソフトウェアを駆動す
るか、或いは数式１によって計算を遂行するように構成されるロジック回路を含む。計算
部２２５はソフトウェア及びロジック回路の組合を利用して数式１の計算を遂行する。
【０１０３】
　図１０において、テーブルＰＤＴ１は感知温度ＳＴの範囲を第１乃至第３範囲Ｒ１＿Ｓ
Ｔ乃至Ｒ３＿ＳＴに区分すると説明した。しかし、テーブルＰＤＴ１において区分される
感知温度ＳＴの範囲は限定されない。感知温度ＳＴの範囲はより多くの数にさらに精密に
区分され、又はより少ない数にさらにラフ（ｒｏｕｇｈ）に区分されて定義される。
【０１０４】
　図１１は加重経過時間ＷＥＴの計算に使用される、本発明の第２実施形態によるテーブ
ルＰＤＴ２を示す。図１１を参照すれば、テーブルＰＤＴ２は感知温度ＳＴ及び時間間隔
ＴＩにしたがう加重経過時間ＷＥＴに対する情報を含む。時間間隔ＴＩは第２インタラプ
ト信号ＩＮＴ２が活性化される時間間隔を示す。
【０１０５】
　例えば、加重時間計算部２２１のインタラプト生成部２２３が第２インタラプト信号Ｉ
ＮＴ２を生成する時間間隔は、ストレージ装置１００内部の条件又はスケジュールにした
がって、又は外部装置の制御によって調節される。加重時間計算部２２１は感知温度ＳＴ
の変化のみならず、時間間隔ＴＩの変化にしたがって、加重経過時間ＷＥＴを計算する。
【０１０６】
　例えば、感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴに属し、第２インタラプト信号ＩＮＴ２が
活性化される時間間隔ＴＩが第１時間間隔ＴＩ１である時、テーブルＰＤＴ２から第１加
重経過時間ＷＥＴ１が選択される。第１加重経過時間ＷＥＴ１は、感知温度ＳＴが第１範
囲Ｒ１＿ＳＴに属し、時間間隔ＴＩが第１時間間隔ＴＩ１である時の加重経過時間ＷＥＴ
の平均値（又は加重平均値）である。
【０１０７】
　感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴより高い温度範囲を有する第２範囲Ｒ２＿ＳＴに属
し、時間間隔ＴＩが第１時間間隔ＴＩ１である時、テーブルＰＤＴ２から第１加重経過時
間ＷＥＴ１より長い第２加重経過時間ＷＥＴ２が選択される。第２加重経過時間ＷＥＴ２
は、感知温度ＳＴが第２範囲Ｒ２＿ＳＴに属し、時間間隔ＴＩが第１時間間隔ＴＩ１であ
る時の加重経過時間ＷＥＴの平均値（又は加重平均値）である。
【０１０８】
　感知温度ＳＴが第２範囲Ｒ２＿ＳＴより高い温度範囲を有する第３範囲Ｒ３＿ＳＴに属
し、時間間隔ＴＩが第１時間間隔ＴＩ１である時、テーブルＰＤＴ２から第２加重経過時
間ＷＥＴ２より長い第３加重経過時間ＷＥＴ３が選択される。第３加重経過時間ＷＥＴ３
は、感知温度ＳＴが第３範囲Ｒ３＿ＳＴに属し、時間間隔ＴＩが第１時間間隔ＴＩ１であ
る時の加重経過時間ＷＥＴの平均値（又は加重平均値）である。
【０１０９】
　感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴに属し、時間間隔ＴＩが第１時間間隔ＴＩ１より長
い第２時間間隔ＴＩ２である時、テーブルＰＤＴ２から第１加重経過時間ＷＥＴ１より長
い第４加重経過時間ＷＥＴ４が選択される。
【０１１０】
　感知温度ＳＴが第２範囲Ｒ２＿ＳＴに属し、時間間隔ＴＩが第１時間間隔ＴＩ１より長
い第２時間間隔ＴＩ２である時、テーブルＰＤＴ２から第２加重経過時間ＷＥＴ２及び第
４加重経過時間ＷＥＴ４より長い第５加重経過時間ＷＥＴ５が選択される。
【０１１１】
　感知温度ＳＴが第３範囲Ｒ３＿ＳＴに属し、時間間隔ＴＩが第１時間間隔ＴＩ１より長
い第２時間間隔ＴＩ２である時、テーブルＰＤＴ２から第３加重経過時間ＷＥＴ３及び第
５加重経過時間ＷＥＴ５より長い第６加重経過時間ＷＥＴ６が選択される。
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【０１１２】
　感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴに属し、時間間隔ＴＩが第２時間間隔ＴＩ２より長
い第３時間間隔ＴＩ３である時、テーブルＰＤＴ２から第４加重経過時間ＷＥＴ４より長
い第７加重経過時間ＷＥＴ７が選択される。
【０１１３】
　感知温度ＳＴが第２範囲Ｒ２＿ＳＴに属し、時間間隔ＴＩが第２時間間隔ＴＩ２より長
い第３時間間隔ＴＩ３である時、テーブルＰＤＴ２から第５加重経過時間ＷＥＴ５及び第
７加重経過時間ＷＥＴ７より長い第８加重経過時間ＷＥＴ８が選択される。
【０１１４】
　感知温度ＳＴが第３範囲Ｒ３＿ＳＴに属し、時間間隔ＴＩが第２時間間隔ＴＩ２より長
い第３時間間隔ＴＩ３である時、テーブルＰＤＴ２から第６加重経過時間ＷＥＴ６及び第
８加重経過時間ＷＥＴ８より長い第９加重経過時間ＷＥＴ９が選択される。
【０１１５】
　図１１に示したように、感知温度ＳＴが上昇するほど、そして時間間隔ＴＩが長くなる
ほど、テーブルＰＤＴ２から選択される加重経過時間ＷＥＴは長くなる。感知温度ＳＴが
低くなるほど、そして時間間隔ＴＩが減少するほど、テーブルＰＤＴ２から選択される加
重経過時間ＷＥＴは短くなる。
【０１１６】
　他の例として、加重時間ＷＴは数式２に基づいて計算される。
［数２］
　ＷＴｎ＝ＷＴｏ＋Ｆ２（ＳＴ，ＴＩ）
 
【０１１７】
　数式２によれば、新しい加重時間ＷＴｎは関数Ｆ２（ＳＴ，ＴＩ）及び既存の加重時間
ＷＴｏの合算によって計算される。関数Ｆ２（ＳＴ，ＴＩ）は感知温度ＳＴ及び時間間隔
ＴＩにしたがって決定される値を有し、実験的に定められる。関数Ｆ２（ＳＴ，ＴＩ）は
感知温度ＳＴが増加するほど、高い値を有し、感知温度ＳＴが減少するほど、少ない値を
有する。関数Ｆ２（ＳＴ，ＴＩ）は時間間隔ＴＩが増加するほど、高い値を有し、時間間
隔ＴＩが減少するほど、低い値を有する。
【０１１８】
　図１１において、テーブルＰＤＴ２中、時間間隔ＴＩは第１乃至第３時間間隔ＴＩ１乃
至ＴＩ３の中の１つであると説明した。しかし、テーブルＰＤＴ２において時間間隔ＴＩ
の値の数は限定されない。時間間隔ＴＩはより多くの区分数又はより少ない区分数を有す
る。
【０１１９】
　図１２は加重経過時間ＷＥＴの計算に使用される、本発明の第３実施形態によるテーブ
ルＰＤＴ３を示す。図１２を参照すれば、テーブルＰＤＴ３は感知温度ＳＴ及び消去回数
ＰＥにしたがう加重経過時間ＷＥＴに対する情報を含む。消去回数ＰＥは不揮発性メモリ
１１０により遂行された消去回数（例えば、平均回数）を示す。プログラム及び消去が遂
行されるほど、不揮発性メモリ１１０のメモリセルＭＣは劣化する。メモリセルＭＣが劣
化すれば、メモリセルＭＣから流出する電荷の量が増加する。加重時間計算部２２１は感
知温度ＳＴのみならず、不揮発性メモリ１１０の消去回数ＰＥを反映して加重時間ＷＴを
計算する。
【０１２０】
　例えば、感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴに属し、消去回数ＰＥが第１範囲Ｒ１＿Ｐ
Ｅに属する時、テーブルＰＤＴ３から第１加重経過時間ＷＥＴ１が選択される。第１加重
経過時間ＷＥＴ１は、感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴに属し、消去回数ＰＥが第１範
囲Ｒ１＿ＰＥに属する時の加重経過時間ＷＥＴの平均値（又は加重平均値）である。
【０１２１】
　感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴより高い温度範囲を有する第２範囲Ｒ＿ＳＴに属し
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、消去回数ＰＥが第１範囲Ｒ１＿ＰＥに属する時、テーブルＰＤＴ３から第１加重経過時
間ＷＥＴ１より長い第２加重経過時間ＷＥＴ２が選択される。
【０１２２】
　感知温度ＳＴが第２範囲Ｒ２＿ＳＴより高い温度範囲を有する第３範囲Ｒ３＿ＳＴに属
し、消去回数ＰＥが第１範囲Ｒ１＿ＰＥに属する時、テーブルＰＤＴ３から第２加重経過
時間ＷＥＴ２より長い第３加重経過時間ＷＥＴ３が選択される。
【０１２３】
　感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴに属し、消去回数ＰＥが第１範囲Ｒ１＿ＰＥより多
くの消去回数の範囲を有する第２範囲Ｒ２＿ＰＥに属する時、テーブルＰＤＴ３から第１
加重経過時間ＷＥＴ１より長い第４加重経過時間ＷＥＴ４が選択される。
【０１２４】
　感知温度ＳＴが第２範囲Ｒ２＿ＳＴに属し、消去回数ＰＥが第１範囲Ｒ１＿ＰＥより多
い回数の範囲を有する第２範囲Ｒ２＿ＰＥに属する時、テーブルＰＤＴ３から第２加重経
過時間ＷＥＴ２及び第４加重経過時間ＷＥＴ４より長い第５加重経過時間ＷＥＴ５が選択
される。
【０１２５】
　感知温度ＳＴが第３範囲Ｒ３＿ＳＴに属し、消去回数ＰＥが第１範囲Ｒ１＿ＰＥより多
くの消去回数の範囲を有する第２範囲Ｒ２＿ＰＥに属する時、テーブルＰＤＴ３から第３
加重経過時間ＷＥＴ３及び第５加重経過時間ＷＥＴ５より長い第６加重経過時間ＷＥＴ６
が選択される。
【０１２６】
　感知温度ＳＴが第１範囲Ｒ１＿ＳＴに属し、消去回数ＰＥが第２範囲Ｒ２＿ＰＥより多
くの消去回数の範囲を有する第３範囲Ｒ３＿ＰＥに属する時、テーブルＰＤＴ３から第４
加重経過時間ＷＥＴ４より長い第７加重経過時間ＷＥＴ７が選択される。
【０１２７】
　感知温度ＳＴが第２範囲Ｒ２＿ＳＴに属し、消去回数ＰＥが第２範囲Ｒ２＿ＰＥより多
くの消去回数の範囲を有する第３範囲Ｒ３＿ＰＥに属する時、テーブルＰＤＴ３から第５
加重経過時間ＷＥＴ５及び第７加重経過時間ＷＥＴ７より長い第８加重経過時間ＷＥＴ８
が選択される。
【０１２８】
　感知温度ＳＴが第３範囲Ｒ３＿ＳＴに属し、消去回数ＰＥが第２範囲Ｒ２＿ＰＥより多
くの消去回数の範囲を有する第３範囲Ｒ３＿ＰＥに属する時、テーブルＰＤＴ３から第６
加重経過時間ＷＥＴ６及び第８加重経過時間ＷＥＴ８より長い第９加重経過時間ＷＥＴ９
が選択される。
【０１２９】
　図１２に示したように、感知温度ＳＴが上昇するほど、そして消去回数ＰＥが増加する
ほど、テーブルＰＤＴ３から選択される加重経過時間ＷＥＴは長くなる。感知温度ＳＴが
低くなるほど、そして消去回数ＰＥが減少するほど、テーブルＰＤＴ２から選択される加
重経過時間ＷＥＴは短くなる。
【０１３０】
　他の例として、加重時間ＷＴは数式３に基づいて計算される。
［数３］
　ＷＴｎ＝ＷＴｏ＋Ｆ３（ＳＴ，ＰＥ）
 
【０１３１】
　数式３によれば、新しい加重時間ＷＴｎは関数Ｆ３（ＳＴ，ＰＥ）及び既存の加重時間
ＷＴｏの合算によって計算される。関数Ｆ３（ＳＴ，ＰＥ）は感知温度ＳＴ及び消去回数
ＰＥにしたがって決定される値を有し、実験的に定められる。関数Ｆ２（ＳＴ，ＰＥ）は
感知温度ＳＴが増加するほど、高い値を有し、感知温度ＳＴが減少するほど、少ない値を
有する。関数Ｆ２（ＳＴ，ＰＥ）は消去回数ＰＥが増加するほど、高い値を有し、消去回
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数ＰＥが減少するほど、低い値を有する。
【０１３２】
　図１２において、テーブルＰＤＴ３は消去回数ＰＥの範囲を第１乃至第３範囲Ｒ１＿Ｐ
Ｅ乃至Ｒ３＿ＰＥＴに区分すると説明した。しかし、テーブルＰＤＴ３において区分され
る消去回数ＰＥの範囲は限定されない。消去回数ＰＥの範囲をより多くの数にさらに精密
に区分し、又はより少ない数にさらにラフ（ｒｏｕｇｈ）に区分して定義できる。
【０１３３】
　図１３は加重経過時間ＷＥＴの計算に使用される、本発明の第４実施形態によるテーブ
ルＰＤＴ４、ＰＤＴ５を示す。例示的に、感知温度ＳＴ、時間間隔ＴＩ及び消去回数ＰＥ
を全て考慮して加重経過時間ＷＥＴが計算される時のテーブルを図１３に示している。
【０１３４】
　第１例として、第４テーブルＰＤＴ４が使用される。第４テーブルＰＤＴ４は第１乃至
第３サブテーブルを含む。第１サブテーブルはインタラプト生成部２２３が第１時間間隔
ＴＩ１の周期によって第２インタラプト信号ＩＮＴ２を生成する時、感知温度ＳＴと消去
回数ＰＥとにしたがう加重経過時間ＷＥＴの情報を含む。第２サブテーブルはインタラプ
ト生成部２２３が第２時間間隔ＴＩ２の周期によって第２インタラプト信号ＩＮＴ２を生
成する時、感知温度ＳＴと消去回数ＰＥにしたがう加重経過時間ＷＥＴの情報を含む。第
３サブテーブルはインタラプト生成部２２３が第３時間間隔ＴＩ３の周期によって第２イ
ンタラプト信号ＩＮＴ２を生成する時、感知温度ＳＴと消去回数ＰＥにしたがう加重経過
時間ＷＥＴの情報を含む。例示的に、第１乃至第３サブテーブルの各々は図１２に示した
テーブルＰＤＴ３と類似の形態を有する。
【０１３５】
　第２例として、第５テーブルＰＤＴ５が使用される。第５テーブルＰＤＴ５は第１乃至
第３サブテーブルを含む。第１サブテーブルは不揮発性メモリ１１０の消去回数ＰＥが第
１範囲Ｒ１＿ＰＥに属する時、感知温度ＳＴ及び時間間隔ＴＩにしたがう加重経過時間Ｗ
ＥＴの情報を含む。第２サブテーブルは不揮発性メモリ１１０の消去回数ＰＥが第２範囲
Ｒ２＿ＰＥに属する時、感知温度ＳＴ及び時間間隔ＴＩにしたがう加重経過時間ＷＥＴの
情報を含む。第３サブテーブルは不揮発性メモリ１１０の消去回数ＰＥが第３範囲Ｒ３＿
ＰＥに属する時、感知温度ＳＴ及び時間間隔ＴＩにしたがう加重経過時間ＷＥＴの情報を
含む。例示的に、第１乃至第３サブテーブルの各々は図１１に示したテーブルＰＤＴ２と
類似の形態を有する。
【０１３６】
　図１４は本発明の他の実施形態による加重時間計算部２２１’及び加重時間計算部２２
１’と関連したランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０及び温度センサー１４０’を示
すブロック図である。図１４を参照すれば、加重時間計算部２２１’はクロック信号出力
部２２２、インタラプト生成部２２３’、感知温度制御部２２４、及び計算部２２５を含
む。
【０１３７】
　クロック信号出力部２２２はクロック信号ＣＬＫを出力する。
　インタラプト生成部２２３’はクロック信号出力部２２２からクロック信号ＣＬＫを受
信する。受信したクロック信号ＣＬＫに応答してインタラプト生成部２２３’は第２イン
タラプト信号ＩＮＴ２を出力する。
【０１３８】
　感知温度制御部２２４は第１インタラプト信号ＩＮＴ１に応答して温度センサー１４０
から感知温度ＳＴを読み出す。感知温度制御部２２４は温度センサー１４０’から受信し
た感知温度ＳＴをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納する。
【０１３９】
　計算部２２５は第２インタラプト信号ＩＮＴ２に応答してランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）１３０から感知温度ＳＴ及び加重時間ＷＴを読み出す。感知温度ＳＴ及び加重時間
ＷＴに基づいて計算部２２５はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納された加
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重時間ＷＴを更新する。
【０１４０】
　図７に示した加重時間計算部２２１と比較すれば、加重時間計算部２２１’のインタラ
プト生成部２２３’は第１インタラプト信号ＩＮＴ１を出力しない。第１インタラプト信
号ＩＮＴ１は温度センサー１４０’から出力される。温度センサー１４０’は感知温度Ｓ
Ｔが予め定められた値変化する毎に、第１インタラプト信号ＩＮＴ１を活性化する。例え
ば、温度センサー１４０’は感知温度ＳＴが１℃ずつ変化する毎に、第１インタラプト信
号ＩＮＴ１を活性化する。
【０１４１】
　即ち、図７の加重時間計算部２２１が周期的に感知温度ＳＴをモニターするのに対して
、加重時間計算部２２１’は感知温度ＳＴが変化する毎に感知温度ＳＴをモニターするよ
うに構成される。
【０１４２】
　図１５は本発明の実施形態によって不揮発性メモリ１１０にデータを書き込む方法を示
す順序図である。図１及び図１５を参照すれば、Ｓ４１０段階において、メモリコントロ
ーラ１２０は不揮発性メモリ１１０にデータＤＡＴＡを書き込む。例えば、メモリコント
ローラ１２０において内部的に発生した書込み要請にしたがって又は外部のホスト装置か
ら受信された書込み要請にしたがって、メモリコントローラ１２０は不揮発性メモリ１１
０にデータを書き込む。
【０１４３】
　Ｓ４２０段階において、メモリコントローラ１２０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）１３０に格納された加重時間ＷＴを読み出す。
【０１４４】
　Ｓ４３０段階において、メモリコントローラ１２０は加重時間ＷＴを書き込まれたデー
タＤＡＴＡの加重時間スタンプＷＴＳとして登録する。加重時間スタンプＷＴＳは不揮発
性メモリ１１０にデータＤＡＴＡが書き込まれた時を加重時間ＷＴとして現わす。加重時
間スタンプＷＴＳはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０の第１時間スタンプテーブ
ルＴＳＴ１に登録される。例えば、加重時間スタンプＷＴＳはデータＤＡＴＡのアドレス
及び加重時間ＷＴを含む。
【０１４５】
　メモリコントローラ１２０は不揮発性メモリ１１０に書き込まれるデータをランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）１３０にバッファリングする。例えば、メモリコントローラ１２
０は外部のホスト装置から書込み要請と共に伝達されるデータを不揮発性メモリ１１０に
書き込まず、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納する。即ち、複数の書込み
要請に対応する複数のデータがランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に蓄積される。
予め定められたスケジュールにしたがって、外部のホスト装置の要請にしたがって、又は
予め定められた条件が満足されるにしたがって、メモリコントローラ１２０はランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）１３０にバッファリングされたデータを不揮発性メモリ１１０に
書き込む。
【０１４６】
　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０にバッファリングされたデータが不揮発性メ
モリ１１０の書込みの単位より大きい場合、メモリコントローラ１２０はランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）１３０にバッファリングされたデータを不揮発性メモリ１１０の書込
みの単位に対応する大きさを有する複数の分割データに分割し、複数の分割データを複数
の書込み要請と共に不揮発性メモリ１１０へ伝送する。
【０１４７】
　即ち、外部のホスト装置からの書込み要請に関わらず、そして不揮発性メモリ１１０の
書込みの単位に関わらず、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０にバッファリングさ
れたデータは同一の時に不揮発性メモリ１１０に書き込まれる。同一の時に不揮発性メモ
リ１１０に書き込まれるデータの加重時間スタンプＷＴＳとして同一の加重時間ＷＴが登
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録される。
【０１４８】
　即ち、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０にバッファリングされた後、不揮発性
メモリ１１０に書き込まれるデータは、外部のホスト装置の書込み要請の単位及び不揮発
性メモリ１１０の書込みの単位と異なる大きさを有する。
【０１４９】
　図１６は第１時間スタンプテーブルＴＳＴ１に登録された加重時間スタンプＷＴＳの例
を示すテーブルである。図１及び図１６を参照すれば、第１アドレスＡＤＤＲ１に対して
書込みが遂行される時、書込みが遂行された時を示す第１加重時間ＷＴ１が第１アドレス
ＡＤＤＲ１の加重時間スタンプＷＴＳとして登録される。例えば、第１アドレスＡＤＤＲ
１は書込みが遂行されたアドレスの範囲又は値を含む。
【０１５０】
　第１アドレスＡＤＤＲ１に対して書込みが遂行された後、第２アドレスＡＤＤＲ２に対
して書込みが遂行される。第２アドレスＡＤＤＲ２に対して書込みが遂行される時、書込
みが遂行された時を示す第２加重時間ＷＴ２が第２アドレスＡＤＤＲ２の加重時間スタン
プＷＴＳとして登録される。例えば、第２アドレスＡＤＤＲ２は書込みが遂行されたアド
レスの範囲又は値を含む。第２加重時間ＷＴ２は第１加重時間ＷＴ１より遅い時間である
。
【０１５１】
　第２アドレスＡＤＤＲ２に対して書込みが遂行された後、第３アドレスＡＤＤＲ３に対
して書込みが遂行される。第３アドレスＡＤＤＲ３に対して書込みが遂行される時、書込
みが遂行された時を示す第３加重時間ＷＴ３が第３アドレスＡＤＤＲ３の加重時間スタン
プＷＴＳとして登録される。例えば、第３アドレスＡＤＤＲ３は書込みが遂行されたアド
レスの範囲又は値を含む。第３加重時間ＷＴ３は第２加重時間ＷＴ２より遅い時間である
。
【０１５２】
　図１７は本発明の実施形態によって不揮発性メモリ１１０からデータを読み出す方法を
示す順序図である。図１、図１６、及び図１７を参照すれば、Ｓ５１０段階において、メ
モリコントローラ１２０は読出し要請に対応する加重時間スタンプＷＴＳを読み出す。例
えば、メモリコントローラ１２０において内部的に読出し要請が発生するか、又は外部の
ホスト装置から読出し要請が受信される。メモリコントローラ１２０は読出し要請にした
がって読み出されるデータに対応する加重時間スタンプＷＴＳをランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）１３０に格納された第１時間スタンプテーブルＴＳＴ１から読み出す。例えば
、メモリコントローラ１２０は読出し要請と関連したアドレスを第１時間スタンプテーブ
ルＴＳＴ１に登録されたアドレスと比較する。メモリコントローラ１２０は読出し要請と
関連したアドレスに対応する加重時間スタンプＷＴＳを第１時間スタンプテーブルＴＳＴ
１から読み出す。
【０１５３】
　Ｓ５２０段階において、メモリコントローラ１２０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）１３０から加重時間ＷＴを読み出す。例えば、メモリコントローラ１２０は現在時刻に
対応する加重時間ＷＴをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０から読み出す。
【０１５４】
　Ｓ５３０段階において、メモリコントローラ１２０は加重時間スタンプＷＴＳと加重時
間ＷＴとの差を計算する。例えば、メモリコントローラ１２０は現在時刻に対応する第１
加重時間（例えば、ＷＴ１）及び加重時間スタンプＷＴＳに属する第２加重時間（例えば
、ＷＴ２）の差を計算する。計算された差は、読み出されるデータが書き込まれた時（即
ち、第２加重時間ＷＴ２）の後に現在時刻（即ち、第１加重時間ＷＴ１）まで経過した時
間を加重時間として示す値である。即ち、計算された差は、読み出されるデータが不揮発
性メモリ１１０のメモリセルＭＣに書き込まれた後、メモリセルＭＣから流出した電荷の
量を温度変化を考慮して数値化した値である。
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【０１５５】
　Ｓ５４０段階において、メモリコントローラ１２０は計算された差にしたがって読出し
レベルを調節する。例えば、メモリコントローラ１２０は、加重時間スタンプＷＴＳ及び
加重時間ＷＴの差を利用して読み出されるデータが格納されたメモリセルＭＣから流出し
た電荷の量を考慮して読出し電圧のレベルを調節する。メモリコントローラ１２０は時間
の経過及び温度の変化を反映して読出し電圧のレベルを調節する。
【０１５６】
　Ｓ５５０段階において、メモリコントローラ１２０は調節された読出しレベルを利用し
てデータを読み出すように不揮発性メモリ１１０を制御する。例えば、メモリコントロー
ラ１２０は読出し電圧のレベルを調節するコマンドを不揮発性メモリ１１０へ伝送する。
メモリコントローラ１２０は読出し電圧のレベルを調節する制御信号を不揮発性メモリ１
１０へ伝送する。メモリコントローラ１２０は調節された読出し電圧を利用して読出しを
遂行するように、不揮発性メモリ１１０にコマンドを伝送する。メモリコントローラ１２
０は調節された読出し電圧を示す情報を読出しコマンドと共に不揮発性メモリ１１０へ伝
送する。
【０１５７】
　上述したように、本発明の実施形態によるストレージ装置１００は時間の経過及び温度
の変化にしたがう電荷の流出量を反映した加重時間ＷＴを管理するように構成される。ス
トレージ装置１００は不揮発性メモリ１１０にデータを書き込む時に、加重時間ＷＴを利
用して加重時間スタンプＷＴＳを生成する。ストレージ装置１００は不揮発性メモリ１１
０からデータを読み出す時に、加重時間ＷＴ及び加重時間スタンプＷＴＳの差を計算し、
計算された差を利用して読出し電圧のレベルを調節するように構成される。調節された読
出し電圧を利用して不揮発性メモリ１１０からデータが読み出される。したがって、時間
の経過及び温度の変化を反映して読出し電圧が調節されることができ、向上した信頼性を
有するストレージ装置１００及びストレージ装置１００の動作方法、及び不揮発性メモリ
１１０のアクセス方法が提供される。
【０１５８】
　図１８は本発明の他の実施形態によって不揮発性メモリ１１０からデータを読み出す方
法を示す順序図である。図１、図１６、及び図１８を参照すれば、Ｓ６１０段階において
、メモリコントローラ１２０は読出し要請に対応する加重時間スタンプＷＴＳを読み出す
。Ｓ６２０段階において、メモリコントローラ１２０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）１３０から加重時間ＷＴを読み出す。Ｓ６３０段階において、メモリコントローラ１２
０は加重時間スタンプＷＴＳ及び加重時間ＷＴの差を計算する。Ｓ６１０段階乃至Ｓ６３
０段階は図１７のＳ５１０段階乃至Ｓ５３０段階と同一の方法により遂行される。
【０１５９】
　Ｓ６４０段階において、メモリコントローラ１２０は計算された差によって計算された
差を補償する。図４に示したように、メモリセルＭＣにデータが書き込まれた後、初期時
間ＩＴが経過するまでの電荷の単位時間当たり流出量（例えば、第１流出量）と初期時間
ＩＴが経過した後の電荷の単位時間当たり流出量（例えば、第２流出量）とは異なる。例
えば、第１流出量は第２流出量より大きくなる。
【０１６０】
　計算された差が初期時間ＩＴより短い時間を示す時、メモリセルＭＣにデータが書き込
まれた後、経過した時間は初期時間ＩＴより短くなる。この時、メモリコントローラ１２
０は第１流出量を反映するように差を補償する。例えば、メモリコントローラ１２０は差
を増加させる。
【０１６１】
　計算された差が初期時間ＩＴより長い時間を示す時、メモリセルＭＣにデータが書き込
まれた後、経過した時間は初期時間ＩＴより長い。この時、メモリコントローラ１２０は
第１流出量及び第２流出量を全て反映するように差を補償する。例えば、メモリコントロ
ーラ１２０は差を維持させるか、或いは増加させる。
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【０１６２】
　Ｓ６５０段階において、メモリコントローラ１２０は補償された差によって読出しレベ
ルを調節する。Ｓ６６０段階において、メモリコントローラ１２０は調節された読出しレ
ベルを利用してデータを読み出すように不揮発性メモリ１１０を制御する。Ｓ６５０段階
及びＳ６６０段階は図１７のＳ５４０段階及びＳ５５０段階と類似の方法により遂行され
る。
【０１６３】
　図１９はメモリコントローラ１２０が計算された差を補償（Ｓ６４０段階）する例を示
すテーブルＰＤＴ６である。図１９を参照すれば、計算された差が第１範囲Ｒ１＿ＤＩＦ
に属する時、メモリコントローラ１２０は第１補償係数ＣＣ１を選択する。メモリコント
ローラ１２０は選択された第１補償係数ＣＣ１に計算された差を乗算して補償された差を
獲得する。
【０１６４】
　計算された差が第１範囲Ｒ１＿ＤＩＦより高い値を有する第２範囲Ｒ２＿ＤＩＦに属す
る時、メモリコントローラ１２０は第２補償係数ＣＣ２を選択する。メモリコントローラ
１２０は選択された第２補償係数ＣＣ２に計算された差を乗算して補償された差を獲得す
る。
【０１６５】
　計算された差が第２範囲Ｒ２＿ＤＩＦより高い値を有する第３範囲Ｒ３＿ＤＩＦに属す
る時、メモリコントローラ１２０は第３補償係数ＣＣ３を選択する。メモリコントローラ
１２０は選択された第３補償係数ＣＣ２に計算された差を乗算して補償された差を獲得す
る。
【０１６６】
　例示的に、テーブルＰＤＴ６はメモリコントローラ１２０内の不揮発性格納媒体（例え
ば、ＲＯＭ等）に格納される。メモリコントローラ１２０は内部の不揮発性格納媒体に格
納されたテーブルＰＤＴ６を利用して補償された差を計算する。テーブルＰＤＴ６は不揮
発性メモリ１１０に格納される。不揮発性メモリ１１０に格納されたテーブルＰＤＴ６は
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０にローディングされる。メモリコントローラ１
２０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納されたテーブルＰＤＴ６を利用し
て補償された差を計算する。
【０１６７】
　他の例として、補償された差は数式４によって計算される。
［数４］
　ＤＩＦ２＝Ｆ４（ＤＩＦ１）
 
【０１６８】
　数式４によれば、補償された差ＤＩＦ２は関数Ｆ４（ＤＩＦ１）によって計算される。
関数Ｆ４（ＤＩＦ１）は計算された差ＤＩＦ１にしたがって決定される値を有し、実験的
に定められる。
【０１６９】
　メモリコントローラ１２０は数式４によって計算を遂行するように構成されるソフトウ
ェアを駆動するか、或いは数式４によって計算を遂行するように構成されるロジック回路
を含む。メモリコントローラ１２０はソフトウェア及びロジック回路の組合を利用して数
式４の計算を遂行する。
【０１７０】
　図１９において、テーブルＰＤＴ６は計算された差の範囲を第１乃至第３範囲Ｒ１＿Ｄ
ＩＦ乃至Ｒ３＿ＤＩＦに区分すると説明した。しかし、テーブルＰＤＴ６において区分さ
れる計算された差の範囲は限定されない。計算された差の範囲をより多くの数にさらに精
密に区分し、又はより少ない数にさらにラフ（ｒｏｕｇｈ）に区分して定義される。
【０１７１】
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　上述したように、メモリセルＭＣから単位時間当たり電荷が流出する量は、メモリセル
ＭＣにデータが書き込まれた後、経過した時間によって変わる。本発明の実施形態による
ストレージ装置１００は、単位時間当たり電荷の流出量が変化する特徴を反映して読出し
レベルを調節する。したがって、向上した信頼性を有するストレージ装置１００、ストレ
ージ装置１００の動作方法及び不揮発性メモリ１１０のアクセス方法が提供される。
【０１７２】
　図２０はストレージ装置１００の電源が切られた後、再供給される時に、ストレージ装
置１００が加重時間ＷＴを復元する方法を示す順序図である。図１及び図２０を参照すれ
ば、Ｓ７１０段階において、ストレージ装置１００においてパワーオンリセットが遂行さ
れる。
【０１７３】
　Ｓ７２０段階において、メモリコントローラ１２０は不揮発性メモリ１１０に格納され
た第２時間スタンプテーブルＴＳＴ２を読み出す。読み出された第２時間スタンプテーブ
ルＴＳＴ２は第１時間スタンプテーブルＴＳＴ１としてランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）１３０に格納される。
【０１７４】
　Ｓ７３０段階において、メモリコントローラ１２０は第１時間スタンプテーブルＴＳＴ
１に登録された加重時間スタンプＷＴＳの中の直近に登録された加重時間スタンプＷＴＳ
を検出する。例えば、第１時間スタンプテーブルＴＳＴ１が図１６のように構成された場
合、第３データＤＡＴＡ３の加重時間スタンプＷＴＳが直近に登録された加重時間スタン
プＷＴＳとして検出される。
【０１７５】
　Ｓ７４０段階において、メモリコントローラ１２０は直近に登録された加重時間スタン
プＷＴＳに対応するメモリセルＭＣから読出しレベルを検出する。例えば、メモリコント
ローラ１２０は直近に登録された加重時間スタンプＷＴＳに対応するメモリセルＭＣから
、図５を参照して説明した最適の読出しレベルを検出する。
【０１７６】
　Ｓ７５０段階において、メモリコントローラ１２０は検出された読出しレベルと図５に
おいて第１乃至第７電圧Ｖ１乃至Ｖ７で示される初期読出しレベルとの差を計算する。
【０１７７】
　Ｓ７６０段階において、メモリコントローラ１２０は計算された読出しレベルと前記初
期読出しレベルとの差に基づいて加重時間ＷＴを計算する。計算された加重時間ＷＴはラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納される。
【０１７８】
　図２１はメモリコントローラ１２０が読出しレベルと前記初期読出しレベルとの差によ
って加重時間ＷＴを計算（Ｓ７５０段階）する例を示すテーブルＰＤＴ７である。図２１
を参照すれば、計算された差が第１範囲Ｒ１＿Ｄに属する時、メモリコントローラ１２０
は第１加重時間ＷＴ１を選択する。
【０１７９】
　計算された差が第１範囲Ｒ１＿Ｄより高い値を有する第２範囲Ｒ２＿Ｄに属する時、メ
モリコントローラ１２０は第２加重時間ＷＴ２を選択する。
【０１８０】
　計算された差が第２範囲Ｒ２＿Ｄより高い値を有する第３範囲Ｒ３＿Ｄに属する時、メ
モリコントローラ１２０は第３加重時間ＷＴ３を選択する。
【０１８１】
　例示的に、テーブルＰＤＴ７はメモリコントローラ１２０内の不揮発性格納媒体（例え
ば、ＲＯＭ等）に格納される。メモリコントローラ１２０は内部の不揮発性格納媒体に格
納されたテーブルＰＤＴ７を利用して補償された差を計算する。テーブルＰＤＴ７は不揮
発性メモリ１１０に格納される。不揮発性メモリ１１０に格納されたテーブルＰＤＴ７は
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０にローディングされる。メモリコントローラ１
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２０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納されたテーブルＰＤＴ７を利用し
て補償された差を計算する。
【０１８２】
　他の例として、補償された差は数式５によって計算される。
［数５］
　ＷＴ２＝ＷＴ１＋Ｆ５（Ｄ）
 
【０１８３】
　数式５によれば、加重時間ＷＴ２は関数Ｆ５（Ｄ）と加重時間スタンプＷＴＳの加重時
間ＷＴ１との合算によって計算される。関数Ｆ５（Ｄ）は計算された差Ｄにしたがって決
定される値を有し、実験的に定められる。計算された差Ｄが増加するほど、関数Ｆ５（Ｄ
）は増加する値を有する。計算された差Ｄが減少するほど、関数Ｆ５（Ｄ）は減少する値
を有する。
【０１８４】
　メモリコントローラ１２０は数式５によって計算を遂行するように構成されるソフトウ
ェアを駆動するか、或いは数式５によって計算を遂行するように構成されるロジック回路
を含む。メモリコントローラ１２０はソフトウェア及びロジック回路の組合を利用して数
式５の計算を遂行する。
【０１８５】
　図２１において、テーブルＰＤＴ７は計算された差Ｄの範囲を第１乃至第３範囲Ｒ１＿
Ｄ乃至Ｒ３＿Ｄに区分すると説明した。しかし、テーブルＰＤＴ７において区分される計
算された差Ｄの範囲は限定されない。計算された差Ｄの範囲をより多くの数にさらに精密
に区分し、又はより少ない数にさらにラフ（ｒｏｕｇｈ）にくぶんして定義される。
【０１８６】
　上述したように、ストレージ装置１００の電源が切られた間にも、不揮発性メモリ１１
０のメモリセルＭＣから電荷が持続的に流出する。即ち、加重時間ＷＴは続いて経過する
。本発明の実施形態によるストレージ装置１００は、直近に登録された加重時間スタンプ
ＷＴＳの最適の読出しレベル及び前記初期読出しレベルの差によって、電荷の流出量を計
算する。さらに計算された電荷の流出量を基に、ストレージ装置１００は不揮発性メモリ
１１０に電源が供給された時の加重時間ＷＴを計算する。したがって、ストレージ装置１
００に電源が供給されない間に発生する電荷の流出量を考慮して書込み及び読出しが遂行
され、向上した信頼性を有するストレージ装置１００、ストレージ装置１００の動作方法
及び不揮発性メモリ１１０のアクセス方法が提供される。
【０１８７】
　図２２は本発明の実施形態によるコンピューティング装置１０００を示すブロック図で
ある。図２２を参照すれば、コンピューティング装置１０００はプロセッサ１１００、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２００、ストレージ装置１３００、モデム１４００、
及び使用者インターフェイス１５００を含む。
【０１８８】
　プロセッサ１１００はコンピューティング装置１０００の諸般動作を制御し、論理演算
を遂行する。例えば、プロセッサ１１００はシステムオンチップ（ＳｏＣ、Ｓｙｓｔｅｍ
－ｏｎ－Ｃｈｉｐ）により構成される。プロセッサ１１００は汎用プロセッサ、特殊目的
プロセッサ又はアプリケーションプロセッサである。
【０１８９】
　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２００はプロセッサ１１００と通信できる。ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２００はプロセッサ１１００又はコンピューティング装
置１０００のメーンメモリである。プロセッサ１１００はランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）１２００にコード又はデータを臨時的に格納する。プロセッサ１１００はランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）１２００を利用してコードを実行し、データを処理できる。プロ
セッサ１１００はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２００を利用して運営体系、アプ
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リケーション等の多様なソフトウェアを実行する。プロセッサ１１００はランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）１２００を利用してコンピューティング装置１０００の諸般動作を制
御する。ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２００はＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　ＲＡＭ
）、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　ＲＡＭ）、ＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＤＲ
ＡＭ）等のような揮発性メモリ、又はＰＲＡＭ（Ｐｈａｓｅ－ｃｈａｎｇｅ　ＲＡＭ）、
ＭＲＡＭ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ＲＡＭ）、ＲＲＡＭ（登録商標）（Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　
ＲＡＭ）、ＦｅＲＡＭ（Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＲＡＭ）等の不揮発性メモリを含
む。
【０１９０】
　ストレージ装置１３００はプロセッサ１１００と通信する。ストレージ装置１３００は
長期的に保存されなければならないデータを格納する。即ち、プロセッサ１１００は長期
的に保存されなければならないデータをストレージ装置１３００に格納する。ストレージ
装置１３００はコンピューティング装置１０００を駆動するためのブートイメージを格納
する。ストレージ装置１３００は運営体系、アプリケーションのような多様なソフトウェ
アのソースコードを格納する。ストレージ装置１３００は運営体系、アプリケーションの
ような多様なソフトウェアによって処理されたデータを格納する。
【０１９１】
　例示的に、プロセッサ１１００はストレージ装置１３００に格納されたソースコードを
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２００にロードし、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）１２００にロードされたコードを実行することによって、運営体系、アプリケーショ
ン等の多様なソフトウェアを駆動する。プロセッサ１１００はストレージ装置１３００に
格納されたデータをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２００にロードし、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）１２００にロードされたデータを処理できる。プロセッサ１１０
０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２００に格納されたデータの中の長期的に保存
しようとするデータをストレージ装置１３００に格納する。
【０１９２】
　ストレージ装置１３００はフラッシュメモリ、ＰＲＡＭ（Ｐｈａｓｅ－ｃｈａｎｇｅ　
ＲＡＭ）、ＭＲＡＭ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ＲＡＭ）、ＲＲＡＭ（登録商標）（Ｒｅｓｉｓ
ｔｉｖｅ　ＲＡＭ）、ＦＲＡＭ（登録商標）（Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＲＡＭ）等
の不揮発性メモリを含む。
【０１９３】
　モデム１４００はプロセッサ１１００の制御によって外部装置と通信を遂行する。例え
ば、モデム１４００は外部装置と有線又は無線通信を遂行する。モデム１４０はＬＴＥ（
登録商標）（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＷｉＭａｘ（登録商標）、Ｇ
ＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎ）、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）、ブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））、ＮＦＣ（
Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、ＲＦ
ＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）等の多様な無
線通信方式、又はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＳＡＴＡ（Ｓ
ｅｒｉａｌ　ＡＴ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ）、ＨＳＩＣ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｉｎｔ
ｅｒｃｈｉｐ）、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）、Ｆｉｒｅｗｉｒｅ）、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）、ＰＣＩｅ（ＰＣＩ　ｅｘｐｒｅｓｓ）、ＮＶＭｅ
（ＮｏｎＶｏｌａｔｉｌｅ　Ｍｅｍｏｒｙ　ｅｘｐｒｅｓｓ）、ＵＦＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｆｌａｓｈ　Ｓｔｏｒａｇｅ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）、ＳＤＩ
Ｏ、ＵＡＲＴ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ　Ｔ
ｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ）、ＳＰＩ（Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ）、ＨＳ－ＳＰＩ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　ＳＰＩ）、ＲＳ２３２、Ｉ２Ｃ（Ｉｎ
ｔｅｒ－ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＨＳ－Ｉ２Ｃ、Ｉ２Ｓ、（Ｉｎｔｅ
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ｇｒａｔｅｄ－ｉｎｔｅｒｃｈｉｐ　Ｓｏｕｎｄ）、Ｓ／Ｐ　ＤＩＦ（Ｓｏｎｙ／Ｐｈｉ
ｌｉｐｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、ＭＭＣ（ＭｕｌｔｉＭｅｄｉａ　Ｃ
ａｒｄ）、ｅＭＭＣ（ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ＭＭＣ）等の多様な有線通信方式の少なくとも
１つに基づいて通信を遂行する。
【０１９４】
　使用者インターフェイス１５００はプロセッサ１１００の制御によって使用者と通信す
る。例えば、使用者インターフェイス１５００はキーボード、キーパッド、ボタン、タッ
チパネル、タッチスクリーン、タッチパッド、タッチボール、カメラ、マイク、ジャイロ
スコープセンサー、振動センサー、等の使用者入力インターフェイスを含む。使用者イン
ターフェイス１５００はＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、Ｏ
ＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）表示装置、ＡＭ
ＯＬＥＤ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　ＯＬＥＤ）表示装置、ＬＥＤ、スピーカー、モ
ーター等の使用者出力インターフェイスを含む。
【０１９５】
　ストレージ装置１３００は本発明の実施形態によるストレージ装置１００を含む。スト
レージ装置１３００は温度センサー１４０及び加重時間計算部２２１を含む。ストレージ
装置１３００は時間の経過及び温度の変化を反映した加重時間ＷＴを計算し、加重時間Ｗ
Ｔを利用して書込み及び読出しを遂行する。
【０１９６】
　プロセッサ１１００、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２００、モデム１４００及
び使用者インターフェイス１５００はストレージ装置１３００の外部のホスト装置を形成
する。
【０１９７】
　図２３は本発明の実施形態によるコンピューティング装置１０００の動作方法を示す順
序図である。図１、図２２、及び図２３を参照すれば、Ｓ８１０段階において、ホスト装
置はメモリコントローラ１２０に書込み要請を伝送する。Ｓ８１５段階において、メモリ
コントローラ１２０は書込み要請と共に受信されたデータをランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）１３０に格納するバッファリングを遂行する。
【０１９８】
　Ｓ８２０段階において、ホスト装置はメモリコントローラ１２０に書込み要請を伝送す
る。Ｓ８２５段階において、メモリコントローラ１２０は書込み要請と共に受信されたデ
ータをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納するバッファリングを遂行する。
【０１９９】
　Ｓ８３０段階において、ホスト装置はメモリコントローラ１２０に書込み要請を伝送す
る。Ｓ８３５段階において、メモリコントローラ１２０は書込み要請と共に受信されたデ
ータをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０に格納するバッファリングを遂行する。
【０２００】
　Ｓ８４０段階において、メモリコントローラ１２０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）１３０にバッファリングされたデータを不揮発性メモリ１１０に書き込む。例えば、メ
モリコントローラ１２０はＳ８１５段階、Ｓ８２５段階及びＳ８３５段階においてバッフ
ァリングされたデータを不揮発性メモリ１１０に書き込む。
【０２０１】
　Ｓ８４５段階において、メモリコントローラ１２０はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）１３０に格納された加重時間ＷＴを利用してＳ８４０段階において書き込まれたデータ
の加重時間スタンプＷＴＳを設定する。
【０２０２】
　Ｓ８５０段階において、ホスト装置はメモリコントローラ１２０に読出し要請を伝送す
る。例えば、Ｓ８４０段階において不揮発性メモリ１１０に書き込まれたデータの一部又
は全てに対する読出し要請が伝送される。
【０２０３】
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　Ｓ８５５段階において、メモリコントローラ１２０は読出しレベルを調節する。例えば
、メモリコントローラ１２０は加重時間スタンプＷＴＳ及び加重時間ＷＴの差を計算し、
計算された差によって読出しレベルを調節する。
【０２０４】
　Ｓ８６０段階において、メモリコントローラ１２０は調節された読出しレベルを利用し
て不揮発性メモリ１１０からデータを読み出す。
【０２０５】
　図２３を参照して説明したように、ホスト装置はメモリコントローラ１２０に書込み要
請及び読出し要請を伝送する。メモリコントローラ１２０は独立的に加重時間ＷＴ及び加
重時間スタンプＷＴＳを管理し、加重時間ＷＴ及び加重時間スタンプＷＴＳにしたがって
読出しレベルを調節する。
【０２０６】
　図２４は本発明の他の実施形態によるメモリブロックＢＬＫｂを示す回路図である。図
２４を参照すれば、メモリブロックＢＬＫｂは複数のストリングＳＲを含む。複数のスト
リングＳＲは複数のビットラインＢＬ１乃至ＢＬｎに各々連結される。各ストリングＳＲ
は接地選択トランジスタＧＳＴ、メモリセルＭＣ、及びストリング選択トランジスタＳＳ
Ｔを含む。
【０２０７】
　各ストリングＳＲの接地選択トランジスタＧＳＴはメモリセルＭＣ及び共通ソースライ
ンＣＳＬの間に連結される。複数のストリングＳＲの接地選択トランジスタＧＳＴは共通
ソースラインＣＳＬに共通に連結される。
【０２０８】
　各ストリングＳＲのストリング選択トランジスタＳＳＴはメモリセルＭＣ及びビットラ
インＢＬの間に連結される。複数のストリングＳＲのストリング選択トランジスタＳＳＴ
は複数のビットラインＢＬ１乃至ＢＬｎに各々連結される。
【０２０９】
　各ストリングＳＲにおいて、接地選択トランジスタＧＳＴ及びストリング選択トランジ
スタＳＳＴの間に複数のメモリセルＭＣが提供される。各ストリングＳＲにおいて、複数
のメモリセルＭＣは直列連結される。
【０２１０】
　複数のストリングＳＲにおいて、共通ソースラインＣＳＬから同一の順序に位置したメ
モリセルＭＣは１つのワードラインに共通に連結される。複数のストリングＳＲのメモリ
セルＭＣは複数のワードラインＷＬ１乃至ＷＬｍに連結される。
【０２１１】
　図２５は本発明の実施形態によるメモリコントローラ１２０を示すブロック図である。
図２５を参照すれば、メモリコントローラ１２０はバス１２１、プロセッサ１２２、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２３、エラー訂正ブロック１２４、ホストインターフェ
イス１２５、バッファコントロール回路１２６、及びメモリインターフェイス１２７を含
む。
【０２１２】
　バス１２１はメモリコントローラ１２０の構成要素の間にチャンネルを提供するように
構成される。
【０２１３】
　プロセッサ１２２はメモリコントローラ１２０の諸般動作を制御し、論理演算を遂行す
る。プロセッサ１２２はホストインターフェイス２３０を通じて外部のホスト装置と通信
する。プロセッサ１２２はホストインターフェイス１２５を通じて受信されるコマンド又
はアドレスをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２３に格納する。プロセッサ１２２は
ホストインターフェイス１２５を通じて受信されるデータをバッファコントロール回路１
２６を通じて出力するか、又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２３に格納する。プ
ロセッサ１２２はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２３に格納されたコマンド又はア
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ドレスにしたがって内部コマンド及びアドレスを生成し、生成された内部コマンド及びア
ドレスをメモリインターフェイス１２７を通じて出力する。プロセッサ１２２はランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）１２３に格納されたデータ又はバッファコントロール回路１２
６を通じて受信されるデータをメモリインターフェイス１２７を通じて出力する。プロセ
ッサ１２２はメモリインターフェイス１２７を通じて受信されるデータをランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）１２３に格納するか、又はバッファコントロール回路１２６を通じて
出力する。プロセッサ１２２はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２３に格納されたデ
ータ又はバッファコントロール回路１２６を通じて受信されるデータをホストインターフ
ェイス１２５又はメモリインターフェイス１２７を通じて出力する。例示的に、プロセッ
サ１２２はＤＭＡ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ）を含み、ＤＭＡを利用
してデータを出力する。
【０２１４】
　プロセッサ１２２は加重時間計算部２２１を含む。プロセッサ１２２は加重時間計算部
２２１を利用して感知温度ＳＴ及び加重時間ＷＴを管理し、加重時間スタンプＷＴＳを生
成する。
【０２１５】
　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２３はプロセッサ１２２の動作メモリ、キャッシ
ュメモリ、又はバッファメモリとして使用される。ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１
２３はプロセッサ１２２が実行するコード及び命令を格納する。ランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）１２３はプロセッサ１２２によって処理されるデータを格納する。ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）１２３はＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　ＲＡＭ）を含む。
【０２１６】
　エラー訂正ブロック１２４はエラー訂正を遂行する。エラー訂正ブロック１２４はメモ
リインターフェイス１２７に出力されるデータに基づいてエラー訂正を遂行するためのパ
リティーを生成する。データ及びパリティーはメモリインターフェイス１２７を通じて出
力される。エラー訂正ブロック１２４はメモリインターフェイス１２７を通じて受信され
るデータ及びパリティーを利用して受信されたデータのエラー訂正を遂行する。
【０２１７】
　ホストインターフェイス１２５はプロセッサ１２２の制御によって、外部のホスト装置
と通信するように構成される。ホストインターフェイス１２５はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＳＡＴＡ（Ｓｅｒｉａｌ　ＡＴ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ
）、ＨＳＩＣ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｉｎｔｅｒｃｈｉｐ）、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、ファイアーワイヤ（Ｆｉｒｅ
ｗｉｒｅ）、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ）、ＰＣＩｅ（ＰＣＩ　ｅｘｐｒｅｓｓ）、ＮＶＭｅ（ＮｏｎＶｏｌａｔｉ
ｌｅ　Ｍｅｍｏｒｙ　ｅｘｐｒｅｓｓ）、ＵＦＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｆｌａｓｈ　Ｓ
ｔｏｒａｇｅ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）、ＭＭＣ（ＭｕｌｔｉＭｅｄｉ
ａ　Ｃａｒｄ）、ｅＭＭＣ（ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ＭＭＣ）等の多様な通信方法の中の少な
くとも１つを利用して通信するように構成される。
【０２１８】
　バッファコントロール回路１２６はプロセッサ１２２の制御によって、ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）１３０（図１参照）を制御するように構成される。バッファコントロ
ール回路１２６はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０にデータを書き込み、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０からデータを読み出す。
【０２１９】
　メモリインターフェイス１２７はプロセッサ１２２の制御によって、不揮発性メモリ１
１０（図１参照）と通信するように構成される。
【０２２０】
　例示的に、プロセッサ１２２はコードを利用してメモリコントローラ１２０を制御する
。プロセッサ１２２はメモリコントローラ１２０の内部に提供される不揮発性メモリ（例
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えば、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）からコードをロードする。他の例として、プ
ロセッサ１２２はメモリインターフェイス１２７から受信されるコードをロードする。
【０２２１】
　図２６は本発明の他の実施形態によるストレージ装置３００を示すブロック図である。
図２６を参照すれば、ストレージ装置３００は不揮発性メモリ３１０、メモリコントロー
ラ３２０、及び温度センサー３４０を含む。
【０２２２】
　図１のストレージ装置１００と比較すれば、ストレージ装置３００にはランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）１３０が提供されない。メモリコントローラ３２０は内部メモリを利
用して感知温度ＳＴ、加重時間ＷＴ及び第１時間スタンプテーブルＴＳＴ１を管理する。
例えば、図２５を参照して説明したように、メモリコントローラ３２０は内部のランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）１２３により感知温度ＳＴ、加重時間ＷＴ及び第１時間スタン
プテーブルＴＳＴ１を管理する。
【０２２３】
　例示的に、ストレージ装置３００にランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３０が提供さ
れない場合、メモリコントローラ３２０にバッファコントロール回路１２６が提供されな
いこともある。
【０２２４】
　図２７は本発明の他の実施形態によるコンピューティング装置２０００を示すブロック
図である。図２７を参照すれば、コンピューティング装置２０００はプロセッサ２１００
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２００、ストレージ装置２３００、モデム２４０
０、及び使用者インターフェイス２５００を含む。プロセッサ２１００、ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）２２００、モデム２４００、及び使用者インターフェイス２５００は
ストレージ装置２３００のホスト装置を形成する。
【０２２５】
　図２２のコンピューティング装置１０００と比較すれば、加重時間計算部２２１はスト
レージ装置２３００ではないプロセッサ２１００、即ち、ホスト装置に提供される。
【０２２６】
　ストレージ装置２３００は温度センサー１４０を含む。ストレージ装置２３００は温度
センサー１４０によって感知温度ＳＴをホスト装置のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
２２００に格納する。例えば、温度センサー１４０は感知温度ＳＴが予め定められた値以
上に変化する毎に、感知温度ＳＴをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２００にアップ
ロードする。他の例として、温度センサー１４０は周期的に感知温度ＳＴをランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）２２００にアップロードする。
【０２２７】
　感知温度ＳＴがストレージ装置２３００の外部のホスト装置のランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）２２００に格納されることを除外すれば、感知温度ＳＴは図８を参照して説明
した方法によって管理される。
【０２２８】
　加重時間計算部２２１はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２００に格納された感知
温度ＳＴを利用して加重時間ＷＴを計算する。加重時間計算部２２１は計算された加重時
間ＷＴをランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２００に格納する。加重時間計算部２２１
は図９を参照して説明した方法によって加重時間ＷＴを管理する。
【０２２９】
　プロセッサ２１００は加重時間ＷＴに基づいて加重時間スタンプＷＴＳを生成する。加
重時間スタンプＷＴＳは第１時間スタンプテーブルＴＳＴ１に登録される。第１時間スタ
ンプテーブルＴＳＴ１はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２００により管理され、ス
トレージ装置２３００に第２時間スタンプテーブルＴＳＴ２としてバックアップされる。
【０２３０】
　図２８は本発明の他の実施形態によるストレージ装置２０００の動作方法を示す順序図
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である。図２７及び図２８を参照すれば、Ｓ９１０段階において、ホスト装置はストレー
ジ装置２３００に書込み要請を伝送する。Ｓ９１５段階において、ホスト装置は伝送され
た書込み要請に対応する加重時間スタンプＷＴＳを設定する。設定された加重時間スタン
プＷＴＳは第１時間スタンプテーブルＴＳＴ１に登録される。
【０２３１】
　Ｓ９２０段階において、ホスト装置はストレージ装置２３００に書込み要請を伝送する
。Ｓ９２５段階において、ホスト装置は伝送された書込み要請に対応する加重時間スタン
プＷＴＳを設定する。設定された加重時間スタンプＷＴＳは第１時間スタンプテーブルＴ
ＳＴ１に登録される。
【０２３２】
　Ｓ９３０段階において、ホスト装置はストレージ装置２３００に書込み要請を伝送する
。Ｓ９３５段階において、ホスト装置は伝送された書込み要請に対応する加重時間スタン
プＷＴＳを設定する。設定された加重時間スタンプＷＴＳは第１時間スタンプテーブルＴ
ＳＴ１に登録される。
【０２３３】
　Ｓ９４０段階において、ホスト装置は加重時間ＷＴ及び加重時間スタンプＷＴＳ間の差
を計算する。例えば、ホスト装置がストレージ装置２３００に格納されたデータを読み出
す時、読み出されるデータと関連した加重時間スタンプＷＴＳ及び加重時間ＷＴ間の差が
計算される。
【０２３４】
　Ｓ９４５段階において、ホスト装置はストレージ装置２３００に読出し要請及び差を伝
送する。例えば、ホスト装置は差又は差が加工された情報をストレージ装置２３００へ伝
送する。差が加工された情報は、差に基づいて調節された読出しレベルを含む。
【０２３５】
　読出し要請にしたがって、差又は差が加工された情報に基づいてストレージ装置２３０
０は読出しを遂行する。例えば、ストレージ装置２３００は差又は差が加工された情報に
基づいて読出しレベルを調節し、調節された読出しレベルを利用して読出しを遂行する。
例えば、ストレージ装置２３００はホスト装置から調節された読出しレベルを受信し、調
節された読出しレベルを利用して読出しを遂行する。
【０２３６】
　上述したように、ストレージ装置２３００は温度センサー１４０を含み、温度センサー
１４０を通じて獲得される感知温度ＳＴをホスト装置に提供する。ホスト装置は感知温度
ＳＴを利用して加重時間ＷＴを計算し、加重時間ＷＴを利用して加重時間スタンプＷＴＳ
を生成し、時間スタンプテーブルＴＳＴを利用して加重時間スタンプＷＴＳを管理する。
即ち、図１乃至図２６においてメモリコントローラ１２０により遂行されると説明した機
能の中の一部の機能がホスト装置により遂行される。
【０２３７】
　ストレージ装置２３００はホスト装置に感知温度ＳＴを提供し、ホスト装置の要請にし
たがって書込み及び読出しを遂行する。ストレージ装置２３００はホスト装置の要請にし
たがって読出しレベルを調節する。ストレージ装置２３００は加重時間ＷＴ及び加重時間
スタンプＷＴＳを生成するか、或いは管理する動作を遂行しないこともがあり得る。
【０２３８】
　図２９は本発明のその他の実施形態によるコンピューティング装置３０００を示すブロ
ック図である。図２９を参照すれば、コンピューティング装置３０００はプロセッサ３１
００、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）３２００、ストレージ装置３３００、モデム３
４００、及び使用者インターフェイス３５００を含む。プロセッサ３１００、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）３２００、モデム３４００、及び使用者インターフェイス３５０
０はストレージ装置３３００のホスト装置を形成する。
【０２３９】
　図２７を参照して説明したコンピューティング装置２０００と比較すれば、温度センサ
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供される。
【０２４０】
　ホスト装置はストレージ装置３３００と独立的に感知温度ＳＴ、加重時間ＷＴ、及び加
重時間スタンプＷＴＳを生成及び管理する。ホスト装置３３００は感知温度ＳＴ、加重時
間ＷＴ、及び加重時間スタンプＷＴＳに基づいてストレージ装置３３００の読出しレベル
を調節する。
【０２４１】
　ストレージ装置３３００はホスト装置の要請にしたがって書込み及び読出しを遂行する
。ストレージ装置３３００はホスト装置の要請にしたがって読出しレベルを調節する。ス
トレージ装置３３００は感知温度ＳＴ、加重時間ＷＴ、及び加重時間スタンプＷＴＳを生
成するか、或いは管理する動作を遂行しないことがあり得る。
【０２４２】
　本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、本発明の範囲と
技術的思想から逸脱しない限度内において様々な変形が可能である。したがって、本発明
の範囲は上述した実施形態に限定されて定められてはならないし、後述する特許請求の範
囲のみでなく、この発明の特許請求の範囲と均等なものによって定められる。
【符号の説明】
【０２４３】
　１００、３００　　ストレージ装置
１１０、３１０              不揮発性メモリ
１１１  メモリセルアレイ
１１３  アドレスデコーダー回路
１１５  ページバッファ回路
１１７  データ入出力回路
１１９  制御ロジック回路
１２０、３２０              メモリコントローラ
１２１  バス
１２２  プロセッサ
１２３、１３０              ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
１２４  エラー訂正ブロック
１２５、２３０              ホストインターフェイス
１２６  バッファコントロール回路
１２７  メモリインターフェイス
１４０、１４０’、３４０          温度センサー
２２１、２２１’          加重時間計算部
２２２  クロック信号出力部
２２３、２２３’          インタラプト生成部
２２４  感知温度制御部
２２５  計算部
１０００、２０００、３０００              コンピューティング装置
１１００、２１００、３１００              プロセッサ
１２００、２２００、３２００              ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
１３００、２３００、３３００              ストレージ装置
１４００、２４００、３４００              モデム
１５００、２５００、３５００              使用者インターフェイス
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