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概要　 LSIの信頼性に関わる問題としてソフトエラーがある．ソフトエラーとは放射線粒子がトランジス
タに衝突した際に起きる一時的な値の反転である．論理回路のソフトエラー耐性を評価する際，回路中の
各セルでソフトエラーが発生する確率を求める必要がある．予めセルライブラリ中のセル全てに対して幅
ごとのパルス発生確率をキャラクタライズしておけば，回路全体でTCADを用いたシミュレーションを行
わずとも回路のソフトエラー耐性を求めることが可能となる．本稿では，キャラクタライズの際にデバイス
シミュレーションを行うソフトエラー解析のフローを説明し，65nmプロセスのインバータを用いたシミュ
レーション結果を示す．
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Abstruct Soft errors are one of the problems which are concerned with the dependability of LSIs(Large
Scale Integrated circuits). A soft error occurs when a radioactive particle strikes a transistor in LSIs and
deposit sufficient charge to alter the state of memory cell or logical cell. If the probability of occurrence of
soft errors for each pulse width are characterized beforehand for every cells in the cell-library, it becomes
possible to evaluate the tolerance of logical circuits to soft errors without using TCAD. This paper reviews
the analysis of soft errors using device simulation and show the results from device simulation using 65nm
technology node.

1 はじめに

近年のシステム LSIの信頼性に関する問題として
ソフトエラーがある．ソフトエラーとは放射線粒子
がトランジスタに衝突した際に起きる一時的な値の
反転であり，電子システムの停止や誤動作を引き起
こす可能性を持つ．システム LSIの微細化に伴い，
単位時間当たりにソフトエラーが起きる確率である
SER(Soft Error Rate)が増加する可能性が指摘さ
れており [1]，今後のシステム LSIの設計に関して
ソフトエラーは無視することのできない問題となり
つつある．
現在，メモリ回路のソフトエラーに関しては，回
路構成が規則的であるため汎用性の高い有効な対策
手法が提案されている．しかし，論理回路のソフト
エラーは対象回路ごとに有効な対策が異なり，回路
面積などの制約を考慮した上で十分な効果を保証で
きる汎用な対策手法は確立されていない．よって，
論理回路を設計する際には回路のソフトエラー耐性
を考慮することが重要である．
論理回路はソフトエラーで発生した誤った値 (パ
ルス)が外部出力に伝搬もしくは記憶素子に値とし

て取り込まれたとき誤動作を起こす可能性がある．
パルスが外部出力に伝搬もしくは記憶素子に値とし
て取り込まれるか否かはパルス幅ごとにその確率が
異なる．よって，回路のソフトエラー耐性を求める
際には，回路中の各セルにおけるソフトエラー発生
確率をパルス幅ごとに求める必要がある．
セルの出力に発生するパルス幅を見積もる手法

としては TCAD(Technology Computer Aided De-
sign)を用いて，ソフトエラーが発生した際の回路
のふるまいをシミュレーションする手法がよく用い
られる [2][3]．予めセルライブラリ中のセル全てに
対してシミュレーションを行い，幅ごとのパルス発
生確率をキャラクタライズしておけば，回路全体で
TCADのシミュレーションを行わずともキャラクタ
ライズした情報を用いて回路のソフトエラー耐性を
求めることが可能となる．
ソフトエラー解析に用いる TCADのシミュレー

ションは，回路シミュレーションとデバイスシミュ
レーションの 2つが挙げられる．前者は，後者と比
較して実行時間は短いが，放射線粒子衝突の際に流
れるパルス電流を電流源として与える必要があり，
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パルス電流自体を求めるものではない．後者は，放
射線粒の衝突によってトランジスタ内に発生する電
荷分布を与えてシミュレーションすることにより，
パルス電流を正確に見積もる．パルス電流の見積も
りに関しては，収集電荷量の値から計算するモデル
[4]も提案されているが，放射線粒子の種類やエネル
ギーおよび入射位置などのパラメータの違いを考慮
してパルス電流を見積もることはできない．よって，
本研究ではデバイスシミュレーションを用いてパル
ス電流を見積もり，精度の良いセルキャラクタライ
ズを行う手法を検討している．本稿では，キャラク
タライズの際に行うデバイスシミュレーションを用
いたソフトエラー解析のフローを説明し，65nmプ
ロセスのインバータを用いたシミュレーション結果
を示す．
本稿の構成は以下の通りである．第 2節でソフト
エラーの発生メカニズムについて説明する．第 3節
では，ソフトエラーシミュレーションの種類および
特徴について説明した後，本研究の狙いを述べる．
第 4節で現在，著者が使用しているデバイスシミュ
レータ (Silvaco社ATlAS)の紹介を行い，第 5節で
デバイスシミュレータを用いたソフトエラー解析で
入力として与える電荷分布モデルの作成方法を説明
する．第 6節で，本稿をまとめて今後の研究方針に
ついて述べる．

2 ソフトエラー発生メカニズム
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図 1: ソフトエラー発生メカニズム

ソフトエラーの発生要因としては，α線起因と中
性子線起因の 2つがよく知られている．α線起因の
ソフトエラーは，半導体パッケージに含まれる不純
物から排出されるα線が主な原因であるが，現在は
パッケージの製造技術を工夫する対策が成されてい
る．一方，中性子起因のソフトエラーは宇宙から降
り注ぐ宇宙線が原因であるため中性子線の衝突その

ものを抑制することは困難であり，地上で起きるソ
フトエラーの主な原因と言われている [1]．
中性子は電荷を持たないが，トランジスタのシリ

コン層でシリコン原子と衝突すると核反応が起きる．
このとき各破砕反応により電荷を持った二次イオン
が生じる．二次イオンが半導体デバイス内を進むと，
その飛跡に沿って電子と正孔の対が生じる．この電
荷がトランジスタの拡散領域に収集されると電流が
発生し，一時的な電位の反転 (ソフトエラー)が引
き起こされる [5]．

3 ソフトエラーシミュレーション
の種類

3.1 回路シミュレーションを用いた解析

回路シミュレーションとは，回路の接続情報 (ネッ
トリスト)から回路の電流・電圧を計算するもので
ある．本節では，回路シミュレーションを用いてソ
フトエラー解析を行う方法を説明する．

3.1.1 パルス電流見積もりモデル

二次イオンの飛跡に沿って発生した電荷が収集さ
れた際に流れる電流を見積もるモデルは，二重の指
数関数を用いた (1)式が提案されている [4]．

iseu(t) =
Q

(τα − τβ)
(e−t/τα − e−t/τβ ) (1)

ここで，Qはイオンの衝突によって蓄えられる収集
電荷量，τα は電荷が収集されるまでの時定数，τβ

はイオンの飛跡ができるまでの時定数である．また，
ταと τβ の値はプロセスに関連のあるいくつかのパ
ラメータに依存し，一般的に τα はおよそ 200[ps]，
τβ は数十 [ps]の値である．

3.1.2 パルス電流源接続モデル

放射線粒子が衝突した際にセルの出力ノード1に
発生するパルスの解析は，図 2に示す様に放射線粒
子の衝突したトランジスタにパルス電流源を接続し
て回路シミュレーションを行うモデルが提案されて
いる [2]．図 2では例として，インバータ INV1の
入力値が 1で出力ノード aの論理値が 0の場合を考
える．このとき，PMOSトランジスタであるM2に
電荷が収集されると aの電位は 0→ 1に反転する可
能性を持ち，aには図の上向きにパルス電流が流れ
る．パルス電流見積もりモデルを電流源として aに
接続し，出力負荷容量Cをつないで回路シミュレー
ションを行えば，放射線粒子の衝突により電荷が収
集された際の回路のふるまいを解析することが可能
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図 2: パルス電流接続モデル

である．シミュレーションにかかる時間は過渡解析
の刻み幅によって変動するが，65nmのインバータ
で数秒程度である．
回路シミュレーションを用いたソフトエラー解析
は，与えたパルス電流が流れた状況下での回路応答
を正確に解析することができる．しかしながら，ト
ランジスタに放射線粒子が衝突した際に流れる電流
をシミュレーションにより算出するわけではないた
め，与えるパルス電流源を考慮しなければ精度のよ
いソフトエラー解析を行うことはできない．

3.2 デバイスシミュレーションを用いた
解析

デバイスシミュレーションとは，半導体デバイス
の形状や不純物分布など素子の物理構造を入力と
して、素子の電気特性をシミュレーションするもの
である．ソフトエラー解析においてデバイスシミュ
レーションを用いる際には，入力としてトランジス
タのデバイスモデルと二次イオンの軌跡に沿って発
生する電荷の分布を与え，ドレインに流れる電流を
計算して出力の電位変化の波形を得る．
図 3 にデバイスシミュレータを用いたソフトエ
ラー解析の模式図を示す．図 3では，トランジスタ
の拡散領域の中心から垂直下向きに円柱状の電荷分
布を与えてシミュレーションを行っている．二次イ
オンの軌跡に沿って発生する電荷の分布を与えれば，
その際に流れる電流および電圧を正確に計算するこ
とができる．シミュレーションの実行時間は，Intel
Xeon3.3GHz の CPUを使用した場合で，65nmイ
ンバータで 3～4時間程度であり2，他の種類のセル
(フリップフロップなど)のシミュレーションには数
日を要することもある．

1SPICE を用いた回路シミュレーションでは素子 (抵抗，ト
ランジスタなど) と配線 (ノード) を用いて回路のネットリスト
を記述する．したがって本稿ではこれに従い，論理素子をつな
ぐ配線をノードと呼ぶ．

2次節 4.2 で紹介する ATLAS(Silvaco 社)のMixedモード

図 3: デバイスシミュレーションの模式図

3.3 本研究の狙い

予めセルライブラリ中のセル全てに対してTCAD
シミュレーションを行い，ソフトエラーに関する情
報 (パルス幅と発生確率の対の集合)をキャラクタ
ライズしておけば，回路全体でシミュレーションす
ることなしに回路の SERを計算することが可能で
ある [6]．文献 [6]ではキャラクタライズした情報を
用いて回路の SERを計算する手法が提案されてい
るが，パラメータをキャラクタライズする手法の詳
細については述べられていない．
本研究ではデバイスシミュレーションを用いてパ

ルス電流を見積もり，精度良くセルキャラクタライズ
を行うことを目標としている．デバイスシミュレー
ションの際に入力として与える電荷の分布は，二次
イオンの種類やエネルギー，入射位置，入射角によっ
て異なるが，これらは確率的にしか決まらない．モ
ンテカルロシミュレーションにより統計的にパルス
幅および発生確率をキャラクタライズする方法も考
えられるが，デバイスシミュレーションは実行時間
が非常に長いため回路の設計・開発期間を考えた場
合に現実的な方法とは言えない．そこで，何らかの
統計的なアイデアを用いて，少ない回数のデバイス
シミュレーションの結果からパルス幅を近似計算で
きるようなモデルを現在検討している．
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図 4: ATLAS Mixedモード (例.インバータ)

4 デバイスシミュレータ ATLAS

(Silvaco社)の紹介

4.1 ATLASの特徴

ATLAS は Silvaco 社が提供するデバイスシミュ
レータである．ATLASでソフトエラーシミュレー
ションを行う際には，SEU(Single Event Upset)ス
テートメントを用いて二次イオンの飛跡に沿って
発生する電荷分布を与え，デバイスモデルと電荷
分布の 2 つの入力からトランジスタに流れるパル
ス電流および電圧を出力する．SEUステートメン
トは電荷分布の半径や分布の特徴 (正規分布など)
を指定することが可能である．また，SILVACO C-
INTERPRETERというオプションを用いて，C言
語の記述により任意の電荷分布を与えることが可能
である．

ATLASではMixedモードと呼ばれるモードを用
いて，放射線粒子の衝突箇所のトランジスタのみデ
バイスシミュレーションを行い，その他のトランジ
スタは SPICEモデルのネットリストで表わして回
路シミュレーションを行うことが可能である．図 4
にインバータを例としたMixedモードのイメージ図
を示す．デバイスシミュレーションの実行時間はデ
バイスモデルの大きさに比例するため，Mixedモー
ドを用いることによりシミュレーション時間を抑え
ることができる．

を使用．

4.2 ATLASシミュレーション結果

65nmプロセスのインバータを用いたATLAS Mixed
モードシミュレーションで，二次イオンの入射位置
および入射角度をそれぞれ変更したシミュレーショ
ンを行った．使用したトランジスタの SPICEモデ
ルは 65nmプロセスの PTMモデルで，インバータ
のNMOSに中性子の衝突を想定してシミュレーショ
ンを行っている．

入射位置を変更した場合

drainsource gate

dx[µm]
0.2 0.3 0.4

図 5: 二次オンの入射位置

図 5における×印は二次イオンの入射地点を表し，
ドレインの中心から二次イオンの入射位置までの距
離が dx[µm]である．図 5の x軸方向で，dxの値
を 0，0.2，0.3，0.4と変更してシミュレーションを
行った． dx=0[μm]

dx=0.3[μm]
dx=0.2[μm]

dx=0.4[μm]
電流電流電流電流最小値最小値最小値最小値
0.75(mA)

電電電電流流流流最小値最小値最小値最小値
0.48(mA)

電琉電琉電琉電琉最小値最小値最小値最小値
0.12(mA)

電流電流電流電流最小値最小値最小値最小値
0.02(mA)

図 6: 入射位置を変更した場合のドレイン電流の増減

シミュレーション結果を，図 6 と図 7に示す．図
6は二次イオンの入射位置がそれぞれの場合に，ト
ランジスタのドレインに流れるパルス電流の波形で
ある．ドレインの中心に二次イオンの入射を想定し
た dx=0のときに最も大きな電流が流れており，入
射位置がドレインから離れるにつれてパルス電流が
小さくなることが確認できる．発生するパルスに関
しても，入射位置がドレインから離れるにつれてパ
ルスの幅および最小電圧値が小さくなる．

4



dx=0[μm]
dx=0.3[μm]

dx=0.2[μm]
dx=0.4[μm]

電圧電圧電圧電圧最小値最小値最小値最小値
-1.0(V)

電圧電圧電圧電圧最小値最小値最小値最小値
-1.0(V)

電圧電圧電圧電圧最小値最小値最小値最小値
-0.9(V)

電圧電圧電圧電圧最小値最小値最小値最小値
-0.4(V)

図 7: 入射位置を変更した場合のパルス幅の増減

入射角度を変更した場合

二次イオンの入射位置はインバータの NMOSト
ランジスタのドレインの中心として入射角度は，1.
ドレインから垂直に下方向，2.ソース側と逆方向に
30°傾けた角，3.ソース側と逆方向に 60°傾けた角，
4.ソース側に 30°傾けた角 (図 8)のそれぞれでシ
ミュレーションを行っている．二次イオンのLET値
は 0.11[pC/µm]，イオントラックの長さは 0.6[µm]
である．1 2
3 4

図 8: 二次イオンの入射角度

図 9は 1～4の場合でドレインに流れたそれぞれ
の電流波形を示し，図??はパルス波形を示してい
る．パルス電流のピークが最大となるのは 1の二次
イオンがドレイに垂直下に入射した場合であるが，
パルス幅が最大となるのは 2および 3の場合であっ
た．これは，1で発生した電荷はドレインとの距離
が近いために急速に電荷が収集されて大きな電流が
流れ，2や 3の場合には電荷がゆっくり収集される

電流最大値0.0085(A) 電流最大値0.0067(A) 1 2
3 4電流最大値0.0070(A) 電流最大値0.0070(A) 
図 9: 入射角を変更した場合のドレイン電流の増減1 2
3 4パルス幅≒100[ps] パルス幅≒130[ps]

パルス幅≒130[ps] パルス幅≒75[ps]パルス幅≒75[ps]
図 10: 入射角を変更した場合のパルス幅の増減

ためであると考えられる．このことから，二次イオ
ンの入射角度も考慮した解析を行う必要性があると
考えられる．

5 電荷分布モデルの作成方法

本節では，デバイスシミュレーションの入力とし
て与える電荷分布の作成方法についてまとめる．以
下に，電荷分布モデル作成フローの概略を示す．

1. シリコン中のイオンの走行距離dとイオンのエ
ネルギー損失 LET(Linear Energy Transfer)
を SRIMより算出

2. dを任意の刻み幅で等分し、LET値から各深
さにおけるイオンのエネルギーを計算
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3. 各深さにおいて，イオン経路に垂直な方向の
Dose分布を求める

4. Dose分布から電荷密度を算出

放射線粒子とシリコン原子が衝突し，シリコン中
にあるエネルギーをもったイオンが発生するとイオ
ンはエネルギーを失いながらシリコン中を進んでや
がて停止する．1では，SRIM[7]というプログラム
を用いることにより，シリコン中で二次イオンが進
む走行距離 dおよびエネルギー損失 LETを求める．
LETは線エネルギー付与と呼ばれるイオンが物質
を進む際に単位長あたりに失うエネルギー (dE/dx)
であり，SRIMはイオンの種類とエネルギーの値か
らイオンの走行距離と LET値を算出する．1で求
めた dおよび LETの値をもとに，2では dを任意
の幅で等分して各地点におけるイオンのエネルギー
を計算する．3ではイオンのエネルギーを入力とし
て，イオン経路に垂直な方向の Dose分布を求める
[8]．Doseとは，放射線の線量を表すものであり，こ
の線量の多寡によって発生する電荷の量が決まる．
シリコン中で 1 個の正孔と電子の対が必要なエネ
ルギーは 3.6[eV] であり，求めた Dose 分布から 4
で電荷の分布を計算する．Doseの単位は [Gy]が用
いられ，1[Gy]は 1[kg]の物質に 1[J]の放射エネル
ギーが吸収される放射線量であり，シリコンの密度
は 2.33[g/cm3]，1[J]は 6.24× 1018[eV]などの値を
用いて単位変換を行い電荷分布を求める．

6 おわりに

本稿では，ソフトエラーシミュレーションの種類
およびその特徴についてまとめ，Silvaco社のデバ
イスシミュレータであるATLASを用いた 65nm プ
ロセスのインバータのシミュレーション結果を示し
た．シミュレーション結果では，二次イオンの入射
位置や入射角度を変えた際のパルス電流およびのパ
ルス幅の増減を確認できた．また，デバイスシミュ
レータを用いたソフトエラー解析の際に入力として
与える電荷分布モデルの作成方法についても説明を
行った．
今後の方針としては，電荷分布の計算モデルを

Silvaco C-INTERPRETER を用いて実装した後、
二次イオンの入射位置や入射角度を変えたシミュ
レーションを行ってパルス電流や電圧の増減の傾向
を調査する予定である．その結果を足掛かりとして，
セルキャラクタライズの際にデバイスシミュレーショ
ンはできるだけ少ない回数でパルス幅を計算するモ
デルの検討し，最終的にはセルのキャラクタライズ
を行うツールの開発を目指す．
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