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非同期 SRAM におけるソフト エラーの軽減

はじめに
要約
本ホワイト ペーパーは、非同期
SRAM デバイスにおけるソフト エラ
ーの原因と影響について説明し、ソ
フト エラー事象がシステムの完全
性と信頼性に与える影響を軽減す
るためのデバイスレベルおよびシ
ステムレベルのテクニックを紹介し
ます。

プロセス テクノロジの進化により、より小型、高速、高密度実装、かつ安価
な半導体デバイスを設計し、製造することが可能になりました。テクノロジ
ノードのかつてない小型化には大きなメリットがありますが、同時に不都合
な副次的効果もあります。線幅の縮小と低電圧化によって生じるさまざま
な問題の中で、最も危険なのはソフト エラーです。ソフト エラーは、ロジッ
ク素子とメモリ素子に影響を与え、デバイスの誤動作を招き、システムレベ
ルの故障の原因となる可能性があります。
本ホワイト ペーパーは、非同期 SRAM デバイスにおけるソフト エラーの
原因と影響について説明し、ソフト エラー事象がシステムの完全性と信頼
性に与える影響を軽減するためのデバイスレベルおよびシステムレベル
のテクニックを紹介します。

ソフト エラー
ソフト エラーとは、エネルギー粒子によって引き起こされるデバイス内の状
態の変化、すなわち過渡事象です。高エネルギー粒子と半導体原子が反
応することで、電子正孔対 (電荷) が発生します。その結果、空乏層で電
界が発生して電荷がドリフトし、電流に乱れが生じます。その電荷の移動
量が、メモリ セルに格納されている臨界電荷量を上回ると、保存されたデ
ータが 1 から 0、もしくは 0 から 1 に反転し、次回読み取り時にエラーとな
る場合があります。
1 個のエネルギー粒子によって発生するソフト エラーを SEU (シングル イ
ベント アップセット) と呼びます。SEU には、SBU (シングルビット アップセ
ット) と MBU (マルチビット アップセット) があります。SBU は、高エネルギ
ー粒子が、あるワード内の 1 個のビットのみに影響した場合に発生します。
MBU は、高エネルギー粒子が、あるワード内の複数のビットに影響した場
合に発生します。
半導体デバイスにおけるソフト エラーの主要な原因は次のとおりです。
1. アルファ粒子
2. 高エネルギー中性子
3. 熱中性子
アルファ粒子は、陽子 2 個と中性子 2 個が結合して 1 個の粒子になった
もので、ヘリウムの原子核と同じものです。アルファ粒子は、アルファ崩壊
の過程で、放射性原子核が 4 個の核子を失って軽い原子核に変化すると
きに生成されます。半導体デバイスでは、アルファ粒子は、成形コンパウン
ド、パッケージ、その他のアセンブリ材料に存在する 232Th および 238U
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の放射性崩壊によって生成されます。アルファ粒子は、長い距離を移動できないため、その影響は、生成箇
所のすぐ近くに限定されます。したがって、通常、パッケージングされた半導体デバイスが外部のアルファ粒
子源の影響を受けることはありません。
アルファ粒子によるソフト エラーの発生を防ぐため、製造者は低アルファ粒子の成形コンパウンドを使用し
ています。
高エネルギー中性子は、高エネルギー宇宙線および太陽粒子が超高層大気と反応するときに生成されま
す。高エネルギー中性子は強力で、半導体デバイス内で複数のアップセット (反転現象) を引き起こすこと
があります。高エネルギー中性子の密度は、高度 (15km で最も高い) や場所 (極地で最も高い) によって異
なり、11 年周期で変動します。この点で、密度が場所によって変化することのないアルファ粒子と異なりま
す。
高エネルギー中性子は、ほとんど減衰せず、1 フィートのコンクリートをその 70%が通過するため、遮蔽を
用いることはできません。したがって、高エネルギー中性子が半導体デバイスに与える影響を抑えるには、
デバイスレベルまたはシステムレベルの軽減テクニックが要求されます。
熱中性子は、宇宙線シャワーの末端に位置する低エネルギー中性子です。熱中性子は、最初は高エネル
ギー中性子ですが、地表に向かって移動しながら何度も衝突するうちにエネルギーを失っていきます。衝突
のたびにエネルギーを失うので、地表に到達するときには、熱中性子が持つエネルギー量はわずかです。
通常、熱中性子自体がソフト エラーの原因になることはありません。しかし、半導体の BPSG (ボロンリンガ
ラス) 酸化膜に存在するホウ素の同位体である 10B が熱中性子と反応すると、崩壊してリチウム、ヘリウム
の原子核、およびガンマ線になります。これが、ソフト エラーの原因となります。熱中性子の影響を防止する
ため、半導体業界は BPSG から PSG (リンガラス) 酸化膜に移行しました。

ソフト エラーの軽減
非同期 SRAM デバイスにおける、主なソフト エラー軽減手法は、次のとおりです。
1. プロセス テクノロジとセル レイアウトの変更によるソフト エラー耐性の向上
2. システムレベルの軽減
3. チップ デザインとアーキテクチャの変更
プロセス テクノロジとセル レイアウトの変更
ソフト エラーは、高エネルギー粒子と半導体基板の反応によって生成された電荷が SRAM セルに格納され
1
る臨界電荷量 (QCRIT) を超えるときに発生します。Roche らが提案したモデル (式 1) によれば、QCRIT は、
ノードの静電容量 (CN)、動作電圧 (VDD)、最大ドレイン伝導電流 (IDP)、およびセルの反転時間 (TF) の関数
です。SRAM デバイスの信頼性は、セルの静電容量を増やすことで向上できます。
QCRIT = CN* VDD + IDP* TF
式 1. 臨界電荷 (QCRIT)

デバイスのソフト エラー耐性は、TFT (薄膜トランジスタ) を使用することでも向上できます。TFT では、拡散
層が薄いため、高エネルギー粒子がメモリ セル内にとどまる時間が短縮されます。
プロセス テクノロジとセルレイアウトによる軽減手法は代償を伴います。追加のコンデンサや TFT を使用す
ることで、アクセス時間や待機電流が増え、デバイス性能に悪影響を及ぼします。

1

Roche, P. et al.; “Determination of key parameters for SEU occurrence using 3-D full cell SRAM simulations”. Nuclear Science,
IEEE Transactions on Vol 46, Issue 6, Dec. 1999 pp:1354 – 1362
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システムレベルの軽減
システムレベルでは、ソフト エラーは SRAM デバイスを冗長化することで軽減できます。2 個の SRAM デ
バイスを使用すると、外部 ECC (誤り訂正符号) を実装できます。外部 ECC は、シングルビット エラーを検
出し、訂正します。
また、三重モジュール冗長スキームを使用して、システムの信頼性をさらに向上することもできます。その場
合、3 個の SRAM デバイスのデータを同時に読み取り、出力を多数決スキームに入力します。このスキー
ムは、少なくとも 2 個の SRAM デバイスの読み取り動作によって得られた値を返します。
実装は単純ですが、冗長 SRAM デバイスを使用したシステムレベルの軽減では、面積および性能面の犠
牲が大きくならざるを得ません。
チップ デザインとアーキテクチャの変更
内蔵の ECC (誤り訂正符号) やビットインターリーブといったアーキテクチャの拡張を行うことで、半導体デ
バイスへのソフト エラーの影響を制限できます。
ECC (誤り訂正符号): ECC スキームは、ソフト エラーの検出および訂正に使用できます。書き込み動作中、
エラー訂正アルゴリズムは、データ内の情報を使用して各ワードにパリティ ビットを付加します。読み取り動
作中、ECC スキームは、データとパリティ ビットをチェックし、アクセスしたメモリ位置でのエラーを検出し、
訂正します。これらのパリティ ビットを格納するためのメモリ素子が必要となるとともに、読み取りおよび書き
込み中の計算によってアクセス時間が長くなります。図 1 は、ECC の実装を示しています。

図 1. ECC の実装

シングルビット エラーの検出と訂正には、ハミング コード アルゴリズムが最適です。他の ECC スキームと
比べて、ハミング コード回路は複雑でなく、消費電力が最も少なく、アクセス時間が最短です。ハミング コー
ドは、(n, k) で表されます。これは、k ビットのデータ ワードが、n ビットのコード ワードにマッピングされてい
ることを示しています。シングルエラーを訂正するためのハミング コード アルゴリズムには、2^N ビットのデ
ータに対して N+1 個のパリティ ビットが必要です。
ビットインターリーブ: 高エネルギー粒子が半導体原子と衝突することで、複数のセルが影響を受ける場合
があります。MBU は、1 個のエネルギー粒子が同じワード内の 2 個以上のビットに影響を与える場合に発
生します。ビットインターリーブは、物理的に隣り合うビット行が異なるワード レジスタにマッピングされるよう
にビット行を配置します。ビットインターリーブ距離は、同一のワード レジスタにマッピングされた連続する 2
個のビットがどれだけ離れていたかを表します。複数のセルが影響を受けても、その影響の範囲よりビット
インターリーブ距離が大きければ、1 個のワード内で MBU が発生するのではなく、複数のワード内でそれ
ぞれ SBU が発生します。ビットインターリーブされたメモリでは、シングルビットのエラー訂正アルゴリズム
ですべてのエラーを検出し、訂正できます。図 2 は、MBU の発生とインターリーブの効果を示しています。
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一般的なビットインターリーブ距離は、プロセス テクノロジによって決まります。各プロセス テクノロジ ノード
に対して確実なインターリーブ距離を決定するため、中性子のテストを実施した後、物理的な MBU 分析を
行います。

インターリーブされていないメモリ アレイ
選択したワードの上部で 3 ビットの反転現象
複数セルの反転現象 = 1 ワード内の MBU

ビットインターリーブ距離

インターリーブされたメモリ アレイ
データ ワードを分散して MBU を防止
複数セルの反転現象 = 複数ワードにおける SBU

図 2. ビットインターリーブ

サイプレスの 65nm 非同期 SRAM におけるソフト エラー軽減
サイプレスの 65nm 非同期 SRAM デバイスは、シングルビット エラーの検出と訂正に (38, 32) ハミング コ
ードを使用します。ハードウェア ECC ブロックは、すべての ECC 関連の関数をインラインで、ユーザーの介
入なしに、デバイスのアクセス時間の性能に悪影響を与えることなく実行します。シングルビット エラーの検
出および訂正機能に加えて、マルチビット エラーの発生を防止する 16 ビットのインターリーブ スキームが
実装されています。これらの機能を組み合わせて、すべてのソフト エラーを除去します。これらのデバイス
は、ソフト エラー率 (SER) 性能で劇的な向上を示し、故障率は 0.1 FIT/Mb です。図 3 は、65nm 非同期
SRAM の内部構成を示しています。
メモリの ECC スキームは、影響を受けたデータ ワードのコピーのみを訂正します。メモリ上に存在するデー
タ ワードは、読み取り動作後も依然として反転したデータビットを持っています。時間の経過とともに、複数
回の SEU が同一のワードに発生して、累積による MBU (同じワード内に 2 個以上の SBU) が発生する可
能性があります。この問題を解消するため、システムにメモリ スクラブ機能を実装できます。サイプレスの
65nm 非同期 SRAM デバイスは、シングルビット エラーの発生と訂正を通知する ERR (エラー指示) 信号
を含んでいます (オプション)。システムは、この情報を使用して事象を認識し、訂正後のデータを書き戻すこ
とができます。また、ERR 信号は、信頼性のモニタリングにも使用できます。
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図 3. 65nm 非同期 SRAM の内部構成
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