
 
 

 
 

ソフトエラー評価に向けた放射線測定技術 

Radiation Measurement Technologies for Evaluating Soft Errors 

あらまし  

ソフトエラー発生確率の予測・低減を目指した放射線測定技術を紹介する。宇宙線に由

来する速中性子や，LSIの材料が発生するα線などの放射線は，コンピュータシステムにソ

フトエラーと呼ばれる誤作動を起こす。ソフトエラーは基幹サーバなどのミッションクリ

ティカル製品の信頼性を損なうため，エラーの発生率を見積もり，低減させる必要がある。

エラーの原因であるα線や中性子線の量を実測するために，著者らはα線量を高感度で測定

できる「真空α線トラッキング法」や宇宙線中性子スペクトロメータを開発して使用してい

る。これにより，従来は測定できなかった低α線材料の線量や，高山など任意の環境の中性

子線量も測定できるようになり，エラーの発生率を正しく予測できるようになった。また，

α線発生量の少ない材料や中性子線量の少ない環境を選ぶことが可能になり，コンピュータ

システムの信頼性向上に貢献することができる。 

Abstract 

Two radiation measurement technologies for estimating and lowering the occurrence rate 
of “soft errors” are introduced in this report.  Radiation such as fast neutrons (which 
originate in cosmic ray) and α-rays (which are generated by the materials composing LSIs) 
cause incorrect operations—known as soft errors—in computer systems.  Since soft errors 
undermine the reliability of mission-critical products such as backbone servers, it is 
necessary to estimate and reduce their occurrence rate.  To enable experimental 
measurements of the dose rates of neutron and α-ray, we have developed and utilized a 
vacuum α-ray tracking method—for measuring the amount of α-rays with high sensitivity—
as well as a cosmic ray neutron spectrometer.  With these two technologies, it has become 
possible to measure the radiation dose rate in low α-ray emitting materials, which has been 
impossible until now, and the neutron dose rate in arbitrary environments such as 
mountainous regions and to estimate the soft error occurrence rate accurately.  Moreover, 
these technologies make it possible to select materials with low α-ray emissivity and choose 
environments with a low neutron dose rate, thereby contributing to improvements in 
computer system reliability. 
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ま え が き 

 宇宙線に由来する速中性子や，LSIの材料が発生

するα線などの放射線がLSIに入射すると，ソフト

エラーと呼ばれる誤作動を起こす。ソフトエラーと

は，上記の放射線が原因で，メモリ内容の変化や，

ロジック回路の誤作動が起こる現象である。機械的

に壊れるわけではないが，最悪の場合にはシステム

の停止に結び付くので，基幹サーバなどミッション

クリティカル製品の信頼性を損なうおそれがある。

しかもLSIの高密度化・大容量化が進むにつれてソ

フトエラーは深刻化する傾向にあり，ソフトエラー

に関する要求は厳しさを増している。このエラーの

発生率を正しく見積り，低減させるためには，エ

ラーの原因であるα線や中性子線の量を高感度に実

測する必要があり，著者らは，高感度でα線量率を

測定できる「真空α線トラッキング法」や宇宙線中

性子スペクトロメータを開発した。この結果，従来

は測定できなかった低α線材料の線量率や，高山な

ど高中性子線量環境での線量率も測定できるように

なり，エラーの発生率を正しく予測できるように

なった。また，α線発生量の低い材料や中性子線量

率の低い環境を選ぶことが可能になったため，ソフ

トエラー率の低減が図れ，コンピュータシステムの

信頼性向上に貢献することができる。 
 本稿では，著者らが開発したα線，中性子線それ

ぞれの測定技術について解説する。 
 なお，本文中で中性子というときは，速中性子

（高いエネルギーを持つ中性子）を指す。 

高感度α線測定技術 
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図-1 真空α線トラッキング法の測定手順 

 本章では，高感度α線測定技術である真空α線ト

ラッキング法について述べる。 
● 背景 

Fig.1-Measurement procedure of vacuum α-ray 
tracking method. 

 ソフトエラーの原因の一つに，LSIを構成する材

料（とくに封止材料やはんだ，配線層材料）に含ま

れる放射性核種（U，Th，Poなど）から発生する

α線が挙げられる。コンピュータシステムの信頼性

評価には，ソフトエラーの発生率を正確に求める技

術が不可欠であるが，従来のα線測定法では感度が

低すぎるために，これらの材料のα線量率は「検出

下限以下」としか分からなかった。そのためソフト

エラーの発生率は検出下限値を基に算出せざるを得

ず，大幅に過大見積もりをしているおそれがあった。

また，ソフトエラーの発生率を下げるために線量率

の低い材料を選定したくても，線量率を測定する方

法がなかった。これらの状況から，高感度のα線測

定法の開発が必要となっていた。従来は，α線の測

定にはガスフロー比例計数器が標準的に使用されて

いた。この方法は，α粒子による気体分子のイオン

化を電気的に検出するもので，様々なノイズの影響

を受けるため，実用的感度は1×10-3αh-1 cm-2 (注)に

とどまり，さらなる感度向上が難しかった。そのた

め，高感度のα線測定法を開発する必要があった。 
● 測定技術 
 著者らは従来法の30倍の感度を持つα線量率測

定法である真空α線トラッキング法を開発した。本

法では，α粒子の検出に特殊なプラスチック板を使

用するため，ノイズに対して強いという特長を持つ。

さらに，大気に由来するバックグラウンド放射線を

低減させるために測定を真空中で行うことにより，

従来法の30倍という高い感度（検出限界3.2×
10-5αh-1 cm-2）を得ることに成功した。測定手順

を図-1に示す。真空中で検出用のプラスチック板を

測定試料に密着させると，試料から放出されたα粒

子がプラスチック板上に飛跡を残す。飛跡は不可視

なので，エッチングによって光学的に観察可能な

エッチピット（図-2）に変換し，顕微鏡を用いて計

数する。このように，単純な原理に基づくこと，安

価に実行できることも本法の特長である。 
● 効果 
 本法を用いて，従来は感度不足のために測定でき

なかったLSI材料からのα線量率を測定したところ，

                                                      
（注） 試料の表面1 cm2

あたり1時間に放出されるα粒子の数を

表すα線量率の単位。 
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配線用Cu膜が1.5×10-4αh-1 cm-2（膜厚10μm），

2種類の鉛フリーはんだでは5.6×10-4αh-1 cm-2お

よび2.2×10-4αh-1 cm-2（膜厚100μm以上）であ

ることが分かった。 
 得られたα線量率を用いて，ソフトエラー発生率

を算出すると実験値とよく一致し，本法による見積

もりが正しいことが明らかとなった。また，今後の

LSI開発においても，α線の発生が少ない材料を選

別することが可能になるため，よりソフトエラー発

生率の低いLSIの製造が可能になると期待できる。

ほかにも，本法は従来法に比べて試料面積が少なく

て済むこと，並行して複数の試料を測定できるなど，

メリットは多い。 

宇宙線由来中性子測定技術 

 本章では，ソフトエラーのもう一つの主原因であ

る宇宙線由来中性子を測定する技術について述べる。 
● 背景 
 地球には宇宙から高エネルギーの宇宙線が飛来し

ており，これが大気と反応して生成する中性子が

LSIに入射すると，ソフトエラーの原因となる。中

性子の線量率は，海抜高度や地球上での位置（磁気

緯度），天候や太陽活動によって変化し，また建物

などの構造物によっても遮へいを受けるので，ソフ

トエラーの発生率を正しく算出するには，エラー発

生率の測定環境での中性子線量率とともに，コン

ピュータシステムのユースポイントでの中性子線量

率を測定する必要がある。 

 

 
図-2 エッチピットの光学顕微鏡像 

Fig.2-Optical microscope image of etch pit. 

 

中性子
検出器群

ソフトエラー率
測定装置

図-3 中性子スペクトルとソフトエラーの同時測定 

 そのためには，ソフトエラーを起こすエネルギー

（10 MeV以上）の中性子を選別して線量率を測定

する技術が必要であるが，そのような測定装置は市

販されていなかった。そのため，中性子スペクトロ

メータを製作する必要があった。 
 

● 測定技術 
 中性子スペクトルを測定するために，Bonner多
球方式(1)によるスペクトロメータを製作した。本測

定機は，中性子のエネルギーに対して異なる応答関

数を持つ複数の中性子検出器を同時に稼働させ，そ

れぞれの検出器におけるカウントレートを基にアン

フォルディング計算を行って中性子のスペクトルを

算出するものである。本測定機では6種類の検出器

を使用した。各検出器の応答関数は，モンテカルロ

法で行ったシミュレーション結果を基に，独立行政

法人産業技術総合研究所の中性子標準場で校正を行

うことで得た。25 meV（熱中性子）～1000 MeV
の範囲のエネルギーを持つ宇宙線由来中性子のスペ

クトルを測定できる。 
● 測定結果 
 製作した中性子スペクトロメータを，富士通あき

る野テクノロジセンター（東京都，海抜170 m）や，

マウナ・ケア山頂にあるすばる望遠鏡（米国ハワイ

州，海抜4200 m）に持ち込んで測定した。このよ

うに高高度の場所で測定を行うのは，並行して行う

ソフトエラー率測定に通常は年単位の時間が必要に

なるところ，高高度地点ならば大気による遮へいが

少ないために高い中性子線量率が見込めるため，海

抜0 mの1/10程度の時間（数箇月間）で測定できる

からである（加速試験）。 
 中性子スペクトルとソフトエラーを同時に測定し

ているところを図-3に示す。このようにエラー率の

測定環境での中性子線量率を測定できるところに意

味がある。 
 これらの測定で得られた，宇宙線由来中性子のス

Fig.3-Simultaneous measurement of neutron spectrum 
and soft error rate. 
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図-4 得られた中性子スペクトル 
Fig.4-Observed neutron spectra. 

 

ペクトルを図-4に示す。遮へい物のない屋外同士で

比較すると，マウナ・ケア山頂では東京（あきる

野）の20倍の線量があることが分かった。また，

同じ地点でも，遮へいを受けるため建物内では線量

は1/2になることも分かった。 
 遮へいの受け方は建造物の構造によって異なり，

コンピュータが受ける中性子線量率は，個々の設置

環境ごとに異なる。本測定機は可搬型であり，コン

ピュータの設置される環境に持参して中性子線量を

測定できるため，エラーの発生率の予測に貢献で

きる。 

む  す  び 

 本稿では，高感度α線測定技術と宇宙線由来中性

子測定技術を紹介した。 
 並列計算機などに代表されるようにコンピュータ

の規模は拡大する一方であり，コンピュータが使用

される環境も多岐にわたるため，コンピュータに要

求される信頼性も高まっている。ここで開発した放

射線測定技術が富士通製品の信頼性の向上に役立つ

ものと考えている。 
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