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1. 消費電力の解析

消費電力はデザインにおいて重要な考慮事項です。PCB をデザインする際は、正確な電力バジェットを
作成し、電源、電圧レギュレーター、ヒートシンク、および冷却システムをデザインするために、FPGA デ
バイスの消費電力を決定する必要があります。

インテル® Quartus® Prime デザインスイートは、デザインの消費電力を見積もるための Early
Power Estimator (EPE) スプレッドシートおよび Power Analyzer を提供します。

図 -1: Power Analyzer Tool
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消費電力の見積もりおよび解析により、デザインプロセス全体を通してデザインが熱要件もしくは電源
要件を超えないことを確認できます。

• 熱—熱消費電力とは、FPGA から熱として放出される電力です。デバイスは、ヒートシンクまたはフ
ァンを冷却ソリューションとして使用します。この冷却ソリューションは、デバイスで発生する熱を放
散するのに十分でなければなりません。さらに、計算されたジャンクション温度は、通常のデバイス
仕様の範囲内でなければなりません。

• 電源—電源は、デバイスが動作するために必要な電力です。電源ユニットは、デバイスの動作をサポ
ートするために十分な電流を供給する必要があります。

注意: Power Analyzer の結果をデザイン仕様として使用しないでください。実際の環境動作条件を考慮する
ため、デバイスの動作中に実際の消費電力を確認する必要があります。

関連情報
• PowerPlay Early Power Estimators (EPE) & 消費電力解析

• PowerPlay Power Analyzer サポート・リソース

1.1. 消費電力解析ツール

インテル Quartus Prime デザインスイートは、デザインプロセスのさまざまな段階において FPGA デ
ザインの消費電力を解析するためのツールを提供します。

• Early Power Estimator (EPE) スプレッドシートは、電源のプランニングを行うための消費電力
の見積もりを、デザインをコンパイルする前に行います。

• インテル Quartus Prime の Power Analyzer は、フィット後のデザインの消費電力を見積もりま
す。それにより、電力バジェットのガイドラインを確立できます。

図 -2: 異なる入力と異なる消費電力解析ツールによる見積もり精度
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表 1. EPE と インテル Quartus Prime Power Analyzer の機能の比較

特性 EPE インテル Quartus Prime Power
Analyzer

使用するタイミング いつでも使用可能 フィット後
continued...   
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特性 EPE インテル Quartus Prime Power
Analyzer

注
意: 

フィット後の消費力解析においては、 イ
ンテル Quartus Prime Power
Analyzer を使用するとより良い結果が
得られます。

ソフトウェア要件 スプレッドシート・プログラム インテル Quartus Prime 開発ソフトウェア

精度 中 中から非常に高い範囲

データ入力 • リソース使用率の見積もり
• クロック要件
• 環境条件
• トグルレート

• フィット後のデザイン
• クロック要件
• 信号アクティビティーのデフォルト値
• 環境条件
• レジスター転送レベル (RTL) のシミュレ

ーション結果 (オプション)
• フィット後のシミュレーション結果 (オプ

ション)
• ノードまたはエンティティーごとの信号ア

クティビティー (オプション)

データ出力
注
意: 

EPE および Power Analyzer の出力
は、デバイスファミリーによって異なり
ます。

• 熱消費電力の総量
• 静的熱消費電力
• 動的熱消費電力
• オフチップ消費電力
• 電源から引き出される電流

• 熱消費電力の総量
• 静的熱消費電力
• 動的熱消費電力
• I/O 熱消費電力
• デザイン階層ごとの熱消費電力
• ブロックタイプごとの熱消費電力
• クロックドメインごとの熱消費電力
• デバイス供給電源

動的リコンフィグレーション・フィーチャーに対
するトランシーバーの消費電力見積もり

これらの機能によるインクリメンタル消費電力
の見積もりを含みます。

含まれていません。

注意: インテル Quartus Prime Power Analyzer は、 インテル Stratix® 10 の高帯域幅メモリー 2
(HBM2) IP、 インテル Stratix 10 HPS IP、 インテル Arria® 10 HPS IP の インテル FPGA IP に
対する分析をサポートしていません。これらの インテル FPGA IP に向けた消費電力の見積もりは、EPE
スプレッドシートで取得できます。

1.2. Power Analyzer の実行

Power Analyzer を実行する前にデザインのフルコンパイルを実行し、フィット後のネットリストを生成
する必要があります。さらに、デザイン内のすべてのクロックにタイミング割り当てを行うか、または電力
解析のための信号アクティビティー・データを指定する必要があります。各デバイスの入力と出力に I/O
Standard を指定し、デザインの各出力にボードトレース・モデルを指定する必要があります。

Power Analyzer を実行するには以下の作業を行います。

1. 消費電力解析に向けてデバイスの電力特性、動作電圧、および温度条件を指定するには、
Assignments > Settings > Operating Settings and Conditions の順にクリックし
ます。詳細は消費電力解析に向けたデバイスの動作条件の設定 (8 ページ) を参照ください。

2. デザインのフルコンパイルを実行するには、Processing > Start Compilation をクリックし
ます。

3. Processing > Power Analyzer Tool をクリックします。

4. 信号アクティビティーのデータソースを指定します。詳細は、消費電力解析のための信号アクティビ
ティー・データの生成 (10 ページ) を確認ください。

1. 消費電力の解析
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5. Signal Activity (.saf) ファイルを解析中に生成するには、Write out signal activities
used during power analysis をオンにし、ファイル名を指定します。

6. Power Analyzer に Early Power Estimation ファイルの生成を指示するには、Write out
Early Power Estimation file をオンにし、ファイル名を指定します。Early Power
Estimation ファイルはリソース使用率を要約し、EPE での What-If 分析を可能にします。

7. Default toggle rates for unspecified signals を指定します。詳細はデフォルトのトグル
レートの指定 (15 ページ) を確認ください。

8. 温度範囲と冷却オプションを指定するには、Cooling Solution and Temperature をクリッ
クします。

9. Start をクリックします。

図 -3: インテル Quartus Prime Power Analyzer のプログレスバー

10. 消費電力の解析が完了したら Report をクリックし、Power Analyzer レポートを開きます。
Power Analyzer レポートは、消費電力解析レポートの表示 (17 ページ) で説明されています。

関連情報
Power Analyzer 入力の指定 (7 ページ)

1.3. Power Analyzer 入力の指定

Power Analyzer の精度は、電力消費に影響を与えるデザイン要因、動作条件、および信号アクティビ
ティー・データによって決まります。次の図は、Power Analyzer がこれらの入力を解釈し、Power
Analysis レポートに結果を生成する方法を示しています。

図 -4: Power Analyzer のハイレベルフロー

Intel Quartus Prime
Power Analyzer

(1) 動作条件仕様は、一部のデバイスファミリーでのみ利用可能です。

動作条件 (1)

入力

出力

消費電力
レポート

信号アク
ティビティー

フィット後
のデザイン
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正確な I/O の消費電力見積もりを得るため、Power Analyzer はデザインのフルコンパイルに加え、以
下の設定を指定することを必要とします。

• 各 I/O セルの電気規格

• デザイン内の各 I/O Standard のボードトレース・モデル

• デザイン内のすべてのクロックに対するタイミング割り当て、またはシミュレーション・ベースのフロ
ーを使用しアクティビティー・データの生成

1.3.1. 消費電力解析に向けたデバイスの動作条件の設定

消費電力解析に向けたデバイスの電力特性、動作電圧条件、および動作温度条件は、Settings ダイア
ログボックスの Operating Settings and Conditions ページで指定できます。

図 -5: 動作設定および条件

Power Analyzer は次の設定を読み取り、電力解析のためのデバイス動作条件を決定します。

表 2. デバイスの動作条件の設定

オプション 設定

Device power
characteristics

• Typical—標準動作条件における標準的なシリコンの平均消費電力を指定します。
• Maximum—ワースト・ケース・デバイスでの 大消費電力を指定します。

Voltage タブ デバイス内の各電源レールの動作電圧条件、および選択可能な電源電圧を持つ電源レールの電源電圧を指
定します。

Temperature タブ デバイスの次の熱動作条件を指定します。

continued...   
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オプション 設定

• Junction temperature range は、 小および 大のジャンクション温度範囲を指定します。
• Junction temperature and cooling solution settings は、Power Estimator に対し冷却

ソリューションを見つけ、指定した 大ジャンクション温度を超えないよう指定します。チップのさまざま
な部分の電力見積もりのためのジャンクション温度は、見つかった冷却ソリューションを使用した結果得
られる実際の温度であり、通常はチップ全体で異なります。

• Apply thermal margin—Recommended margin は、熱解析のための電力見積もりに推奨さ
れるマージンを適用します。これらのマージンは、熱解析結果にのみ適用されます。このオプションは、
Maximum デバイス電力特性にのみ利用可能です。

1.3.2. 信号アクティビティー・データの指定

消費電力の見積もり精度は、電力解析中の信号アクティビティー・データの正確性によって異なります。
Power Analyzer では、以下のソースから信号アクティビティー・データを指定することができます。

• サポートされているサードパーティー製のシミュレーターによって生成された.vcdファイル

• ユーザーが入力したノード、エンティティー、およびクロック割り当て

• ユーザーが入力したデフォルトのトグルレート割り当て

• ベクタレス見積もり (一部デバイス)

信号アクティビティー・データ・ソースは信号ごとに組み合わせることができます。次の図は、各信号に適
用される優先方式を表しています。

図 -6: 信号アクティビティー・データ・ソースの優先方式

ノードまたは
エンティティー
の割り当てか?

シミュレーショ
ン・データか?

一次入力
であるか?

ベクタレスの
サポートはあるか?

有効か?

ベクタレスの
見積もりを
使用

デフォルトの
割り当てを
使用

シミュレーショ
ン・データを
使用

ノードまたは
エンティティー
を使用

スタート

Yes Yes Yes No

YesNoNoNo

1.3.2.1. 消費電力解析におけるシミュレーション信号アクティビティー・データの使用

サポートされている(1)シミュレーターが生成する Verilog Value Change Dump File (.vcd) を、
消費電力解析の信号アクティビティー・データ・ソースとして指定できます。

サードパーティー製のシミュレーターは、電力解析のための信号アクティビティーおよび静的確率情報を
含む.vcdを出力することが可能です。生成された.vcdには、すべての配線リソースと、正確なロジッ
クアレイのリソース使用率が含まれます。

(1) ModelSim* 、 ModelSim - Intel® FPGA Edition、QuestaSim、Active-HDL、NCSim、 VCS* 、 VCS MX、
Riviera-PRO*

1. 消費電力の解析
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図 -7: 消費電力解析におけるシミュレーション信号アクティビティー・データの使用

Intel Quartus Prime
Power Analyzer

Power Analyzerの入力 Power Analyzerの出力

電力解析
レポート

信号アク
ティビティー

サポートされ
ているシミュ

レーター
VCD

ファイル

動作条件 (1)

フィット後
のデザイン

消費電力解析における精度向上のため、 インテル Quartus Prime EDA Netlist Writer では、
ModelSim でのシミュレーションで使用するデザインのネットリスト遅延のバックアノテーションを含
む Standard Delay Output (.sdo) ファイルを生成できます。.sdoに含まれるのは遅延推定およ
び不正確なタイミング情報のみですが、シミュレーションに.sdoを含めることで、電力解析に向けてよ
り正確な.vcdを得られます。

注意: EDA Netlist Writer は現在、 インテル Stratix 10 デザインの ModelSim シミュレーターでの
Verilog .voシミュレーションに向けた.sdoファイルの生成のみをサポートしています ( ModelSim
- Intel FPGA Edition ではありません)。EDA Netlist Writer は現在、他のシミュレーターやデバイス
ファミリーに向けての.sdoファイルの生成をサポートしていません。

1.3.2.1.1. 消費電力解析のための信号アクティビティー・データの生成

次の手順でシミュレーション信号アクティビティーを生成し、それを電力解析に使用します。

1. デザインのフルコンパイルを実行するには、Processing > Start Compilation の順にクリッ
クします。

2. シミュレーション・ファイルの出力設定を指定するには、Assignments > Settings > EDA
Tool Settings > Simulation の順にクリックします。Tool name でシミュレーターを選択
し、Format for output netlist および Output directory を選択します。

3. Map illegal HDL characters をオンにします。この設定は、EDA Netlist Writer に VHDL
または Verilog HDL の不正な文字をマッピングするよう指示します。それにより、消費電力解析の
ためのより正確なデータが得られます。

1. 消費電力の解析
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図 -8: シミュレーションに向けた EDA Tool Settings

4. インテル Stratix 10 デザインに向け、消費電力解析で使用する遅延のバックアノテーションを含
む Standard Delay Output (.sdo) ファイルを生成するには、消費電力解析に向けた
Standard Delay Output の生成 (12 ページ) を参照ください。

5. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで、Processing > Power Analyzer Tool をク
リックします。Power Analyzer タブが表示されます。

6. Input file の、Use input files to initialize toggle rates and static
probabilities during power analysis をオンにし、Add Power Input Files をクリッ
クします。Power Analyzer Settings ページが表示されます。

図 -9: 消費電力解析入力ファイルの指定

7. 消費電力解析のための.vcdを指定するには、Add をクリックし、File name、Entity、
Simulation period を.vcdに指定します。

8. 生成した.vcdで電力解析中にグリッチ・フィルタリングを有効にするには、Perform glitch
filtering on VCD files をオンにします。このオプションの詳細については、シミュレーションの
グリッチ・フィルタリング (14 ページ) を参照ください。

9. 消費電力の解析を実行するには、Power Analyzer タブの Start をクリックします。消費電力解
析結果のトグルレートを確認します。
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1.3.2.1.2. 消費電力解析に向けた Standard Delay Output の生成

消費電力解析の精度向上のため、バックアノテーションされた遅延推定を含む Standard Delay
Output (.sdo) ファイルを、 ModelSim でのシミュレーションに対し生成できます。それにより
ModelSim でのシミュレーショにおいて、電力解析の入力として使用するより正確な.vcdを出力する
ことができます。.sdoを生成する前に、Fitter (Finalize) をかならず実行してください。

注意: EDA Netlist Writer は現在、 インテル Stratix 10 デザインの ModelSim シミュレーターでの
Verilog .voシミュレーションに向けた.sdoファイルの生成のみをサポートしています ( ModelSim
- Intel FPGA Edition ではありません)。EDA Netlist Writer は現在、他のシミュレーターやデバイス
ファミリーに向けての.sdoファイルの生成をサポートしていません。

図 -10: 電力解析における SDO の使用

Intel Quartus Prime
Power Analyzer

Power Analyzerの入力 Power Analyzerの出力

電力解析
レポート

信号アクティ
ビティー
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ているシミュ

レーター
VCD

ファイル

動作条件 (1)

SDO
ファイル

SDOの生
成を有効
にする

フィット後
のデザイン

1. Assignments > Settings > EDA Tool Settings > Simulation の順にクリックしま
す。Tool name で、 ModelSim および Verilog を Format for output netlist に選択し
ます。

2. More EDA Netlist Writer Settings をクリックします。Enable SDO Generation for
Power Estimation を On に設定します。Generate Power Estimate Scripts を
ALL_NODES に設定します。
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図 -11: EDA Netlist Writer のその他の設定

3. フィッターを実行するには、Processing > Start > Start Fitter (Finalize) の順でクリッ
クします。

4. デザインの機能を適切に行う代表テストベンチ (.vt) を作成します。

5. 出力.vcdの信号に適切な階層レベルを指定するには、プロジェクトの.qsfファイルに次のライ
ンを追加します。

set_global_assignment -name EDA_TEST_BENCH_DESIGN_INSTANCE_NAME 
     <DUT instance path> -section_id eda_simulation

(2)

6. フィッターの処理が完了したら、Processing > Start > Start EDA Netlist Writer の順
にクリックします。EDA Netlist Writer は次のファイルを/<project>/simulation/
modelsim/power/に生成します。

• <project>.vo (デフォルトで、.sdoファイルへのリファレンスを含みます。)

• <project>_dump_all_vcd_nodes.tcl—.vcdに保存するノードを指定します。

• <project>_v.sdo—バックアノテーションされた遅延推定です。

7. デザインおよびテストベンチをロードするための ModelSim スクリプト (.do) を作成し、
ModelSim を開始します。その後、.doスクリプトをソースします。

8. ModelSim が.vcdファイルに含める信号を指定するには、 ModelSim の
*_dump_all_vcd_nodes.tclをソースします。

9. .vcdファイルを生成するには、テストベンチとネットリストを ModelSim でシミュレーションしま
す。.vcdファイルは指定に基づき生成されます。

10. .vcdを電力解析への入力として指定します。詳細は、消費電力解析のための信号アクティビティ
ー・データの生成 (10 ページ) を参照ください。

(2) インスタンス名だけでなく、テストベンチの完全な階層パスを指定してください。たとえば、c だけではなく、a|b|c を
指定します。
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1.3.2.1.3. シミュレーションのグリッチ・フィルタリング

グリッチ・フィルタリングは、サードパーティー製のシミュレーターで生成する.vcdで有効にし、消費電
力解析に使用することができます。Perform glitch filtering on VCD files オプションをオンに
してください。

図 -12: VCD でのグリッチ・フィルタリングの有効化

Power Analyzer はグリッチを、間隔が非常に狭い 2 つの信号の遷移として定義しています。このパル
ス、またはグリッチは、ロジックまたは配線回路が応答するよりも早く発生します。伝播遅延モデル・シミ
ュレーターの出力には、一部の信号のグリッチが含まれます。デバイスのロジックおよび配線構造は、デ
バイスファミリーに応じて、数十から数百ピコ秒の長さのグリッチをフィルタリングするローパスフィル
ターを形成します。

一部のサードパーティー製のシミュレーターは、デフォルトモデルとして伝播遅延モデルとは異なるモデ
ルを使用しています。モデルが異なれば、信号アクティビティーおよび消費電力見積もりに差が生じま
す。ModelSim のデフォルトモデルである慣性遅延モデルは、伝播遅延モデルよりも多くのグリッチをフ
ィルタリングし、通常、より低い消費電力見積もりを生成します。

注意: インテル FPGA では、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのグリッチ・フィルタリング・サポー
トをサードパーティー製のシミュレーターで使用する場合、伝播シミュレーション・モデルを使用すること
を推奨しています。慣性シミュレーション・モデルを使用する場合、シミュレーションのグリッチ・フィルタ
リングの効果はほとんどありません。

シミュレーターでのグリッチ・フィルタリングは、1 つのロジックエレメント (LE) または他の回路素子の
出力上のグリッチを、ダウンストリームの回路素子へ伝播しないようにフィルタリングし、グリッチがシ
ミュレーション結果に影響をおよぼさないようにすることもできます。グリッチ・フィルタリングは、1 つ
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の信号上のグリッチが、すべてのダウンストリームのロジックに非物理的なグリッチを生成するのを防ぎ
ます。非物理的なグリッチが生成されると、信号のトグルレートおよび電力見積もりが過剰に高くなる可
能性があります。XOR 演算を実装するためにコンフィグレーションされる乗数や論理セルなど、すべての
入力遷移が出力遷移を生成する回路素子では、特にグリッチが発生する傾向にあります。したがって、こ
のような機能を備えた回路でグリッチ・フィルタリングを使用しないと、電力見積もりが過剰になる可能
性があります。

注意: インテル FPGA では、 も正確な電力見積もりを得るためにグリッチ・フィルタリング機能を使用するこ
とを推奨しています。.vcdファイルの場合、Power Analyzer のフローは 2 つのレベルのグリッチ・フ
ィルタリングをサポートします。

.vcdファイルリーダーは、シミュレーションのグリッチ・フィルタリングを補足するフィルタリングを実
行しますが、精度はそれほど高くありません。.vcdファイルリーダーには論理ブロックのグリッチを除
去する能力がありますが、特定のグリッチがダウンストリームの論理や配線に与える潜在的な影響に関
しての判断はできません。シミュレーション中にグリッチをフィルタリングすると、ダウンストリームの配
線と論理の自動的な切り替わりが回避されます。

注意: Power Analyzer への入力を生成するのではなく、デザイン検証のためにシミュレーションを実行する
場合、インテルでは、機能性の観点からグリッチ・フィルタリング・オプションをオフにし、 も厳格で保守
的なシミュレーションを生成することを推奨しています。Power Analyzer への入力を生成するために
シミュレーションを実行する場合、インテル FPGA では、グリッチ・フィルタリングをオンにし も正確な
電力見積もりを生成することを推奨しています。

1.3.2.2. ベクタレス見積もりで補足する RTL (機能性) シミュレーションの信号アクティビティー

機能的なシミュレーション・フローでは、シミュレーションはデザイン内のすべてのピンとレジスターのト
グルレートおよび静的確率を提供します。ベクタレス見積もりは、ピンとレジスター間のすべての組み合
わせノードの値を埋め、良好な結果をもたらします。このフローは通常、サードパーティー製の RTL シミ
ュレーターを使用する際のコンパイル時間に有効に働きます。

1.3.2.2.1. RTL シミュレーションにおける制約

RTL シミュレーションでは、合成によっていくつかのレジスター名が失われるため、フィット後のネットリ
スト内のすべてのレジスターに対して信号アクティビティーが提供されないことがあります。例えば、合成
によりステートマシンとカウンターが自動的に変換され、それらの構造内のレジスター名が変更される
場合などです。

1.3.2.3. ベクタレス見積もりからの信号アクティビティーおよびユーザーが提供する入力ピンのアクティ
ビティー

ベクタレスの見積もりフローは、レジスターに対するベクタレスの見積もりが完全に正確ではないため、
精度が低くなります。

1.3.2.4. ユーザーデフォルトのみの信号アクティビティー

ユーザーデフォルトのみのフローでは、精度が も低くなります。

1.3.3. デフォルトのトグルレートの指定

消費電力解析に向け、デザインで Default toggle rates for unspecified signals を指定でき
ます。他の方法で信号アクティビティー・データが指定されていない場合、Power Analyzer はデフォル
トのトグルレートを使用します。
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図 -13: デフォルトのトグルレートの指定

トグルレートは、絶対項 (1 秒あたりの遷移) で指定するか、各ノードで有効なクロックレートの割合とし
て指定します。クロックのトグルレートは、クロックのタイミング設定から得られます。例えば Power
Analyzer で、100 MHz の fMAX 制約と、デフォルトの相対トグルレート 20％をクロックに指定した場
合、このクロックドメインのノードはクロック周期の 20％で遷移します。つまり、1 秒あたり 2000 万回
の遷移が発生します。

Power Analyzer は、クロックドメインがあいまいな場合にノードのクロックドメインを特定できないこ
とがあります。例えば、クロックドメインに対し十分なタイミング制約を指定しない限り、Power
Analyzer はノードのクロックドメインを特定できません。Power Analyzer がノードのクロックドメイ
ンを特定できない場合、Power Analyzer はトグルレートをゼロに置き換え報告します。

関連情報
トグルレート (30 ページ)

1.3.4. エンティティー固有のトグルレートの指定

トグルレートおよび静的確率は、デザイン内のそれぞれのノードとエンティティーに割り当てることがで
きます。これらの割り当ては 優先され、他のすべての信号アクティビティー・ソースからのデータを無効
にします。

Assignment Editor または Tcl コマンドを使用し、Power Toggle Rate および Power Static
Probability 割り当てを作成する必要があります。電力のトグルレートは、Power Toggle Rate 割
り当てを使用し、1 秒あたりの遷移の絶対トグルレートとして指定することができます。もしくは、
Power Toggle Rate Percentage 割り当てを使用し、割り当てられたノードのクロックドメインに
対するトグルレートを、階層レベルで行われているより詳細な割り当てに指定することができます。

注意: Power Toggle Rate Percentage 割り当て使用時にノードがクロックドメインを持たない場合、
インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは警告を発行し、その割り当てを無視します。

トグルレートと静的確率を個々のノードとエンティティーに割り当てることは、分析する信号またはエン
ティティーに関して理解している場合に適切です。例えば、100 Mhz のデータバスまたはメモリー出力
が、本質的にランダムな (時間に相関のない) データを生成することを把握している場合、0.5 の静的確
率と 1 秒あたり 5000 万遷移のトグルレートを直接入力することができます。

Power Analyzer は双方向の I/O ピンを異なる方法で扱います。ピンの組み合わせ入力ポートと出力
パッドは同じ名前を共有します。ただし、それらのポートは同じ信号アクティビティーを共有しない場合
があります。信号アクティビティーの割り当てを読み取る際に、Power Analyzer は異なる名前を作成し
ます。双方向信号を出力としてコンフィグレーションする場合は <node_name~output> の名前を
作成し、信号を入力としてコンフィグレーションする場合は <node_name~result> になります。例え
ば、デザインに MYPINという双方向ピンがある場合、組み合わせ入力の割り当ては MYPIN~result
の名前を使用し、出力パッドの割り当ては MYPIN~outputの名前を使用します。
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注意: Assignment Editor でロジックの割り当てを作成する際に、MYPIN~resultおよび
MYPIN~outputのノード名をノード・ファインダーで見つけることはできません。そのため、ロジックの
割り当てを作成するには、2 つの異なるノード名を手動で入力し、双方向ピンの入力および出力ポートに
割り当てを作成する必要があります。

1.3.4.1. クロックノードのトグルレート

クロックノードの場合、シミュレーション・データおよびユーザーが入力する信号アクティビティー・デー
タを使用できない場合、Power Analyzer はタイミング要件を使用しトグルレートを得ます。fMAX 要件
は 1 秒あたりのフルサイクルを指定しますが、各サイクルは立ち上がり遷移と立ち下がり遷移を表しま
す。例えば、100 MHz のクロック fMAX 要件は、クロックノードの 1 秒当たり 2 億遷移に相当します。

1.3.5. シミュレーション・ノード名の一致の回避

.vcdを 上位のエンティティー以外のエンティティーに適用すると、ノード名の不一致が起こります。モ
ジュラー・デザイン・フローでは、異なる インテル Quartus Prime のプロジェクトで作成されたゲート
レベルのシミュレーション・ファイルのノード名が、現在の インテル Quartus Prime のプロジェクトの
ものと一致しない可能性があります。

例えば、8b10b_enc.vcdというファイルを、8b10bエンコーダーのシミュレーション中に インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアの別のプロジェクトである 8b10b_encで生成したとします。こ
の.vcdを別のプロジェクトの Topにインポートすると、.vcdを Topプロジェクトの 8b10b_enc
モジュールに適用する際に名前の不一致が起こる可能性があります。この不一致は、 インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアが、8b10b_enc.vcdのすべての組み合わせノードに Topプロジ
ェクトとは異なる名前を付ける可能性があるために起こります。

1.4. 消費電力解析レポートの表示

電力解析が問題なく終了すれば、Power Analyzer の Reports ボタンをクリックし、Compilation
Report の Power Analysis セクションを表示します。
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図 -14: 消費電力解析レポート

消費電力解析レポートには、次のセクションがあります。

Summary

レポートの Summary セクションには、デザインの総熱消費電力の見積もりが表示されます。これに
は、動的および静的な熱消費電力および I/O の熱消費電力が含まれます。I/O の熱消費電力には、
VCCIO および VCCPD 電源から引き出される I/O 電力の総量と、I/O バッファーおよび I/O レジスター
などの I/O サブシステム内の VCCINT から引き出される電力が含まれます。レポートには、信号アクティ
ビティーのデータソースの全体的な質を反映する信頼度も含まれています。例えば、消費電力見積もり
の信頼度の値が Low の場合、提供されたトグルレートのデータが不十分だったか、消費電力の見積も
りに使用された信号アクティビティー情報のほとんどが、デフォルトまたベクタレスの見積もり設定によ
るものだったことを反映しています。入力データの詳細については、Power Analyzer の Confidence
Metric レポートを参照ください。

Power Savings Summary

SmartVID による消費電力の削減など、省電力量 (mW) や省電力方法の種類を一覧にします。

Parallel Compilation

並列コンパイルを有効にすると、Parallel Compilation レポートに電力解析中に使用したプロセッサ
ー数が表示されます。

Settings

レポートの Settings セクションには、デフォルトの入力トグルレート、動作条件、その他の関連する設定
の情報など、デザインの Power Analyzer の設定情報が表示されます。
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Simulation Files Read

レポートの Simulation Files Read セクションは、.vcdが電力見積もりに使用したシミュレーション
出力ファイルを一覧表示します。このセクションはまた、ファイル ID、ファイルタイプ、エンティティー、
VCD の開始時間、VCD の終了時間、不明な割合、およびトグルの割合も含みます。不明な割合は、シミ
ュレーション・ベクトルが使用していないデザインモジュール部を示しています。

Operating Conditions Used

レポートの Operating Conditions Used セクションは、消費電力見積もり中のデバイス特性、電圧、
温度、および冷却ソリューションを該当する場合に表示します。このセクションには、電力解析に入力さ
れたジャンクション温度または自動計算されたジャンクション温度も表示されます。

Thermal Power Dissipated by Block

レポートの Thermal Power Dissipated by Block セクションは、アトム別に分類された動的熱消費
電力および静的熱消費電力の見積もりを表示します。この情報は、デザイン内の各アトムの推定消費電
力を提供します。

デフォルトでは、このセクションにデータは含まれていません。Power Analyzer Settings ページ
の Write power dissipation by block to report file オプションでオンにしてください。

Thermal Power Dissipation by Block Type (Device Resource Type)

レポートの Thermal Power Dissipation by Block Type (Device Resource Type) セクション
は、ブロックタイプ別に分類された動的熱消費電力と静的熱消費電力の見積もりを表示します。この情
報は、動的電力と静的電力の見積もりにさらに分類され、ブロックタイプ別の平均トグルレートを提供し
ます。熱消費電力は、FPGA デバイスから熱として放出される電力です。

Thermal Power Dissipation by Hierarchy

レポートの Thermal Power Dissipation by Hierarchy セクションは、 デザインの階層別に分類さ
れた動的熱消費電力および静的熱消費電力を表示します。この情報は、その階層内のブロックおよび配
線で使用される動的および静的電力にさらに分類されます。これは、デザイン内で高い消費電力を占め
るモジュールを特定する場合に便利です。

Core Dynamic Thermal Power Dissipation by Clock Domain

レポートの Core Dynamic Thermal Power Dissipation by Clock Domainセクションは、各クロ
ックドメイン別にコアの動的消費電力の見積もり合計を表示し、デザイン内の各クロックドメインの消
費電力の見積もりを提供します。ドメインのクロック周波数が制約で指定されていない場合、クロック周
波数は「未指定」と表示されます。組み合わせロジックの場合はすべて、クロックドメインは 0 MHz のク
ロックなしと表示されます。

Current Drawn From Voltage Supplies

レポートの Current Drawn from Voltage Supplies セクションは、各電源から引き出される電流を
一覧にします。VCCIO および VCCPD 電源は、I/O バンクおよび電圧によってさらに分類されます。このセ
クションには、各供給電圧に対する 小安全電源サイズ (電流供給能力) も表示されます。電源にユー
ザーモードの要件を超える特定の始動電流要件がある場合、 小電流要件はユーザーモードの電流要
件より高くなる場合があります。

Summary ページの I/O の熱消費電力は、このレポートに記載されている VCCIO および VCCPD 電源か
ら引き出される電力とは直接関係ありません。これは、I/O の熱消費電力の値には、I/O 電源としてモデ
ル化され、VCCIO および VCCPD 電源から電力を引き出さない I/O エレメント (IOE) レジスターなどの
VCCINT 電力の一部も含まれているためです。
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Power Analyzer レポートで報告される I/O 電源 (ICCIO および ICCPD) から引き出される電流に
は、I/O を介しオフチップ終端抵抗に引き込まれる電流が含まれます。そのため ICCIO および ICCPD
の値は、報告される I/O の熱消費電力よりも高くなる可能性があります。これは、オフチップ電流は他の
部分で熱として消費され、デバイスの温度計算に影響しないためです。よって、I/O の熱消費電力の総量
は、各 VCCIO および VCCPD 電源から引き出される電流の合計に VCCIO および VCCPD 電圧を乗算した
値に等しくなりません。

SoC デバイスの場合、スタンドアロンの ICC_AUX_SHARED に引き出される電流に関する情報はあ
りません。ICC_AUX_SHARED は、ICC_AUX とともに報告されます。

Confidence Metric Details

Confidence Metric は、組み合わせ信号とレジスターされた信号の信号アクティビティー・データ・ソー
スの重みの合計によって定義されます。各信号にはトグルレート・ソースと静的確率ソースの 2 つのデー
タソースが割り当てられます。

Confidence Metric Details セクションもまた、電力見積もりを計算するための信号トグルレート・デ
ータの質を示しています。動作中に信号のトグルレート・データを、デバイス内の実際の信号トグルレー
トの信頼性の低い予測子から得ている場合は信頼度が低くなります。シミュレーションや、特定の信号
またはエンティティーに対してユーザーが入力した割り当てから得られるトグルレート・データは信頼性
があります。デフォルトのトグルレート (クロック周期の 12.5％など) またはベクタレスの見積もりから
得ているトグルレート・データは比較的不正確です。このセクションでは、トグルレート・データの全体的
な信頼度を低から高で示します。このセクションはまた、シミュレーション、ユーザー入力、ベクタレスの
見積もり、またはデフォルトのトグルレート見積もりのそれぞれからトグルレートを取得したピン、レジ
スター、および組み合わせノードの数もまとめます。この詳細情報を使用し、信頼度を上げる方法を理解
し、トグルレート・データに対するご自身の自信を定めることができます。

Signal Activities

Signal Activities セクションは、ファンアウトとピンを持つすべての信号の電力解析で想定されるトグ
ルレートと静的確率を一覧にします。このセクションではまた、トグルレートおよび静的確率の信号タイ
プ (ピン、レジスター済み、組み合わせ) とデータソースも表示します。デフォルトでは、このセクションに
はデータが含まれていません。Power Analyzer Settings ページの Write signal activities
to report file オプションでレポートをオンにすることができます。

大規模なデザインには多数の信号が存在するため、インテルでは Write signal activities to
report file オプションをオフにすることを推奨しています。Assignment Editor を使用し、個別にノ
ードやエンティティーのアクティビティーが報告されるように指定できます。Power Report Signal
Activities 割り当てで必要なノードにオンの値を割り当ててください。

Messages

Messages セクションは、解析中に インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアが生成するメッセー
ジをリスト表示します。

1.5. モジュラー・デザイン・フローでの消費電力解析

モジュラーまたは階層デザインフローでは、各デザインブロックを個別に開発後、これらのブロックを上
位レベルのデザインにインスタンス化し、完全なデザインを形成します。インテル Quartus Prime 開発
ソフトウェアは、 上位のデザインまたは、デザインをともなうブロックそれぞれのシミュレーションおよ
び電力解析をサポートします。

1. 消費電力の解析
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図 -15: モジュラー・シミュレーション・フロー
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複数の.vcdシミュレーション出力ファイルを、特定のエンティティー名に関連付けることができます。
それにより、部分的なデザインのシミュレーションをデザイン全体の電力解析に統合することができま
す。エンティティーに複数の.vcdファイルを指定する場合、複数のシミュレーション・ファイルに同じ信
号の信号アクティビティー情報を含めることができます。その場合、Power Analyzer は次の規則に従
います。

• 複数の.vcdファイルを同じデザイン・エンティティーに適用する場合、Power Analyzer は信号ア
クティビティーを各.vcdの均等加重の算術平均として計算します。

• 複数のシミュレーション・ファイルをデザイン階層内の異なるレベルのデザイン・エンティティーに適
用する場合、電力解析の信号アクティビティーは、 も具体的なデザイン・エンティティーに適用され
るシミュレーション・ファイルより抽出されます。

次の図は、階層デザインの例を表しています。

図 -16: 階層デザイン例

8b10b_dec:decode1

8b10b_dec:decode2

8b10b_dec:decode3

8b10b_rxerr:err1

mux:mux1

8b10b_enc:encode1

Top

デザインの 上位のモジュールは Topと呼ばれ、3 つの 8b/10b デコーダーと、それに続く muxで構
成されています。ソフトウェアは mux出力をエンコードし、 上位モジュールの 終的な出力を生成し
ます。エラーを処理するモジュールは、8b/10b デコードエラーを処理します。Top モジュールは、デザイ
ンの 上位エンティティーと、他のモジュールの一部として定義されていないロジックを含みます。 上
位モジュールのデザインファイルは、階層エンティティーのラッパーにすることも、独自のロジックを含め
ることも可能です。

以下の使用例のシナリオは、デザインのシミュレーションおよび、.vcdを Power Analyzer へインポ
ートする一般的な方法を示しています。
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1.5.1. デザイン全体のシミュレーションでの消費電力解析フロー

サードパーティー製のシミュレーターでデザイン全体をシミュレーションし、.vcdを生成することが可
能です。その後 Power Analyzer に.vcdをインポートすることができます ( 上位デザインを指定)。
消費電力解析は、生成された.vcdからの信号アクティビティー情報を使用します。それには、decode
[1-3]、err1、mux1および encode1などのサブモジュールに適用されるものも含まれています。

1.5.2. モジュラー・デザイン・シミュレーションの電力解析フロー

上位デザインを個別にシミュレーション後、生成されたすべての .vcdファイルを Power
Analyzer にインポートすることができます。例えば、8b10b_dec、mux、8b10b_rxerr、
8b10b_encをデザイン全体から独立してそれぞれシミュレーションすることができます。その後、各シ
ミュレーションで生成された.vcdファイルを、適切なインスタンス名を指定しインポートできます。例
えば、シミュレーションで 8b10b_dec.vcd、8b10b_enc.vcd、8b10b_rxerr.vcd、
mux.vcdのファイルが生成された場合、次の表にあるインポート指定を使用できます。

表 3. インポート指定

ファイル名 エンティティー

8b10b_dec.vcd Top|8b10b_dec:decode1

8b10b_dec.vcd Top|8b10b_dec:decode2

8b10b_dec.vcd Top|8b10b_dec:decode3

8b10b_rxerr.vcd Top|8b10b_rxerr:err1

8b10b_enc.vcd Top|8b10b_enc:encode1

mux.vcd Top|mux:mux1

生成される消費電力解析は、各ファイルのシミュレーション・ベクトルを割り当てられたエンティティーに
適用します。シミュレーションは、ピンおよび機能ブロックの出力に対し信号アクティビティーを提供しま
す。エンティティー・インスタンスへの入力がデザイン全体の入力ピンである場合、そのインスタンスに関
連するシミュレーション・ファイルは、そのインスタンスの入力に信号アクティビティーを提供しません。
例えば、mux1などのエンティティーへの入力は、デコード・エンティティーの 1 つの出力で信号アクティ
ビティーが指定されています。

1.5.3. 複数のシミュレーションの消費電力解析フロー

デザイン全体またはデザインの特定のモジュールに対し、複数のシミュレーションを実行できます。例え
ば、 上位のデザイン検証プロセスには 3 つの異なるシミュレーション・テストベンチを持つことができ
ます。1 つは通常動作に対して、他の 2 つはコーナーケースに向けてのものです。これらのシミュレーシ
ョンはそれぞれ個別の.vcdを生成します。この場合、次の表に示すように、同じ 上位エンティティー
に異なる.vcdファイル名を適用します。

表 4. 複数のシミュレーションのファイル名およびエンティティー

ファイル名 エンティティー

normal.vcd Top

corner1.vcd Top

corner2.vcd Top
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生成される消費電力解析は、各シミュレーション・ファイルから計算される信号アクティビティーの算術
平均によって、使用する 終的な信号アクティビティーを取得します。信号 err_out が、
normal.vcdにおいて毎秒 0 遷移、corner1.vcdにおいて毎秒 50 遷移、corner2.vcdにお
いて毎秒 70 遷移のトグルレートを持つ場合、消費電力解析の 終的なトグルレートは毎秒 40 遷移に
なります。

Power Analyzer で、複数のインスタンスからの情報の読み取りおよび信号アクティビティーの算術平
均を取得しない場合、必要なインスタンスからの信号のみを含む.vcdを使用します。

1.5.4. オーバーラップ・シミュレーションの消費電力解析フロー

デザイン全体に対しシミュレーションを実行し、 8b10b_rxerrなどのサブモジュールにより徹底的
なシミュレーションを実行することが可能です。次の表は、オーバーラップ・シミュレーションのインポー
ト指定を示します。

表 5. オーバーラップ・シミュレーションのインポート指定

ファイル名 エンティティー

full_design.vcd Top

error_cases.vcd Top|8b10b_rxerr:err1

この場合、ソフトウェアは生成された .vcd内のすべてのノードに対し、error_cases.vcdからの
信号アクティビティーを使用し、error_cases.vcd内のノードと重複しないノードに対してのみ
full_design.vcdからの信号アクティビティーを使用します。より具体的な階層 ( 下位モジュー
ル) は通常、重複しているノードの信号アクティビティーになります。

1.5.5. パーシャル・デザイン・シミュレーションの消費電力解析フロー

シミュレーション時間すべてを信号アクティビティーの計算に適用しないシミュレーションを行うことが
可能です。例えば、シミュレーションを 10,000 クロックサイクル実行し、 初の 2,000 クロックサイク
ルでチップをリセットしたとします。Power Analyzer が 10,000 サイクル全体で信号アクティビティー
の計算を実行すると、トグルレートは安定状態の値の 80％にしかなりません (シミュレーションの 初
の 20％においてチップがリセットされているため)。この場合、電力解析に.vcdの有用な部分を指定
する必要があります。Limit VCD Period オプションで、信号アクティビティーの計算に開始と終了の
タイミングを指定することが可能になります。

1.5.5.1. 信号アクティビティー計算の開始と終了タイミングの指定

Limit VCD period オプションを使用し信号アクティビティーの計算に開始と終了のタイミングを指
定するには、次の作業を行ってください。

1. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで Assignments > Settings をクリックします。

2. Category リストの Power Analyzer Settings をクリックします。

3. Use input file(s) to initialize toggle rates and static probabilities during
power analysis オプションをオンにします。

4. Add をクリックします。

5. File name および Entity フィールドで必要なファイルを検索します。
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6. Simulation period の VCD file および Limit VCD period オプションをオンにします。

7. Start time および End time フィールドで、必要な開始と終了のタイミングを指定します。

8. OK をクリックします。

次の Tcl または.qsf割り当てを使用し.vcdファイルを指定することも可能です。

set_global_assignment -name POWER_INPUT_FILE_NAME "test.vcd" -section_id 
test.vcd
set_global_assignment -name POWER_VCD_FILE_START_TIME "10 ns" -section_id 
test.vcd
set_global_assignment -name POWER_VCD_FILE_END_TIME "1000 ns" -section_id 
test.vcd
set_instance_assignment -name POWER_READ_INPUT_FILE test.vcd -to test_design

1.5.6. ベクタレス見積もりの消費電力解析フロー

一部のデバイスファミリーにおいて、Power Analyzer はシミュレーションやユーザーが入力する信号
アクティビティーのデータを使用せずに、ノードの信号アクティビティーの見積もりを自動的に抽出しま
す。

ベクタレスの見積もりは、そのノードに供給しているノードの信号アクティビティーと、そのノードが実装
する実際の論理機能に基づきノードの信号アクティビティーを統計的に推定します。ベクタレス見積もり
は、一次入力に対する信号アクティビティーを導き出せません。ベクタレス見積もりは組み合わせノード
に対しては正確ですが、登録済みノードに対して正確ではありません。そのため Power Analyzer では、
少なくとも登録済みノードおよび I/O ノードに対しては、精度確保のためにシミュレーション・データが
必要です。

1.6. スクリプティング・サポート

この章で説明されている手順の実行および設定の作成は、Tcl スクリプトで行うことが可能です。もしく
は、コマンドプロンプトで手順を実行することも可能です。スクリプティングのコマンドオプションに関す
る詳細は、 インテル Quartus Prime のコマンドラインおよび Tcl API ヘルプブラウザーを参照くださ
い。ヘルプブラウザーの実行には、コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。

quartus_sh --qhelp

関連情報
Intel Quartus Prime Pro Edition Settings File Reference Manual

1.6.1. コマンドラインからの Power Analyzer の実行

Power Analyzer を実行するための実行可能ファイルは quartus_powです。 quartus_powで
サポートされるすべてのコマンドライン・オプションのリストを表示するには、システム・コマンドプロン
プトで次のコマンドを入力します。

quartus_pow --help

または

quartus_sh --qhelp

以下に、quartus_pow実行可能ファイルの使用例を示します。以下に記載されているコマンドライン
を、システム・コマンドプロンプトで入力します。
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これらの例では、 インテル Quartus Prime の sample プロジェクトで操作が実行されると仮定してい
ます。

• 次の例は、Power Analyzer に EPE ファイルを生成するように指示します。

quartus_pow sample --output_epe=sample.csv ←

• 次の例は、消費電力見積もりを実行せずに EPE ファイルを生成するよう Power Analyzer に指示
します。

quartus_pow sample --output_epe=sample.csv --estimate_power=off  ←

• 次の例は、入力として.vcd (sample.vcd) を使用するよう Power Analyzer に指示します。

quartus_pow sample --input_vcd=sample.vcd ←

• 次の例は、2 つの.vcdファイルを入力ファイルとして使用し (sample1.vcdおよび
sample2.vcd)、.vcdでグリッチ・フィルタリングの実行、およびデフォルトの入力 I/O トグル
レートに 1 秒あたり 10,000 遷移を使用するよう Power Analyzer に指示します。

quartus_pow sample --input_vcd=sample1.vcd --input_vcd=sample2.vcd \
--vcd_filter_glitches=on --\
default_input_io_toggle_rate=10000transitions/s

• 次の例は、入力ファイルを使用しないことを Power Analyzer に指示し、デフォルトの入力 I/O ト
グルレートに 60%、ベクタレスの見積もりはオフ、残りのすべての信号におけるデフォルトのトグル
レートに 20%を指定しています。

quartus_pow sample --no_input_file --default_input_io_toggle_rate=60% \
--use_vectorless_estimation=off --default_toggle_rate=20%

注意: Power Analyzer Settings Operating Conditions ページに表示される情報を指定するコマ
ンドライン・オプションはありません。これらのオプションを指定するには、 インテル Quartus Prime
GUI を使用します。

Quartus_pow実行可能ファイルは、レポートファイルの <revision name> .pow.rptを作成し
ます。レポートファイルはメイン・プロジェクト・ディレクトリーにあります。レポートファイルには、Power
Analyzer Compilation Report と同じ情報が含まれています。

関連情報
消費電力解析レポートの表示 (17 ページ)

1.7. 消費電力解析の改訂履歴

この章には、以下の改訂履歴が適用されます。

1. 消費電力の解析
683174 | 2019.04.01

フィードバック インテル Quartus Prime プロ・エディション・ユーザーガイド: 消費電力の解析と 適化

25

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Quartus%20Prime%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E6%B6%88%E8%B2%BB%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%9E%90%E3%81%A8%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96%20(683174%202019.04.01)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

2019.04.01 19.1.0 • 消費電力解析で使用する SDO 生成に対する新しいサポートを説明しました。
• いくつかのトピックの見出しを変更し明確にしました。
• 情報フローを改善するため、一部のトピックの順序を変更しました。
• 消費電力解析レポートの Power Savings Summary および Parallel

Compilation に関する説明を追加しました。
• 消費電力解析フローの図を新たに追加しました。

2018.09.24 18.1.0 • 全体的に章を再編成しました。
• 消費電力に影響する要因を、電力の 適化の章に移動しました。
• Power Analyzer のハイレベルフローの図を更新しました。
• 消費電力解析の種類を、消費電力の見積もりとデザイン要件およびデザインのアクテ

ィビティーと消費電力の解析の 2 つのトピックに分割しました。
• デザインコンセプトからデザイン実装までの電力解析ツールの図を更新し、タイトルを

異なる入力と異なる消費電力解析ツールによる見積もり精度に変更しました。
• インテル Quartus Prime 開発ソフトウェア・プロ・エディションでサポートされていな

いデバイスファミリーに関する内容を削除しました。

2018.06.11 18.0.0 • EPE とインテル Quartus Prime Power Analyzer の比較において、Power
Analyzer がサポートするデータの出力タイプを更新しました。

• EPE とインテル Quartus Prime Power Analyzer の比較において、ダイナミック・
リコンフィグレーションでのみ有効になるフィーチャーである、トランシーバーの電力
見積もりに関する行を追加しました。

• Power Analyzer でサポートされていないフィーチャーを指定しました。

2017.05.08 17.0.0 PowerPlay 名への参照を削除しました。消費電力解析は、インテル Quartus Prime
Power Analyzer で行われます。

2016.10.31 16.1.0 • インテルにブランド名を変更しました。
• コンパイラーによる.vcdの生成サポートを削除しました。消費電力解析の.vcdフ

ァイルは、EDA シミュレーターで生成します。

2015.11.02 15.1.0 Quartus II のインスタンスをインテル Quartus Prime に変更しました。

2014.12.15 14.1.0 • 「完全なフィット後のネットリスト (タイミング) シミュレーションからの信号アクティ
ビティー」および、「完全なフィット後のネットリスト (ゼロ遅延) シミュレーションから
の信号アクティビティー」を削除しました。これらのサポートは終了しています。

• フィッター設定、Analysis & Synthesis 設定、およびフィジカル・シンセシス 適化
の位置をコンパイラー設定に更新しました。

2014.08.18 14.0a10.0 「電源から引き出される電流」を更新し、SoC デバイス、または Arria V SoC および
Cyclone V SoC デバイスに対しては、スタンドアロンの ICC_AUX_SHARED に引き込
まれる電流の情報は表示されないことを明確にしました。ICC_AUX_SHARED は、
ICC_AUX とともに報告されます。

2012 年 11 月 12.1.0 • 「消費電力解析の種類」 (8–2 ページ) および 「Confidence Metric Details」 (8–
23 ページ) を更新しました。

• 「.vcd の重要性」 (8–20 ページ) および「消費電力見積もりとハードウェア測定の不
一致の回避」 (8–24 ページ) を追加しました。

2012 年 6 月 12.0.0 • 「電源から引き出される電流」を更新しました (8–22 ページ)。
• 「HPS 電力計算ツールの使用」を追加しました (8–7 ページ)。

2011 年 11 月 10.1.1 • テンプレートを更新しました。
• 軽微な修正を行いました。

2010 年 12 月 10.1.0 • Quartus II Help へのリンクを追加し、不要な資料を削除しました。
• 「PowerPlay EPE スプレッドシートの作成」を 8–6 ページに移動しました。
• 軽微な修正を行いました。

continued...   
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

2010 年 7 月 10.0.0 • Quartus II シミュレーターのリファレンスを削除しました。
• 8–6 ページの表 8–1、8–13 ページの表 8–2、8–14 ページの表 8–3 を更新しまし

た。
• 8–9 ページの図 8–3、8–10 ページの図 8–4、8–12 ページの図 8–5 を更新しまし

た。

2009 年 11 月 9.1.0 • 「PowerPlay EPE スプレッドシートの作成」 (8–6 ページ) および「シミュレーション
結果」 (8–10 ページ) を更新しました。

• 「完全なフィット後のネットリスト (ゼロ遅延) シミュレーションからの信号アクティビ
ティー」 (8–19 ページ) および「完全なフィット後のネットリスト (ゼロ遅延) シミュ
レーションからの.vcd 生成」 (8–21 ページ) を追加しました。

• 「ModelSim ソフトウェアからの.vcd 生成」 (8–21 ページ) に軽微な変更を加えま
した。

• 11–24 ページの図 11–8 を更新しました。

2009 年 3 月 9.0.0 • バージョン 8.1 においてこの章は 11 章でした。
• バージョン 8.1 から図 11-10、11-11、11-13、11-14、11-17 を削除しました。

2008 年 11 月 8.1.0 • Quartus II ソフトウェア・バージョン 8.1 へ対応するよう更新しました。
• 図 11-3 を置き換えました。
• 図 11-14 を置き換えました。

2008 年 5 月 8.0.0 • 図 11–5 を更新しました。
• 「消費電力解析の種類」 (11–5 ページ) を更新しました。
• 「動作条件」 (11–9 ページ) を更新しました。
• 「PowerPlay Power Analyzer コンパイルレポート」 (11–31 ページ) を更新しまし

た。
• 「電源から引き出される電流」 (11–32 ページ) を更新しました。

関連情報
ドキュメント・アーカイブ

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブックを確認するには、ドキュメントのアー
カイブを検索してください。

1. 消費電力の解析
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2. 消費電力の最適化

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、デバイスの消費電力を完全に 適化するための消費電
力集中型のコンパイルを提供します。消費電力集中型のコンパイルは、合成および配置配線段階でのデ
ザインの総消費電力の削減に重点を置いています。

この章では、コアの動的消費電力および I/O 消費電力を削減するためのデザイン 適化に向けたオプ
ションと手法について説明します。これらの手法のほかに、プログラマブル・パワー・テクノロジーやデバ
イスのスピードグレード選択など、特定のデバイスでさらに利用できる消費電力 適化の手法がありま
す。

関連情報
• 消費電力の解析 (4 ページ)

• AN 711: Power Reduction Features in Intel Arria 10 Devices

• Intel FPGA の技術資料

2.1. 消費電力に影響する要因

電力消費に影響を与える以下の要素を理解することで、Power Analyzer を使用し、その結果を効果的
に解釈することができるようになります。

デザインのアクティビティーと消費電力の解析 (28 ページ)

デバイスの選択 (28 ページ)

環境条件 (29 ページ)

デバイスリソース使用率 (29 ページ)

信号アクティビティー (30 ページ)

2.1.1. デザインのアクティビティーと消費電力の解析

デバイスの消費電力は、時間の経過にともなうデザインのアクティビティーにも依存します。静的電力
(PSTATIC) は、ユーザークロックとは無関係にチップが消費する熱消費電力です。PSTATIC には、I/O お
よびトランシーバーの章で説明されている I/O DC バイアス電力およびトランシーバー DC バイアス電
力を除く、すべての FPGA 機能ブロックからのリーク電力が含まれます。動的消費電力は、信号アクティ
ビティーまたはスイッチングによりデバイスがさらに消費する電力です。

2.1.2. デバイスの選択

デバイスファミリーは、それぞれ異なる電力特性を持っています。選択するプロセス・テクノロジー、電源
電圧、電気設計、デバイス・アーキテクチャーなど、多くのパラメーターがそれぞれのデバイスファミリー
の消費電力に影響します。
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消費電力は、単一のデバイスファミリー内においても異なります。より多くのトランジスターを備えるより
大きなデバイスは、同じファミリーのより小さなデバイスよりも多くの静的電力を消費します。グローバ
ル配線アーキテクチャーを採用しているデバイスでは、動的消費電力もデバイスサイズとともに増加す
る可能性があります。

デバイスパッケージの選択もまた、デバイスの放熱能力に影響を与えます。場合によっては、ジャンクショ
ン温度の制約を満たすために異なる冷却ソリューションを採用する必要があります。

プロセスの変動は消費電力に影響を与える可能性があります。サブスレッショルド・リーク電流はトラン
ジスターのスレッショルド電圧の変化とともに指数関数的に変化するため、プロセスの変動は主に静的
電力に影響を与えます。そのため、静的電力については装置の仕様を参照し、経験に基づく観測を行わな
いでください。プロセスの変動は、動的消費電力にほとんど影響しません。

2.1.3. 環境条件

ジャンクション温度に影響を与える主な環境パラメーターは動作温度と冷却ソリューションです。動作
温度は主に、デバイスの静的消費電力に影響します。ジャンクション温度が高くなると静的消費電力は
増加します。使用するデバイスの熱消費電力および冷却ソリューションは、デバイスのジャンクション温
度をデバイスの 大動作範囲内に維持するものでなければなりません。

次の表は、消費電力に影響を与える環境条件を示します。

表 6. 消費電力に影響を与える環境条件

環境条件 説明

エアフロー デバイスの、デバイス周辺部からの加熱された空気を周囲温度の空気と入れ替える速度を評価します。
エアフローは、ファンを使用していない場合は「静止した空気」として、ファンを使用している場合は、システム
内のファンの 1 分あたりのリニアフィートとして指定できます。エアフローが多いほど熱抵抗が減少します。

ヒートシンクおよび放熱コンパウ
ンド

ヒートシンクは空気に触れる面積が大きいため、デバイスから周辺領域へのより効率的な熱伝達を可能にしま
す。ヒートシンクをデバイスに接続する放熱コンパウンドも放熱率に影響します。ケースと周囲間の熱抵抗パ
ラメーター (θCA) は、特定のエアフローに使用されているヒートシンクおよび放熱コンパウンドの冷却能力
を示します。より大きなヒートシンクとより効果的な放熱コンパウンドは、θCA を低下させます。

ジャンクション温度 デバイスのジャンクション温度は以下に等しくなります。

TJunction=TAmbient+PThermal·θJA

上記式において、θJA は、デバイスのトランジスターから環境への総熱抵抗であり、ワットあたりのセ氏で表さ
れます。θJA の値は、ジャンクションとケース (パッケージ) 間の熱抵抗 (θJC) と、冷却ソリューションのケース
と周囲間の熱抵抗 (θCA) の合計に等しくなります。

ボードの熱モデル ジャンクションとボード間の熱抵抗 (θJB) は、ボードを通る経路の熱抵抗で、ワットあたりのセ氏で表されま
す。ジャンクション温度の計算は、このボードの熱モデル、ボード温度、チップ上部の θJA および周囲温度を使
用し行うことが可能です。

2.1.4. デバイスリソース使用率

消費電力は、デザインが使用するデバイスリソースの数と種類によって異なります。

2.1.4.1. I/O ピンの数、種類、および負荷

出力ピンはオフチップ・コンポーネントを駆動するため負荷容量が大きくなり、遷移あたりの動的電力が
大きくなります。終端処理された I/O Standard は、出力ピンから一定の (静的) 電力を引き出す外部
抵抗が必要です。

2. 消費電力の最適化
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2.1.4.2. ハード・ロジック・ブロックの数と種類

より多くのロジックエレメント (LE)、乗数要素、メモリーブロック、トランシーバー・ブロック、または
HPS システムを備えるデザインは、より少ない回路素子を備えるデザインよりも多くの電力を消費する
傾向があります。各回路素子の動作モードもまた、その回路素子の電力消費に影響を与えます。

例えば、18×18 の乗算を実行する DSP ブロックと、積和演算を実行する DSP ブロックでは、各遷移で
の充電内部容量が異なるため、異なる量の動的電力を消費します。回路素子の動作モードも静的電力に
影響します。

2.1.4.3. グローバル信号の数と種類

グローバル信号ネットワークはデバイスの大部分に広がり電気容量が大きいため、多くの動的電力を消
費します。グローバル信号の種類も重要です。グローバルクロックはデバイス全体を網羅しますが、象限
クロックはデバイスの 1/4 にしか広がりません。より小さな領域に広がるクロック・ネットワークの電気
容量はより小さく、消費電力も小さくなる傾向があります。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェア
は、クロックの未使用の分岐を自動的に無効にするため、クロック・ネットワークによって駆動されるロジ
ック・アレイ・ブロック (LAB) の位置も影響します。

2.1.5. 信号アクティビティー

デザイン内の各信号の動作は、消費電力を見積もる際の重要な要素です。消費電力解析から正確な結果
を得るため、信号アクティビティーはデザインの実際の実行動作を表す必要があります。

も重要な信号の動作は、トグルレートと静的確率の 2 つです。

2.1.5.1. トグルレート

信号のトグルレートは、信号が単位時間あたりに値を変更する平均回数です。トグルレートの単位は 1
秒あたりの遷移であり、遷移は 1から 0、または 0から 1への変化です。

注意: 不正確な信号トグルレート・データは、消費電力の見積もりに誤差を発生させる 大の要因です。

ロジックおよび配線のためにボードトレース・モデルを頻繁に充電すると、動的消費電力はトグルレート
に比例して直線的に増加します。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、完全なレールツーレ
ール (Rail-to-Rail) のスイッチングをモデル化します。トグルレートが高い場合 (特に回路の出力 I/O
ピン)、ダウンストリームの電力容量を完全に充電する前に回路が遷移する可能性があります。その結
果、Power Analyzer が行う電力予測はわずかに控えめになります。

関連情報
デフォルトのトグルレートの指定 (15 ページ)

2.1.5.2. 静的確率

信号の静的確率は、デバイスの動作中に信号がロジック 1になる時間の割合です。静的確率は、0 (常に
グランド) から 1 (常にロジック High) の範囲におよびます。

入力信号の静的確率は、配線およびロジックの状態に依存するリークにより、デザインの静的消費電力
に影響します。この影響は、より小さなジオメトリーにおいてより重要になります。終端抵抗を駆動する出
力 I/O Standard では、静的電力は I/O ピンの静的確率にも依存します。

2. 消費電力の最適化
683174 | 2019.04.01

インテル Quartus Prime プロ・エディション・ユーザーガイド: 消費電力の解析と 適化 フィードバック

30

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Quartus%20Prime%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E6%B6%88%E8%B2%BB%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%9E%90%E3%81%A8%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96%20(683174%202019.04.01)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


2.2. Design Space Explorer II での消費電力に重点を置く最適化

Design Space Explorer II (DSE II) ツールは、 適な電力動作が得られるプロジェクト設定の特
定および実装を可能にします。

DSE II は、電力の 適化を目的とする 2 つのオプションを Exploration mode で提供しています。
Power (High Effort) および Power (Aggressive) はどちらも、デザインの消費電力の全体的
な向上を目的としています。特に、デザインの総熱消費電力の削減を目的にしています。

消費電力の改善を目的に 適化を行う場合、DSE II は インテル Quartus Prime Power Analyzer
を設定のグループすべてに実行します。生成されるレポートは、デザインのデバッグおよび、電源要件と
適なパフォーマンス間のトレードオフを判断するのに役立ちます。

関連情報
• Design Space Explorer II

Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Design Optimization の内容

• Launch Design Space Explorer Command (Tools Menu)
Intel Quartus Prime Help の内容

2.3. 消費電力に重点を置くコンパイル

インテル Quartus Prime における標準コンパイルフローは、解析と合成、配置配線、アセンブリー、お
よびタイミング解析で構成されます。消費電力に重点を置くコンパイルは、解析と合成および配置配線
の段階で行われます。

消費電力に重点を置くコンパイルを制御する インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの設定は、
Advanced Settings (Synthesis) ダイアログボックスの Power optimization during
synthesis リスト、および Advanced Fitter Settings ダイアログボックスの Power
optimization during fitting リストにあります。以降の章では、分析と合成レベル、およびフィッタ
ーレベルにおけるこれらの電力 適化に向けたオプションについて説明します。

2.3.1. 消費電力に重点を置く合成

合成ネットリストの 適化は、コンパイルフローにおける合成段階で行われます。これらの設定は、プロ
ジェクト・レベルまたはエンティティー・レベルで適用できます。

Power Optimization During Synthesis ロジックオプションは、解析と合成段階に行う電力の
適化に対する積極性を決定します。プロジェクト・レベルでこのオプションにアクセスするには、

Assignments > Settings > Compiler Settings > Advanced Settings (Synthesis)
の順にクリックします。
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表 7. Power Optimization During Synthesis のオプション

設定 説明 含まれる最適化の手法

Off コンパイラーは、消費電力を 小限に抑えるためのネットリスト、配置、
または配線の 適化を実行しません。

–

Normal compilation (デフォ
ルト)

コンパイラーは計算努力の低いアルゴリズムを適用し、ネットリストの
適化において消費電力の 小化を行います。この 適化はデザインの

パフォーマンスを低下させません。

• メモリーブロックの 適化
• 消費電力を考慮するロジック

マッピング

Extra effort Normal compilation 設定での手法に加え、コンパイラーは高い計
算努力を要するアルゴリズムを適用し、ネットリストの 適化において
消費電力の 小化を行います。このオプションを選択すると、パフォーマ
ンスに影響を与える可能性があります。

• メモリーブロックの 適化
• 消費電力を考慮するロジック

マッピング
• 消費電力を考慮するメモリー

バランス

メモリー 適化のオプションは、 インテル Quartus Prime の Settings ダイアログボックスからも制
御することができます。Default Parameters ページでは、Low_Power_Mode パラメーターを
編修することが可能です。このパラメーターの設定は、Power Optimization During Synthesis
ロジックオプションの値に相当します。メモリーの消費電力の 適化において、Low_Power_Mode
パラメーターは Optimize Power for Synthesis オプションよりも優先されます。

表 8. Low Power Mode のパラメーター・オプション

パラメーター値 Power Optimization During Synthesis ロジックオプション内
の相当する設定

None Off

Auto Normal compilation

All Extra effort

関連情報
• メモリーブロックにおけるクロックイネーブル (37 ページ)

• インテル Quartus Prime のコンパイラー設定 (35 ページ)

2.3.1.1. メモリーブロックの最適化

メモリーの 適化では、すべてのメモリータイプにおいて、ユーザー定義の読み取りまたは書き込みイネ
ーブル信号を、関連する読み取りおよび書き込みクロックイネーブル信号に移します。

メモリーブロックは、デザイン全体の動的消費電力の大部分を占める可能性があります。各クロックサイ
クル中にアクセスされるメモリーブロック数を 小限に抑えることで、メモリーの消費電力を大幅に削
減すことができます。

図 -17: メモリーブロックの変換
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シンプルなデュアルポート・メモリー・ブロックのデフォルトの実装では、書き込みクロックイネーブル信
号および読み取りクロックイネーブル信号は VCC に接続しており、読み取りおよび書き込みメモリーポ
ートを各クロックサイクル中にアクティブにしています。

メモリーの変換は、読み取りイネーブルおよび書き込みイネーブル信号を、読み取りクロックイネーブル
および書き込みクロックイネーブル信号にそれぞれ移します。メモリーポートはアクセスされていないと
きにシャットダウンされるため、この手法はデザインのメモリーが消費する電力を削減します。

2.3.1.2. 消費電力を考慮するロジックマッピング

消費電力を考慮するロジックマッピングでは、合成中にロジックを再配列し、スイッチング率の高いネッ
トをなくすことで消費電力を削減します。

2.3.1.3. 消費電力を考慮するメモリーバランスの構築

消費電力を考慮するメモリーバランスの構築は、メモリー実装に 適なコンフィグレーションを選択し、
必要なメモリーブロック、デコーダー、およびマルチプレクサー回路の数を決定することで 適な消費電
力の削減を実現します。デザインのメモリー機能に対してターゲットとするエンベデッド・メモリー・ブロ
ックが指定されていない場合、消費電力考慮型のバランサーはメモリーの実装中にそれらを自動的に選
択します。

Power Optimization During Synthesis ロジックオプションが Extra effort に設定されて
いる場合、コンパイラーはこの 適化の手法を取り入れます。

より少ないメモリーにアクセスすることで削減される消費電力と、追加されたデコーダーおよびマルチプ
レクサー・ロジックによって消費される電力の間にはトレードオフがあります。 インテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアは自動的に節電と消費のバランスをとり、消費電力が 小になるコンフィグレ
ーションを各論理 RAM に選択します。ベンチマーク・データは、消費電力に重点を置く合成ではメモリ
ーの消費電力を 大 60％、 Stratix デバイスで削減できることを示しています。

MAXIMUM_DEPTH パラメーターを手動で設定し、消費電力削減のための 適化に向けメモリーを
コンフィグレーションすることも可能です。この手法は、消費電力考慮型のメモリーバランサーを使用す
ることに等しいものですが、Power optimization リストの Extra effort のように自動ではなく、
手動での操作になります。メモリーの消費電力削減に向けた 適化において、MAXIMUM_DEPTH
パラメーターは Optimize Power for Synthesis オプションよりも優先されます。メモリーモジュ
ールの MAXIMUM_DEPTH パラメーターは、 インテル FPGA IP のインスタンス化もしくは IP カタ
ログで手動で設定できます。

関連情報
• RAM および ROM のパラメーター設定

インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー ユ ーザーガイド

• Maximum Block Depth Configuration
Embedded Memory (RAM: 1-PORT, RAM: 2-PORT, ROM: 1-PORT, and ROM: 2-
PORT) User Guide の内容

2.3.2. 消費電力に重点を置くフィッター

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、消費電力に重点を置くコンパイルにおけるフィッター
の設定をプロジェクト全体で制御できます。 Advanced Fitter Settings ダイアログページの
Power optimization during Fitting ロジックオプションで、消費電力 適化に対するフィッタ
ーの積極性を決定します。
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表 9. 消費電力に重点を置くフィッターのオプション

オプション 説明

Off フィッターは消費電力を 小限に抑えるための 適化を行いません。

Normal compilation (デフォ
ルト)

フィッターは配置および配線の 適化の際に、計算努力の低いアルゴリズムを適用し消費電力の 小化を行
います。この手法はデザインのパフォーマンスを低下させません。
DSP 機能に向け電力効率の良い DSP ブロックのコンフィグレーションを生成する、DSP の 適化を含みま
す。

Extra effort Normal Compilation オプションでの 適化手法に加え、フィッターは配置および配線の 適化の際に、
高い計算努力を要するアルゴリズムを適用し消費電力の 小化を行います。この手法は、パフォーマンスに影
響を与える可能性があります
フィッターに対する Extra effort の設定は、消費電力削減に向けてデザインを 適化するための広範囲に
およぶ努力を必要とします。そのため、コンパイル時間が長くなる可能性があります。

フィッターの Extra effort の設定は、配置中にロジックを接近させることでトグルの高いネットを局
所化し、電力容量の低い配線を選択することで、デザインがタイミング要件を満たした後でも消費電力を
小限に抑えることができます。

Extra effort の設定は、変更値ダンプ (.vcd) ファイルを使用し、デザインの信号アクティビティーに
基づきフィッターがデザインの消費電力を完全に 適化するよう導きます。フィッティング時における
良の消費電力 適化は、 も正確な信号アクティビティー情報を使用することで得られます。.vcdファ
イルがない場合、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、割り当て、クロック割り当て、ベクタレ
スの見積もり値など、Settings ダイアログボックスの Power Analyzer Settings ページの設定
から信号アクティビティーを推定します。

関連情報
Assignment Editor のオプション (36 ページ)

2.3.3. エリアに重点を置く合成

合成の際にエリアの 適化を使用すると、使用する論理ブロックが少ないため、タイミングもしくは遅延
の 適化の場合よりも消費電力が削減されます。より少ないロジックを使用することは通常、スイッチン
グ動作が少ないことを意味します。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、Speed、Balanced、Area を Optimization
Technique オプションとして提供しています。このロジックオプションはまた、Assignment Editor
を使用しデザインの特定のモジュールに指定することも可能です。例えば、Area 設定でエリアの縮小を
目指し (レジスター間のタイミング・パフォーマンスが犠牲になる場合があります)、その一方でデフォル
トの Optimization Technique 設定を Balanced に維持したまま特定のデバイスファミリーにお
いてエリアと速度の 良のトレードオフを行う場合などです。制約が過剰な場合、Speed
Optimization Technique はデザインのリソース使用率を増加させ、その結果、消費電力も増加す
る可能性があります。

関連情報
Assignment Editor のオプション (36 ページ)

2.3.4. ゲートレベル・レジスターのリタイミング

ゲートレベル・レジスターのリタイミングでも、回路のスイッチング動作を減少させることができます。リ
タイミングは、デザインの機能性を変更することなく組み合わせブロック間でレジスターを入れ替えま
す。
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インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの Perform gate-level register retiming オプシ
ョンでは、組み合わせロジック間のレジスターの移動を可能にしタイミングのバランスを取ることで、ソ
フトウェアがクリティカル・パスと非クリティカル・パスの間で遅延をトレードオフすることができるように
なります。

リタイミングは、パイプライン化よりも少ないレジスターを使用します。このゲートレベル・レジスターの
リタイミング例では、レジスターを組み合わせロジックに対して移動させることで、10 ns のクリティカ
ルな遅延が短縮し、データ深度とスイッチング動作が低減しています。

図 -18: ゲートレベル・レジスターのリタイミング

10 ns 5 ns

7 ns 8 ns

Before

After

ゲートレベル・レジスターのリタイミングは、ゲートレベルで変更を行います。サードパーティー製の合成
ツールからの ATOM ネットリストを使用している場合、Perform WYSIWYG primitive
resynthesis オプションを選択し、ATOM プリミティブのゲートへのマッピングを解除し (これにより
レジスターのリタイミングの実行が可能になります)、ゲートをインテル・プリミティブに再度マッピング
する必要があります。

関連情報
Netlist Optimizations and Physical Synthesis

Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Design Optimization の内容

2.3.5.  インテル Quartus Prime のコンパイラー設定

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、デザイン全体の消費電力を 適化する設定を提供して
います。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで 適化モードを設定するには、Assignments >
Settings > Compiler Settings の順にクリックします。

2. 消費電力の最適化
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図 -19: 消費電力最適化のためのコンパイラー設定

2 つの電力 適化モードで、コンパイラーが優先する 適化のメトリクスを指示します。

Power (High effort—increases runtime)

High effort モードでは、コンパイル時間を増やし、デザインのパフォーマンスに影響を与えない 適化
をさらに行うことが可能になります。High Power Effort モードは、コンパイルにより時間を費やし、配
線の使用を減らすようコンパイラーを導きます。これにより動的消費電力を削減します。

Power (Aggressive—increases runtime, reduces performance)

Aggressive モードは、コンパイル時間を増やしトレードオフを行います。このトレードオフは、他の 適
化のメトリクス (パフォーマンス、エリアなど) を損なう可能性があります。Aggressive Power モード
においてコンパイラーは、(Signal Activity ファイルを介して) 指定された 大のトグルレート、もしく
は推定 大トグルレートを持つ信号の配線使用を低減しようと試みます。これにより動的消費電力はさ
らに削減されますが、パフォーマンスに影響する可能性があります。

2.3.6. Assignment Editor のオプション

Assignment Editor では、それぞれのモジュールに対し Optimization Technique および
Synthesis Power Optimization を選択できます。このフィーチャーにより、より多くの作業を必要とす
るデザイン部分に集中できるようになります。

Optimization Technique ロジックオプションは、分析と合成での全体的な 適化目標を指定しま
す。つまり、パフォーマンスの 大化もしくはロジック使用率の 小化を試みます。

図 -20: Optimization Technique のオプション

Power Optimization During Synthesis ロジックオプションは、分析と合成において行う消費
電力 適化の積極性を決定します。

2. 消費電力の最適化
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図 -21: Power Optimization During Synthesis オプション

表 10. Power Optimization During Synthesis のオプション

設定 説明 含まれる最適化の手法

Off コンパイラーは、消費電力を 小限に抑えるためのネットリスト、配置、
または配線の 適化を実行しません。

–

Normal compilation (デフォ
ルト)

コンパイラーは計算努力の低いアルゴリズムを適用し、ネットリストの
適化において消費電力の 小化を行います。この 適化はデザインの

パフォーマンスを低下させません。

• メモリーブロックの 適化
• 消費電力を考慮するロジック

マッピング

Extra effort Normal compilation 設定での手法に加え、コンパイラーは高い計
算努力を要するアルゴリズムを適用し、ネットリストの 適化において
消費電力の 小化を行います。このオプションを選択すると、パフォーマ
ンスに影響を与える可能性があります。

• メモリーブロックの 適化
• 消費電力を考慮するロジック

マッピング
• 消費電力を考慮するメモリー

バランス

関連情報
• エリアに重点を置く合成 (34 ページ)

• 消費電力に重点を置くフィッター (33 ページ)

2.4. デザイン・ガイドライン

FPGA デザインの実装中に以下のデザイン手法を適用し、消費電力を削減することができます。 これら
の手法から得られる結果はデザインによって異なります。

2.4.1. クロックの消費電力の管理

クロックはスイッチング動作が多くパスが長いため、動的消費電力のかなりの部分を占めます。ブロック
の消費電力には、ロジック、メモリー、DSP または乗算ブロック内のローカルクロック分配が含まれるた
め、実際のクロック関連の消費電力はより高くなります。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアはクロック配線の消費電力を自動的に 適化し、ダウンス
トリームのレジスターへの供給に必要なクロック・ネットワーク部分のみを有効にします。

2.4.1.1. メモリーブロックにおけるクロックイネーブル

メモリーブロックでは、消費電力はクロックレートに関係しており、データおよびアドレスラインのトグル
レートの影響を受けません。一般的なデザインにおいて、メモリーはコアの動的電力の約 20 ％を消費し
ます。

メモリーブロックがクロックされると、ブロック内で一連のタイミングイベントが発生し読み取りおよび
書き込みを実行します。クロックが制御する回路は、あるサイクルから次のサイクルへのアドレスまたは
データの変化とは無関係に同じ量の電力を消費します。よって、入力データとアドレスバスのトグルレー
トは、メモリーの消費電力に影響しません。

2. 消費電力の最適化
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メモリーの消費電力削減に重要なのは、メモリーのクロックイベント数を減らすことです。これは、ネット
ワーク全体のクロック・ゲーティングによって、もしくは、メモリーごとにメモリーポートでクロックイネー
ブル信号を使用することによって行うことができます。

図 -22: メモリーのクロックイネーブル信号
以下は、メモリーブロックの内部クロックの論理図です。メモリーで適切なイネーブル信号を使用し、クロックをゲーティングする代わ
りにクロックイネーブル信号を活用します。

Enable Internal Memory Clk

Clk

0

1

クロックイネーブル信号は、必要時にのみメモリーを有効にし、それ以外はシャットダウンすることで、メ
モリー全体の消費電力を削減します。メモリーブロックの機能を生成する際に、これらのイネーブル信号
を含めます。

図 -23: RAM 2-Port のクロックイネーブル

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、 適な電力構築に向けた 良のデザインメモリーのコ
ンフィグレーションを自動的に選択します。ただし、IP コアのインスタンス化の際に、メモリーモジュー
ルに対し MAXIMUM_DEPTH パラメーターを設定することができます。

図 -24: RAM 2-Port の最大深度
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関連情報
• 消費電力に重点を置くコンパイル (31 ページ)

• クロックの消費電力の管理 (37 ページ)

• Clocking Modes and Clock Enable
Embedded Memory (RAM: 1-PORT, RAM: 2-PORT, ROM: 1-PORT, and ROM: 2-
PORT) User Guide の内容

2.4.1.2. LAB クロックの消費電力

クロックの消費電力に影響を与えるもう 1 つの要因は、LAB クロックです。LAB クロックは、LAB 内の
レジスターにクロックを分配します。LAB クロックは、全体的なクロック消費電力に大きく影響します。

図 -25: LAB 全体のコントロール信号

6

labclk1 labclk2 labclr2syncload

labclkena1 labclkena2 labclr1 synclr

Local
Interconnect

Local
Interconnect

Local
Interconnect

Local
Interconnect

Dedicated
LAB Row
Clocks

クロックツリー全体を無効にすることなく LAB 全体クロックの消費電力を削減するには、LAB 全体のク
ロックイネーブルを使用し、LAB 全体クロックをゲーティングします。 インテル Quartus Prime 開発
ソフトウェアは、レジスターレベルのクロックイネーブル信号を自動的に LAB レベルに引き上げます。
共有ゲートクロックは、共通のクロックおよびクロックイネーブルを共有する LAB 内のすべてのレジス
ターを制御します。これらのクロックイネーブルを活用するには、レジスターされたロジックに関連する
HDL コードで、クロック・イネーブル構造を使用します。

2.4.1.2.1. LAB 全体のクロックイネーブルの例

この VHDL コードは、LAB 全体のクロックイネーブルを利用しています。このクロック・ゲーティング・ロ
ジックは、自動的に LAB レベルのクロックイネーブル信号に変換されます。

IF clk'event AND clock = '1' THEN
    IF logic_is_enabled = '1' THEN
        reg <= value;
    ELSE
        reg <= reg;
    END IF;
END IF;

2. 消費電力の最適化
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2.4.1.3. クロックイネーブル

ゲーティングされたクロックの代わりにクロックイネーブルを使用します。

assign clk_gate = clk1 & gateA & gateB;
always @ (posedge clk_gate) begin
   sr[N-1:1] <= sr[N-2:0];
   sr[0]<=din1;
end

assign enable = gateA & gateB;
always @(posedge clk2) begin
   if (enable) begin sr[N-1:1] <= sr[N-2:0]; sr[0]<=din2;
   end
end

クロックツリー全体を無効にすることなく LAB 全体クロックの消費電力を低減するには、LAB 全体のク
ロックイネーブルを使用し、LAB 全体クロックをゲーティングします。

always @(posedge clk)
begin
   if (ena) temp <= dataa;
   else temp <= temp;
   end
end

2.4.1.4. グローバル信号

インテル FPGA には、さまざまな種類のグローバル信号のリソースがあります。グローバル信号はチッ
プ全体、またはより小さな領域に広げることができます。特定のドメインのファンアウトすべてを網羅で
きるクロック・ネットワークを選択してください。例えば、あるクロックのすべてのファンアウトがチップの
1/4 の領域内にある場合、クロック・ネットワークをチップ全体に広がるものから 1/4 の領域に広がるも
のに切り替えることで、クロックが消費する電力を削減できます。

2.4.1.4.1. Chip Planner でのクロック詳細の表示

1. Chip Planner を開きます。(Tools > Chip Planner の順にクリックします。)

2. Task ペインの Clock Reports にある、Report Clock Details をダブルクリックします。

図 -28: Chip Planner の Task ペイン
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図 -29: Report Clock Details

3. OK をクリックします。
Report ペインは Clock フォルダーを生成します。

4. Clock フォルダーを展開し、Used spine clock regions を選択して Chip planner をハイラ
イトします。

5. Layers Settings ペインで Regional/Periphery clock region をオンにし、使用してい
るスパインクロック領域が範囲内にあるかを確認します。

図 -30: Chip Planner におけるクロックのハイライト
この例では、グローバル信号ではなくリージョナル・クロック領域を使用しています。

2.4.1.5. Clock の結合

デザイン内のクロックと PLL を結合する可能性を評価します。

デザイン 2clk & 2PLL 1 Clk & 1 PLL

Oc_dma_stamp25 6.079W 5.46W

• 2clk & 2PLL

Clk1:350Mhz、ファンアウト 46788

Clk2: 365Mhz、ファンアウト 2450

• 1Clk & 1PLL

Merge clks

clk: 365Mhz、ファンアウト 51277
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2.4.2. パイプライン化およびリタイミング

グリッチは、組み合わせロジックの出力における不要かつ予測不可能な一時的なロジックの切り替わり
です。グリッチのあるデザインは、スイッチング動作が速いためより多くの電力を消費します。グリッチは
通常、入力信号のタイミングに不一致がある場合に発生し、不均一な伝播遅延につながります。

例えば、1 つの入力が 1から 0に変化し、その直後にもう 1 つの入力が 0から 1に変化する 2-input
XOR ゲートの場合、短い時間入力はどちらも 1 (high) になり、XOR ゲートの出力で 0 (low) になり
ます。そして 2 回目の入力遷移発生時に XOR ゲートの出力は 1 (high) になります。そのため、出力が
安定する前に入力遅延によって出力にグリッチが発生します。

図 -31: 出力でグリッチが発生する XOR ゲート

XOR (Exclusive OR) Gate
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Timing Diagram for the 2-Input XOR Gate

Glitch

t

グリッチは後続のロジックに伝播し、不必要なスイッチング動作を引き起こすため、消費電力が増加しま
す。演算回路や巡回冗長検査 (CRC) 回路など、多くの XOR 機能をともなう回路においては、レジスタ
ー間にいくつかのレベルの組み合わせロジックが存在する場合、多くのグリッチが発生する傾向があり
ます。

レジスターは、グリッチが組み合わせパスを介して伝播するのを防ぎます。パイプライン化は、レジスター
を挿入し組み合わせパスを分割する手法です。パイプライン化によりレジスター間のロジックレベル数を
減らすことで、より速いクロック速度動作をもたらすことができます。ただし、パイプライン化は 初の結
果までのクロックサイクル数に関し、回路のレイテンシーを増加させます。

次の図は、パイプライン化で行われる長い組み合わせパスの切断方法を表しています。

図 -32: パイプライン化の例
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このスイッチング動作の減少は、組み合わせロジックにおける電力消費を低減します。ただし、グリッチ
が少ないデザインでは、パイプライン化により不要なレジスターが追加され、消費電力が増加する可能
性があります。また、パイプライン化によってリソース使用率が増加する可能性もあります。

2.4.3. アーキテクチャーの最適化

デザインレベルでのアーキテクチャーの 適化により、デバイスのアーキテクチャー機能を効果的に利用
できるようになります。これらの機能には、メモリーまたは算術関連の機能を実行可能な専用メモリー、
DSP、または乗算器ブロックが含まれます。LUT の代わりにブロックを選択することで、消費電力を削減
できます。例えば、LE レジスターからシフトレジスターを構築する代わりに、RAM ベースの FIFO バッフ
ァーから大規模なシフトレジスターを構築することができます。

関連情報
Timing Closure and Optimization

Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Design Optimization の内容

2.4.4. I/O 消費電力のガイドライン

Power Analyzer は、Device and Pin Options ダイアログボックスの Capacitive Loading
ページで I/O Standard に設定されているデフォルトの容量性負荷を使用し I/O の消費電力を計算し
ます。ボードトレース・モデルで定義されている他のコンポーネントはいずれも、消費電力測定に考慮さ
れません。

非終端 I/O Standard

LVTTL や LVCMOS などの非終端 I/O Standard は、レールツーレールの出力振幅を持っています。出
力ピンのロジック High とロジック Low 信号の電圧差は、VCCIO 電源電圧に等しくなります。出力ピン
の容量性負荷がわかっている場合、次の式によって I/O バッファーで消費される動的電力が決まりま
す。

P = F ⋅ C ⋅ V 2
2

この式において

• F は出力遷移周波数です。

• C はスイッチングされる総負荷容量です。

• V は VCCIO 電源電圧に等しくなります。

VCCIO への二次依存により、低電圧の Standard が消費する動的電力は非常に少なくなります。

トランジスター間ロジック (TTL) I/O バッファーは、静的電力をほとんど消費しません。そのため、
LVTTL または LVCMOS 出力が消費する総電力は、負荷とスイッチング周波数に大きく依存します。

抵抗で終端処理される I/O Standard

SSTL や HSTL のように抵抗で終端処理される I/O Standard では、出力負荷電圧はバイアス点を中
心にわずかに振幅します。上記の動的消費電力の計算式は同様に有効ですが、V は実際の負荷電圧振
幅になります。この電圧は VCCIO よりもはるかに小さいため、同様の条件下において非終端 I/O と比較
すると、動的消費電力は低くなります。

I/O バッファーは抵抗で終端されるネットワークに常に電流を流しているため、抵抗で終端処理された
I/O Standard はかなりの静的 (周波数に依存しない) 電力を消費します。ただし、これらの I/O
Standard の動的消費電力は少ないため、高周波アプリケーションでは多くの場合、LVCMOS や
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LVTTL よりも総消費電力が低くなります。ベスト・プラクティスとして、抵抗で終端処理をする Standard
を使用する場合は、速度要件および波形要件を満たす必要 低限のドライブ強度の I/O 設定を選択し、
I/O の消費電力を 小限に抑えます。

未使用の I/O バンクを可能な限り低い VCCIO 電圧に接続することで、少量の静的消費電力を削減する
ことができます。

関連情報
• Managing Device I/O Pins

Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Design Constraints の内容

• Stratix シリーズ FPGA の I/O の接続

2.4.5. 動的に制御されるオンチップ終端 (OCT)

動的 OCT により、データ転送中に直列終端 (RS) と並列終端 (RT) を動的にオンまたはオフすること
ができます。この機能は、DDR メモリーと接続しているなど、外部メモリー・インターフェイスを備えた
FPGA で特に有効です。

動的 OCT は、データ伝送時に並列終端が消費する一定の DC 電力を排除するため、従来の終端に比べ
て消費電力が削減されます。並列終端は、HSTL や SSTL などの I/O Standard が使用されている外
部メモリーと接続するアプリケーションにおいて非常に有効です。並列終端は動的な OCT をサポートし
ており、これは双方向インターフェイスに効果的です。

特定のデバイスにおける動的 OCT に関しては、Intel Stratix 10 General Purpose I/O User
Guide または、 インテル Arria 10 コア・ファブリックおよび汎用 I/O ハンドブックを参照ください。

例-1: OCT を使用した DDR3 インターフェイスの消費電力削減例

並列 OCT で消費される静的電流は、VCCIO 電圧を 100 W で割った値に等しくなります。SSTL-15 を
備える DDR3 インターフェイスの場合、1 つのピンあたりの静的電流は次のようになります。
1.5V
100W = 15mA

よって、静的消費電力は次のようになります。
1.5V × 15mA = 22.5mW

72 の DQ ピンおよび 18 の DQS ピンを備えるインターフェイスの場合、静的消費電力は次のようにな
ります。
90pins × 2.25mW = 2.025W

動的な並列 OCT は、書き込み動作中の並列終端をディスエーブルするため、書き込みが 50%の時間で
行われるとすると、動的な並列 OCT によって削減される消費電力は次のようになります。
50 % × 2.025W = 1.0125W

Stratix IV デバイスでの動的 OCT に関しては、 Stratix IV Device Handbook の関連する章を参照
ください。

関連情報
• ダイナミック OCT

インテル Arria 10 コア・ファブリックおよび汎用 I/O ハンドブック

• Dynamic OCT
Intel Stratix 10 General Purpose I/O User Guide
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2.4.6. メモリーの最適化 (M20K/MLAB)

M20K メモリーブロックは、デザインの消費電力の大部分を占めます。Fitter RAM Summary Report
には、デザインのさまざまな部分のメモリーブロックの使用率が表示されます。

図 -33: Fitter RAM Summary Report

メモリーの使用を 適化するためのガイドラインは次のとおりです。

• 深度の浅いメモリーを M20K から MLAB へポートする

例えば、HDL で ramstyle属性を使用し実装します。

(* ramstyle = "MLAB" *) reg [0:7] my_ram[0:63];

• 書き込み中の読み取り動作を避け、(HDL レベルで) 可能な限り Don't care に設定する

書き込み中の読み取り動作は、シングルポートおよび双方向デュアルポート RAM の消費電力に影
響を与えます。Don't care は、読み取りイネーブル信号を既存の書き込みイネーブル信号 (存在
する場合) の逆に設定する 適化を可能にします。これにより、RAM のコアをシャットダウンするこ
とが可能になり、スイッチングが防止されることで大幅な消費電力の削減になります。

• 入出力レジスターを M20K にパッキングする

2.4.6.1. 実装

表 11. インテル Arria 10 デバイスにおけるシングルポート・エンベデッド・メモリーのコンフィグレーション
以下の表は、シングルポートの RAM モードおよび ROM モードでサポートされる 大のコンフィグレーションです。

メモリーブロック 深度 (ビット) プログラム可能な幅

MLAB 32 x16、x18、x20

64(3) x8、x9、x10

M20K 512 x40、x32

1K x20、x16

2K x10、x8

4K x5、x4

8K x2

16K x1

(3) ソフトウェア・エミュレーションによってサポートされ、MLAB ブロックの消費が増加します。
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図 -34: EPE からの数値

2.4.6.2. 読み取りまたは書き込みイネーブル

専用 RAM ブロックは、RAM が読み取りまたは書き込みサイクルでアクセスされる際に多くのエネルギ
ーを消費します。読み取りまたは書き込みイネーブルを追加することで、消費電力を削減できます。

2.4.7. DDR メモリー・コントローラーの設定

インテル Arria 10 外部メモリー・インターフェイス IP は、低電力モード設定を提供します。このオプシ
ョンは、コントローラーがアイドル状態のときに DDR メモリーを省電力モードにし、外部メモリー DDR
の消費電力を削減します。Enable Auto Power-Downおよび Auto Power-Down Cyclesの
設定でこの機能を有効にします。

パワーダウン・モード

Enable Auto Power-Down は、アイドル状態のコントローラー・クロック・サイクルが一定の回数
に達した場合に、メモリーデバイスをパワーダウン・モードにするようコントローラーに指示します。アイ
ドル待機時間はコンフィグレーションできます。自動パワーダウンに入るには、すべてのランクがアイド
ル状態でなければなりません。

Auto Power-Down Cycles は、パワーダウン状態に入る前に必要なコントローラーがアイドル状
態のサイクル数を指定します。トラフィック・パターンによってこのサイクル数を決定します。値が小さす
ぎると、コントローラーが過剰にパワーダウンに入り効率に影響します。 インテル Arria 10 デバイスフ
ァミリーは、1 から 65534 サイクルをサポートしています。

図 -35: インテル Arria 10 EMIF コントローラーのパラメーター

セルフ・リフレッシュ

トラフィックを長時間送信していない場合に、セルフ・リフレッシュを行うようコントローラーに指示しま
す。セルフ・リフレッシュはパワーダウンよりも時間がかかりますが、削減される消費電力は多くなりま
す。
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関連情報
Intel EMIF IP DDR3 Parameters: Controller

External Memory Interfaces Intel Arria 10 FPGA IP User Guideの内容

2.4.8. DSP の実装

DSP ブロックのパッキングを 大限行うと、ロジック使用率および消費電力が低減し効率が向上しま
す。HDL コーディング・スタイルでは、FPGA で利用可能な DSP リソースの制御が可能になります。

例-2: 1 つの DSP で乗算器およびアキュムレーターを実装

always @ (posedge clk)
begin
   if (ena)
   begin
      dataout <= dataa * datab + datac * datad;
   end
end

例-3: 2 つの DSP で乗算を実装し LAB で加算器を実装

always @ (posedge clk)
begin
   if (ena)
   begin
      mult1 <= dataa * datab;
      mult2 <= datac * datad;
   end
end
always @(posedge clk)
begin
   if (ena)
   begin
      dataout <= mult1 + mult2
   end
end

関連情報
Inferring Multipliers and DSP Functions

Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Design Recommendationsの内容

2.4.9. 高速タイル (HST) 使用量の削減

高速タイルは、 インテル Arria 10 デザインファミリーにおいて利用可能です。

1. Advanced Fitter Settings ペインの Programmable Power Technology
Optimization ロジックオプションは、タイルを高速モードもしくは低電力モードで動作させるた
めにフィッターが行うコンフィグレーションの方法を制御します。Minimize Power Only を選
択してください。
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図 -36: プログラマブル・パワー・テクノロジーの最適化

2. エンティティー・モジュールと HST ヒートマップを Chip Planner にプロットし、HST を使用する
エンティティー・モジュールを特定します。その後、フロアプランを変更し使用量を削減します。

図 -37: Chip Planner のエンティティー・モジュールおよび HST ヒートマップ

2.4.10. 未使用のトランシーバー・チャネル

デバイスのトランシーバーは、保存しない限り時間の経過とともに劣化します。 インテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアは、使用されていない XCVR がデザイン上にある場合に警告メッセージを生
成します。

8 Gbps 未満のトランシーバーを保存する必要はありません。8 Gbps を超えるトランシーバーについ
ては、将来的に使用する可能性がある場合は保存することがベスト・プラクティスです。それ以外には、ト
ランシーバーをオフにすることも可能です。動的リコンフィグレーションまたは新しいデバイス・プログラ
ミング・ファイルで未使用のトランシーバーを有効にします。
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2.4.11. ペリフェラルの消費電力削減に向けた XCVR 設定

2.4.11.1. トランシーバーの設定

• データレートに応じて可能な限り 小の VCCR/T を使用します。

• 特定のデバイスでは、デフォルトで DFE がオンになっています。可能な場合はチャネルをオフにしま
す。これは、チャネル損失の程度により異なります。

• PDN 補正をオフにします。
この設定は、システムの許容値を確認するために必要なジッターを引き起こします。

• イコライザー・ステージを 1 つ使用します。

DFE 適応 イコライザー・ステージ トランスミッター高速補正

無効 無効 S1 モード以外 無効

無効 無効 S1 モード以外 有効

無効 無効 該当なし 有効

2.4.11.2. I/O 電流強度

ベスト・プラクティスとして、低電圧 I/O Standard および、速度要件を満たす 低限のドライブ強度を
選択します。

2.5. Power Optimization Advisor

インテル Quartus Prime Power Optimization Advisor は、現在のデザインのプロジェクト設定と
割り当てに基づきアドバイスおよび推奨事項を提供します。Advisor は Power Analyzer の後に実行
します。

図 -38: Power Optimization Advisor

Power Optimization Advisor は、実行順序を示唆する段階ごとに推奨事項をまとめます。各推奨事
項には、説明、推奨事項の効果の要約、および適切な設定を行うために必要な処置が含まれています。
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アイコンは、推奨されているそれぞれの設定が現在のプロジェクトで行われているかどうかを示します。
チェックマーク・アイコンは、すでに実行されている推奨事項の横に表示され、警告アイコンは、このコン
パイルにおいて実施されていない推奨事項の横に表示されます。情報アイコンは一般的な提案を示しま
す。

推奨事項には、 インテル Quartus Prime GUI 内の設定を変更できる位置へのリンクを含んでいます。
推奨される変更を実装後、デザインを再コンパイルしてください。消費電力の解析結果は Power
Analyzer で確認できます。

2.5.1. 現実的なタイミング制約の設定

タイミング要件が厳しすぎる場合、コンパイラーは HST の使用量を増加させます。さらに、フィッターは
適化の際に消費電力よりもタイミングを重視します。

2.5.1.1. タイミング情報の検索

• フォルスパスまたはマルチサイクル・パスを検索するには、Timing Analyzer の Tasks ペインで
Report Ignored Constraints をクリックします。

図 -39: Report Ignored Constraints

• デザイン内の遅延が も大きい 10 のパスを表示するには、Reports ペインで、Fitter
Summary Report > Estimate Delay Added for Hold Timing > Details をクリッ
クします。

2.5.2. 適切なデバイスファミリー

アプリケーションに 適な動的および静的電力特性を備えたデバイスファミリーを選択してください。

関連情報
デバイスの選択 (28 ページ)
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2.5.3. 動的消費電力

このセクションの推奨事項では、動的消費電力を削減することができます。

図 -40: Power Optimization Advisor の動的消費電力削減のための推奨事項

関連情報
• Design Space Explorer II での消費電力に重点を置く 適化 (31 ページ)

• 消費電力に重点を置く合成 (31 ページ)

• 消費電力に重点を置くフィッター (33 ページ)

• エリアに重点を置く合成 (34 ページ)

2.5.4. 静的消費電力

このセクションの推奨事項では、静的消費電力を削減することができます。静的消費電力は、デザインの
クロックが停止している場合においてもデザインが消費する、周波数に依存しない消費電力です。

小型デバイス

デザインに合う 小のデバイスを使用してください。

関連情報
デバイスの選択 (28 ページ)

2.5.5. 適切な I/O Standard

適切な I/O Standard を選択し、デザインの消費電力を 小限に抑えます。

関連情報
I/O 消費電力のガイドライン (43 ページ)
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2.5.6. RAM ブロックの使用

ロジック・セル・レジスターの代わりに、RAM および中型から大型のシフトレジスターを RAM ブロック
に実装します。

関連情報
メモリーの 適化 (M20K/MLAB) (45 ページ)

2.5.7. RAM ブロックのシャットダウン

クロックイネーブル、読み取りイネーブルおよび書き込みイネーブルポートを RAM ブロックで使用し、
RAM に読み取りまたは書き込みが行われていないサイクル中にそれらをシャットダウンします。同じア
ドレスを読み書きする際にデザインが特定の読み取り結果に依存しない場合、RAM IP Catalog の
Read-During-Write パラメーターに「Don 't care」を指定します。

関連情報
• メモリーブロックにおけるクロックイネーブル (37 ページ)

• メモリーの 適化 (M20K/MLAB) (45 ページ)

2.5.8. ロジックでのクロックイネーブル

消費電力を削減するための別の手法は、ロジックがクロックを必要としないときにクロックをゲーティン
グすることです。クロック・ゲーティング・ロジックを構築することはできますが、この方法は、ALM または
LE を使用している FPGA においてクロックのグリッチを生成する可能性があります。

2.5.9. グリッチ低減に向けたパイプライン・ロジック

カスケード接続された論理ブロックの長いチェーンでは、入力信号間のパス遅延の差によりグリッチが
発生する可能性があります。フリップフロップを挿入しこれらの長いチェーンを切断することで、連続す
るロジックセルへのグリッチの伝播を防ぎます。

XIO 機能を多用する回路 (巡回冗長検査など) は、カスケード接続すると大幅にグリッチする傾向があ
ります。パイプライン・レジスターを追加するか、アーキテクチャーを見直し信号のトグルを削減します。
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例-4: グリッチ傾向のあるデザイン

関連情報
パイプライン化およびリタイミング (42 ページ)

2.6. 消費電力最適化の改訂履歴

この章には以下の改訂履歴が適用されます。

表 12. 改訂履歴

ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime 開発ソフトウ
ェアのバージョン

変更内容

2018.09.24 18.1.0 • 消費電力に影響する要因を、消費電力の解析から移動し追加しました。
• Power Optimization Advisor に関する内容を、推奨事項の説明とともに拡大しま

した。
• デザイン・ガイドラインを次の項目に追加しました。メモリー (M20K/MLAB)、DDR メ

モリー・コントローラーの設定、DSP の実装、高速タイル (HST) 使用量の削減、未使
用のトランシーバー・チャネル、ペリフェラルの消費電力削減に向けた XCVR 設定

• インテル Quartus Prime 開発ソフトウェア・プロ・エディションでサポートされてい
ないデバイスファミリーに関する内容を削除しました。

2018.06.11 18.0.0 • Design Space Explorer (DSE II) に関する一般的な情報を Design
Optimization User Guide に移し、消費電力に重点を置く 適化での DSE II の使
用に関するセクションを残しました。

2018.05.07 18.0.0 • Design Space Explorer (DSE II) に関する一般的な情報を Design
Optimization User Guide に移し、消費電力に重点を置く 適化での DSE II の使
用に関するセクションを残しました。

2016.10.31 16.1.0 • インテルにブランド名を変更しました。
• ゲートレベルのタイミング・シミュレーション・サポートに関する記述を削除しました。

2015.11.02 15.1.0 Quartus II のインスタンスを インテル Quartus Prime に変更しました。
• DSE II GUI のスクリーンショットを更新しました。
• DSE II のリモートホストに関する情報を追加しました。

continued...   
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime 開発ソフトウ
ェアのバージョン

変更内容

2014.12.15 14.1.0 • フィッター設定、Analysis & Synthesis 設定、およびフィジカル・シンセシス 適化
の位置をコンパイラー設定に更新しました。

• DSE II GUI および 適化の設定を更新しました。

2014.06.30 14.0.0 形式を更新しました。

2013 年 5 月 13.0.0 Qsys および SOPC Builder でのオンチップ・メモリー・ブロックに対する消費電力削減に
おける制限で、「メモリーの消費電力削減例」に注記を追加しました。

2012 年 6 月 12.0.0 サーベイリンクを削除しました。

2011 年 11 月 10.0.2 テンプレートを更新しました。

2010 年 12 月 10.0.1 テンプレートを更新しました。

2010 年 7 月 10.0.0 • 9.1.0 リリースでは 11 章でした。
• 図 14-2、図 14-3、図 14-6、図 14-18、図 14-19、図 14-20 を更新しました。
• デバイスのサポートを更新しました。
• 軽微な修正を行いました。

2009 年 11 月 9.1.0 • 図 11-1 と関連するリファレンスを更新しました。
• デバイスのサポートを更新しました。
• 軽微な修正を行いました。

2009 年 3 月 9.0.0 • 8.1.0 リリースでは 9 章でした。
• Quartus II ソフトウェアのための更新を行いました。
• ベンチマーク結果を追加しました。
• いくつかのセクションを削除しました。
• 図 13-1、図 13-17、図 13-18 を更新しました。

2008 年 11 月 8.1.0 • ページサイズを 8½” × 11”に変更しました。
• altsyncram の参照を RAM に変更しました。
• 軽微な修正を行いました。

2008 年 5 月 8.0.0 • Stratix IV デバイスのサポートを追加しました。
• 表 9-1 および 9-9 を更新しました。
• 9-22 ページの「アーキテクチャーの 適化」を更新しました。
• 9–26 ページの「動的に制御されるオンチップ終端」を追加しました。
• 9–29 ページの「参考資料」を更新しました。
• 参照先を更新しました。

関連情報
ドキュメント・アーカイブ

以前のバージョンの インテル Quartus Prime Handbook は、ドキュメントのアーカイブを検索く
ださい。

2. 消費電力の最適化
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A.  インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド

インテル Quartus Prime プロ・エディション FPGA デザインフローのすべてのフェーズに関する包括
的な情報については、次のユーザーガイドを参照してください。

関連情報
• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：はじめに

インテル Quartus Prime プロ・エディションプロジェクトと IP の管理、初期設計計画の考慮
事項、以前のソフトウェアバージョンからのプロジェクトの移行などの インテル Quartus
Prime プロ・エディションソフトウェアの基本機能、ファイル、デザインフローを紹介します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：プラットフォーム・デザイナー
プロジェクトでカスタマイズされた IP コアの統合を簡素化するシステム統合ツールである
Platform Designer を使用したシステムの作成と 適化について説明します。Platform
Designer は、知的財産（IP）機能とサブシステムを接続する相互接続ロジックを自動的に生成
します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：設計の推奨事項
インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアによる FPGA をデザインするための
ベスト・デザイン・プラクティスについて説明します。HDL コーディング・スタイルと同期デザイ
ン・プラクティスは、デザインのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。推奨さ
れる HDL コーディングスタイルに従うことで、 インテル Quartus Prime プロ・エディション合
成が設計をハードウェアに 適に実装します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：デザインのコンパイル
インテル Quartus Prime プロ・エディション Compiler のすべての段階のセットアップ、実
行、および 適化について説明します。Compiler は、デバイス・プログラミングファイルを生成
する前にデザインを合成、配置、配線します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：デザインの 適化
Intel FPGA で 高のデザインパフォーマンスを達成するために使用できる インテル
Quartus Prime プロ・エディション設定、ツール、およびテクニックについて説明します。テクニ
ックには、デザイン・ネットリストの 適化、リタイミングとタイミング・クロージャーを制限する
クリティカル・チェインへの対処、デバイスリソース使用量の 適化、デバイス・フロアプラン、エ
ンジニアリング変更命令（ECO）の実装が含まれます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：プログラマー
インテル Quartus Prime プロ・エディション Programmer の操作について説明します。これ
により、 Intel FPGA ダウンロードケーブルとの接続を介して、 Intel FPGA デバイスを構成
し、CPLD および構成デバイスをプログラムできます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：ブロックベースのデザイン
モジュールベースまたは階層設計フローとも呼ばれるブロックベースのデザインフローについ
て説明します。これらの高度なフローにより、プロジェクト内のデザインブロック（または階層デ
ザイン/インスタンスを構成するロジック）の保存、および他のプロジェクトでのデザインブロッ
クの再利用が可能になります。
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• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：パーシャル・リコンフィギュレーショ
ン

部分的な再構成について説明します。これは、FPGA の一部を動的に再構成しながら、残りの
FPGA デザインが機能し続けることができる高度なデザインフローです。特定の設計領域に対
して複数のペルソナを定義します。他の領域での操作に影響を与えません。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：サード・パーティー・シミュレーション
Aldec*、Cadence*、 Mentor Graphics* 、および Synopsys* によるサード・パーティー・シ
ミュレーション・ツールの RTL レベルおよびゲートレベルのデザイン・シミュレーション・サポー
トについて説明します。これにより、デバイス・プログラミングの前にデザインの動作を検証でき
ます。 シミュレータのサポート、シミュレーション・フロー、および インテル FPGA IP のシミュ
レーションが含まれます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：サードパーティ合成
Mentor Graphics* および Synopsys* によるサードパーティ合成ツールでのデザインのオ
プション合成のサポートについて説明します。デザインフローのステップ、生成されたファイル
の説明、および合成ガイドラインが含まれます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：サードパーティーのロジック等価チ
ェックツール

OneSpin *によるサードパーティ LEC ツールでのデザインのオプションの論理等価性チェック
（LEC）のサポートについて説明します。コンパイルネットリスト間の論理等価性を検証する方法
について説明します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：デバッグツール
デザインのリアルタイム検証のための インテル Quartus Prime プロ・エディションインシステ
ムデザインデバッグツールのポートフォリオについて説明します。これらのツールは、デザイン
内の信号をデバッグロジックにルーティング（「タップ」）することで可視性を提供します。これら
のツールには、システムコンソール、 Signal Tap ロジック・アナライザー、Transceiver
Toolkit、In-System Memory Content Editor、In-System Sources および Probes
Editor が含まれています。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：Timing Analyzer
基本的な静的タイミング解析の原理と、業界標準の制約、解析、レポート手法を使用してデザイ
ン内のすべてのロジックのタイミング・パフォーマンスを検証する強力な ASIC スタイルのタイ
ミング解析ツールである インテル Quartus Prime プロ・エディション Timing Analyzer の
使用について説明します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：消費電力解析と 適化
デバイスの消費電力を正確に推定できる インテル Quartus Prime プロ・エディション Power
Analysis ツールについて説明します。 デバイスの消費電力を見積もって、電力バジェットを開
発し、電源、電圧レギュレータ、ヒートシンク、および冷却システムをデザインします。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：デザインの制約
ピン割り当て、デバイスオプション、ロジックオプション、タイミング制約など、コンパイラによる
デザインの実装方法に影響を与えるタイミングおよびロジック制約について説明します。
Interface Planner を使用して、インターフェイス実装のプロトタイプを作成し、クロックを計
画し、正当なデバイスフロアプランをすばやく定義します。Pin Planner を使用して、ターゲット
デバイスのグラフィカルな表現ですべての I/O 割り当てを視覚化、変更、および検証します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：PCB デザインツール
Mentor Graphics* および Cadence*によるオプションのサードパーティ PCB デザインツー
ルのサポートについて説明します。 HSPICE および IBIS モデルを使用したシグナルインテグ
リティ解析およびシミュレーションに関する情報も含まれています。

A.  インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド
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• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：スクリプト
インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアを制御し、プロジェクトの管理、制約
の指定、コンパイルまたはタイミング分析の実行、レポートの生成などの幅広い機能を実行する
ための Tcl およびコマンド・ライン・スクリプトの使用について説明します。
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