
2012 年 7 月 Altera Corporation

WP-01158-2.1

© 2012 Altera Corporation. All ri
STRATIX are Reg. U.S. Pat. & T
service marks are the property of
of its semiconductor products to c
to any products and services at an
information, product, or service d
latest version of device specificat

101 Innovation Drive
San Jose, CA 95134
www.altera.com
28nm で低消費電力化への要請に対応
ホワイトペーパー
このホワイトペーパーでは、ますます消費電力に敏感になっている今日、製品開発者

がアルテラの28nmデバイスによってどのように消費電力を制御できるか解説します。

はじめに
電子製品の低消費電力化は、もはや単なる「得策」ではありません。消費電力に対す

る意識の高まりと電力需要の増大を背景に、低消費電力化は多くの製品開発者と製造

者が競争優位性を獲得するための基本戦略となっています。設計者とエンド・ユー

ザーにとって、低消費電力化の利点は明らかです。

 開発者が、電力に制限のある市場や温度に制約のある市場に対処できるようにな

ります。

 開発者が、一定の温度と電力の制限枠内で高性能を追求できる枠が大きくなります。

 運用コストと材料コストが削減されて製品が小型化します。

 厳しい冷却要件が緩和されます。

 社会的責任を果たすことができます。

コンポーネント・サプライヤは、消費電力を削減して、低消費電力化への要請に対処

するための最良のオプションを開発者と製造者に提供する必要があります。さもない

と、苦境に陥ることになるでしょう。アルテラの最新世代の 28nm デバイスによって、

製品開発者と製造者は低消費電力化への要請に直ちに対応することができます。

低消費電力化への要請
米国エネルギー省は、図 1 に示すように、全世界の発電量が 2015 年までに 20 兆キロ

ワット時（kWh）を超え、2035 年までに 35 兆 kWh を超えると予測しています。(1) 電

子機器セグメントは、データセンターや通信ネットワークなどの要因によって、消費

電力量が急増しているセグメントの 1 つです。例えば、米国内のサーバとその他のイ

ンターネット・インフラストラクチャの消費電力は、2000 年の 200 億 kWh 超から

2005 年には 400 億 kWh 超へと倍増しました。(2) 同様に、世界全体での同機能の消費

電力も、2000 年の 600 億 kWh 超から 2005 年には 1200 億 kWh 超へと倍増しました。(3)
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ページ 2 低消費電力化への要請
米国内のデータセンターは 2011 年に最大 1000 億 kWh の電力を消費し、これまでの

傾向が継続した場合、その消費電力量は 2020 年までに倍増する見通しです。この急

激な増加は、経済に本質的な影響をもたらします。サーバを運用するためのエネル

ギー・コストは、2015 年までにサーバのハードウェア・コストを超えるでしょう。(4)

これは、世界の通信とデータセンターのインフラストラクチャに、経済的に大きな影

響を与えかねない変化です。

データセンターは、電子機器の消費電力急増の一因にすぎません。データを転送する

通信ネットワークやデータ・ストリームのエンドポイントとして使用されることが多

い PC とモニタも消費電力増加の要因となっています。こうした要素の集合体が情報

通信技術（ICT）セクタです。温室効果ガスの発生に対する懸念から、複数の業界団

体が ICT セクタの消費電力を CO2 排出量に換算して測定しています。ICT セクタは、

年間 500 メガトン（CO2 換算）を超える温室効果ガスを発生させています。図 2 に示

すように、そのうち 30% は有線および無線通信によるもので、この傾向が継続した

場合、総量は 2020 年までに 1.4 ギガトンを超える見通しです。(5)

図 1. 全世界の発電量増加予測
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図 2. 全世界のICTによるCO2排出量内訳予測値
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出典： 
Kumar, Rakesh and Mieritz, Lars (2007) “Conceptualizing
“Green IT” and data centre power and cooling issues”,
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理想的な低消費電力コンポーネント ページ 3
このような電力需要の急増により、政府と業界はエネルギー効率を改善せざるを得な

くなりました。例えば、年間コストが 200 億ドルを超える、米国最大のエネルギー消

費機関である米国政府は、購入対象製品を待機電力が 1 ワット以下の製品に限定する

など、様々な消費電力削減方法を指示しています。(6) 同様に、欧州連合は製品の待機

電力を 1 ワット～ 2 ワットとする規制を採択しました。この値は、2013 年までに 0.5
ワットまたは 1 ワットに引き下げられる予定です。また、カリフォルニア州は、2013
年までにテレビ受信機の消費電力を 49% 削減する規制を採択しました。(8)

企業と業界団体もまた、消費電力削減に向けて動きを活発化させています。例えば、

ベライゾン（Verizon）社は、すべての新しい機器のエネルギー効率を古い機器より少

なくとも 20% 改善させることを義務付けています。(9)　GreenTouchTM という業界団体

によると、全世界の現在の通信ネットワークは 3 億トンの CO2 を発生させています。
(10) また、モバイル通信の GSMA コンソーシアムによると、携帯機器を含む全世界の

モバイル通信インフラストラクチャは 245 メガトンの CO2 を発生させています。(11)

これらの 2 団体は、特定の目標値を設定して温室効果ガス排出量を最小化することを

提案しています。例えば、GreenTouch はインターネットおよびその他の通信ネット

ワークのエネルギー効率を 1,000 倍向上させることを提案し、2015 年までにこの改善

を達成するための具体的な方法を規定しています。(12) 同様に、GSMA は、2020 年ま

でにモバイル接続数が 70% 増加して 80 億回になるという予測に対して、モバイル業

界が全世界で排出する温室効果ガスの量を現行水準に維持する取り組みを推奨して

います。この目標を達成するには、温室効果ガス排出量を 2020 年までに 1 接続あた

り 40%（2009 年との比較値）削減する必要があります。GSMA は、同じ文書で「エ

ネルギーの効率化によって、2020 年の全世界の排出量を 15% 削減できる可能性があ

ります。これは、最低限のコストで迅速に排出量削減効果をあげるオプションの 1 つ

です。」と予測しています。(11)

理想的な低消費電力コンポーネント
これらの電力削減目標を念頭において、製品開発者は製品の消費電力を削減しつつ、

より高性能な機能を提供しなければなりません。さらに、消費電力の減少はエンド・

ユーザーにとっても経済的に魅力的です。例えば、ビジネス・モデルの一部として電

子製品を使用するサービス・プロバイダの場合、消費電力が減少すると電子機器への

給電と冷却に要する運用コストが削減されます。また、全体の消費電力が減少すると

電源設備の物理要件を軽減することができます。これらの要素すべてによって実際の

設備面積が最小化され、資本コストと運用コストを削減することができます。図 3 に

示すように、エンド・ユーザーのこれらの要件は機器プロバイダの要件となり、最終

的にはコンポーネント・サプライヤの要件になると言えます。
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ページ 4 理想的な低消費電力コンポーネント
FPGA とプログラマブル・ロジック・デバイス（PLD）は、製品開発者が以下の方法

でコスト効率よく消費電力を制御できる、比類のない適性を備えています。

 多くのオンボード・ロジック、メモリ、およびプロセッサ・コンポーネントを、少

数または 1 個のデバイスに迅速に集積します。

 サポート・コンポーネント全体、パワーレール、ボード・スペース、および複雑

な電子システムを実装するのに必要な関連電力を削減します。

 消費電力の最適化を追求するために、様々な実装アプローチやアルゴリズムを検

索できます。

プログラマブル・ロジックが備える柔軟性と消費電力の優位性は、フル・カスタム・

シリコンの不利な点であるコストと市場投入までの期間と天秤にかけた場合に、魅力

的な選択肢であることが分かります。

28nm での消費電力調整

28nm ノードのアルテラ・デバイスにより、設計者はターゲットとする特定の市場や

アプリケーションに応じて消費電力を調整できます。アルテラのアプローチは、28nm
製品ポートフォリオ全体での複数の半導体プロセス、製品またはファミリに固有の

アーキテクチャの最適化、およびハード化された IP を活用しています。その結果、ア

ルテラの 28nm FPGA の消費電力は、前世代の同等品と比較して最大 40% 削減されま

した。

図 3. サプライ・チェーンの各段階での電力削減要件
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電子製品ユーザー（サービス・プロバイダ）
電力と工場の物理的要件を最小化して資本コストと
運用コストを削減する

機器プロバイダ
機器の消費電力とサイズを削減する
コンポーネント数と供給電力を最小化する
冷却要件を最小化する

コンポーネント・サプライヤ
さらなる統合を可能にする
スタティックおよびダイナミック消費電力を低減する
未使用デバイス機能をパワーダウンできるようにする
電源電圧の種類を最小化する
デバイス・リソースを最大化する
熱的に最適なパッケージングを使用する
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理想的な低消費電力コンポーネント ページ 5
図 4 は、TSMC（Taiwan Semiconductor Corporation）が提供する 3 種類の 28nm プロセ

ス・オプションを示しています。TSMC は、28nm ノードのプログラマブル・ロジッ

ク・ベンダが選択する半導体ファウンドリ企業です。これらの各プロセスでは、幅広

いスタティック電力特性を持つ多くのトランジスタを利用できます。バンドの左の方

にあるトランジスタはスタティック消費電力が少なく、右の方にあるものほど多くな

ります。トランジスタのスタティック消費電力と性能の間にも関連性があります。一

般に、トランジスタの性能が高くなるほど多くのスタティック電力を消費します。ア

ルテラは、28nm 製品に 28LP プロセスと 28HP プロセスを使用して、最も幅広く性能

範囲と消費電力のオプションを提供しています。3 番目のプロセス・オプションであ

る 28HPL は、「HPL オプション」と名付けられたセクションが示すように、スタティッ

ク消費電力がさらに少ないトランジスタになります。ところが、これらのトランジス

タを多用すると、それに伴って多くの設計者が容認できなくなる水準まで FPGA の速

度が低下します。したがって、FPGA 向けの 28HPL プロセスには、リーク電流の多い

高速トランジスタを使用してスタティック消費電力の利点を減少させるか、またはな

くす必要があります。

アルテラ・デバイスの全消費電力は、28nm ノードのすべての FPGA の中で最小です。

これらのデバイスの特筆すべき電力特性は、製品開発のすべてのレベルで消費電力の

削減に集中して取り組んだ成果です。この取り組みは、28HP および 28LP 半導体プロ

セスから始まります。 

f 28HP ベースの高性能 Stratix® V デバイス・ファミリにおけるアルテラの消費電力削減

への取り組みの詳細は、ホワイトペーパー： Reducing Power Consumption and 
Increasing Bandwidth on 28-nm FPGAs（28nm FPGA による消費電力削減とバンド幅増
加）をご覧ください。 

アルテラのその他の 28nm FPGA 製品である Cyclone® V および Arria® V ファミリは、

Stratix V ファミリとは異なり、極端に高い性能もバンド幅も必要としないアプリケー

ション向けに設計されています。その結果、これらのファミリは、全消費電力を最小

化するように設計された 28LP プロセスに基づいています。TSMC は、これを次のよ

うに説明しています。

図 4. TSMCの28nmプロセス・オプション
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ため、FPGAが遅くなる
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ページ 6 理想的な低消費電力コンポーネント
「ファミリ内で全消費電力が最小でコスト効率に優れた技術である SiON ベースの

28LP プロセスでは、TSMC の 40LP 技術と比較して 2 倍のゲート密度、最大 50% の

速度向上、30 ～ 50% の消費電力削減が見込まれます。」

28LP プロセスは、28nm ノードにおいて最小消費電力を最重要視している他の主要半

導体ベンダにも採用されています。これは、Qualcomm 社が製品発表の際に次のよう

にコメントしていることからも明らかです。「Qualcomm は、TSMC との協力により、

最先端のスマートフォンやタブレットの消費電力削減を目的とする高集積デュアル

コア SoC「Snapdragon S4 MSM8960TM」をはじめとする SnapdragonTM S4 クラスのプ

ロセッサを実現しました。Snapdragon S4 クラスのプロセッサは、TSMC の高度な 28LP
プロセスで製造されています。それにより、Qualcomm は高性能と超低消費電力の画

期的な組み合わせをモバイル機器に提供することが可能になりました。」(13) 

アルテラは、その上、この低消費電力をベースに、リーク電流がさらに少ない（した

がってスタティック電流も少ない）トランジスタを最大限に利用して、28LP デバイ

スのスタティック消費電力を減少させました。さらに、Cyclone V および Arria V ファ

ミリでは、トランシーバ、I/O バンク、PCI Express® ブロック、メモリ・ブロック、フ

ラクショナル PLL など、ディセーブルできるデバイス機能を多数提供しています。こ

れらの取り組みの結果、前世代の FPGA と比較してスタティック消費電力が 70% 減

少したデバイスが生まれました。例えば、Arria V ファミリには 50 万 LE で消費電力

が 750mW 未満のデバイスがあります。これは、現行世代のミッドレンジおよびハイ

エンドの 40nm FPGA が消費するスタティック電力より大幅な減少です。競合する

28nm FPGA でも Arria V FPGA の最大 2.6 倍のスタティック電力を消費します。図 5
の青の実線は、Arria V GX デバイスの標準的なスタティック消費電力、点線は同デバ

イスのワースト・ケースでの消費電力を示しています。同様に、赤の実線は競合する

ミッドレンジ 28nm FPGA デバイスの標準的なスタティック消費電力、点線は同デバ

イスのワースト・ケースでの消費電力を示しています。これらの特性によって、Arria
V デバイスのスタティック消費電力は、同じクラスのどの FPGA よりも少なくなって

います。

図 5. Arria Vのスタティック消費電力比較
28nm で低消費電力化への要請に対応  2012 年 7 月 Altera Corporation



理想的な低消費電力コンポーネント ページ 7
低ダイナミック消費電力アーキテクチャ

アルテラの Cyclone V および Arria V デバイスは、スタティック消費電力が低い上に

ダイナミック消費電力も低いため、全消費電力が最も低くなります。ダイナミック消

費電力を低下させるアルテラのアプローチは、ポータブル民生機器、無線通信機器、

携帯電話ベースバンドなど、消費電力に敏感なアプリケーションをターゲットとする

28LP プロセスから始まります。TSMC は、単なるスタティックまたはダイナミック

消費電力でなく、全体の消費電力を最小にすることを意図しながら先進的なプロセス

を提供する動機を次のように説明しています。

「当社が、実績のある SiON 技術の上に 28LPT プロセスを構築することにしたのは、

製品を適切な時期に市場しなければならないプレッシャーのもとで、無線およびポー

タブル民生アプリケーションの動向が絶え間なく変化していたからでした。数年前の

利用者は、電池寿命が長く漏れ電流の少ない電話機を求めていました。今日の利用者

は、従来の電話とテキスト・サービスのほかにインターネット・ブラウジング、ビデ

オ・ストリーミング、音楽、モバイル TV、GPS ナビゲーションを安定して利用でき

る無線機器を求めています。今では、動作時消費電力が電池寿命を左右する大きな要

因になっているのです。SiON ゲート技術では、ゲート・キャパシタンスが低いため

に HKMG（high-K メタルゲート）より動作時消費電力が低減され、全消費電力、コ

スト、および電力に制限があるアプリケーションへのリスクを軽減するソリューショ

ンを提供できます。」

28LP プロセスはゲート・キャパシタンスが低く、動作時消費電力を 28HPL より 30%
低減することができます。アルテラの Cyclone V と Arria V デバイスでは、デバイス

のキャパシタンスを低下させるために他の対策をも採用しています。例えば、メモ

リ・コントローラ、PCI Express、およびトランシーバ・プロトコル・サポートにハー

ド IP を大幅に採用して、ダイ面積とそれに伴うキャパシタンスを低減しています。さ

らに、Cyclone V および Arria V デバイスの基本アーキテクチャ・ブロックには、Stratix
V デバイスと比較して大幅な最適化も施しました。この最適化により、シリコン面積

とそれに伴うキャパシタンスが低減され、ターゲット・アプリケーションが必要とす

る性能に合わせて 28LP ベースのデバイス・ファミリを調整することができるように

なりました。例えば、Arria V デバイスのロジック・アレイ・ブロック（LAB、10 個

のアダプティブ・ロジック・モジュールの集まり）のダイ面積は、Stratix V の LAB よ

り 40% 小さくなっています。Cyclone V および Arria V デバイスのハード・メモリ・

コントローラでも同様に、外部メモリ・インタフェース機能のダイ面積とそれに伴う

キャパシタンスが低減されました。このようなデバイス・キャパシタンスの低減はす

べて、以下の電力方程式によるダイナミック消費電力の低減につながります。ここで

「C」は、スイッチング回路のキャパシタンスを表します。

ダイナミック電力 = 1/2CV2 x f
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アルテラは、デバイス・トランシーバのダイナミック消費電力も低減しました。アル

テラが持つトランシーバ設計に関する幅広い専門知識は、業界で比類ないものです。

この独自の優位性はトランシーバの低ダイナミック消費電力に活かされています。例

えば、図 6 に示すように、6.5536 Gbps で動作する Arria V のトランシーバは 100mW
未満の電力しか消費しません。これは、競合する 28nm FPGA のトランシーバより大

幅に少なくなっています。Arria V デバイスに使用可能な最大 36 個のトランシーバを

利用するデザインでは、5 ワットを超える電力が削減されます。

28nm ノードでアルテラが達成した低トランシーバ消費電力は、10 年にわたって独自

アーキテクチャに磨きをかけ、改良してきた成果です。先進的なトランシーバ技術で

積んできたこの継続的かつ幅広い経験は、プログラマブル・ロジック業界で並ぶもの

がなく、時間とともに着実に消費電力が削減される傾向を生み出しています。図 7 は
複数世代の FPGA トランシーバのフィジカル・メディア・アタッチメント（PMA）の

消費電力です。この図から分かるように、競合ソリューションは製品世代ごとにトラ

ンシーバ消費電力が増加しています。

図 6. チャネルあたりのトランシーバ全消費電力（6.5536 Gbps、接合部温度85℃）

図 7. トランシーバ消費電力の傾向
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理想的な低消費電力コンポーネント ページ 9
このようにスタティックおよびダイナミック消費電力を最適化した結果、アルテラの

28LP ベースの FPGA は、図 8 に示すようにすべての領域で消費電力が削減され、全

消費電力は前世代のデバイスより最大 40% 減少しました。

図 9 は、Arria V デバイスでも同様の結果が得られていることを示しています。

図 8. Cyclone Vの消費電力削減

図 9. Arria Vの消費電力削減
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ソフトウェア・イノベーションによる消費電力の最適化

アルテラは、プロセスとアーキテクチャのイノベーションのほかにも、Quartus® II の
ソフトウェアによる消費電力最適化に多くの投資を行いました。パワー・ドリブン・

コンパイルは、パワー・ドリブン・シンセシスとパワー・ドリブン配置配線によるデ

ザインの全消費電力の低減に重点を置いています。この消費電力低減方法は、設計者

が意識することなく簡単なコンパイル設定によってイネーブルできます。デザイン・

エンジニアは、デザイン・エントリー・プロセスの一部としてタイミング制約を設定

し、性能を満足するようにデザインを合成するだけで済みます。図 10 に示すように、

Quartus II ソフトウェアは、機能ブロックごとに必要な性能を自動的に選択するだけで

なく、消費電力を考慮した配置配線とクロッキングによって消費電力を最小化します。

Quartus II ソフトウェアは、様々なコンパイル・ステージを実行してデザインの全消

費電力を最小化します。シンセシス・ステージでは、クロック・ゲート用のクロッ

ク・イネーブル信号を抽出し、アクセスする RAM ブロックを最少化し、ロジックを

再構成して高トグル・ネットをなくします。フィッタ・ステージでは、高トグル・

ネットを局所化してダイナミック消費電力を低減し、ロジック配置を最適化してク

ロック電力を低減するとともに、電力効率のよい DSP と RAM ブロックのコンフィ

ギュレーションを実装します。最後に、未使用回路のトグルを最小化するか、可能で

あればパワーダウンするようにアセンブラ・レベルでプログラムします。その結果、

設計者のタイミング要件を満足するデザインが最小の消費電力で得られます。

図 10. 消費電力の自動最適化を含むQuartus IIデザイン・フロー
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表 1 に示すように、設計者は、デザインの制約を満足させるために、消費電力最適化

のレベルを選択することができます。Extra Effort 設定を選択すると、消費電力の低減

量は最大になりますが、コンパイル時間が長くなります。結果は、デザインと選択さ

れた最適化レベルによって異なります。この機能は、デザイン性能への影響を最小化

しながら、設計者の介入を必要とせずに消費電力を低減します。その上、消費電力の

最適化は、回路の詳細モデルのほか、どの信号が最もよくトグルされるかを推定する

高度な統計手法を指針として行われます。アルテラは、設計者からの追加情報（ス

イッチング・レートを決めるための長時間にわたるデザイン・シミュレーションなど）

がなくても、この情報だけで電力効率のよい実装を決定できます。

ベンチマーク
アルテラは、業界で最も先進的かつ最小消費電力の FPGA を提供しています。さら

に、各種アプリケーションにおけるトータル消費電力のベンチマークを見ても、Arria
V デバイスの 28nm 競合製品に対する低消費電力性は明らかです。図 11 に主要アプリ

ケーションに関するベンチマーク結果を示します。その他のアプリケーションに関す

るベンチマーク結果については、アルテラ Wiki サイト をご覧ください。

まとめ
アルテラの低消費電力 28nm デバイスの利点には、製品コストの低減、電力バジェッ

トの拡大あるいは緩和、温度条件の低減、対応可能な市場の増加、一定の温度／電力

バジェット内における機能向上の選択肢の増加などがあります。アルテラは、28nm
製品での消費電力低減に向けた包括的なアプローチによって、設計者が低消費電力へ

の厳しい要請に対処できるようにします。

表 1. Quartus II ソフトウェアの消費電力最適化設定

設定 説明

Off 消費電力を最小化するためのネットリスト、配置、または性能の最適化
は行われません。

Normal デザイン性能が低下しない限り、ネットリストの最適化に計算負荷の低
いアルゴリズムを適用して消費電力を最小化します。

Extra Effort ネットリストの最適化に計算負荷の高いアルゴリズムを適用して消費電
力を最小化します。最高性能に影響する可能性があります。

図 11.  Arria V FPGAと競合28nm製品のトータル消費電力比較
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ページ 12 詳細情報について
詳細情報について
 ホワイトペーパー：Reducing Power Consumption and Increasing Bandwidth on 28-nm

FPGAs
http://www.altera.co.jp/literature/wp/wp-01148-stxv-power-consumption.pdf

 アルテラ Wiki サイト：Arria V Power 
www.alterawiki.com/wiki/Arria_V_Power
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文書改訂履歴
表 2 に、本資料の改訂履歴を示します。

表 2. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2012 年 7 月 2.1  Arria V FPGA のトランシーバ・スピードを 6.5536 Gbps に更新

2011 年 11 月 2.0

 わずかに文章を編集

 図 5、図 6、および図 7 を更新

「ベンチマーク」セクションおよび図 11 を追加

2011 年 4 月 1.1 誤字脱字を修正

2011 年 3 月 1.0 初版
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