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Quartus II 開発ソフトウェアで実現する
HyperFlex アーキテクチャの

性能の最大化
Gordon Chiu, Senior Manager, Software Engineering
ホワイトペーパー
Stratix® 10 FPGA & SoC に搭載される新しい HyperFlex™ アーキテクチャの特長は、

「レジスタ・エブリウェア」(どこでもレジスタ) デザインです。HyperFlex アーキテク

チャは、ロジック・セルのレジスタに加え、相互接続ルーティング・セグメントそれ

ぞれに関連付けられたレジスタを搭載しています。Quartus® II 開発ソフトウェアは、

これらの追加されたレジスタを設計者が容易に活用できるようにする新たなツール

とアルゴリズムを搭載しており、極めて速いクロック・スピードが実現できます。

はじめに
アルテラの革新的な HyperFlex アーキテクチャの特長は、あらゆる場所にレジスタが

用意されていることで、Hyper-Register と呼ばれるユビキタスなリタイミング・レジ

スタとパイプライン・レジスタを搭載しています。これらの Hyper-Register は、デバ

イスのあらゆるルーティング・ワイヤーで利用可能です。これらの Hyper-Register を
Quartus II の新たな Hyper-Aware デザイン・フローと組み合わせて使用することによ

り、設計者は性能障壁を打破し、前世代の高性能 FPGA から 2 倍に向上したコア性能

を Stratix 10 FPGA & SoC で獲得し、クロック速度を 大で 1 GHz に高めることに成

功しています。このような高性能を実現するために、設計者は次の 3 つのデザイン

適化戦略を採用します。

 Hyper-Retiming では、Hyper-Register がきめ細かく配置されていることを利用して

います。Quartus II 開発ソフトウェアは、正確なリタイミング処理を実行して 2 つ
のパス間でスラックのバランスをとることができます。これにより、従来のアダ

プティブ・ロジック・モジュール (ALM) レジスタが、タイミングに適した位置に

ある Hyper-Register に変更されます。

 Hyper-Pipelining は、Hyper-Register への遅延が従来のレジスタへの遅延よりもは

るかに小さいという事実を利用しています。長いルーティング・パスに Hyper-
Register を追加しても、このレジスタを使用するための、ロジック・アレイ・ブ

ロック (LAB) へのルーティングで大きな遅延が発生することはありません。従っ

て、パスをより深くパイプライン化できます。Quartus II 開発ソフトウェアは、既

存のパイプライン・レジスタを 適な位置に移動することによって、既存のデザ

イン・ブロックを分割して中間パイプライン・ステージを追加する必要性を少な

くすることができます。

 Hyper-Optimization は、デザインに潜在的に備わっている高い性能を解き放ちま

す。設計者が Hyper-Retiming 手法や Hyper-Pipelining 処理手法を適用すると、その

デザインの真のクリティカル・パス (計算ループなど) が明らかになります。リタ

イミング手法やパイプライン処理手法単独では、この真のクリティカル・パスを

改善することはできません。性能向上のため、設計者は、Shannon 展開 (1) や時分

割多重化 (TDM) などの分解手法を適用することにより、デザイン内で並列性を利

用します。
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ページ 2 従来のレジスタ・リタイミングの課題
従来のレジスタ・リタイミングの課題
従来のレジスタ・リタイミング (2) は、設計者がデザイン性能向上のために使用する

シーケンシャルな 適化手法です。この変換では、レジスタは組み合わせロジック回

路全体でリタイミングできます。この回路内部のシーケンシャルな状態は異なる可能

性がありますが、回路の出力は機能的にも実証的にも元のデザイン仕様と同じになり

ます。図 1 に、ルックアップテーブル (LUT) に実装された組み合わせロジック回路全

体のバックワード・リタイミングとフォワード・リタイミングを示します。

図 1：バックワードおよびフォワード・リタイミング

フォワード・プッシュ処理では、レジスタは組み合わせノードを超えて前方に移動さ

れます。レジスタ出力で発生した遅延は、レジスタ入力に移ります。設計者は、レジ

スタ入力のパスを犠牲にして、レジスタ出力のクリティカル・パスを改善できます。

このバランス処理により、デザイン性能の大幅な向上が可能になります。

従来の FPGA デザイン・フローでは、さまざまな方法で従来のシーケンシャル・レジ

スタ・リタイミングを活用していますが、大きな成功にはつながりません。論理合成

では、レジスタをリタイミングして回路での組み合わせロジック・パスの深さを 小

限にできます。この処理は FPGA デザイン・フローの初期に実行されるため、 終的

な配置配線の予測が不十分であり、 適化から得られるメリットが限られます。従っ

て、デザインの もクリティカルなパスを予測し、それに集中して対処することは困

難です。

2004 年に Quartus II 開発ソフトウェアに導入されたフィジカル・シンセシスでは、配

置後かつ配線前にレジスタ・リタイミングが実行されます。この合成では、遅延予測

に関わる問題に対処し、目標とする 適化と改善に向けてより一層近づくものの、リ

タイミング処理の範囲は限定的です。このソフトウェアでは、従来どおり、リタイミ

ングされたレジスタまたは組み合わせロジックの配置を適正化する必要があります。
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Hyper-Aware デザイン・フロー ページ 3
Hyper-Aware デザイン・フロー
HyperFlex アーキテクチャでは、Hyper-Register を各相互接続ルーティング・セグメン

トに追加し、リタイミングとパイプライン処理に利用できるレジスタの数を大幅に増

やしています。この Hyper-Register を活用するために、アルテラの HyperFlex アーキ

テクチャのデザイン・フローでは、自動リタイミング 適化手法を利用して、回路の

性能を向上とさらなる機能強化を行っています。このフローはデザイン変更とその繰

り返しにかかる従来の作業負担を 小限に抑えます。HyperFlex アーキテクチャにお

いて新たなデザイン・フローを有効にするため、Quartus II 開発ソフトウェアに以下

の強化が施されました。

 Quartus II 開発ソフトウェアに、自動レジスタ・リタイミングを実行する高度な

Hyper-Retimer コンパイル・ステージが用意されています。この新しい自動 適化

ステージは、従来の FPGA アーキテクチャでのデザインの手動リタイミングに関

わる労力を必要とせずに、高い性能を実現します。

 設計者の生産性を向上して高性能実現を加速させるために、Quartus II 開発ソフト

ウェアでは Fast Forward Compile ツールを導入しています。これにより、デザイン

変更を提言し、仮想的に変更を実装することができるようになりました。パイプ

ライン・ステージの追加やリタイミングの制約の除去などの変更により、設計者

は、デザインを手動で繰り返し変更することなく、HyperFlex アーキテクチャにお

ける性能の限界を探ることができます。

 アルテラは Quartus II 合成と配置配線アルゴリズムを (Hyper-Aware に) 再設計し、

Hyper-Retimer と Fast Forward Compile ツールを容易に活用できるようにしました。

Hyper-Retiming
Hyper-Retimer は、既存のレジスタを再配置して性能全体の向上を実現します。新たな

HyperFlex アーキテクチャとユビキタスなリタイミングおよびパイプライン処理レジ

スタを活用することにより、Quartus II 開発ソフトウェアではデザイン内のレジスタ

を後工程、つまり配置配線後に変更できます。フローの後工程で 適化が実行される

ため、極めて正確な遅延予測に基づいており、その結果、 高の性能を発揮すること

ができます。さらに、Hyper-Register は柔軟に使用され、配置配線をリーガライズす

ることなく 適化を実行できるため、以前には手が届かなかったレベルの 適化を実

現できます。

このデザイン・フローでは、Hyper-Retimer ステップが配置配線後かつタイミング解析

の前に追加されます。このステージでは、Hyper-Register のリタイミング・アルゴリ

ズムがグローバル・レベルで実行されると同時に、デザイン内のすべてのレジスタが

再配置されて性能を向上させます。図 2 に、HyperFlex アーキテクチャのデザイン・

フローを示します。

図 2：HyperFlex アーキテクチャのデザイン・フロー

Hyper-Retiming

Fast Forward
Compile

Hyper-Aware 
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ページ 4 Hyper-Aware デザイン・フロー
HyperFlex アーキテクチャでは、レジスタの再配置が容易に行えます。相互接続ルー

ティング内のすべての Hyper-Register は、オプションでバイパスできます。これは、

レジスタとして、または単純な配線として設定可能です。その結果、フォワード・

プッシュ移動を実行すると (図 3 参照)、配置配線がリーガルかどうかを確認せずにス

イッチを切り替える、つまり、一部のレジスタをオフに、他のレジスタをオンに切り

替えるのと同じことになります。このグローバルなリタイミング 適化は HyperFlex
デザイン・フローの後工程で実行できます。その際、ツールを使用して遅延と密集を

正確に予測できるため、性能向上につながります。

図 3：Hyper-Retiming フォワード・プッシュ

Hyper-Pipelining
従来のパイプライン処理では、設計者はレジスタ・ステージを追加して長いルーティ

ング・パスを分割します。従来のレジスタ不足のアーキテクチャを元来対象とするデ

ザインでは、パイプライン・ステージを回路に追加挿入することにより、性能を向上

できます。

従来のデザインでは、追加のパイプライン・ステージをデザイン全体に分散し、性能

上のメリットを実現する必要があります。このプロセスは、実装に時間がかかり、検

証が困難な場合があります。さらに、多くの場合、ハードウェア記述言語 (HDL) のロ

ジックを分割し、レジスタ・ステージをデザイン内の不自然な位置に挿入する必要も

あります。また、従来の IP (Intellectual Property) ブロックやモジュールに変更を加え、

デザイン・ユニットを再評価し再検証する必要がある場合もあります。

Hyper-Pipelining 処理はこのプロセスを簡素化します。設計者はパイプライン・ステー

ジをデザイン内の 1 つの場所にまとめて追加し、Hyper-Retimer ツールを使用して回路

全体でロジックをリタイミングします (図 4 参照)。Hyper-Pipelining 処理では、従来の

手動でのパイプライン処理による 適化と比べて、労力を大幅に削減できます。
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探索と実現化 ページ 5
図 4. Hyper-Pipelining vs. 従来のパイプライン処理

Hyper-Optimization
Hyper-Retiming と Hyper-Pipelining 処理の各ステージでは、目標とする性能に到達する

ため、さらなる 適化を必要とする領域がデザイン内でしばしば明らかになります。

このような場合、設計者はデザインのクリティカル・パスを見つけ、その問題箇所を

適化する必要があります。Quartus II 合成および配置配線アルゴリズムが再設計さ

れて Hyper-Aware になったため、将来起こり得る Hyper-Retiming の 適化を認識でき

るようになりました。リタイミング動作モデルを作成し、将来のリタイミング 適化

を予測することにより、この合成ステージと配置配線ステージで、将来的なデザイン

の真のクリティカル・パスをはっきりと把握できます。従って、 適化プロセスでは、

Hyper-Retimer で 適化できないデザインのパスに集中し、リタイミング後にそのター

ゲットとするデザインを容易に達成できるデザイン・エレメントは無視することがで

きます。

大幅な性能向上に加え、Hyper-Aware ツールを使用すると、デザインで使用する従来

のレジスタの数を削減できます。単純なレジスタを ALM からインタコネクト・ルー

ティング・ファブリックの Hyper-Register に移動すると、(特に高度にレジスタ・ドメ

イン化されたデザインで) 貴重なリソースが解放され、ロジック利用率が低下します。

探索と実現化
HyperFlex アーキテクチャには、次の 2 つのデザイン・フェーズがあります。

 探索 (Exploration) — 設計者は、Fast Forward Compile ツールを使用して、既存また

は新たなデザインの性能の限界を評価できます。

 実現化 (Realization) — 設計者は、Fast Forward Compile ツールからの実績のある提

案を実装し、性能の向上を達成します。

両フェーズ共、Hyper-Retimer ツールと Hyper-Aware ツールにより、自動デザイン 適

化を実行します。図 5 に、探索フェーズと実現化フェーズを示します。

Hyper-Retimer 
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ページ 6 探索と実現化
図 5：探索デザイン・フェーズと実現化デザイン・フェーズ

Fast Forward Compile ツールを使用した円滑な探索

従来の FPGA ソフトウェア・フローでは、たとえば、パスをリタイミングで改善でき

ない、または 2 つの固定エンド・ポイント間のパイプライン・ステージの数が不足し

ているなど、性能の限界に達すると 適化を終了します。設計者は、ツールの出力を

解釈し、行動指針を決定し、デザイン変更や対処方法を実装し、ツールを再度実行し

て、目標とする性能の達成に向けた作業を継続する必要があります。図 6 を参照して

ください。

図 6：従来のデザイン・フロー

設計者の効率向上のため、アルテラの Hyper-Aware デザイン・フローには Fast Forward
Compile ツールが用意されています。Quartus II 開発ソフトウェアで探索中に性能に関

わる制約が検出された場合、この制約に対処するための変更が勧告され、仮想的に実

装されます。たとえば、制約 (非同期クリア信号やユーザー定義の信号など) が原因で

リタイミングできないレジスタが検出されると、Fast Forward Compile ツールではその

制約を無視して、設計者が制約を除去したかのように続行できます。図 7 を参照して

ください。

図 7：Fast Forward Compile ツールからの推奨案

Hyper-Retiming

 (Exploration)

Hyper-Retiming

 (Realization)

Fast Forward Compile 

RTL 
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探索と実現化 ページ 7
同様に、追加でパイプライン処理を行うことで改善できるパスが検出されると、Fast
Forward Compile ツールはレジスタ・ステージを仮想的に追加挿入します。このレジ

スタの挿入は、非同期転送部に行われます。非同期転送部とはクロック・ドメインの

入出力部分であり、関連性のないクロック間転送や、I/O ピンへの転送または I/O ピ
ンからの転送の部分です。このような場所が、パイプライン・レジスタの追加挿入に

自然な場所です。その後、追加のレジスタはデザイン内でリタイミングおよびパイプ

ライン処理され、性能向上が実現されます。

制約が続けて検出されると、Fast Forward Compile ツールは、変更案を提示してその制

約に対処し、そのデザイン変更が実施されたという「仮定」に基づいて、性能を正確

に見積もります。これらの変更案は、新たな性能の向上を実現するべく、詳細なリコ

メンデーション・リストに組み込まれます。変更案をバーチャルで実装した結果生じ

るデザインは、Quartus II TimeQuest タイミング・アナライザを使用して解析されたサ

インオフ・タイミングであり、個々のパスに対する変更案の影響を把握することがで

きます。

すべてのデザイン変更が実行可能であるわけではありません。たとえば、デザイン上

特定のパスにパイプライン・ステージを追加できない場合や、デザイン・ブロックま

たはモジュールを変更できない場合があります。Fast Forward Compile ツールを使用し

て、設計者は変更案を受け入れるまたは拒否することができます。従って、設計者は、

探索中に RTL コードを変更せずに、可能なデザイン変更を緊密に繰り返すことがで

きます (図 8 参照)。探索の 後には、設計者はデザイン変更を実行して 終的なコン

パイルを有効にする必要があります。ただし、Fast Forward Compile ツールを使用する

と、探索中にコストのかかるデザイン変更の繰り返しサイクルを行わずにすみます。

図 8：Fast Forward Compile デザイン・フロー

実現化フェーズのデザイン変更の簡素化

Quartus II 開発ソフトウェアで性能向上を実現するには、いくつかのデザイン変更を

実現する必要があります。

 Hyper-Retiming 性能を発揮するには、Hyper-Register に専用の非同期クリア信号回

路がないことから、設計者がそのリセット方針に変更を加える必要があります。非

同期クリア信号を同期信号に変換する、または削除する必要があります。

 Hyper-Pipelining 処理性能を発揮するには、設計者はデザインにパイプライン・ス

テージを新たに追加する必要があります。

 Hyper-Optimization 性能を発揮するには、設計者は計算ループを再構築する必要が

あります。

Quartus II 開発ソフトウェアでは、リセット方針の変更やパイプライン・ステージの

挿入を自動的に実施することはできません。パイプライン・ステージを自動的に追加

することは、デザインが設計者の入力した記述 (Verilog HDL または VHDL) にもはや

一致しないことを意味し、機能検証の際に問題が発生する可能性があるためです。

マッピング フィッティング リタイミング タイミング解析

Fast Forward Compile RTL 
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ページ 8 結論
デザイン変更 (パイプライン・ステージの挿入など) の識別と評価は繰り返し実行され

るため、時間がかかります。アルテラは、設計者が Fast Forward Compile ツールを使

用して円滑な探索を行うことにより、長いデザイン変更繰り返しサイクルをバイパス

することを推奨しています。

実現化後にさらに繰り返し実行する必要がある場合は、Fast Forward Compile ツールによ

り、デザインの新たな性能向上に関する推奨案が追加で検出される可能性があります。

結論
新しい HyperFlex アーキテクチャをサポートするために、アルテラは新たな高性能

Hyper-Aware デザイン・フローを Quartus II 開発ソフトウェアに導入しました。このフ

ローの中核は以下のとおりです。

 Hyper-Retimer ステージは、自動レジスタ・リタイミングを実行して配置配線後に

デザイン性能を向上します。

 Fast Forward Compile ステージは、変更点を勧告して評価することにより、設計者

の労力と繰り返し処理を低減し、高性能を実現します。

これらの Hyper-Aware ツールを HyperFlex アーキテクチャと組み合わせることによ

り、前世代の高性能 FPGA から 2 倍に向上したコア性能、および 大 1 GHz の超高速

クロック速度を実現します。

参考文献
1. Cristian Sovani、Oliver Tardieu、Stephen A Edwards 著「Optimizing Sequential Cycles 

Through Shannon Decomposition and Retiming」 (「IEEE Transactions on Computer-
Aided Design of Integrated Circuits and Systems」、vol 26、2006)

2. Charles E Leiserson および James B Saxe 著「Retiming Synchronous Circuitry」 (August 
1986)

詳細情報について
 ホワイトペーパー：「次世代システム要件に対応する新しい FPGA アーキテクチャ

および 先端の FinFET プロセス技術」
https://www.altera.co.jp/content/dam/altera-www/global/ja_JP/pdfs/literature/wp/wp-
01220-hyperflex-architecture-fpga-socs_j.pdf

 テクニカル・ホワイトペーパー：「次世代の高性能システムを実現する新しい

HyperFlex アーキテクチャ」
https://www.altera.co.jp/content/dam/altera-www/global/ja_JP/pdfs/literature/wp/wp-
01231-understanding-how-hyperflex-architecture-enables-high-performance-
systems_j.pdf
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表 1 に、この文書の改訂履歴を示します。

表 1. 文書改訂履歴

日付 版 変更内容

2015 年 6 月 1.0 初版
 2015 年 6 月 Altera CorporationQuartus II 開発ソフトウェアで実現する HyperFlex アーキテクチャの性能の最大化
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