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ホワイトペーパー
このホワイトペーパーでは、従来の FPGA で次世代システムの性能要件を満たすとい

う問題について解説し、HyperFlex™ アーキテクチャというアルテラの新しいコア・

アーキテクチャを紹介します。新しい HyperFlex アーキテクチャとインテルの 14nm
トライゲート・プロセス技術により、Stratix® 10 FPGA & SoC は、前世代の高性能

FPGA では想像もつかなかったレベルの性能と電力効率を実現します。Stratix 10
FPGA & SoC の主な特長は次のとおりです。

 前世代の Stratix V FPGA の 2 倍のコア性能と 5 倍以上の集積度

 消費電力を Stratix V FPGA ベースの実装と比較して最大 70 % 低減しながら、同

等の性能を実現

 1 GHz 動作に対応するロジック、内部メモリ、および DSP ブロック

 クワッドコア 64 ビット ARM® Cortex®-A53 ハード・プロセッサ・システムを搭載 
(SoC デバイス)

 実績のある Quartus® II 開発ソフトウェアでサポート

業界での課題
各主要業界の電子システム開発者は、過去数十年かけて達成した猛烈な高速化のペー

スをさらに上げるという課題に直面しています。防衛通信からコンピュータ・スト

レージ環境まで多岐にわたる各市場の開発者は、システムの高速化だけではなく、

ハードウェアの小型化と消費電力の節減も求めています。

高速化のニーズは新しいものではありませんが、無線通信、有線通信、防衛、放送、

コンピューティング、およびストレージ分野での要件がさらに厳しくなっている点が

違います。これらの分野の多くでは、市場の活況を感じさせる 2 桁の高い増加率で要

求が増加しています。

図 1. 有線通信、データセンター、ワイヤレスなどのアプリケーションにおいて顧客要求が増加中 
orporation

© 2015 Altera Corporation. All rights reserved. ALTERA, ARRIA, CYCLONE, ENPIRION, HARDCOPY, MAX, MEGACORE, 
NIOS, QUARTUS and STRATIX words and logos are trademarks of Altera Corporation and registered in the U.S. Patent and 
Trademark Office and in other countries. All other words and logos identified as trademarks or service marks are the property of 
their respective holders as described at www.altera.com/common/legal.html. Altera warrants performance of its semiconductor 
products to current specifications in accordance with Altera's standard warranty, but reserves the right to make changes to any 
products and services at any time without notice. Altera assumes no responsibility or liability arising out of the application or use 
of any information, product, or service described herein except as expressly agreed to in writing by Altera. Altera customers are 
advised to obtain the latest version of device specifications before relying on any published information and before placing orders 
for products or services.

Feedback Subscribe

ISO 
9001:2008 
Registered

https://www.altera.com/servlets/subscriptions/alert?id=WP-01220
mailto:whitepapers@altera.com?subject=Feedback on WP-01220
http://www.altera.com/common/legal.html
http://www.altera.com
http://www.altera.com/support/devices/reliability/certifications/rel-certifications.html
http://www.altera.com/support/devices/reliability/certifications/rel-certifications.html


ページ 2 業界での課題
情報および通信技術部門では、システム設計者とシステム設計者をサポートする半導

体サプライヤの能力に挑むような顧客要求が一般的です。膨大なデータが世界中の

ネットワークを転送される中、消費帯域幅は、地球規模で 2、3 年ごとに倍増してい

ます。2016 年には、3 分ごとに今までに制作されたすべての映画と同等のデータ量が、

世界中のネットワークを行き交うようになります。TeleGeography (1) の業界研究者は、

インターネット帯域幅が 2010 年から 2012 年の間に倍以上に拡大され、1 秒あたり 77
テラビットにまで増加したと指摘しています。

自動車、産業機器から冷蔵庫などの家電製品まで、すべてのものがインターネットに

接続されるようになるにつれ、通信要件はさらに厳しくなっていきます。Gartner は、

2009 年に 9 億台であった「モノのインターネット」が、2020 年にはそのおよそ 30 倍
の 260 億台に達すると予測しています。 (2)

多くのトレンドが、この終わることのない帯域幅の増加を引き起こしています。たと

えば、一般的な 40 Gbps Ethernet に代わって 100 Gbps Ethernet が用い始められたばか

りであるにもかかわらず、IEEE は最近 400 Gbps 規格を策定するタスク・フォースを

立ち上げました。 (3)

依然として有線ネットワークでのデータ転送量が最大ですが、ワイヤレス市場がこれ

を上回る構えです。Cisco のレポートによると、2011 年、有線デバイスが IP トラフィッ

クで占めた割合は 55 % 前後でした。小型モバイル・デバイスの爆発的増加により、

ワイヤレス・デバイスが多数派になる日が近いことは容易に予測できます。Cisco は、

モバイル・データ・トラフィックが 2013 年の 1.6 エクサバイトから 2017 年には 11.2
エクサバイトまで急増すると予測しています。(4)

他の分野での 2 桁の力強い増加も考慮すると、データ処理機器高速化の必要性がさら

に明確になります。ドローンと衛星が過去よりも格段に多い人数によって使用され

る、より多くのデータを生成する中、いまだに軍事利用により牽引されている衛星通

信も急増しています。これにより、地上ベースのバックホール・ステーションでの要

件も増大します。

Northern Sky Research (NSR) は、2012 年から 2022 年の間に世界の衛星バックホール・

サイトの設置基盤が 50 % 以上増加すると予測しています。 (5) この増加の原動力と

なっているのは、モバイル事業者のクライアントの 3G/4G/LTS バックホール要件にコ

スト効果の高い方法で対応する必要性です。NSR の予測によると、複合的な高スルー

プット衛星容量に対する要求は、バックホール・サービスだけでも、2022 年までに

133.5 Gbps 増加します。NSR は、北米のグローバル衛星ブロードバンド・アクセス市

場では、2022 年までに 240 万人近くの新規加入者が加わり、今後 10 年間で、正味の

新規加入者が 430 万人以上増加すると予測しています。

地上に目を戻すと、半導体とシステムの高速化要求を牽引しているのは、モバイル通

信です。Cisco は、2011 年から 2016 年までにモバイル・トラフィックが 78 % 増加す

ると予測しています。2011 年から 2016 年まで年間 90 % 増加する動画が、この増加の

大部分を牽引します。Cisco の予測によると、2016 年までにモバイル・データ・トラ

フィックの 70 % 以上がモバイル動画になります。(6)

動画に対する一般の需要も、ブロードキャスト業界の力強い成長を増進しています。

ほとんどの国では、デジタル・テレビへの移行が 10 年以内に完了する見込みです。

HDTV の普及と超高精細技術の登場により、編集および伝送システムの高速化の必要

性が高まることが予測されます。
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想像を超える性能を実現 ページ 3
消費電力と熱の抑制

前述のすべての分野において、より高速な機器の設計だけではもはや不十分です。環

境問題と消費電力の削減で実現されるコスト節減により、消費電力は重要な問題と

なっています。半導体メーカーとシステム設計会社の大半のプロジェクトでも、消費

電力の削減は中心的な要素となっています。システム・デザイン・チームでは、消費

電力の削減で実現される発熱抑制も評価されます。発熱を抑制すると、熱除去に費や

される時間を短縮できるからです。

データセンターは、消費電力と熱の抑制の申し子です。DatacenterDynamics 2012 Global
Census によると、2011 年から 2012 年、世界のデータセンターの消費電力要件は 2011
年の 24 ギガワット (GW) から 2012 年の 38 GW に 63 % 増加しました。(7) 米国の多く

の統計学者は、Jonathan Koomey の調査に言及し、全米の電気使用量の約 2 % がデー

タセンターで消費されていると考えています。 (8)

新しいアプローチの必要性

次世代システムでは、業界を問わず、データ・スループットの継続的向上とクロック

周波数性能の改善が求められます。この現実と新製品を短期間で市場に送り出す必要

性に直面している多くの企業は、現在、システム・デザインの主要コンポーネントと

して FPGA を使用しています。これらの FPGA のデータ・スループットは、多くの場

合、システム全体の性能を決める重要な要素です。

FPGA のデータ・スループットを向上させるために最もよく用いられる手法は、オン

チップ・バスの拡大です。FPGA では、512 ビット、1,024 ビット、またはさらに広い

バスの使用が一般的です。これらの幅広いバスでは、コストのかかる FPGA リソース

の使用と消費電力が必要になります。さらに、そのバスのすべてのビットでコンパ

レータやチェックサムのような高速ロジック・ファンクションを実行することは困難

です。

システム設計者は、バス幅の拡大以外に、データ・パスを広範囲でパイプライン化し、

クロック周波数を上昇させます。ただし、幅広いバスをパイプライニングすると、バ

スの各ビットが消費する FPGA リソースが増え、またもやコストが増加します。バス

幅を拡大し続ける方法は、現実的ではありません。

次のテクノロジ・ノードへの移行は、性能を向上させます。ただし、プロセスの微細

化が進む中、ロジック・ブロック間のインタコネクト遅延が、FPGA の遅延全体の中

でますます大きい割合を占めるようになってきました。次のテクノロジ・ノードを使

用して既存の FPGA アーキテクチャを進化させても、この問題に対応することにはな

りません。このようにますます重要となるインタコネクト遅延に対応するためのより

優れたソリューションが必要です。

想像を超える性能を実現
Stratix 10 デバイスの新しい HyperFlex アーキテクチャは、これらの問題に対応する革

新的なアプローチです。このアーキテクチャは、従来の FPGA アーキテクチャでは絶

対に不可能であった性能と電力効率を実現します。新しい HyperFlex アーキテクチャ

をインテルの 14nm トライゲート・プロセス技術と組み合わせて使用することにより、

設計者は Stratix 10 FPGA & SoC において、前世代の高性能 FPGA の 2 倍のコア性能を

実現できます。
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ページ 4 想像を超える性能を実現
HyperFlex がもたらすメリット

HyperFlex がもたらすメリットに寄与する主要な技術革新は次のとおりです。

レジスタ・エブリウェア ( どこでもレジスタ )
Hyper-Register と呼ばれる、インタコネクト配線の「レジスタ・エブリウェ

ア (どこでもレジスタ)」は、アダプティブ・ロジック・モジュール (ALM)
内に含まれる従来のレジスタと完全に区別されています。Hyper-Register
は、デバイスの個々の配線セグメントに関連付けられ、ALM、エンベデッ

ド・メモリ (M20K) ブロック、デジタル信号処理 (DSP) ブロックなどのすべての機能

ブロックの入力にも備えられています。Hyper-Register はバイパス可能なため、デザ

イン・ツールは、コア性能を最大化するために最適な位置のレジスタを配置配線後に

自動的に選択できます。

Hyper-Register はインタコネクト全体にあるため、(従来のアーキテクチャと異なり)
ALM リソースを追加する必要がなく、変更の追加やデザインの配置配線の複雑化も

必要ありません。また、インタコネクトに Hyper-Register が埋め込まれているため、

配線密集も抑えられます。

コア・クロッキングの強化

システム設計者は、プログラマブル・クロック・ツリー合成により、ロー

カライズされたクロック・ツリーを作成し、スキューとタイミングの不

確かさを抑えて、最高のコア・クロッキング性能を実現できます。この

機能は、HyperFlex アーキテクチャが 2 倍の性能に達することを可能にす

る重要な要素です。また、コア・クロッキングでは、クロック・ネット

ワークでのダイナミック消費電力が、高機能な分岐イネーブルにより低減されます。

Hyper-Aware デザイン・フロー

Hyper-Aware デザイン・フローには、以下の 3 つの新しい改良点があ

ります。

 性能調査を可能にし、ユーザーのデザインを最高性能に導く Fast 
Forward Compile ツール

 配置配線後の性能最適化をサポートする Hyper-Retimer ステップ

 論理合成の強化と Hyper-Register を使用するための配置配線アルゴリズム

高性能の利点 - 高性能のその先へ

HyperFlex アーキテクチャによるコア性能向上は、システム設計者に複数の利点をも

たらします。単にコア動作周波数の高速化に留まらず、以下のような利点も提供され

ます。

 コア性能向上によりタイミング・クロージャが容易化および高速化され、デザイ

ン・チームの生産性が高まるとともに、製品の市場投入までの期間が短縮されま

す。

 コア性能向上により、より低速なスピード・グレードのデバイスを使用できま

す。設計者は性能要件以上を実現しながらコストを低減できます。

 実行速度が 2 倍のコア性能向上により内部バス幅の半分で実現し、デザインを全

体的に小型化できます。従って、より一層小さいデバイスにデザインを収めコス

トを低減できます。
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想像を超える性能を実現 ページ 5
インテル製品がもたらすメリット

2013 年 2 月、アルテラは、次世代 Stratix 10 FPGA & SoC の製造にインテルの 14nm ト
ライゲート (FinFET) プロセス技術を使用すると発表しました。この技術は、画期的な

レベルの集積度、性能、および消費電力効率を実現します。この技術のベースは、

20nm を下回る微細化に伴い、従来の 2D プレーナ MOSFET トランジスタに代わって

用いられている 3D FinFET (トライゲート) トランジスタです。すべての主要なシリコ

ン・ファウンドリは、3D FinFET トランジスタに移行する意向を発表しています。

Stratix 10 デバイスのファウンドリ・パートナーとしてインテルを選択することによ

り、アルテラとアルテラのお客様は「インテル製品がもたらすメリット」により提供

される独自の利点を数多く利用することができます。これらの利点を提供するインテ

ル 14nm トライゲート・テクノロジは、新しい HyperFlex アーキテクチャを実装する

ための最適なプロセスです。

アルテラとアルテラのお客様がインテルとの関係から得る 5 つの主な利点は、以下の

とおりです。

 独占的な利用 - アルテラは、インテル 14nm トライゲート・テクノロジを利用で

きる唯一の主要 FPGA ベンダーです。これは、アルテラとインテルとの強固な関

係を浮き彫りにしています。アルテラのお客様だけが、業界をリードするインテ

ルのプロセス技術を利用できます。

 生産能力 - 他の主要半導体ファウンドリも、FinFET トランジスタをベースとする

新しいプロセスの開発計画を発表していますが、研究レベルから量産レベルへの 
FinFET 技術の移行には急峻な学習曲線が立ちふさがります。今のところ、量産

への移行に成功しているのは、既に 5 億個を超える FinFET トランジスタ・デバ

イスを出荷しているインテルです。

 他社を 1 ノード分リード - インテルは、3 年以上前に 22nm のトライゲート・プロ

セスを発表しました。この技術は 14nm まで微細化されており、アルテラは 
Stratix 10 FPGA & SoC でこの技術を使用しています。他の半導体ファウンドリ

は、既存の 20nm デザイン・ルールから始まる FinFET プロセスを開発している段

階です。インテル同様の微細化は行っていないため、事実上、インテルが 1 ノー

ド分他社をリードしており、性能、電力効率、および集積度についてかなりの優

位性を確保しています。

 成熟度 - インテルとアルテラが使用しているのは、第 2 世代の 14nm トライゲー

ト・テクノロジです。他のファウンドリは、第 1 世代の FinFET プロセスを使用

した半導体の製造開始時期も公表していません。Stratix 10 FPGA & SoC は、成熟

したインテル14nm トライゲート・プロセス技術の恩恵を受けています。

 デザインに関する専門知識 - インテルは、FinFET トランジスタを使用して高速ロ

ジック、アナログ、デジタル、およびミックスド・シグナル回路を設計および製

造する力を実績で証明してきました。アルテラはこのデザインに関する充実した

専門知識を利用し、Stratix 10 FPGA & SoCでインテルの 14nm トライゲート・プ

ロセス技術の可能性を最大限活用することができます。

アルテラは、インテルとの関係により、米国を拠点とする製造によって、唯一の主要

な高性能 FPGA & SoC を提供することもできます。また、世界レベルのパッケージお

よび組み立て技術を利用できます。さらに、1 つのパッケージで 14nm Stratix 10 FPGA
& SoC を SRAM、DRAM、ASIC、プロセッサ、アナログ・コンポーネントなどの他

の高度なコンポーネントと統合するヘテロジニアス・マルチダイ・デバイスを開発で

きます。これらの利点が、アルテラの Stratix 10 FPGA & SoC のユーザーのみが利用で

きる「インテル製品がもたらすメリット」を形作っています。
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ページ 6 HyperFlex アーキテクチャ
HyperFlex アーキテクチャ
新しい HyperFlex アーキテクチャの最重要項目は、FPGA コアのすべての配線セグメ

ントおよび機能ブロックの入力に、バイパス可能な Hyper-Register を追加する革新的

な「レジスタ・エブリウェア」デザインです。図 2 は Hyper-Register を示しています。

レジスタはバイパス可能です。このマルチプレクサは、FPGA コンフィギュレーショ

ン・メモリ (CRAM) のビットにより制御されます。

図 2：バイパス可能な Hyper-Register

図 3は、 9 つの ALM とそれらを接続するインタコネクト配線が含まれる FPGA ファ

ブリックの一部を示しています。Hyper-Register の場所は、水平および垂直の各配線

セグメントの交差部にある正方形で示されています。

図 3.「レジスタ・エブリウェア」 HyperFlex アーキテクチャ

HyperFlex アーキテクチャを使用してデザインの性能を最大化するため、設計者は、レ

ジスタ・リタイミング、パイプライニング、およびデザインの最適化という一般的な

デザイン手法に基づく 3 ステップ・プロセスを使用します。Hyper-Register により、設

計者は、一般的なデザイン手法を使用して、従来の FPGA アーキテクチャで可能で

あったレベルをはるかに超えてデザインを高性能化することができます。ALM 内の

clk CRAM 

ALM ALM ALM

ALM ALM ALM

ALM ALM ALM
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HyperFlex アーキテクチャ ページ 7
レジスタではなく Hyper-Register を使用してこれらの一般的な手法を実装する場合、

各手法は Hyper-Retiming、Hyper-Pipelining、および Hyper-Optimization と呼びます。各

ステップで達成される性能向上を 表 1 にまとめました。

プロセスの微細化が進む中、ALM 間のインタコネクト遅延が大勢を占め、性能を制

限するようになっています。この問題に最もよく対応できるインタコネクト配線への

Hyper-Register の配置は、HyperFlex アーキテクチャの重要な技術革新の 1 つです。

Hyper-Retiming

デザインのリタイミングは、インタコネクト配線の Hyper-Register を使用して行いま

す。このプロセスでは、ユーザーの作業がほとんどまたはまったく必要ないにもかか

わらず、前世代の高性能 FPGA と比べて平均 1.4 倍高性能化することができます。

Hyper-Retiming は、レジスタを ALM から取り出してインタコネクトに移し、レジス

タ間で遅延のバランスを取り、より高速なクロック周波数でのデザインの実行を可能

にして、クリティカル・パスをなくします。Hyper-Register はインタコネクト全体に

存在するので、レジスタの場所は細かく調整できます。従来のリタイミングでは、

FPGA ロジックと配線リソースを追加し、デザインのコンパイル、フィッティング、

および配線をやり直す必要がありました。これに対し、Hyper-Retiming は追加の FPGA
リソースを使用せず、配置配線後に実行して、コア性能を大幅に向上させることがで

きます。設計者の作業は、ほとんどまたはまったく必要ありません。

Hyper-Pipelining
デザインのパイプライン化とリタイミングは、Hyper-Register を使用しています。こ
の手法では、ユーザーがわずかな作業を行うだけで、前世代の高性能 FPGA と比べ
て平均 1.6 倍高性能化することができます。Hyper-Pipelining は、ALM 間のインタコネ

クトにパイプライン・ステージを追加し、より高速なクロック周波数でのデザインの

実行を可能にして、長い配線遅延を解消します。ここでも Hyper-Register はインタコ

ネクト全体に存在するので、レジスタの場所を細かく選択できます。Hyper-Retiming
の場合と同様、Hyper-Pipelining は追加の FPGA ロジックおよび配線リソースを使用せ

ず、配置配線後に実行されます。

Hyper-Optimization

Hyper-Retiming と Hyper-Pipelining でデータ・パスを高速化した後、デザインによって

は、長いフィードバック・ループやステート・マシンなどの制御ロジックの制約を受

ける場合があります。高性能化を実現するには、機能的に同等のフィードフォワード

を使用するか、長い組み合わせフィードバック・パスに代わるパスを事前に計算して、

これらのロジック・セクションを再構築する必要があります。この方法はデザインに

表 1. HyperFlex アーキテクチャを使用して性能を最大化する 3 ステップ・プロセス

ステップ アーキテクチャのメリット 必要な作業
コア性能 ( 前世代の

高性能 FPGA との比較 )

1 Hyper-Retiming 変更なし、または
RTL の細かい変更

1.4 倍

2 Hyper-Pipelining さらなるパイプライニング 1.6 倍

3 Hyper-Optimization デザインによる 2 倍以上
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よっては前述のステップより若干多くの作業が必要ですが、前世代の高性能 FPGA と
比べて平均 2 倍以上高性能化することができます。従来のアーキテクチャでは、この

プロセスはデザインの最適化 (オプティマイゼーション) と呼ばれます。HyperFlex
アーキテクチャでは、最適化されたデザインに Hyper-Retiming と Hyper-Pipelining を
用いて高速化するので、このプロセスは Hyper-Optimization と呼ばれます。

Hyper-Aware デザイン・フロー
アルテラは、Quartus II 開発ソフトウェアに組み込まれている強力な新ツール・セッ

トを開発しました。これらは、システム設計者が HyperFlex アーキテクチャを最大限

活用し、開発者の設計生産性を最大限高めるために役立ちます。図 4 は、Quartus II
Hyper-Aware デザイン・フローを示しています。

図 4：Hyper-Aware デザイン・フロー

Fast Forward Compile

この新しいツールは、デザインのどの部分が性能を制限しているかを特定し、性能を

向上するためにどこでいくつのパイプラインを使用できるかを特定し、制御パスの重

要なボトルネック (長いフィードバック・ループなど) を明確化することにより、性能

最適化プロセスの指針を提供します。また、このツールを使用することで、既存デザ

インを Stratix 10 デバイスで実装した場合の性能を予測できるので、新しい HyperFlex
アーキテクチャを最適な形で使用できます。

Hyper-Retimer

Hyper-Retimer ステップは、デザインのコンパイルの終了間際に行います。Hyper-
Retimer は、最適かつ細かい Hyper-Retiming を実現するために、Hyper-Register を使用

して、配置配線後の性能最適化を行います。このステップでは、Hyper-Pipelining で従

来よりはるかに容易にパイプライン処理を行えます。パイプライン・ステージが有効

なクロック・ドメインと、必要なパイプライン・ステージの数は、Fast Forward Compile
のレポートで把握できます。設計者が RTL を変更し、指示された数のパイプライン・

ステージを各クロック・ドメインの境界に配置した後は、Hyper-Retimer が、性能を最

大限高めるためにクロック・ドメイン内の最適な場所にレジスタを自動的に配置しま

す。この Fast Forward Compile レポートを使用した自動配置により、かつてなかった

ほど容易にパイプライン処理を実行できます。

Hyper-Aware アルゴリズム

ツールは、論理合成および配置配線で使用する Hyper-Aware アルゴリズムにより、

ALM から取り出してインタコネクト配線の Hyper-Register に移動できるレジスタを

予測して、ロジック・リソースを削減できます。

Hyper-Aware Fast Forward
Compile

Hyper-Retiming
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結論
新しい HyperFlex アーキテクチャとインテルの 14nm トライゲート・プロセス技術を

組み合わせることにより、Stratix 10 FPGA & SoC は、プログラマブル・ロジック・デ

バイスにおいて以前は想像もつかなかったレベルの性能、集積度、電力効率を実現し

ます。Stratix 10 デバイスの特長は次のとおりです。

 前世代の Stratix V FPGA の 2 倍のコア性能と 5 倍以上の集積度

 消費電力を Stratix V FPGA ベースの実装と比較して最大70 % 低減しながら、同等

の性能を実現

 1 GHz 動作に対応するロジック、内部メモリ、および DSP ブロック

 エンベデッド・クワッドコア 64 ビット ARM Cortex-A53 ハード・プロセッサ・シ

ステム (SoC デバイス)

 Hyper-Aware デザイン・フロー

 実績のある Quartus II 開発ソフトウェアによってサポートされるよく使用される 
FPGA デザイン手法
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詳細情報について
新しい HyperFlex アーキテクチャ、インテルの 14nm トライゲート・テクノロジ、お

よび Stratix 10 FPGA & SoC の詳細情報については、以下の参考資料をご覧ください。

 ホワイトペーパー：「トライゲート・テクノロジによる FPGA のブレークスルー・

アドバンテージ」
www.altera.co.jp/literature/wp/wp-01201-fpga-tri-gate-technology_j.pdf

 「Stratix 10 FPGA：想像を超える性能を実現」
www.altera.co.jp/devices/fpga/stratix-fpgas/stratix10/stx10-index.jsp

文書改訂履歴
表 2に、本資料の改訂履歴を示します。

表 2. 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 Corporation 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最先端の FinFET プロセス技術

https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/ja_JP/pdfs/literature/wp/wp-01201-fpga-tri-gate-technology_j.pdf
www.altera.co.jp/devices/fpga/stratix-fpgas/stratix10/stx10-index.jsp

	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 最先端の FinFET プロセス技術
	業界での課題
	消費電力と熱の抑制
	新しいアプローチの必要性

	想像を超える性能を実現
	HyperFlex がもたらすメリット
	レジスタ・エブリウェア (どこでもレジスタ)
	コア・クロッキングの強化
	Hyper-Aware デザイン・フロー

	高性能の利点 - 高性能のその先へ
	インテル製品がもたらすメリット

	HyperFlex アーキテクチャ
	Hyper-Retiming
	Hyper-Pipelining
	Hyper-Optimization

	Hyper-Aware デザイン・フロー
	Fast Forward Compile
	Hyper-Retimer
	Hyper-Aware アルゴリズム

	結論
	参考文献
	詳細情報について
	文書改訂履歴




