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ホワイトペーパー
プログラマブル・デバイス業界には 2 つのトレンドがあります。現在市場で入手可能

な最大規模の FPGA デバイスは、優に 100 万を超えるロジック・エレメントを搭載し

ています。さらに、システムレベルの性能を向上させ、PCB のフットプリントを削減

させるために、プロセッサやメモリなど様々な半導体機能を単一のデバイス・パッ

ケージに集約する必要性が生じています。そのようなデバイスには、モノリシックや

マルチダイ・ソリューションがあります。将来はマルチダイ・ソリューションがます

ます一般的になると考えられるため、デザインに与える影響を理解することが重要で

す。このホワイトペーパーでは、シングルダイ (モノリシック) FPGA のよく知られた

性能上のメリットを解説するとともに、Time-to-Market に大きな影響を与える「デザ

イン・パーティション」についても詳述します。

ヘテロジニアス集積では、FPGA ファブリックのモノリシック構造を保ったままトラ

ンシーバやメモリなどの専用機能を持つ別のダイと統合します。一方、ホモジニアス

集積は FPGA ファブリックを複数のダイ (ダイ・タイルと呼ばれることもあります) に
分割します。後者の手法では、スタックド・シリコン・インタコネクト (SSI) 手法を使

用してダイ・タイルを接続します。この場合の「スタッキング」は、インターポーザ

上でダイを水平方向にスタックすることを指します。詳細については参考文献 1 をご

覧ください。これら 2 つの方法を図 1 に示します。ホモジニアスはコンポーネントが

同一であることを意味し、図 1 のスライス 1、2、3 はすべて同じコンポーネントです。

図 1：FPGA ファブリック ― モノリシックと SSI の比較
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ページ 2 性能とクリティカル・パスへの影響
性能とクリティカル・パスへの影響
モノリシック FPGA コア・ファブリックは、最大の性能と使用率を実現し、配線混

雑、使用率のボトルネック、または性能低下に陥ることなく、可能なかぎり最高の

レートでデータを処理できるようにするために大変重要です。このことを理解するた

めに、マルチダイ FPGA モジュールの物理構造の詳細を見てみます。ダイ間のパスで

の遅延は、ダイ内のパスでのそれに比べてはるかに大きくなります。トロント大学と

サンパウロ大学の研究者が得た研究結果によれば、1.5 ns のインターポーザ遅延は純

粋なモノリシック・ソリューションより最大 50 % の性能劣化をもたらします。図 2
に示す結果は、従来のインターポーザでロジックを接続しようとするヘテロジニア

ス・ファブリック FPGA が被る様々なインターポーザ遅延 (0.5、1.0、および 1.5 ns) に
よるクリティカル・パス遅延を示します。

ファブリックをダイ・タイルに分割したとき、これらの遅延がクリティカル・パス上

にあれば fMAX に重大な影響を及ぼします。もともとクリティカルではなかったパス

でも、ダイ・タイル間に配線するとクリティカルになる可能性があることに注意して

ください。図 2 は、配置配線ツールではこのような長いダイ間遅延を補償できないこ

とも示しています。これは、ツールが遅延を考慮してコスト関数を変更しても、ダイ

間の接続数がモノリシック FPGA の配線数の 80 % であっても同じです。

図 2：SSI ファブリックでの 50 % の性能劣化

1 一番上の線は、現在市場で入手可能な SSI ファブリック FPGA のクリティカル・パス

遅延を表します。1.5 ns は、インターポーザを通る配線遅延の概算値です。ダイ・タ

イルが上から下に 4 つ並んだフル SSI デバイスを 125 MHz を超える性能で縦断する

には、パイプライン化が必要となります。これは、インターポーザでの 1.5 ns のホッ

プ 3 回とタイル内の通常の配線遅延の他、ダイ・タイル境界をまたぐクロック・ス

キューも性能を劣化させるためです。図 2 の一番下の線はモノリシック・ファブリッ

クを表しており、インターポーザ遅延はありません。
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SSI FPGA ファブリックの分割に伴う課題
前セクションでは SSI FPGA ファブリックを使用したときの性能劣化について検討し

ましたが、デザインの分割に伴う課題を指摘しておくことも重要です。従来、この問

題は、潜在的なクリティカル・パスがダイ境界をまたがないようにする手動分割に

よって解決できると考えられていました。しかし、そのような分割によって使用率が

低下するというのも定説です。理想的な自動分割ツールは、性能や使用率を一切低下

させずにユーザー・デザインを複数のダイに分割するものです。EDA ツールはこの

方向で大きな進歩を遂げましたが、実際にツールを使用した経験から分割では使用率

と性能がトレードオフの関係にあることが分かります。そのため、SSI ダイを横断し

ない分割を実現するには大量の手作業が必要になります。

図 3 は、インターポーザをまたぐ 1.5 ns 超の遅延を回避するための手動分割が、使用

率の低下だけでなくデバイスの大型化も招く可能性を示しています。この図は、左側

のトランシーバと接続する必要があるためにブロック A と B を固定配置にせざるを

得ないという一般的な状況を示しています。ブロック F は、右側のメモリ・インタ

フェースに接続する高性能メモリ・コントローラにすることができます。SSI FPGA
との信号共有には制約があるため、ほとんどの場合はすべてのメモリ・バスを特定の

ダイ・タイルに接続する必要があります。この制約により、インタフェース・ブロッ

ク (F) は 1 つのダイ・タイルに配置しなければなりません。「性能を満たす」と「右側

の I/O に接続する」という 2 つの目標を達成するには、デバイスを大型化せざるを得

ない可能性があります。

図 3：分割による SSI デバイス使用率の低下

1 DDR4 などのダブル・データ・レート (DDR) メモリ・インタフェース用にもコンフィ

ギュレーションできる汎用 I/O は、図 4 に示すようにモノリシック・ファブリック内

で連続していることに注意してください。100 MHz ～ 2.6 GHz の範囲に及ぶこれらの

インタフェースは、技術スケーリングへの適合性が高いため、モノリシック・ファブ

リックに容易に組み込めるようになります。したがって、図 4 に示すようにファブ

リック・ロジックとさらに多様な方法で接続できるようになります。SSI FPGA では

クリティカル・インタフェース・ブロック (図 3 の F など) の配置に制約が加わります。

A C

B D
E

Fダイ・
タイル

ダイ・
タイル

トランシーバ パラレル I/O

A C

B D
E

F

ダイ・
タイル

ダイ・
タイル

ダイ・
タイル

デバイスの大型化

インターポーザにより、
高性能ブロック F の
タイミングに遅延が発生
 2016 年 2 月 Intel Corporation最高レベルの集積化を実現するプログラマブル・ロジックの実力
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図 4：広い I/O インタフェースを柔軟かつ最適に配置するオプションを提供する
モノリシック・アーキテクチャ

手作業のデザイン分割による Time-to-Market の遅れは、単純なデザインで 1 カ月、複

雑なデザインでは 3 カ月に及びます。

性能を維持しようとすると、SSI FPGA ファブリック内の連続性が大幅に減少して使

用率は 15 % ～ 25 % 低下します。図 3 は、ハード境界の物理的制限により複数のブ

ロックを 1 つのタイル内に収めると、ファブリックに大量の未使用領域が生じること

を示しています。

あるいは、SSI FPGA では使用率が中程度 (70 % 超) でも性能は最大 50 % 劣化します。

データパス幅が広い高性能デザインではこの課題が特に深刻です。
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図 5：ダイ・タイルへの非効率的なクラスタリング

図 5 は SSI 分割の非効率性を示す例です。このアプリケーション例では、ツールに

よってデザインを 1 つのタイルに限定しました。利用されたタイルの使用率は 90 %
を超えていますが、もう一方のタイルはまったく使用されていません。全体的な使用

率は 45 % です。これはダイ上にホット・スポットを発生させるため、性能の劣化と

信頼性の低下を招きます。さらに、パッケージの下半分に強いクラスタリングが発生

してこのデバイスのボード・ピンアウトはさらに複雑になります。

図 6：ダイ・タイルをまたがるクリティカル・パス

図 6 は、通信ルータのデザイン例です。ここでは、クリティカル・パスが SSI デバイ

スのダイ・タイル境界をまたがるために性能が 50 % 低下しました。この例での使用

率は 85 % でした。同じデザインをモノリシック・ファブリック (115 万 LE を搭載し

た Arria® 10 デバイス) で実現すると、同等の使用率 (88 %) で性能は 2 倍になりまし

た。
 2016 年 2 月 Intel Corporation最高レベルの集積化を実現するプログラマブル・ロジックの実力



ページ 6 最適な統合 - トランシーバと FPGA ファブリック
最適な統合 - トランシーバと FPGA ファブリック
トランシーバやバルク・メモリからファブリックに向かうストリーム指向のデータ転

送と、ファブリック間のデータ転送は、明確に区別する必要があります。図 7 に、イ

ンテルが特許を取得した最先端の EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) で
FPGA ファブリックに接続したトランシーバ・タイル・ブロックを示します。

トランシーバ・タイル - FPGA ファブリック間転送

この転送 (図 7 を参照) はわずかなモードに限定されます。データ・バス幅が固定さ

れ、FPGA シリコンのテープアウト前に既知であるだけでなく、すべてのデータ転送

モードを徹底的にシミュレートしてシリコンでテストします。さらに、アルテラの

Quartus® 配置配線フローでは、配置配線プロセスでこのような転送の優先度をファブ

リック間転送より高くすることができます (Quartus の割り当て機能を使用)。最後に、

EMIB (詳細は参考文献 1 を参照) 接続では従来のマルチダイ集積に使用されたシリコ

ン貫通電極 (TSV) の問題を回避できるため、モノリシック技術に匹敵するシグナル・

インテグリティと性能が得られます。

図 7：トランシーバ - ファブリック間転送 

ファブリック間転送

ファブリック間転送は本質的にランダムであるため、バスや、複雑なステート・マシ

ンの制御信号になることがあります。これらの信号の性能は配置配線が完了するまで

分からないため、均一なモノリシック・ファブリックの効率の良さが明らかなメリッ

トになります。
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結論
SSI、すなわちホモジニアス集積では FPGA ファブリックが複数のダイにまたがって

分割されるため、使用率と性能が低下するだけでなく Time-to-Market が延びて市場投

入へのリスクが高まります。

20nm プロセスで構築されたアルテラの Arria 10 デバイス・ファミリは、競合製品よ

り 1 スピード・グレード分優れた性能を備えています。同様に、14nm トライゲート・

プロセス・テクノロジで構築され、新しい HyperFlex™ コア・アーキテクチャを採用

した Stratix® 10 デバイス・ファミリは、ヘテロジニアス集積によって性能上のメリッ

トを生み出すとともに前世代と比較して平均 2 倍の性能向上を実現しています。こう

した性能メリットをもたらす原動力の 1 つが、これらのデバイス・ファミリで採用さ

れたモノリシック FPGA ファブリック技術です。モノリシック・ファブリックは、時

間がかかる手作業でのフロアプランニングを回避しながら使用率と性能を最大化し

ます。

ヘテロジニアス集積は、マルチダイ技術を適用してトランシーバ・ダイやメモリ・ダ

イとモノリシック FPGA ファブリックを単一パッケージに統合します。各ダイに実装

された機能に最適なプロセス・テクノロジを選択できるため、性能の向上とともに

Time-to-Market の短縮が実現されます。

参考文献
 アルテラの 3D SiP (System-in-Package) テクノロジを活用した次世代プラット

フォームの実現：
www.altera.co.jp/content/dam/altera-www/global/ja_JP/pdfs/literature/wp/wp-01251-
enabling-nextgen-with-3d-system-in-package_j.pdf

 インテル・カスタム・ファウンドリ EMIB：
www.intel.com/content/www/us/en/foundry/emib.html

文書改訂履歴
表 1 に、本資料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

2016 年 2 月 1.0 初版
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