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DDR4メモリー・インターフェイスの現状と展望
シノプシス　DDR担当シニア・プロダクト・マーケティング・マネージャ　Graham Allan

What's New in DesignWare IP?

最新のDDR4 SDRAMメモリー規格により、SoCのパフォーマンスも大幅な向上が見込めます。本稿では、DDR3からDDR4への移行で
設計チームが直面するいくつかの課題について、シノプシスのDDR担当シニア・プロダクト・マーケティング・マネージャ、Graham 
Allanがご説明します。

を含む完全統合型のソリューションとして単一のベンダから調達できるこ
とに、多くの設計チームが利点を見出しました。シノプシスも、統合型の
DDRメモリー・インターフェイス・ソリューションを提供することにより、
設計チームは製品の付加価値を高める機能の開発にエンジニアリング・リ
ソースを集中できると考えていました。

シノプシスのハードDDR PHYソリューションはこれまで一貫して幅広いプ
ロセス・テクノロジをサポートしており、設計チームが最小限のエンジニア
リング作業のみで使用できる汎用製品として提供してきました。この結果、
シノプシスはDDR PHYおよびコントローラで330件以上のデザイン・ウィ
ンを獲得するなど、DDR IPの市場リーダーとしての地位を築いています。

新規格採用の際に設計チームが最も重視するのは、移行リスクを最小限に
抑えることです。そこで、シノプシスは後方互換性を備えた柔軟な IPを開
発することによって円滑なテクノロジ移行を支援しています。シノプシス
のDesignWare DDR4 IPはDDR3メモリーと互換性があるほか、スマート
フォンなどのモバイル・アプリケーションを主なターゲットとした
LPDDR2およびLPDDR3メモリーとも互換性があります。このため、コス
トの制約でローパワー・メモリーを採用できないアプリケーションでも、
ローパワー・メモリーで使い慣れたDDRメモリー・インターフェイスをその
まま使用しながら、より高速なDDR4メモリーを低コストで採用できます。
DDR3/4およびLPDDR2/3を1つの IP製品でサポートしたDesignWare
DDRソリューションなら、1つのSoCで高性能SDRAMともローパワー
SDRAMとも接続できます。これは、スマートフォンやタブレット向けのア
プリケーション・プロセッサでは特に重要な要件となります。

内製のコントローラとPHYのインターオペラビリティを高めるため、標準
のDFI 3.1インターフェイスでメモリー・コントローラとPHYを接続し、
柔軟性を最大限に高めています。

DDR4では新しく定義されたタイミング・パラメータによって若干の制約
が生じており、これらを考慮に入れて設計しないとパフォーマンスに影響
することがあります。また、DDR4には Intel®社のP4フロントサイド・バ
ス（FSB）から着想を得たDBI（Data Bus Inversion）など、DDR3にはな
い機能がいくつか追加されています。DDR4では新たにVDDQを終端電圧
としているため、データ・ビットはLow駆動の時に最大電力を消費し、
High駆動の時は電力を消費しません。DBIは、連続してLowに駆動される
信号の数を制限することにより、消費電力がワースト・ケースとなるのを
防いでいます。また、DBIは1回のクロック・サイクルで同時にスイッチン
グ可能なデータ・ビットの数を制限してSSO（Synchronously Switching 
Output）ノイズを抑えることにより、パフォーマンスの向上にも貢献します。

DDRメモリー・インターフェイスを設計する上で問題となるのは、メモ
リー・コントローラや物理チャネルの規格がなく、参考にできるものが
DRAM自体の仕様しか存在しないという点です。これは、USBやPCI 
Express®などのインターフェイスや、その他の代表的なシリアル・インター
フェイス・プロトコルと大きく異なります。仕様がなければ、設計チームは
IPのインテグレーション時に注意すべき点が明確に分からず、非常に高い
データ・レートでは問題となることがあります。ボード設計が適切でない
場合やチップ上での電源とグランドの接続が不十分な場合、あるいはそれ以
外の複合的な要因により、シグナルインテグリティの問題が発生します。

シノプシスは長年にわたりハードPHYを提供してきたこともあり、高性能
デザインの扱いに関して豊富な経験があります。このため、シノプシスの
IP/デザイン・サービス部門はシグナルインテグリティ問題の特定と解決に
長けています。また、シノプシスはカスタマーのデザイン・レビューに適
合するシグナルインテグリティ・レポート・サービスも提供しており、潜
在的な問題の特定を支援しています。このため、設計チームがデザインを
ハードウェアとして確定する前に、タイミングの問題を解析して是正措置
をとることができます。

シノプシスが設計したDDR4マルチPHYメモリー・インターフェイスはシ
ステム監視・制御機能を内蔵しており、トラフィック・パターンを監視し
て IPの一部を選択的にシャットダウンすることにより、消費電力を削減し
てバッテリ持続時間を延ばすことができます。

DesignWare DDR4 IPは、28nm以降のプロセスに最適化して設計されて
います。より高速なプロセスへ移行することで使用するパイプライン・ス
テージを削減するとともに、いくつかの機能変更もあってDDR3世代のデ
ザインに比べレイテンシを最大50%抑えています。

メモリー・コントローラの重要な役割の1つに、各入力ポートでキューに
入っているコマンドの実行を最適化することがあります。この機能は、交
差点で交通整理をする警官に例えることができます。つまり、どの車を最
初に通行させるかを適切に判断することにより、各キューの渋滞を防ぎ、緊
急車両は最優先で通行させ、トラフィックがなるべくスムーズかつ効率的
に流れるようにします。

市販されているほとんどのメモリー・コントローラは、SDRAMアレイ
の各バンクにFIFOを使用してトラフィックを制御しています。しかし、
FIFOには各キューの先頭にある命令しか見えないという基本的な制約
があります。DesignWare DDR4メモリー・コントローラは、CAM
（Content-Addressable Memory）を使用してメモリー・アクセス・コ
マンドのスケジューリングを最適化しています。CAMは、最初の命令以外
にもキューの内容を見ることができます。このようにCAMを利用した独自
アプローチによるDDRコントローラは、複数のホストからの読み出し/書
き込みトラフィックのスケジューリングを最適化できるため、レイテンシ
を最小限に抑えてパフォーマンスを最大化でき、DDR4インターフェイス
の理論上の最大帯域幅をより有効に利用できます。

よく誤解されますが、DDR4メモリーは最初から3200Mbpsの最大データ・
レートをサポートするわけではありません。事実、現在のDDR4 JEDEC規
格およびメモリー・ベンダ各社が発売を予定しているDDR4 SDRAMは、
いずれも最大2400Mbpsまでしかカバーしていません。DDR4 SDRAMの
ロードマップでは、今後次第にデータ・レートの向上と低コスト化を進め、
最終的には現在のDDR3デザインの2倍のパフォーマンスを実現する予定
ですが、そこに至るまでには数年をかけて段階的に高性能な製品をリリー
スしていくことになっています。シノプシスも、このロードマップに合わ
せてより高いデータ・レートをサポートした高性能なハードPHYを開発し
ていく計画です。

DDR4の次の世代になると、今のようにバス幅の広いパラレル・インター
フェイスでSDRAMを接続することが難しくなってきます。アプリケーショ
ン・プロセッサとメモリー・チップをボード上で隣接させて配置しても、
パラレル・ピンの数が多いと接続が非常に困難になります。これらの課題
は、配線密集、シグナルインテグリティの問題、デザインのパッド制約、消
費電力や製造コストの増大という形で顕在化します。将来的には、ピン数
の非常に多いパラレル・インターフェイス接続の問題を解決する手段とし
て、ダイ・スタッキングとシリコン貫通ビア（TSV）を使用することが業界
全体の一致した見解となっています。

1つのパッケージに複数のダイを積層したダイ・スタッキングでは、ピンを
経由せずPCBを貫通して I/Oを接続できるため、非常に多くの接続を利用
できます。事実、ダイ・スタッキングでは数千の信号を接続できる可能性
もあり、低速ながら幅広のインターフェイスによって帯域幅を拡大するこ
とができます。これらの技術はまだ登場したばかりで、今後十分に成熟し
てコストがこなれてくるのは5～ 10年先と思われますが、もう少し早く成
熟期を迎えると予想するアナリストもいます。

「シノプシスがDDR4メモリーをサポートしていることは、健全なDDR4エ
コシステムの形成に大きく貢献しています。DDR4は消費電力とパフォー
マンスの面で業界に大きな利点をもたらす技術で、Micron Technologyは
DDR4の導入を積極的に呼びかけています。シノプシスのDesignWare 
DDRインターフェイスIPは後方互換性に配慮してインプリメントされてい
るため、チップ・メーカーは現在のDDR3ベースのSoCから次世代のDDR4
デザインへの移行を容易に果たすことができます」（Micron Technology
社、DRAMマーケティング担当副社長、Robert Feurle氏）

図1．シノプシスDesignWare DDRメモリー・インターフェイス IPのアーキテクチャ

DDR4 SDRAMはJEDECが標準化したコモディティDRAMの最新規格で、
従来の規格よりも低電圧化が図られ、高いデータ転送レートがサポートさ
れています。JEDECはDDR4の用途として主にサーバ、デスクトップ/ノー
トPCを想定していますが、シノプシスはタブレットなどの携帯型組み込み
機器にとっても魅力的な選択肢になると考えています。長期的には、DDR4
はLPDDR2やLPDDR3など特殊用途向けのローパワー・メモリーよりも大
幅に低コスト化が進み、小型化や省電力化が求められるモバイル・アプリ
ケーションへの採用も広がっていくでしょう。

DDR4規格は、JEDECのメモリー委員会での標準化作業に7年の歳月を要
しました。これは、DDR4では72ビット幅のデータ・バスで最大230Gbps
の帯域幅という非常に高いデータ・レートをサポートする必要があるなど、
技術的なハードルが高かったためです。DDR4には約20の新しい機能が追
加されており、従来のDDR3よりも規格自体が複雑になっています。この
ため、DDR4 SDRAMの製品化にも予想以上に時間がかかっていますが、
2013年にはDDR4規格に準拠したSDRAMの量産出荷が始まるものと思わ
れます。

シノプシスは、DDR4に対する市場ニーズが高まるタイミングに合わせてメ
モリー・インターフェイスIPを提供できるよう、長期にわたってJEDECと
協力してきました。このスケジュールに間に合わせるため、シノプシスは
DDR4規格が正式に標準化される以前から互換製品の開発を開始しました。

従来、DDRメモリー・インターフェイスの開発は機器メーカーが社内で手
がけており、非常に複雑な作業が要求されていました。設計チームは外部
からメモリー・コントローラを調達し、IPコンポーネントを組み合わせて
PHYを構築し、IPベンダ各社からI/OおよびPLLを調達した後、インテグレー
ションとテストを実施し、ロジックとレイアウトのタイミング収束を達成
していました。ところがDDR2、DDR3とデータ・レートが次第に向上する
につれ、標準のASICフローでハードPHYソリューションを使用せずにタイ
ミング収束を達成することがますます難しくなってきました。こうした中、
規格への準拠がテスト済みのメモリー・インターフェイスを、ハードPHY
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格およびメモリー・ベンダ各社が発売を予定しているDDR4 SDRAMは、
いずれも最大2400Mbpsまでしかカバーしていません。DDR4 SDRAMの
ロードマップでは、今後次第にデータ・レートの向上と低コスト化を進め、
最終的には現在のDDR3デザインの2倍のパフォーマンスを実現する予定
ですが、そこに至るまでには数年をかけて段階的に高性能な製品をリリー
スしていくことになっています。シノプシスも、このロードマップに合わ
せてより高いデータ・レートをサポートした高性能なハードPHYを開発し
ていく計画です。

DDR4の次の世代になると、今のようにバス幅の広いパラレル・インター
フェイスでSDRAMを接続することが難しくなってきます。アプリケーショ
ン・プロセッサとメモリー・チップをボード上で隣接させて配置しても、
パラレル・ピンの数が多いと接続が非常に困難になります。これらの課題
は、配線密集、シグナルインテグリティの問題、デザインのパッド制約、消
費電力や製造コストの増大という形で顕在化します。将来的には、ピン数
の非常に多いパラレル・インターフェイス接続の問題を解決する手段とし
て、ダイ・スタッキングとシリコン貫通ビア（TSV）を使用することが業界
全体の一致した見解となっています。

1つのパッケージに複数のダイを積層したダイ・スタッキングでは、ピンを
経由せずPCBを貫通して I/Oを接続できるため、非常に多くの接続を利用
できます。事実、ダイ・スタッキングでは数千の信号を接続できる可能性
もあり、低速ながら幅広のインターフェイスによって帯域幅を拡大するこ
とができます。これらの技術はまだ登場したばかりで、今後十分に成熟し
てコストがこなれてくるのは5～ 10年先と思われますが、もう少し早く成
熟期を迎えると予想するアナリストもいます。

「シノプシスがDDR4メモリーをサポートしていることは、健全なDDR4エ
コシステムの形成に大きく貢献しています。DDR4は消費電力とパフォー
マンスの面で業界に大きな利点をもたらす技術で、Micron Technologyは
DDR4の導入を積極的に呼びかけています。シノプシスのDesignWare 
DDRインターフェイスIPは後方互換性に配慮してインプリメントされてい
るため、チップ・メーカーは現在のDDR3ベースのSoCから次世代のDDR4
デザインへの移行を容易に果たすことができます」（Micron Technology
社、DRAMマーケティング担当副社長、Robert Feurle氏）

図1．シノプシスDesignWare DDRメモリー・インターフェイス IPのアーキテクチャ

DDR4 SDRAMはJEDECが標準化したコモディティDRAMの最新規格で、
従来の規格よりも低電圧化が図られ、高いデータ転送レートがサポートさ
れています。JEDECはDDR4の用途として主にサーバ、デスクトップ/ノー
トPCを想定していますが、シノプシスはタブレットなどの携帯型組み込み
機器にとっても魅力的な選択肢になると考えています。長期的には、DDR4
はLPDDR2やLPDDR3など特殊用途向けのローパワー・メモリーよりも大
幅に低コスト化が進み、小型化や省電力化が求められるモバイル・アプリ
ケーションへの採用も広がっていくでしょう。

DDR4規格は、JEDECのメモリー委員会での標準化作業に7年の歳月を要
しました。これは、DDR4では72ビット幅のデータ・バスで最大230Gbps
の帯域幅という非常に高いデータ・レートをサポートする必要があるなど、
技術的なハードルが高かったためです。DDR4には約20の新しい機能が追
加されており、従来のDDR3よりも規格自体が複雑になっています。この
ため、DDR4 SDRAMの製品化にも予想以上に時間がかかっていますが、
2013年にはDDR4規格に準拠したSDRAMの量産出荷が始まるものと思わ
れます。

シノプシスは、DDR4に対する市場ニーズが高まるタイミングに合わせてメ
モリー・インターフェイスIPを提供できるよう、長期にわたってJEDECと
協力してきました。このスケジュールに間に合わせるため、シノプシスは
DDR4規格が正式に標準化される以前から互換製品の開発を開始しました。

従来、DDRメモリー・インターフェイスの開発は機器メーカーが社内で手
がけており、非常に複雑な作業が要求されていました。設計チームは外部
からメモリー・コントローラを調達し、IPコンポーネントを組み合わせて
PHYを構築し、IPベンダ各社からI/OおよびPLLを調達した後、インテグレー
ションとテストを実施し、ロジックとレイアウトのタイミング収束を達成
していました。ところがDDR2、DDR3とデータ・レートが次第に向上する
につれ、標準のASICフローでハードPHYソリューションを使用せずにタイ
ミング収束を達成することがますます難しくなってきました。こうした中、
規格への準拠がテスト済みのメモリー・インターフェイスを、ハードPHY

Robert Feurle氏
Micron® Technology社
DRAMマーケティング担当副社長

DDR4の技術的課題の克服

DDR3からDDR4への移行を支援

DDRのシグナルインテグリティの維持

DDR4の今後の展望

DDR4のパフォーマンスと利用効率の向上

シノプシスのDesignWare DDRインターフェイスIP
は後方互換性に配慮してインプリメントされているため、チッ
プ・メーカーは現在のDDR3ベースのSoCから次世代のDDR4
デザインへの移行を容易に果たすことができます。
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