のスマートフォン販売台数は約 9 億 7500 万台に達しています。スマートフォ

なくなりますが、転送されるデータ・ビット数が増えるため、動作速度が向

ンとタブレットを合わせた販売台数は、2018 年には年間 20 億台に達すると

上すると LPDDR3 より消費電力が増大することも考えられます。

の予測もあります。

LPDDR4 では、機器メーカーはシステムの温度特性として 3 つの点に注意す

シノプシス ソリューション・グループ シニア・ストラテジック・マーケティング・マネージャ Ron DiGiuseppe

データセンター業界を取り巻く環境の変化により、超低消費電力のマイクロサーバや SDN（Software Deﬁned Network）を実現する
新時代の SoC 開発が本格化しています。技術的な課題が山積するこの市場での成功を左右する要因について、シノプシスのソリューション・
グループ、シニア・ストラテジック・マーケティング・マネージャの Ron DiGiuseppe がご説明します。

モバイル機器市場がこれほどまでに急成長しているのは、機器メーカーが高

る必要があります。まず1つは、DRAMデバイスの接合部温度です。これは、

機能化、大画面化、高性能化を前面に打ち出した新製品を短いサイクルで投

DRAM のリフレッシュ・レートが高くなり、消費電力と発熱が大きくなるた

入し、買い替え需要と新規需要を喚起しているのが大きな理由です。

めです。次に、DRAM の正常動作が保証される DRAM 最大接合部温度、そ

クラウド・サービスの急速な普及により、次世代データセンター向けシス

して最後に、ユーザーが火傷することのないよう製品自体の最大ケース温度

テムオンチップ（SoC）の設計は根本から見直しを迫られています。エン

にも注意が必要です。たとえば、LPDDR4 の最大動作速度で短時間だけバー

タープライズ市場はデスクトップ・コンピューティングからクラウド・コ

新しいモバイル機器の売上を伸ばすには、バッテリ動作時間と機器本体の薄
型化に対する要求を満たしつつ、機能面の充実を図っていく必要があります。
モバイル機器で特に重視されるのが消費電力の管理です。現在のようにあ
らゆる場所に機器を携帯してネットワークに接続するというライフスタイル
では、一般的な利用形態でバッテリが 1日もつこと、ポケットに入るくらい薄
型であること、1日持ち歩けるほど軽量であること、そして手頃な販売価格
であることが重要な条件となります。
液晶画面、アプリケーション・プロセッサと並んでモバイル機器の中で特に
消費電力が大きいのが、DRAM メモリーです。画面解像度とアプリケーショ
る要求も高くなります。
現行世代の LPDDR3 DRAM を採用した最初のスマートフォンは、2013 年に
発売されました。LPDDR3 DRAM は 32ビット DRAM を1チャネルまたは 2

がってから再び最大速度での動作に戻すといったシステム設計も必要になっ
てきます。PoP を利用したデバイスの場合、メモリーと接している CPU から
の発熱も大きいため、このことは特に重要になります。

ジ ニ ア リン グ・サ ンプ ル 開 発 に 成 功 し た こ と を 発 表 して お り、1社 は

ます。こうした業界全体の流れの中で、現在のデータセンターにはコン

スも、LPDDR4 PHY、LPDDR4 メモリー・コント ローラ、LPDDR4 検 証 用
IP、ハード化サービス、シグナル・インテグリティ・サービスを含む、業界

できる性能を備えています。現在、LPDDR3 を搭載した製品としてはスマー

ナリング、パーシャル・アレイ・セルフ・リフレッシュなど多くの省電力機
能があります。また、LPDDR3 はアプリケーション・プロセッサのパッケー
ジ上にメモリーを直接積層する PoP（Package-on-Package）技術によりメ

電力のプロセッサを使用し、Ethernet、SATA、PCI Express、メモリー・
コントローラ、ファブリック・スイッチ、メモリー・キャッシュなどの一般
的な機能を統合しています。低消費電力のマイクロサーバに関する技術革

IP の成熟度（LPDDR4 だけでなく、過去の規格の実績も含めたデザイン・
ウィン、テスト・チップ、キャラクタリゼーション・レポート、カスタマー・
シリコン）

新が、今後数年にわたって IP（Intellectual Property）市場の成長を牽引す

IP の性能（帯域幅、レイテンシ）
IP および DRAM におけるローパワー・モードの使用

●

る 1 つの要因になると考えられています。

ネットワーク・アーキテクチャの変革

メモリー帯域幅を拡大する機能（一般に、メモリー帯域幅が広いほど消費
電力が少ない）
サービス品質（QoS）制御やチップレベルのローパワー制御といったシス
テム・インテグレーションの改善に役立つ機能
LPDDR3 や DDR4 など他の種類のメモリーとの互換性

従来のデータセンターのネットワーク・アーキテクチャは、システム・スイッ
図 1. 消費電力とネットワーク管理の課題が深刻化するメガ・データセンター

クノロジの最先端をリードしており、早期適用企業の皆さまに LPDDR4 のご

時間 365 日稼働させてサービスの信頼性維持に努めています。

LPDDR4 の規格化が必要とされ、すでに LPDDR4 の製品までが発表されて
いるのでしょうか。

提供を開始できたことを光栄に思います。

データセンター内の膨大な数のサーバをサポートする高性能ネットワーク

uMCTL2 Controller
Port 0

モバイル機器の開発ペースは今も衰えを知りません。2013 年には画面解像

・・・・・

Port 1

を設計するには、ネットワーク・トラフィックの管理、帯域幅プロビジョニ

Port n

トフォーム上で共通ソフトウェア・スタックを実行するというシンプルな
ネットワーク・アーキテクチャを採用しています（図 3）。このシンプル化
により複雑なネットワークのトラフィック管理が標準化され、ネットワー
ク管理コストの削減へとつながります。

ングの改善、データセンター・ネットワークの帯域幅拡大など、これまでに

度 1,080p に対応したスマートフォンが発売されており、現在業界ではさらに
高解像 度のスマートフォン投入に向けた動きもあります。2014 年 1 月には

りにSDN（Software Deﬁned Network）を導入し、標準のシステム・プラッ

ない課題を解決しなければなりません。また、メガ・データセンターでは

Port Arbitration

今後もサーバの台数が増え続けることが予想されるため、消費電力を削減

4K 動画（3,840x2,160 ピクセル）に対応したノートブック PC が発表され、

SDN（Software Deﬁned Network）
SDN コントローラ

して電力と冷却に関連する運転コストを最小限に抑えることも重要な課題

タブレットも近く4K 対応の機種が登場すると予想されています。これらの
機器に内蔵されるアプリケーション・プロセッサは 2 コアから 4、8 コアへと

LPDDR4

・オープンなソフトウェア・インターフェイス

となります。

Memory Controller

・ネットワーク・オーバーレイを全体最適化

増 えて おり、並 列 処 理 能 力 が 向 上してい ま す。こ れら の 要 因 が 重 なり、

・主に VM 上で稼働

求に対応できなくなりつつあります。

LPDDR4 multiPHY

DFI

LPDDR3 メモリーでは今後のモバイル機器におけるメモリー帯域幅拡大の要

消費電力を抑えた新時代のサーバ SoC

PHY utility block

力を消費します。これを単純にサーバの台数で掛けると、メガ・データセ

代でパッケージ当たり最大 25.6GB/s に達しており、その後は動作周波数の
向上に伴い最大 34GB/s まで拡大する予定です。上位機種のタブレットの
場合、2 つのパッケージ（4 つのダイ）を使用して帯域幅を 2 倍にした構成も

Data
block

可能です。

PLL

Address
command

PLL

Data
block

クチャをはじめ、多くの新機能が盛り込まれる予定で、ビット当たりの消費
エネルギーがさらに削減される可能性があります。
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ンターの消費電力は小さな都市 1 つ分にも匹敵します。しかもこれはサー
バの消費電力だけであり、実際にはサーバの空冷にも相当な電力が消費さ
れるため、発熱を最小限に抑えることが急務となっています。

DDR I/O

今後発表される LPDDR4 規格には、新しい低電圧シグナリング技術、コマン
ド / アドレス・バス幅の縮小、ダイ当たり2 チャネルのより柔軟なアーキテ

広帯域
データセンター・ネットワーク

現在データセンターで使われているサーバは、1 台当たり 400W 以上もの電

LPDDR4 は LPDDR3 の多くの機能を継承していますが、帯域幅は最初の世

仮想サーバ

こうした消費電力削減の要求を受け、半導体メーカーは消費電力を抑えた新
DDR SDRAM

DDR SDRAM
図 . DesignWare LPDDR4 multiPHY IP

検証編

タセンターを運営している企業は数十万台ものサーバ・コンピュータを 24

Support Q&A

採用した最初の製品が発売される見込みです。シノプシスはこの魅力あるテ

フィジカル編

の実装にも適しています。

タセンターではプロプライエタリなソフトウェアやネットワーク OS の代わ

Support Q&A

この結果、FacebookやGoogle™、Amazon®、Microsoft® など最大級のデー

論理合成編

LPDDR4 に対する需要は高まりつつあり、早ければ 2015 年にも LPDDR4 を

チとルータを使用してプロプライエタリなオペレーティング・システム
（OS）とソフトウェアを実行していました。これに対し、最近のメガ・デー

Support Q&A

モリーのボード占有面積を削減できるため、スマートフォンやタブレットへ

このように LPDDR3 には 多くの 優れ た機 能 が 備 わっています。では な ぜ

図 2. マイクロサーバ SoC による消費電力の削減

複雑な IP を複数世代にわたって手がけてきた実績がベンダにあるか

●

●

CPU
アーキテクチャ
の効率化

これらの SoC は、64 ビット・マイクロ・アーキテクチャに基づく超低消費

●

●

CPU の消費電力
～ 1/3

What's New
in DesignWare IP?

シュ）、オプションのオンダイ終端抵抗（ODT）を用いた低消費電力のシグ

より大規模なメガ・データセンターへと移行しつつあります。

LPDDR4 IP を選択する際は、以下のような点に注意が必要です。

●

集積と
技術革新

ピューティングとネットワーキングの両面で多大な負荷がかかっており、

初の包括的な LPDDR4 IP 製品群を発表しました。

ジで最大 17GB/s に達するなど、2014 年モデルの上位機種にも十分に対応

LPDDR3 には、1.2V 動 作、超 低 消費電 力のスタンバイ（セ ルフ・リフレッ

からのインターネット・データ・トラフィックも膨大な量に達しており、

LPDDR4 互換のアプリケーション・プロセッサも発表しています。シノプシ

その他のサーバ
ハードウェア
～ 2/3

き換えられつつあります。それと同時に、ソーシャル・メディア・サイト
Facebook® だけでも 1 日に 3 億 5000 万枚の写真がアップロードされてい

●

のノートブック PC が販売されています。

統的なアプリケーションはシン・クライアントやクラウド・サービスで置

現時点で DRAM メーカーの最大手 3 社はいずれも LPDDR4 デバイスのエン

チャネル構成で使用し、パッケージ全体の帯域幅はデュアルダイ・パッケー

トフォンが数社から発売されているほか、タブレット、そして少なくとも1台

ンピューティングへと急速に舵を切っており、PC にインストールされる伝

サーバの消費電力の内訳

Customer Highlight

ン・プロセッサの処理能力が向上すると、DRAM メモリーの帯域幅に対す

スト転送を実行したら一時的に動作周波数を引き下げ、デバイスの温度が下

最新技術情報

このように1ビットの転送に必要な電力とエネルギーは LPDDR4 の方が少

Technology Update

スマートフォンとタブレットの販売はここ数年飛躍的に伸びており、2013 年

Success Story

メガ・データセンターによって需要が高まる新時代のSoC

お客様活用事例

LPDDR4：次世代のモバイルDRAMメモリー

News Release

What's New in DesignWare IP?

ニュースリリース

What's New in DesignWare IP?

時代のマイクロサーバ SoC 開発に向けた投資を本格化させています（図 2）
。
図 3. SDN によるデータセンター・ネットワークのシンプル化
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