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65nm QDRII/DDRII と QDRII+/DDRII+デバイス間の相違点はこのアプリケーション ノートで説明されます。両方のデバイス
の設計ガイドラインも含まれます。

はじめに
メモリ デバイスは、高性能通信、ネットワーキング、およびデジ
タル信号処理 (DSP) システムのような継続需要があるアプリ
ケーションのニーズに適合するように進化しています。特定の
システム アーキテクチャにメモリ帯域幅を最適化する専用メモ
リ製品は、様々なデータ処理システムの全体的な性能を向上
させることに成功しています。動作速度は 400MHz 以上に高
速化しました。QDR コンソーシアムが発表した 65nm QDR
ファミリの SRAM 世代は、これらの要求を満たしています。既
存の QDRII および DDRII 製品と比べて、QDRII+および
DDRII+製品は、速度が 50%高速に改善されました。同じフッ
トプリントと 165 ピン ファインピッチ ボール ゲート アレイ
（FBGA）パッケージを使用しますが、QDRII+および DDRII+
製品は、QDRII および DDRII よりも 80Gbps 高い帯域幅を提
供します。QDRII+/ DDRII+アーキテクチャは、より高性能の
製品を開発し、より高い周波数の製品への直接の移行を可能
にするために、既存のインフラを活用します。
QDR および DDR ファミリの SRAM は、ほとんどのネットワー
ク アプリケーション用の完全なメモリ ソリューションを設計者に
提供します。QDRII/QDRII+デバイスは、2 倍の選択されたク
ロックレートで独立して動作する 2 つのポートがあります。これ
により、1 つのクロック サイクルで 4 個のデータワードを 2 つ
のポートに転送することが可能になります。DDRII/DDRII+デ
バイスは、共通 IO データ バスを介して、倍速のデータ レート
転送を可能にします。




QDRII+/DDRII+ SRAM デバイスの詳細



QDRII/DDRII および QDRII+/DDRII+ファミリの SRAM
デバイスの両方に対応するためには設計変更が必要で
す。

QDRII/DDRII と QDRII+/DDRII+間の機能とタイミングの
相違点

QDRII+/DDRII+ SRAM デバイスの詳細
サイプレスは、他の QDR コンソーシアム メンバーと一緒に、
550MHz の周波数までサポートする高性能の通信システム用
の 65nm QDRII+/DDRII+SRAM デバイス アーキテクチャを
定義しました。QDRII+/DDRII+SRAM デバイスは、周波数と
性能の面で QDRII/ DDRII ファミリの既存の SRAM を拡張し
たものです。
QDRII+/DDRII+ SRAM デバイスと QDRII/DDRII SRAM は
機能が同じです。QDRII+/DDRII+デバイスのタイミングは、
QDRII/DDRII デバイスとは少し異なります。しかし、機能が同
じで、ホスト コントローラへのソフトウェア変更はわずかで、
ボードの変更も少ないため、これらの両方のデバイスを用途に
応じて同じように使用することができます。QDRII/ DDRII と
QDRII+/ DDRII+の両方に設計すると、既存の QDRII/ DDRII
設計の高性能化につながります。

このアプリケーション ノートには、65nm QDRII/DDRII および
QDRII+/DDRII+デバイス間の相違点の詳細、および両方の
デバイスを設計するガイドラインが含まれています。
QDRII/DDRII ファミリの SRAM の固有のデザイン ガイドライ
ンについては、アプリケーション ノート、AN4065 - QDR™-II、
QDR-II+、DDR-II、および DDR-II+ 設計ガイドを参照してくだ
さい。
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QDRII/DDRII と QDRII+/DDRII+の機能と
タイミングの相違点
機能の面では、QDRII/DDRII および QDRII+/DDRII+デバイ
スは同じです。しかし、それらは、QDRII+/DDRII+デバイスの
動作の高速化に起因する AC および DC パラメータでの特定
の違いがあります。

DDRII+の場合、この機能が有効にされてもより高い速度
を達成すことができないため、この機能は削除されていま
す。



信 号 の 堅 固 性 の 改 善 : 65nm 技 術 ノ ー ド で は 、
QDRII+/DDRII+デバイスは ODT 機能付きのデバイスと
ODT 機能がない (ODT 無しの) デバイスの 2 種類があり
ます。ODT が備えられたデバイスは、データ入力、バイト
書き込み信号、および入力クロック (K/Kb) などの入力の
オンダイ終端を持っています。オンダイ終端は、外部終端
抵抗のニーズを排除して基板の配線を簡易化させ、費用、
基板面積と外部抵抗が消費する電力を減少させるため信
号の堅固性を向上させます。オンダイタ終端に関する詳
細情報は、アプリケーション ノート「AN42468, On-Die
Termination for QDRII+/DDRII+ SRAMs」を参照してく
ださい。



ピン配置の変更: QDRII/DDRII デバイスでは、ピン P6 と
R6 は C とCクロックとして使用されます。ODT 無しの
QDRII+/DDRII+では、P6 が QVLD ピンとして使用され、
R6 は無接続 (NC) ピンとして使用され、ODT を使った
QDRII+/DDRII+では、P6 が QVLD ピン、R6 が ODT と
して使用されます。DDRII+では、リニア バースト アドレス
指定がサポートされていないため、ピン A0 と A1 は無接
続です。



その他:

主な変更点は以下のとおりです。



読み出しレイテンシが高ければ高いほど、動作のより高
い周波数を達成することができます。



QDRII/ DDRII は 1.5 サ イ ク ル の レ イ テン シ が あ り、
QDRII+/DDRII+は 2.0 と 2.5 サイクル レイテンシの両方
をサポートしています
(注：レイテンシは、1 つのデバイスではユーザーが選択可
能ではありません。異なるレイテンシを持つデバイスは異
なる部品番号を持っています)



出力クロック C とCは削除されています: 高速 (200MHｚ
以上) の時、CQ クロックがデータをラッチすることをお勧
めします。この場合には、ユーザーは C クロックを実装す
る必要がありません。



QVLD ピン:ボード設計が簡単になるように、出力有効イ
ンジケータ(QVLD) ピンが追加されます。QVLD は、エコ
ー クロックとエッジが揃っており、出力データ有効まで半
サイクル早く発行されます。



リニア バースト アドレス指定の機能が削除されます:
DDRII では、完全な柔軟性のためにバンク選択に使用さ
れている「 リニア バースト アドレス指定」機能があります。



tKHKH (K クロック立ち上りエッジからKクロックの立ち
上りエッジまで) パラメータは、入力クロック周期の
45％から 42.5％になるように修正されます。

すべての相違点の概要を次の表に示しています。AC タイミン
グと DC パラメータの詳細については、各デバイスのデータ
シートをご参照ください。

表 1. QDRII/DDRII および QDRII+/DDRII+の相違点

QDRII/DDRII

QDRII+/DDRII+

注釈
2 ワード バーストの QDRII+/DDRII+
は最大 333MHz まで、4 ワード
バーストの QDRII+/ DDRII+は最大
550MHz までに対応

周波数 - 65nm 技術を使ったデバイス 120MHz～333MHz

120MHz～550MHz

構成

x8、x9、x18、x36

x18、x36

–

VDD

1.8V±0.1V

1.8V±0.1V

–

VDDQ

1.8V±0.1V または
1.5V±0.1V

1.8V±0.1V または 1.5V±0.1V

–

読み出しレイテンシ

1.5 クロック

2.0 および 2.5 クロック
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表 1. QDRII/DDRII および QDRII+/DDRII+の相違点

QDRII/DDRII

注釈

QDRII+/DDRII+

入力クロック

シングルエンド (K、 K)

シングルエンド (K、 K)

–

出力クロック (C、 C)

有

なし

–

ODT (オンダイ終端) [注 1]

なし

ODT 対応と ODT 無しの 2 種類がある

A0 (DDR B2)

有

なし

–

A0、A1 (DDR B4)

有

なし

–

エコー クロックの数

1組

1組

PKG

165 ボール FBGA

165 ボール FBGA

–

個別バイト書き込み (BW0、BW1)

有

有

–

エコー クロックはシングルエンド

注 1 オンダイタ終端に関する詳細情報は、アプリケーション ノート「AN42468, On-Die Termination for QDRII+/DDRII+ SRAMs」を参照してください。

QDRII/DDRII および QDRII+/DDRII+ファ
ミリの SRAM デバイスの両方に対応する
ために設計変更が必要です。
QDRII+/DDRII+はほとんどのアプリケーション用に高速パス
を 提 供 し ま す 。 こ れ は 、 ユ ー ザ ー が QDRII/DDRII お よ び
QDRII+/DDRII+デバイスの設計を可能にするために既存の
設計に対して特定の設計変更を実施するのに有用です。前述
の変更のほとんどは、基板を大幅に変更すること無く実現でき
ます。
変更は以下のように分類することができます:

[

1]

ピン R6 (ODT) は入力 注 用のインピーダンスの上限と
下限を選択するために使用されます。



DDRII+では、リニア バースト アドレス指定がサポートさ
れていないため、ピン A0 と A1 は無接続です。ピンは内
部接続されていて、その接続状態が何の問題もないため、
変更の残りの部分に比べてこれは軽微な変更です。これ
らのピンは、任意の値の抵抗に接続するか、フローティン
グにしておくことができます。

図 1、図 2 および図 3 では、QDRII、ODT を備えていない
QDRII+および ODT を備えた QDRII+の x18 構成のデバイス
間のピン配置上の相違点を強調表示しています。

1.

ピン配置の変更

2.

ホスト コントローラの変更

図 4、図 5 および図 6 では、DDRII、ODT を備えない DDRII+、
および ODT を備えた DDRII+の x18 構成のデバイスのピン
配置上の相違点を強調表示しています。

3.

基板の変更

図 1. QDRII (x18 構成のピン配置)

ピン配置の変更



QDRII/DDRII でそれぞれ C とCクロックとして使用された
ピ ン は ODT 無 し の QDRII+/DDRII+ デ バ イ ス で は 、
QVLD ピンと NC ピンで置き換えられます。これは、デバ
イスが出力クロック C およびCを使用しないことが必要で
す。また、ピン P6 は 1kΩ の抵抗でハイ レベルにプル
アップされる必要があります。これは、QDRII+/DDRII+を
設計する時、ピンを開放するために抵抗を切り離すのに
役立ちます。ODT が備えられた QDRII+/DDRII+デバイ
スは C とCの代わりの QVLD と ODT ピンを持っています。
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図 2. ODT を備えない QDRII+ (x18 構成のピン配置)

図 5. ODT を備えない DDRII+ (x18 構成のピン配置)

図 3. ODT を備えた QDRII+ (x18 構成のピン配置)

図 6．ODT を備えた DDRII+ (x18 構成のピン配置)

図 4. DDRII (x18 構成のピン配置)

ホスト コントローラの変更

japan.cypress.com



レイテンシを 1.5 サイクルから 2.0、2.5 サイクルに変更：
読み出しレイテンシがわずか 1.5 サイクルの QDRII と比
べて QDRII+の読み出しレイテンシは、2.0 および 2.5 サ
イクルに増加されています。ホスト コントローラは、2.0 と
2.5 サイクルのレイテンシのどちらかに対応することがで
きるはずです (それぞれのデバイスが 1 つだけのレイテン
シに対応するため、両方のレイテンシに対応する必要は
ありません)。読み出しレイテンシの 2.0 と 2.5 サイクルの
どちらかの選択は、帯域幅とホスト コントローラ機能に基
づいて、設計の定義フェーズにおいて早い内に選択する
必要があります。



読み出しデータをラッチするためのエコー クロック：現時
点のデザインでは読み出しデータをラッチするのに K
クロック、または C クロックを使用する場合、K クロック、C
クロックの変わりに CQ クロックを使用します。データの
ラッチに CQ クロックを使用するためにはこの設計を変更
する必要があります。
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基板の変更

結論



高い性能: 基板は、最大 550MHz までの速度に対応する
ように設計される必要があります。



出力有効インジケータ: QDRII+を設計する際に QVLD 信
号を含み、この信号を利用するように基板を修正する必
要があります。



終端抵抗無し: 基板に、ODT を備えた QDRII+/DDRII+
デバイス用の終端抵抗を搭載してはなりません。

japan.cypress.com

65nm の QDRII+/DDRII+のデバイスは、既存の基板に対して
いくつかの僅かな変更を行うことにより、高い帯域幅使用性能
を実現する機能とデザインを新規作成する機能を提供します。
QDRII/DDRII および QDRII+/DDRII+デバイスの要件を満た
すよう基板とホスト コントローラを設計することにより、システ
ムは、最大 550MHz までの高性能または 80Gbps の帯域幅
に対応することができます。
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の最寄りのオフィスについては、サイプレスのロケーション ページをご覧ください。
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合理的に予想される生命維持システムの重要なコンポーネントとしてサイプレス製品を使用することを許可していません。生命維持システムの用途にサイプレス製品を供す
ることは、製造者がそのような使用におけるあらゆるリスクを負うことを意味し、その結果サイプレスはあらゆる責任を免除されることを意味します。
ソフトウェアの使用は、適用されるサイプレス ソフトウェア ライセンス契約によって制限され、かつ制約される場合があります。
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