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クロックおよび PLL ピン

注意: インテル® では、インテル Quartus® Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。
インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッ
ケージ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 1. クロックおよび PLL ピン

ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

CLK [0..7]p クロック、I/O 専用のグローバルクロック入力ピンです。差動グローバルクロック入力ま
たはユーザー入力ピンの正端子入力にも使用できます。このクロック入力
ピンをシングルエンドピンとして使用する場合は、P 記法は無視できます。
CLK[0..7]p ピンは通常の I/O ピンとして機能します。

未使用のピンは、ピンが存在するバンクの VCCIO または GND に接続し
ます。
注意 2 および 3 を参照してください。

CLK[0..7]n クロック、I/O 専用のグローバルクロック入力ピンです。差動グローバルクロック入力ま
たはユーザー入力ピンの負端子入力にも使用できます。このクロック入力
ピンをシングルエンドピンとして使用する場合は、n 記法は無視できま
す。
CLK[0..7]n ピンは通常の I/O ピンとして機能します。

未使用のピンは、ピンが存在するバンクの VCCIO または GND に接続し
ます。
注意 2 および 3 を参照してください。

DPCLK[0..3] I/O、入力 DPCLK ピンは、クロック、非同期クリア、プリセット、クロックイネーブル
などの高ファンアウト制御信号用のグローバル・クロック・ネットワークに
接続できます。DPCLK ピンは PLL 入力に給電できません。

未使用のピンは、ピンが存在するバンクの VCCIO または GND に接続し
ます。
このピンは通常の I/O ピンとして機能します。
注意 3 を参照してください。

PLL_[L,R,B,T]_CLKOUTp I/O、出力 PLL からの外部クロック出力用のオプションの正端子[1..4] です。このピ
ンは、PLL 出力から給電されている場合、シングルエンドまたは差動 I/O
規格に割り当てることができます。
• PLL_L_CLKOUTp は PLL_1 を参照しています。
• PLL_R_CLKOUTp は PLL_2 を参照しています。
• PLL_T_CLKOUTp は PLL_3 を参照しています。
• PLL_B_CLKOUTn は PLL_4 を参照しています。

未使用のピンは GND に接続します。
このピンは通常の I/O ピンとして機能します。
注意 3 を参照してください。
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ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

PLL_[L,R,B,T]_CLKOUTp ピンの可用性は、デバイスの集積度とパッケ
ージの組み合わせにより異なります。詳細に関しては、特定のデバイスの
ピン配置ファイルを参照してください。

PLL_[L,R,B,T]_CLKOUTn I/O、出力 PLL からの外部クロック出力用のオプションの負の端子[1..4] です。この
ピンは、PLL 出力から給電されている場合、シングルエンドまたは差動
I/O 規格に割り当てることができます。
• PLL_L_CLKOUTp は PLL_1 を参照しています。
• PLL_R_CLKOUTp は PLL_2 を参照しています。
• PLL_T_CLKOUTp は PLL_3 を参照しています。
• PLL_B_CLKOUTn は PLL_4 を参照しています。
PLL_[L,R,B,T]_CLKOUTn ピンの可用性は、デバイスの集積度とパッケ
ージの組み合わせにより異なります。詳細に関しては、特定のデバイスの
ピン配置ファイルを参照してください。

未使用のピンは GND に接続します。
このピンは通常の I/O ピンとして機能します。
注意 3 を参照してください。

コンフィグレーション/JTAG ピン

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 2. コンフィグレーション/JTAG ピン

ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

CONFIG_SEL 入力、I/O これは兼用ピンです。このピンを使用して、コンフィグレーション・イメージ
をデュアル・コンフィグレーション・イメージ・モードで選択します。
CONFIG_SEL ピンが Low に設定されている場合、最初のコンフィグレ
ーション・イメージは、コンフィグレーション・イメージ 0 です。
CONFIG_SEL ピンが High に設定されている場合、最初のコンフィグレ
ーション・イメージは、コンフィグレーション・イメージ 1 です。
このピンの読み出しは、ユーザーモードの前、および nSTATUS ピンがア
サートされる前に行われます。

コンフィグレーション・イメージをデュアル・コンフィグレーション・イメー
ジ・モードで選択するには、電源投入フェーズ中に、弱い 10KΩ プルアッ
プまたは弱い 10KΩ プルダウンをこのピンに外部接続します。
デフォルトではこのピンはトライステートです。
デュアル・コンフィグレーション・イメージ・モードを使用する予定がない場
合は、弱い 10KΩ プルアップまたは弱い 10KΩ プルダウンは不要です。
注意 10 を参照してください。

CONF_DONE 双方向 (オープ
ンドレイン)、
I/O

これは兼用ピンです。CONF_DONE ピンは、コンフィグレーション実行前
および実行中に Low に駆動されます。すべてのコンフィグレーション・デ
ータがエラーがない状態で受信され、初期化サイクルが開始すると、
CONF_DONE ピンはリリースされます。

CONF_DONE ピンは、外部 10KΩ プルアップ抵抗によって VCCIO
Bank 8 に High にプルアップする必要があります。
CONF_DONE ピンが Low にプルダウンされた場合、インテル MAX®

10 デバイスは初期化およびユーザーモードには入りません。
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ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

CONF_DONE ピンのホットソケットはディスエーブルされています。この
ため、CONF_DONE ピンでグリッチが観察される可能性があります。ピン
の状態をモニタリングするには、インテル では、ヒステリシス付き入力バ
ッファーと、サンプリング期間が 5.5 ミリ秒を超えるデジタル・フィルタリ
ングを外部デバイスに実装して、誤ったトリップを回避することをお勧めし
ます。

CRC_ERROR 出力 (オープン
ドレイン)、I/O

兼用ピンです。エラー検出回路がコンフィグレーション CRAM ビットでエ
ラーを検出したことを示すアクティブ High 信号です。
CRC_ERROR ピンはオプションのピンです。巡回冗長検査 (CRC) エラ
ー検出回路がイネーブルされている場合に使用されます。

インテル では、CRC エラー検出回路がディスエーブルされている場合、
または CRC_ERROR ピンを使用していない場合は、CRC_ERROR ピン
を VCCIO、GND に接続するか、ピンを未接続のままにしておくことをお
勧めします。

DEV_CLRn 入力、I/O これは兼用ピンです。オプションのチップ全体のリセットピンとして、すべ
てのデバイスレジスターのすべてのクリアをオーバーライドできます。
このピンを Low に駆動すると、すべてのレジスターがクリアされます。この
ピンを High に駆動すると、プログラムどおりに動作します。
DEV_CLRn ピンは、JTAG バウンダリー・スキャンやプログラミング動作
には影響しません。このピンをイネーブルするには、インテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアのデバイス全体のリセット (DEV_CLRn) オプ
ションをオンにします。

インテル では、Enable device-wide reset (DEV_CLRn) オプシ
ョンがディスエーブルされ、ユーザー I/O ピンとして使用していない場合
は、DEV_CLRn ピンを GND に接続することをお勧めします。Enable
device-wide reset (DEV_CLRn) オプションがディスエーブルさ
れ、ユーザー I/O ピンとして使用していない場合は、DEV_CLRn ピンを
VCCIO に接続するか、DEV_CLRn ピンを未接続のままにしておくことも
できます。DEV_CLRn ピンを未接続のままにする場合は、インテル では、
DEV_CLRn ピンは、弱いプルアップでトライステートを入力するように
設定することをお勧めします。

DEV_OE 入力、I/O 兼用ピンです。オプションのピンとして、デバイスのすべてのトライステー
トをオーバーライドできます。
このピンを Low に駆動すると、すべての I/O ピンがトライステートになり
ます。このピンを High に駆動すると、プログラムどおりに動作します。
このピンをイネーブルするには、インテル Quartus Prime 開発ソフトウ
ェアで、Enable device-wide output enable (DEV_OE) オプション
をオンにします。

インテル では、Enable device-wide reset (DEV_OE) オプショ
ンがディスエーブルされ、ユーザー I/O ピンとして使用していない場合
は、DEV_OE ピンを GND に接続することをお勧めします。Enable
device-wide reset (DEV_OE) オプションがディスエーブルされ、
ユーザー I/O ピンとして使用していない場合は、DEV_OE ピンを
VCCIO に接続するか、DEV_OE ピンを未接続のままにしておくこともで
きます。DEV_OE ピンを未接続のままにする場合は、インテル では、
DEV_OE ピンは、弱いプルアップでトライステートを入力するように設定
することをお勧めします。

JTAGEN I/O これは兼用ピンです。このピンは、JTAG ピン共有オプションのビットの設
定に従って機能します。
JTAG ピン共有がイネーブルされていない場合、JTAGEN ピンは通常の
I/O ピンです。また、JTAG ピンは、JTAG 専用ピンとして機能します。
JTAG ピン共有がイネーブルされ、JTAGEN ピンが Low に引き下げられ
ると、JTAG ピンは兼用ピンとして機能します。
JTAG ピン共有がイネーブルされ、JTAGEN ピンが High に引き上げられ
ると、JTAG ピンは JTAG 専用ピンとして機能します。

このピンには 25kΩ の内部プルアップ抵抗が備えられています。
ユーザーモードで、JTAG ピンを通常の I/O ピンとして使用するには、
JTAGEN ピンを弱い 1kΩ プルダウンに接続します。JTAG ピンを専用ピ
ンとして使用するには、JTAGEN ピンを弱い 10kΩ プルアップに接続し
ます。
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ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

nCONFIG 入力、I/O これは兼用ピンです。ユーザーモードでは、シングルエンド入力ピン、また
は nCONFIG ピンです。ユーザーモードに入る前は、このピンはコンフィ
グレーション・ピンとして機能します。
コンフィグレーション・モード中のピン名は nCONFIG です。ユーザーモー
ド中のピン名は Input_only です。
ユーザーモード中にこのピンを Low に引き下げると、デバイスがコンフィ
グレーション・データを喪失し、リセット状態に入り、すべての I/O ピンが
トライステートになります。このピンをロジック High に引き上げるとリコ
ンフィグレーションが開始されます。

電源投入時に、nCONFIG ピンを High に引き上げる必要があります。こ
のピンを直接または 10kΩ の抵抗を介して VCCIO に接続します。

nSTATUS 双方向 (オープ
ンドレイン)、
I/O

これは兼用ピンです。ユーザーモードでは、nSTATUS ピンまたは通常の
ユーザー I/O ピンです。デフォルトで nSTATUS ピンは、ユーザーモード
では専用コンフィグレーション・ピンです。
デバイスは、nSTATUS ピンを電源投入直後に Low に駆動します。また、
このピンをパワーオンリセット (POR) 後にリリースします。
ステータス出力の場合、nSTATUS ピンは、コンフィグレーション中にエラ
ーが発生した場合は Low に引き下げられます。
ステータス入力の場合、nSTATUS がコンフィグレーション時または初期
化時に外部ソースによって Low に駆動されると、デバイスはエラー状態
に入ります。

外部 10kΩ プルアップ抵抗を使用して nSTATUS ピンを High に引き上
げます。
nSTATUS ピンのホットソケットはディスエーブルされています。このた
め、nSTATUS ピンでグリッチが観察される可能性があります。ピンの状
態をモニタリングするには、インテル では、ヒステリシス付き入力バッファ
ーと、サンプリング期間が 5.5ms を超えるデジタル・フィルタリングを外
部デバイスに実装して、誤ったトリップを回避することをお勧めします。

TCK 入力、I/O JTAG テストクロック入力ピンです。これは兼用ピンです。 この TCK ピンでは、弱い内部プルダウンはサポートしていません。このピ
ンを 1KΩ から 10KΩ の外部プルダウン抵抗に接続します。
デフォルトではこのピンはトライステートです。
コンフィグレーション電圧が 2.5V (VCCIO Bank 1B) を超える場合、イ
ンテル では、外部コンデンサーとダイオードを追加して、電圧のオーバー
シュートを低減することをお勧めします。
オーバーシュート防止回路の詳細に関しては、 インテル MAX 10 コンフ
ィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。

TDO 出力、I/O これは兼用ピンです。ユーザーモードでは、JTAG TDO ピン、または通常
のユーザー I/O ピンです。

インテル では、このピンは、使用しない場合は未接続のままにしておくこ
とをお勧めします。
デフォルトではこのピンはトライステートです。
コンフィグレーション電圧が 2.5V (VCCIO Bank 1B) を超える場合、イ
ンテル では、外部コンデンサーとダイオードを追加して、電圧のオーバー
シュートを低減することをお勧めします。
オーバーシュート防止回路の詳細に関しては、 インテル MAX 10 コンフ
ィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。

TDI 入力、I/O これは、兼用ピンです。ユーザーモードでは、JTAG TDI ピン、または通常
のユーザー I/O ピンです。

このピンには、弱い内部プルアップが備えられています。コンフィグレーシ
ョン電圧が 2.5V、3.0V、または 3.3V の場合、このピンを 10kΩ の抵抗
を介して 2.5V (VCCIO Bank 1B) に接続して、電圧のオーバーシュー
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ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

JTAG 回路をディスエーブルするには、TDI ピンを VCCIO Bank 1B に
接続します。

トを防止します。電源供給が 2.5V を超える場合、インテル では、外部コ
ンデンサーとダイオードを追加して、電圧のオーバーシュートを低減する
ことをお勧めします。コンフィグレーション電圧が 1.5V および 1.8V の場
合は、このピンを 10kΩ の抵抗を介してそれぞれ 1.5V または 1.8V
(VCCIO Bank 1B) 電源に接続します。
オーバーシュート防止回路の詳細に関しては、 インテル MAX 10 コンフ
ィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。

TMS 入力、I/O これは、兼用ピンです。ユーザーモードでは、JTAG TMS ピン、または通常
のユーザー I/O ピンです。
JTAG 回路をディスエーブルするには、TMS ピンを VCCIO Bank 1B に
接続します。

このピンには、弱い内部プルアップが備えられています。コンフィグレーシ
ョン電圧が 2.5V、3.0V、または 3.3V の場合、このピンを 10kΩ の抵抗
を介して 2.5V (VCCIO Bank 1B) に接続して、電圧のオーバーシュー
トを防止します。電源供給が 2.5V を超える場合、インテル では、外部コ
ンデンサーとダイオードを追加して、電圧のオーバーシュートを低減する
ことをお勧めします。コンフィグレーション電圧が 1.5V および 1.8V の場
合は、このピンを 10kΩ の抵抗を介してそれぞれ 1.5V または 1.8V
(VCCIO Bank 1B) 電源に接続します。
オーバーシュート防止回路の詳細に関しては、 インテル MAX 10 コンフ
ィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。

差動 I/O ピン

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 3. 差動 I/O ピン

ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

DIFFIO_RX_L[#:#][n,p]、
DIFFOUT_L[#:#][n,p]

I/O、専用 RX
チャネル、エミ
ュレートされた
LVDS 出力チャ
ネル

これは、差動入力として使用する場合、左の I/O バンク上の真の LVDS レ
シーバーチャネルです。末尾が「p」のピンでは、差動チャネルの正の信号を
伝えます。末尾が「n」のピンでは、差動チャネルの負の信号を伝えます。こ
れらのピンは、差動信号に使用しない場合は、ユーザー I/O ピンとして使
用可能です。
これは、差動出力として使用する場合、左の I/O バンク上のエミュレート
された LVDS 出力チャネルです。エミュレートされた LVDS 出力バッファ
ーには、外部抵抗ネットワークが必要です。末尾が「p」のピンでは、差動チ

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。
インテル MAX 10 デバイスの各 LVDS ペア数については、それぞれのデ
バイスのピン配置ファイルを参照してください。
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ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

ャネルの正の信号を運びます。末尾が「n」のピンでは、差動チャネルの負の
信号を運びます。差動信号に使用しない場合、これらのピンはユーザー
I/O ピンとして使用可能です。

DIFFIO_RX_R[#:#][n,p]、
DIFFOUT_R[#:#][n,p]

I/O、専用 RX
チャネル、エミ
ュレートされた
LVDS 出力チャ
ネル

これは、差動入力として使用する場合、右の I/O バンク上の真の LVDS レ
シーバーチャネルです。末尾が「p」のピンでは、差動チャネルの正の信号を
伝えます。末尾が「n」のピンでは、差動チャネルの負の信号を伝えます。こ
れらのピンは、差動信号に使用しない場合は、ユーザー I/O ピンとして使
用可能です。
これは、差動出力として使用する場合、右の I/O バンク上のエミュレート
された LVDS 出力チャネルです。エミュレートされた LVDS 出力バッファ
ーには外部抵抗ネットワークが必要です。末尾が「p」のピンでは、差動チャ
ネルの正の信号を運びます。末尾が「n」のピンでは、差動チャネルの負の
信号を運びます。差動信号に使用しない場合、これらのピンはユーザー
I/O ピンとして使用可能です。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。
インテル MAX 10 デバイスの各 LVDS ペア数については、それぞれのデ
バイスのピン配置ファイルを参照してください。

DIFFIO_RX_T[#:#][n,p]、
DIFFOUT_T[#:#][n,p]

I/O、専用 RX
チャネル、エミ
ュレートされた
LVDS 出力チャ
ネル

これは、差動入力として使用する場合、上の I/O バンク上の真の LVDS レ
シーバーチャネルです。末尾が「p」のピンでは、差動チャネルの正の信号を
伝えます。末尾が「n」のピンでは、差動チャネルの負の信号を伝えます。こ
れらのピンは、差動信号に使用しない場合は、ユーザー I/O ピンとして使
用可能です。
これは、差動出力として使用する場合、上の I/O バンク上のエミュレート
された LVDS 出力チャネルです。エミュレートされた LVDS 出力バッファ
ーには外部抵抗ネットワークが必要です。末尾が「p」のピンでは、差動チャ
ネルの正の信号を運びます。末尾が「n」のピンでは、差動チャネルの負の
信号を運びます。差動信号に使用しない場合、これらのピンはユーザー
I/O ピンとして使用可能です。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。
インテル MAX 10 デバイスの各 LVDS ペア数については、それぞれのデ
バイスのピン配置ファイルを参照してください。

DIFFIO_RX_B[#:#][n,p]、
DIFFOUT_B[#:#][n,p]

I/O、専用 RX
チャネル、エミ
ュレートされた
LVDS 出力チャ
ネル

これは、差動入力として使用する場合、下の I/O バンク上の真の LVDS レ
シーバーチャネルです。末尾が「p」のピンでは、差動チャネルの正の信号を
伝えます。末尾が「n」のピンでは、差動チャネルの負の信号を伝えます。こ
れらのピンは、差動信号に使用しない場合は、ユーザー I/O ピンとして使
用可能です。
これは、差動出力として使用する場合、下の I/O バンク上の真の LVDS レ
シーバーチャネルです。末尾が「p」のピンでは、差動チャネルの正の信号を
伝えます。末尾が「n」のピンでは、差動チャネルの負の信号を伝えます。こ
れらのピンは、差動信号に使用しない場合は、ユーザー I/O ピンとして使
用可能です。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。
インテル MAX 10 デバイスの各 LVDS ペア数については、それぞれのデ
バイスのピン配置ファイルを参照してください。

continued...   
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ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

DIFFIO_TX_RX_B[#:#]
[n,p]

I/O、専用
TX/RX チャネ
ル

これは、下の I/O バンク上の LVDS トランスミッター・チャネルまたは真
の LVDS レシーバーチャネルです。末尾が「p」のピンでは、差動チャネル
の正の信号を伝えます。末尾が「n」のピンでは、差動チャネルの負の信号
を伝えます。これらのピンは、差動信号に使用しない場合は、ユーザー I/O
ピンとして使用可能です。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。
インテル MAX 10 デバイスの各 LVDS ペア数については、それぞれのデ
バイスのピン配置ファイルを参照してください。

High_Speed I/O これらは I/O ピンです。High_Speed I/O ピンは、Low_Speed I/O ピ
ンと比較してパフォーマンスが高くなります。
High_Speed I/O ピンは Bank 2、3、4、5、6、および 7 にあります。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。

Low_Speed I/O これらは I/O ピンです。Low_Speed I/O ピンは、High_Speed I/O ピ
ンと比較してパフォーマンスが低くなります。
Low_Speed I/O ピンは Bank 1A、1B、および 8 にあります。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。

RDN I/O、入力 このピンは、各 OCT RS キャリブレーション・ブロックに必要です。OCT
が適用されるのは、10M16、10M25、および 10M50 デバイスの右の I/O
バンク (バンク 5 および 6) のみです。
このピンは兼用ピンです。OCT キャリブレーションを使用しない場合は、
RDN ピンを通常の I/O ピンとして使用できます。OCT キャリブレーショ
ンを使用する場合は、外部抵抗を介して RDN ピンを GND に接続してく
ださい。

OCT を使用する場合は、必要な I/O 規格に応じて、25、34、40、48、また
は 50Ω の抵抗を介してこれらのピンを GND に接続します。インテル で
は、デバイスによってこの専用入力ピンが外部高精度抵抗または I/O ピ
ンに対して使われていない場合は、RDN ピンを GND に接続することを
お勧めします。

RUP I/O、入力 このピンは、各 OCT RS キャリブレーション・ブロックに必要です。OCT
が適用されるのは、10M16、10M25、および 10M50 デバイスの右の I/O
バンク (バンク 5 および 6) のみです。
このピンは兼用ピンです。OCT キャリブレーションを使用しない場合は、
RUP ピンを通常の I/O ピンとして使用できます。OCT キャリブレーショ
ンを使用する場合は、外部抵抗を介して RUP ピンを VCCN に接続してく
ださい。

OCT を使用する場合は、必要な I/O 規格に応じて、25、34、40、48、また
は 50Ω の抵抗を介してこれらのピンを GND に接続します。インテル で
は、デバイスによってこの専用入力ピンが外部高精度抵抗または I/O ピ
ンに対して使われていない場合は、RUP ピンが存在するバンクの VCCIO
または GND に RUP ピンを接続することをお勧めします。

VREFB<#>N0 電源、I/O これらのピンは兼用ピンです。バンク 1A および 1B の場合、VREF ピンは
共有されます。
各 I/O バンクの入力リファレンス電圧です。バンクによって電圧リファレ
ンス I/O 規格が使われている場合、これらのピンをそのバンクの電圧リフ
ァレンス・ピンとして使用します。

VREF ピンをバンクまたは共有バンクで使用していない場合は、未使用ピ
ンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義されてい
るとおりに行います。
VREF ピンを I/O ピンとして使用する場合、通常の I/O ピンよりも高い
キャパシタンスになります。それにより、エッジレートが遅くなり、I/O タイ
ミングに影響します。

外部メモリー·インターフェイス・ピン

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。
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表 4. 外部メモリー·インターフェイス・ピン

ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

DQ[#]R I/O、DQ オプションのデータ信号です。外部メモリー・インターフェイスで使用しま
す。指定された DQ バス内の DQ ビットの順序は重要ではありません。た
だし、異なる DQ バス幅を持つメモリー・インターフェイスへの移行を計画
している場合は、ピンの割り当ての際は注意して使用してください。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。

DQS[#]R I/O、DQS オプションのデータストローブ信号です。外部メモリー・インターフェイス
で使用します。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。

DQSn[#]R I/O、DQSn オプションの補完データストローブ信号です。外部メモリー・インターフェ
イスで使用します。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。

DM[#]R I/O、DM DM ピンの Low 信号は、書き込みが有効であることを示します。DM ピン
を High に駆動すると、DQ 信号のメモリーマスキングが発生します。

未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。

CK_[6] I/O、出力 外部メモリーデバイスの入力クロックです。 未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。

CK#_[6] I/O、出力 外部メモリーデバイスの入力クロック、反転 CK です。 未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで定義
されているとおりに行います。

リファレンス・ピン

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 5. リファレンス・ピン

ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

GND グランド デバイス・グランド・ピンです。 インテル では、REFGND を絶縁フェライトビーズを使用して GND ピン
に接続し、最良の ADC パフォーマンスを得ることをお勧めします。
すべての GND ピンをボードの GND プレーンに接続します。

NC 接続なし 信号をこのピンに駆動しないでください。 デバイス移行用にデザインする場合、移行用に選択したデバイスのピン割
り当てに応じて、これらのピンは、電源、グランド、または信号トレースに接
続できます。ただし、デバイスの移行が問題にならない場合は、これらのピ
ンはフローティングのままにしておきます。

DNU 使用しないでく
ださい

使用しないでください (DNU)。 電源、GND または他の信号に接続しないでください。このピンはフローテ
ィングのままにしておく必要があります。
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アナログ入力ピン

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 6. アナログ入力ピン

ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

ADC[1..2]IN[1..16] I/O、入力 これらの多目的ピンでは、シングルエンドのアナログ入力をサポートしま
すが、バンクでは、アナログ信号とデジタル信号の両方を同時にサポート
しません。これらのピンは、アナログ入力ピンとして使用しない場合は、他
のデジタル I/O ピンとして使用できます。
ADCIN[8] および ADCIN[16] ピンでは、プリスケーラー機能をサポー
トします。
10M08 および 10M16 デバイスの場合、ADC1IN[1..8] ピンはシング
ル電源デバイスに使用可能で、ADC1IN[1..16] ピンはデュアル電源デ
バイスに使用可能です。
10M25 および 10M50 デバイスの場合、ADC1IN[1..8] および
ADC2IN[1..8] ピンは、シングルとデュアル電源デバイスの両方で使用
可能です。

これらのピンのいずれかがアナログ入力ピンとしてコンフィグレーション
されている場合、すべてのデジタル I/O ピンはトライステートになります。
未使用の ADCIN ピンの場合、インテル では、GND に接続することをお
勧めします。
並列配線は、アナログ入力信号と I/O トレース間にはありません。アナロ
グ - デジタル信号のクロストーク要件は、-100dB で、最大 2GHz です。
アナログ入力信号を REFGND に隣接させて配線します。
パッケージ、トレース、ドライバー寄生値を含む合計 RC 値は、42.4ns 未
満である必要があります。これにより、入力信号をサンプリング・フェーズ
中に十分に安定させます。
ロー・パス・フィルターは、アナログ入力ピンごとに必要です。フィルターの
グランド・リファレンスは REFGND です。
ボード・デザイン・ガイドラインの詳細に関しては、 インテル MAX 10 アナ
ログ - デジタルのコンバーター・ユーザーガイド を参照してください。

ADC_VREF 入力 アナログ - デジタル・コンバーター (ADC) 電圧リファレンス入力です。 ADC_VREF ピンを外部の正確な電圧リファレンス・ソースに接続します。
外部リファレンスを使用していない場合は、このピンは接続なし (NC) で
す。
並列配線は、アナログ入力信号と I/O トレース間にはありません。アナロ
グ - デジタル信号のクロストーク要件は、-100dB で、最大 2GHz です。
詳細に関しては、 インテル MAX 10 アナログ - デジタルのコンバータ
ー・ユーザーガイド のガイドライン: ADC リファレンス電圧ピンのための
ボードデザインのセクションを参照してください。

ANAIN[1] 入力 これは、ADC1 専用のシングルエンド・アナログ入力ピンです。 このピンを使用しない場合は、インテル では、GND に接続することをお
勧めします。
並列配線は、アナログ入力信号と I/O トレース間にはありません。アナロ
グ - デジタル信号のクロストーク要件は、-100dB で、最大 2GHz です。
アナログ入力信号を REFGND に隣接させて配線します。
パッケージ、トレース、ドライバー寄生値を含む合計 RC 値は、42.4ns 未
満である必要があります。これにより、入力信号をサンプリング・フェーズ
中に十分に安定させます。
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ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

ローパスフィルターは、アナログ入力ピンごとに必要です。フィルターのグ
ランド・リファレンスは REFGND です。
ボード・デザイン・ガイドラインの詳細に関しては、 インテル MAX 10 アナ
ログ - デジタルのコンバーター・ユーザーガイド を参照してください。

ANAIN[2] 入力 これは、ADC2 専用のシングルエンド・アナログ入力ピンです。
このピンは、各デバイスの集積度とパッケージの組み合わせでは使用でき
ません。詳細に関しては、特定のデバイスのピン配置ファイルを参照してく
ださい。

このピンは、使用しない場合は GND に接続することをインテル ではお勧
めします。並列配線は、アナログ入力信号と I/O トレース間にはありませ
ん。アナログ - デジタル信号のクロストーク要件は、-100dB で、最大
2GHz です。RC フィルターのグランド・リファレンスは REFGND です。
パッケージ、トレース、ドライバー寄生値を含む合計 RC 値は、42.4ns 未
満である必要があります。これにより、入力信号をサンプリング・フェーズ
中に十分に安定させます。
ロー・パス・フィルターは、アナログ入力ピンごとに必要です。フィルターの
グランド・リファレンスは REFGND です。
詳細に関しては、 インテル MAX 10 アナログ - デジタルのコンバータ
ー・ユーザーガイド を参照してください。

REFGND 入力 このピンは、アナログピンの ADC グランド・リファレンス・ピンです。 インテル では、REFGND を絶縁フェライトビーズを使用して GND ピン
に接続し、最良の ADC パフォーマンスを得ることをお勧めします。
ADC を使用しない場合は、このピンを直接 GND に接続します。

インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 7. インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA

ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

VCC_ONE 電源 オンダイ・レギュレーターを介したコアおよびペリフェラルの電源ピンで
す。
電圧は内部で 1.2V に調整され、コアおよびペリフェラルに電力を供給し
ます。

VCC_ONE 電源ピンでは、E144、M153、U169、および U324 パッケー
ジタイプのみをサポートします。
すべての VCC_ONE ピンを 3.0V または 3.3V 電源に接続します。
VCC_ONE と VCCA をフィルターと接続します。このときボードレベルで
同じ電源を使用します。

VCCIO[#] 電源 バンク 1 から 8 の I/O 電源電圧ピンです。各バンクでは、異なる電圧レベ
ルをサポートします。

これらのピンを 1.0V、1.2V、1.35V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、または
3.3V の電源に接続します。各 I/O バンクに割り当てられた I/O 規格に応
じて行います。
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ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

VCCIO ピンでは、すべての I/O 規格のバンク 1 から 8 の入力および出力
バッファーに電力を供給します。
VCCIO ピンでは、JTAG ピンとコンフィグレーション・ピンの電源を入れ
ます。

注
意: 

1.0V VCCIO は、I/O バンク 1B および 8 ではサポートされてい
ません。シングル電源デバイスオプションの場合、1.0V VCCIO
は、次のデバイスでのみサポートされます。10M02SCU324C8G、
10M04SCU324C8G、10M08SCU324C8G、
10M16SCU324C8G、10M16SCU169C8G、
10M16SAU169C8G

他のインテル MAX 10 デバイスから 10M02 デバイスに移行する場合、
VCCIO1A ピンおよび VCCIO1B ピンは、10M02 デバイスの VCCIO1
ピンに短絡されます。
ADC 機能をイネーブルしない場合、VREF ピンを使用しない限りは、
VCCIO1A ピンと VCCIO1B ピンを異なる電圧レベルに接続できます。
VREF ピンを使用する場合は、VCCIO1A ピンと VCCIO1B ピンは同じ
電圧レベルに接続する必要があります。
ADC 機能をイネーブルする場合は、使用する VCC_ONE ピンに応じて、
VCCIO1A と VCCIO1B を 3.0V または 3.3V に接続します。
VCCIO1A ピンと VCCIO1B ピンの間で電源を共有するには、ノイズを分
離するためにフィルタリングが必要です。フィルターは、VCCIO1A ピンの
近くに配置する必要があります。VCCIO1A と VCCIO1B が同じ電源を共
有している場合、フィルタリングを必要としないのは 10M02 デバイスの
みです。ADC 機能がイネーブルされている場合は、フィルターが必要で
す。
10M08 または 10M16 デバイスから ADC がイネーブルされている
10M02 デバイスに移行する場合は、10M02 デバイスでフィルターを 0Ω
抵抗に交換してください。
各インテル MAX 10 デバイスに使用可能な VCCIO ピンの詳細に関して
は、各デバイスのピン配置ファイルを参照してください。注意 4 を参照して
ください。
これらのピンのデカップリングは、特定のボードのデザインのデカップリ
ング要件に依存します。

VCCA[1..6] 電源 PLL および ADC ブロックの電源ピンです。 PLL と ADC を使用しない場合でも、これらのピンを 3.0V または 3.3V
の電源に接続します。これらのピンのパワーアップとパワーダウンは、同
時に行う必要があります。すべての VCCA ピンを一緒に接続します。
FPGA への VCCA 電源は、ジッター性能を向上させるために絶縁する必
要があります。注意 5 および 6 を参照してください。
VCCA[1..4] は M153、U169、および U324 パッケージで使用可能で
す。VCCA[1..6] は E144 パッケージで使用可能です。
UFM および CFM のパワーダウン要件の詳細に関しては、 インテル
MAX 10 ユーザー・フラッシュメモリー・ユーザーガイド を参照してくださ
い。
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関連情報
インテル® MAX® 10 ユーザー・フラッシュメモリー・ユーザーガイド

インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 8. インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA

ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

VCC Power コアおよびペリフェラルの電源ピンです。 すべての VCC ピンを 1.2V 電源に接続します。
これらのピンのデカップリングは、それぞれのボードのデザインのデカッ
プリング要件に依存します。注意 4 を参照してください。

VCCIO[#] 電源 バンク 1 から 8 の I/O 電源電圧ピンです。各バンクでは、異なる電圧レベ
ルをサポートします。
VCCIO ピンでは、すべての I/O 規格の入力および出力バッファーに電力
を供給します。
VCCIO ピンでは、JTAG ピンとコンフィグレーション・ピンの電源を入れ
ます。

これらのピンを 1.0V、1.2V、1.35V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、または
3.3V の電源に接続します。各 I/O バンクに割り当てられた I/O 規格に応
じて行います。
注
意: 

1.0V VCCIO は、I/O バンク 1B および 8 ではサポートされてい
ません。デュアル電源デバイスオプションの場合、1.0V VCCIO
は、次のデバイスでのみサポートされます。10M16DCF484C8G、
10M16DAF484C8G、10M25DCF484C8G、
10M25DAF484C8G、10M40DCF484C8G、
10M40DAF484C8G、10M50DCF484C8G、
10M50DAF484C8G

他のインテル MAX 10 デバイスから 10M02 デバイスに移行する場合、
VCCIO1A ピンおよび VCCIO1B ピンは、10M02 デバイスの VCCIO1
ピンに短絡されます。
ADC 機能をイネーブルしない場合、VREF ピンを使用しない限りは、
VCCIO1A ピンと VCCIO1B ピンを異なる電圧レベルに接続できます。
VREF ピンを使用する場合は、VCCIO1A ピンと VCCIO1B ピンは同じ
電圧レベルに接続する必要があります。
ADC 機能をイネーブルする場合は、VCCIO1A と VCCIO1B を 2.5V に
接続します。
VCCIO1A ピンと VCCIO1B ピンの間で電源を共有するには、ノイズを分
離するためにフィルタリングが必要です。フィルターは、VCCIO1A ピンの
近くに配置する必要があります。VCCIO1A と VCCIO1B が同じ電源を共
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ピン名 ピンの機能 ピンの説明 接続ガイドライン

有している場合、フィルタリングを必要としないのは 10M02 デバイスの
みです。ADC 機能がイネーブルされている場合は、フィルターが必要で
す。
10M08 または 10M16 デバイスから ADC がイネーブルされている
10M02 デバイスに移行する場合は、10M02 デバイスでフィルターを 0Ω
抵抗に交換してください。
各インテル MAX 10 デバイスに使用可能な VCCIO ピンの詳細に関して
は、各デバイスのピン配置ファイルを参照してください。
これらのピンのデカップリングは、それぞれのボードのデザインのデカッ
プリング要件に依存します。注意 4 を参照してください。

VCCA[1..4] 電源 PLL アナログブロックの電源ピンです。 PLL を使用しない場合でも、これらのピンを 2.5V の電源に接続します。
これらのピンのパワーアップとパワーダウンは、同時に行う必要がありま
す。すべての VCCA ピンを一緒に接続します。
FPGA への VCCA 電源は、ジッター性能を向上させるために絶縁する必
要があります。注意 5 および 6 を参照してください。
UFM および CFM のパワーダウン要件の詳細に関しては、 インテル
MAX 10 ユーザー・フラッシュメモリー・ユーザーガイド を参照してくださ
い。

VCCD_PLL[1..4] 電源 PLL デジタルブロックの電源ピンです。 PLL を使用しない場合でも、VCCD_PLL[1..4] ピンを 1.2V 電源に接続
します。
すべての VCCD_PLL[1..4] ピンを一緒に接続します。
インテル では、ジッター性能を向上させるために、これらのピンを他の
VCC ピンから分離しておくことをお勧めします。注意 5 および 7 を参照し
てください。

VCCA_ADC 電源 ADC アナログブロックの電源ピンです。 最良の ADC パフォーマンスを得るためには、VCCA_ADC ピンを推奨電
源仕様に接続します。
ADC を使用していない場合は、VCCA_ADC ピンを任意の 2.5V 電源ド
メインに接続します。VCCA_ADC ピンを GND に接続しないでください。
これらのピンのデカップリングは、それぞれのボードのデザインのデカッ
プリング要件に依存します。注意 4 を参照してください。

VCCINT 電源 ADC デジタルブロックの電源ピンです。 最良の ADC パフォーマンスを得るためには、VCCINT ピンを推奨電源仕
様に接続します。
ADC を使用していない場合は、VCCINT ピンを任意の 1.2V 電源ドメイ
ンに接続します。
これらのピンのデカップリングは、それぞれのボードのデザインのデカッ
プリング要件に依存します。注意 4 を参照してください。
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関連情報
インテル® MAX® 10 ユーザー・フラッシュメモリー・ユーザーガイド

インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインの注意項目

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

インテル では、これらのガイドラインは推奨事項としてのみ提供しています。デバイスが適切に機能するかを検証するために、デザインにシミュレーショ
ン結果を適用することは設計者の責任となります。

1. これらのピン接続ガイドラインは、インテル MAX 10 FPGA デバイスファミリーに基づいて作成されています。

2. 専用のグローバルクロックの数は、デバイスの集積度ごとに異なります。

3. 未使用ピンの接続は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで指定されているとおりに行う必要があります。未使用ピンに対するデフォルト
のインテル Quartus Prime の設定は、「弱いプルアップ抵抗でトライステートされた入力」です。ただし、特定のピンの場合のみ、インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアにより GND に自動接続します。

4. 電源デカップリング・コンデンサーの静電容量値を選択する前に考慮にする必要がある点は、デカップリングされる特定の回路の動作周波数に対
して供給するために必要な電力量です。電源プレーンのターゲット・インピーダンスの計算は、デバイス/電源の消費電流と電圧降下の要件に基づ
いて行う必要があります。次に、適切な数のコンデンサーを使用して、電源プレーンを分離する必要があります。オンボード・コンデンサーによるデ
カップリングは 100MHz を超えません。これは、パッケージのマウンティングの「等価直列インダクタンス」のためです。高周波デカップリングに
は、低インダクタンスのプレーン間コンデンサーなどの適切なボードデザイン手法を検討する必要があります。インテル の「電源供給ネットワーク
(PDN)」は、優れたデカップリング解析ツールとして、デカップリング解析を支援します。PDN デザインツールは、電源供給ネットワーク (PDN) ツ
ールで入手できます。

表 9. インテル MAX 10 デバイスの過渡電流および電圧リップル
各インテル MAX 10 デバイス電源の目標インピーダンスを計算するには、次の過渡電流および電圧リップルのパーセンテージを使用する必要があります。Ftarget を 70MHz 以上に設定する
と、堅牢な PDN が得られます。

インテル MAX 10 供給レール 過渡電流 (%) 電圧リップル (%)

VCC 50 5

VCCIO 100 5

VCCA 10 5

continued...   
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インテル MAX 10 供給レール 過渡電流 (%) 電圧リップル (%)

VCCD_PLL 10 3

VCCA_ADC 50 2

VCCINT 50 3

5. VCCA と VCCD_PLL には、別々の電源アイランドを使用してください。PLL 電源は、ボード上の別のプレーンから発生する場合がありますが、フェ
ライトビーズまたは他の同等の方法を使用して絶縁する必要があります。フェライトビーズを使用する場合は、0402 パッケージを選択します。
0402 パッケージは、DC 抵抗が低く、電流定格は接続先の電源 (VCCA または VCCD_PLL) の最大定常電流よりも高く、100MHz でのインピー
ダンスが高くなっています。

6. VCCA 電源アイランドのデカップリングには、デカップリング・コンデンサーの組み合わせを使用します。デカップリング・コンデンサーの値を決定
するには、電源供給ネットワーク (PDN) ツールを参照してください。0.1uF の場合は 0402 パッケージを使用し、マウンティング・インダクタンス
を下げるには小さいコンデンサーを使用します。0.1uF 以下のコンデンサーをデバイスのできるだけ近くに配置します。パッケージのマウンティン
グの「等価直列インダクタンス」により、オンボード・コンデンサーによるデカップリングは 100MHz を超えません。高周波デカップリングには、低イ
ンダクタンスのプレーン間コンデンサーなどの適切なボードデザイン手法を検討する必要があります。ジッターへの影響を最小限に抑えるために、
VCCA デカップリングの解析には、20mV のリップル電圧を使用しています。

7. VCCD_PLL 電源アイランドのデカップリングには、デカップリング・コンデンサーの組み合わせを使用します。デカップリング・コンデンサーの値を
決定するには、電源供給ネットワーク (PDN) ツールを参照してください。0.1uF 以下のコンデンサーをデバイスのできるだけ近くに配置します。パ
ッケージのマウンティングの「等価直列インダクタンス」により、オンボード・コンデンサーによるデカップリングは 100MHz を超えません。高周波
デカップリングには、低インダクタンスのプレーン間容量などの適切なボードデザイン手法を検討する必要があります。ジッターへの影響を最小限
に抑えるために、VCCD_PLL デカップリングの解析には、20mV のリップル電圧を使用しています。

8. ユーザーモードで使用するすべてのコンフィグレーション・ピンは低速 I/O です。

9. Low Noise Switching Regulator は、薄型表面実装パッケージ内にカプセル化されたスイッチング・レギュレーター回路として定義され、スイッ
チ・コントローラー、パワー FET、インダクターおよびその他のサポート部品を含みます。スイッチング周波数は通常、800kHz から 1MHz で、高速
過渡応答を有しています。このスイッチング周波数の範囲は、インテル の要件ではありません。ただしインテル では、Line Regulation および
Load Regulation が次の仕様を満たすことを必要とします。

• Line Regulation < 0.4%

• Load Regulation < 1.2%

10. POF ファイルの生成時に、Configure device from CFM0 only のオプションをインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでイネーブルし
た場合、FPGA では、常にコンフィグレーション・イメージ 0 をロードし、電源投入時に物理 CONFIG_SEL ピンのサンプリングは行いません。
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インテル MAX 10 FPGA デバイスの電源共有ガイドライン

例 1: インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 10. インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用しない場合)
3 つの電力レギュレーターを必要とする例

電源ピン名 レギュレーターのグルー
プ

電圧レベル (V) 電源許容範囲 電源 レギュレーターの共有 説明

VCC 1 1.2 ± 50mV スイッチャー (*) 共有 オプションで、適切なアイソレーション・フィルタ
ーを使用して、VCCINT および VCCD_PLL を
VCC と共有できます。VCCINT 分離

VCCD_PLL 分離

VCCA 2 2.5 ± 5% スイッチャー (*) 共有 オプションで、VCCA_ADC を VCCA と共有でき
ます。

VCCA_ADC

VCCIO 3 変動 ± 5% スイッチャー (*) 共有 個別の電源レールです。

(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、スイッチャーは、 インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインの注意項目 の注意 9 で
定義されている低ノイズ・スイッチャーを使用してください。
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注意:

1. EPE (Early Power Estimation) ツールを使用して、特定のデザインに必要な電力を決定します。

2. 各ボードデザインには、特定のボードデザイン要件を満たすために必要な電力レギュレーターを決定するために、独自の電力解析が不可欠です。イ
ンテル MAX 10 FPGA デバイスを使用する場合のブロック図の例を図 1 に示します。

3. インテル MAX 10 のパフォーマンスは、推奨される Enpirion 電源ソリューションで保証されます。インテル MAX 10 デバイス向けに推奨される
Enpirion ソリューションのリストは、Early Power Estimators (EPE) および Power Analyzer のページを参照してください。推奨される
Enpirion ソリューションは、要約レポートに含まれています。Enpirion 電源ソリューションの詳細に関しては、Enpirion 電源ソリューション のペ
ージを参照してください。

4. 200MHz をターゲットとする LPDDR2 インターフェイスの場合、メモリーデバイスの I/O とコア電源を ±3％ の変動に制限する必要があります。

5. 最大ランプ速度要件に関しては、 インテル MAX 10 FPGA コンフィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。
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図 -1: インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドラインの例 (ADC 機能を使用しない場合)
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DC Input

Board Supply
Switcher(*) VCC1

Switcher(*) VCCA2

VCCA_ADC

VCCIOSwitcher(*)3

VCCINT

1.0V/1.2V/1.35V/1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V 

ADC 電源には、パッケージの近くに 0.1uF のデカップリング・キャップ、電源にフェライト・ビーズ・フィルターが必要です。
(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインの注意項目の注意 9 で 
定義されている低ノイズ・スイッチャーを使用してください。

例 2: インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。
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表 11. インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 2.5V でパワーアップされる場
合)
3 つの電力レギュレーターを必要とする例

電源ピン名 レギュレーター数 電圧レベル (V) 電源許容範囲 電源 レギュレーターの共有 説明

VCC 1 1.2 ± 50mV スイッチャー (*) 共有 オプションで、適切なアイソレーション・フィルタ
ーを使用して、VCCINT および VCCD_PLL を
VCC と共有できます。VCCINT 分離

VCCD_PLL 分離

VCCA 2 2.5 ± 5% スイッチャー (*) 共有 オプションで、適切なアイソレーション・フィルタ
ーを使用して、VCCA_ADC を VCCA と共有でき
ます。VCCA_ADC 分離

VCCIO1B 3 2.5 ± 5% スイッチャー (*) 共有 これらのピンが 2.5V でパワーアップされる場
合、オプションで、VCCIO1B と VCCIO[2.8] を
共有できます。VCCIO[2..8]

VCCIO1A 分離 オプションで、適切なアイソレーション・フィルタ
ーを使用して、VCCIO1A に VCCIO1B および
VCCIO[2..8]と共有できます。

(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、 インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインへの注意項目 の注意 9 で定義されてい
る低ノイズ・スイッチャーを使用してください。

注意:

1. EPE (Early Power Estimation) ツールを使用して、特定のデザインに必要な電力を決定します。

2. 各ボードデザインには、特定のボードデザイン要件を満たすために必要な電力レギュレーターを決定するために、独自の電力解析が不可欠です。イ
ンテル MAX 10 FPGA デバイスを使用する場合のブロック図の例を図 2 に示します。

3. インテル MAX 10 のパフォーマンスは、推奨される Enpirion 電源ソリューションで保証されます。インテル MAX 10 デバイス向けに推奨される
Enpirion ソリューションのリストは、Early Power Estimators (EPE) および Power Analyzer のページを参照してください。推奨される
Enpirion ソリューションは、要約レポートに含まれています。Enpirion 電源ソリューションの詳細に関しては、Enpirion 電源ソリューション のペ
ージを参照してください。

4. 200MHz をターゲットとする LPDDR2 インターフェイスの場合、メモリーデバイスの I/O とコア電源を ±3％ の変動に制限する必要があります。

5. 最大ランプ速度要件に関しては、 インテル MAX 10 FPGA コンフィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。
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図 -2: インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン例 (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 2.5V でパワーアップされる場
合)

Filter VCCD_PLL

2.5V

1.2V
DC Input

Board Supply
Switcher(*) VCC1

Switcher(*) VCCA2

Filter

Filter

VCCA_ADC(**)
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ADC 電源には、パッケージの近くに 0.1uF のデカップリング・キャップ、電源にフェライト・ビーズ・フィルターが必要です。
(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインの注意項目の注意 9 で 
定義されている低ノイズ・スイッチャーを使用してください。
(**) フェライトビーズを直列に接続し、続いて 10uF のコンデンサーをグランドに接続してください。 
0.1uF キャップのデカップリングは、ピンの近くに配置してください。
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例 3: インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 12. インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.0V/1.2V/1.35V/1.5V/
1.8V/2.5V/3.0V/3.3V でパワーアップされる場合)
4 つの電力レギュレーターを必要とする例

電源ピン名 レギュレーター数 電圧レベル (V) 電源許容範囲 電源 レギュレーターの共有 説明

VCC 1 1.2 ± 50mV スイッチャー (*) 共有 オプションで、適切なアイソレーション・フィルタ
ーを使用して、VCCINT および VCCD_PLL を
VCC と共有できます。VCCINT 分離

VCCD_PLL 分離

VCCA 2 2.5 ± 5% スイッチャー (*) 共有 オプションで、適切なアイソレーション・フィルタ
ーを使用して、VCCA_ADC を VCCA と共有でき
ます。VCCA_ADC 分離

VCCIO1B 3 2.5 ± 5% スイッチャー (*) 共有 オプションで、適切なアイソレーション・フィルタ
ーを使用して、VCCIO1A を VCCIO1B と共有で
きます。VCCIO1A 分離

VCCIO[2..8] 4 変動 ± 5% スイッチャー (*) 共有 個別の電源レールです。

(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、 インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインへの注意項目 の注意 9 で定義されてい
る低ノイズ・スイッチャーを使用してください。

インテル® MAX® 10 FPGA デバイスファミリーのピン接続ガイドライン
683232 | 2020.06.30

インテル® MAX® 10 FPGA デバイスファミリーのピン接続ガイドライン フィードバック

24

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20MAX%2010%20FPGA%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%94%E3%83%B3%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%20(683232%202020.06.30)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


注意:

1. EPE (Early Power Estimation) ツールを使用して、特定のデザインに必要な電力を決定します。

2. 各ボードデザインには、特定のボードデザイン要件を満たすために必要な電力レギュレーターを決定するために、独自の電力解析が不可欠です。イ
ンテル MAX 10 FPGA デバイスを使用する場合のブロック図の例を図 3 に示します。

3. インテル MAX 10 のパフォーマンスは、推奨される Enpirion 電源ソリューションで保証されます。インテル MAX 10 デバイス向けに推奨される
Enpirion ソリューションのリストは、Early Power Estimators (EPE) および Power Analyzer のページを参照してください。推奨される
Enpirion ソリューションは、要約レポートに含まれています。Enpirion 電源ソリューションの詳細に関しては、Enpirion 電源ソリューション のペ
ージを参照してください。

4. 200MHz をターゲットとする LPDDR2 インターフェイスの場合、メモリーデバイスの I/O とコア電源を ±3％ の変動に制限する必要があります。

5. 最大ランプ速度要件に関しては、 インテル MAX 10 FPGA コンフィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。
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図 -3: インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドラインの例 (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.0V/1.2V/1.35V/
1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V でパワーアップされる場合)

Filter VCCD_PLL

2.5V

1.2V
DC Input

Board Supply
Switcher(*) VCC1

Switcher(*) VCCA2

Filter VCCA_ADC(**)

VCCIO[2..8]Switcher(*)4

VCCINTFilter

1.0V/1.2V/1.35V/1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V 

VCCIO1B

VCCIO1A

Switcher(*)3
2.5V

Filter

ADC 電源には、パッケージの近くに 0.1uF のデカップリング・キャップ、電源にフェライト・ビーズ・フィルターが必要です。
(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインの注意項目の注意 9 で 
定義されている低ノイズ・スイッチャーを使用してください。
(**) フェライトビーズを直列に接続し、続いて 10uF のコンデンサーをグランドに接続してください。 
0.1uF キャップのデカップリングは、ピンの近くに配置してください。
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例 4: インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 13. インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA (E144、M153、U169、および U324 パッケージ) の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用しない
場合)
2 つの電力レギュレーターを必要とする例

電源ピン名 レギュレーター数 電圧レベル (V) 電源許容範囲 電源 レギュレーターの共有 説明

VCC_ONE 1 3.0/3.3 ± 5% スイッチャー (*) 共有 VCCA と VCC_ONE の両方で、適切な絶縁フィ
ルターを使用して、シングル電源を共有する必要
があります。VCCA 分離

VCCIO 2 変動 ± 5% スイッチャー (*) 共有 個別の電源レールです。

(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、 インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインへの注意項目 の注意 9 で定義されてい
る低ノイズ・スイッチャーを使用してください。

注意:

1. EPE (Early Power Estimation) ツールを使用して、特定のデザインに必要な電力を決定します。

2. 各ボードデザインには、特定のボードデザイン要件を満たすために必要な電力レギュレーターを決定するために、独自の電力解析が不可欠です。イ
ンテル MAX 10 FPGA デバイスを使用する場合のブロック図の例を図 4 に示します。

3. インテル MAX 10 のパフォーマンスは、推奨される Enpirion 電源ソリューションで保証されます。インテル MAX 10 デバイス向けに推奨される
Enpirion ソリューションのリストは、Early Power Estimators (EPE) および Power Analyzer のページを参照してください。推奨される
Enpirion ソリューションは、要約レポートに含まれています。Enpirion 電源ソリューションの詳細に関しては、Enpirion 電源ソリューション のペ
ージを参照してください。

4. 最大ランプ速度要件に関しては、 インテル MAX 10 FPGA コンフィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。
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図 -4: インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA (E144、M153、U169、および U324 パッケージ) の電源共有ガイドラインの例 (ADC 機能を使用し
ない場合)

3.0V/3.3VDC Input
Board Supply

Switcher(*) VCC_ONE1

VCCA(**)Filter

VCCIOSwitcher(*)2
1.0V/1.2V/1.35V/1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V 

(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインの注意項目の注意 9 で 
定義されている低ノイズ・スイッチャーを使用してください。
(**) VCCA 電源には、ノイズ分離のためにフェライト・ビーズ・フィルターが必要です。

例 5: インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。

表 14. インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 3.0V/3.3V でパワーアップさ
れる場合) (E144、M153、U169、および U324 パッケージ)
2 つの電力レギュレーターを必要とする例

電源ピン名 レギュレーター数 電圧レベル (V) 電源許容範囲 電源 レギュレーターの共有 説明

VCC_ONE 1 3.0/3.3 ± 5% スイッチャー (*) 共有 VCCA と VCC_ONE の両方で、適切な絶縁フィ
ルターを使用して、シングル電源を共有する必要
があります。VCCA 分離

continued...   
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電源ピン名 レギュレーター数 電圧レベル (V) 電源許容範囲 電源 レギュレーターの共有 説明

VCCIO1B 2 3.0/3.3 ± 5% スイッチャー (*) 共有 これらのピンが 3.0V/3.3V でパワーアップされ
る場合、オプションで、VCCIO1B と
VCCIO[2.8] を共有できます。VCCIO[2..8]

VCCIO1A 分離 オプションで、適切なアイソレーション・フィルタ
ーを使用して、VCCIO1A を VCCIO1B および
VCCIO[2..8] と共有できます。

(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、 インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインへの注意項目 の注意 9 で定義されてい
る低ノイズ・スイッチャーを使用してください。

注意:

1. EPE (Early Power Estimation) ツールを使用して、特定のデザインに必要な電力を決定します。

2. 各ボードデザインには、特定のボードデザイン要件を満たすために必要な電力レギュレーターを決定するために、独自の電力解析が不可欠です。イ
ンテル MAX 10 FPGA デバイスを使用する場合のブロック図の例を図 5 に示します。

3. インテル MAX 10 のパフォーマンスは、推奨される Enpirion 電源ソリューションで保証されます。インテル MAX 10 デバイス向けに推奨される
Enpirion ソリューションのリストは、Early Power Estimators (EPE) および Power Analyzer のページを参照してください。推奨される
Enpirion ソリューションは、要約レポートに含まれています。Enpirion 電源ソリューションの詳細に関しては、Enpirion 電源ソリューション のペ
ージを参照してください。

4. 最大ランプ速度要件に関しては、 インテル MAX 10 FPGA コンフィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。
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図 -5: インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドラインの例 (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 3.0V/3.3V でパワーアッ
プされる場合)(E144、M153、U169、および U324 パッケージ)

3.0V/3.3VDC Input
Board Supply

Switcher(*) VCC_ONE1

VCCA(**)Filter

VCCIO1B

VCCIO[2..8]

VCCIO1A

Switcher(*)2
3.0V/3.3V 

Filter

(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインの注意項目の注意 9 で 
定義されている低ノイズ・スイッチャーを使用してください。
(**) VCCA 電源には、ノイズ分離のためにフェライト・ビーズ・フィルターが必要です。

例 6: インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA

注意: インテル では、インテル Quartus Prime デザインを作成し、デバイスの I/O 割り当てを入力し、デザインをコンパイルすることを推奨しています。イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、I/O 割り当ておよび配置規則に従ってピン接続をチェックします。この規則は、デバイス集積度、パッケー
ジ、I/O 割り当て、電圧割り当て、および本文書またはデバイス・ハンドブックに記載されていないその他の要因によって異なります。
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表 15. インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.0V/1.2V/1.35V/1.5V/
1.8V/2.5V でパワーアップされる場合) (E144、M153、U169、および U324 パッケージ)
3 つの電力レギュレーターを必要とする例

電源ピン名 レギュレーター数 電圧レベル (V) 電源許容範囲 電源 レギュレーターの共有 説明

VCC_ONE 1 3.0/3.3 ± 5% スイッチャー (*) 共有 VCCA と VCC_ONE の両方で、適切な絶縁フィ
ルターを使用して、シングル電源を共有する必要
があります。VCCA 分離

VCCIO1B 2 3.0/3.3 ± 5% スイッチャー (*) 共有 オプションで、適切なアイソレーション・フィルタ
ーを使用して、VCCIO1A を VCCIO1B と共有で
きます。VCCIO1A 分離

VCCIO[2..8] 3 変動 ± 5% スイッチャー (*) 共有 個別の電源レールです。

(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、 インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインへの注意項目 の注意 9 で定義されてい
る低ノイズ・スイッチャーを使用してください。

注意:

1. EPE (Early Power Estimation) ツールを使用して、特定のデザインに必要な電力を決定します。

2. 各ボードデザインには、特定のボードデザイン要件を満たすために必要な電力レギュレーターを決定するために、独自の電力解析が不可欠です。イ
ンテル MAX 10 FPGA デバイスを使用する場合のブロック図の例を図 6 に示します。

3. インテル MAX 10 のパフォーマンスは、推奨される Enpirion 電源ソリューションで保証されます。インテル MAX 10 デバイス向けに推奨される
Enpirion ソリューションのリストは、Early Power Estimators (EPE) および Power Analyzer のページを参照してください。推奨される
Enpirion ソリューションは、要約レポートに含まれています。Enpirion 電源ソリューションの詳細に関しては、Enpirion 電源ソリューションのペ
ージを参照してください。

4. 最大ランプ速度要件に関しては、 インテル MAX 10 FPGA コンフィグレーション・ユーザーガイド を参照してください。
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図 -6: インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドラインの例 (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.0V/1.2V/1.35V/
1.5V/1.8V/2.5V でパワーアップされる場合) (E144、M153、U169、および U324 パッケージ)

3.0V/3.3VDC Input
Board Supply

Switcher(*) VCC_ONE1

VCCA(**)Filter

VCCIO[2..8]Switcher(*)3
1.0V/1.2V/1.35V/1.5V/1.8V/2.5V 

VCCIO1B

VCCIO1A

Switcher(*)2
3.0V/3.3V 

Filter

(*) スイッチャーを使用してこれらの電圧を供給する場合は、インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインの注意項目の注意 9 で 
定義されている低ノイズ・スイッチャーを使用してください。
(**) VCCA 電源には、ノイズ分離のためにフェライト・ビーズ・フィルターが必要です。
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インテル MAX 10 FPGA デバイスファミリーのピン接続ガイドラインの改訂履歴

ドキュメント・バージ
ョン

変更内容

2020.06.30 • 1.0V サポートを インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA および インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の VCCIO[#] ピンに対して追加しました。
• 1.0V のサポートを次の電源共有ガイドラインの VCCIO 電源に追加しました。

— インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドラインの例 (ADC 機能を使用しない場合)
— インテル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドラインの例 (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.0V/1.2V/1.35V/1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3Vでパ

ワーアップされる場合)
— インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドラインの例 (ADC 機能を使用しない場合)
— インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドラインの例 (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.0V/1.2V/1.35V/1.5V/1.8V/2.5Vでパワーアップさ

れる場合) (E144、M153、U169、および U324 パッケージ)

2019.07.01 • インテル MAX 10 (シングル電源) FPGA の表の VCCIO[#] ピンで ADC 機能をイネーブルする方法に関する接続ガイドラインを更新しました。
• DEV_CLRn および DEV_OE ピンの接続ガイドラインを更新しました。

2019.02.20 DEV_CLRn および DEV_OE ピンの接続ガイドラインを更新しました。

2019.01.29 • CONFIG_SEL ピンの接続ガイドラインを更新しました。
• インテル MAX 10 FPGA ピン接続ガイドラインのセクションの注意項目 の注意 10 を更新しました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 12 月 2017.12.15 • U324 パッケージのサポートを追加しました。
• UFM および CFM のパワーダウン要件のリファレンスをインテル MAX 10 (シングル電源) FPGA の VCCA[1..6] ピン、およびインテ

ル MAX 10 (デュアル電源) FPGA の VCCA[1..4] ピンに追加しました。
• 注意項目を追加して PLL_[L,R,B,T]_CLKOUTp and PLL_[L,R,B,T]_CLKOUTnピンの各 PLL クロック出力のリファレンスを提供

しました。
• TCK、TDO、TDI、および TMS ピンの電圧オーバーシュート接続ガイドラインを更新しました。
• 電圧センサーのピンのセクションをアナログ入力ピンに更新しました。
• PowerPlay のテキストをツール名から削除しました。

2017 年 6 月 2017.06.16 JTAGEN ピンの接続ガイドラインを更新しました。

2017 年 2 月 2017.02.21 • 商標をインテルに変更しました。

2016 年 12 月 2016.12.09 • TDI ピンおよび TMS ピンの接続ガイドラインを更新しました。
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日付 バージョン 変更内容

2016 年 5 月 2016.05.02 • 次の電力共有ガイドラインに注 (5) を追加しました。
— 例 1. MAX 10D (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用しない場合)
— 例 2. MAX 10D (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 2.5V でパワーアップ

される場合)
— 例 3. MAX 10D (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.2V/1.35V/1.5V/

1.8V/3.0V/3.3V でパワーアップされる場合)
• 次の電力共有ガイドラインに注意 (4) を追加しました。

— 例 4. MAX 10S (シングル電源) FPGA (E144、M153、および U169 パッケージ) の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し
ない場合)

— 例 5. MAX 10S (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 3.0V/3.3V でパワ
ーアップされる場合)

— 例 6. MAX 10S (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.2V/1.35V/1.5V/
1.8V/2.5V でパワーアップされる場合)

• CONF_DONE は VCCIO Bank 8 に引き上げる必要があることを更新しました。
• 注 3 「各電源レールの電圧レベルは暫定的なものです。」 を次の電力共有ガイドラインから削除しました。

— 例 1. MAX 10D (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用しない場合)
— 例 2. MAX 10D (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 2.5V でパワーアップ

される場合)
— 例 3. MAX 10D (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.2V/1.35V/1.5V/

1.8V/3.0V/3.3V でパワーアップされる場合)
— 例 4. MAX 10S (シングル電源) FPGA (E144、M153、および U169 パッケージ) の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し

ない場合)
— 例 5. MAX 10S (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 3.0V/3.3V でパワ

ーアップされる場合) (E144、M153、および U169 パッケージ)
— 例 6. MAX 10S (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.2V/1.35V/1.5V/

1.8V/2.5V でパワーアップされる場合) (E144、M153、および U169 パッケージ)

2015 年 11 月 2015.11.02 • Quartus II から Quartus Prime に変更しました。
• VCCIO[#] ピンの接続ガイドラインを更新しました。
• TDI ピンと TMS ピンの接続ガイドラインを更新しました。

2015 年 6 月 2015.06.12 DNU ピンを追加しました。
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日付 バージョン 変更内容

2015 年 5 月 2015.05.06 • 次の電力共有ガイドラインを追加しました。
— 例 2. MAX 10D (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 2.5V でパワーアップ

される場合)
— 例 3. MAX 10D (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.2V/1.35V/1.5V/

1.8V/3.0V/3.3V でパワーアップされる場合)
— 例 5. MAX 10S (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 3.0V/3.3V でパワ

ーアップされる場合) (E144、M153、および U169 パッケージ)
— 例 6. MAX 10S (シングル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用し、VCCIO[2..8] ピンが 1.2V/1.35V/1.5V/

1.8V/2.5V でパワーアップされる場合) (E144、M153、および U169 パッケージ)
• 次の電力共有ガイドラインを更新しました。

— 例 1. MAX 10D (デュアル電源) FPGA の電源共有ガイドライン (ADC 機能を使用しない場合)
• DPCLK[0..3] ピンの説明を更新しました。
• VCCIO[#] ピンの接続ガイドラインを更新しました。
• ADC[1..2]IN[1..16] ピンの接続ガイドラインを更新しました。
• ADC_VREF ピンの接続ガイドラインを更新しました。

2015 年 1 月 2015.01.29 • DPCLK[0..3] ピンの接続ガイドラインを更新しました。
• PLL_[L,R,B,T]_CLKOUTp および PLL_[L,R,B,T]_CLKOUTn ピンの接続ガイドラインを更新しました。
• VREFB<#>N0 の接続ガイドラインを更新しました。
• ADC[1..2]IN[1..16] ピンの説明を更新しました。

2014 年 12 月 2014.12.15 • ピン接続ガイドラインの注意項目内の注意 10 を追加しました。
• 図 2 に注意 (**) を追加しました。
• ピン名を BOOT_SEL から CONFIG_SEL に更新しました。
• CONFIG_SEL ピンの説明を更新しました。
• VCC_ONE ピンの接続ガイドラインを更新しました。
• nSTATUs ピンの接続ガイドラインを更新しました。
• CONF_DONE ピンの接続ガイドラインを更新しました。
• ピン接続ガイドラインの注意項目内の注意 4 を更新しました。

2014 年 9 月 2014.09.22 初版
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