
インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロック・
ユーザーガイド

インテル® Quartus® Prime 開発デザインスイートの更新情報: 20.3

この翻訳版は参照用であり、翻訳版と英語版の内容に相違がある場合は、英語版が優先されるものとします。翻訳版は、
資料によっては英語版の更新に対応していない場合があります。 新情報につきましては、必ず英語版の最新資料をご確
認ください。

オンラインバージョン

フィードバック UG-20213

ID: 683037

バージョン: 2021.02.05

http://publish1.ciqa.sites.intel.adobecqms.net:4503/content/www/jp/ja/docs/programmable/683037/20-3
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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


目次

1. インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロックの概要........................................................................5
1.1. 機能..................................................................................................................... 5
1.2. インテル Agilex デバイスでサポートされている動作モード......................................................6

1.2.1. 固定小数点演算........................................................................................... 6
1.2.2. 浮動小数点演算........................................................................................... 7

2. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックのアーキテクチャー............................................................. 9
2.1. 固定小数点演算......................................................................................................12

2.1.1. 固定小数点演算用の入力レジスターバンク.......................................................... 12
2.1.2. 固定小数点演算用のパイプライン・レジスター....................................................... 16
2.1.3. 固定小数点演算用の前置加算器.......................................................................17
2.1.4. 固定小数点演算用の内部係数......................................................................... 17
2.1.5. 固定小数点演算用の乗算器............................................................................ 17
2.1.6. 固定小数点演算用の加算器または減算器............................................................ 17
2.1.7. 固定小数点演算用のアキュムレーター、チェーンアウト加算器、およびプリロード定数......... 17
2.1.8. 固定小数点演算用のシストリック・レジスター........................................................ 19
2.1.9. 固定小数点演算用のダブル累算レジスター.......................................................... 19
2.1.10. 固定小数点演算用の出力レジスターバンク.........................................................19

2.2. 浮動小数点演算......................................................................................................20
2.2.1. 浮動小数点演算用の入力レジスターバンク.......................................................... 20
2.2.2. 浮動小数点演算用のパイプライン・レジスター....................................................... 21
2.2.3. 浮動小数点演算用の乗算器............................................................................ 23
2.2.4. 浮動小数点演算用の加算器または減算器............................................................ 23
2.2.5. 浮動小数点演算用の出力レジスターバンク.......................................................... 23
2.2.6. 浮動小数点演算に対する例外処理.................................................................... 24

3. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックの動作モード...................................................................30
3.1. 固定小数点演算の動作モード......................................................................................30

3.1.1. 独立乗算器モード........................................................................................30
3.1.2.  8 × 8 (符号なし) または 9 × 9 (符号付き) Sum of 4 モード................................. 32
3.1.3. Multiplier Adder Sum モード........................................................................32
3.1.4. 独立複素数乗算器....................................................................................... 33
3.1.5. シストリック FIR モード.................................................................................35

3.2. 浮動小数点演算の動作モード......................................................................................38
3.2.1. FP32 単精度浮動小数点演算機能.....................................................................38
3.2.2. FP16 半精度浮動小数点演算機能.....................................................................42
3.2.3. 複数の浮動小数点可変 DSP ブロック機能........................................................... 53

4. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックのデザインの考慮事項........................................................59
4.1. 固定小数点演算......................................................................................................59

4.1.1. 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション..... 59
4.1.2. 固定小数点演算用の内部係数と前置加算器......................................................... 61
4.1.3. 固定小数点演算用のアキュムレーター................................................................62
4.1.4. 固定小数点演算用の入力カスケード.................................................................. 62
4.1.5. チェーンアウト加算器................................................................................... 65

目次

インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド フィードバック

2

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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


4.2. 浮動小数点演算......................................................................................................65
4.2.1. 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション..... 65
4.2.2. チェーンアウト加算器................................................................................... 71

5.  Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP コア・リファレンス..........................................73
5.1.  Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP リリース情報............................................74
5.2. サポートされている動作モード.....................................................................................74
5.3. 固定小数点演算の 大入力データ幅..............................................................................76

5.3.1. 18 x 18 Plus 36 モードでの 36 ビット未満のオペランドの使用例.............................. 77
5.4. 固定小数点演算の 大出力データ幅..............................................................................78
5.5.  Native Fixed Point DSP IP のパラメーター化 .............................................................. 78

5.5.1. 動作モードタブ...........................................................................................79
5.5.2. 入力カスケードタブ..................................................................................... 82
5.5.3. Pre-adder タブ..........................................................................................84
5.5.4. 内部係数タブ.............................................................................................85
5.5.5. アキュムレーター/出力チェーン........................................................................86
5.5.6. パイプライン..............................................................................................88
5.5.7. クリア信号................................................................................................ 90

5.6.  Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号......................................................90
5.6.1. 9 × 9 Sum of 4 Modeの信号.......................................................................91
5.6.2. 18 × 18 Full Mode の信号...........................................................................93
5.6.3. 18 × 18 Sum of Two Modeの信号................................................................95
5.6.4. 18 × 18 Plus 36 Modeの信号......................................................................98
5.6.5. 18 × 18 Systolic Mode の信号................................................................... 100
5.6.6. 27 × 27 Mode の信号............................................................................... 103

6.  Multiply Adder Intel FPGA IP コア・リファレンス............................................................... 106
6.1.  Multiply Adder Intel FPGA IP リリース情報............................................................... 107
6.2. 機能..................................................................................................................107

6.2.1. 前置加算器............................................................................................. 108
6.2.2. シストリック遅延レジスターのイネーブル...........................................................110
6.2.3. プリロード定数......................................................................................... 113
6.2.4. ダブル・アキュムレーター..............................................................................113

6.3. パラメーター........................................................................................................114
6.3.1. General タブ...........................................................................................114
6.3.2. Extra Modes.......................................................................................... 114
6.3.3. Multipliers タブ....................................................................................... 117
6.3.4. Preadder タブ......................................................................................... 119
6.3.5. Accumulator タブ.................................................................................... 122
6.3.6. Systolic/Chainout タブ............................................................................. 124
6.3.7. Pipelining タブ........................................................................................ 125

6.4. 信号..................................................................................................................126

7.  ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP コア・リファレンス.......................................................128
7.1.  ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP リリース情報........................................................128
7.2. 機能..................................................................................................................129
7.3. 複素数乗算......................................................................................................... 129
7.4. パラメーター........................................................................................................130
7.5. 信号..................................................................................................................130

目次

フィードバック インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド

3

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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


8.  LPM_MULT Intel FPGA IP コア・リファレンス..................................................................... 132
8.1.  LPM_MULT Intel FPGA IP リリース情報.................................................................... 132
8.2. 機能..................................................................................................................133
8.3. パラメーター........................................................................................................133

8.3.1. General タブ...........................................................................................133
8.3.2. General 2 タブ........................................................................................ 134
8.3.3. Pipelining タブ........................................................................................ 134

8.4. 信号..................................................................................................................135

9. LPM_DIVIDE (Divider) Intel FPGA IP コア.................................................................... 136
9.1.  LPM_DIVIDE Intel FPGA IP リリース情報................................................................. 136
9.2. 機能..................................................................................................................137
9.3. Verilog HDL プロトタイプ....................................................................................... 137
9.4. VHDL コンポーネント宣言....................................................................................... 137
9.5. VHDL LIBRARY_USE 宣言..................................................................................... 138
9.6. ポート............................................................................................................... 138
9.7. パラメーター........................................................................................................138

9.7.1. General タブ...........................................................................................139
9.7.2. General1 タブ......................................................................................... 139

10.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP リファレンス........................................140
10.1.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP リリース情報.....................................140
10.2.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP コアによってサポートされている動作モード.141
10.3.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP のパラメーター化............................... 146

10.3.1. General タブ......................................................................................... 146
10.3.2. Registers タブ.......................................................................................148

10.4.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP コアの信号.......................................150
10.4.1. FP32 乗算モードの信号.............................................................................150
10.4.2. FP32 加算または減算モードの信号............................................................... 151
10.4.3. 加算または減算での FP32 乗算モードの信号.................................................... 153
10.4.4. 累積での FP32 乗算モードの信号..................................................................155
10.4.5. FP32 ベクトル 1 およびベクトル 2 モードの信号................................................ 157
10.4.6. 2 つの FP16 乗算の合計モードの信号............................................................ 159
10.4.7. FP32 加算での 2 つの FP16 乗算の合計モードの信号..........................................161
10.4.8. 累積での 2 つの FP16 乗算の合計モードの信号................................................. 163
10.4.9. FP16 ベクトル 1 およびベクトル 2 モードの信号................................................ 165
10.4.10. FP16 ベクトル 3 モードの信号................................................................... 168

11.  インテル Agilex 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド・アーカイブ............................................171

12. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイドの改訂履歴..............................................172

目次

インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド フィードバック

4

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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


1. インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロックの概要

インテル® Agilex™ デバイスの可変精度デジタル信号処理 (DSP) ブロックは、固定小数点演算、単精
度、および半精度浮動小数点演算をサポートすることが可能です。インテル Agilex DSP ブロックは、高
度な柔軟性を提供し、高性能な DSP アプリケーションをサポートするように 適化されています。

1.1. 機能

インテル Agilex 固定小数点演算機能には、以下が含まれます。

• ハイパフォーマンスかつ省消費電力の完全にレジスター化された乗算演算

• 9 ビット、18 ビット、および 27 ビットのワード長

• DSP ブロックごとに 2 つの 18 x 19 乗算器または 1 つの 27 x 27 乗算器

• 乗算結果を組み合わるビルトイン加算、減算、および 64 ビットのダブル累算レジスター

• 19 ビットまたは 27 ビットのカスケード接続およびアプリケーションをフィルターするためにタッ
プ遅延ラインの形成に前置加算器を使用する場合の 18 ビットのカスケード接続

• 外部ロジックのサポートなしで、ブロックから次のブロックへ出力結果を伝播する 64 ビット出力バ
スのカスケード接続

• 対称フィルター用の 18 ビットおよび 27 ビットの DSP 動作モードでサポートされているハード前
置加算器

• フィルター実装用の 18 ビットおよび 27 ビットの両モードでの内部係数レジスターバンク

• 分割された出力加算器を使用する 18 ビットおよび 27 ビットのシストリック有限インパルス応答
(FIR) フィルター

• バイアス丸めサポート

• スキャンインおよびチェーンアウト機能の動的なイネーブルまたはディスエーブル

インテル Agilex の浮動小数点演算は完全にハード化されたアーキテクチャーです。浮動小数点演算の
機能には、以下が含まれます。

• 単精度 (32 ビット演算) モードと半精度 (16 ビット演算) モード

• フラッシュ、拡張、および bfloat16 (Brain Floating Point) 浮動小数点形式の動作モード

• 乗算、加算、減算、積和、および積差

• 累積機能とダイナミック・アキュムレーター・リセット・コントロールを持つ乗算

• カスケード加算および減算機能を持つ乗算

• 虚数乗法

• ダイレクト・ベクトル・ドット積

• シストリック・ベクトル・ドット積

683037 | 2021.02.05
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• シーケンシャル・ベクトル・ドット積

• 例外フラグを使用した例外処理のサポート

— 32 ビット演算用の 8 ビット例外フラグ

— 16 ビット演算用の 16 ビット例外フラグ

• 異常値の処理

関連情報
Intel Agilex Device Data Sheet - DSP Block Specifications

DSP ブロックのパフォーマンスの詳細については、Intel Agilex Device Data Sheet を参照して
ください。

1.2. インテル Agilex デバイスでサポートされている動作モード

1.2.1. 固定小数点演算

表 1. サポートされている動作モードと機能の組み合わせ

可変精度 DSP ブ
ロックのリソース

動作モード サポートされてい
る動作のインスタ

ンス

前置加算器のサ
ポート

係数のサポート 入力カスケード
のサポート

チェーンイン/チ
ェーンアウトのサ

ポート

1 つの可変精度
DSP ブロック

固定小数点独立 18 x 19
乗算

2 (1) あり あり あり (2) なし

固定小数点独立 27 x 27
乗算

1 あり あり あり (3) あり

固定小数点の 2 つの
18 x 19 乗算加算器モー
ド

1 あり あり あり (2) あり

36 ビット入力で加算され
る固定小数点 18 x 18 乗
算加算器

1 なし なし なし あり

固定小数点 18 x 19 シス
トリック・モード

1 あり あり あり (2) あり

固定小数点の 4 つの
9 x 9 乗算加算器モード

1 なし なし なし あり

2 つの可変精度
DSP ブロック

固定小数点の複素数
18x19 乗算

1 なし なし あり (2) なし

(1) インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアは、デバイス上または Logic Lock (Standard) 領域内に十分
な DSP ブロックがない場合、2 つの独立した乗算のマージを自動的に決定します。

(2) 前置加算器への 2 つの入力の各 大幅は 18 ビットです。どちらかの前置加算器の入力の供給に入力カスケード
が使用される場合、入力カスケードの 大幅は 18 ビットとなります。

(3) 前置加算器機能をイネーブルする場合、入力カスケードのサポートは使用できません。
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表 2. サポートされている動作モードとダイナミック・コントロール機能の組み合わせ

可変精度 DSP
ブロックのリソ

ース

動作モード ダイナミック
ACCUMULAT

E

ダイナミック
LOADCONST

ダイナミック
SUB

ダイナミック
NEGATE

ダイナミック・ス
キャンイン

ダイナミック・チ
ェーンアウト

1 つの可変精
度 DSP ブロッ
ク

固定小数点の 4 つ
の 9 x 9 乗算加算
器モード

あり あり なし なし なし あり

固定小数点独立
18 x 19 乗算

なし なし なし なし あり なし

固定小数点独立
27 x 27 乗算

あり あり なし あり なし あり

固定小数点の 2 つ
の 18 x 19 乗算
加算器モード

あり あり あり あり あり あり

36 ビット入力で
加算される固定小
数点 18 x 18 乗
算加算器

あり あり あり あり なし あり

固定小数点
18 x 19 シストリ
ック・モード

あり あり あり あり あり あり

2 つの可変精
度 DSP ブロッ
ク

固定小数点複素数
18 x 19 乗算

なし なし なし なし なし なし

関連情報
• Intel Agilex Device Overview - Intel Agilex FPGAs Family Plan

可変精度 DSP ブロックのリソースの詳細については、Intel Agilex Device Overview の
Intel Agilex FPGAs Family Plan を参照してください。

• 固定小数点演算用の前置加算器 (17 ページ)

• 固定小数点演算用の内部係数 (17 ページ)

• 固定小数点演算用のアキュムレーター、チェーンアウト加算器、およびプリロード定数 (17 ペー
ジ)

• 固定小数点演算用の入力カスケード (62 ページ)

• インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックのデザインの考慮事項 (59 ページ)

1.2.2. 浮動小数点演算

表 3. サポートされている動作モードと機能の組み合わせ

可変精度 DSP ブロック
のリソース

動作モード サポートされている動作の
インスタンス

チェーンインのサポート チェーンアウトのサポー
ト

1 つの可変精度 DSP ブ
ロック

FP32 乗算モード 1 なし あり

FP32 加算または減算モード 1 なし あり

加算または減算での FP32 乗算モー
ド

1 あり あり

累積での FP32 乗算モード 1 なし あり

continued...   
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可変精度 DSP ブロック
のリソース

動作モード サポートされている動作の
インスタンス

チェーンインのサポート チェーンアウトのサポー
ト

FP32 ベクトル 1 モード 1 あり あり

FP32 ベクトル 2 モード 1 あり あり

2 つの FP16 乗算の合計モード 1 なし あり

FP32 加算での 2 つの FP16 乗算の
合計モード

1 あり あり

累積での 2 つの FP16 乗算の合計モ
ード

1 なし あり

FP16 ベクトル 1 モード 1 あり あり

FP16 ベクトル 2 モード 1 あり あり

FP16 ベクトル 3 1 なし あり

4 つの可変精度 DSP ブ
ロック

浮動小数点複素数乗数 1 なし なし

表 4. サポートされている動作モードとダイナミック・コントロール機能の組み合わせ

可変精度 DSP ブロックのリソース 動作モード ダイナミック ACCUMULATE

1 つの可変精度 DSP ブロック FP32 乗算モード なし

FP32 加算または減算モード なし

FP32 乗算加算器または減算モード なし

FP32 乗算累積モード あり

FP32 ベクトル 1 モード なし

FP32 ベクトル 2 モード なし

2 つの FP16 乗算の合計モード なし

FP32 加算での 2 つの FP16 乗算の合計モード なし

累積での 2 つの FP16 乗算の合計モード あり

FP16 ベクトル 1 モード なし

FP16 ベクトル 2 モード なし

FP16 ベクトル 3 あり

4 つの可変精度 DSP ブロック 浮動小数点複素数乗算 なし

関連情報
• Intel Agilex Device Overview - Intel Agilex FPGAs Family Plan

可変精度 DSP ブロックのリソースの詳細については、Intel Agilex Device Overview の
Intel Agilex FPGAs Family Plan を参照してください。

• 浮動小数点演算の動作モード (38 ページ)

• チェーンアウト加算器 (71 ページ)
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2. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックのアーキテクチャー

インテル Agilex 可変精度 DSP は、以下のブロックで構成されています。

表 5. ブロック・アーキテクチャー

DSP 実装 ブロック・アーキテクチャー

固定小数点演算 • 入力レジスターバンク
• 1 番目と 2 番目のパイプライン・レジスター
• 前置加算器/減算器
• 内部係数
• 乗数
• 加算器と減算器
• アキュムレーター、チェーンアウト加算器、およびプリロード定数
• シストリック・レジスター
• ダブル累算レジスター
• 出力レジスターバンク

浮動小数点演算 • 入力レジスターバンク
• 1 番目と 2 番目のパイプライン・レジスター
• 乗算器
• 加算器
• アキュムレーター
• 出力レジスターバンク
• 例外処理
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図 -1: 固定小数点演算 9 x 9 モード
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図 -2: 固定小数点演算 18 x 19 モード
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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図 -3: 固定小数点演算 27 x 27 モード
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図 -4: 浮動小数点演算 16 ビット半精度モード
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図 -5: 浮動小数点演算 32 ビット単精度モード
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2.1. 固定小数点演算

2.1.1. 固定小数点演算用の入力レジスターバンク

固定小数点 DSP ブロックの入力レジスターバンクは、次の入力信号に使用できます。
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• データ

• ダイナミック・コントロール信号

— NEGATE

— LOADCONST

— ACCUMULATE

— SUB

— Dynamic Scanin

— Dynamic Chainout

DSP ブロック内のすべてのレジスターは、正のエッジでトリガーされます。これらのレジスターはパワー
アップ後にリセットされず、不要なデータを保持する可能性があります。動作を開始する前に、CLR 信号
をアサートしてレジスターをクリアします。

各乗算器オペランドは、入力レジスターに供給するか、または入力レジスターをバイパスして直接乗算器
に供給できます。

次の可変精度 DSP ブロック信号により、可変精度 DSP ブロック内の入力レジスターを制御します。

• CLK

• ENA[2..0]

• CLR[0]
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図 -6: 固定小数点演算 9 x 9 モードのデータ入力レジスター
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図 -7: 固定小数点演算 18 x 19 モードのデータ入力レジスター
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図 -8: 固定小数点演算 27 x 27 モードのデータ入力レジスター
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関連情報
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペー
ジ)

固定小数点演算入力レジスターの制限に関する情報を提供します。

2.1.2. 固定小数点演算用のパイプライン・レジスター

入力レジスターと出力レジスター以外に、固定小数点演算用の 2 列のパイプライン・レジスターがありま
す。パイプライン・レジスターは、 大の Fmax パフォーマンスを得るために使用されます。高い Fmax
が不要であれば、パイプライン・レジスターはバイパス可能です。

次の可変精度 DSP ブロック信号により、可変精度 DSP ブロック内のパイプライン・レジスターを制御し
ます。

• CLK

• ENA[2..0]

• CLR[1]

関連情報
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペー
ジ)

固定小数点演算パイプライン・レジスターの制限に関する情報を提供します。
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2.1.3. 固定小数点演算用の前置加算器

可変精度 DSP ブロックはそれぞれ、19 ビットの前置加算器を 2 つ備えています。これらの前置加算器
は、次の構成でコンフィグレーションすることができます。

• 18 x 19 モードにおける 18 ビット (符号付き、または符号なし) の加算または 18 ビット (符号付
き) の減算

• 27 x 27 モードにおける 26 ビットの加算または減算

18 x 19 モードの場合、同じ DSP ブロック内の前置加算器が両方とも使用される場合、前置加算器は
同じ動作タイプ (加算または減算のいずれか) を共有する必要があります。

2.1.4. 固定小数点演算用の内部係数

インテル Agilex の可変精度 DSP ブロックでは、ダイナミック入力または内部係数のいずれかから被乗
数を柔軟に選択することができます。

内部係数は、18 ビットモードと 27 ビットモードで被乗数の定数係数を 大 8 つサポートすることがで
きます。内部係数機能をイネーブルすると、係数マルチプレクサーの選択を制御するにあたって
COEFSELA/COEFSELBが使用されます。

2.1.5. 固定小数点演算用の乗算器

1 つの可変精度 DSP ブロックは、乗算器のデータ幅および実装に応じて多数の乗算を並行して実行す
ることができます。

可変精度 DSP ブロックごとに、2 つの乗算器があります。これらの 2 つの乗数は、いくつかの動作モー
ドでコンフィグレーションできます。

• 4 つの 9 (符号付き) x 9 (符号付き) 乗算器または、4 つの 8 (符号なし) x 8 (符号なし) 乗算器

• 2 つの 18 (符号付きまたは符号なし) x 19 (符号付き) 乗算器

• 1 つの 27 (符号付き) x 27 (符号付き) 乗算器

2.1.6. 固定小数点演算用の加算器または減算器

動作モードに応じて、DSP ブロック内の 2 つの乗算器間の固定小数点演算加算または減算用に、加算
器または減算器を 1 つの 38 ビット加算器として使用できます。

ダイナミック SUB ポートを使用して、加算または減算演算を実行する加算器を選択します。

表 6. SUB ダイナミック・コントロール信号を使用した加算器の動作

動作 説明 SUB 信号

加算 1 つの DSP ブロック内の 2 つの乗算器の結果を加算します。 0

減算 同じ DSP ブロック内の 2 つの乗算器間の結果を減算します。 1

2.1.7. 固定小数点演算用のアキュムレーター、チェーンアウト加算器、およびプリロード定数

インテル Agilex の可変精度 DSP ブロックは、固定小数点演算用に 大 64 ビットのアキュムレーター
および加算器をサポートしています。
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次の信号は、アキュムレーターとチェーンアウト加算器の機能を動的に制御できます。

• NEGATE

• LOADCONST

• ACCUMULATE

• DISABLE_CHAINOUT

アキュムレーターとチェーンアウト加算器の機能は、2 つの固定小数点演算の独立した 18 x 19 モード
ではサポートされません。

表 7. アキュムレーター機能とダイナミック・コントロール信号

機能 説明 NEGATE LOADCONST ACCUMULATE

ゼロ化 アキュムレーターをディスエーブルします。 0 0 0

プリロード

結果は常にプリロード値に加算されます。
64 ビットのプリロード値の 1 ビットのみが「1」と
なります。この機能を使用して、DSP 結果を
64 ビット結果の任意の位置に丸めることができま
す。

0 1 0

アキュムレーション 以前の累算結果に現在の結果を加算します。 0 X 1

デシメーション + アキ
ュムレーション

この機能は現在の結果を 2 の補数に変換し、以前
の結果に加算します。

1 X 1

デシメーション + チェ
ーンアウト加算器

この機能は現在の結果を 2 の補数に変換し、以前
の DSP ブロックの出力に加算します。

1 0 0

2.1.7.1. ダイナミック・チェーンアウト

インテル Agilex デバイスは、動的にディスエーブルまたはイネーブルできる CHAINOUT ポートをサ
ポートしています。この機能では、入力レジスターは常に DISABLE_CHAINOUT 信号に対してイネー
ブルになっています。

図 -9: ダイナミック・チェーンアウト
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表 8. DISABLE_CHAINOUT 信号の動作

DISABLE_CHAINOUT 信号 説明

Low (0) チェーンアウト = 出力レジスターからの結果

High (1) チェーンアウト = 0。次の可変精度 DSP ブロックへのチェーンインはデ
ィスエーブルになります。

2.1.8. 固定小数点演算用のシストリック・レジスター

可変精度 DSP ブロックにはそれぞれ、2 つのシストリック・レジスターがあります。各シストリック・レジ
スターは、 大 44 ビットのチェーンインおよびチェーンアウト加算器をサポートします。可変精度 DSP
ブロックが固定小数点演算シストリック FIR モードでコンフィグレーションされない場合、両方のシス
トリック・レジスターがバイパスされます。

シストリック・レジスターの 初のセットは、上位乗算器の 18 ビット入力と 19 ビット入力をそれぞれ登
録するために使用される、18 ビットおよび 19 ビットのレジスターで構成されています。

シストリック・レジスターの 2 番目のセットは、以前の可変精度 DSP ブロックからのチェーンイン入力を
遅延させるために使用されます。

以下は、デザインにシストリック・レジスターを実装する際のガイドラインです。

• シストリック・レジスターを使用する場合は、出力レジスターをイネーブルする必要があります。

• シストリック・レジスターを使用する場合、1 番目と 2 番目のパイプライン・レジスターはオプション
です。2 番目のパイプラインがイネーブルになっている場合は、入力シストリック・レジスターと同じ
クロックイネーブルを使用します。

• チェーンイン・シストリック・レジスターは、常に出力レジスターと同じクロックイネーブルを備えて
います。

2.1.9. 固定小数点演算用のダブル累算レジスター

アキュムレーターは、出力レジスターバンクとアキュムレーター・フィードバック・パスの間に位置する 64
ビットのダブル累算レジスターをイネーブルすることで、ダブル累算をサポートします。

ダブル累算レジスターがイネーブルになっている場合、アキュムレーターのフィードバック・パスに追加
のクロックサイクル遅延が追加されます。

このレジスターの設定は、出力レジスターバンクと同じです。

このレジスターをイネーブルすることで、同じ数の可変精度 DSP ブロックを使用するアキュムレーター・
チャネルを 2 つ有することができます。これはインターリーブされた複雑なデータ (I、Q) を処理する際
に役立ちます。

2.1.10. 固定小数点演算用の出力レジスターバンク

クロック信号の立ち上がりエッジは、74 ビットのバイパス可能な出力レジスターバンクをトリガーしま
す。出力レジスターバンクはパワーアップ後にリセットされず、不要なデータを保持する可能性がありま
す。動作を開始する前に、CLR 信号をアサートしてレジスターをクリアします。
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次の可変精度 DSP ブロック信号は、可変精度 DSP ブロックごとに出力レジスターを制御します。

• CLK

• ENA[2..0]

• CLR[1]

関連情報
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペー
ジ)

固定小数点演算出力レジスターの制限に関する情報を提供します。

2.2. 浮動小数点演算

2.2.1. 浮動小数点演算用の入力レジスターバンク

浮動小数点 DSP ブロック用の入力レジスターバンクは、次の入力信号に使用できます。

• fp32_adder_a

• fp32_adder_b

• fp32_mult_a

• fp32_mult_b

• fp16_mult_top_a

• fp16_mult_top_b

• fp16_mult_bot_a

• fp16_mult_bot_b

• ダイナミック ACCUMULATE コントロール信号

図 -10: FP32 動作モードの入力レジスターの位置
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図 -11: FP16 動作モードの入力レジスターの位置
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DSP ブロック内のすべてのレジスターは、正のエッジでトリガーされます。これらのレジスターはパワー
アップ後にリセットされず、不要なデータを保持する可能性があります。動作を開始する前に、CLR 信号
をアサートしてレジスターをクリアします。

各乗算器オペランドは、入力レジスターに供給するか、または入力レジスターをバイパスして直接乗算器
に供給できます。

次の可変精度 DSP ブロック信号により、可変精度 DSP ブロック内の入力レジスターを制御します。

• CLK

• ENA[2..0]

• CLR[0]

関連情報
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ペー
ジ)

浮動小数点演算入力レジスターの制限に関する情報を提供します。

2.2.2. 浮動小数点演算用のパイプライン・レジスター

浮動小数点演算には、パイプライン・レジスターの 3 つのレイテンシー・レイヤーがあります。パイプライ
ン・レジスターのすべてのレイテンシー・レイヤーをバイパスするか、パイプライン・レジスターの任意の 1
つ、2 つ、または 3 つのレイヤーを使用できます。
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図 -12: FP32 動作モードのパイプライン・レジスターの位置

fp32_chainout[31:0]

fp32_chainin[31:0]

accumulate

fp32_adder_a[31:0]

fp32_adder_b[31:0]

1

2
fp32_result[31:0]

Input
Register
Bank

Multiplier

Adder

fp32_mult_invalid
fp32_mult_inexact
fp32_mult_overflow
fp32_mult_underflow
fp32_adder_invalid
fp32_adder_inexact
fp32_adder_overflow
fp32_adder_underflow

Output
Register

Bank
fp32_mult_a[31:0]

fp32_mult_b[31:0]

3

4

5

6

Legend:
1 - accum_pipeline_clken 
2 - fp32_adder_a_chainin_pl_clken 
3 - accum_2nd_pipeline_clken 
4 - fp32_adder_a_chainin_2nd_pl_clken 
5 - accum_adder_clken
6 - adder_input_clken 
7 - fp32_mult_b_clken 
8 - mult_2nd_pipeline_clken 

6
87

図 -13: FP16 動作モードのパイプライン・レジスターの位置

fp32_chainout[31:0]

fp32_chainin[31:0]

accumulate

fp32_adder_a[31:0]

fp16_mult_top_a[15:0]

fp32_result[31:0]
Input

Register
Bank

Top
Multiplier

Adder
Output

Register
Bank

fp16_mult_top_b[15:0]

fp16_mult_bot_a[15:0]

Bottom
Multiplier

fp16_mult_bot_b[15:0]

*Pipeline
Register

Adder

3

4

5

6

91 2

Legend:
1 - mult_pipeline_clken 
2 - mult_2nd_pipeline_clken 
3 - accum_pipeline_clken 
4 - fp32_adder_a_chainin_pl_clken 
5 - accum_2nd_pipeline_clken 
6 - fp32_adder_a_chainin_2nd_pl_clken 
7 - adder_accum_clken
8 - adder_input_clken
9 - adder_pl_clken 

fp16_mult_top_invalid

fp16_mult_top_underflow
fp16_mult_top_overflow

fp32_adder_invalid
fp32_adder_inexact
fp32_adder_overflow
fp32_adder_underflow

fp16_mult_top_inexact

fp16_mult_bot_invalid

fp16_mult_bot_underflow
fp16_mult_bot_overflow
fp16_mult_bot_inexact

fp16_adder_invalid
fp16_adder_inexact
fp16_adder_overflow
fp16_adder_underflow

fp16_mult_top_infinite
fp16_mult_top_zero

fp16_mult_bot_infinite
fp16_mult_top_zero

fp16_adder_zero
fp16_adder_infinite

7

8

8

次の可変精度 DSP ブロック信号により、可変精度 DSP ブロック内のパイプライン・レジスターを制御し
ます。

• CLK

• ENA[2..0]

• CLR[1]
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関連情報
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ペー
ジ)

浮動小数点演算パイプライン・レジスターの制限に関する情報を提供します。

2.2.3. 浮動小数点演算用の乗算器

1 つの可変精度 DSP ブロックは、乗算器のデータ幅および実装に応じて多数の乗算を並行して実行す
ることができます。

これらの 2 つの乗算器は、いくつかの動作モードでコンフィグレーションできます。

• 1 つの浮動小数点演算の単精度乗算器

• 2 つの浮動小数点演算の半精度乗算器

2.2.4. 浮動小数点演算用の加算器または減算器

動作モードに応じて、次の加算器または減算器を使用することができます。

• 単精度の加算/減算

• 加算/減算による単精度乗算

• 単精度の結果を使用した 2 つの半精度乗算の合計/減算

• 2 つの半精度乗算の合計/減算と単精度の加算/減算の結果

• 単精度の結果に累積された 2 つの半精度乗算の合計/減算

2.2.5. 浮動小数点演算用の出力レジスターバンク

クロック信号の正のエッジは、48 ビット (32 ビットデータと 16 ビットの例外フラグ) のバイパス可能
な出力レジスターバンクをトリガーします。このレジスターはパワーアップ後にリセットされず、不要なデ
ータを保持する可能性があります。動作を開始する前に、CLR 信号を使用してレジスターをリセットしま
す。

図 -14: FP32 動作モードの出力レジスターの位置
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図 -15: FP16 動作モードの出力レジスターの位置
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次の可変精度 DSP ブロック信号は、可変精度 DSP ブロックごとに出力レジスターを制御します。

• CLK

• ENA[2..0]

• CLR[1]

関連情報
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ペー
ジ)

浮動小数点演算出力レジスターの制限に関する情報を提供します。

2.2.6. 浮動小数点演算に対する例外処理

インテル Agilex の浮動小数点演算は、乗算器ブロックと加算器ブロックの例外処理をサポートしてい
ます。

表 9. サポートされている例外フラグ

浮動小
数点形
式

例外フラグ 幅 説明

単精
度

乗算

fp32_mult_overflow 1 この信号は、乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合
この信号は Adder or Subtract Mode では使用できません。

fp32_mult_underflow 1 この信号は、乗算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小の非ゼロ絶対値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシ
ュされる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合
この信号は Adder or Subtract Mode では使用できません。
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浮動小
数点形
式

例外フラグ 幅 説明

fp32_mult_inexact 1 この信号は、乗算結果が正確に表されていないかどうかを示します。
1: 乗算結果が次の場合
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合
この信号は Adder or Subtract Mode では使用できません。

fp32_mult_invalid 1 この信号は、乗算器の演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合
この信号は Adder or Subtract Mode では使用できません。

加算

fp32_adder_overflow 1 この信号は、加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
0: 加算結果が表現可能な 大値より大きくない場合
この信号は Multiplication Mode では使用できません。

fp32_adder_underflow 1 この信号は、加算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 加算結果が、表現可能な 小の非ゼロ絶対値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシ
ュされる場合
0: 加算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合
この信号は Multiplication Mode では使用できません。

fp32_adder_inexact 1 この信号は、加算結果が正確に表されていないかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 加算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合
この信号は Multiplication Mode では使用できません。

fp32_adder_invalid 1 この信号は、加算器の演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示しま
す。
1: 加算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 加算結果が無効な数値でない場合
この信号は Multiplication Mode では使用できません。

半精
度

乗算

fp16_mult_top_overflow

fp16_mult_bot_overflow

1 この信号は、上位または下位の乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より小さい場合
この信号は Adder or Subtract Mode および Extended 形式では使用できません。

fp16_mult_top_underflow

fp16_mult_bot_underflow

1 この信号は、上位または下位の乗算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が、表現可能な 小の非ゼロ絶対値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシ
ュされる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合
この信号は Adder or Subtract Mode および Extended 形式では使用できません。

fp16_mult_top_inexact 1 この信号は、上位または下位の乗算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
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浮動小
数点形
式

例外フラグ 幅 説明

fp16_mult_bot_inexact 1: 乗算結果が次の場合
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合。
この信号は Adder or Subtract Mode では使用できません。

fp16_mult_top_invalid

fp16_mult_bot_invalid

1 この信号は、乗算器の演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合。
この信号は Adder or Subtract Mode では使用できません。

fp16_mult_top_infinite

fp16_mult_bot_infinite

1 この信号は、上位または下位の乗算結果が正または負の無限大であるかどうかを示します。
1: 結果が無限大の場合
0: 結果が正規化された浮動小数点または適切な無限大の範囲にある場合
この信号は Extended 形式でのみ使用可能です。

fp16_mult_top_zero

fp16_mult_bot_zero

1 この信号は、上位または下位の乗算結果が正または負のゼロであるかどうかを示します。
1: 結果がゼロの場合
0: 結果がゼロでない場合
この信号は Extended 形式でのみ使用可能です。

加算

fp16_adder_overflow 1 この信号は、加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
0: 加算結果が表現可能な 大値より大きくない場合
この信号は Multiplication Mode Extended 形式でのみ使用可能です。

fp16_adder_underflow 1 この信号は、加算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 加算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュされる場合
0: 加算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合
この信号は Multiplication Mode Extended 形式でのみ使用可能です。

fp16_adder_inexact 1 この信号は、加算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 加算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合
この信号は Multiplication Mode では使用できません。

fp16_adder_invalid 1 この信号は、加算器の演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示しま
す。
1: 加算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 加算結果が無効な数値でない場合
この信号は Multiplication Mode では使用できません。

fp16_adder_infinite 1 この信号は、上位または下位の加算結果が正または負の無限大であるかどうかを示します。
1: 結果が無限大の場合
0: 結果が正規化された浮動小数点または適切な無限大の範囲にある場合
この信号は Extended 形式でのみ使用可能です。

fp16_adder_zero 1 この信号は、加算結果が正または負のゼロであるかどうかを示します。
1: 結果がゼロの場合
0: 結果がゼロでない場合
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浮動小
数点形
式

例外フラグ 幅 説明

この信号は Extended 形式でのみ使用可能です。

表 10. FP32 乗算、FP16 Flushed、および FP16 Bfloat16 モードで発生する可能性のある結果の乗算
例外処理

入力 A 入力 B 結果 (4)

フラグ
オーバーフロー/アンダーフロー/

不正確/無効

Normalized Normalized 正規化された値 0/0/0/0

正規化された (丸められた) 値 0/0/1/0

正/負の無限大値 1/0/1/0

非正規値 0/1/1/0

0 または Subnormal
(denormal)

Normalized 0 値 0/0/0/0

Positive/negative infinity Normalized 正/負の無限大値 0/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) Normalized qNaN 値 0/0/0/0

0 または Subnormal
(denormal)

0 または Subnormal
(denormal)

0 値 0/0/0/0

正/負の無限大 0 または Subnormal
(denormal)

qNaN 値 0/0/0/1

Quiet Not A Number (qNaN) 0 または Subnormal
(denormal)

qNaN 値 0/0/0/0

正/負の無限大 正/負の無限大 正/負の無限大値 0/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) 正/負の無限大 qNaN 値 0/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) Quiet Not A Number (qNaN) qNaN 値 0/0/0/0

表 11. FP32 加算/減算、FP16 フラッシュ、および FP16 Bfloat16 モードで発生する可能性のある結果
の加算例外処理

入力 A 入力 B 結果 (4)

フラグ
オーバーフロー/アンダーフロー/

不正確/無効

Normalized Normalized 正規化された値 0/0/0/0

正規化された (丸められた) 値 0/0/1/0

正/負の無限大値 1/0/1/0

0 値
符号ビット= 0

0/0/0/0

非正規値 0/1/1/0

continued...   

(4) 例外フラグを出力します。例外が入力値にある場合、これらのフラグは変更されません。
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入力 A 入力 B 結果 (4)

フラグ
オーバーフロー/アンダーフロー/

不正確/無効

この符号は保存されます。

0 または Subnormal
(denormal)

Normalized 入力 b 0/0/0/0

正/負の無限大 Normalized 正/負の無限大値 0/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) Normalized qNaN 値 0/0/0/0

0 または Subnormal
(denormal)

0 または Subnormal
(denormal)

0 値
(-0 + (-0)) 方程式の場合、符号
ビット = 1 です。これ以外の式に
対しては、符号ビット = 0 となり
ます。

0/0/0/0

正/負の無限大 0 または Subnormal
(denormal)

正/負の無限大値 0/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) 0 または Subnormal
(denormal)

qNaN 値 0/0/0/0

正/負の無限大 正/負の無限大 無効なケースに対しては、qNaN
値
有効なケースに対しては、正/負の
無限大値

無効なケースに対しては、
0/0/0/1

有効なケースに対しては、
0/0/0/0

有効なケースは次のとおりです。
• 正の無限大値 + 正の無限大

値
• 負の無限大値 + 負の無限大

値
• 負の無限大値 - 正の無限大

値
• 正の無限大値 - 負の無限大

値

Quiet Not A Number (qNaN) 正/負の無限大 qNaN 値 0/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) Quiet Not A Number (qNaN) qNaN 値 0/0/0/0

表 12. FP16 拡張モードで発生する可能性のある結果の乗算例外処理

入力 A 入力 B 結果 (4)

フラグ
無限/ゼロ/不正確/無効

Normalized/Subnormalized Normalized/Subnormalized 正規化/非正規化 0/0/x/0

0 値 Normalized/Subnormalized 0 値 0/1/0/0

正/負の無限大 Normalized/Subnormalized 正/負の無限大値 1/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) Normalized/Subnormalized qNaN 値 0/0/0/1
仮数 = {100...00}

0 値 0 値 0 値 0/1/0/0

正/負の無限大 0 値 qNaN 値 0/0/0/1
仮数 = {100...00}

Quiet Not A Number (qNaN) 0 値 qNaN 値 0/0/0/1

continued...   
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入力 A 入力 B 結果 (4)

フラグ
無限/ゼロ/不正確/無効

仮数 = {100...00}

正/負の無限大 正/負の無限大 正/負の無限大値 1/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) 正/負の無限大 qNaN 値 0/0/0/1
仮数 = {100...00}

Quiet Not A Number (qNaN) Quiet Not A Number (qNaN) qNaN 値 0/0/0/1
仮数 = {100...00}

表 13. FP16 拡張モードで発生する可能性のある結果の加算例外処理

入力 A 入力 B 結果 (4)

フラグ
無限/ゼロ/不正確/無効

Normalized/Subnormalized Normalized/Subnormalized 正規化/非正規化 0/0/x/0

0 値
符号ビット = 0

0/0/0/0

0 値 Normalized/Subnormalized 入力 b 0/0/0/0

正/負の無限大 Normalized/Subnormalized 正/負の無限大値 1/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) Normalized/Subnormalized qNaN 値 0/0/0/1
仮数 = {100...00}

0 値 0 値 0 値
(-0 + (-0)) 方程式の場合、符号
ビット = 1 です。これ以外の式に
対しては、符号ビット = 0 となり
ます。

0/0/0/0

正/負の無限大 0 値 正/負の無限大値 1/0/0/0

Quiet Not A Number (qNaN) 0 値 qNaN 値 0/0/0/1
仮数 = {100...00}

正/負の無限大 正/負の無限大 無効なケースに対しては、qNaN
値
有効なケースに対しては、正/負の
無限大値

無効なケースに対しては、
0/0/0/1
仮数 = {100...00}
有効なケースに対しては、
1/0/0/0
有効なケースは次のとおりです。
• 正の無限大値 + 正の無限大

値
• 負の無限大値 + 負の無限大

値
• 負の無限大値 - 正の無限大

値
• 正の無限大値 - 負の無限大

値

Quiet Not A Number (qNaN) 正/負の無限大 qNaN 値 0/0/0/1
仮数 = {100...00}

Quiet Not A Number (qNaN) Quiet Not A Number (qNaN) qNaN 値 0/0/0/1
仮数 = {100...00}
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3. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックの動作モード

この項では、固定小数点演算および浮動小数点演算の動作モードを効果的にサポートするための、イン
テル Agilex の可変精度 DSP ブロックのコンフィグレーション方法について説明します。

表 14. 動作モード

固定小数点演算 浮動小数点演算

• 独立乗算器モード
• Multiplier Adder Sum モード
• 独立複素数乗算器
• 36 ビット入力に加算する 18 × 18 乗算モード
• 18 × 18 のシストリック FIR モード

• FP32 単精度乗算モード
• FP32 単精度加算または減算モード
• FP32 単精度乗算加算または乗算減算モード
• FP32 単精度積和演算モード
• 2 つの FP16 乗算の合計モード
• FP32 加算での 2 つの FP16 乗算の合計モード
• 累積での 2 つの FP16 乗算の合計モード
• FP32 単精度および FP16 半精度ベクトル 1 モード
• FP32 単精度および FP16 半精度ベクトル 2 モード
• FP32 単精度および FP16 半精度ダイレクト・ベクトル・ドット積
• FP32 単精度および FP16 半精度複素数乗算

3.1. 固定小数点演算の動作モード

3.1.1. 独立乗算器モード

独立した入力および出力乗算器モードでは、可変精度 DSP ブロックは汎用乗算器の個別の乗算演算を
実行します。

表 15. サポートされている独立乗算器モード

コンフィグレーション ブロックごとの乗算器数

18 (符号なし) x 18 (符号なし) 2

18 (符号付き) x 19 (符号付き) 2

27 (符号付きまたは符号なし) x 27 (符号付きまたは符号なし) 1

3.1.1.1.  18 × 18 または 18 × 19 独立乗算器

18 × 18 または 18 × 19 独立乗算モードには、次の式を使用します。

resulta = ax * ay

resultb = bx * by

683037 | 2021.02.05

フィードバック

Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel
Corporation またはその子会社の商標です。インテルは FPGA 製品および半導体製品の性能がインテルの標準保証に準拠すること
を保証しますが、インテル製品およびサービスは、予告なく変更される場合があります。インテルが書面にて明示的に同意する場合を
除き、インテルはここに記載されたアプリケーション、または、いかなる情報、製品、またはサービスの使用によって生じるいっさいの責
任を負いません。インテル製品の顧客は、製品またはサービスを購入する前、および、公開済みの情報を信頼する前には、デバイスの仕
様を 新のバージョンにしておくことをお勧めします。
*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

ISO
9001:2015
登録済

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html


図 -16: 可変精度 DSP ブロックごとに備わった 2 つの 18 × 18 または 18 × 19 独立乗算器

次の図で、変数は次のように定義されています。

• 18 × 19 符号付きオペランドでは、n = 19 および m = 37

• 18 × 18 符号なしオペランドでは、n = 18 および m = 36
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*このブロック図は、DSP ブロック の機能表現を示しています。

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3.1.1.2.  27 × 27 独立乗算器

27 × 27 独立乗算器モードは、resulta = ay * ax の式を使用します。

図 -17: インテル Agilex デバイスの可変精度 DSP ブロックごとに備わった 1 つの 27 × 27 独立乗算器モ
ード
このモードでは、チェーンアウト加算器またはアキュムレーターと組み合わせた場合、resulta は 大 64 ビットとすることが可能
です。

In
pu

t R
eg

is
te

r B
an

k

Multiplier

x resulta[53..0]

ay[26..0]

ax[26..0]

27

27

54

Variable-Precision DSP Block

O
ut

pu
t R

eg
is

te
r B

an
k

*1
st

 P
ip

el
in

e 
Re

gi
st

er

*2
nd

 P
ip

el
in

e 
Re

gi
st

er

*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックの動作モード
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3.1.2.  8 × 8 (符号なし) または 9 × 9 (符号付き) Sum of 4 モード

8 × 8 (符号なし) または 9 × 9 sum of 4 モードには、次の式を使用します。

resulta = (ax * ay)+(bx * by)+(cx * cy)+(dx * dy)

図 -18: 9 × 9 Sum of 4
この図では、変数は次のように定義されています。

• 8 x8 の符号なしオペランドでは、n = 8 および m = 8

• 9 x9 符号付きオペランドでは、n = 9 および m = 9
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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3.1.3. Multiplier Adder Sum モード

Multiplier Adder Sum モードでは、次の式を使用します。

• resulta = (bx * by) + (ax * ay) は、2 つの 18 × 19 乗算の和を計算します。

• resulta = (bx * by) - (ax * ay) は、2 つの 18 × 19 乗算の差を計算します。

3. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックの動作モード
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図 -19: インテル Agilex デバイスの 1 つの可変精度 DSP ブロックと 2 つの 18 × 18 または 18 × 19 乗
算器の和

次の図で、変数は次のように定義されています。

• 18 × 19 符号付きオペランドでは、n = 19

• 18 × 18 符号なしオペランドでは、n = 18
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

2 つの 18 × 19 乗算の差を計算するには、SUB ダイナミック・コントロール信号を High に設定しま
す。

3.1.4. 独立複素数乗算器

インテル Agilex デバイスは、2 つの固定小数点演算 Multiplier Adder Sum モードを使用して
18 × 19 複素数乗算器モードをサポートします。

図 -20: 複素数乗算式のサンプル

虚部の [(a × d) + (b × c)] は、1 番目の可変精度 DSP ブロックに実装され、実部の [(a × c) - (b
× d)] は、2 番目の可変精度 DSP ブロックに実装されます。

3. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックの動作モード
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図 -21: インテル Agilex デバイスの 2 つの可変精度 DSP ブロックを備えた 1 つの 18 ×19 複素数乗算器
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3.1.4.1.  36 ビット入力に加算する 18 × 19 乗算モード

インテル Agilex の可変精度 DSP ブロックは、1 つの 18 × 19 乗算を 36 ビット入力に加算すること
ができます。

36 ビット入力に加算する 18 × 19 乗算モードでは、次の式を使用します。

• 36 ビット入力を備えた 18 x 19 乗算を加算するには、resulta = (ax * ay) + bx を使用しま
す。

• 36 ビット入力を備えた 18 x 19 乗算を減算するには、resulta = (ax * ay) - bx を使用します。

下位の乗算器がバイパスされている間は、上位の乗算器を使用して 18 x 19 乗算への入力を提供しま
す。 bx[35..0] は、36 ビットの入力オペランドを通知します。

SUB ダイナミック・コントロール信号を使用して、加算器を制御し、加算または減算演算を実行します。

3. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックの動作モード
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図 -22: インテル Agilex デバイスの 36 ビット入力に加算する 1 つの 18 x 19 乗算モード

次の図で、変数は次のように定義されています。

• 18 × 19 符号付きオペランドでは、n = 19

• 18 × 18 符号なしオペランドでは、n = 18
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3.1.5. シストリック FIR モード

FIR フィルターの基本構造は、加算による一連の乗算で構成されています。

図 -23: 基本的な FIR フィルターの式

タップの数や入力サイズにより、多数の加算器のチェーンを介する遅延が非常に大きくなる場合があり
ます。遅延パフォーマンスの問題を解決するには、タップごとに配置された追加の遅延要素をシストリッ
ク形式と使用することにより、レイテンシーの増大を犠牲にしてパフォーマンスを向上させます。

図 -24: シストリック FIR フィルターの等価回路
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インテル Agilex の可変精度 DSP ブロックは、次のシストリック FIR 構造をサポートします。

• 18 ビット

• 27 ビット
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シストリック FIR モードでは、乗算器の入力はソースの 4 つの異なるセットから供給できます。

• 2 つのダイナミック入力

• 1 つのダイナミック入力と 1 つの係数入力

• 1 つの係数入力と 1 つの前置加算器出力

• 1 つのダイナミック入力と 1 つの前置加算器出力

3.1.5.1. 可変精度ブロック・アーキテクチャー・ビューへのシストリック・モード・ユーザー・ビューのマッピ
ング

次の図は、レジスターのリタイミングと加算器の再構築を行うことによる、インテル Agilex の可変精度
DSP ブロック (d) を使用した、シストリック FIR フィルター (a) の実装を示しています。レジスター B
は、(b) に示されているとおり、チェーンイン、ay 入力パスおよび ax 入力パスでシストリック・レジスタ
ーにリタイミングできます。レジスターのリタイミングの 終結果は (c) に示されています。加算器の位
置はその後、乗算器の出力の両方を合計するために再構築されます。(d) に示されているとおり、加算結
果はチェーンアウト加算器に送られ、前の DSP ブロックからのチェーンイン値と合計されます。

図 -25: 可変精度ブロック・アーキテクチャー・ビューへのシストリック・モード・ユーザー・ビューのマッピング
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3.1.5.2.  18 ビットのシストリック FIR モード

18 ビットのシストリック FIR モードでは、加算器はデュアル 44 ビット加算器としてコンフィグレーショ
ンされます。そのため、18 x 19 動作モードを使用する際に 7 ビットのオーバーヘッドが発生し、結果は
37 ビットとなります。これにより、合計 16 個の 18 x 19 乗算器または 8 個のインテル Agilex 可変精
度 DSP ブロックを、シストリック FIR 構造としてカスケード接続することが可能になります。
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図 -26: インテル Agilex デバイスでの 18 ビット・シストリック FIR モード
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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3.1.5.3.  27 ビットのシストリック FIR モード

27 ビットのシストリック FIR モードでは、チェーンアウト加算器やアキュムレーターは 64 ビット動作
用にコンフィグレーションされるため、27 ビットデータ (54 ビット積) を使用する場合に、10 ビットの
オーバーヘッドが発生します。これにより、合計 11 個の 27 x 27 乗算器または 11 個のインテル
Agilex 可変精度 DSP ブロックを、シストリック FIR 構造としてカスケード接続することが可能になり
ます。

27 ビットのシストリック FIR モードでは、DSP ブロックごとに 1 ステージのシストリック・フィルターを
実装することができます。なお、このモードではシストリック・レジスターは不要です。

図 -27: インテル Agilex デバイスでの 27 ビット・シストリック FIR モード
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックの動作モード
683037 | 2021.02.05

フィードバック インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド

37

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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


3.2. 浮動小数点演算の動作モード

3.2.1. FP32 単精度浮動小数点演算機能

FP32 単精度浮動小数点演算 DSP は、次の機能を実行できます。

• FP32 乗算

• FP32 の加算または減算

• 加算または減算での FP32 乗算

• 累積での FP32 乗算

• FP32 ベクトル 1

• FP32 ベクトル 2

3.2.1.1. FP32 乗算モード

このモードでは、基本的な浮動小数点乗算式を適用できます。

fp32_result = fp32_mult_a*fp32_mult_b

浮動小数点乗算モードは、次の例外フラグをサポートしています。

• fp32_mult_invalid

• fp32_mult_inexact

• fp32_mult_overflow

• fp32_mult_underflow

図 -28: FP32 乗算モード
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

fp32_adder_b[31:0]

3.2.1.2. 加算または減算モード

このモードでは、次の等式を適用できます。

fp32_result = fp32_adder_b + fp32_adder_a

fp32_result = fp32_adder_b - fp32_adder_a
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浮動小数点加算または減算モードは、次の例外フラグをサポートしています。

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

図 -29: インテル Agilex デバイスでの加算または減算モード
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

fp32_mult_b[31:0]

3.2.1.3. 積和演算モード

このモードは、浮動小数点乗算を実行した後、以前の乗算結果で浮動小数点の加算または減算を実行し
ます。

ACCUMULATE 信号が High の場合、このモードは fp32_result(t) =
[fp32_mult_a(t)*fp32_mult_b(t)] +/- fp32_result(t-1) の式を使用します。

ACCUMULATE 信号が Low の場合、このモードは fp32_result = fp32_mult_a*fp32_mult_b の
式を使用します。

浮動小数点積和演算モードは、次の例外フラグをサポートしています。

• fp32_mult_invalid

• fp32_mult_inexact

• fp32_mult_overflow

• fp32_mult_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow
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図 -30: インテル Agilex デバイスでの積和演算モード
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

fp32_adder_b[31:0]

3.2.1.4. FP32 ベクトル 1 モード

このモードは、浮動小数点乗算を実行した後、以前の可変 DSP Block からのチェーンイン入力で浮動
小数点加算または減算を実行します。入力 fp32_adder_a は直接チェーンアウトに供給されます。

表 16. FP32 ベクトル 1 モードに適用される等式

チェーンイン・パラメーター 浮動小数点加算を持つベクトル 1 浮動小数点減算を持つベクトル 1

Disable fp32_result = fp32_mult_a *
fp32_mult_b
fp32_chainout = fp32_adder_a

fp32_result = fp32_mult_a *
fp32_mult_b
fp32_chainout = fp32_adder_a

Enable fp32_result = (fp32_mult_a *
fp32_mult_b) + fp32_chainin
fp32_chainout = fp32_adder_a

fp32_result = (fp32_mult_a *
fp32_mult_b) - fp32_chainin
fp32_chainout = fp32_adder_a

FP32 ベクトル 1 モードは、次の例外フラグをサポートしています。

• fp32_mult_invalid

• fp32_mult_inexact

• fp32_mult_overflow

• fp32_mult_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow
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図 -31: ベクトル 1 モード
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

fp32_adder_b[31:0]

3.2.1.5. FP32 ベクトル 2 モード

このモードは、入力 fp32_mult_a および入力 fp32_mult_b に対して単精度浮動小数点乗算を
実行し、結果をチェーンアウトに送信します。以前の変数 DSP Block からのチェーンイン入力は、出力
結果として入力 fp32_adder_a から加算または減算されます。

表 17. FP32 ベクトル 2 モードに適用される等式

チェーンイン・パラメーター 浮動小数点加算を持つベクトル 2 浮動小数点減算を持つベクトル 2

Disable fp32_result = fp32_adder_a
fp32_chainout = fp32_mult_a *
fp32_mult_b

fp32_result = fp32_adder_a
fp32_chainout = fp32_mult_a *
fp32_mult_b

Enable fp32_result = fp32_adder_a +
fp32_chainin
fp32_chainout = fp32_mult_a *
fp32_mult_b

fp32_result = fp32_adder_a -
fp32_chainin
fp32_chainout = fp32_mult_a *
fp32_mult_b

FP32 ベクトル 2 モードは、次の例外フラグをサポートしています。

• fp32_mult_invalid

• fp32_mult_inexact

• fp32_mult_overflow

• fp32_mult_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow
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図 -32: FP32 ベクトル 2 モード
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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3.2.2. FP16 半精度浮動小数点演算機能

FP16 半精度浮動小数点演算 DSP は、次の機能を実行できます。

• 2 つの乗算の合計

• 2 つの乗算と加算の合計

• 2 つの乗算と累積の合計

• ベクトル 1

• ベクトル 2

• ベクトル 3

各機能は以下をサポートしています。

• 拡張精度形式

• フラッシュ精度形式

• Bfloat16 および bfloat+形式

3.2.2.1. FP16 でサポートされている精度形式

FP16 半精度浮動小数点演算機能は、次の形式をサポートしています。

• フラッシュ - 乗算器入力および FP16 乗算/加算/減算演算には、IEEE-754 半精度形式
(binary16) を使用します。

• 拡張 - 乗数入力に IEEE-754 半精度形式 (binary16) を使用します。FP16 の乗算/加算/減算
演算には拡張形式を使用します。

• Bfloat16 - 乗算器入力は、16 ビットの bfloat16 形式または 19 ビットの拡張 bfloat16+形式を
受け入れるようにコンフィグレーションできます。FP16 の乗算/加算/減算演算には拡張形式を使
用します。

次の表では、形式の違いを示しています。
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表 18. フラッシュ、拡張、および Bfloat 形式の違い

特徴 フラッシュ 拡張 Bfloat16/Bfloat 16+

入力形式
(sign.exponent.mantissa)

1.5.10 1.5.10 1.8.7 または 1.8.10
(Bfloat16+)

FP16 演算形式
(sign.exponent.mantissa)

1.5.10 1.8.10 1.8.10

入力幅 16 ビット 16 ビット 16 または 19 ビット
(Bfloat16+)

表現可能な 小指数 5'h01 - 5'h0f = -14 8'h01 - 8'h7f = -126 8'h01 - 8'h7f = -126

FP16 Subnormal サブノーマルはサポートされてい
ません。異常な結果はゼロにフラ
ッシュされます。

異常な結果は、正規化数として表
すことができます。

サブノーマルはサポートされてい
ません。異常な結果はゼロにフラ
ッシュされます。

例外フラグ オーバーフロー、アンダーフロー、
不正確、および無効

無限、ゼロ、不正確、および無効 オーバーフロー、アンダーフロー、
不正確、および無効

無効なフラグの動作 明確に定義されていない動作があ
る場合にアサートされます。

明確に定義されていない動作また
は qNaN 入力がある場合にアサ
ートされます。

明確に定義されていない動作があ
る場合にアサートされます。

丸め も近い偶数に丸めます (RNE)。 RNE:
• 両方の FP16 オペランドが正

規化数の場合
• FP16 オペランドの 1 つが非

正規化数であり、仮数積が 1
以上の場合

• FP16 オペランドの 1 つが非
正規化数であり、仮数積=
“0.1111111111|
1xxxxxxxxx”の場合

• 加算器/減算器演算を使用す
る場合

ゼロへの丸め (RZ)
• 両方の FP16 オペランドが非

正規化数の場合
• FP16 オペランドの 1 つが非

正規化数であり、仮数積が 1
以下の場合

RZ

3.2.2.2. 2 つの FP16 乗算の合計モード

このモードは、2 つの半精度乗算の合計を実行し、単精度の結果を提供します。

fp32_result = (fp16_mult_top_a*fp16_mult_top_b) +
(fp16_mult_bot_a*fp16_mult_bot_b)

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact
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• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

図 -33: 2 つの FP16 乗算の合計モード
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DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3.2.2.3. FP32 加算での 2 つの FP16 乗算の合計モード

このモードは、2 つの半精度乗算の合計を実行し、32 ビットの結果を提供し、単精度の数値を加算しま
す。

fp32_result = (fp16_mult_top_a*fp16_mult_top_b) +
(fp16_mult_bot_a*fp16_mult_bot_b) + fp32_adder_a

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートされている例外フラグです。
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• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow
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図 -34: FP32 加算での 2 つの FP16 乗算の合計モード
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DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3.2.2.4. 累積での 2 つの FP16 乗算の合計モード

このモードは、2 つの半精度乗算の合計を実行し、値を単精度形式に累積します。

fp32_result(t) = [fp16_mult_top_a(t) * fp16_mult_top_b(t)] + [fp16_mult_bot_a(t) *
fp16_mult_bot_b(t)] + fp32_result(t-1)

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグです。
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• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

図 -35: 累積での 2 つの FP16 乗算の合計モード
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DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3.2.2.5. FP16 ベクトル 1 モード

このモードは、以前の変数 DSP Block からのチェーンイン入力を使用して 2 つの半精度乗算の合計を
実行します。出力は、チェーンアウトに供給される単精度浮動小数点値となります。
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表 19. FP16 ベクトル 1 モードに適用される等式

チェーンイン・パラメーター 浮動小数点加算を持つベクトル 1 浮動小数点減算を持つベクトル 1

Disable fp32_result = (fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b) + (fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b)
fp32_chainout = fp32_adder_a

fp32_result = (fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b) - (fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b)
fp32_chainout = fp32_adder_a

Enable fp32_result = (fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b) + (fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b) + fp32_chainin
fp32_chainout = fp32_adder_a

fp32_result = (fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b) - (fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b) - fp32_chainin
fp32_chainout = fp32_adder_a

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact
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• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

図 -36: FP16 ベクトル 1 モード
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DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3.2.2.6. FP16 ベクトル 2 モード

このモードは、2 つの半精度乗算の合計を実行し、チェーンアウトに供給されます。以前の変数 DSP
Block からのチェーンイン入力は、出力結果として入力 fp32_adder_a に加算または減算されま
す。

表 20. FP16 ベクトル 2 モードに適用される等式

チェーンイン・パラメーター 浮動小数点加算を持つベクトル 2 浮動小数点減算を持つベクトル 2

Disable fp32_result = fp32_adder_a
fp32_chainout = (fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b) + (fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b)

fp32_result = fp32_adder_a
fp32_chainout = (fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b) - (fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b)

Enable fp32_result = fp32_adder_a +
fp32_chainin
fp32_chainout = (fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b) + (fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b)

fp32_result = fp32_adder_a -
fp32_chainin
fp32_chainout = (fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b) - (fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b)

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

3. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックの動作モード
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• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow
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図 -37: FP16 ベクトル 2 モード
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DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。

3.2.2.7. FP16 ベクトル 3 モード

このモードは、単精度の累積と 2 つの半精度の乗算の合計を実行します。

表 21. ベクトル 3 モードに適用される等式

累積入力 浮動小数点加算を持つベクトル 3 浮動小数点減算を持つベクトル 3

Disable fp32_result(t) = fp32_adder_a(t)
fp32_chainout = {fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b} +
{fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b}

fp32_result(t) = fp32_adder_a(t)
fp32_chainout = {fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b} - {fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b}

Enable fp32_result(t) = fp32_adder_a(t) +
fp32_result(t-1)
fp32_chainout = {fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b} +
{fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b}

fp32_result(t) = fp32_adder_a(t) -
fp32_result(t-1)
fp32_chainout = {fp16_mult_top_a *
fp16_mult_top_b} - {fp16_mult_bot_a
* fp16_mult_bot_b}

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow
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• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグです。

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

図 -38: FP16 ベクトル 3 モード
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DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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3.2.3. 複数の浮動小数点可変 DSP ブロック機能

2 つ以上の浮動小数点 DSP ブロックは、以下の機能を実行できます。

• チェーンイン・パラメーターがオフの場合、単一の浮動小数点演算 DSP を使用する積和または積差
モード

• ダイレクト・ベクトル・ドット積

• 複素数乗算

3.2.3.1. 積和または積差モード

このモードでは、浮動小数点乗算を実行した後、浮動小数点加算または浮動小数点減算を実行します。
なお、チェーンイン・パラメーターを使用することにより、マルチプルチェーン・モードをイネーブルするこ
とができます。

表 22. 積和または積差モードに適用される等式

チェーンイン・パラメーター 積和モード 積差モード

Disable fp32_result =
(fp32_mult_a*fp32_mult_b) +
fp32_adder_a

fp32_result =
(fp32_mult_a*fp32_mult_b) -
fp32_adder_a

Enable fp32_result =
(fp32_mult_a*fp32_mult_b) +
fp32_chainin

fp32_result =
(fp32_mult_a*fp32_mult_b) -
fp32_chainin

浮動小数点積和または積差モードは、次の例外フラグをサポートしています。

• fp32_mult_invalid

• fp32_mult_inexact

• fp32_mult_overflow

• fp32_mult_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow
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図 -39: インテル Agilex デバイスでの積和または積差モード
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パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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3.2.3.2. ダイレクト・ベクトル・ドット積

次の図は、ダイレクト・ベクトル・ドット積を作成するための DSP ブロックの組み合わせを示しています。
FP32 単精度浮動小数点演算の場合、ダイレクト・ベクトル・ドット積は次のもので構成されます。

• チェーンイン・パラメーターをオンにした積和および減算モード

• ベクトル 1

• ベクトル 2
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図 -40: FP32 単精度浮動小数点演算を使用したダイレクト・ベクトル・ドット積
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FP16 半精度浮動小数点演算の場合、ダイレクト・ベクトル・ドット積は次のもので構成されます。

• チェーンイン機能がイネーブルになっている FP32 加算モードでの 2 つの乗算の合計

• ベクトル 1

• ベクトル 2
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図 -41: FP16 半精度浮動小数点演算を使用したダイレクト・ベクトル・ドット積

B

A

(A*B) + (C*D)+(E*F)+(H*G)

AB + CD+EF+GH AB + CD + EF + GH + IJ + KL + MN + OP

F

E 

*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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I

3.2.3.3. 複素数乗算

インテル Agilex デバイスは、4 つのインテル Agilex 可変精度 DSP ブロックを使用して、浮動小数点
演算の単精度複素数乗算器をサポートします。

図 -42: 複素数乗算式のサンプル
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虚部の [(a × d) + (b × c)] は 初の 2 つの可変精度 DSP ブロックに実装され、実部の [(a × c)
- (b × d)] は次の 2 つの可変精度 DSP ブロックに実装されます。

図 -43: FP32 単精度浮動小数点演算を使用した虚数結果の複素数乗算
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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図 -44: FP32 単精度浮動小数点演算を使用した実数結果の複素数乗算
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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図 -45: FP16 半精度浮動小数点演算を使用した虚数結果の複素数乗算
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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図 -46: FP16 半精度浮動小数点演算を使用した実数結果の複素数乗算
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実数結果

*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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4. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックのデザインの考慮事項

デザインにあたって以下の要素を考慮する必要があります。

表 23. デザイン検討事項

DSP 機能 デザイン要素

固定小数点演算 • 動作モード
• 入力、パイプライン、および出力レジスター
• 内部係数と前置加算器
• アキュムレーター
• チェーンアウト加算器
• 入力カスケード

浮動小数点演算 • 入力、パイプライン、および出力レジスター
• 動作モード
• チェーンアウト加算器

4.1. 固定小数点演算

4.1.1. 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション

入力、パイプライン、および出力レジスターのコンフィグレーションは、インテル Agilex™デバイスのタイ
ミングモデルのために制限されています。したがって、これらのレジスターは特定のコンフィグレーショ
ンのみをサポートします。

4.1.1.1. 入力レジスターの制限

以下は、入力レジスターのクロックイネーブル制限です。

• 4 つの動作モードの 9 x 9 の合計を使用する場合、次の入力信号ペアは同じクロックイネーブル設
定を使用する必要があります。

— ax と bx

— ay と by

— cx と dx

— cy と dy

• SUB、NEGATE、ACCUMULATE、および LOADCONST 信号の入力レジスターがイネーブルになっ
ている場合、これらのレジスターは同じクロックイネーブル設定を使用する必要があります。

• SUB、NEGATE、ACCUMULATE、および LOADCONST 信号が定数値によって駆動される場合、こ
れらの信号の入力レジスターをディスエーブルします。
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4.1.1.2. パイプライン・レジスターの制限

パイプライン・レジスターのクロックイネーブル制限は次のとおりです。

• LOADCONST または ACCUMULATE 信号のパイプライン・レジスターがイネーブルになっている
場合、すべての乗算器入力のパイプライン・レジスターをイネーブルし、同じクロックイネーブル設定
を使用する必要があります。

• LOADCONST または ACCUMULATE 信号が定数値で駆動される場合、これらの信号のパイプラ
イン・レジスターをディスエーブルします。

4.1.1.3. 動作モードごとにサポートされているレジスター・コンフィグレーション

表 24. 動作モードごとにサポートされているレジスター・コンフィグレーション

動作モード レジスターレベル 入力レジスター パイプライン・レジスタ
ー

2 番目のパイプライン・
レジスター

出力レジスター

9 x 9 Sum of 4 モ
ード

0 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 (5) ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル イネーブル ディスエーブル

3 イネーブル ディスエーブル イネーブル イネーブル

3 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエーブル

4 イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル

独立した 18 x 19 乗
算

0 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

2 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル イネーブル ディスエーブル

3 (6) イネーブル イネーブル ディスエーブル イネーブル

3 (7) イネーブル ディスエーブル イネーブル イネーブル

3 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエーブル

4 イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル

2 つの 18 x 19 乗算
加算器モード

0 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1(5) ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル イネーブル ディスエーブル
continued...   

(5) Accumulator がイネーブルになっている場合

(6) Pre-Adder および/または Coefficient がイネーブルになっている場合

(7) Pre-Adder および/または Coefficient がディスエーブルになっている場合

4. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックのデザインの考慮事項
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動作モード レジスターレベル 入力レジスター パイプライン・レジスタ
ー

2 番目のパイプライン・
レジスター

出力レジスター

3(6) イネーブル イネーブル ディスエーブル イネーブル

3(7) イネーブル ディスエーブル イネーブル イネーブル

3 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエーブル

4 イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル

36 ビット入力に加算
した 18 x 18 乗算加
算器

0 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1(5) ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル イネーブル ディスエーブル

3 イネーブル ディスエーブル イネーブル イネーブル

3 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエーブル

4 イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル

18 x 19 シストリッ
ク・モード

1 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

3(6) イネーブル イネーブル ディスエーブル イネーブル

3(7) イネーブル ディスエーブル イネーブル イネーブル

4 イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル

独立した 27 x 27 乗
算

0 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1(5) ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル イネーブル ディスエーブル

3(6) イネーブル イネーブル ディスエーブル イネーブル

3(7) イネーブル ディスエーブル イネーブル イネーブル

3 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエーブル

4 イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル

4.1.2. 固定小数点演算用の内部係数と前置加算器

18 ビットおよび 27 ビットモードでは、係数機能および前置加算器機能を個別に使用することができま
す。

前置加算器機能が 18 ビットモードでイネーブルされている場合、 上位と 下位の前置加算器の両
方をイネーブルする必要があります。

内部係数機能が 18 ビットモードでイネーブルされている場合は、 上位と 下位の係数の両方をイネ
ーブルする必要があります。

4. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックのデザインの考慮事項
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4.1.3. 固定小数点演算用のアキュムレーター

インテル Agilex デバイスのアキュムレーターは、出力レジスターバンクとアキュムレーターの間に位置
する 64 ビットのダブル累算レジスターをイネーブルすることによって、ダブル累算をサポートします。

4.1.4. 固定小数点演算用の入力カスケード

インテル Agilex 可変精度 DSP ブロックのの入力レジスターバンクは、入力カスケード機能をサポート
します。この機能は、DSP ブロック内および別の DSP ブロック内の入力バスをカスケード接続する機能
を提供します。

18 x 19 モードで入力カスケード機能をイネーブルすると、以下が実行されます。

• 上位の乗算器 Y 入力は、DSP ブロック内の 下位の乗算器 Y 入力を駆動します。

• 初の DSP ブロックの 下位の乗算器 Y 入力は、後続の DSP ブロックの 上位の乗算器 Y 入力
を駆動します。

27 × 27 モードでは、 初の DSP ブロックの乗算器 Y 入力が、後続の DSP ブロックの乗算器 Y 入力
を駆動します。前置加算器がイネーブルされている場合、この機能はサポートされません。

固定小数点演算 18 x 19 モードで入力カスケード機能とチェーンアウト機能の両方を使用する場合
に、レイテンシー要件のバランスを取るために使用できる 2 つの遅延レジスターがあります。これらは、
トップ遅延レジスターとボトム遅延レジスターです。トップ遅延レジスターをイネーブルする場合は、ay
入力レジスターをイネーブルする必要があります。両方のレジスターのクロックイネーブルは同じでなけ
ればなりません。同様に、ボトム遅延レジスターをイネーブルする場合は、by 入力レジスターをイネーブ
ルする必要があります。両方のレジスターのクロックイネーブルは同じでなければなりません。

遅延レジスターは、18 x18 または 18x 19 の独立した乗算器、乗算加算器の合計モード、および 18 ビ
ットのシストリック FIR モードでのみサポートされています。
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図 -47: 固定小数点演算 18 x 19 モードの入力カスケード
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図 -48: 固定小数点演算 27 x 27 モードの入力カスケード
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4.1.4.1. ダイナミック・スキャンイン

入力カスケードを使用する場合、DISABLE_SCANIN 入力をアサート/デアサートすることによって、
上位乗算器のソースを SCANIN と AY との間で動的に切り替えることができます。

図 -49: ダイナミック・スキャンイン
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表 25. DISABLE_SCANIN 信号の動作

DISABLE_CHAINOUT 信号 説明

Low (0) 乗数入力のソースは SCANIN 入力からです。

High (1) 乗数入力のソースは SCANIN から AY に切り替わります。

DISABLE_SCANIN ポートが使用されると、この信号の入力レジスターはイネーブルになります。レジ
スターはフリー・ランニング・クロックによって駆動され、このレジスターを制御するためのクロックイネ
ーブルまたはクロッククリア信号はありません。

4.1.5. チェーンアウト加算器

出力チェーンパスを使用して、別の DSP ブロックからの結果を追加できます。出力チェーンアウト・ポー
トは、DISABLE_CHAINOUT 信号をアサートすることで動的にディスエーブルできます。

チェーンアウト加算器は、18 x 18 または 18 x 19 の独立した乗算器モードを除くすべての動作モード
をサポートします。

DISABLE_SCANIN ポートが使用されると、この信号の入力レジスターはイネーブルになります。レジ
スターはフリー・ランニング・クロックによって駆動され、このレジスターを制御するためのクロックイネ
ーブルまたはクロッククリア信号はありません。

4.2. 浮動小数点演算

4.2.1. 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション

入力、パイプライン、および出力レジスターのコンフィグレーションは、インテル Agilex デバイスのタイ
ミングモデルのために制限されています。したがって、これらのレジスターは特定のコンフィグレーショ
ンのみをサポートします。

同じレジスターレベル内のすべてのレジスターをイネーブルする必要がありますが、異なるクロックイネ
ーブルを使用できます。ただし、ポート accumulate が一定の VCC に接続されている場合、レジスタ
ークリア信号が一定の VCC を中断しないように、accumulate_clken、
accum_pipeline_clken、accum_2nd_pipeline_clken、および
accum_adder_clken のレジスター設定をディスエーブルする必要があります。

次のレジスターは、同じクロックイネーブル設定を有する必要があります。

• operation_mode が累積での FP32 乗算モード、累積での 2 つの FP16 乗算の合計モード、また
は FP16 ベクトル 3 モードに設定されている場合の adder_input_clken および
accum_adder_clken レジスター

• FP16 ベクトル 3 モードを除くすべての FP16 動作モードの場合の
fp16_mult_input_clken および fp32_adder_a_clken レジスター
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4.2.1.1. サポートされている FP32 動作モードのレジスター・コンフィグレーション

表 26. FP32 乗算モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシー 入力レジスター パイプライン・レジスター 出力レジスター

fp32_mult_a_clk
en

fp32_mult_b_clk
en

mult_pipeline_cl
ken

mult_2nd_pipelin
e_clken

output_clken

0 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 イネーブル イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル イネーブル ディスエーブル イネーブル イネーブル

≥3 ディスエーブル イネーブル ディスエーブル、イネ
ーブル

イネーブル イネーブル

表 27. FP32 加算または減算モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシー データ入力レジスター パイプライン・レジスター 加算器入力レジス
ター

出力レジスター

fp32_adder_a
_clken

fp32_adder_b
_clken

fp32_adder_a
_chainin_pl_cl

ken

fp32_adder_a
_chainin_2nd_

pl_clken

adder_input_c
lken

output_clken

0 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 イネーブル イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

≥3 イネーブル イネーブル ディスエーブル、イ
ネーブル

ディスエーブル、イ
ネーブル

イネーブル イネーブル

表 28. FP32 加算または減算での FP32 乗算モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシー データ入力レジスター 加算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器入力
レジスター

出力レジス
ター

fp32_add
er_a_clke

n

fp32_mul
t_a_clken

fp32_mul
t_b_clken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

fp32_add
er_a_chai
nin_2nd_
pl_clken

mult_pipe
line_clke

n

mult_2nd
_pipeline

_clken

adder_inp
ut_clken

output_cl
ken

0 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

continued...   
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レイテンシー データ入力レジスター 加算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器入力
レジスター

出力レジス
ター

fp32_add
er_a_clke

n

fp32_mul
t_a_clken

fp32_mul
t_b_clken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

fp32_add
er_a_chai
nin_2nd_
pl_clken

mult_pipe
line_clke

n

mult_2nd
_pipeline

_clken

adder_inp
ut_clken

output_cl
ken

2 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

≥3 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル イネーブル

≥4 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

イネーブル イネーブル イネーブル

表 29. 累算での FP32 乗算モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシ
ー

データ入力レジスター 加算器 1
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

加算器 2
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

乗算器 1
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

乗算器 2
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

加算器入力レジスター 出力レジス
ター

accumul
ate_clke

n

fp32_mu
lt_a_clk

en

fp32_mu
lt_b_clk

en

accum_p
ipeline_c

lken

accum_2
nd_pipel
ine_clke

n

mult_pip
eline_clk

en

mult_2n
d_pipeli
ne_clken

accum_a
dder_clk

en

adder_in
put_clke

n

output_c
lken

1 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブ
ル

2 イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブ
ル

≥3 イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

≥4 イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

表 30. FP32 ベクトル 1 モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシー データ入力レジスター 加算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器入力
レジスター

出力レジス
ター

fp32_add
er_a_clke

n

fp32_mul
t_a_clken

fp32_mul
t_b_clken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

mult_pipe
line_clke

n

mult_2nd
_pipeline

_clken

adder_inp
ut_clken

output_cl
ken

0 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル
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レイテンシー データ入力レジスター 加算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器入力
レジスター

出力レジス
ター

fp32_add
er_a_clke

n

fp32_mul
t_a_clken

fp32_mul
t_b_clken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

mult_pipe
line_clke

n

mult_2nd
_pipeline

_clken

adder_inp
ut_clken

output_cl
ken

2 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

≥3 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル イネーブル

≥4 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

イネーブル イネーブル イネーブル

表 31. FP32 ベクトル 2 モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシー データ入力レジスター 加算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器入力
レジスター

出力レジス
ター

fp32_add
er_a_clke

n

fp32_mul
t_a_clken

fp32_mul
t_b_clken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

mult_pipe
line_clke

n

mult_2nd
_pipeline

_clken

adder_inp
ut_clken

output_cl
ken

0 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

2 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

≥3 イネーブル イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

イネーブル イネーブル イネーブル

4.2.1.2. サポートされている FP16 動作モードのレジスター・コンフィグレーション

表 32. 2 つの FP16 乗算モードの合計でサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシー データ入力レジス
ター

乗算器 1 番目のパ
イプライン・レジス

ター

乗算器 2 番目のパ
イプライン・レジス

ター

加算器入力レジス
ター

加算器パイプライ
ン・レジスター

出力レジスター

fp16_mult_inp
ut_clken

mult_pipeline
_clken

mult_2nd_pip
eline_clken

adder_input_c
lken

adder_pl_clke
n

output_clken

0 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル

1 ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル

2 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル
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レイテンシー データ入力レジス
ター

乗算器 1 番目のパ
イプライン・レジス

ター

乗算器 2 番目のパ
イプライン・レジス

ター

加算器入力レジス
ター

加算器パイプライ
ン・レジスター

出力レジスター

fp16_mult_inp
ut_clken

mult_pipeline
_clken

mult_2nd_pip
eline_clken

adder_input_c
lken

adder_pl_clke
n

output_clken

3 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル ディスエーブル イネーブル

4 イネーブル ディスエーブル ディスエーブル イネーブル イネーブル イネーブル

≥5 イネーブル ディスエーブル、イ
ネーブル

イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル

表 33. FP32 加算での 2 つの FP16 乗算の合計モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーショ
ン

レイテンシー データ入力レジスター 加算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器入力
レジスター

加算器パイ
プライン・レ
ジスター

出力レジス
ター

fp32_add
er_a_clke

n

fp16_mul
t_input_c

lken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

fp32_add
er_a_chai
nin_2nd_
pl_clken

mult_pipe
line_clke

n

mult_2nd
_pipeline

_clken

adder_inp
ut_clken

adder_pl_
clken

output_cl
ken

0 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

2 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

≥3 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル ディスエー
ブル

イネーブル

≥4 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル イネーブル イネーブル

≥5 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル

表 34. 累算での 2 つの FP16 乗算の合計モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシ
ー

データ入力レジスター 加算器 1
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

加算器 2
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

乗算器 1
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

乗算器 2
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

加算器入力レジスター 加算器パイ
プライン・レ
ジスター

出力レジス
ター

accumul
ate_clke

n

fp16_mu
lt_input
_clken

accum_p
ipeline_c

lken

accum_2
nd_pipel
ine_clke

n

mult_pip
eline_clk

en

mult_2n
d_pipeli
ne_clken

accum_a
dder_clk

en

adder_in
put_clke

n

adder_pl
_clken

output_c
lken

1 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブ
ル

2 イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブ
ル
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レイテンシ
ー

データ入力レジスター 加算器 1
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

加算器 2
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

乗算器 1
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

乗算器 2
番目のパイ
プライン・レ
ジスター

加算器入力レジスター 加算器パイ
プライン・レ
ジスター

出力レジス
ター

accumul
ate_clke

n

fp16_mu
lt_input
_clken

accum_p
ipeline_c

lken

accum_2
nd_pipel
ine_clke

n

mult_pip
eline_clk

en

mult_2n
d_pipeli
ne_clken

accum_a
dder_clk

en

adder_in
put_clke

n

adder_pl
_clken

output_c
lken

≥3 イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエー
ブル

イネーブ
ル

≥4 イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

≥5 イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

表 35. FP16 ベクトル 1 モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシー データ入力レジスター 加算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器入力
レジスター

加算器パイ
プライン・レ
ジスター

出力レジス
ター

fp32_add
er_a_clke

n

fp16_mul
t_input_c

lken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

fp32_add
er_a_chai
nin_2nd_
pl_clken

mult_pipe
line_clke

n

mult_2nd
_pipeline

_clken

adder_inp
ut_clken

adder_pl_
clken

output_cl
ken

0 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

2 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

≥3 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル ディスエー
ブル

イネーブル

≥4 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル イネーブル イネーブル

≥5 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

イネーブル イネーブル イネーブル
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表 36. FP16 ベクトル 2 モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテンシー データ入力レジスター 加算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 1 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

乗算器 2 番
目のパイプ
ライン・レジ
スター

加算器入力
レジスター

加算器パイ
プライン・レ
ジスター

出力レジス
ター

fp32_add
er_a_clke

n

fp16_mul
t_input_c

lken

fp32_add
er_a_chai
nin_pl_cl

ken

fp32_add
er_a_chai
nin_2nd_
pl_clken

mult_pipe
line_clke

n

mult_2nd
_pipeline

_clken

adder_inp
ut_clken

adder_pl_
clken

output_cl
ken

0 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

1 ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

2 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル

≥3 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル イネーブル イネーブル

≥4 イネーブル イネーブル ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル、イネ
ーブル

ディスエー
ブル

ディスエー
ブル

イネーブル イネーブル イネーブル

表 37. FP16 ベクトル 3 モードでサポートされているレジスター・コンフィグレーション

レイテン
シー

データ入力レジスター 加算器 1
番目のパ
イプライ
ン・レジス
ター

加算器 2
番目のパ
イプライ
ン・レジス
ター

乗算器 1
番目のパ
イプライ
ン・レジス
ター

乗算器 2
番目のパ
イプライ
ン・レジス
ター

加算器入力レジスター 加算器パ
イプライ
ン・レジス
ター

出力レジ
スター

accumu
late_clk

en

fp32_ad
der_a_c

lken

fp16_m
ult_inp
ut_clke

n

accum_
pipeline
_clken

accum_
2nd_pip
eline_cl

ken

mult_pi
peline_
clken

mult_2
nd_pipe
line_clk

en

accum_
adder_c

lken

adder_i
nput_cl

ken

adder_p
l_clken

output_
clken

1 ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

イネーブ
ル

2 イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

イネーブ
ル

≥3 イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエ
ーブル、
イネーブ
ル

ディスエ
ーブル、
イネーブ
ル

ディスエ
ーブル

ディスエ
ーブル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

≥4 イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

ディスエ
ーブル、
イネーブ
ル

ディスエ
ーブル、
イネーブ
ル

ディスエ
ーブル、
イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

イネーブ
ル

4.2.2. チェーンアウト加算器

出力チェーンパスを使用して、他の DSP ブロックからの結果を加算できます。

次の特定の動作モードをサポートします。
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• 積和モードまたは積差モード

• ベクトル 1 モード

• ベクトル 2 モード
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5.  Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP コア・リファレ
ンス

Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP コアは、単一のインテル Agilex Variable
Precision DSP ブロックをインスタンス化して制御します。

この IP コアでサポートされている動作モードには以下が含まれます。

• 9 × 9 Sum-of-4 モード

• 18 × 18 Full モード

• 18 × 18 Sum-of-2 モード

• 18 × 18 Plus 36 モード

• 18 × 18 シストリック・モード

• 27 × 27 モード

図 -50: Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP コアの機能ブロック図
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パイプライン・レジスターは、DSP ブロックのさまざまな回路にエンベデッドされています。
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5.1.  Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP リリース情報

Intel® FPGA IP のバージョンは、インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージ
ョンと v19.1 まで一致します。インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョン
19.2 以降では、Intel FPGA IP には新しいバージョン管理スキームがあります。

Intel FPGA IP のバージョン (X.Y.Z) 番号は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョ
ンごとに変わる可能性があります。それぞれの番号における変更は、次の内容を意味します。

• X は、IP のメジャーリビジョンを示します。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを更新する
場合は、IP を再生成する必要があります。

• Y は、IP に新しい機能が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの新しい機能を含めま
す。

• Z は、IP にマイナーな変更が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの変更を含めま
す。

表 38. Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP リリース情報

項目 説明

IP バージョン 19.1.1

インテル Quartus Prime バージョン 20.3

リリース日 2020.09.28

5.2. サポートされている動作モード

表 39. Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP コアによってサポートされている動作モード

動作モード 説明

9 × 9 Sum of 4 Mode このモードは、チェーンアウト加算器またはアキュムレーターがイネー
ブルになっている場合、4 つの 9 (符号付き) ×9 (符号付き) または 8
(符号なし) ×8 (符号なし) 乗算器の合計として動作し、20 から 64 ビ
ットが出力されます。
このモードは、次の等式を適用します。
• resulta = (ax * ay)+(bx * by)+(cx * cy)+(dx * dy)

18 × 18 Full Mode このモードは、37 ビット出力の 2 つの独立した 18 (符号付き) x 19
(符号付き) または 18 (符号なし) x 18 (符号なし) 乗算器として動作
します。
このモードは、次の等式を適用します。
• resulta = ax * ay
• resultb = bx * by

18 × 18 Sum of Two Mode このモードは、2 つの 18 × 19 乗算の合計として動作します。
このモードでは、次の等式が適用されます。
• sub 信号が Low に駆動されている場合、resulta = [(bx * by)

+ (ax * ay)]
• sub 信号が High に駆動されている場合、resulta = [(bx * by)

- (ax * ay)]
resulta 出力バスは、アキュムレーターまたはチェーンアウト加算器
をイネーブルすると、 大 64 ビットをサポートできます。

18 × 18 Plus 36 Mode このモードは、36 ビット入力に合計される 1 つの 18 × 19 乗算として
動作します。

continued...   
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動作モード 説明

このモードは、等式の resulta = (ax * ay) + (bx * by) を適用しま
す。
このモードで入力バスが 36 ビット未満の場合は、符号付き拡張を提供
して 36 ビット入力を埋める必要があります。
アキュムレーターをイネーブルすると、resulta 出力バスは 大 64
ビットまでサポートできます。

18 × 18 Systolic Mode このモードは、18 ビットのシストリック FIR として動作します。
この動作モードを使用する場合は、入力シストリック・レジスターと出力
レジスターをイネーブルします。
チェーンアウト加算器をイネーブルすると、チェーンアウトとチェーンイ
ンの幅は 大 44 ビットまでサポートできます。
アキュムレーターをイネーブルすると、resulta 出力バスは 大 64
ビットまでサポートできます。

27 × 27 Mode このモードは、1 つの独立した 27 (符号付き/符号なし) ×27 (符号付
き/符号なし) 乗算器として動作します。
このモードは、等式の resulta = ax * ay を適用します。
アキュムレーターまたはチェーンアウト加算器をイネーブルすると、
resulta 出力バスは 大 64 ビットまでサポートできます。
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5.3. 固定小数点演算の最大入力データ幅

表 40. 9 x 9 Sum of 4 動作モードの最大入力データ幅

ax ay bx by cx cy dx dy chainin

9 (符号付き)
8 (符号なし)

9 (符号付き)
8 (符号なし)

9 (符号付き)
8 (符号なし)

9 (符号付き)
8 (符号なし)

9 (符号付き)
8 (符号なし)

9 (符号付き)
8 (符号なし)

9 (符号付き)
8 (符号なし)

9 (符号付き)
8 (符号なし)

64

表 41. 18 x 18 固定小数点演算の動作モードの最大入力データ幅

動作モード 最大入力データ幅

ax ay az bx by bz chainin

前置加算器または内部係数なしの場合

m18×18_full 18 (符号付き)
18 (符号なし)
(8)

19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 18 (符号付き)
18 (符号なし)

19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 使用しない

m18×18_sumof2 18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 64

m18×18_systolic 18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 44

m18x18_plus36 18 (符号付き)
18 (符号付き)

19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 36 (符号付き)
36 (符号付き)

使用しない 使用しない 64

前置加算器機能のみの場合

m18×18_full 18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しない

m18×18_sumof2 18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

64

m18×18_systolic 18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付き)
18 (符号な
し) (8)

18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

44

内部係数機能のみの場合

m18×18_full 使用しない 19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 使用しない 19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 使用しない

m18×18_sumof2 使用しない 19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 使用しない 19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 64

m18×18_systolic 使用しない 19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 使用しない 19 (符号付き)
18 (符号なし)

使用しない 44

前置加算器および内部係数機能ありの場合
continued...   

(8) negate ポートを使用する場合、このポートの 大幅は 17 です。
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動作モード 最大入力データ幅

ax ay az bx by bz chainin

m18×18_full 使用しない 18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しない 18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しない

m18×18_sumof2 使用しない 18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しない 18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

64

m18×18_systolic 使用しない 18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しない 18 (符号付き)
17 (符号なし)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

44

表 42. 27 x 27 固定小数点演算の動作モードの最大入力データ幅

動作モード 最大入力データ幅

ax ay az bx by bz chainin

前置加算器または内部係数なしの場合

m27×27 27 (符号付き)
27 (符号なし) (9)

27 (符号付き)
27 (符号なし)

使用しない 使用しない 使用しない 使用しない 64

前置加算器機能のみの場合

m27×27 27 (符号付き)
27 (符号なし) (9)

26 (符号付き)
26 (符号なし)

26 (符号付き)
26 (符号なし)

使用しない 使用しない 使用しない 64

内部係数機能のみの場合

m27×27 使用しない 27 (符号付き)
27 (符号なし)

使用しない 使用しない 使用しない 使用しない 64

前置加算器および内部係数機能ありの場合

m27×27 使用しない 26 (符号付き)
26 (符号なし)

26 (符号付き)
26 (符号なし)

使用しない 使用しない 使用しない 64

5.3.1. 18 x 18 Plus 36 モードでの 36 ビット未満のオペランドの使用例

この例は、36 ビットオペランドの代わりに、101010101010 (バイナリー) の符号付き 12 ビット入力
データで 18 × 18 Plus 36 動作モードを使用するように、Native Fixed Point DSP Intel Agilex
FPGA IP をコンフィグレーションする方法を示しています。

1. Representation format for bottom multiplier x operand を signed に設定しま
す。

2. Representation format for bottom multiplier y operand を unsigned に設定し
ます。

3. 'bx' input bus width を 18 に設定します。

(9) negate ポートを使用する場合、このポートの 大幅は 26 です。
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4. 'by' input bus width を 18 に設定します。

5. 例えば、'111111111111111111'といった 18 ビットの符号付き表現データを bx 入力バス
に提供します。

この手順では、符号拡張を実行します。 初の 12 ビット入力は 上位 18 ビットを表す bx を持つ
36 ビットに拡張されます。

6. 例えば、'111111101010101010'といった 18 ビットの符号付き表現データを by 入力バス
に提供します。

5.4. 固定小数点演算の最大出力データ幅

表 43. 9 x 9 Sum of 4 動作モードの最大出力データ幅

動作モード 最大出力データ幅

resulta chainout

m9x9_sumof4 64 64

表 44. 18 x 18 固定小数点演算の動作モードの最大出力データ幅

動作モード 最大出力データ幅

resulta resultb scanout chainout

入力カスケ
ード機能なし

の場合

入力カスケー
ドが ay 入力
に対してイネ
ーブルになっ
ている場合

入力カスケードが by
入力によってイネーブ
ルになっている場合

入力カスケードが ay
および by 入力によって
イネーブルになっている

場合

m18×18_full 37 37 by ポート
幅と同じ幅
を使用

by ポート幅
と同じ幅を使
用

ay または scanin
ポート幅と同じ幅を使
用

ay または scanin
ポート幅と同じ幅を使
用

使用しない

m18×18_sumof2 64 使用しない by と同じ
幅を使用

by ポート幅
と同じ幅を使
用

ay または scanin
ポート幅と同じ幅を使
用

ay または scanin
ポート幅と同じ幅を使
用

64

m18×18_systolic 44 37 by と同じ
幅を使用し
てください。

by ポート幅
と同じ幅を使
用

ay または scanin
ポート幅と同じ幅を使
用

ay または scanin
ポート幅と同じ幅を使
用

44

表 45. 27 x 27 固定小数点演算の動作モードの最大出力データ幅

動作モード 最大出力データ幅

resulta scanout chainout

m27×27 64 ay または scanin ポート幅と同じ幅を使用します。 64

5.5.  Native Fixed Point DSP IP のパラメーター化
1. インテル Quartus Prime プロ・エディションで、インテル Agilex デバイスを対象とする新しいプ

ロジェクトを作成します。

2. IP Catalog で、Library > DSP > Primitive DSP > Native Fixed Point DSP Intel
Agilex FPGA IP をクリックします。
Native Fixed Point DSP IP パラメーター・エディターが開きます。

3. New IP Variation ダイアログボックスで、Entity Name を入力し、OK をクリックします。
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4. Parameters で、IP コアのバリアントに応じて、動作モード、乗算器コンフィグレーション、クリア
信号、ポート幅、および内部係数コンフィグレーションを選択します。

5. Generate HDL をクリックします。

6. Finish をクリックします。

5.5.1. 動作モードタブ

表 46. 動作モードタブ

パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

Please choose
the operation
mode

operation_mode m9x9_sumof4
m18×18_full
m18×18_sumof2
m18×18_plus36
m18×18_systolic
m27×27

m18×18_full 目的の動作モードを選択します。

最初の乗算器のコンフィグレーション

Representation
format for 'ax'
operand

signed_max unsigned
signed

unsigned 初の乗算器 x オペランドの表現形式を指定しま
す。

Representation
format for 'ay'
operand

signed_may unsigned
signed

unsigned 初の乗算器 y オペランドの表現形式を指定しま
す。

'ax' input bus
width

ax_width 0–27 - ax 入力バスの幅を指定します。
サポートされている入力幅の詳細については、固定
小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ) を参
照してください。

Enable 'ax' input
register

ax_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 ax 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指
定します。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細
については、入力レジスター、パイプライン・レジス
ター、および出力レジスターのコンフィグレーショ
ン (59 ページ) を参照してください。

'ay' or 'scanin'
bus width

ay_scan_in_width 1–27 18 ay または scanin 入力バスの幅を指定します。
サポートされている入力幅の詳細については、固定
小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ) を参
照してください。

Enable 'ay' or
'scanin' input
register

ay_scan_in_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 ax または scanin 入力レジスターのクロックイ
ネーブル信号を指定します。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細
については、入力レジスター、パイプライン・レジス
ター、および出力レジスターのコンフィグレーショ
ン (59 ページ) を参照してください。

２番目の乗算器のコンフィグレーション

Representation
format for 'bx'
operand

signed_mbx unsigned
signed

unsigned 2 番目の乗算器 x オペランドの表現形式を指定し
ます。

Representation
format for 'by'
operand

signed_mby unsigned
signed

unsigned 2 番目の乗算器 y オペランドの表現形式を指定し
ます。
m18×18_plus36 には常に unsigned を選
択します。
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パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

'bx' input bus
width

bx_width 0-36 18 bx 入力バスの幅を指定します。
サポートされている入力幅の詳細については、固定
小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ) を参
照してください。

Enable 'bx' input
register

bx_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 bx 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指
定します。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細
については、入力レジスター、パイプライン・レジス
ター、および出力レジスターのコンフィグレーショ
ン (59 ページ) を参照してください。

'by' input bus
width

by_width 0-19 18 by 入力バスの幅を指定します。
サポートされている入力幅の詳細については、固定
小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ) を参
照してください。

Enable 'by' input
register

by_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 by 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指
定します。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細
については、入力レジスター、パイプライン・レジス
ター、および出力レジスターのコンフィグレーショ
ン (59 ページ) を参照してください。

3 番目の乗算器のコンフィグレーション

Representation
format for 'cx'
operand

signed_mcx unsigned
signed

unsigned 3 番目の乗数 x オペランドの表現形式を指定しま
す。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。

Representation
format for 'cy'
operand

signed_mcy unsigned
signed

unsigned 3 番目の乗算器 y オペランドの表現形式を指定し
ます。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。

'cx' input bus
width

cx_width 0-9 0 cx 入力バスの幅を指定します。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。
サポートされている入力幅の詳細については、固定
小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ) を参
照してください。

Enable 'cx' input
register

cx_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg cx 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指
定します。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細
については、入力レジスター、パイプライン・レジス
ター、および出力レジスターのコンフィグレーショ
ン (59 ページ) を参照してください。

'cy' input bus
width

cy_width 0-9 0 cy 入力バスの幅を指定します。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。
サポートされている入力幅の詳細については、固定
小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ) を参
照してください。

Enable 'cy' input
register

cy_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg cy 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指
定します。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。
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パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細
については、入力レジスター、パイプライン・レジス
ター、および出力レジスターのコンフィグレーショ
ン (59 ページ) を参照してください。

4 番目の乗算器のコンフィグレーション

Representation
format for 'dx'
operand

signed_mdx unsigned
signed

unsigned 4 番目の乗算器 x オペランドの表現形式を指定し
ます。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。

Representation
format for 'dy'
operand

signed_mdy unsigned
signed

unsigned 4 番目の乗算器 y オペランドの表現形式を指定し
ます。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。

'dx' input bus
width

dx_width 0-9 0 dx 入力バスの幅を指定します。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。
サポートされている入力幅の詳細については、固定
小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ) を参
照してください。

Enable 'dx' input
register

dx_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg dx 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指
定します。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細
については、入力レジスター、パイプライン・レジス
ター、および出力レジスターのコンフィグレーショ
ン (59 ページ) を参照してください。

'dy' input bus
width

dy_width 0-9 0 dy 入力バスの幅を指定します。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。
サポートされている入力幅の詳細については、固定
小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ) を参
照してください。

Enable 'dy' input
register

dy_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg dy 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指
定します。
m9x9_sumof4 動作モードのみがこのパラメー
ターをサポートします。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細
については、入力レジスター、パイプライン・レジス
ター、および出力レジスターのコンフィグレーショ
ン (59 ページ) を参照してください。

サブ構成

Enable 'sub' port enable_sub No
Yes

No sub ポートをイネーブルする場合に選択します。
sub ポートは、下の乗算器の出力から上の乗算器
の出力を減算するために動的に使用できる入力信
号です。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m18×18_full
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
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パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

sub ポートの詳細については、 Native Fixed
Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号 (90 ペ
ージ)を参照してください。

Enable 'sub'
input register

sub_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg sub 入力レジスターのクロックイネーブル信号を
指定します。
次の動作モードでのみ使用できます。
• m18×18_full
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細
については、入力レジスター、パイプライン・レジス
ター、および出力レジスターのコンフィグレーショ
ン (59 ページ) を参照してください。

出力'result'のコンフィグレーション

'resulta' output
bus width

result_a_width 1-64 37 result 出力バスの幅を指定します。

'resultb' output
bus width

result_b_width 0-37 37 resultb 出力バスの幅を指定します。
m18x18_full 動作モードでのみ使用可能です。

Enable output
register

output_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 resulta および resultb 出力レジスターのク
ロックイネーブル信号を指定します。

関連情報
• 固定小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ)

• 固定小数点演算の 大出力データ幅 (78 ページ)

• 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペ
ージ)

• Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号 (90 ページ)

5.5.2. 入力カスケードタブ

表 47. 入力カスケードタブ

パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォ
ルト値

説明

Enable input
cascade for 'ay'
input

ay_use_scan_in No
Yes

No 初の乗算器の入力カスケード機能をイネーブルする場合に選択します。
入力カスケードをイネーブルすると、乗算器は入力データとして ay 入力バ
スの代わりに scanin ポートを使用します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m18×18_full
• m18×18_sumof2
• m18×18_systolic
• m27×27

Enable input
cascade for 'by'
input

by_use_scan_in No
Yes

No 2 番目の乗算器の入力カスケード機能をイネーブルする場合に選択しま
す。
入力カスケードをイネーブルすると、乗算器は入力データとして by 入力バ
スの代わりに ay 入力バスを使用します。
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パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォ
ルト値

説明

次の動作モードでのみ使用可能です。
• m18×18_full
• m18×18_sumof2
• m18×18_systolic

Enable
'disable_scanin'

disable_scanin No
Yes

No disable_scanin ポートをイネーブルする場合に選択します。
disable_scanin ポートは、scanin 入力ポートをディスエーブルす
ることにより、上位乗算器の入力カスケード機能をディスエーブルするため
に動的に使用できる入力信号です。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m18×18_full
• m18×18_sumof2
• m18×18_systolic
scanin ポートを動的にイネーブルまたはディスエーブルする方法の詳細
については、ダイナミック・スキャンイン (64 ページ) を参照してください。

スキャンアウト

Enable data ay
delay register

delay_scan_out_ay No
Yes

No ay と by 入力データ間の遅延レジスターをイネーブルする場合に選択し
ます。

Enable data by
delay register

delay_scan_out_by No
Yes

No by と scanout 入力データ間の遅延レジスターをイネーブルする場合に
選択します。

Enable 'scanout'
port

enable_scanout No
Yes

No scanout ポートをイネーブルする場合に選択します。
scanout ポートは、入力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m18×18_full
• m18×18_sumof2
• m18×18_systolic
• m27×27

'scanout' output
bus width

scan_out_width 0-27 18 scanout 出力バスの幅を指定します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m18×18_full
• m18×18_sumof2
• m18×18_systolic
• m27×27

関連情報
• 固定小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ)

• 固定小数点演算の 大出力データ幅 (78 ページ)

• 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペ
ージ)

• ダイナミック・スキャンイン (64 ページ)

• Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号 (90 ページ)
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5.5.3. Pre-adder タブ

表 48. Pre-adder タブ
これらのパラメーターは、m18×18_full、m18×18_sumof2、m18×18_systolic、および、m27×27 動作モードでのみ使
用可能です。

パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

'ay' operand
source

operand_source_may Input
Preadder

Input ay 入力バスのオペランドソースを選択します。
前置加算器ブロックをイネーブルするには、Preadder を選
択します。

'by' operand
source

operand_source_mby Input
Preadder

Input by 入力バスのオペランドソースを選択します。
前置加算器ブロックをイネーブルするには、Preadder を選
択します。

Set top pre-adder
operation to
subtraction

preadder_subtract_a No
Yes

No 上位の前置加算器の動作を指定します。
上位の前置加算器を減算器として使用するには、Yes を選

択します。
上位の前置加算器を加算器として使用するには、No を選

択します。

Set bottom pre-
adder operation
to subtraction

preadder_subtract_b No
Yes

No 下位の前置加算器の動作を指定します。
下位の前置加算器を減算器として使用するには、Yes を選

択します。
下位の前置加算器を加算器として使用するには、No を選

択します。

データ'z'のコンフィグレーション

'az' input bus
width

az_width 0-26 0 az 入力バスの幅を指定します。

Enable 'az' input
register

az_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg az 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指定します。

'bz' input bus
width

bz_width 0–18 0 bz 入力バスの幅を指定します。

Enable 'bz' input
register

bz_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg bz 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指定します。

関連情報
• 固定小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ)

• 固定小数点演算の 大出力データ幅 (78 ページ)

• 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペ
ージ)

• Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号 (90 ページ)
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5.5.4. 内部係数タブ

表 49. 内部係数コンフィグレーション
これらのパラメーターは、m18×18_full、m18×18_sumof2、m18×18_systolic、および、m27×27 動作モードでのみ使
用可能です。

パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

'ax' operand source operand_source_max input
coef

input ax 入力バスのオペランド
ソースを指定します。
coef を選択して、ax 入力
バスを使用し、 上位の乗
算器に一定の係数を提供
します。

'bx' operand source operand_source_mbx input
coef

input bx 入力バスのオペランド
ソースを指定します。
coef を選択して、ax 入力
バスを使用し、 下位の乗
算器に一定の係数を提供
します。

'coefsel'入力レジスターのコンフィグレーション

Enable 'coefsela'
input register

coef_sel_a_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg coefsela 入力レジスタ
ーのクロックイネーブル信
号を指定します。

Enable 'coefselb'
input register

coef_sel_b_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg coefselb 入力レジスタ
ーのクロックイネーブル信
号を指定します。

係数記憶のコンフィグレーション

coef_a_0 coef_a_0 整数 0 ax 入力バスへの係数値を
指定します。
18 ビット動作モードの場
合、 大入力値は 218 - 1
です。27 ビット動作の場
合、 大値は 227 -1 です。

coef_a_1 coef_a_1

coef_a_2 coef_a_2

coef_a_3 coef_a_3

coef_a_4 coef_a_4

coef_a_5 coef_a_5

coef_a_6 coef_a_6

coef_a_7 coef_a_7

coef_b_0 coef_a_0 整数 0 bx 入力バスの係数値を指
定します。
オペランドが unsigned
に設定され、negate が
イネーブルになっている場
合は、係数値を
67108864 より大きく設
定します。
これらのパラメーターは、
m27×27 動作モードで
は使用できません。

coef_b_1 coef_a_1

coef_b_2 coef_a_2

coef_b_3 coef_a_3

coef_b_4 coef_a_4

coef_b_5 coef_a_5

coef_b_6 coef_a_6

coef_b_7 coef_a_7
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関連情報
• 固定小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ)

• 固定小数点演算の 大出力データ幅 (78 ページ)

• 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペ
ージ)

• Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号 (90 ページ)

5.5.5. アキュムレーター/出力チェーン

表 50. アキュムレーター/出力チェーンタブ

パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト
値

説明

アキュムレーター

Enable accumulate
port

enable_accumulate No
Yes

No accumulate ポートをイネーブルする場合に選択します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27

Enable
'accumulate' input
register

accumulate_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg accumulate 入力レジスターのクロックイネーブル信号を
指定します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジス
ターのコンフィグレーション (59 ページ) を参照してくださ
い。

Enable double
accumulator

enable_double_accum No
Yes

No ダブル・アキュムレーター機能をイネーブルする場合に選択し
ます。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27

Negate

Enable 'negate'
port

enable_negate No
Yes

No negate ポートをイネーブルする場合に選択します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m18×18_sumof2
• m18×18_systolic
• m27×27

Enable 'negate'
input register

negate_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg negate 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指定し
ます。
次の動作モードでのみ使用可能です。
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パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト
値

説明

• m18×18_sumof2
• m18×18_systolic
• m27×27
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジス
ターのコンフィグレーション (59 ページ) を参照してくださ
い。

Loadconst

Enable 'loadconst'
port

enable_loadconst No
Yes

No loadconst ポートをイネーブルする場合に選択します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27

Enable 'loadconst'
input register

load_const_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg loadconst 入力レジスターのクロックイネーブル信号を指
定します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジス
ターのコンフィグレーション (59 ページ) を参照してくださ
い。

N value of preset
constant

load_const_value 0-63 0 プリセット定数値を指定します。
この値は 2N にすることができます。ここでの N は、プリセット
定数値です。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27

チェーンイン/チェーンアウト

Enable chainin port use_chainadder No
Yes

No chainin ポートをイネーブルする場合に選択します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27

Enable chainin port enable_chainout No
Yes

No chainin ポートをイネーブルする場合に選択します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
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パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト
値

説明

• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27

Enable
disable_chainout

disable_chainout No
Yes

No disable_chainout ポートをイネーブルする場合に選択
します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27

Set the chainin and
chainout width

chain_inout_width 0
44
64

0 chainin および chainout バスの幅を指定します。
次の動作モードでのみ使用可能です。
• m9×9_sumof4
• m18×18_sumof2
• m18×18_plus36
• m18×18_systolic
• m27×27

関連情報
• 固定小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ)

• 固定小数点演算の 大出力データ幅 (78 ページ)

• 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペ
ージ)

• Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号 (90 ページ)

5.5.6. パイプライン

表 51. Pipelining タブ

パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

Input Pipeline Register

Enable input
pipeline register
to the input data
signal (x/y/z/
coefsel)

input_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 x、y、z、および coefsel ポートの 初のパイプラ
イン・レジスターのクロックイネーブル信号を指定しま
す。
no_reg を選択して、レジスターをディスエーブルし
ます。

Enable 2nd input
pipeline register
to the input data
signal (x/y/z/
coefsel)

second_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 x、y、z、および coefsel ポートの 2 番目のパイプ
ライン・レジスターのクロックイネーブル信号を指定し
ます。
no_reg を選択して、レジスターをディスエーブルし
ます。

Accumulator Pipeline Register
continued...   
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パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

Enable
'accumulate'
input pipeline
register

accum_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg accumulate ポートの 初のパイプライン・レジス
ターのクロックイネーブル信号を指定します。
no_reg を選択して、レジスターをディスエーブルし
ます。

Enable
'accumulate' 2nd
input pipeline
register

accum_2nd_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg accumulate ポートの 初のパイプライン・レジス
ターのクロックイネーブル信号を指定します。
no_reg を選択して、レジスターをディスエーブルし
ます。

Loadconst Pipeline Registers

Enable
'loadconst' input
pipeline register

load_const_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg loadconst ポートの 初のパイプライン・レジスタ
ーのクロックイネーブル信号を指定します。
no_reg を選択して、レジスターをディスエーブルし
ます。

Enable
'loadconst' 2nd
input pipeline
register

load_const_2nd_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg loadconst ポートの 2 番目のパイプライン・レジス
ターのクロックイネーブル信号を指定します。
no_reg を選択して、レジスターをディスエーブルし
ます。

Systolic Configuration

Enable input
systolic register

input_systolic_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg 入力シストリック・レジスターのクロックイネーブル信
号を指定します。
no_reg を選択して、レジスターをディスエーブルし
ます。

関連情報
• 固定小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ)

• 固定小数点演算の 大出力データ幅 (78 ページ)

• 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペ
ージ)

• Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号 (90 ページ)

5.  Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP コア・リファレンス
683037 | 2021.02.05

フィードバック インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド

89

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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


5.5.7. クリア信号

表 52. Clear Signal タブ

パラメーター IP 生成パラメータ
ー

値 デフォルト
値

説明

Type of clear
signal

clear_type none
aclr
sclr

none 固定小数点 DSP ブロック内のすべてのレジスターのクリア信号動作を指定し
ます。
• none: クリア信号を使用しない場合に選択します。
• aclr: すべてのレジスターに非同期クリア信号タイプを使用する場合に選

択します。
• sclr: すべてのレジスターに同期クリア信号タイプを使用する場合に選択

します。

Enable clr0 for
all input
registers

enable_clr0 No
Yes

No すべての入力レジスターの clr[0] 信号をイネーブルするには、Yes を選択
します。

Enable clr1 for
output and
pipeline
registers

enable_clr1 No
Yes

No 出力およびパイプライン・レジスターの clr[1] 信号をイネーブルするには、
Yes を選択します。

関連情報
• 固定小数点演算の 大入力データ幅 (76 ページ)

• 固定小数点演算の 大出力データ幅 (78 ページ)

• 入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (59 ペ
ージ)

• Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号 (90 ページ)

5.6.  Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP 信号

以下は、各動作モードの Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP の入力信号および出力信
号です。
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5.6.1. 9 × 9 Sum of 4 Mode の信号

図 -51: 9 × 9 Sum of 4 Mode の信号
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表 53. 入力および出力データ信号

信号名 入力/出力 幅 説明

ax[8:0] 入力 9 初の乗算器への入力データバスです。

ay[8:0] 入力 9 初の乗算器への入力データバスです。
前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は 上位の前置加算器への入力として供給され

ます。

bx[8:0] 入力 9 2 番目の乗算器への入力データバスです。

by[17:0] 入力 9 2 番目の乗算器への入力データバスです。
前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は 下位の前置加算器への入力として供給され

ます。

cx[8:0] 入力 9 3 番目の乗算器への入力データバスです。

cy[8:0] 入力 9

dx[8:0] 入力 9 3 番目の乗算器への入力データバスです。

dy[8:0] 入力 9

resulta[63:0] 出力 64 出力データバスです。
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表 54. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 説明

clk[0] 入力 1 すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of clear
signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。

これらの信号はアクティブ High です。
デフォルトでは、この信号は Low です。

入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出
力レジスターのコンフィグレーション (59 ページ) を参照してください。

表 55. ダイナミック・コントロール信号
各動作モードでサポートされているダイナミック・コントロール機能の概要については、固定小数点演算を参照してください。

信号名 入力/
出力

幅 説明

disable_chainout 入力 1 ダイナミック・チェーンアウト機能をイネーブルするダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイ
ム時に変更できます。

この信号を使用するには、chainout 出力バスを次の DSP ブロックに接続する必要があります。
• 0: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信します。デフォルト値です。
• 1: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信しないでください。chainout 出力はすべてゼロで

す。

accumulate 入力 1 アキュムレーター機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、実行時に変
更できます。

• 0: 前の結果を累積せずに現在の結果を生成します。デフォルト値です。
• 1: 現在の結果を前の結果に追加します。

loadconst 入力 1 負荷定数機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、実行時に変更でき
ます。

• 0: 負荷定数機能をディスエーブルします。デフォルト値です。
• 1: 結果にプリロード定数を追加して、偏った丸めを実行します。
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5.6.2. 18 × 18 Full Mode の信号

図 -52: 18 × 18 Full Mode の信号
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表 56. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 説明

ax[17:0] 入力 18 上位の乗算器への入力データバスです。
内部係数機能がイネーブルになっている場合、この信号は使用できません。

ay[18:0] 入力 19 上位の乗算器への入力データバスです。
前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は 上位の前置加算器への入力として供給され

ます。

az[17:0] 入力 18 これらの信号は 上位の前置加算器に入力されます。
これらの信号は、前置加算器がイネーブルになっている場合にのみ使用可能です。

bx[17:0] 入力 18 下位の乗算器への入力データバスです。

by[18:0] 入力 19 下位の乗算器への入力データバスです。
前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は 下位の前置加算器への入力信号として供

給されます。

bz[17:0] 入力 18 これらの信号は 下位の前置加算器に入力されます。
これらの信号は、前置加算器がイネーブルになっている場合にのみ使用可能です。

resulta[36:0] 出力 37 上位の乗算器からの出力データバスです。

resultb[36:0] 出力 37 下位の乗算器からの出力データバスです。
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表 57. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 説明

clk[0] 入力 1 すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of clear
signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。

これらの信号はアクティブ High です。
デフォルトでは、この信号は Low です。

入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出
力レジスターのコンフィグレーション (59 ページ) を参照してください。

表 58. ダイナミック・コントロール信号
各動作モードでサポートされているダイナミック・コントロール機能の概要については、表 2 (7 ページ) を参照してください。

信号名 入力/出
力

幅 説明

disable_scanin 入力 1 ダイナミック・スキャンイン機能をイネーブルするダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイム時
に変更できます。

この信号は、Enable 'disable scanin パラメーターを Yes に設定すると使用可能になります。
この信号を使用するには、Enable input cascade for 'ay' input パラメーターを Yes に設定する必

要があります。
• 0: 上位の乗算器の入力を切り替えて、scanin 入力を使用します。
• 1: 上位の乗算器の入力を切り替えて、ay 入力を使用します。

表 59. 内部係数ポート
各動作モードでサポートされている機能の概要については、表 1 (6 ページ) を参照してください。

信号名 入力/
出力

幅 説明

coefsela[2:0] 入力 3 上位の乗算器に対してユーザーが定義した 8 つの係数値に向けた入力選択信号です。係数値は内部メモリ
ーに格納され、パラメーター coef_a_0 から coef_a_7 で指定されます。

• coefsela[2:0] = 000 は、coef_a_0 を意味します。
• coefsela[2:0] = 001 は、coef_a_1 を意味します。
• coelsela[2:0] = 010 は、coef_a_2 を意味します。

これらの信号は、内部係数機能がイネーブルされている場合にのみ使用可能です。

coefselb[2:0] 入力 3 下位の乗算器に対してユーザーが定義した 8 つの係数値に向けた入力選択信号です。係数値は内部メモリ
ーに格納され、パラメーター coef_b_0 から coef_b_7 で指定されます。

• coefselb[2:0] = 000 は、coef_b_0 を意味します。
• coefselb[2:0] = 001 は、coef_b_1 を意味します。
• coelselb[2:0] = 010 は、coef_b_2 を意味します。

これらの信号は、内部係数機能がイネーブルされている場合にのみ使用可能です。

表 60. 入力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

scanin[26:0] 入力 27 入力カスケードモジュールの入力データバスです。
先行する DSP コアからの scanout 信号にこれらの信号をを接続します。

scanout[26:0] 出力 27 入力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の DSP コアからの scanin 信号にこれらの信号をを接続します。
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5.6.3. 18 × 18 Sum of Two Mode の信号

図 -53: 18 × 18 Sum of Two Mode の信号
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表 61. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 説明

ax[17:0] 入力 18 上位の乗算器への入力データバスです。
内部係数機能がイネーブルになっている場合、この信号は使用できません。

ay[18:0] 入力 19 上位の乗算器への入力データバスです。
前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は 上位の前置加算器への入力として供給され

ます。

az[17:0] 入力 18 これらの信号は 上位の前置加算器に入力されます。
これらの信号は、前置加算器がイネーブルになっている場合にのみ使用可能です。

bx[17:0] 入力 18 下位の乗算器への入力データバスです。

by[18:0] 入力 19 下位の乗算器への入力データバスです。
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信号名 入力/出力 幅 説明

前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は 下位の前置加算器への入力信号として供
給されます。

bz[17:0] 入力 18 これらの信号は 下位の前置加算器への入力信号です。
これらの信号は、前置加算器がイネーブルになっている場合にのみ使用可能です。

resulta[63:0] 出力 37 上位の乗算器からの出力データバスです。

表 62. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 説明

clk[0] 入力 1 すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of clear
signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。

これらの信号はアクティブ High です。
デフォルトでは、この信号は Low です。

入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出
力レジスターのコンフィグレーション (59 ページ) を参照してください。

表 63. ダイナミック・コントロール信号
各動作モードでサポートされているダイナミック・コントロール機能の概要については、#unique_3/
unique_3_Connect_42_table_N1034F_N1001A_N10016_N10013_N10001 (0 ページ) を参照してください。

信号名 入力/
出力

幅 説明

disable_chainout 入力 1 ダイナミック・チェーンアウト機能をイネーブルするダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイ
ム時に変更できます。

この信号を使用するには、chainout 出力バスを次の DSP ブロックに接続する必要があります。
• 0: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信します。デフォルト値です。
• 1: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信しないでください。chainout 出力はすべてゼロで

す。

disable_scanin 入力 1 ダイナミック・スキャンイン機能をイネーブルするダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイム
時に変更できます。

この信号は、Enable 'disable scanin パラメーターを Yes に設定すると使用可能になります。
この信号を使用するには、Enable input cascade for 'ay' input パラメーターを Yes に設定する

必要があります。
• 0: 上位の乗算器の入力を切り替えて、scanin 入力を使用します。
• 1: 上位の乗算器の入力を切り替えて、ay 入力を使用します。

accumulate 入力 1 アキュムレーター機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ランタイム
時に変更できます。

• 0: 前の結果を累積せずに現在の結果を生成します。デフォルト値です。
• 1: 現在の結果を前の結果に追加します。

loadconst 入力 1 負荷定数機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ランタイム時に変更
できます。

• 0: 負荷定数機能をディスエーブルします。デフォルト値です。
• 1: 結果にプリロード定数を追加して、偏った丸めを実行します。

sub 入力 1 加算器モジュールの動作を制御するためのダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイム時に変
更できます。
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信号名 入力/
出力

幅 説明

• 0: 上位の乗算器の出力と 下位の乗算器の出力を加算します。デフォルト値です。
• 1: 下位の乗算器の出力から 上位の乗算器の出力を減算します。

negate 入力 1 チェーンアウト加算器モジュールの動作を制御するためのダイナミック入力信号です。この信号の値は、ラ
ンタイム時に変更できます。

• 0: チェーンイン・データ入力バスに 上位と 下位の乗算器の合計を加算し、ループバック・データを
累積します。デフォルト値です。

• 1: チェーンイン・データ入力バスから 上位と 下位の乗算器の合計を減算し、ループバック・データを
累積します。

表 64. 内部係数ポート
各動作モードでサポートされている機能の概要については、#unique_3/
unique_3_Connect_42_table_N1034F_N1001A_N10016_N10013_N10001 (0 ページ) を参照してください。

信号名 入力/
出力

幅 説明

coefsela[2:0] 入力 3 上位の乗算器に対してユーザーが定義した 8 つの係数値に向けた入力選択信号です。係数値は内部メモリ
ーに格納され、パラメーター coef_a_0 から coef_a_7 で指定されます。

• coefsela[2:0] = 000 は、coef_a_0 を意味します。
• coefsela[2:0] = 001 は、coef_a_1 を意味します。
• coelsela[2:0] = 010 は、coef_a_2 を意味します。

これらの信号は、内部係数機能がイネーブルされている場合にのみ使用可能です。

coefselb[2:0] 入力 3 下位の乗算器に対してユーザーが定義した 8 つの係数値に向けた入力選択信号です。係数値は内部メモリ
ーに格納され、パラメーター coef_b_0 から coef_b_7 で指定されます。

• coefselb[2:0] = 000 は、coef_b_0 を意味します。
• coefselb[2:0] = 001 は、coef_b_1 を意味します。
• coelselb[2:0] = 010 は、coef_b_2 を意味します。

これらの信号は、内部係数機能がイネーブルされている場合にのみ使用可能です。

表 65. 入力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

scanin[18:0] 入力 19 入力カスケードモジュールの入力データバスです。
先行する DSP コアからの scanout 信号にこれらの信号をを接続します。

scanout[18:0] 出力 19 入力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の DSP コアからの scanin 信号にこれらの信号をを接続します。

表 66. 出力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

chainin[63:0] 入力 64 出力カスケードモジュールの入力データバスです。
先行する DSP コアからの chainout 信号にこれらの信号をを接続します。

chainout[63:0] 出力 64 出力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の DSP コアからの chainin 信号にこれらの信号をを接続します。
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5.6.4. 18 × 18 Plus 36 Mode の信号

図 -54: 18 × 18 Plus 36 Mode の信号
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表 67. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 説明

ax[17:0] 入力 18 上位の乗算器への入力データバスです。
内部係数機能がイネーブルになっている場合、この信号は使用できません。

ay[18:0] 入力 19 上位の乗算器への入力データバスです。
前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は 上位の前置加算器への入力として供給され

ます。

bx[17:0] 入力 18 下位の乗算器への入力データバスです。

resulta[63:0] 出力 37 上位の乗算器からの出力データバスです。

表 68. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 説明

clk[0] 入力 1 すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of clear
signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。

これらの信号はアクティブ High です。
デフォルトでは、この信号は Low です。

入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出
力レジスターのコンフィグレーション (59 ページ) を参照してください。
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表 69. ダイナミック・コントロール信号
各動作モードでサポートされているダイナミック・コントロール機能の概要については、表 2 (7 ページ) を参照してください。

信号名 入力/
出力

幅 説明

disable_chainout 入力 1 ダイナミック・チェーンアウト機能をイネーブルするダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイ
ム時に変更できます。

この信号を使用するには、chainout 出力バスを次の DSP ブロックに接続する必要があります。
• 0: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信します。デフォルト値です。
• 1: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信しないでください。chainout 出力はすべてゼロで

す。

accumulate 入力 1 アキュムレーター機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ランタイム
時に変更できます。

• 0: 前の結果を累積せずに現在の結果を生成します。デフォルト値です。
• 1: 現在の結果を前の結果に追加します。

loadconst 入力 1 負荷定数機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ランタイム時に変更
できます。

• 0: 負荷定数機能をディスエーブルします。デフォルト値です。
• 1: 結果にプリロード定数を追加して、偏った丸めを実行します。

sub 入力 1 加算器モジュールの動作を制御するためのダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイム時に変
更できます。

• 0: 上位の乗算器の出力と 下位の乗算器の出力を加算します。デフォルト値です。
• 1: 下位の乗算器の出力から 上位の乗算器の出力を減算します。

negate 入力 1 チェーンアウト加算器モジュールの動作を制御するためのダイナミック入力信号です。この信号の値は、ラ
ンタイム時に変更できます。

• 0: チェーンイン・データ入力バスに 上位と 下位の乗算器の合計を加算し、ループバック・データを
累積します。デフォルト値です。

• 1: チェーンイン・データ入力バスから 上位と 下位の乗算器の合計を減算し、ループバック・データ
を累積します。

表 70. 出力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

chainin[63:0] 入力 64 出力カスケードモジュールの入力データバスです。
先行する DSP コアからの chainout 信号にこれらの信号をを接続します。

chainout[63:0] 出力 64 出力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の DSP コアからの chainin 信号にこれらの信号をを接続します。
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5.6.5. 18 × 18 Systolic Mode の信号

図 -55: 18 × 18 Systolic Mode の信号
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表 71. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 説明

ax[17:0] 入力 18 上位の乗算器への入力データバスです。
内部係数機能がイネーブルになっている場合、この信号は使用できません。

ay[18:0] 入力 19 上位の乗算器への入力データバスです。
前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は 上位の前置加算器への入力として供給され

ます。

az[17:0] 入力 18 これらの信号は 上位の前置加算器に入力されます。
これらの信号は、前置加算器がイネーブルになっている場合にのみ使用可能です。

bx[17:0] 入力 18 下位の乗算器への入力データバスです。

by[18:0] 入力 19 下位の乗算器への入力データバスです。
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信号名 入力/出力 幅 説明

前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は 下位の前置加算器への入力信号として供
給されます。

bz[17:0] 入力 18 これらの信号は 下位の前置加算器への入力信号です。
これらの信号は、前置加算器がイネーブルになっている場合にのみ使用可能です。

resulta[43:0] 出力 44 上位の乗算器からの出力データバスです。

表 72. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 説明

clk[0] 入力 1 すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of clear
signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。

これらの信号はアクティブ High です。
デフォルトでは、この信号は Low です。

入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出
力レジスターのコンフィグレーション (59 ページ) を参照してください。

表 73. ダイナミック・コントロール信号
各動作モードでサポートされているダイナミック・コントロール機能の概要については、表 2 (7 ページ) を参照してください。

信号名 入力/
出力

幅 Description

disable_chainout 入力 1 ダイナミック・チェーンアウト機能をイネーブルするダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイ
ム時に変更できます。

この信号を使用するには、chainout 出力バスを次の DSP ブロックに接続する必要があります。
• 0: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信します。デフォルト値です。
• 1: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信しないでください。chainout 出力はすべてゼロで

す。

disable_scanin 入力 1 ダイナミック・スキャンイン機能をイネーブルするダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイム
時に変更できます。

この信号は、Enable 'disable scanin パラメーターを Yes に設定すると使用可能になります。
この信号を使用するには、Enable input cascade for 'ay' input パラメーターを Yes に設定する

必要があります。
• 0: 上位の乗算器の入力を切り替えて、scanin 入力を使用します。
• 1: 上位の乗算器の入力を切り替えて、ay 入力を使用します。

accumulate 入力 1 アキュムレーター機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ランタイム
時に変更できます。

• 0: 前の結果を累積せずに現在の結果を生成します。デフォルト値です。
• 1: 現在の結果を前の結果に追加します。

loadconst 入力 1 負荷定数機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ランタイム時に変更
できます。

• 0: 負荷定数機能をディスエーブルします。デフォルト値です。
• 1: 結果にプリロード定数を追加して、偏った丸めを実行します。

sub 入力 1 加算器モジュールの動作を制御するためのダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイム時に変
更できます。
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信号名 入力/
出力

幅 Description

• 0: 上位の乗算器の出力と 下位の乗算器の出力を加算します。デフォルト値です。
• 1: 下位の乗算器の出力から 上位の乗算器の出力を減算します。

negate 入力 1 チェーンアウト加算器モジュールの動作を制御するためのダイナミック入力信号です。この信号の値は、ラ
ンタイム時に変更できます。

• 0: チェーンイン・データ入力バスに 上位と 下位の乗算器の合計を加算し、ループバック・データを
累積します。デフォルト値です。

• 1: チェーンイン・データ入力バスから 上位と 下位の乗算器の合計を減算し、ループバック・データを
累積します。

表 74. 内部係数ポート
各動作モードでサポートされている機能の概要については、#unique_3/
unique_3_Connect_42_table_N1034F_N1001A_N10016_N10013_N10001 (0 ページ) を参照してください。

信号名 入力/
出力

幅 説明

coefsela[2:0] 入力 3 上位の乗算器に対してユーザーが定義した 8 つの係数値に向けた入力選択信号です。係数値は内部メモリ
ーに格納され、パラメーター coef_a_0 から coef_a_7 で指定されます。

• coefsela[2:0] = 000 は、coef_a_0 を意味します。
• coefsela[2:0] = 001 は、coef_a_1 を意味します。
• coelsela[2:0] = 010 は、coef_a_2 を意味します。

これらの信号は、内部係数機能がイネーブルされている場合にのみ使用可能です。

coefselb[2:0] 入力 3 下位の乗算器に対してユーザーが定義した 8 つの係数値に向けた入力選択信号です。係数値は内部メモリ
ーに格納され、パラメーター coef_b_0 から coef_b_7 で指定されます。

• coefselb[2:0] = 000 は、coef_b_0 を意味します。
• coefselb[2:0] = 001 は、coef_b_1 を意味します。
• coelselb[2:0] = 010 は、coef_b_2 を意味します。

これらの信号は、内部係数機能がイネーブルされている場合にのみ使用可能です。

表 75. 入力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

scanin[18:0] 入力 19 入力カスケードモジュールの入力データバスです。
先行する DSP コアからの scanout 信号にこれらの信号をを接続します。

scanout[18:0] 出力 19 入力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の DSP コアからの scanin 信号にこれらの信号をを接続します。

表 76. 出力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

chainin[43:0] 入力 44 出力カスケードモジュールの入力データバスです。
先行する DSP コアからの chainout 信号にこれらの信号をを接続します。

chainout[43:0] 出力 44 出力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の DSP コアからの chainin 信号にこれらの信号をを接続します。

5.  Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP コア・リファレンス
683037 | 2021.02.05

インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド フィードバック

102

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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


5.6.6. 27 × 27 Mode の信号

図 -56: 27 × 27 Mode の信号
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表 77. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 説明

ax[26:0] 入力 27 乗算器への入力データバスです。
内部係数機能がイネーブルになっている場合、この信号は使用できません。

ay[26:0] 入力 27 乗算器への入力データバスです。
前置加算器がイネーブルになっている場合、これらの信号は前置加算器への入力として供給されます。

az[25:0] 入力 26 これらの信号は前置加算器に入力されます。
これらの信号は、前置加算器がイネーブルになっている場合にのみ使用可能です。

resulta[63:0] 出力 64 乗算器からの出力データバスです。
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表 78. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 説明

clk[0] 入力 1 すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of clear
signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。

これらの信号はアクティブ High です。
デフォルトでは、この信号は Low です。

入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出
力レジスターのコンフィグレーション (59 ページ) を参照してください。

表 79. ダイナミック・コントロール信号
各動作モードでサポートされているダイナミック・コントロール機能の概要については、表 2 (7 ページ) を参照してください。

信号名 入力/
出力

幅 説明

disable_chainout 入力 1 ダイナミック・チェーンアウト機能をイネーブルするダイナミック入力信号です。この信号の値は、ランタイ
ム時に変更できます。

この信号を使用するには、chainout 出力バスを次の DSP ブロックに接続する必要があります。
• 0: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信します。デフォルト値です。
• 1: chainout 出力を次の DSP ブロックに送信しないでください。chainout 出力はすべてゼロで

す。

accumulate 入力 1 アキュムレーター機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ランタイム
時に変更できます。

• 0: 前の結果を累積せずに現在の結果を生成します。デフォルト値です。
• 1: 現在の結果を前の結果に追加します。

loadconst 入力 1 負荷定数機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ランタイム時に変更
できます。

• 0: 負荷定数機能をディスエーブルします。デフォルト値です。
• 1: 結果にプリロード定数を追加して、偏った丸めを実行します。

negate 入力 1 チェーンアウト加算器モジュールの動作を制御するためのダイナミック入力信号です。この信号の値は、ラ
ンタイム時に変更できます。

• 0: チェーンイン・データ入力バスに 上位と 下位の乗算器の合計を加算し、ループバック・データを
累積します。デフォルト値です。

• 1: チェーンイン・データ入力バスから 上位と 下位の乗算器の合計を減算し、ループバック・データ
を累積します。

表 80. 内部係数ポート
各動作モードでサポートされている機能の概要については、#unique_3/
unique_3_Connect_42_table_N1034F_N1001A_N10016_N10013_N10001 (0 ページ) を参照してください。

信号名 入力/出
力

幅 説明

coefsela[2:0] 入力 3 上位の乗算器に対してユーザーが定義した 8 つの係数値に向けた入力選択信号です。係数値は内部メモリ
ーに格納され、パラメーター coef_a_0 から coef_a_7 で指定されます。

• coefsela[2:0] = 000 は、coef_a_0 を意味します。
• coefsela[2:0] = 001 は、coef_a_1 を意味します。
• coelsela[2:0] = 010 は、coef_a_2 を意味します。

これらの信号は、内部係数機能がイネーブルされている場合にのみ使用可能です。
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表 81. 入力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

scanin[26:0] 入力 27 入力カスケードモジュールの入力データバスです。
先行する DSP コアからの scanout 信号にこれらの信号をを接続します。

scanout[26:0] 出力 27 入力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の DSP コアからの scanin 信号にこれらの信号をを接続します。

表 82. 出力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

chainin[63:0] 入力 64 出力カスケードモジュールの入力データバスです。
先行する DSP コアからの chainout 信号にこれらの信号をを接続します。

chainout[63:0] 出力 64 出力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の DSP コアからの chainin 信号にこれらの信号をを接続します。
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6.  Multiply Adder Intel FPGA IP コア・リファレンス

Multiply Adder Intel FPGA IP コアを使用すると、乗算加算器を実装できます。

次の図は、Multiply Adder Intel FPGA IP コアのポートを示しています。

図 -57: Multiply Adder Intel FPGA IP ポート
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乗算加算器は入力のペアを受け取り、値を合わせて乗算します。そして、他のすべてのペアの積に加算す
るか、または積から減算します。

DSP ブロックは、18 × 19 ビットの入力乗算器を使用して 大 18 ビットの幅のデータを処理し、27 ×
27 ビットの入力乗算器を使用して幅が 18 から 27 ビットのデータを処理します。幅が 27 ビットを超え
るデータであれば、DSP ブロックは部分積アルゴリズムを使用してデータを処理し、27 × 27 ビットの
入力乗算器を使用して幅が 18 から 27 ビットのデータを処理します。
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以下の信号に向けたレジスターと追加のパイプライン・レジスターも DSP ブロック内に配置されていま
す。

• Data input

• Signed or unsigned select

• Add or subtract select

• Products of multipliers

出力結果の場合、 初のレジスターは DSP ブロック内に配置されますが、余分な遅延レジスターはブロ
ックの外側のロジックエレメントに配置されます。乗算器へのデータ入力、コントロール信号の入力、お
よび加算器への出力を含む DSP ブロックのペリフェラルは、デバイスの残りの部分と通信するために通
常のルーティングを使用します。この機能のすべての接続は、DSP ブロック内の専用ルーティングを使用
します。この専用ルーティングには、乗算器に登録された入力データをある乗算器から隣接する乗算器
に移行するオプションを選択する場合に使用する、シフト・レジスター・チェーンが含まれます。

6.1.  Multiply Adder Intel FPGA IP リリース情報

Intel FPGA IP のバージョンは、インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョ
ンと v19.1 まで一致します。インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョン
19.2 以降では、Intel FPGA IP には新しいバージョン管理スキームがあります。

Intel FPGA IP のバージョン (X.Y.Z) 番号は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョ
ンごとに変わる可能性があります。それぞれの番号における変更は、次の内容を意味します。

• X は、IP のメジャーリビジョンを示します。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを更新する
場合は、IP を再生成する必要があります。

• Y は、IP に新しい機能が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの新しい機能を含めま
す。

• Z は、IP にマイナーな変更が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの変更を含めま
す。

表 83. Multiply Adder Intel FPGA IP リリース情報

項目 説明

IP バージョン 19.1.0

インテル Quartus Prime 20.3

リリース日 2020.09.28

6.2. 機能

Multiply Adder Intel FPGA IP コアは、以下の機能を提供します。

• 2 つの数値の乗算演算を実行するための乗算器の生成

注意: ネイティブにサポートされているサイズよりも大きい乗算器を構築する場合、 部分的な本番
実装の結果としてパフォーマンスに影響が出る可能性があります。

• 1 から 256 ビットのデータ幅のサポート

• 符号付きおよび符号なしデータ表現形式のサポート

• コンフィグレーション可能な入力遅延を持つパイプラインのサポート
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• 符号付きデータと符号なしデータの動的な切り替えオプションのサポートの提供

• 加算演算と減算演算の動的な切り替えオプションのサポートの提供

• オプションの非同期/同期クリアおよびクロックイネーブル入力ポートのサポート

• シストリック遅延レジスターモードのサポート

• 乗算器につき 8 個のプリロード係数を持つ前置加算器のサポート

• アキュムレーターのフィードバックを補うためのプリロード定数のサポート

6.2.1. 前置加算器

前置加算器は、乗算器への供給の前に加算または減算を実行します。

前置加算器には 5 つのモードがあります。

• Simple モード

• Coefficient モード

• Input モード

• Square モード

• Constant モード

注意: 前置加算器 (Pre-adder Coefficient/Input/Square モード) を使用する場合、乗算器へのデータ入
力はすべて同じクロック設定である必要があります。

6.2.1.1. Pre-adder Simple モード

このモードでは、両方のオペランドが入力ポートから派生し、前置加算器が使用されることもバイパスさ
れることもありません。このモードはデフォルトです。

図 -58: Pre-adder Simple モード
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6.2.1.2. Pre-adder Coefficient モード

このモードでは、1 つの乗算器オペランドが前置加算器から派生し、他のオペランドは内部係数記憶装
置から派生します。この係数記憶装置は、8 個のプリセット係数を可能とします。係数選択信号は、
coefsel[0..3]です。

このモードは次の等式で表現されます。

次の図は、乗算器の Pre-adder Coefficient モードを表しています。

6.  Multiply Adder Intel FPGA IP コア・リファレンス
683037 | 2021.02.05

インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド フィードバック

108

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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


図 -59: Pre-adder Coefficient モード
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6.2.1.3. Pre-adder Input モード

このモードでは、1 つの乗算器オペランドが前置加算器から派生し、その他のオペランドは datac[]入
力ポートから派生します。

このモードは次の等式で表現されます。

次の図は、乗算器の Input モードを表しています。

図 -60: Pre-adder Input モード
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6.2.1.4. Pre-adder Square モード

このモードは次の等式で表現されます。

次の図は、2 つの乗算器の Pre-adder Square モードを表しています。

図 -61: Pre-adder Square モード
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6.2.1.5. Pre-adder Constant モード

このモードでは、1 つの乗算器オペランドが入力ポートから派生し、他のオペランドは内部係数記憶装置
から派生します。この係数記憶装置は、 大 8 個のプリセット係数を可能とします。係数選択信号は、
coefsel[0..3]です。

このモードは次の等式で表現されます。

次の図は、乗算器の Pre-adder Constant モードを表しています。

図 -62: Pre-adder Constant モード
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6.2.2. シストリック遅延レジスターのイネーブル

シストリック・アーキテクチャーでは、入力データはデータバッファーとして動作し、レジスターのカスケ
ードに供給されます。各レジスターは入力サンプルを乗算器に送信し、ここでそれぞれの係数が乗算さ
れます。チェーン加算器は、乗算器からの徐々に結合された結果と chainin[]入力ポートから以前に
登録された結果を格納し、 終結果を形成します。加算されたときに結果が適切に同期するように、各積
和要素を 1 サイクル遅らせる必要があります。連続する遅延はそれぞれ、係数メモリーとそれぞれの積
和要素のデータバッファーの両方をアドレスするために使用されます。具体的には、第 2 の積和要素に
向けた 1 つの遅延、第 3 の積和要素に向けた 2 つの遅延などとなります。

図 -63: シストリック・レジスター
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x(t) は、入力サンプルの連続ストリームからの結果を表し、y(t) は、一連の入力サンプルの合計を表し、
それぞれの係数で乗算されます。入力と出力の両方の結果は、左から右へと進みます。c(0) から c(N-1)
は、係数を表します。シストリック遅延レジスターは S-1 で表されますが、この–1 は単一のクロック遅延
を意味します。シストリック遅延レジスターは、乗算器のオペランドからの結果と累積された合計が確実
に同期するような方法で、パイプライン化に向けて入力と出力に追加されます。この処理要素は、フィル
タリング関数を計算する回路を形成する目的で複製されます。この関数は次の式で表されます。

N はアキュムレーターに入力されたデータのサイクル数、y(t)はタイム t での出力、A(t)はタイム t での
入力、B(i)は係数をそれぞれ表します。式中の t と i はタイムの特定の時点に相当するため、タイム t に
おける出力サンプル y(t)を算出するには、タイムの異なる N 時点での入力サンプルのグループあるい
は A(n)、A(n-1)、A(n-2)、… A(n-N+1) が必要となります。 N 入力サンプルのグループは N 係数に
よって乗算、合計されて 終結果 y を形成します。

シストリック・レジスター・アーキテクチャーは、sum-of-2 モードと sum-of-4 モードのみで使用可能で
す。

次の図は、2 つの乗算器を持つシストリック遅延レジスターの実装を示しています。

図 -64: 2 つの乗算器を持つシストリック遅延レジスターの実装
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2 つの乗算器の合計は次の式で表されます。

次の図は、4 つの乗算器を持つシストリック遅延レジスターの実装を示しています。
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図 -65: 4 つの乗算器を持つシストリック遅延レジスターの実装
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4 つの乗算器の合計は次の式で表されます。

シストリック遅延レジスターの実装が持つ利点を以下にリストします。

• DSP リソース使用量の削減

• チェーン加算器のストラクチャーを使用することによる、DSP ブロック内での効率的なマッピング
のイネーブル
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6.2.3. プリロード定数

プリロード定数はアキュムレーターのオペランドを制御し、アキュムレーターのフィードバックを補完し
ます。有効な LOADCONST_VALUEの範囲は、0 から 64 です。定数の値は、2 N と等しく、この N =
LOADCONST_VALUEです。LOADCONST_VALUEが 64 に設定されている場合、定数の値は 0 とな
ります。この関数は、バイアスされた丸めとして使用可能です。

次の図は、プリロード定数の実装を表しています。

図 -66: プリロード定数
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6.2.4. ダブル・アキュムレーター

ダブル・アキュムレーター機能は、インターリーブされた複素数データ (I、Q) を処理するアキュムレータ
ーのフィードバック・パスに別のレジスターを追加します。ダブル・アキュムレーター・レジスターは、クロ
ック、クロックイネーブル、および aclr を含む出力レジスターの後に続きます。追加されたアキュムレー
ター・レジスターは、1 サイクルの遅延を加えて結果を返します。この機能により、同じリソース数を持つ
2 つのアキュムレーター・チャネルが使用可能となります。

次の図は、ダブル・アキュムレーターの実装を表しています。

6.  Multiply Adder Intel FPGA IP コア・リファレンス
683037 | 2021.02.05

フィードバック インテル® Agilex™ 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド

113

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683037%202021.02.05)%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


図 -67: ダブル・アキュムレーター
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6.3. パラメーター

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのパラメーター・エディターを使用してパラメーターを指定
することにより、Multiply Adder Intel FPGA IP コアをカスタマイズすることができます。

6.3.1. General タブ

表 84. General タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

What is the number of
multipliers?

1 - 4 1 同時に追加する乗算器の個数です。この値は 1から 4まで
です。

How wide should the A input
buses be?

1 - 256 16 dataa[] ポートの幅を指定します。

How wide should the B input
buses be?

1 - 256 16 datab[] ポートの幅を指定します。

How wide should the 'result'
output bus be?

1 - 256 32 result[] ポートの幅を指定します。

Create an associated clock
enable for each clock

On
Off

Off 各クロック用にクロックイネーブルを作成するには、このオ
プションを選択します。

6.3.2. Extra Modes

表 85. Extra Modes タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Outputs Configuration

Register output of the
adder unit

On
Off

Off 加算器モジュールの出力レジスターをイネーブルするに
は、このオプションをオンにします。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 出力レジスターのクロックソースをイネーブルして指定
するには、Clock0、Clock1 または Clock2 を選択し
ます。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

このパラメーターをイネーブルするには、選択する必要が
あります Register output of the adder unit を
選択する必要があります。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE 加算器の出力レジスターへの非同期クリアソースを指定
します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
output of the adder unit を選択する必要がありま
す。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE 加算器の出力レジスターの同期クリアソースを指定しま
す。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
output of the adder unit を選択する必要がありま
す。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

Adder Operation

What operation should be
performed on outputs of
the first pair of multipliers?

ADD、
SUB、
VARIABLE

ADD 第 1 乗算器と第 2 乗算器の間の出力に対して実行する
加算または減算演算を選択します。
• 加算演算を実行するには、ADD を選択します。
• 減算演算を実行するには、SUB を選択します。
• 動的に加算/減算を制御する目的で addnsub1 ポ

ートを使用するには、VARIABLE を選択します。
VARIABLE 値が選択されている場合、
• 加算演算を行うには、addnsub1 信号を High で

駆動します。
• 減算演算を行うには、addnsub1 信号を Low で駆

動します。
このパラメーターをイネーブルするには、3 つ以上の乗算
器を選択する必要があります。

Register 'addnsub1' input On
Off

Off addnsub1 ポートへの入力レジスターをイネーブルす
るには、このオプションをオンにします。
このパラメーターをイネーブルするには、What
operation should be performed on outputs
of the first pair of multipliers に対して
VARIABLE を選択する必要があります。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 addnsub1 レジスターへの入力クロック信号を指定す
るには、Clock0、Clock1 または Clock2 を選択しま
す。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'addnsub1' input を選択する必要があります。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE addnsub1 レジスターの非同期クリアソースを指定し
ます。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'addnsub1' input を選択する必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE addnsub1 レジスターの同期クリアソースを指定しま
す。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'addnsub1' input を選択する必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

What operation should be
performed on outputs of
the second pair of
multipliers?

ADD、
SUB、
VARIABLE

ADD 第 3 乗算器と第 4 乗算器の間の出力に対して実行する
加算または減算演算を選択します。
• 加算演算を実行するには、ADD を選択します。
• 減算演算を実行するには、SUB を選択します。
• 動的に加算/減算を制御する目的で addnsub1 ポ

ートを使用するには、VARIABLE を選択します。
VARIABLE 値が選択されている場合、
• 加算演算を行うには、addnsub1 信号を High で

駆動します。
• 減算演算を行うには、addnsub1 信号を Low で駆

動します。
このパラメーターをイネーブルするには、What is the
number of multipliers?に対して 4 を選択する必
要があります。

Register 'addnsub3' input On
Off

Off addnsub3 信号への入力レジスターをイネーブルする
には、このオプションをオンにします。
このパラメーターをイネーブルするには、What
operation should be performed on outputs
of the second pair of multipliers に対して
VARIABLE を選択する必要があります。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 addnsub3 レジスターへの入力クロック信号を指定す
るには、Clock0、Clock1 または Clock2 を選択しま
す。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'addnsub3' input を選択する必要があります。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE addnsub3 レジスターの非同期クリアソースを指定し
ます。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'addnsub3' input を選択する必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE addnsub3 レジスターの同期クリアソースを指定しま
す。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'addnsub3' input を選択する必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

Polarity

Enable 'use_subadd' On
Off

Off addnsub 入力ポートの機能を元に戻すには、このオプ
ションをオンにします。
このオプションがオンになっている場合は、次の動作を行
います。
• 減算演算を行う場合、addnsub を High に駆動し

ます。
• 加算演算を行う場合、addnsub を Low に駆動しま

す。
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6.3.3. Multipliers タブ

表 86. Multipliers タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

What is the representation
format for Multipliers A
inputs?

SIGNED、
UNSIGNED、
VARIABLE

UNSIGNED 乗算器 A の入力の表現形式を指定します。

Register ‘signa’ input On
Off

Off signa レジスターをイネーブルするには、このオプショ
ンを選択します。
このオプションをイネーブルするには、What is the
representation format for Multipliers A
inputs?に対して VARIABLE 値を選択する必要があ
ります。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 signa レジスターへの入力クロック信号をイネーブル
および指定するには、Clock0、Clock1 または Clock2
を選択します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
‘signa’ input を選択する必要があります。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE signa レジスターの非同期クリアソースを指定します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'signa' input を選択する必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE signa レジスターの同期クリアソースを指定します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'signa' input を選択する必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the representation
format for Multipliers B
inputs?

SIGNED、
UNSIGNED、
VARIABLE

UNSIGNED 乗算器 B の入力の表現形式を指定します。

Register ‘signb’ input On
Off

Off signb レジスターをイネーブルするには、このオプショ
ンを選択します。
このオプションをイネーブルするには、What is the
representation format for Multipliers B
inputs?に対して VARIABLE 値を選択する必要があ
ります。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 signb レジスターへの入力クロック信号をイネーブル
および指定するには、Clock0、Clock1 または Clock2
を選択します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
‘signb’ input を選択する必要があります。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE signb レジスターの非同期クリアソースを指定します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'signb' input を選択する必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE signb レジスターの同期クリアソースを指定します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
'signb' input を選択する必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

Input Configuration

Register input A of the
multiplier

On
Off

Off dataa 入力バスの入力レジスターをイネーブルするに
は、このオプションをオンにします。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 dataa 入力バスのレジスター入力クロック信号をイネ
ーブルおよび指定するには、Clock0、Clock1 または
Clock2 を選択します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
input A of the multiplier を選択する必要がありま
す。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE dataa 入力バスのレジスター非同期クリアソースを指
定します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
input A of the multiplier を選択する必要がありま
す。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE dataa 入力バスのレジスター同期クリアソースを指定
します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
input A of the multiplier を選択する必要がありま
す。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

Register input B of the
multiplier

On
Off

Off datab 入力バスの入力レジスターをイネーブルするに
は、このオプションをオンにします。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 datab 入力バスのレジスター入力クロック信号をイネ
ーブルおよび指定するには、Clock0、Clock1 または
Clock2 を選択します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
input B of the multiplier を選択する必要がありま
す。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE datab 入力バスのレジスター非同期クリアソースを指
定します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
input B of the multiplier を選択する必要がありま
す。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE datab 入力バスのレジスター同期クリアソースを指定
します。
このパラメーターをイネーブルするには、Register
input B of the multiplier を選択する必要がありま
す。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the input A of the
multiplier connected to?

Multiplier input
Scan chain input

Multiplier
input

乗算器の入力 A の入力ソースを選択します。
dataa 入力バスを乗算器へのソースとして使用するに
は、Multiplier input を選択します。
scanin 入力バスを乗算器へのソースとして使用し、
scanout 出力バスをイネーブルするには、Scan
chain input を選択します。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

What is the number of multipliers?パラメー
ターに対して、2、3または 4 を選択すると、このパラメー
ターは使用可能になります。

Scanout A Register Configuration

Register output of the scan
chain

On
Off

Off scanouta 出力バスの出力レジスターをイネーブルす
るには、このオプションをオンにします。
このオプションをイネーブルするには、What is the
input A of the multiplier connected to?パラ
メーターに対して Scan chain input を選択する必要
があります。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 scanouta 出力バスのレジスター入力クロック信号を
イネーブルおよび指定するには、Clock0、Clock1 また
は Clock2 を選択します。
このオプションをイネーブルするには、Register
output of the scan chain パラメーターをオンにす
る必要があります。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE scanouta 出力バスのレジスター非同期クリアソース
を指定します。
このオプションをイネーブルするには、Register
output of the scan chain パラメーターをオンにす
る必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE scanouta 出力バスのレジスター同期クリアソースを
指定します。
このオプションをイネーブルするには、Register
output of the scan chain パラメーターをオンにす
る必要があります。
IP コアは、非同期クリアまたは同期クリアのいずれかを
サポートしますが、同時に両方はサポートしません。

6.3.4. Preadder タブ

表 87. Preadder タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Select preadder mode SIMPLE、
COEF、
INPUT、
SQUARE、
CONSTANT

SIMPLE 前置加算器モジュールの動
作モードを指定します。
SIMPLE: このモードは前
置加算器をバイパスします。
これはデフォルトのモードで
す。
COEF: このモードは前置加
算器の出力と coefsel 入
力バスを、乗算器への入力と
して使用します。
INPUT: このモードは前置
加算器の出力と datac 入
力バスを、乗算器への入力と
して使用します。
SQUARE: このモードは前
置加算器の出力を、乗算器へ
の両方の入力として使用しま
す。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

CONSTANT: このモード
は前置加算器がバイパスさ
れた dataa 入力バスと
coefsel 入力バスを、乗算
器への入力として使用しま
す。

Select preadder direction ADD、
SUB

ADD 前置加算器の動作を指定し
ます。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Select
preadder mode に対し
て以下を選択します。
• COEF
• INPUT
• SQUARE または
• CONSTANT

How wide should the C input buses
be?

1 - 256 16 C 入力バスのビット数を指定
します。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Select
preadder mode に対し
て INPUT を選択する必要
があります。

Data C Input Register Configuration

Register datac input On
Off

On datac 入力バスに入力レジ
スターをイネーブルするに
は、このオプションをオンに
します。
このオプションをイネーブル
するには、Select
preadder mode パラメ
ーターに対して INPUT を
設定する必要があります。

What is the source for clock input? Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 datac 入力レジスターへの
入力クロック信号を指定する
には、Clock0、Clock1 ま
たは Clock2 を選択します。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Register
datac input を選択する必
要があります。

What is the source for asynchronous
clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE datac 入力レジスターの非
同期クリアソースを指定しま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Register
datac input を選択する必
要があります。
IP コアは、非同期クリアまた
は同期クリアのいずれかをサ
ポートしますが、同時に両方
はサポートしません。

What is the source for synchronous
clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE datac 入力レジスターの同
期クリアソースを指定しま
す。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

このパラメーターをイネーブ
ルするには、Register
datac input を選択する必
要があります。
IP コアは、非同期クリアまた
は同期クリアのいずれかをサ
ポートしますが、同時に両方
はサポートしません。

Coefficients

How wide should the coef width be? 1 - 27 18 coefsel 入力バスのビッ
ト数を指定します。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

Coef Register Configuration

Register the coefsel input On
Off

Checked coefsel 入力バスの入力
レジスターをイネーブルする
には、このオプションを選択
します。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに対して COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

What is the source for clock input? Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 coefsel 入力レジスター
への入力クロック信号を指定
するには、Clock0、Clock1
または Clock2 を選択しま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Register the
coefsel input を選択する
必要があります。

What is the source for asynchronous
clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE coefsel 入力レジスター
の非同期クリアソースを指定
します。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Register the
coefsel input を選択する
必要があります。
IP コアは、非同期クリアまた
は同期クリアのいずれかをサ
ポートしますが、同時に両方
はサポートしません。

What is the source for synchronous
clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE coefsel 入力レジスター
の同期クリアソースを指定し
ます。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Register the
coefsel input を選択する
必要があります。
IP コアは、非同期クリアまた
は同期クリアのいずれかをサ
ポートしますが、同時に両方
はサポートしません。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

Coefficient_0 Configuration 0x00000 – 0xFFFFFFF 0x00000000 初の乗算器に対して係数
値を指定します。
ビット数は、How wide
should the coef width
be?パラメーターで指定した
数と同じである必要がありま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに対して COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

Coefficient_1 Configuration 0x00000 – 0xFFFFFFF 0x00000000 2 番目の乗算器に対して係
数値を指定します。
ビット数は、How wide
should the coef width
be?パラメーターで指定した
数と同じである必要がありま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに対して COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

Coefficient_2 Configuration 0x00000 – 0xFFFFFFF 0x00000000 3 番目の乗算器に対して係
数値を指定します。
ビット数は、How wide
should the coef width
be?パラメーターで指定した
数と同じである必要がありま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに対して COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

Coefficient_3 Configuration 0x00000 – 0xFFFFFFF 0x00000000 4 番目の乗算器に対して係
数値を指定します。
ビット数は、How wide
should the coef width
be?パラメーターで指定した
数と同じである必要がありま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに対して COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

6.3.5. Accumulator タブ

表 88. Accumulator タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Enable accumulator? YES、
NO

NO アキュムレーターをイネーブルするには、YES を選択し
ます。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

アキュムレーター機能を使用している場合は、
Register output of adder unit を選択する必要
があります。

What is the accumulator
operation type?

ADD、
SUB

ADD アキュムレーターの動作を指定します。
• ADD は加算演算です。
• SUB は減算演算です。
このオプションをイネーブルするには、Enable
accumulator?に対して YES を選択する必要があり
ます。

Preload Constant

Enable preload constant On
Off

Off アキュムレーターへの入力を動的に選択するには、
accum_sload または sload_accum 信号とレジス
ター入力をイネーブルします。
accum_sload が Low または sload_accum が
High の場合、乗算器の出力はアキュムレーターに供給さ
れます。
accum_sload が High または sload_accum が
Low の場合、ユーザー指定のプリロード定数はアキュム
レーターに供給されます。
このオプションをイネーブルするには、Enable
accumulator パラメーターに対して YES を選択する
必要があります。

What is the input of
accumulate port connected
to?

ACCUM_SLOAD、
SLOAD_ACCUM

ACCUM_SLO
AD

accum_sload/sload_accum 信号の動作を指定し
ます。
ACCUM_SLOAD: 乗算器の出力をアキュムレーター
にロードするには、accum_sload を Low に駆動しま
す。
SLOAD_ACCUM: 乗算器の出力をアキュムレーター
にロードするには、sload_accum を High に駆動しま
す。
このパラメーターをイネーブルするには、Enable
preload constant オプションを選択する必要があり
ます。

Select value for preload
constant

0 - 64 64 プリセット定数値を指定します。
この値は 2N にすることができます。ここでは、N はプリセ
ット定数値です。
N=64 の場合、定数ゼロであることを意味します。
このパラメーターをイネーブルするには、Enable
preload constant オプションを選択する必要があり
ます。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 accum_sload/sload_accum レジスターへの入力
クロック信号を指定するには、Clock0、Clock1 または
Clock2 を選択します。
このパラメーターをイネーブルするには、Enable
preload constant オプションを選択する必要があり
ます。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE accum_sload/sload_accum レジスターへの非同
期クリアソースを指定します。
このパラメーターをイネーブルするには、Enable
preload constant オプションを選択する必要があり
ます。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE accum_sload/sload_accum レジスターへの同期
クリアソースを指定します。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

このパラメーターをイネーブルするには、Enable
preload constant オプションを選択する必要があり
ます。

Enable double accumulator TRUE
FALSE

FALSE ダブル・アキュムレーター機能をイネーブルまたはディス
エーブルします。

6.3.6. Systolic/Chainout タブ

表 89. Systolic/Chainout Adder タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Enable chainout adder YES、
NO

NO チェーンアウト加算器モジュールをイネーブルするには、
YES を選択します。

What is the chainout adder
operation type?

ADD、
SUB

ADD チェーンアウト加算器の動作を指定します。
減算演算の場合、Multipliers Tab の What is the
representation format for Multipliers A
inputs?および What is the representation
format for Multipliers B inputs?に対して、
SIGNED を選択する必要があります。

Enable ‘negate’ input for
chainout adder?

PORT_USED、
PORT_UNUSED

PORT_UNUS
ED

negate 入力信号をイネーブルするには、
PORT_USED を選択します。
チェーンアウト加算器がディスエーブルされている場合、
このパラメーターは無効となります。

Register ‘negate’ input? UNREGISTERED、
CLOCK0、
CLOCK1、
CLOCK2、
CLOCK3

UNREGISTE
RED

negate 入力信号の入力レジスターをイネーブルし、
negate レジスターの入力クロック信号を指定します。
negate 入力レジスターが不要な場合は、
UNREGISTERED を選択します。
以下を選択すると、このパラメーターは無効になります。
• Enable chainout adder に対して NO を選択し

た場合または、
• Enable 'negate' input for chainout

adder?パラメーターに対して PORT_UNUSED
を選択した場合

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE negate レジスターへの非同期クリアソースを指定しま
す。
以下を選択すると、このパラメーターは無効になります。
• Enable chainout adder に対して NO を選択し

た場合または、
• Enable 'negate' input for chainout

adder?パラメーターに対して PORT_UNUSED
を選択した場合

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE negate レジスターへの同期クリアソースを指定しま
す。
以下を選択すると、このパラメーターは無効になります。
• Enable chainout adder に対して NO を選択し

た場合または、
• Enable 'negate' input for chainout

adder?パラメーターに対して PORT_UNUSED
を選択した場合

Systolic Delay

Enable systolic delay
registers

On
Off

Off シストリック・モードをイネーブルするには、このオプショ
ンを選択します。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

このパラメーターは、What is the number of
multipliers?パラメーターに対して 2、または 4 を選
択すると使用可能になります。
シストリック遅延レジスターを使用するには、Register
output of the adder unit をイネーブルする必要が
あります。

What is the source for clock
input?

CLOCK0、
CLOCK1、
CLOCK2、

CLOCK0 シストリック遅延レジスターの入力クロック信号を指定
します。
このオプションをイネーブルするには、enable
systolic delay registers を選択する必要がありま
す。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE シストリック遅延レジスターの非同期クリアソースを指
定します。
このオプションをイネーブルするには、enable
systolic delay registers を選択する必要がありま
す。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE シストリック遅延レジスターの同期クリアソースを指定し
ます。
このオプションをイネーブルするには、enable
systolic delay registers を選択する必要がありま
す。

6.3.7. Pipelining タブ

表 90. Pipelining タブ

パラメーター IP 生成パラメー
ター

値 デフォルト値 説明

Pipelining Configuration

Do you want to add
pipeline register to the
input?

gui_pipelining No、
Yes

No 入力信号に追加レベルのパイプライン・レジスタ
ーを 1 つイネーブルするには、Yes を選択しま
す。
Please specify the number of latency
clock cycles パラメーターには、0 より大きい
値を指定する必要があります。

Please specify the
number of latency clock
cycles

latency 0 より大きい値 0 必要なレイテンシーをクロックサイクルで指定し
ます。
パイプライン・レジスターの 1 つのレベルは、クロ
ックサイクルの 1 レイテンシーとなります。
このオプションをイネーブルするには、Do you
want to add pipeline register to the
input?に対して YES を選択する必要がありま
す。

What is the source for
clock input?

gui_input_late
ncy_clock

CLOCK0、
CLOCK1、
CLOCK2

CLOCK0 パイプライン・レジスターの入力クロック信号を
イネーブルするには、Clock0、Clock1 または
Clock2 を選択します。
このオプションをイネーブルするには、Do you
want to add pipeline register to the
input?に対して YES を選択する必要がありま
す。

What is the source for
asynchronous clear
input?

gui_input_late
ncy_aclr

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE 追加のパイプライン・レジスターのレジスター非
同期クリアソースを指定します。
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パラメーター IP 生成パラメー
ター

値 デフォルト値 説明

このオプションをイネーブルするには、Do you
want to add pipeline register to the
input?に対して YES を選択する必要がありま
す。

What is the source for
synchronous clear
input?

gui_input_late
ncy_sclr

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE 追加のパイプライン・レジスターのレジスター同
期クリアソースを指定します。
このオプションをイネーブルするには、Do you
want to add pipeline register to the
input?に対して YES を選択する必要がありま
す。

6.4. 信号

次の表は、Multiply Adder Intel FPGA IP コアの入力信号と出力信号を示しています。

表 91. Multiply Adder Intel FPGA IP 入力信号

信号 必須 説明

dataa_0[]/dataa_1[]/
dataa_2[]/dataa_3[]

はい 乗算器へのデータ入力です。入力ポートの幅は [NUMBER_OF_MULTIPLIERS *
WIDTH_A - 1 … 0] です。

datab_0[]/datab_1[]/
datab_2[]/datab_3[]

はい 乗算器へのデータ入力です。入力信号の幅は [NUMBER_OF_MULTIPLIERS *
WIDTH_B - 1 … 0] です。

datac_0[] /datac_1[]/
datac_2[]/datac_3[]

いいえ 乗算器へのデータ入力です。入力信号の幅は [NUMBER_OF_MULTIPLIERS *
WIDTH_C - 1, … 0] です。
これらの信号をイネーブルするには、Select preadder mode パラメーターに対し
て INPUT を選択します。

clock[1:0] いいえ 対応するレジスターへのクロック入力ポートです。この信号は、IP コア内の任意のレジ
スターで使用できます。

aclr[1:0] いいえ 対応するレジスターへの非同期クリア入力です。

sclr[1:0] いいえ 対応するレジスターへの同期クリア入力です。

ena[1:0] いいえ 対応するレジスターへのイネーブル信号入力です。

signa いいえ 乗算器入力 A の数値表現を指定します。signa 信号が High の場合、乗算器は乗算
器入力 A 信号を符号付きの数として扱います。signa 信号が Low の場合、乗算器は
乗算器入力 A 信号を符号なしの数として扱います。
この信号をイネーブルするには、What is the representation format for
Multipliers A inputs に対して VARIABLE を選択します。

signb いいえ 乗算器入力 B 信号の数値表現を指定します。signb 信号が High の場合、乗算器は
乗算器入力 B 信号を符号付きの 2 の補数として扱います。signb 信号が Low の場
合、乗算器は乗算器入力 B 信号を符号なしの数として扱います。

scanina[] いいえ スキャンチェーン A の入力です。入力信号の幅は [WIDTH_A - 1, ... 0] で
す。INPUT_SOURCE_A パラメーターの値が SCANA であれば、scanina [] 信
号が必要です。

accum_sload いいえ アキュムレーター値が一定であるかどうかを動的に指定します。accum_sload 信号
が Low の場合、乗算器の出力がアキュムレーターにロードされます。accum_sload
と sload_accum を同時に使用しないでください。

sload_accum いいえ アキュムレーター値が一定であるかどうかを動的に指定します。sload_accum 信号
が High の場合、乗算器の出力がアキュムレーターにロードされます。
accum_sload と sload_accum を同時に使用しないでください。
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信号 必須 説明

chainin[] いいえ 前段階からの加算結果入力バスです。入力信号の幅は [WIDTH_CHAININ - 1,
… 0] です。

addnsub1 いいえ 乗算器の 初のペアからの出力に加算または減算を実行します。addnsub1 信号に
対する入力 1 は、乗算器の 初のペアからの出力を加算します。addnsub1 に対する
入力 0 は、乗算器の 初のペアから出力を減算します。

addnsub3 いいえ 乗算器の 初のペアからの出力に加算または減算を実行します。addnsub3 信号に
対する入力 1 は、乗算器の 2 番目のペアからの出力を加算します。addnsub3 信号に
対する入力 0 は、乗算器の 初のペアから出力を減算します。

coefsel0[] いいえ 初の乗算器への係数入力信号[0:3]です。

coefsel1[] いいえ 2 番目の乗算器への係数入力信号[0:3]です。

coefsel2[] いいえ 3 番目の乗算器への係数入力信号[0:3]です。

coefsel3[] いいえ 4 番目の乗算器への係数入力信号[0:3]です。

表 92. Multiply Adder Intel FPGA IP 出力信号

信号 必須 説明

result [] はい 乗算器への出力信号です。出力信号の幅は [WIDTH_RESULT - 1 … 0] です。

scanouta [] いいえ スキャンチェーン A の出力です。出力信号の幅は[WIDTH_A - 1..0]です。
この信号をイネーブルするには、乗算器に対して 2 より大きな数を選択し、What is
the input A of the multiplier connected to パラメーターに対して Scan
chain input
を選択します。

6.  Multiply Adder Intel FPGA IP コア・リファレンス
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7.  ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP コア・リファレンス

ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP コアを使用して、2 つの乗算器をインスタンス化することによ
り、複素数乗算器を実装することができます。

図 -68: ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP ブロック図
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7.1.  ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP リリース情報

Intel FPGA IP のバージョンは、インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョ
ンと v19.1 まで一致します。インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョン
19.2 以降では、Intel FPGA IP には新しいバージョン管理スキームがあります。

Intel FPGA IP のバージョン (X.Y.Z) 番号は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョ
ンごとに変わる可能性があります。それぞれの番号における変更は、次の内容を意味します。
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• X は、IP のメジャーリビジョンを示します。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを更新する
場合は、IP を再生成する必要があります。

• Y は、IP に新しい機能が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの新しい機能を含めま
す。

• Z は、IP にマイナーな変更が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの変更を含めま
す。

表 93. ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP リリース情報

項目 説明

IP バージョン 19.1.0

インテル Quartus Prime バージョン 20.3

リリース日 2020.09.28

7.2. 機能

ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP コアは、以下の機能を提供します。

• 2 つの複素数の乗算演算を実行するための乗算器 1 つの生成

注意: ネイティブにサポートされているサイズよりも大きい乗算器を構築する場合、 部分積の計算
がパフォーマンスに影響することがあります。

• 1 から 256 ビットのデータ幅のサポート

• 符号付きおよび符号なしデータ表現形式のサポート

• コンフィグレーション可能な出力レイテンシーを持つパイプラインのサポート

• オプションの非同期クリアと同期クリアおよびクロックイネーブル入力ポートのサポート

7.3. 複素数乗算

複素数は、次の式の形式の数値です。

a + ib

Where:

• a と b は実数

• i は、-1 の平方根に等しい虚数単位

2 つの複素数、x = a + ib と y = c + id は、次の等式で示すように乗算されます。

図 -69: 2 つの複素数の乗算式

7.  ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP コア・リファレンス
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7.4. パラメーター

表 94. ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP パラメーター

パラメーター 値 デフォルト値 説明

General

How wide should the A
input buses be?

1-256 18 dataa_imag および dataa_real 入力バスのビッ
ト数を指定します。

How wide should the B
input buses be?

1-256 18 datab_imag および datab_real 入力バスのビッ
ト数を指定します。

How wide should the
'result' output bus be?

1-256 36 ‘result’出力バスのビット数を指定します。

Input Representation

What is the representation
format for A inputs?

Signed、
Unsigned

Signed A 入力の表現形式を指定します。
インテル Agilex デバイスでは、Signed 表現形式のみ
がサポートされています。

What is the representation
format for B inputs?

Signed、
Unsigned

Signed B 入力の表現形式を指定します。
インテル Agilex デバイスでは、Signed 表現形式のみ
がサポートされています。

Implementation Style

Which implementation style
should be used?

Automatically select
a style for best
trade-off for the
current settings
Canonical. (シンプル
な乗算器の数を最小限に
します)
Conventional. (ロジッ
クセルの使用を最小限に
します)

Automaticall
y select a
style for
best trade-
off for the
current
settings

インテル Agilex デバイスは、Automatically select
a style for best trade-off for the current
settings 形式のみをサポートします。インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアは、選択したデバイス
ファミリーと入力幅に基づいて 適な実装を決定します。

Pipelining

Output latency 0 - 11 4 出力レイテンシーのクロックサイクル数を指定します。

Create a Clear input? NONE
ACLR
SCLR

NONE 複素数乗算器の aclr または sclr 信号を作成する
には、このオプションを選択します。

Create a Clock Enable
input?

On
Off

Off 複素数乗算器クロックの ena 信号を作成するには、こ
のオプションを選択します。

7.5. 信号

表 95. ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP 入力信号

信号 必須 説明

aclr いいえ 複素数乗算器の非同期クリアです。aclr 信号が High にアサートされると、関数は非
同期クリアされます。

sclr いいえ 複素数乗算器の非同期クリアです。sclr 信号が High にアサートされると、関数は非
同期クリアされます。

clock はい ALTMULT_COMPLEX 機能へのクロック入力です。

continued...   
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信号 必須 説明

dataa_imag[] はい 複素数乗算器のデータ A 信号の虚数入力値です。入力信号のサイズは How wide
should the A input buses be?パラメーター値によって異なります。

dataa_real[] はい 複素数乗算器のデータ A 信号の実数入力値です。入力信号のサイズは How wide
should the A input buses be?パラメーター値によって異なります。

datab_imag[] はい 複素数乗算器のデータ B 信号の虚数入力値です。入力信号のサイズは How wide
should the B input buses be?パラメーター値によって異なります。

datab_real[] はい 複素数乗算器のデータ B 信号の実数入力値です。入力信号のサイズは How wide
should the B input buses be?パラメーター値によって異なります。

ena いいえ 複素数乗算器のクロック信号のアクティブ High クロックイネーブルです。

表 96. ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP 出力信号

信号 必須 説明

result_imag はい 乗算器の虚数出力値です。出力信号のサイズは WIDTH_RESULT パラメーター値によって異なり
ます。

result_real はい 乗算器の実数出力値です。出力信号のサイズは WIDTH_RESULT パラメーター値によって異なり
ます。

7.  ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP コア・リファレンス
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8.  LPM_MULT Intel FPGA IP コア・リファレンス

LPM_MULT Intel FPGA IP コアは、出力として積を構成するために 2 つの入力データ値を乗算する乗
算器 1 つを実装しています。

図 -70: LPM_MULT Intel FPGA IP コア・アーキテクチャー

dataa[]

datab[]
aclr/sclr

clken

clock
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8.1.  LPM_MULT Intel FPGA IP リリース情報

Intel FPGA IP のバージョンは、インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョ
ンと v19.1 まで一致します。インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョン
19.2 以降では、Intel FPGA IP には新しいバージョン管理スキームがあります。

Intel FPGA IP のバージョン (X.Y.Z) 番号は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョ
ンごとに変わる可能性があります。それぞれの番号における変更は、次の内容を意味します。

• X は、IP のメジャーリビジョンを示します。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを更新する
場合は、IP を再生成する必要があります。

• Y は、IP に新しい機能が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの新しい機能を含めま
す。

• Z は、IP にマイナーな変更が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの変更を含めま
す。

表 97. LPM_MULT Intel FPGA IP リリース情報

項目 説明

IP バージョン 19.1.0

インテル Quartus Prime バージョン 20.3

リリース日 2020.09.28
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8.2. 機能

LPM_MULT コアは、以下の機能を提供します。

• 2 つの入力データ値を乗算する乗算器の生成

• データ幅 1 から 256 ビットのサポート

• 符号付きおよび符号なしデータ表現形式のサポート

• エリアまたはスピード 適化のサポート

• コンフィグレーション可能な出力レイテンシーを持つパイプラインのサポート

• 専用のデジタル信号処理 (DSP) ブロック回路またはロジックエレメント (LE) 内の実装に向けた
オプションの提供

注意: ネイティブにサポートされているサイズよりも大きい乗算器を構築する場合、DSP ブロック
のカスケード接続がパフォーマンスに影響することがあります.

• オプションの非同期/同期クリアおよびクロックイネーブル入力ポートのサポート

8.3. パラメーター

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの IP Parameter Editor を使用してパラメーターを指定
することにより、Intel Agilex LPM_MULT Intel FPGA IP コアをカスタマイズすることができます。

8.3.1. General タブ

表 98. General タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Multiplier Configuration

Type Multiply 'dataa'
input by 'datab'
input
Multiply 'dataa'
input by itself
(squaring
operation)

Multiply
'dataa' input
by 'datab'
input

乗算器に必要なコンフィグレーションを選択します。

Data Port Widths

Dataa width 1 - 256 ビット 8 ビット dataa[] ポートの幅を指定します。

Datab width 1 - 256 ビット 8 ビット datab[] ポートの幅を指定します。

How should the width of the 'result' output be determined?

Type Automatically
calculate the width
Restrict the width

Automaticall
y calculate
the width

目的の方法を選択して、result[] ポートの幅を決定
します。

Value 1 - 512 ビット 16 ビット result[] ポートの幅を指定します。
この値は、Type パラメーターで Restrict the width
を選択した場合にのみ有効となります。

Result width 1 - 512 ビット - result[] ポートの有効な幅を表示します。
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8.3.2. General 2 タブ

表 99. General 2 タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Datab Input

Does the 'datab' input bus
have a constant value?

• No
• Yes

No ‘datab’入力バスが存在する場合、その定数値を指定す
るには、Yes を選択します。

Value 0 より大きい値 0 datab[] ポートの低数値を指定します。

Multiplication Type

Which type of
multiplication do you want?

• Unsigned
• Signed

Unsigned dataa [] および datab [] 入力両方の表現形式
を指定します。

Implementation Style

Which multiplier
implementation should be
used?

• Use the default
implementation

• Use the
dedicated
multiplier
circuitry

• Use logic
elements

Use the
default
implementat
ion

目的の方法を選択して、result[] ポートの幅を決定
します。
Clear Signal Type パラメーターで SCLR が選択さ
れている場合、Use the dedicated multiplier
circuitry オプションのみが使用可能です。

8.3.3. Pipelining タブ

表 100. Pipelining タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Do you want to pipeline the function?

Pipeline No
Yes

No 乗算器の出力にパイプライン・レジスターをイネーブルす
るには、Yes を選択します。パイプライン・レジスターをイ
ネーブルすると、出力にレイテンシーが追加されます。

Latency 0 より大きい値 1 クロックサイクルで必要な出力レイテンシーを指定しま
す。

Clear Signal Type NONE
ACLR
SCLR

NONE パイプライン・レジスターのリセットの種類を指定します。
パイプライン・レジスターを使用しない場合、NONE を選
択します。
パイプライン・レジスターに非同期クリアを使用するに
は、ACLR を選択します。これにより、ACLR ポートが生
成されます。
パイプライン・レジスターに同期クリアを使用するには、
SCLR を選択します。これにより、SCLR ポートが生成さ
れます。

Create a 'clken' clock
enable clock

Off
On

Off パイプライン・レジスターのクロックポートのアクティブ
High クロックイネーブルを指定します。

What type of optimization do you want?

Type Default
Speed
Area

Default IP コアに必要な 適化を指定します。
インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用して
IP コアの 適化方法を決定するには、Default を選択
します。
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8.4. 信号

表 101. LPM_MULT Intel FPGA IP コア入力信号

信号名 必須 説明

dataa[] はい データ入力です。
入力信号のサイズは、Dataa width パラメーター値によって異なります。

datab[] はい データ入力です。
入力信号のサイズは、Datab width パラメーター値によって異なります。

clock いいえ パイプライン使用のためのクロック入力です。
Latency の値が 1 (デフォルト) 以外の場合、クロック信号をイネーブルする必要がありま
す。

clken いいえ パイプラインの使用に向けたクロックイネーブルです。clken 信号が High にアサートされ
ると、加算または減算演算が実行されます。信号が Low の場合、動作は発生しません。これを
省略する場合、デフォルト値は 1 となります。

aclr いいえ パイプラインをすべて 0 にリセットするために任意のタイムに使用される非同期クリア信号
です。クロック信号には非同期です。パイプラインは未定義 (X) ロジックレベルに初期化され
ます。出力は一貫性のある値になりますが、ゼロ以外の値となります。

sclr いいえ パイプラインをすべて 0 にリセットするために任意のタイムに使用される同期クリア信号で
す。クロック信号に同期しています。パイプラインは未定義 (X) ロジックレベルに初期化され
ます。出力はすべて一貫性のある値になりますが、ゼロ以外の値となります。

表 102. LPM_MULT Intel FPGA IP 出力信号

信号名 必須 説明

result[] はい データ出力です。
出力信号のサイズは、Result width パラメーターによって異なります。
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9. LPM_DIVIDE (Divider) Intel FPGA IP コア

LPM_DIVIDE Intel FPGA IP コアは、分子の入力値を分母の入力値で除算して商と剰余を生成する
除算器を実装しています。

次の図は、LPM_DIVIDE IP コアのポートを示しています。

図 -71: LPM_DIVIDE ポート

numer[]

denom[]

inst

LPM_DIVIDE

quotient[]

clken

clock

aclr

remain[]

9.1.  LPM_DIVIDE Intel FPGA IP リリース情報

Intel FPGA IP のバージョンは、インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョ
ンと v19.1 まで一致します。インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョン
19.2 以降では、Intel FPGA IP には新しいバージョン管理スキームがあります。

Intel FPGA IP のバージョン (X.Y.Z) 番号は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョ
ンごとに変わる可能性があります。それぞれの番号における変更は、次の内容を意味します。

• X は、IP のメジャーリビジョンを示します。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを更新する
場合は、IP を再生成する必要があります。

• Y は、IP に新しい機能が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの新しい機能を含めま
す。

• Z は、IP にマイナーな変更が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの変更を含めま
す。

表 103. LPM_DIVIDE Intel FPGA IP リリース情報

項目 説明

IP バージョン 19.1.0

インテル Quartus Prime バージョン 20.3

リリース日 2020.09.28
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9.2. 機能

LPM_DIVIDE IP コアは、以下の機能を提供します。

• 分子の入力値を分母の入力値で除算して商と剰余を生成する除算器の生成

• 1 から 256 ビットのデータ幅のサポート

• 分子と分母の両方の値に対して、符号付きおよび符号なしのデータ表現形式のサポート

• エリアまたはスピード 適化のサポート

• 正の剰余出力を指定するオプションの提供

• パイプラインのコンフィグレーション可能な出力レイテンシーのサポート

• オプションの非同期クリアポートおよびクロック・イネーブル・ポートのサポート

9.3. Verilog HDL プロトタイプ

次の Verilog HDL プロトタイプは <Intel Quartus Prime installation
directory>\eda\synthesis ディレクトリー内の Verilog Design File (.v) lpm.v に位置し
ています。

module lpm_divide ( quotient, remain, numer, denom, clock, clken, aclr);
parameter lpm_type = "lpm_divide";
parameter lpm_widthn = 1;
parameter lpm_widthd = 1;
parameter lpm_nrepresentation = "UNSIGNED";
parameter lpm_drepresentation = "UNSIGNED";
parameter lpm_remainderpositive = "TRUE";
parameter lpm_pipeline = 0;
parameter lpm_hint = "UNUSED";
input  clock;
input  clken;
input  aclr;
input  [lpm_widthn-1:0] numer;
input  [lpm_widthd-1:0] denom;
output [lpm_widthn-1:0] quotient;
output [lpm_widthd-1:0] remain;
endmodule

9.4. VHDL コンポーネント宣言

VHDL コンポーネント宣言は <Intel Quartus Prime installation directory>
\libraries\vhdl\lpm ディレクトリー内の VHDL Design File (.vhd) LPM_PACK.vhd に
位置しています。

component LPM_DIVIDE
        generic (LPM_WIDTHN : natural;
                 LPM_WIDTHD : natural;
LPM_NREPRESENTATION : string := "UNSIGNED";
LPM_DREPRESENTATION : string := "UNSIGNED";
LPM_PIPELINE : natural := 0;
LPM_TYPE : string := L_DIVIDE;
LPM_HINT : string := "UNUSED");
port (NUMER : in std_logic_vector(LPM_WIDTHN-1 downto 0);
DENOM : in std_logic_vector(LPM_WIDTHD-1 downto 0);
ACLR : in std_logic := '0';
CLOCK : in std_logic := '0';
CLKEN : in std_logic := '1';
QUOTIENT : out std_logic_vector(LPM_WIDTHN-1 downto 0);
REMAIN : out std_logic_vector(LPM_WIDTHD-1 downto 0));
end component;
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9.5. VHDL LIBRARY_USE 宣言

VHDL LIBRARY-USE 宣言は、VHDL Component Declaration を使用する場合には必要ありませ
ん。

LIBRARY lpm; 
USE lpm.lpm_components.all;

9.6. ポート

次の表は、LPM_DIVIDE IP コアの入力ポートおよび出力ポートを示しています。

表 104. LPM_DIVIDE 入力ポート

ポート名 必須 説明

numer[] はい 分子データ入力です。入力ポートのサイズは、LPM_WIDTHN パラメーター値によっ
て異なります。

denom[] はい 分母データ入力です。入力ポートのサイズは、LPM_WIDTHD パラメーター値によっ
て異なります。

clock いいえ パイプラインで使用するためのクロック入力です。0 (デフォルト) 以外の
LPM_PIPELINE の値では、クロックポートをイネーブルする必要があります。

clken いいえ パイプラインで使用するためのクロックイネーブルです。clken ポートが High にア
サートされると、除算演算が実行されます。信号が Low の場合、動作は発生しませ
ん。これを省略する場合、デフォルト値は 1 となります。

aclr いいえ パイプラインをすべて 0 にリセットするために任意のタイムに使用される非同期クリ
アポートです。クロック入力には非同期です。

表 105. LPM_DIVIDE 出力ポート

ポート名 必須 説明

quotient[] はい データ出力です。出力ポートのサイズは、LPM_WIDTHNパラメーター値によって異
なります。

remain[] はい データ出力です。出力ポートのサイズは、LPM_WIDTHDパラメーター値によって異
なります。

9.7. パラメーター

以下の表に、LPM_DIVIDE Intel FPGA IP コアのパラメーターを示します。
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9.7.1. General タブ

パラメーター名 値 デフォルト値 説明

How wide should the 'numerator'
input bus be?

1-64 8 numer[] および quotient[] ポートの幅を指定しま
す。

How wide should the 'denominator'
input bus be?

1-64 8 denom [] および remain[] ポートの幅を指定しま
す。値は 1 から 64 です。

Numerator Representation • Unsigne
d

• Signed

Unsigned 分子入力の符号表現です。このパラメーターが Signed
に設定されている場合、除算器は numer[] 入力を符号
付き 2 の補数として解釈します。

Denominator Representation • Unsigne
d

• Signed

Unsigned 分母入力の符号表現です。このパラメーターが Signed
に設定されている場合、除算器は denom[] 入力を符号
付き 2 の補数として解釈します。

9.7.2. General1 タブ

パラメーター名 値 デフォルト値 説明

Pipelining

Output latency 0-14 0 quotient[] および remain[] 出力に関連付けられ
たレイテンシーのクロックサイクル数を指定します。ゼロ
(0) の値は、レイテンシーが存在せず、純粋に 組み合わせ
た関数がインスタンス化されていることを示します。省略
した場合、デフォルト値は 0 (パイプラインなし) です。
How wide should the 'numerator' input bus
be?パラメーターで指定された値よりも高い Output
latency パラメーター値を指定することはできません。

Create an asynchronous Clear input? • On
• Off

Off aclr 信号を作成するには、このオプションを選択しま
す。

Create a Clock Enable Input? • On
• Off

Off IP クロックの clken 信号を作成するには、このオプショ
ンを選択します。

Optimization

Which do you wish to optimize? • Default
Optimiz
ation

• Area
• Speed

Default
Optimizatio
n

IP の特定のインスタンスの 適化のタイプを指定します。
• Default Optimization: インテル Quartus

Prime 開発ソフトウェアを使用して、IP の特定のイン
スタンスに対してデフォルトの 適化手法ロジックを
使用して 適化するには、このオプションを選択しま
す。

• Area: インテル Quartus Prime 開発ソフトウェア
を使用して、IP の特定のインスタンスのルーティング
の可能性を 適化するには、このオプションを選択し
ます。

• Speed: インテル Quartus Prime 開発ソフトウェ
アを使用して、IP の特定のインスタンスにキャリーチ
ェーンを使用してスピードを 適化するには、このオ
プションを選択します。

Remainder

Always return a positive remainder? • Yes
• No

Yes 面積を削減してスピードを向上させるために、 Intel は、
剰余が正でなければならない場合や重要でない場合の動
作では、このパラメーターを Yes に設定することをお勧
めします。
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10.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP リファレ
ンス

Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP コアは、単一のインテル Agilex Variable
Precision DSP ブロックをインスタンス化して制御します。

10.1.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP リリース情報

Intel FPGA IP のバージョンは、インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョ
ンと v19.1 まで一致します。インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョン
19.2 以降では、Intel FPGA IP には新しいバージョン管理スキームがあります。

Intel FPGA IP のバージョン (X.Y.Z) 番号は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョ
ンごとに変わる可能性があります。それぞれの番号における変更は、次の内容を意味します。

• X は、IP のメジャーリビジョンを示します。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを更新する
場合は、IP を再生成する必要があります。

• Y は、IP に新しい機能が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの新しい機能を含めま
す。

• Z は、IP にマイナーな変更が含まれていることを示します。IP を再生成し、それらの変更を含めま
す。

表 106. Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP リリース情報

項目 説明

IP バージョン 19.1.0

インテル Quartus Prime バージョン 20.3

リリース日 2020.09.28
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10.2.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP コアによってサポ
ートされている動作モード

表 107. Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP コアによってサポートされている動作モ
ード

動作モー
ド

説明 サポートされている例外フラグ

FP32 乗
算モード

このモードは、単精度乗算演算を実行します。
このモードでは、次の式が適用されます。
• fp32_result = fp32_result = fp32_mult_a*fp32_mult_b

• fp32_mult_overflow

• fp32_mult_underflow

• fp32_mult_inexact

• fp32_mult_invalid

FP32 加
算また
は減算
モード

このモードは、単精度の加算または減算演算を実行します。
このモードでは、次の式が適用されます。
• fp32_result = fp32_adder_b+fp32_adder_a
• fp32_result = fp32_adder_b-fp32_adder_a

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_invalid

加算ま
たは減
算での
FP32 乗
算モード

このモードでは、単精度の乗算と、それに続く加算または減算演算が実行され
ます。
このモードでは、次の式が適用されます。
• チェーンイン機能がイネーブルになっている場合、

— fp32_result = (fp32_mult_a*fp32_mult_b) +
fp32_chainin

— fp32_result = (fp32_mult_a*fp32_mult_b) -
fp32_chainin

• チェーンイン機能がディスエーブルになっている場合、
— fp32_result = (fp32_mult_a*fp32_mult_b) +

fp32_adder_a
— fp32_result = (fp32_mult_a*fp32_mult_b) -

fp32_adder_a

• fp32_mult_overflow

• fp32_mult_underflow

• fp32_mult_inexact

• fp32_mult_invalid

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_invalid

累積で
の FP32
乗算モ
ード

このモードは、浮動小数点乗算を実行した後、前の乗算結果で浮動小数点の
加算または減算を実行します。
このモードでは、次の式が適用されます。
• accumulate 信号が High に駆動される場合、

— fp32_result(t) = [fp32_mult_a(t)*fp32_mult_b(t)] +
fp32_result(t-1)

— fp32_result(t) = [fp32_mult_a(t)*fp32_mult_b(t) -
fp32_result(t-1)

• accumulate 信号が Low に駆動される場合、
— fp32_result = fp32_mult_a*fp32_mult_b.

FP32 ベ
クトル 1
モード

このモードは、浮動小数点乗算を実行した後、前の可変 DSP Block からのチ
ェーンイン入力で浮動小数点加算または減算を実行します。
このモードでは、次の式が適用されます。
• チェーンイン機能がイネーブルになっている場合、

— fp32_result = (fp32_mult_a * fp32_mult_b) +
fp32_chainin, fp32_chainout = fp32_adder_a

— fp32_result = (fp32_mult_a * fp32_mult_b) -
fp32_chainin, fp32_chainout = fp32_adder_a

• チェーンイン機能がディスエーブルになっている場合、
— fp32_result = fp32_mult_a * fp32_mult_b,

fp32_chainout = fp32_adder_a

FP32 ベ
クトル 2
モード

このモードは、乗算結果が直接 chainout に供給される浮動小数点乗算を
実行します。次に、前の変数 DSP Block からの chainin 入力が、出力結果
として入力 Ax に加算または減算されます。
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動作モー
ド

説明 サポートされている例外フラグ

このモードでは、次の式が適用されます。
• チェーンイン機能がイネーブルになっている場合、

— fp32_result = fp32_adder_a + fp32_chainin,
fp32_chainout = fp32_mult_a * fp32_mult_b

— fp32_result = fp32_adder_a - fp32_chainin,
fp32_chainout = fp32_mult_a * fp32_mult_b

—
• チェーンイン機能がディスエーブルになっている場合、

— fp32_result = fp32_adder_a, fp32_chainout =
fp32_mult_a * fp32_mult_b

2 つの
FP16 乗
算の合
計モード

このモードは、2 つの半精度乗算の合計を実行し、単精度の結果を提供しま
す。
このモードでは、次の式が適用されます。
• fp32_result =（fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b）+

（fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b）
• fp32_result =（fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b）-

（fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b）

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートさ
れている例外フラグです。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグで
す。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

FP32 加
算での 2
つの
FP16 乗
算の合
計モード

このモードは、2 つの半精度乗算の合計を実行し、単精度の結果を提供しま
す。
このモードでは、次の式が適用されます。
• fp32_result = (fp16_mult_top_a*fp16_mult_top_b) +

(fp16_mult_bot_a*fp16_mult_bot_b) - fp32_adder_a
• fp32_result = (fp16_mult_top_a*fp16_mult_top_b) -

(fp16_mult_bot_a*fp16_mult_bot_b) - fp32_adder_a
• fp32_result = (fp16_mult_top_a*fp16_mult_top_b) +

(fp16_mult_bot_a*fp16_mult_bot_b) + fp32_adder_a
• fp32_result = (fp16_mult_top_a*fp16_mult_top_b) -

(fp16_mult_bot_a*fp16_mult_bot_b) + fp32_adder_a

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートさ
れている例外フラグです。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow
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動作モー
ド

説明 サポートされている例外フラグ

• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグで
す。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

累積で
の 2 つ
の FP16
乗算の
合計モ
ード

このモードは、2 つの半精度乗算の合計を実行し、値を単精度形式に累積しま
す。
このモードでは、次の式が適用されます。
• accumulate 信号が High に駆動される場合、

— fp32_result (t) = [fp16_mult_top_a(t) *
fp16_mult_top_b(t)] + [fp16_mult_bot_a(t) *
fp16_mult_bot_b(t)] + fp32_result(t-1)

— fp32_result (t) = [fp16_mult_top_a(t) *
fp16_mult_top_b(t)] - [fp16_mult_bot_a(t) *
fp16_mult_bot_b(t)] + fp32_result(t-1)

— fp32_result (t) = [fp16_mult_top_a(t) *
fp16_mult_top_b(t)] + [fp16_mult_bot_a(t) *
fp16_mult_bot_b(t)] - fp32_result(t-1)

— fp32_result (t) = [fp16_mult_top_a(t) *
fp16_mult_top_b(t)] - [fp16_mult_bot_a(t) *
fp16_mult_bot_b(t)] - fp32_result(t-1)

• accumulate 信号が Low に駆動される場合、
— fp32_result = [fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b] +

[fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b]
— fp32_result = [fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b] -

[fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b]

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートさ
れている例外フラグです。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグで
す。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite
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動作モー
ド

説明 サポートされている例外フラグ

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

FP16 ベ
クトル 1
モード

このモードは、前の変数 DSP Block からのチェーンイン入力を使用して 2 つ
の半精度乗算の合計を実行します。出力は、チェーンアウトに供給される単精
度浮動小数点値となります。
このモードでは、次の式が適用されます。
• チェーンイン機能がイネーブルになっている場合、

— fp32_result = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b) +
(fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b) + fp32_chainin,
fp32_chainout = fp32_adder_a

— fp32_result = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b) -
(fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b) + fp32_chainin,
fp32_chainout = fp32_adder_a

— fp32_result = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b) +
(fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b) - fp32_chainin,
fp32_chainout = fp32_adder_a

— fp32_result = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b) -
(fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b) - fp32_chainin,
fp32_chainout = fp32_adder_a

• チェーンイン機能がディスエーブルになっている場合、
— fp32_result = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b) +

(fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b), fp32_chainout =
fp32_adder_a

— fp32_result = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b) -
(fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b), fp32_chainout =
fp32_adder_a

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートさ
れている例外フラグです。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグで
す。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

FP16 ベ
クトル 2
モード

このモードは、2 つの半精度乗算の合計を実行し、チェーンアウトに供給され
ます。前の変数 DSP Block からのチェーンイン入力は、出力結果として入力
fp32_adder_a に加算または減算されます。
このモードでは、次の式が適用されます。

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートさ
れている例外フラグです。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow
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動作モー
ド

説明 サポートされている例外フラグ

• チェーンイン機能がイネーブルになっている場合、
— fp32_result = fp32_adder_a + fp32_chainin,

fp32_chainout = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b)
+ (fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b)

— fp32_result = fp32_adder_a - fp32_chainin,
fp32_chainout = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b)
+ (fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b)

— fp32_result = fp32_adder_a + fp32_chainin,
fp32_chainout = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b)
- (fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b)

— fp32_result = fp32_adder_a - fp32_chainin,
fp32_chainout = (fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b)
- (fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b)

• チェーンイン機能がディスエーブルになっている場合、
— fp32_result = fp32_adder_a, fp32_chainout =

(fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b) +
(fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b)

— fp32_result = fp32_adder_a, fp32_chainout =
(fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b) -
(fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b)

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグで
す。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

FP16 ベ
クトル 3

このモードは、単精度の累積と 2 つの半精度の乗算の合計を実行します。
このモードでは、次の式が適用されます。
• accumulate が High に駆動される場合、

— fp32_result(t) = fp32_adder_a(t) + fp32_result(t-1),
fp32_chainout = {fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b}
+ {fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b}

— fp32_result(t) = fp32_adder_a(t) - fp32_result(t-1),
fp32_chainout = {fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b}
+ {fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b}

— fp32_result(t) = fp32_adder_a(t) + fp32_result(t-1),
fp32_chainout = {fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b}
- {fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b}

— fp32_result(t) = fp32_adder_a(t) - fp32_result(t-1),
fp32_chainout = {fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b}
- {fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b}

• accumulate が Low に駆動される場合、
— fp32_result = fp32_adder_a, fp32_chainout =

{fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b} +
{fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b}

— fp32_result = fp32_adder_a, fp32_chainout =
{fp16_mult_top_a * fp16_mult_top_b} -
{fp16_mult_bot_a * fp16_mult_bot_b}

以下は、フラッシュおよび bfloat16 形式でサポートさ
れている例外フラグです。
• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_overflow

• fp16_mult_top_underflow

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_overflow

• fp16_mult_bot_underflow

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_overflow

• fp16_adder_underflow

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

以下は、拡張形式でサポートされている例外フラグで
す。
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動作モー
ド

説明 サポートされている例外フラグ

• fp16_mult_top_invalid

• fp16_mult_top_inexact

• fp16_mult_top_infinite

• fp16_mult_top_zero

• fp16_mult_bot_invalid

• fp16_mult_bot_inexact

• fp16_mult_bot_infinite

• fp16_mult_bot_zero

• fp16_adder_invalid

• fp16_adder_inexact

• fp16_adder_infinite

• fp16_adder_zero

• fp32_adder_invalid

• fp32_adder_inexact

• fp32_adder_overflow

• fp32_adder_underflow

10.3.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP のパラメーター化

パラメーターを選択して、デザインに適した IP コアを作成します。

1. インテル Quartus Prime プロ・エディションで、インテル Agilex デバイスを対象とする新しいプ
ロジェクトを作成します。

2. IP Catalog で、Library > DSP > Primitive DSP > Native Floating Point DSP
Intel Agilex FPGA IP をクリックします。
Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP Core の IP パラメーター・エディターが開
きます。

3. New IP Variation ダイアログボックスで、Entity Name を入力し、OK をクリックします。

4. Parameters で、IP コアのバリアントに応じて、動作モード、機能、およびレジスター・コンフィグ
レーションを選択します。

5. Generate HDL をクリックします。

6. Finish をクリックします。

10.3.1. General タブ

表 108. General タブ

パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

Operation Mode

Choose the
operation mode

operation_mode fp32_mult
fp32_add
fp32_mult_add
fp32_mult_acc
fp32_vector1
fp32_vector2
fp16_sumof2mult
fp16_sumof2mult_add_fp32

fp32_mult_add 目的の浮動小数点演算モー
ドを選択します。
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パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォルト値 説明

fp16_sumof2mult_acc
fp16_vector1
fp16_vector2
fp16_vector3

Enable
fp32_chainin

use_chainin No
Yes

No チェーンイン機能をイネー
ブルする場合に選択します。
チェーンイン機能をイネー
ブルすると、乗算器からの結
果が chainin ポートから
の入力によって加算または
減算されます。

Enable
fp32_chainout

enable_chainout No
Yes

No chainout ポートをイネ
ーブルする場合に選択しま
す。

FP32 Operation

Perform
subtraction in
fp32_adder

fp32_adder_subtract No
Yes

No FP32 加算器を設定して減
算を実行するには、Yes を
選択します。
FP32 加算器を設定して加
算を実行するには、No を選
択します。

FP16 Representation/Operation

Select the mode
for fp16

fp16_mode FLUSHED
EXTENDED
BFLOAT16

FLUSHED FP16 動作モードの精度形
式を選択します。

Select the width
size for fp16
(bfloat16 モードに
対してのみ)

fp16_input_width 16
19

16 FP16 データ入力バスの幅
を指定します。

Perform
subtraction in
fp16_adder

fp16_adder_subtract No
Yes

No FP16 加算器を設定して減
算を実行するには、Yes を
選択します。
FP16 加算器を設定して加
算を実行するには、No を選
択します。

Exception Flag

Enable exception
flag

enable_exception_flag No
Yes

No 例外フラグ機能をイネーブ
ルする場合に選択します。
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10.3.2. Registers タブ

表 109. General タブ

パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォル
ト値

説明

Clear Signal Type

Type of clear signal clear_type none
aclr
sclr

none 固定小数点 DSP ブロック内のすべ
てのレジスターのクリア信号動作を
指定します。
• none: クリア信号を使用しな

い場合に選択します。
• aclr: すべてのレジスターに非

同期クリア信号タイプを使用す
る場合に選択します。

• sclr: すべてのレジスターに同
期クリア信号タイプを使用する
場合に選択します。

Enable clr0 signal for all input
registers

enable_clr0 No
Yes

No Yes を選択して、すべての入力レジ
スターの clr[0] 信号をイネーブ
ルします。

Enable clr1 for output and
pipeline registers

enable_clr1 No
Yes

No Yes を選択して、出力およびパイプ
ライン・レジスターの clr[1] 信
号をイネーブルします。

Input Registers

Enable for input 'accumulate' accumulate_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg accumulate 入力レジスターの
クロックイネーブル信号を指定しま
す。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable for input 'fp32_adder_a' fp32_adder_a_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 fp32_adder_a 入力レジスター
のクロックイネーブル信号を指定し
ます。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable for input 'fp32_adder_b' fp32_adder_b_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg fp32_adder_b 入力レジスター
のクロックイネーブル信号を指定し
ます。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable for input 'fp32_mult_a' fp32_mult_a_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 fp32_mult_a 入力レジスター
のクロックイネーブル信号を指定し
ます。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable for input 'fp32_mult_b' fp32_mult_b_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 fp32_mult_b 入力レジスター
のクロックイネーブル信号を指定し
ます。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable for input
'fp16_mult_input’

fp16_mult_input_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg fp16_mult_input 入力レジス
ターのクロックイネーブル信号を指
定します。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。
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パラメーター IP 生成パラメーター 値 デフォル
ト値

説明

Output Registers

Enable output register output_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 出力レジスターのクロックイネーブ
ル信号を指定します。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Pipeline Registers

Enable 'accum_adder' register accum_adder_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg accum_adder パイプライン・レジ
スターのクロックイネーブル信号を
指定します。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable 'adder_input' register adder_input_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 adder_input パイプライン・レジス
ターのクロックイネーブル信号を指
定します。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable 'adder_pl' register adder_pl_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg adder_pl パイプライン・レジスター
のクロックイネーブル信号を指定し
ます。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable
'fp32_adder_a_chainin_pl'
register

fp32_adder_a_chainin_pl_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 fp32_adder_a_chainin_pl パイ
プライン・レジスターのクロックイネ
ーブル信号を指定します。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable 'accum_pipeline'
register

accum_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg accum_pipeline レジスターのク
ロックイネーブル信号を指定しま
す。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable 'mult_pipeline' register mult_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 mult_pipeline レジスターのクロ
ックイネーブル信号を指定します。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable
'fp32_adder_a_chainin_2nd_pl'
register

fp32_adder_a_chainin_2nd_pl_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 fp32_adder_a_chainin_2nd_pl
パイプライン・レジスターのクロック
イネーブル信号を指定します。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable 'accum_2nd_pipeline'
register

accum_2nd_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

no_reg accum_2nd_pipeline レジスター
のクロックイネーブル信号を指定し
ます。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。

Enable 'mult_2nd_pipeline'
register

mult_2nd_pipeline_clken no_reg
ena0
ena1
ena2

ena0 mult_2nd_pipeline レジスターの
クロックイネーブル信号を指定しま
す。
no_reg を選択して、レジスターを
ディスエーブルします。
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関連情報
入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ)

入力、パイプライン、および出力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細について提供します。

10.4.  Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP コアの信号

10.4.1. FP32 乗算モードの信号

図 -72: FP32 乗算モードの信号

fp32_mult_a[31:0]

fp32_mult_b[31:0]

clk

ena[2:0]
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表 110. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp32_mult_a[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。

fp32_mult_b[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。

表 111. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 Low すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 High すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。

表 112. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デフ
ォル
ト

説明

fp32_mult_overflow 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
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信号名 入力/
出力

幅 デフ
ォル
ト

説明

1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp32_mult_underflow 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュされる場
合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp32_mult_inexact 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 乗算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp32_mult_invalid 出力 1 - この信号は、FP32 乗算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示
します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

10.4.2. FP32 加算または減算モードの信号

図 -73: FP32 加算または減算モードの信号
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表 113. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp32_adder_a[31:0] 入力 32 Low 加算器への入力データバスです。

fp32_adder_b[31:0] 入力 32 Low 加算器への入力データバスです。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。
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表 114. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 - すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 - すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。

表 115. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デフ
ォル
ト

説明

fp32_adder_overflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場
合
0: 加算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp32_adder_underflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュされる場
合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp32_adder_inexact 出力 1 - この信号は、加算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp32_adder_invalid 出力 1 - この信号は、加算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合
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10.4.3. 加算または減算での FP32 乗算モードの信号

図 -74: 加算または減算での FP32 乗算モードの信号
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fp32_mult_overflow

fp32_mult_invalid
fp32_mult_inexact

fp32_mult_underflow

表 116. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp32_mult_a[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。

fp32_mult_b[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。

fp32_adder_a[31:0] 入力 32 Low 加算器への入力データバスです。

fp32_chainin[31:0] 入力 32 Low これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainout 信号に接続します。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。

表 117. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 - すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 - すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。

表 118. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デフ
ォル
ト

説明

fp32_mult_overflow 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
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信号名 入力/
出力

幅 デフ
ォル
ト

説明

0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp32_mult_underflow 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュされる場
合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp32_mult_inexact 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 乗算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp32_mult_invalid 出力 1 - この信号は、FP32 乗算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示
します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

fp32_adder_overflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp32_adder_underflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュされる場
合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp32_adder_inexact 出力 1 - この信号は、加算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp32_adder_invalid 出力 1 - この信号は、加算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合
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10.4.4. 累積での FP32 乗算モードの信号

図 -75: 加算または減算での FP32 乗算モードの信号
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表 119. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp32_mult_a[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。

fp32_mult_b[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。

表 120. ダイナミック・コントロール信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

accumulate 入力 1 Low アキュムレーター機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ラン
タイム時に変更できます。
• 1: 加算器の出力のフィードバックをイネーブルします。
• 0: フィードバック・メカニズムをディスエーブルします。

表 121. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 - すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 - すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。
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表 122. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デフ
ォル
ト

説明

fp32_mult_overflow 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp32_mult_underflow 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュされる場
合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp32_mult_inexact 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 乗算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp32_mult_invalid 出力 1 - この信号は、FP32 乗算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示
します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

fp32_adder_overflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp32_adder_underflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュされる場
合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp32_adder_inexact 出力 1 - この信号は、加算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp32_adder_invalid 出力 1 - この信号は、加算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合
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10.4.5. FP32 ベクトル 1 およびベクトル 2 モードの信号

図 -76: FP32 ベクトル 1 およびベクトル 2 モードの信号
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表 123. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp32_mult_a[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。

fp32_mult_b[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。

fp32_add_a[31:0] 入力 32 Low 加算器への入力データバスです。

fp32_chainin[31:0] 入力 32 Low これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainout 信号に接続します。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。

表 124. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 - すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 - すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。

表 125. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デフ
ォル
ト

説明

fp32_mult_overflow 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合

continued...   
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信号名 入力/
出力

幅 デフ
ォル
ト

説明

0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp32_mult_underflow 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュされる場
合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp32_mult_inexact 出力 1 - この信号は、FP32 乗算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 乗算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp32_mult_invalid 出力 1 - この信号は、FP32 乗算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示
します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

fp32_adder_overflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストされる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp32_adder_underflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュされる場
合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp32_adder_inexact 出力 1 - この信号は、加算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp32_adder_invalid 出力 1 - この信号は、加算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合
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10.4.6. 2 つの FP16 乗算の合計モードの信号

図 -77: 2 つの FP16 乗算の合計モードの信号
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fp16_mult_bot_overflow

fp16_mult_bot_invalid
fp16_mult_bot_inexact

fp16_mult_bot_underflow

表 126. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp16_mult_top_a[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_top_b[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_a[15:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_b[16:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。

表 127. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 - すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 - すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。
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表 128. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デフ
ォル
ト

説明

fp16_mult_top_overflow/
fp16_mult_bot_overflow

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、表現可能な 大値よりも大きい値
かどうかを示します。
1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp16_mult_top_underflow/
fp16_mult_bot_underflow

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値か
どうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_mult_top_inexact/
fp16_mult_bot_inexact

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、正確な表現であるかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp16_mult_top_invalid/
fp16_mult_bot_invalid

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算演算が明確に定義されておらず、無効な結果
を生成するかどうかを示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

fp16_adder_overflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値かどうかを示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp16_adder_underflow 出力 1 - この信号は、加算結果が表現可能な 小値よりも小さい値かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_adder_inexact 出力 1 - この信号は、加算結果が正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp16_adder_invalid 出力 1 - この信号は、加算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成するかどうかを
示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合
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10.4.7. FP32 加算での 2 つの FP16 乗算の合計モードの信号

図 -78: FP32 加算での 2 つの FP16 乗算の合計モードの信号

fp16_mult_top_b[15:0]

fp16_mult_bot_a[15:0]

clk

ena[2:0]

clr[1:0]

fp32_result[31:0]
fp32_chainout[31:0]

Sum of Two FP16 Multiplication 
with FP32 Addition Mode

Data Input Signals

Data
Output
Signals

Clock, Enable 
and Clear Signals

fp16_adder_overflow
fp16_adder_underflow

fp16_adder_invalid
fp16_adder_inexact

Exception Flags 
Output Signals

fp16_mult_top_a[15:0]

fp16_mult_bot_b[15:0]

fp16_mult_top_overflow

fp16_mult_top_invalid
fp16_mult_top_inexact

fp16_mult_top_underflow

fp16_mult_bot_overflow

fp16_mult_bot_invalid
fp16_mult_bot_inexact

fp16_mult_bot_underflow

fp32_adder_a[31:0]

fp32_chainin[31:0]

fp32_adder_overflow
fp32_adder_underflow

fp32_adder_invalid
fp32_adder_inexact

表 129. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp32_adder_a[31:0] 入力 32 Low FP32 加算器への入力データバスです。

fp16_mult_top_a[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_top_b[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_a[15:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_b[16:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp32_chainin[31:0] 入力 32 Low これらの信号を先行する浮動小数点 DSP IP コアの chainout 信号に接続し
ます。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。

表 130. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 - すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 - すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
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信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。

表 131. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デ
フォ
ルト

説明

fp16_mult_top_overflow/
fp16_mult_bot_overflow

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、表現可能な 大値よりも大きい値
かどうかを示します。
1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp16_mult_top_underflow/
fp16_mult_bot_underflow

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値
かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_mult_top_inexact/
fp16_mult_bot_inexact

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、正確な表現であるかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp16_mult_top_invalid/
fp16_mult_bot_invalid

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算演算が明確に定義されておらず、無効な結果
を生成するかどうかを示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

fp16_adder_overflow/
fp32_adder_overflow

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、表現可能な 大値よりも大きい値かどうか
を示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp16_adder_underflow/
fp32_adder_underflow

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値かどうか
を示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_adder_inexact/
fp32_adder_inexact

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
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信号名 入力/
出力

幅 デ
フォ
ルト

説明

0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp16_adder_invalid/
fp32_adder_invalid

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成
するかどうかを示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

10.4.8. 累積での 2 つの FP16 乗算の合計モードの信号

図 -79: 累積での 2 つの FP16 乗算の合計モードの信号
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表 132. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp16_mult_top_a[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_top_b[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_a[15:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_b[16:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。
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表 133. ダイナミック・コントロール信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

accumulate 入力 1 Low アキュムレーター機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ラン
タイム時に変更できます。
• 1: 加算器の出力のフィードバックをイネーブルします。
• 0: フィードバック・メカニズムをディスエーブルします。

表 134. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 - すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 - すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。

表 135. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デ
フォ
ルト

説明

fp16_mult_top_overflow/
fp16_mult_bot_overflow

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、表現可能な 大値よりも大きい値
かどうかを示します。
1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp16_mult_top_underflow/
fp16_mult_bot_underflow

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値
かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_mult_top_inexact/
fp16_mult_bot_inexact

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、正確な表現であるかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp16_mult_top_invalid/
fp16_mult_bot_invalid

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算演算が明確に定義されておらず、無効な結果
を生成するかどうかを示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

fp16_adder_overflow/
fp32_adder_overflow

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、表現可能な 大値よりも大きい値かどうか
を示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合
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信号名 入力/
出力

幅 デ
フォ
ルト

説明

fp16_adder_underflow/
fp32_adder_underflow

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値かどうか
を示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_adder_inexact/
fp32_adder_inexact

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp16_adder_invalid/
fp32_adder_invalid

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成
するかどうかを示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

10.4.9. FP16 ベクトル 1 およびベクトル 2 モードの信号

図 -80: FP16 ベクトル 1 およびベクトル 2 モードの信号

fp16_mult_top_b[15:0]

fp16_mult_bot_a[15:0]

clk

ena[2:0]

clr[1:0]

fp32_result[31:0]
fp32_chainout[31:0]

FP16 Vector One/Vector Two Mode

Data Input Signals

Data
Output
Signals

Clock, Enable 
and Clear Signals

fp16_adder_overflow
fp16_adder_underflow

fp16_adder_invalid
fp16_adder_inexact

Exception Flags 
Output Signals

fp16_mult_top_a[15:0]

fp16_mult_bot_b[15:0]

fp16_mult_top_overflow

fp16_mult_top_invalid
fp16_mult_top_inexact

fp16_mult_top_underflow

fp16_mult_bot_overflow

fp16_mult_bot_invalid
fp16_mult_bot_inexact

fp16_mult_bot_underflow

fp32_adder_a[31:0]

fp32_chainin[31:0]

fp32_adder_overflow
fp32_adder_underflow

fp32_adder_invalid
fp32_adder_inexact
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表 136. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp32_adder_a[31:0] 入力 32 Low FP32 加算器への入力データバスです。

fp16_mult_top_a[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_top_b[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_a[15:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_b[16:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp32_chainin[31:0] 入力 32 Low これらの信号を先行する浮動小数点 DSP IP コアの chainout 信号に接続し
ます。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。

表 137. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 - すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 - すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。

表 138. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デ
フォ
ル
ト

説明

fp16_mult_top_overflow/
fp16_mult_bot_overflow

出力 1 - 1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合。この信号は、上下の fp16 の乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値
であるかどうかを示します。
この信号は、 上位/ 下位の fp160 の場合を示します。乗算結果が表現可能な 大
値よりも大きくない場合を示します。

fp16_mult_top_underflow/
fp16_mult_bot_underflow

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値
かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_mult_top_inexact/
fp16_mult_bot_inexact

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、正確な表現であるかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合
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信号名 入力/
出力

幅 デ
フォ
ル
ト

説明

fp16_mult_top_invalid/
fp16_mult_bot_invalid

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算演算が明確に定義されておらず、無効な結果
を生成するかどうかを示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

fp16_adder_overflow/
fp32_adder_overflow

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、表現可能な 大値よりも大きい値かどうか
を示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp16_adder_underflow/
fp32_adder_underflow

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値かどうか
を示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_adder_inexact/
fp32_adder_inexact

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp16_adder_invalid/
fp32_adder_invalid

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成
するかどうかを示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合
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10.4.10. FP16 ベクトル 3 モードの信号

図 -81: FP16 ベクトル 3 モードの信号

fp16_mult_top_b[15:0]

fp16_mult_bot_a[15:0]

clk

ena[2:0]

clr[1:0]

fp32_result[31:0]
fp32_chainout[31:0]

FP16 Vector Three Mode

Data Input Signals

Data
Output
Signals

Clock, Enable 
and Clear Signals

fp16_adder_overflow
fp16_adder_underflow

fp16_adder_invalid
fp16_adder_inexact

Exception Flags 
Output Signals

fp16_mult_top_a[15:0]

fp16_mult_bot_b[15:0]

fp16_mult_top_overflow

fp16_mult_top_invalid
fp16_mult_top_inexact

fp16_mult_top_underflow

fp16_mult_bot_overflow

fp16_mult_bot_invalid
fp16_mult_bot_inexact

fp16_mult_bot_underflow

fp32_adder_a[31:0]

fp32_chainin[31:0]

fp32_adder_overflow
fp32_adder_underflow

fp32_adder_invalid
fp32_adder_inexact

accumulateDynamic Control
Signals

表 139. データ入力および出力信号

信号名 入力/出力 幅 デフォルト 説明

fp32_adder_a[31:0] 入力 32 Low FP32 加算器への入力データバスです。

fp16_mult_top_a[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_top_b[15:0] 入力 16 Low 上位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_a[15:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp16_mult_bot_b[16:0] 入力 16 Low 下位の FP16 乗算器への入力データバスです。

fp32_chainin[31:0] 入力 32 Low これらの信号を先行する浮動小数点 DSP IP コアの chainout 信号に接続し
ます。

fp32_result[31:0] 出力 32 - IP コアからの出力データバスです。

fp32_chainout[31:0] 出力 32 - これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの chainin 信号に接続します。

表 140. ダイナミック・コントロール信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

accumulate 入力 1 Low アキュムレーター機能をイネーブルまたはディスエーブルする入力信号です。この信号の値は、ラン
タイム時に変更できます。
• 1: 加算器の出力のフィードバックをイネーブルします。
• 0: フィードバック・メカニズムをディスエーブルします。
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表 141. クロック、イネーブル、およびクリア信号

信号名 入力/出
力

幅 デフォルト 説明

clk[0] 入力 1 - すべてのレジスターへの入力クロックです。

ena[2:0] 入力 3 - すべてのレジスターへのクロックイネーブル信号です。
この信号はアクティブ High です。

clr[1:0] 入力 2 Low この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期のクリア入力信号となることができます。Type of
clear signal パラメーターを使用して、クリア入力信号の種類を選択することができます。
これらの信号はアクティブ High です。
入力レジスターのクロックイネーブル制限の詳細については、入力レジスター、パイプライン・レジスタ
ー、および出力レジスターのコンフィグレーション (65 ページ) を参照してください。

表 142. 例外フラグ信号

信号名 入力/
出力

幅 デ
フォ
ルト

説明

fp16_mult_top_overflow/
fp16_mult_bot_overflow

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、表現可能な 大値よりも大きい値
かどうかを示します。
1: 乗算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp16_mult_top_underflow/
fp16_mult_bot_underflow

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値
かどうかを示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_mult_top_inexact/
fp16_mult_bot_inexact

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算結果が、正確な表現であるかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が次の場合、
• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp16_mult_top_invalid/
fp16_mult_bot_invalid

出力 1 - この信号は、 上位/ 下位の fp16 乗算演算が明確に定義されておらず、無効な結果
を生成するかどうかを示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合

fp16_adder_overflow/
fp32_adder_overflow

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、表現可能な 大値よりも大きい値かどうか
を示します。
1: 加算結果が表現可能な 大値よりも大きい値であり、結果が無限大にキャストさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 大値より大きくない場合

fp16_adder_underflow/
fp32_adder_underflow

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値かどうか
を示します。
1: 乗算結果が、表現可能な 小値よりも小さい値であり、結果がゼロにフラッシュさ
れる場合
0: 乗算結果が表現可能な 小値よりも大きい場合

fp16_adder_inexact/
fp32_adder_inexact

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算結果が、正確な表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が次の場合、

continued...   
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信号名 入力/
出力

幅 デ
フォ
ルト

説明

• 丸められた値
• 表現可能な 小値よりも小さい値、または
• 表現可能な 大値よりも大きい値
0: 乗算結果が上記の基準のいずれにも適合しない場合

fp16_adder_invalid/
fp32_adder_invalid

出力 1 - この信号は、FP16/FP32 の加算演算が明確に定義されておらず、無効な結果を生成
するかどうかを示します。
1: 乗算結果が無効で、qNaN にキャストされた場合
0: 乗算結果が無効な数値でない場合
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11.  インテル Agilex 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド・アーカイ
ブ

IP のバージョンは、インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョンと v19.1 ま
で一致します。インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョン 19.2 以降では、
IP コアには新しいバージョン管理スキームがあります。
IP コアバージョンがリストされていない場合は、前の IP コアバージョンのユーザーガイドが適用となります。

IP コアバージョン ユーザーガイド

20.1 Intel Agilex Variable Precision DSP Blocks User Guide

19.3 Intel Agilex Variable Precision DSP Blocks User Guide
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12. インテル Agilex 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイドの改訂履歴

ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2021.02.05 20.3 機能のトピックで、bfloat16 がの Brain Floating Point であることを明確にしました。

2020.09.28 20.3 • 動作モードごとにサポートされているレジスター・コンフィグレーションの表で、18 ×
19 シストリック・モードでサポートされているレジスターを更新しました。

• 固定小数点演算用のシストリック・レジスターのトピックで、固定小数点演算でシスト
リック・レジスターを使用する場合のガイドラインを更新しました。

2020.04.26 20.1 • LPM_MULT IP コアの Which multiplier implementation should be
used?パラメーター値を更新しました。

2020.04.13 20.1 • 動作モードごとにサポートされているレジスター・コンフィグレーションの表の脚注
(5) から、チェーンイン出力機能を削除しました。

2019.09.30 19.3 • 固定小数点演算用の入力レジスターおよび出力レジスターはパワーアップ後にリセッ
トされず、ユーザーは動作を開始する前に、手動でレジスターをクリアする必要がある
ことを明確にしました。

• 次の動作モードの等式を更新しました。
— 累積での FP32 乗算
— 累積での 2 つの FP16 乗算の合計

• 固定小数点演算の入力レジスター、パイプライン・レジスター、および出力レジスター
のコンフィグレーションのトピックの、動作モードごとにサポートされているレジスタ
ー・コンフィグレーションの表を更新しました。

• Native Fixed Point DSP Intel Agilex FPGA IP バージョン 19.1.1 についての情
報を追加しました。

• Native Floating Point DSP Intel Agilex FPGA IP バージョン 19.1.0 について
の情報を追加しました。

• ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP バージョン 19.1.0 についての情報を追加し
ました。

• LPM_DIVIDE Intel FPGA IP バージョン 19.1.1 についての情報を追加しました。
• LPM_MULT Intel FPGA IP バージョン 19.1.0 についての情報を追加しました。
• Multiply Adder Intel FPGA IP バージョン 19.1.0 についての情報を追加しまし

た。

2019.04.02 19.1 初版
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