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1. インテル Agilex エンベデッド・メモリーの概要

インテル Agilex のエンベデッド・メモリー・ブロックは、柔軟に利用することができます。また、さまざま
なサイズで適切な量のメモリーアレイをデザイン要件に合わせて提供します。

1.1. インテル Agilex エンベデッド・メモリーの機能

インテル Agilex デバイスには、Embedded SRAM (eSRAM) ブロック、M20K ブロック、メモリー・ロ
ジック・アレイ・ブロック (MLAB) の 3 つのタイプのメモリーブロックが含まれています。

• 18.432 メガビット (Mb) eSRAM ブロック

— 高帯域幅で非常に高いランダム・トランザクション・レート (RTR) のオンチップ・メモリー・ブ
ロックです。

— 各ブロックは 8 チャネルで構成されており、それぞれのチャネルには 32 のバンクがあります。

— 各バンクは、 1K の深さ、 64 ビットのデータ幅にコンフィグレーション可能です。

— チャネルごとの同時読み出しおよび書き込みアクセスが可能なシンプル・デュアルポート RAM
のみをサポートします。

• 20 キロビット (Kb) M20K ブロック

— 専用のメモリーリソースのブロックです。

— 大規模なメモリーアレイに最適で、多数の独立したポートを提供します。

• 640 ビット MLAB

— 拡張兼用ロジック・アレイ・ブロック (LAB) からコンフィグレーションされるメモリーブロック
です。

— 幅が広く深さが浅いメモリーアレイに最適です。

— デジタル信号処理 (DSP) アプリケーションのシフトレジスター、幅が広く深さが浅い FIFO
バッファー、およびフィルター遅延ラインの実装に最適化されています。

— それぞれの MLAB は、10 個の ALM (アダプティブ・ロジック・モジュール) で構成されます。

インテル Agilex デバイスでは、MLAB 内の各 ALM を 10 個の 32×2 ブロックとしてコンフィグレーシ
ョンすることができます。インテル Agilex デバイスは、MLAB ごとに 1 つの 32×20 のシンプル・デュア
ルポート SRAM ブロックを提供します。

インテル Agilex エンベデッド・メモリー・ブロックは、次の動作モードをサポートしています。

• シングルポート

• シンプル・デュアルポート

• 真のデュアルポート

• シンプル・クアッドポート

• ROM
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表 1. インテル Agilex エンベデッド・メモリーの機能
次の表は、インテル Agilex エンベデッド・メモリー・ブロックでサポートされる機能をまとめています。

機能 eSRAM M20K MLAB

最大動作周波数 750 MHz • 1Ghz (シンプル・デュアルポ
ート RAM モード)

• 600MHz (真のデュアルポー
トおよびシンプル・クアッドポ
ート RAM モード)

1 GHz

トータル RAM ビット数（パリティ・
ビットを含む）

18.432Mb 20,480 ビット 640 ビット

バイト・イネーブル 該当なし サポートされる サポートされる

アドレス・クロック・イネーブル
(アドレスストール)

該当なし サポートされる (シンプル・デュア
ルポート RAM モードでのみ)

サポートされる

シンプル・デュアル・ポートの異な
るデータ幅

該当なし サポートされる 該当なし

FIFO バッファーの混合データ幅 該当なし サポートされる 該当なし

メモリー初期化ファイル (.mif) 該当なし サポートされる サポートされる

デュアルクロック・モード 該当なし サポートされる (シンプル・デュア
ルポート RAM モードでのみ)

サポートされる

完全同期メモリー サポートされる サポートされる サポートされる

非同期メモリー 該当なし 該当なし フロースルーでの読み出しメモリ
ー動作にのみ

パワーアップ・ステート 該当なし 出力ポートはクリアされる • レジスターされている出力ポ
ートはクリアされる

• レジスターされない出力ポー
トではメモリーコンテンツの
読み出し

非同期または同期クリア 該当なし • 出力レジスターと出力ラッチ
• 読み出しアドレスレジスター

での非同期クリアがサポート
される (シンプル・デュアルポ
ート・モードとシンプル・クアッ
ドポート・モードでのみ)

出力レジスターと出力ラッチ

書き込みおよび読み出し動作のト
リガー

立ち上がりクロック・エッジ 立ち上がりクロック・エッジ 立ち上がりクロック・エッジ

同一ポートの Read-During-
Write

該当なし 出力ポートは New Data 、Old
Data 、または Don't Care に設
定される

出力ポートは Don't Care に設定
される

混合ポートの Read-During-
Write

書き込み転送機能
• ON = New Data
• OFF = Don't Care

• シンプル・デュアルポート
RAM: 出力ポートは Old
Data または Don't Care に
設定される

• 真のデュアルポート RAM: 出
力ポートは Don't Care に設
定される

• シンプル・クアッドポート: 出
力ポートは new_a_old_b に
設定される

出力ポートは New Data、Old
Data、または Don't Care に設定
される

continued...   
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機能 eSRAM M20K MLAB

誤り訂正コード (ECC) のサポー
ト

• ×64 幅のシンプル・デュアル
ポート・モードの内蔵サポート

• x32 幅のシンプル・デュアル
ポート・モードの内蔵サポート

• パリティ・ビット

該当なし

Force-to-Zero 該当なし サポートされる 該当なし

コヒーレント読み出しメモリー 該当なし サポートされる 該当なし

フリーズロジック 該当なし サポートされる 該当なし

真のデュアルポート (TDP) のデ
ュアルクロック・エミュレーター

該当なし サポートされる 該当なし
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2. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのアーキテクチャーと機能

インテル Agilex エンベデッド・メモリーの機能には、動作モード、クロックモード、およびコンフィグレー
ションが含まれます。

2.1. インテル Agilex エンベデッド・メモリー・ブロックにおけるバイト・イネーブル

インテル Agilex のエンベデッド・メモリー・ブロックは、バイト・イネーブルの制御をサポートします。

• バイト・イネーブルの制御では入力データをマスクするため、データの特定のバイトのみが書き込ま
れます。書き込まれないバイトでは、以前に書き込まれた値が保持されます。

• 書き込みイネーブル (wren) 信号は、バイト・イネーブル (byteena) 信号とともにエンベデッ
ド・メモリー・ブロック上の書き込み動作を制御します。デフォルトで、byteena 信号は High (有
効) になっており、wren 信号のみが書き込みを制御します。

• バイト・イネーブル・レジスターには clear ポートがありません。

• byteena 信号の LSB はデータバスの LSB に対応します。

• バイト・イネーブル信号はアクティブ High です。

2.1.1. バイト・イネーブルの制御

表 2. ×10 データ幅におけるバイト・イネーブルの制御 (MLAB)

バイト・イネーブル [1:0] 書き込まれるデータビット

11 (デフォルト) [9:5] [4:0]

10 [9:5] 該当なし

01 該当なし [4:0]

00 該当なし 該当なし

表 3. ×20 データ幅におけるバイト・イネーブルの制御 (M20K および MLAB)

バイト・イネーブル [1:0] 書き込まれるデータビット

11 (デフォルト) [19:10] [9:0]

10 [19:10] 該当なし

01 該当なし [9:0]

00 該当なし 該当なし
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表 4. ×40 データ幅におけるバイト・イネーブルの制御 (M20K)

バイト・イネーブル [3:0] 書き込まれるデータビット

1111 (デフォルト) [39:30] [29:20] [19:10] [9:0]

1110 [39:30] [29:20] [19:10] 該当なし

1101 [39:30] [29:20] 該当なし [9:0]

1100 [39:30] [29:20] 該当なし 該当なし

1011 [39:30] 該当なし [19:10] [9:0]

1010 [39:30] 該当なし [19:10] 該当なし

1001 [39:30] 該当なし 該当なし [9:0]

1000 [39:30] 該当なし 該当なし 該当なし

0111 該当なし [29:20] [19:10] [9:0]

0110 該当なし [29:20] [19:10] 該当なし

0101 該当なし [29:20] 該当なし [9:0]

0100 該当なし [29:20] 該当なし 該当なし

0011 該当なし 該当なし [19:10] [9:0]

0010 該当なし 該当なし [19:10] 該当なし

0001 該当なし 該当なし 該当なし [9:0]

0000 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

2.1.2. データバイト出力

M20K ブロックまたは MLAB では、書き込みサイクル時にバイト・イネーブル・ビットを 0 にデアサート
すると、対応するデータバイト出力がその位置の現在のデータとして表示されます。

2.1.3. バイト・イネーブルの動作

図 -1: バイト・イネーブル機能の波形
この図では、wren 信号と byteena 信号でエンベデッド・メモリー・ブロックの動作を制御する方法を示しています。

inclock

wren

address

data

byteena

contents at a0

contents at a1

contents at a2

contents at a3

contents at a4

current data: q (asynch)

an a0 a1 a2 a3 a4 a0

XXXXXXXX XXXXXXXXABCDEF12

ABCDEF12

XXXX XXXX1000 0100 0010 0001 1111

FFFFFFFF

FFFFFFFF

FFFFFFFF

FFFFFFFF

FFFFFFFF

FFFFFF12

FFFFFF12

FFFFEFFF

FFFFEFFF

FFCDFFFF

FFCDFFFF

ABFFFFFF

ABFFFFFFdoutn ABFFFFFFABCDEF12
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2.2. アドレス・クロック・イネーブルのサポート

インテル Agilex エンベデッド・メモリー・ブロックは、アドレス・クロック・イネーブルをサポートします。ア
ドレス・クロック・イネーブルを有効にすると (addressstall = 1)、以前のアドレス値が保持されま
す。

注意: 1. シンプル・デュアルポート・モードのみがこの機能をサポートします。

2. addressstall 信号は、最初のクロックサイクル中にアサートすることができません。出力が非
決定的な値になる可能性があります。

デュアルポート・モードでメモリーブロックのコンフィグレーションを行うと、各ポートには独自のアドレ
ス・クロック・イネーブルが与えられます。

図 -2: アドレス・クロック・イネーブル
次の図は、アドレス・クロック・イネーブルのブロック図を表しています。

address[0]

address[N]

addressstall

clock

1
0

address[0]
register

address[N]
register

address[N]

address[0]

1
0

図 -3: 読み出しサイクル時のアドレス・クロック・イネーブル
次の図は、読み出しサイクル時のアドレス・クロック・イネーブルの動作を表しています。

 inclock

rden

rdaddress

q (synch)

a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

q (asynch)

an a0 a4 a5latched address
(inside memory)

dout0 dout1 dout4

dout4 dout5

addressstall

a1

doutn-1 doutn

doutn dout0 dout1
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図 -4: 書き込みサイクル時のアドレス・クロック・イネーブル
次の図は、書き込みサイクル時のアドレス・クロック・イネーブルの動作を表しています。
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2.3. 非同期クリアと同期クリア

インテル Agilex の M20K および MLAB エンベデッド・メモリー・ブロックは、出力ラッチと出力レジス
ターで非同期クリアおよび同期クリアをサポートします。

注意: M20K ブロックは、読み出しアドレスレジスターでの非同期クリアをサポートしますが、シンプル・デュア
ルポート・モードとシンプル・クアッドポート・モードにのみ制限されます。読み出しアドレスレジスターが
クリアされている場合、M20K ではアドレス 0 のメモリーコンテンツを読み出します。

非同期クリア (aclr) 信号の場合、aclr 信号がアサートされると、RAM の出力はすぐにクリアされま
す。出力は、aclr 信号がデアサートされた後の次の読み出しサイクルまでクリアされたままになりま
す。

同期クリア (sclr) 信号の場合、sclr 信号がアサートされると、RAM の出力は出力クロックの次の
立ち上がりエッジでクリアされます。出力は、 sclr 信号がデアサートされた後の次の読み出しサイクル
までクリアされたままになります。

注意: aclr 信号と sclr 信号はいずれも、それぞれの RAM のコンフィグレーションに対して個別に使用す
る必要があります。
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図 -5: レジスターモードでの非同期クリアと同期クリアの動作
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図 -6: レジスターされないモードでの非同期クリアと同期クリアの動作
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図 -7: 読み出しアドレスレジスターで非同期クリアが使用されている場合の動作 (レジスターモードとレジス
ターされないモード)
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2.4. メモリーブロックの誤り訂正コード (ECC) のサポート

ECC は、メモリーの出力でデータエラーの検出と訂正を行います。

M20K ブロックと eSRAM ブロックでのみ ECC の機能をサポートしています。

ECC の機能を使用する場合は、次の機能を使用することができません。

• バイト・イネーブル

• コヒーレント読み出し

• 混合データ幅

M20K ブロック

M20K ブロックの場合、ECC は、シングルエラーの訂正 、ダブル隣接エラーの訂正、トリプル隣接エラ
ーの訂正を 32 ビット・ワードで実行します。ただし、ECC では、隣接しない 2 ビット以上のエラーの検出
または訂正を保証することができません。

M20K ブロックには、×32 幅のシンプル・デュアルポート・モードの場合の ECC に対するサポートが組
み込まれています。

• ECC の機能を使用すると、M20K は、ECC を使用しないシンプル・デュアルポート・モードに比べて
動作が遅くなります。ただし、出力デコーダーの前にオプションの ECC パイプライン・レジスターを
有効にすることで、1 サイクルのレイテンシーが追加される代わりに、パイプラインを使用しない
ECC モードと比べて、より高い性能を実現することができます。

• e 信号 (エラー) と ue 信号 (訂正不可能なエラー) の 2 つの ECC ステータスフラグ信号は、
M20K の ECC のステータスを示します。ステータスフラグは、メモリーブロックからの通常の出力
の一部です。
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eSRAM ブロック

eSRAM ブロックの場合、ECC は、シングルエラーの訂正とダブルエラーの検出を 64 ビット・ワードで
実行します。

eSRAM ブロックには、×64 幅のシンプル・デュアルポート・モードの場合の ECC に対するサポートが
組み込まれています。

• p{0..3}_eccflags[1]信号 (エラー訂正済み) と p{0..3}_eccflags[0]信号 (エラ
ー検出あり) の 2 つの ECC ステータスフラグ信号は、eSRAM の ECC のステータスを示します。

2.4.1. パリティービット

次に、M20K ブロックのパリティービットのサポートについて説明します。

• 32 ビットの入力データ幅に基づき、8 パリティービットが ECC エンコーダーを介して生成されま
す。データ幅は、合計で最大 40 ビットになります。

• パリティービットの挿入と反転は、ECC のパリティーフリップ機能を使用して行うことができます。

2.4.2. ECC のパリティーフリップ

ECC のパリティーフリップ機能により、M20K ブロックのエンコーダーで生成されたパリティー値を動
的に反転し、ECC の動作をシミュレーションで観察します。

ECC Encoder Bypass (eccencbypass) ポートが High の場合、組み込み ECC エンコーダーの
値は、パリティーポートを介して 8 パリティービットで XOR 演算され、新しいエンコーダー値のセットが
生成されます。ECC Encoder Bypass ポートが Low の場合、エンコーダーによるパリティービットの
生成は、書き込みプロセス時のデータ入力に基づき行われます。

次の表は、パリティーポートに 8 ビットのデータ幅を構築する例を示しています。

表 5. 8 ビットのパリティーポートの設定例

パリティービットのシーケンス ECC 機能 ECC デコーダーによるデータビッ
トの認識および訂正の可否

00000001 シングルエラー訂正 可能

00000011 ダブル隣接エラー訂正 可能

00000111 トリプル隣接エラー訂正 可能

00000101 トリプル隣接エラー訂正 可能

00010011 非隣接のダブル/トリプル訂正/検出 保証なし

2.4.3. ECC Read-During-Write の動作

M20K ブロックの場合は、Old Data または Don't Care の出力モードのいずれかを選択することがで
きます。デフォルトで、混合ポートの Read-During-Write モードは Don't Care に設定されています。
混合ポートの Read-During-Write が Don't Care に設定されている場合、RAM のデータ出力と
eccstatus はどちらも「X」になります。ただし、混合ポートの Read-During-Write モードが Old
Data に設定されている場合、RAM のデータ出力は古いデータになり、ECC ステータスは決定的な値に
なります。
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2.4.4. 誤り訂正コードの真理値

表 6. M20K の ECC ステータスフラグの真理値

Eccstatus[1]e Eccstatus[0]ue ステータス

0 0 エラーはありません。

0 1 不正/無効です。

1 0 訂正可能なエラーが発生し、出力でエラーが訂
正されています。ただし、メモリーアレイは更新
されていません。

1 1 訂正不可能なエラーが発生し、訂正不可能な
データが出力で表示されます。

図 -8: M20K メモリーの ECC ブロック図
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表 7. eSRAM の ECC ステータスフラグの真理値

p{0..3}_eccflags[0] p{0..3}_eccflags[1] ステータス

0 0 エラーはありません。

0 1 不正です。

1 0 エラーが検出されましたが、訂正不可能です。
訂正不可能なデータが出力で表示されます。

1 1 エラーが検出されており、訂正可能です。エラ
ーは出力で訂正されています。訂正されたデー
タが出力で表示されますが、メモリーアレイは
更新されません。

2.5. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのクロックモード

インテル Agilex エンベデッド・メモリーのそれぞれの動作モードには、サポートされるクロックモードが
あります。
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表 8. 各メモリーモードでサポートされるメモリーブロックのクロックモード

クロックモード メモリーモード

シングルポート シンプル・
デュアルポート

真の
デュアルポート

シンプル・
クアッドポート

シングルポート
ROM

デュアルポート
ROM

シングル・クロッ
ク・モード

あり あり あり あり あり あり

読み出し/書き込
みクロックモード

該当なし あり 該当なし(1) 該当なし 該当なし 該当なし

入力/出力クロッ
クモード

あり あり あり 該当なし(2) あり あり

注意: クロックイネーブル信号は、MLAB ブロックの書き込みアドレス、バイト・イネーブル、およびデータ入力
のレジスターでサポートされています。

2.5.1. シングル・クロック・モード

シングル・クロック・モードでは、単一のクロックとともにクロックイネーブルを使用することで、エンベデ
ッド・メモリー・ブロックのすべてのレジスターを制御します。

2.5.2. 読み出し/書き込みクロックモード

読み出し/書き込みクロックモードでは、次の内容が当てはまります。

• 読み出しクロックでは、データ出力、読み出しアドレス、および読み出しイネーブルのレジスターを
制御します。

• 書き込みクロックでは、データ入力、書き込みアドレス、書き込みイネーブル、およびバイト・イネー
ブルのレジスターを制御します。

2.5.3. 入力/出力クロックモード

入力/出力クロックモードでは、次の内容が当てはまります。

• 入力クロックでは、エンベデッド・メモリー・ブロックへのデータ入力に関係するすべてのレジスター
を制御します。これには、データ、アドレス、バイト・イネーブル、読み出しイネーブル、および書き込
みイネーブルが含まれます。

• 出力クロックではデータ出力レジスターを制御します。

2.5.4. クロックモードにおける非同期/同期クリア

すべてのクロックモードにおいて、非同期クリアおよび同期クリアは、出力ラッチと出力レジスターでの
み利用することができます。

すべてのクロックモードにおいて、非同期クリアは、シンプル・デュアルポート・モードとシンプル・クアッ
ドポート・モードの読み出しアドレスレジスターで利用することができます。

(1) 読み出し/書き込みのクロックモードは、エミュレーションされた真のデュアルポートを介して実行されます。エミ
ュレーションされた真のデュアルポートの詳細に関しては、真のデュアルポートのデュアルクロック・エミュレータ
ーのセクションを参照してください。

(2) 入力モードと出力モードの両方で同じクロックを共有します。
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2.5.5. 同時読み出し/書き込みにおける出力読み出しデータ

読み出し/書き込みクロックモードを使用して同じアドレス位置への同時読み出し/書き込みを実行する
場合、出力読み出しデータは未知の値になります。出力読み出しデータを既知の値にする必要がある場
合は、シングルクロック・モードまたは入力/出力クロックモードを使用し、適切な Read-During-Write
動作を選択します。

2.5.6. クロックモードにおける独立したクロックイネーブル

独立しているクロックイネーブルは、次のクロックモードでサポートされています。

• 読み出し/書き込みクロックモード — 読み出しクロックおよび書き込みクロックの両方でサポート
されています。

• 入力/出力クロックモード — 両方のポートのレジスターでサポートされています。

消費電力の低減に向け、クロックイネーブルを使用して特定のレジスターのシャットダウンを制御するこ
とができます。

2.6. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのコンフィグレーション

表 9. サポートされるエンベデット・メモリー・ブロックのコンフィグレーション
次の表は、インテル Agilex のエンベデッド・メモリー・ブロックでサポートされる最大のコンフィグレーションを一覧にしています。

エンベデッド・メモリー・ブロック 深さ (ビット) プログラム可能な幅

MLAB 32 ×16、×18、×20

M20K 512 ×32 または×40

注意: シンプル・デュアルポートの場合のみ

1024 ×20

注意: シンプル・デュアルポートおよび真のデ
ュアルポートの場合

2048 ×10

注
意: 

シンプル・デュアルポート、真のデュア
ルポート、およびシンプル・クアッドポ
ートの場合

eSRAM 1024 (3) x64 (3)

2.6.1. 混合幅のポート・コンフィグレーション

混合幅のポート・コンフィグレーションは、シンプル・デュアルポート RAM のメモリー動作モードでのみ
サポートされています。

注意: M20K のみが、混合幅のポート・コンフィグレーションをサポートしています。

(3) eSRAM チャネルの深さと幅をプログラムで縮小することで、消費電力の削減を実現することができます。詳細に
関しては、eSRAM Intel Agilex FPGA IP のセクションを参照してください。
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表 10. インテル Agilex でサポートされる混合幅の比率

動作モード 混合幅の比率

バイト・イネーブルなし バイト・イネーブルあり

シンプル・デュアルポート 1、2、4、8、16、32

注
意: 

8、16、32 はエミュレーションさ
れます。エミュレーションされる
比率には、幅の広いポート
の.mif 寸法を使用します。

1、2、4

真のデュアルポート 該当なし 該当なし

シンプル・クアッドポート 該当なし 該当なし

2.7. Force-to-Zero

Force-to-Zero の機能は、選択されている RAM のメモリーブロックが単一のメモリーブロックよりも
大きい場合のタイミング改善に役立ちます。この機能は、M20K のブロックにのみ適用されます。

例えば、選択している RAM のメモリーブロックに 4096 のメモリー深度がある場合、サポートする最大
メモリー深度が 2048 のみの M20K ブロックでは、2 つの RAM を多重化する必要があります。この機
能を使用すると、アドレス幅の統合を行う際に、M20K ブロックの出力で OR ゲートを多重化回路に置
き換えることができます。アドレスの MSB が Force-to-Zero モードの読み出しイネーブル信号を制御
するため、読み出しイネーブル信号がデアサートされると、他のメモリーブロックの出力は 0 に強制され
ます。これにより、データの出力は、選択されているメモリーブロックの出力からのみ読み出されます。

Enable Force-to-Zero feature をオンにするオプションは、RAM/ROM IP のパラメーター・エデ
ィターにあります。

注意: Enable Force-to-Zero feature をオンにすると、信号をデアサートした際に、読み出しイネーブル
信号は以前の値を維持しません。

2.8. コヒーレント読み出しメモリー

コヒーレント読み出しメモリーの機能を使用すると、単一のクロックサイクルで、同じメモリーコンテン
ツに書き込まれる出力データを読み出すことができます。つまり、Read-During-Write 操作時に新しい
データ (フロースルー) の動作が発生します。この機能は、M20K のブロックにのみ適用され、シングル
クロックのコンフィグレーションでのみサポートされます。

コヒーレント読み出しメモリーの機能がレジスターされる出力とともに有効になっており、Force-to-
Zero の機能が無効になった状態で M20K ブロックがコンフィグレーションされている場合、出力レジ
スターのデータは、読み出しイネーブル (rden) 信号が Low の際に、コヒーレント読み出し回路を介し
て保持されます。詳細は、図 9 (18 ページ) および図 10 (19 ページ) を参照してください。この回路
は、M20K ブロックのラッチからデータをフェッチするのではなく、ループのように動作します。非同期ク
リア (aclr) もしくは同期クリア (sclr) がアサートされて M20K ブロックの出力レジスターがクリ
アされると、rden 信号が再度アサートされた後の次のクロックサイクルまで、出力は 0 で保持されま
す。
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図 -9: インテル Agilex のブロックにおけるコヒーレント読み出しメモリーの動作
次の図は、レジスターされる出力とともにコヒーレント読み出しメモリーの機能が有効になっており、Force-To-Zero の機能が無効に
なっている場合のコヒーレント読み出しメモリーの動作例を表しています。クリア信号が High にアサートされている際に、M20K ブ
ロックは読み出しを行いません。
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wren
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clk

data

2210C 00003 00000 712BB FB9AAq

clk_enable

aclr

0000 0001 0002 0009 000A 0005 0006 0007 0008

2210C CCB48 8E088 3FODD F57D5 E697E 712BB FB9AA D86F9
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CCB48 8E088

コヒーレント読み出し
回路によって保持されて
いる読み出しデータ

aclrによって出力が
クリアされる

アドレス3からの
読み出しデータ
(データ3に初期化される)

コヒーレント読み出しメモリーの機能を使用する場合は、次のコンフィグレーションを使用することがで
きません。

• シンプル・デュアルポート以外の動作モード

• ポート幅が異なるシンプル・デュアルポート

• バイト・イネーブル

• ECC

• 幅の広いシンプル・デュアルポート

• デュアルクロックのコンフィグレーション
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図 -10: コヒーレント読み出しメモリー回路の簡略ブロック図

writeData

wraddress

wren

rdaddress

rdren

Notes:
1. N = (rden_reg && wren && (rdaddress_reg == wraddress)) ? 1 : 0.
2. C = (rden_reg && wren_reg && (rdaddress_reg == wraddress_reg)) ? 1 : 0.
3. FWD2 = (forwarding_stage2) ? 1 : 0.

Memory

FWD2

OutReg
C || N

C && FWD2
M20K Block
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wren_reg

rdaddress_reg

rden_reg

C! = N

1
0

1
0

1
0

1

0

Q output

1

0

ClearH

4. H = (!rden_reg && enable_force_to_zero == “FALSE”) ? 1: 0.

図 -11: 出力がレジスターされない場合のコヒーレント読み出しメモリーの動作
次の図は、出力がレジスターされない場合のコヒーレント読み出しメモリーの波形を示しています。

rdaddress

wraddress

rden

wren

0000 0001 0002 0003 0001 0005 0008 0009

clk

data

00000 F287D 22D76 75EA6 22D76 00000 1EDE0 1A4B4q

clk_enable

aclr

0000 0001 0002 0009 000A 0005 0006 0007 0008 0009

2. rdenはLowです。qは転送された値を保持します。
3. レジスターされない状態でのクリア (aclr) 後は、qの回復に1クロックサイクルが必要です。

(2)

(1)

F287D 22D76 75EA6 B3D1B 7A81B 1EDE0 F6EDE 16AD6 1A4B4 4AAD4
(3)

注意:
1. データ (data) は同じクロックサイクルで出力データ (q) に転送されます。
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図 -12: 出力がレジスターされる場合のコヒーレント読み出しメモリーの動作
次の図は、出力がレジスターされる場合のコヒーレント読み出しメモリーの波形を示しています。
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注意:
1. データ (data) は次のクロックサイクルで出力データ (q) に転送されます。

3. クリア (aclr) がアサートされると、M20Kブロックではqがクリアされます。
4. この間隔で、qがM20Kブロックからラッチされます。
　これは、Read During Write動作のためにドントケアの値です。

(3)

(2)(1)

(4)

2. 現在のwraddressと同じクロックサイクルでqに転送されるdataは、前のrdaddressと同じです。

2.8.1. 転送ロジック

パイプラインでは、転送ロジックを使用してデータの転送を実行し、命令サイクルを縮小することができ
ます。

コヒーレント読み出しの機能と転送ロジックを使用すると、コヒーレントなデータの読み出し、データの
コンテンツでの演算 (算術演算または論理演算、あるいはその両方)、および同じメモリー位置へのデー
タの書き戻しを、単一のクロックサイクル内で行うことができます。
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図 -13: コヒーレント読み出しメモリー回路 (簡略版) と転送ロジックの例
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Notes:
1. N = (rden_reg && wren && (rdaddress_reg == wraddress)) ? 1 : 0.
2. C = (rden_reg && wren_reg && (rdaddress_reg == wraddress_reg)) ? 1 : 0.
3. FWD2 = (forwarding_stage2) ? 1 : 0.
4. H = (!rden_reg && enable_force_to_zero == “FALSE”) ? 1 : 0.
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5. External user logic added to achieve data forwarding.

図 -14: M20K ブロックの出力がレジスターされない場合のパイプラインの波形
次の図は、読み出しイネーブル (rden) 信号が High の状態のパイプラインの波形を表しています。
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書き込み動作は
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注意: この図に示されている+記号は、このデータで実行される算術演算例です。

変化なし
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図 -15: M20K ブロックの出力がレジスターされる場合のパイプラインの波形
次の図は、書き込みイネーブル (wren) 信号が High の状態のパイプラインの波形を表しています。
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注意: この図に示されている+記号は、このデータで実行される算術演算例です。

ドントケアです。
読み出し動作は
ありません。

変化なし 変化なし

コヒーレント読み出しの機能を有効にして転送ロジックを実装すると、M20K ブロックの出力は、レジス
ターされる/されないのいずれかにすることができます。コヒーレンシー回路のレイテンシーを M20K ブ
ロックのハードウェア境界内で一致させるには、場合によっては、パイプライン・レジスターを wren パス
と wraddress パスに手動で追加する必要があります。これについては、次の表で説明します。

表 11. パイプライン・レジスターの要件

出力レジスター wrenおよび wraddressの追加パイプライン・レジスター

レジスターされない 0

レジスターされる 1

2.9. フリーズロジック

フリーズロジックの機能は、パーシャル・リコンフィグレーション領域での使用に向けてクロックイネーブ
ル回路を実装するかを指定します。

この機能は、次の RAM モードにのみ適用されます。

• シングルポート RAM

• デュアルポート RAM

• クアッドポート RAM

RAM の IP のパラメーター・エディターで Implement clock-enable circuitry for use in a
partial reconfiguration のオプションをオンにし、フリーズロジックの機能を有効にします。

2.10. 真のデュアルポートのデュアルクロック・エミュレーター

真のデュアルポート (TDP) のデュアルクロック・エミュレーターの機能は、TDP のデュアルクロック・モ
ードをエミュレーションします。この機能は、TDP のデュアルクロック・モードをサポートするインテル
Arria® 10 デバイスとの後方互換性を提供します。

この機能は、次の条件でのみサポートされます。
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• 2 つの読み出し/書き込みポートの動作モード

• A ポートと B ポートのクロックモードのクロックをカスタマイズする場合

注意: TDP のデュアルクロック・エミュレーター機能を有効にする場合は、デュアルポート RAM IP コアのパ
ラメーター・エディターで Emulate TDP dual clock mode をオンにする必要があります。この機
能を有効にする方法の詳細は、表 24 (43 ページ) を参照してください。

TDP のデュアルクロック・エミュレーターは、2 つの DCFIFO と 1 つの RAM ブロックで構成されていま
す。DCFIFO は、制御信号のクロック・ドメイン・クロッシング (CDC) の問題に対処します。また、RAM
ブロックで処理される前後のデータストレージ用の一時バッファーになります。

異なるクロック周波数によって非決定的なレイテンシーが発生するため、valid 信号を導入し、出力デ
ータが有効であるかを識別します。valid 信号がアサートされている場合は、正しい出力データに従う
必要があることを示しています。valid 信号がデアサートされている場合は、出力データを破棄します。

ポート A へのクロック接続は低速クロック (クロック A) にする必要があり、ポート B へのクロック接続
は高速クロック (クロック B) にする必要があります。クロック B をクロック A で割ったクロック周波数
比は、7 以上になる必要があります。

TDP のデュアルクロック・エミュレーターの機能を使用すると、ポート A とポート B では異なるレイテン
シーが発生します。ポート A のレイテンシーは、2 つのクロック周波数の差が大きくなるにつれて低下し
ます。最小レイテンシーは 5 クロックサイクルです。ポート B のレイテンシーは 2 クロックサイクルに固
定されています。このコンフィグレーションで出力レジスターは常に有効になっています。

次の図は、TDP のデュアルクロック・エミュレーターの機能のタイミングを表しています。

図 -16: ポート A の出力条件
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注意:
1. 読み出しイネーブル (rden_a) 信号がポートAでアサートされます。
2. 最小レイテンシーは5クロック (clock_a) サイクルです。
3. Valid信号のアサートは、正しい出力データに従う必要があることを示しています。
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図 -17: ポート B の出力条件
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図 -18: ポート A の Read-During-Write 条件
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1. 書き込みイネーブル (wren_a) 信号がポートAでアサートされます。 
2. ポートAの読み出しイネーブル (rden_a) 信号はすでにHighの状態です。
3. レイテンシーは5クロックサイクル (clock_a) です。 
4. ポートAで同じポートのRDWが発生し、5クロック (clock_a) サイクル後にフロースルー値がデータ出力 (q_a) としてポートAで表示されます。
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注意:

図 -19: ポート B の Read-During-Write 条件
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02 ae 1d6b d5 cf7e 7f

417f 42 43 44 45 46 47 48

1. レイテンシーは2クロック (clock_b) サイクルです。
2. ポートBで同じポートのRDWが発生し、2クロック (clock_b) サイクル後にフロースルー値がデータ出力 (q_b) として
　ポートBで表示されます。

注意:
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2.11. 読み出しアドレスレジスターと書き込みアドレスレジスターの初期値

インテル Agilex デバイスの場合、M20K ブロックには、ユーザーモードに入った後にアドレスレジスタ
ーをクリアするフリーズレジスター (frzreg) がハードウェアにありません。これにより、有効なアドレ
スを送信する前にハードウェアでアドレス値が非決定的になります。そのため、シミュレーション・モデル
では、アドレスレジスターが「X」に初期化されます。

次の図の波形は、シンプル・デュアルポート RAM でレジスターされる出力を使用している場合の、「X」に
初期化されるアドレスレジスター値の動作を表しています。

図 -20: シンプル・デュアルポート RAM でレジスターされる出力を使用する場合のタイミング図

clock
data fe 8d ad 56 98 fb 8f 50b3 6f de b3 fb 5f 00 89 3b a5 0b00 71 a0 90ac23 4a fd fb 5f c9 4c f0 6c a461 f9 30 22 1a 21 b7 f3 bca3 847a 69 2e 87a930 fa bb

enable

rd_addressstall
wr_addressstall

10 11 12 13 14 15 160 17 18 19 20 21 22 2423 26 27 2825 29 40 41 42 4443 45 46 49 1047 48 20rdaddress
0 1 2 3 4 5 6 87 9 0 20 21 22 2423 26 27 2825 29 40 41 42 4443 45 46 49 1047 48 20wraddress

rden
wren

aclr

eccstatus

q X 0 X

注意:

1. ストールされている読み出しアドレス値が非決定的であるため、出力データのqとeccstatusはdont_careです。
　出力レジスターが非同期的にクリアされた後も、dont_careで維持されます。
2. ここでは読み出しアドレスが決定的な値であるため、出力データのqとeccstatusは決定的な値になります。
　出力がレジスターされないデザインでは、この動作が1クロックサイクル早く発生します。

(1) (1) (1) (1) (1)(1)

dbf5

43

43

(2)

X 0X 0X 00X0

X0 X 0 XX 0X 0X 00 0

0 1 2 3

2.12. M20K ブロックのタイミングまたは消費電力最適化の機能

インテル Agilex デバイスにおける M20K ブロックのタイミングまたは消費電力最適化の機能では、高
速 (HS) モードまたは低電力 (LP) モードを選択することができます。

• 高速 (HS) モード - M20K ブロックの最高のパフォーマンスを提供します。

• 低電力 (LP) モード - M20K ブロックで高いパフォーマンスを必要としない場合に、静的消費電力
を削減します。

注意: タイミングまたは消費電力最適化の機能は、RAM または ROM の IP コアのパラメーター・エディターで
選択することができます。このオプションは、インテル® Agilex™デバイスで M20K のメモリータイプを
選択した場合にのみ適用されます。
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2.13. インテル Agilex でサポートされるエンベデッド・メモリー IP

表 12. インテル Agilex のメモリー IP
次の表は、インテル Agilex のエンベデッド・メモリー・ブロックでサポートされる IP をリスト化し、説明しています。

IP
サポートされるメ
モリーモード M20K のサポート MLAB のサポート

eSRAM のサポー
ト 説明

RAM: 1-PORT
Intel FPGA IP

シングルポート
RAM

あり あり なし 一度に実行できる読み出しまたは書き
込み動作は 1 つだけです。
読み出しイネーブルポートを使用して、
書き込み動作時の RAM 出力ポートの
動作を制御します。
• 直近のアクティブな読み出しイネー

ブルの際に保持されていた以前の
値を維持するには、読み出しイネー
ブルポートを作成し、その読み出し
イネーブルポートがデアサートされ
ている状態で書き込み動作を行い
ます。

• 書き込まれている新しいデータ、そ
のアドレスの古いデータ、または
Don't Care の値を、Read-
During-Write が同じアドレス位置
で発生している際に表示する場合
は、読み出しイネーブル信号の作
成、もしくは書き込み動作中の読み
出しイネーブルのアクティブ化を行
わないでください。

RAM: 2-PORT
Intel FPGA IP

シンプル・デュア
ルポート RAM

あり あり なし 異なる位置への 1 つの読み出し動作と
1 つの書き込み動作を同時に実行する
ことができます。すなわち、書き込み動
作がポート A で発生し、読み出し動作
がポート B で発生している状態です。

RAM: 2-PORT
Intel FPGA IP

真のデュアルポー
ト RAM

あり なし なし ポートの 2 つの動作を任意の組み合わ
せで行うことができます (シングルクロ
ック・モードで 2 つの読み出し、2 つの書
き込み、または 1 つの読み出しと 1 つ
の書き込み)。

RAM: 4-PORT
Intel FPGA IP

シンプル・クアッド
ポート RAM

あり なし なし 異なる位置への 2 つの読み出し動作と
2 つの書き込み動作を同時に行うこと
ができます。この場合、書き込みアドレ
スは address_a および
address_b 信号/ポートで指定され、
読み出しアドレスは address2_a お
よび address2_b 信号/ポートで指
定されます。

ROM: 1-PORT
Intel FPGA IP

シングルポート
ROM

あり あり なし 1 つのアドレスポートのみを読み出し動
作で利用可能です。
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IP
サポートされるメ
モリーモード M20K のサポート MLAB のサポート

eSRAM のサポー
ト 説明

メモリーブロックを ROM として使用す
ることができます。
• メモリーブロックの ROM のコンテ

ンツは、.mif または.hex を使用し
て初期化します。

• ROM のアドレスラインは、M20K
ブロックではレジスターされます。
MLAB ではレジスターされない場
合もあります。

• 出力は、レジスターする/しないを選
択することができます。

• 出力レジスターは、非同期で、もしく
は同期させてクリアすることができ
ます。

• ROM の読み出し動作は、シングル
ポート RAM のコンフィグレーショ
ンにおける読み出し動作と同一で
す。

ROM: 2 PORT
Intel FPGA IP

デュアルポート
ROM

あり なし なし デュアルポート ROM には、シングルポ
ート ROM とほぼ同じ機能のポートが
あります。違いは、デュアルポート ROM
には読み出し動作にアドレスポートが
追加されることです。
メモリーブロックは、ROM として使用す
ることができます。
• メモリーブロックの ROM のコンテ

ンツは、.mif または.hex を使用し
て初期化します。

• M20K ブロックでは、ROM のアド
レスラインはレジスターされます。

• 出力は、レジスターする/しないを選
択することができます。

• 出力レジスターは、非同期で、もしく
は同期させてクリアすることができ
ます。

• ROM の読み出し動作は、真のデュ
アルポート RAM のコンフィグレー
ションにおける読み出し動作と同一
です。

Shift Register
(RAM-based)
Intel FPGA IP

— あり あり なし メモリーブロックをシフト・レジスター・
ブロックとして使用し、ロジックセルと
配線リソースの使用を抑えます。
このモードは、ローカル・データ・ストレ
ージを必要とする DSP のアプリケーシ
ョンで有効です。これには、有限インパ
ルス応答 (FIR) フィルター、擬似乱数
発生器、マルチチャネル・フィルタリン
グ、自己相関関数および相互相関関数
などがあります。従来、ローカル・データ・
ストレージは標準的なフリップフロップ
で実装されますが、大きなシフトレジス
ターでは多数のロジックセルが消費さ
れます。
入力データ幅 (w)、タップ長 (m)、およ
びタップ数 (n) でシフトレジスターの
サイズ (w × m × n) が決定します。メ
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IP
サポートされるメ
モリーモード M20K のサポート MLAB のサポート

eSRAM のサポー
ト 説明

モリーブロックをカスケード接続するこ
とで、より大きなシフトレジスターを実
装することができます。

FIFO Intel
FPGA IP

— あり あり なし メモリーブロックは、FIFO バッファーと
して使用することができます。SCFIFO
および DCFIFO の機能を使用し、シン
グルクロックまたはデュアルクロックの
非同期 FIFO バッファーをデザインに
実装します。
サイズが小さく深さが浅い FIFO バッフ
ァーを多数備えるデザインの場合、
FIFO モードには MLAB が最適です。た
だし、MLAB は混合幅の FIFO モードを
サポートしません。

eSRAM Intel
FPGA IP

— なし なし あり eSRAM メモリー (大容量メモリー) を
使用し、単一の読み出しおよび書き込み
手法を実行します。eSRAM メモリーに
は 4 つのポートがあります。各 ポート
には専用の書き込みアドレスと読み出
しアドレスがあり、書き込みイネーブル
と読み出しイネーブルの制御信号で読
み出しおよび書き込み動作を動的に制
御します。

注意: メモリーコンテンツの破損を回避するため、読み出しまたは書き込み動作時にエンベデッド・メモリー・
ブロックの入力レジスターでセットアップ時間またはホールド時間に違反しないでください。この制限
は、シングルポート RAM、シンプル・デュアルポート RAM、真のデュアルポート RAM、シンプル・クアッ
ドポート RAM、または ROM モードでメモリーブロックを使用する場合に適用されます。

関連情報
• RAM-Based Shift Register (ALTSHIFT_TAPS) IP Core User Guide

• インテル Agilex エンベデッド・メモリーの IP のリファレンス (39 ページ)
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3. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのデザインに関する考慮事項

問題のないインテル Agilex のデザインを作成するには、いくつかの内容を考慮する必要があります。

注意: 特に明記されていない限り、これらの考慮事項は、インテル Agilex デバイスファミリーのすべてのバリ
アントに適用されます。

3.1. 選択するメモリーブロックの検討

インテル Quartus® Prime 開発ソフトウェアは、デザインのスピードとサイズの制約に基づき、ユーザ
ーが定義するメモリーをエンベデッド・メモリー・ブロックに自動的に分割します。例えば、インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、メモリーを利用可能な複数のメモリーブロックに分散すること
で、デザインのパフォーマンスを向上させることが可能です。

MLAB の場合は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用し、エミュレーションを介してシン
グルポート SRAM を実装することができます。エミュレーションにより、ロジックリソースの追加使用が
最小限に抑えられます。

MLAB の兼用アーキテクチャーのため、ブロックは、データ入力レジスター、出力レジスター、および書き
込みアドレスレジスターのみを備えます。MLAB は、ALM から読み出しアドレスレジスターを取得しま
す。

注意: インテル Agilex デバイスの場合、許可されている割り当て位置は、
M20K_X<number>_Y<number>_N<number> ですが、Resource Property Editor とタイミ
ング・アナライザーは、M20K ブロックの位置を EC_X<number>_Y<number>_N<number> と
して報告します。エンベデッド・セル (EC) は、M20K ブロックのサブロケーションです。

3.2. 同時読み出し動作の検討

インテル Agilex エンベデッド・メモリー・ブロックは、破損しているハードウェア動作と破損していない
ハードウェア動作の両方を、同じアドレスでの二重同時書き込み動作を使用して提供します。この機能
は、真のデュアルポート・モードとシングル・クアッドポート・モードでメモリーブロックを使用する場合に
適用されます。

デフォルトで、メモリーブロックは、同じアドレスでの二重同時書き込み時に破損します。メモリーブロッ
ク内の破損していないハードウェア動作を表示するには、ユーザー定義オプションの
「ENA_NON_CORRUPT=1」をシミュレーターのセットアップ・スクリプトに含めます。

二重同時書き込みが発生すると、物理エミュレーションでは、時分割りの多重方式を使用して、ポート A
とポート B を同じデータ幅で多重化します。このシーケンスでは、ポート B の値が最初に書き込まれ、そ
の後、同じアドレスでポート A の値が書き込まれます。その結果、ポート A の値がメモリーに書き込まれ
ます。
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3.3. Read-During-Write 動作のカスタマイズ

メモリーブロックの Read-During-Write 動作をデザインの要件に合わせてカスタマイズします。

図 -21: Read-During-Write におけるデータフロー
次の図は、利用可能な 2 つのタイプの Read-During-Write 動作 (同一ポートと混合ポート) の違いを表しています。

Port A
data in

Port B
data in

Port A
data out

Port B
data out

混合ポート 
データフロー
同一ポート
データフロー

FPGA Device

シンプル・クアッドポート RAM で同一ポートまたは混合ポートの Read-During-Write モードをバイ
ト・イネーブル順列とともにコンフィグレーションする場合は、enable_vcs_sqp_be_rdw = 1 定
義フラグを VCS シミュレーターで追加します。

3.3.1. 同一ポートの Read-During-Write モード

同一ポートの Read-During-Write モードは、シングルポート RAM、シンプル・クアッドポート RAM、
または真のデュアルポート RAM の同一ポートに適用されます。

表 13. 同一ポートの Read-During-Write モードにおけるエンベデッド・メモリー・ブロックの出力モード
次の表は、同一ポートの Read-During-Write モードでエンベデッド・メモリー・ブロックを選択している場合に利用可能な出力モー
ドの一覧です。

出力モード メモリータイプ 説明

New Data M20K 新しいデータが書き込まれるクロックサイクルと同じクロックサイクル
の立ち上がりエッジで新しいデータが利用可能です。

Old Data M20K この出力モードは、シングルポート RAM にのみ適用されます。

Don't Care M20K、MLAB RAM は、Read-During-Write 動作に Don't Care の値を生成しま
す。
注意: QUAD_PORT の動作モードの場合は、Don't Care モードが

同一ポートの Read-During-Write 動作における唯一の出力
モードです。
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図 -22: 同一ポートの Read-During-Write：New Data モード
次の図は、New Data モードでの同一ポートの Read-During-Write 動作における機能の波形サンプルを表しています。
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図 -23: 同一ポートの Read-During-Write: Don't Care モード
次の図は、Don't Care モードでの同一ポートの Read-During-Write 動作における機能の波形サンプルを表しています。
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3.3.2. 混合ポートの Read-During-Write モード

混合ポートの Read-During-Write モードは、シンプル・デュアルポート RAM モードに適用されます。
2 つのポートにおいて、読み出しおよび書き込み動作が同じクロックを使用して同じメモリーアドレスで
行われます。一方のポートでアドレスから読み出し、他方のポートで書き込みを行います。

表 14. 混合ポートの Read-During-Write モードにおける RAM の出力モード

出力モード メモリータイプ 説明

New Data MLAB 異なるポートへの Read-During-Write 動作により、データが MLAB メモリーに書き
込まれると、次の立ち上がりエッジで、MLAB のレジスターされる出力に New Data が
反映されます。

continued...   
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出力モード メモリータイプ 説明

このモードは、出力がレジスターされる場合にのみ利用可能です。

Old Data M20K、MLAB 異なるポートへの Read-During-Write 動作により、RAM の出力には、特定のアドレ
スの Old Data の値が反映されます。
MLAB では、このモードは出力がレジスターされる場合にのみ利用可能です。

Don't Care M20K、MLAB RAM は、Don't Care 値または Unknown 値を生成します。
• M20K の場合、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、書き込み動作と読

み出し動作間のタイミングを解析しません。
• MLAB の場合、この機能を有効にするには、エンベデッド・メモリー・シミュレーショ

ン・モデルをコンパイルする際、およびシミュレーションを実行する際に、
RDW_DONT_CARE_IS_X 定義フラグをシミュレーション・コマンドに含める必
要があります。
以下は、シミュレーション・コマンドに定義フラグを追加している例です。

vlog -sv -timescale 1ps/1ps +define+RDW_DONT_CARE_IS_X -work 
msim_precompile $env(QUARTUS_DIR)/eda/sim_lib/altera_lnsim.sv

New_a_old_b M20K このモードは、M20K のシンプル・クアッドポートにのみ適用されます。この場合、異な
るポートへの Read-During-Write 動作により、RAM の出力は、ポート A では新しい
データを反映し、ポート B では古いデータを反映します。

表 15. 混合ポートの Read-During-Write 出力の動作
次の表は、混合ポートの Read-During-Write モードにおける出力動作を一覧にして説明しています。これらの動作は、MLAB ブロッ
クにのみ適用されます。

RAM: 2-PORT Intel FPGA IP の設定 出力動作

パラメーター 有効になっているパラメーター
のオプション

altera_syncram パラ
メーター

(read_during_writ
e_mode_mixed_

ports)

Read-During-
Write 時の出力デー

タ

MLAB アトム (Chip
Planner に表示され

る)

Mixed Port Read-During-
Write for Single Input
Clock RAM
How should the q_a and
q_b outputs behave when
reading a memory location
that is being written from
the other ports?

Old Data old_data 古いデータ(4) 新しいデータ

New data new_data 新しいデータ 新しいデータ

Don't Care dont_care Don't care (5) Don't Care

• Don't Care
• Do not analyze the

timing between write
and read operation.
Metastability issues
are prevented by
never writing and
reading at the same
address at the same
time.

dont_care Don't care (5) Don't Care

(4) 古いデータは外部ソフトロジックを介して実現します。MLAB ブロックは、新しいデータのみをネイティブにサポ
ートします。

(5) 出力データは Don't care になります。IP は、Read-During-Write 時に出力データの準安定状態を保証しませ
ん。
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図 -24: 混合ポートの Read-During-Write: New Data モード
次の図は、New Data モードでの混合ポートの Read-During-Write 動作における機能の波形サンプルを表しています。

XXXX

11

clk_a&b

address_a

wren_a

byteena_a

rden_b

data_a

q_b (synch)

address_b

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF

A0 A1

A0 A1

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF

図 -25: 混合ポートの Read-During-Write: Old Data モード
次の図は、Old Data モードでの混合ポートの Read-During-Write 動作における機能の波形サンプルを表しています。
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図 -26: 混合ポートの Read-During-Write: Don't Care モード
次の図は、Don't Care モードでの混合ポートの Read-During-Write 動作における機能の波形サンプルを表しています。この動作
は、M20K ブロックにのみ適用されます。
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図 -27: 混合ポートの Read-During-Write: New_a_old_b モード
次の図は、New_a_old_b モードでの混合ポートの Read-During-Write 動作における機能の波形サンプルを表しています。
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注意:
1. 同一ポートのRead-During-Writeおよび混合ポートのRead-During-Writeの動作が同時に
存在する場合 (OP1)、単一のクアッドポートが同一ポートのRead-During-Write動作を引き受けます。
2. 同一ポートのRead-During-Write動作が発生した際の出力は未定です。

No change

3.4. 電源投入時の状態とメモリー初期化の検討

デザインロジックで電源投入時の初期値を評価する場合は、異なるタイプのメモリーブロックにおける
電源投入時の状態を考慮します。

表 16. エンベデッド・メモリー・ブロックにおける電源投入時の初期値

メモリータイプ 出力レジスター 電源投入時の値

MLAB Used ゼロ（クリア）

バイパス 読み出しメモリーのコンテンツ
continued...   
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メモリータイプ 出力レジスター 電源投入時の値

M20K Used ゼロ（クリア）

バイパス ゼロ（クリア）

eSRAM Used 未定義

.mif でメモリーコンテンツを指定しない限り、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアはデフォ
ルトで、インテル Agilex デバイスのエンベデッド・メモリー・ブロックを 0 に初期化します。

MLAB および M20K のエンベデッド・メモリー・ブロックは、.mif を使用する初期化をサポートします。
メモリーが事前に初期化されている (.mif などを使用して) 場合でも、メモリーは出力がクリアされた
状態で起動します。

3.5. 消費電力の削減

デザインの各メモリーブロックの交流電流 (AC) の消費を削減します。

• インテル Agilex メモリーブロックのクロックイネーブルを使用して、各エンベデッド・メモリー・ブ
ロックのクロックを制御します。

• 読み出しイネーブル信号を使用し、必要な際にのみ読み出し動作が行われるようにします。デザイ
ンで Read-During-Write を必要としない場合は、書き込み動作中に、またはメモリー動作がない
場合に読み出しイネーブル信号をデアサートすることで、消費電力を削減することができます。

• インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用し、未使用のエンベデッド・メモリー・ブロックを
自動的に低電力モードにすることで、静的消費電力を削減します。

3.6. 非決定的な入力の使用に関する制限

エンベデッドメモリーのシミュレーション・モデルを実行する際は、「X」または dont_care をシミュレ
ーション・モデルへの入力として使用しないようにする必要があります。「X」または don’t_care を提供
すると、シミュレーションで予期しない動作が発生する可能性があります。

3.7. クロック信号と他の制御信号の同時変更に関する制限

イベントベースのシミュレーターで、エンベデッド・メモリーのシミュレーション・モデルを使用してシミュ
レーションを実行する場合は、クロック信号と他の制御信号 (つまり、アドレス信号とデータ信号) を同
時に変更しないようにする必要があります。例えば、読み出しイネーブル信号を正のクロックエッジの到
着と同時に変更すると、シミュレーターは、読み出しイネーブル信号を正のクロックエッジの後または前
に発生するようにスケジュールします。つまり、読み出しイネーブルと正のクロックエッジ間でデルタ遅
延が発生し、シミュレーションで予期しない動作が発生する可能性があります。この予期しない動作を回
避するため、インテルでは、クロック信号と他の制御信号の間に遅延を挿入することを推奨しています。

3.8.  インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアにおけるメモリーの高度な設定

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアには、デザインをカスタマイズするための設定があります。

• 高度な合成の設定に関しては、Intel Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デザイ
ンのコンパイルで、Advanced Synthesis Settings のセクションを参照してください。

• 高度なフィッターの設定に関しては、Intel Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド:
デザインのコンパイルで、Fitter Settings のリファレンスのセクションを参照してください。
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関連情報
• Advanced Synthesis Settings

Intel Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デザインのコンパイルでは、高度な
合成の設定に関する詳細を提供しています。

• Fitter Settings のリファレンス
Intel Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デザインのコンパイルでは、高度な
フィッターの設定に関する詳細を提供しています。
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4. インテル Agilex エンベデッド・メモリーの IP のリファレンス

インテル Agilex エンベデッド・メモリーの機能には、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのオ
ンチップメモリー IP を使用してアクセスすることができます。

オンチップメモリー IP には次のものが含まれます。

• RAM: 1-Port Intel FPGA IP - シングルポート RAM をインスタンス化します

• RAM: 2-Port Intel FPGA IP - デュアルポートおよび双方向ポート RAM をインスタンス化しま
す

• RAM: 4-Port Intel FPGA IP - クアッドポート RAM をインスタンス化します

• ROM: 1-Port Intel FPGA IP - シングルポート ROM をインスタンス化します

• ROM: 2-Port Intel FPGA IP - デュアルポートおよび双方向ポート ROM をインスタンス化しま
す

• eSRAM (Embedded Synchronous Random Access Memory) Intel FPGA IP - ネイティ
ブ eSRAM ブロックをインスタンス化します

• FIFO (First-In-First-Out) Intel FPGA IP - FIFO Intel FPGA IP をインスタンス化します

• Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP - Shift Register (RAM-based) Intel FPGA
IP をインスタンス化します

各 IP コアのパラメーター情報は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのパラメーター・エディ
ターで記述されます。

関連情報
• Introduction to Intel IP Cores

すべてのインテル FPGA IP コアに関する基本的な情報を提供しています。これには、IP コアの
パラメーター化、生成、アップグレード、シミュレーションが含まれます。

• Creating Version-Independent IP and Qsys Simulation Scripts
ソフトウェアまたは IP のバージョンのアップグレードに対して手動更新が不要なシミュレーシ
ョン・スクリプトを作成します。

• Project Management Best Practices
プロジェクトと IP ファイルの効率的な管理と移植性について説明するガイドラインです。
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4.1. RAM および ROM のオンチップ・メモリー・インテル FPGA IP コア

表 17. RAM および ROM オンチップ・メモリー・インテル FPGA IP コアに関する説明

オンチップ・メモリー・インテル FPGA IP コア 機能

RAM: 1-PORT Intel FPGA IP • 単一のアドレスからの読み出しおよび書き込み動作
• 読み出しイネーブルポートです。書き込み動作時の RAM の出力ポートの動作を指定し、既存

の値を上書きまたは維持します。
• ブロック RAM の DUAL_PORT コンフィグレーションを使用し、シングルポート RAM をエミ

ュレーションします。

RAM: 2-PORT Intel FPGA IP シンプル・デュアル・ポート RAM
• 異なる位置への 1 つの読み出し動作と 1 つの書き込み動作
• 誤り訂正コード (ECC) をサポート

トゥルー・デュアル・ポート RAM
• 2 つの読み出し
• 2 つの書き込み
• 2 つの異なるクロック周波数での 1 つの読み出しと 1 つの書き込み

RAM: 4-PORT Intel FPGA IP • 異なる位置への 2 つの読み出しと 2 つの書き込み

ROM: 1-PORT Intel FPGA IP • 読み出し動作専用の 1 つのポート
• ブロック RAM の DUAL_PORT コンフィグレーションを使用し、シングルポート ROM をエ

ミュレーションします。

ROM: 2-PORT Intel FPGA IP • 読み出し動作専用の 2 つのポート
• ブロック RAM の BIDIR_DUAL_PORT コンフィグレーションを使用し、デュアルポート

ROM をエミュレーションします。

4.1.1. RAM および ROM のインテル FPGA IP のリリース情報

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 18. RAM: 1-PORT Intel FPGA IP の現在のリリース情報

項目 内容

IP のバージョン 20.1.0

インテル Quartus Prime のバージョン 20.4

リリース日 2020.12.14
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表 19. RAM: 2-PORT Intel FPGA IP の現在のリリース情報

項目 内容

IP のバージョン 20.2.0

インテル Quartus Prime のバージョン 20.4

リリース日 2020.12.14

表 20. RAM: 4-PORT Intel FPGA IP の現在のリリース情報

項目 内容

IP のバージョン 20.1.0

インテル Quartus Prime のバージョン 20.4

リリース日 2020.12.14

表 21. ROM: 1-PORT Intel FPGA IP の現在のリリース情報

項目 内容

IP のバージョン 20.1.0

インテル Quartus Prime のバージョン 20.4

リリース日 2020.12.14

表 22. ROM: 2-PORT Intel FPGA IP の現在のリリース情報

項目 内容

IP のバージョン 20.1.0

インテル Quartus Prime のバージョン 20.4

リリース日 2020.12.14

4.1.2. RAM: 1-PORT Intel FPGA IP のパラメーター

次の表に、RAM: 1-PORT Intel FPGA IP のパラメーターを示します。

表 23. RAM: 1-PORT Intel FPGA IP のパラメーターの説明

パラメーター 選択可能な値 説明

パラメーター設定: Widths/Blk Type/Clks

How wide should the ‘q’ output bus
be?

— 「q」出力バスの幅を指定します。

How many words of memory? — ビット・ワードの数を指定します。

What should the memory block type
be

Auto、MLAB、M20K、LC メモリーブロックのタイプを指定します。選択可能なメ
モリーブロックのタイプは、ターゲットデバイスによっ
て異なります。

Set the maximum block depth to • Auto: Auto、32、64、128、256、
512、1024、2048、4096

• MLAB: Auto、32
• M20K: Auto、512、1024、2048
• LCs: Auto

最大ブロック深度をワードで指定します。
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パラメーター 選択可能な値 説明

How should the memory be
implemented?

• Use default logic cell style ロジックセルの実装方法を指定します。
• 小さく速いメモリー容量が必要な場合は、Use

default logic cell style を選択します。

What clocking method would you like
to use?

• Single clock
• Dual clock: use separate

‘input’ and ‘output’ clocks

使用するクロック供給方式を指定します。
• Single clock - 単一のクロックとクロックイネ

ーブルでメモリーブロックのすべてのレジスターを
制御します。

• Dual clock: use separate ‘input’ and
‘output’ clocks - 入力および出力クロックで、
メモリーブロックにおけるデータの入力および出
力に関するすべてのレジスターを制御します。これ
には、データ、アドレス、バイト・イネーブル、読み出
しイネーブル、および書き込みイネーブルが含まれ
ます。

パラメーター設定: Regs/Clkens/Byte Enable/Aclrs

Which ports should be registered?
The following options are available:
• ‘data’ and ‘wren’ input ports
• ‘address’ input port
• ‘q’ output port

On/Off 入力ポートおよび出力ポートをレジスターするかを指
定します。

Create one clock enable signal for
each clock signal.

注意: レジスターされるポートはすべて、イ
ネーブル信号で制御されます。

On/Off このオプションをオンにして、それぞれのクロック信号
にクロックイネーブル信号を 1 つ作成するかを指定し
ます。

More Options Use clock enable
for port A input
registers

On/Off クロックイネーブルをポート A の入力レジスターに使
用するかを指定します。

Use clock enable
for port A output
registers

On/Off クロックイネーブルをポート A の出力レジスターに使
用するかを指定します。

Create an
‘addressstall_b’
input port.

On/Off addressstall_a 入力ポートを作成するかを指定
します。 このポートを作成し、アドレスレジスターに対
するアクティブ Low の追加クロックイネーブル入力と
して機能させることができます。

Create byte enable for port A On/Off ポート A のバイト・イネーブルを作成するかを指定しま
す。入力データをマスクし、データの特定のバイト、ニブ
ル、またはビットのみを書き込む場合はこのオプション
をオンにします。
ポート A とポート B のバイト・イネーブルを有効にする
には、RAM: 1-PORT Intel FPGA IP と RAM: 2-
PORT Intel FPGA IP のデータ幅の比率を 1 または
2 にする必要があります。

What is the width of a byte for byte
enables?

• MLAB: 5、10
• M20K: 8、9、10

バイト・イネーブル・ポートのバイト幅を指定します。デ
ータ入力ポートの幅は、バイト・サイズで割り切れるよ
うにする必要があります。

Create an ‘aclr’ asynchronous clear
for the registered ports.
‘q’ port

On/Off レジスターされるポートが非同期クリアポートの影響
を受けるかを指定します。

Create an ‘sclr’ synchronous clear for
the registered ports.
‘q’ port

On/Off レジスターされるポートが同期クリアポートの影響を
受けるかを指定します。

Create a 'rden' read enable signal On/Off 読み出しイネーブル信号を作成する場合はオンにしま
す。
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パラメーター 選択可能な値 説明

パラメーター設定: Read During Write Option

What should the ‘q_b’ output be
when reading from a memory
location being written to?

Don’t Care、Old Data Read-During-Write 発生時の出力動作を指定しま
す。
Don’t Care - RAM は Read-During-Write 動作
に「don't care」または「unknown」の値を出力しま
す。
Old Data - RAM の出力は、書き込み動作に進む前
のそのアドレスの古いデータを反映します。

Get x’s for write masked bytes
instead of old data when byte enable
is used

On/Off このオプションをオンにして、マスクされているバイト
で「X」を取得します。

パラメーター設定: Mem Init

Do you want to specify the initial
content of the memory?

• No, leave it blank
• Yes, use this file for the

memory content data

メモリーの初期コンテンツを指定します。
メモリーを 0 に初期化するには、No, leave it
blank を選択します。
メモリー初期化ファイル (.mif) または 16 進数 (イ
ンテル形式) ファイル (.hex) を使用するには、Yes,
use this file for the memory content
data.を選択します。

Initialize memory content data to
XX..X on power-up in simulation

On/Off —

Implement clock-enable circuitry for
use in a partial reconfiguration region

On/Off クロックイネーブル回路を実装し、パーシャル・リコンフ
ィグレーション領域で使用するかを指定します。

パラメーター設定: Performance Optimization

Enable Force To Zero On/Off 読み出しイネーブル信号をデアサートする際に、出力を
0 に設定するかを指定します。
選択しているメモリー深度が単一のメモリーブロック
よりも大きい場合、この機能を有効にすることは、グル
ーロジックのパフォーマンス向上につながります。

Which timing/power optimization
option do you want to use?

• Auto
• High Speed
• Low Power

使用するタイミングまたは消費電力の最適化オプショ
ンを指定します。このオプションは、インテル Agilex デ
バイスで M20K のメモリータイプを選択している場合
にのみ適用されます。

4.1.3. RAM: 2-PORT Intel FPGA IP のパラメーター

次の表に、RAM: 2-PORT Intel FPGA IP のパラメーターを示します。

表 24. RAM: 2-PORT Intel FPGA IP のパラメーター設定

パラメーター 選択可能な値 説明

パラメーター設定: General

How will you be using the dual port
RAM?

Operation mode:
• With one read port and one write

port
• With two read/write ports

デュアルポート RAM の使用方法を指定しま
す。

How do you want to specify the
memory size?

Type:
• As a number of words
• As a number of bits

メモリーサイズをワードで指定するかビットで
指定するかを決定します。

パラメーター設定: Widths/Blk Type
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パラメーター 選択可能な値 説明

How many words of memory? — ワード数を指定します。

Use different data widths on different
ports

On/Off 異なるポートで異なるデータ幅を使用するかを
指定します。

With one read port and one write
port または With two read/write
ports を選択している場合は、次のオプション
を利用することができます。
• How wide should the ‘q_a’ output

bus be?
• How wide should the ‘data_a’ input

bus be?
• How wide should the ‘q_b’ output

bus be?

— 入力ポートおよび出力ポートの幅を指定しま
す。

Ram block type Auto、MLAB、M20K、LC メモリーブロックのタイプを指定します。選択
可能なメモリーブロックのタイプは、ターゲッ
トデバイスによって異なります。

Set the maximum block depth to • Auto: Auto、32、64、128、256、512、
1024、2048、4096、8192、16384

• MLAB: Auto、32
• M20K: Auto、512、1024、2048
• LCs: Auto

最大ブロック深度をワードで指定します。

How should the memory be
implemented?

• Use default logic cell style ロジックセルの実装方法を指定します。
• 小さく速いメモリー容量が必要な場合は、

デフォルトのロジックセルのスタイルを選
択します。

パラメーター設定: Clks/Rd, Byte En

What clocking method would you like
to use?

• Single clock
• Dual clock: use separate ‘input’ and

‘output’ clocks
• Dual clock: use separate ‘read’ and

‘write’ clocks
• Customize clocks for A and B ports

使用するクロック供給方式を選択します。
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パラメーター 選択可能な値 説明

• Single clock - 単一のクロックとクロッ
クイネーブルでメモリーブロックのすべて
のレジスターを制御します。

• Dual Clock: use separate ‘input’
and ‘output’ clocks - 入力および出
力クロックで、メモリーブロックにおけるデ
ータの入力および出力に関するすべてのレ
ジスターを制御します。これには、データ、
アドレス、バイト・イネーブル、読み出しイネ
ーブル、および書き込みイネーブルが含ま
れます。

• Dual clock: use separate ‘read’
and ‘write’ clock - 書き込みクロック
でデータ入力、書き込みアドレス、書き込み
イネーブルレジスターを制御し、読み出し
クロックでデータ出力、読み出しアドレス、
読み出しイネーブルレジスターを制御しま
す。

• Dual clock: use separate clocks
for A and B ports - クロック A でポ
ート A 側のすべてのレジスターを制御しま
す。クロック B でポート B 側のすべてのレ
ジスターを制御します。また、各ポートでは
それぞれ、ポート A とポート B のレジスタ
ーに対する独立したクロックイネーブルを
サポートします。

• Customize clocks for A and B
ports - このオプションを使用するには、
Emulate TDP dual clock mode オ
プションを有効にしている必要がありま
す。

With two read/write ports および
Customize clocks for A and B ports
のクロック供給方式を選択している場合は、次
のオプションが利用可能です。
Emulate TDP dual clock mode

— TDP のデュアルクロック・モードをエミュレー
ションするかを指定します。ポート A へのクロ
ック接続は低速クロックにし、ポート B へのク
ロック接続は高速クロックにする必要がありま
す。

With one read port and one write
port を選択している場合は、次のオプション
が利用可能です。
Create a ‘rden’ read enable signal

— 読み出しイネーブル信号をポート B に作成す
るかを指定します。

With two read/write ports を選択して
いる場合は、次のオプションが利用可能です。
Create a ‘rden_a’ and ‘rden_b’ read
enable signals

読み出しイネーブル信号をポート A とポート B
に作成するかを指定します。

Create byte enable for port A — ポート A およびポート B のバイト・イネーブル
を作成するかを指定します。入力データをマス
クし、データの特定のバイト、ニブル、またはビ
ットのみを書き込む場合はこれらのオプション
をオンにします。
ポート B のバイト・イネーブルを作成するオプ
ションは、With two read/write ports
のオプションを選択している場合にのみ利用可
能です。

Create byte enable for port B —

What is the width of a byte for byte
enables?

• MLAB: 5、10
• M20K: 8、9、10

バイト・イネーブルのバイト幅を指定します。
このオプションは、Create byte enable
for port A または Create byte enable
for port B のオプション、もしくはその両方を
選択している場合にのみ利用可能です。
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パラメーター 選択可能な値 説明

Enable Error Correction Check (ECC) On/Off ECC 機能を有効にするかを指定します。ECC
は、シングルビット・エラー、ダブル隣接ビット・
エラー、トリプル隣接ビット・エラーをメモリー
の出力で訂正します。

Enable ECC Pipeline Registers On/Off 出力デコーダーの前に ECC パイプライン・レジ
スターを有効にするかを指定します。有効にす
ると、1 サイクルのレイテンシーが発生する代
わりに、ECC ではないモードと同じパフォーマ
ンスが実現します。

Enable ECC Encoder Bypass On/Off ECC のエンコーダー・バイパス機能を有効にす
るかを指定します。この機能では、メモリーへの
選択的なパリティービットの挿入を、
eccencparity ポートを介して行うことができ
ます。

Enable Coherent Read On/Off コヒーレント読み出し機能を有効にしてコヒー
レント・メモリー読み出しを提供するかを指定
します。この機能を使用すると、同じサイクル
で、現在のメモリーコンテンツを読み出し、その
コンテンツで操作を行い、同じ位置に書き戻す
ことができます。

パラメーター設定: Regs/Clkens/Aclrs

Which ports should be registered?
With one read port and one write
port を選択している場合は、次のオプション
を利用することができます。
• All write input ports
• raddress port
• q_b port
With two read/write ports を選択して
いる場合は、次のオプションを利用することが
できます。
• All write input ports
• raddress port
• q_a port
• q_b port

On/Off 読み出しまたは書き込みの入力ポートおよび
出力ポートをレジスターするかを指定します。

Clock Enables
With one read port and one write
port を選択している場合は、次のオプション
を利用することができます。
• Use different clock enables for

registers
• Use clock enable for write input

registers
• Use clock enable for read input

registers
• Use clock enable for output

registers

On/Off 読み出しおよび書き込みレジスターにクロック
イネーブルを作成するかを指定します。
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パラメーター 選択可能な値 説明

With two read /write ports を選択し
ている場合は、次のオプションを利用すること
ができます。
• Use different clock enables for

registers
• Use clock enable for port A input

registers
• Use clock enable for port A output

registers
• Use clock enable for port B input

registers
• Use clock enable for port B output

registers

Addressstalls
With one read port and one write
port を選択している場合は、次のオプション
を利用することができます。
• Create a ‘wr_addressstall’ input

port.
• Create a ‘rd_addressstall’ input

port.
With two read /write ports を選択し
ている場合は、次のオプションを利用すること
ができます。
• Create an addressstall_a input port
• Create an addressstall_b input port

On/Off クロックイネーブルをアドレスレジスターに作
成するかを指定します。これらのポートを作成
し、アドレスレジスターに対するアクティブ
Low の追加クロックイネーブル入力として機
能させることができます。

Aclr Options
With one read port and one write
port を選択している場合は、次のオプション
を利用することができます。
• rdaddress port
• q_b port
With two read /write ports を選択し
ている場合は、次のオプションを利用すること
ができます。
• q_a port
• q_b port

On/Off 非同期クリアポートをレジスターされるポート
に作成するかを指定します。「rdaddress」、
「q_a」、「q_b」ポートが aclr ポートによってク
リアされるかを指定します。

Sclr Options
With one read port and one write
port を選択している場合は、次のオプション
を利用することができます。
• rdaddress port
• q_b port
With two read /write ports を選択し
ている場合は、次のオプションを利用すること
ができます。
• q_a port
• q_b port

On/Off 同期クリアポートをレジスターされるポートに
作成するかを指定します。「rdaddress」、
「q_a」、「q_b」ポートが sclr ポートによってク
リアされるかを指定します。

パラメーター設定: Mixed Port Read-During-Write (このタブは、1 つの読み出しポートと 1 つの書き込みポートを選択している場合にの
み適用されます)
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パラメーター 選択可能な値 説明

How should the q_a and q_b outputs
behave when reading a memory
location that is being written from the
other port?

• New Data
• Old memory contents appear
• I do not care（出力は未定義です）

Read-During-Write 発生時の出力動作を指
定します。
• New Data - 新しいデータは、データが

書き込まれたクロックサイクルと同じクロ
ックサイクルの立ち上がりエッジで利用可
能です。

• Old memory contents appear -
RAM の出力は、書き込み動作が行われる
前のそのアドレスの古いデータを反映しま
す。

• I do not care - このオプションをオン
にしている場合、その機能は選択している
メモリー・ブロック・タイプに応じて異なりま
す。
— メモリー・ブロック・タイプを Auto、

M20K、または他のブロック RAM に
設定している場合、Read-During-
Write 動作に対する RAM の出力は、
「don't care」または「unknown」の値
になります。タイミングパスは解析され
ません。

— メモリー・ブロック・タイプを MLAB
(LUTRAM の場合) に設定している場
合、Read-During-Write 動作に対す
る RAM の出力は、「don't care」また
は「unknown」の値になります。タイミ
ングパスが解析され、準安定状態を防
ぎます。

パラメーター設定: Same Port Read-During-Write (このタブは、2 つの読み出し/書き込みポートを選択している場合に利用可能です)

What should the ‘q_a’ output be when
reading from a memory location being
written to?

• New Data
• Old Data

Read-During-Write 発生時の出力動作を指
定します。
• New Data - 新しいデータは、データが

書き込まれたクロックサイクルと同じクロ
ックサイクルの立ち上がりエッジで利用可
能です。

• Old Data - RAM の出力は、書き込み動
作が行われる前のそのアドレスの古いデー
タを反映します。

What should the ‘q_b’ output be when
reading from a memory location being
written to?

Get x’s for write masked bytes instead
of old data when byte enable is used

On/Off このオプションをオンにして、マスクされている
バイトで「X」を取得します。

パラメーター設定: Mem Init

Do you want to specify the initial
content of the memory?

• No, leave it blank
• Yes, use this file for the memory

content data

メモリーの初期コンテンツを指定します。
メモリーを 0 に初期化するには、No, leave
it blank を選択します。
メモリー初期化ファイル (.mif) または 16 進
数 (インテル形式) ファイル (.hex) を使用す
るには、Yes, use this file for the
memory content data を選択します。

Initialize memory content data to XX..X
on power-up in simulation

On/Off —

The initial content file should conform
to which port's dimension?

PORT_A、PORT_B 初期コンテンツのファイルをメモリーコンテン
ツのデータに使用することを選択している場合
は、ファイルを準拠させるポートを選択します。
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パラメーター 選択可能な値 説明

Implement clock-enable circuitry for
use in a partial reconfiguration region

On/Off クロックイネーブル回路を実装してパーシャ
ル・リコンフィグレーション領域で使用するかを
指定します。クロックイネーブル回路を実装し、
パーシャル・リコンフィグレーション領域で使用
します。

パラメーター設定: Performance Optimization

Enable Force to Zero On/Off 読み出しイネーブル信号をデアサートする際
に、出力を 0 に設定するかを指定します。
選択しているメモリー深度が単一のメモリーブ
ロックよりも大きい場合、この機能を有効にす
ることは、グルーロジックのパフォーマンス向
上につながります。

Which timing/power optimization
option do you want to use?

• Auto
• High Speed
• Low Power

使用するタイミングまたは消費電力の最適化
オプションを指定します。このオプションは、イ
ンテル Agilex デバイスで M20K のメモリー
タイプを選択している場合にのみ適用されま
す。

4.1.4. RAM: 4-PORT Intel FPGA IP のパラメーター

次の表に、RAM: 4-PORT Intel FPGA IP のパラメーターを示します。

表 25. RAM: 4-PORT Intel FPGA IP のパラメーター設定

パラメーター 選択可能な値 説明

パラメーター設定: Widths/Blk Type

How many words of memory? — ビット・ワードの数を指定します。

How wide should the ‘q_a’ and ‘q_b’
output bus be?

— 入力ポートおよび出力ポートの幅を指定しま
す。

RAM block type Auto、M20K メモリーブロックのタイプを指定します。選択
可能なメモリーブロックのタイプは、ターゲッ
トデバイスによって異なります。

Set the maximum block depth to • Auto: Auto、512、1024、2048
• M20K: Auto、512、1024、2048

最大ブロック深度をワードで指定します。

パラメーター設定: Clks/Rd, Byte En

What clocking method would you like
to use?

Single clock 使用するクロック供給方式を指定します。
Single clock — 単一のクロックとクロック
イネーブルでメモリーブロックのすべてのレジ
スターを制御します。

Create a ‘rden_a’ and ‘rden_b’ read
enable signal

— 読み出しイネーブル信号をポート A とポート B
に作成するかを指定します。

What is the width of a byte for byte
enables?

M20K: 5、8、9、10 バイト・イネーブル・ポートのバイト幅を指定し
ます。データ入力ポートの幅は、バイト・サイズ
で割り切れるようにする必要があります。

パラメーター設定: Regs/Clkens/Aclrs

Which ports should be registered?
Input registers:
• All write input ports
• ‘raddress’ port
Output registers:

On/Off 読み出しまたは書き込みの入力ポートおよび
出力ポートをレジスターするかを指定します。
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パラメーター 選択可能な値 説明

• ‘q_a’ port
• ‘q_b’ port

Use clock enable for input and output
registers.

On/Off このオプションをオンにして、入力および出力
レジスターに 1 つのクロックイネーブル信号を
作成するかを指定します。

Create an ‘aclr’ asynchronous clear for
the input ports or output ports.
Read Input Aclrs:
• ‘rdaddress‘ for port A
• ‘rdaddress‘ for port B
Output Aclrs:
• ‘q_a‘ port
• ‘q_b‘ port

On/Off 非同期クリアポートを入力ポートまたは出力ポ
ートに作成するかを指定します。
読み出し入力ポート:
• ‘rdaddress‘ for port A - ポート A の

rdaddress を aclr ポートによってクリア
するかを指定します。

• ‘rdaddress‘ for port B - ポート B の
rdaddress を aclr ポートによってクリア
するかを指定します。

出力 Aclrs:
• q_a port - q_a ポートを aclr ポートに

よってクリアするかを指定します。
• q_b port - q_b ポートを aclr ポートに

よってクリアするかを指定します。

Create an ‘sclr’ synchronous clear for
the output ports.
Output Sclrs:
• ‘q_a’ port
• ‘q_b’ port

On/Off 同期クリアポートを出力ポートに作成するかを
指定します。
出力 Sclrs:
• q_a port - q_a ポートを sclr ポートに

よってクリアするかを指定します。
• q_b port - q_b ポートを sclr ポートに

よってクリアするかを指定します。

パラメーター設定: Output 1

How should the ‘q_a’ and ‘q_b’ outputs
behave when reading a memory
location that is being written from the
other port?

The output of port A will be ‘NEW’
while the output of port B will be ‘OLD’

Read-During-Write 発生時の出力動作を指
定します。

パラメーター設定: Output 2

What should the ‘q_a’ output be when
reading from a memory location being
written to?

Don't Care Read-During-Write 発生時の出力動作を指
定します。

What should the ‘q_b’ output be when
reading from a memory location being
written to?

パラメーター設定: Mem Init

Do you want to specify the initial
content of the memory?

• No, leave it blank
• Yes, use this file for the memory

content data

メモリーの初期コンテンツを指定します。
メモリーを 0 に初期化するには、No, leave
it blank を選択します。
メモリー初期化ファイル (.mif) または 16 進
数 (インテル形式) ファイル (.hex) を使用す
るには、Yes, use this file for the
memory content data を選択します。

Initialize memory content data to XX..X
on power-up simulation

On/Off —

The initial content file should conform
to which port's dimensions?

PORT_A、PORT_B 初期コンテンツのファイルをメモリーコンテン
ツのデータに使用することを選択している場合
は、ファイルを準拠させるポートを選択します。
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パラメーター 選択可能な値 説明

Implement clock-enable circuitry for
use in a partial reconfiguration region

On/Off クロックイネーブル回路を実装してパーシャ
ル・リコンフィグレーション領域で使用するかを
指定します。

パラメーター設定: Performance Optimization

Enable Force-to-Zero On/Off 読み出しイネーブル信号をデアサートする際
に、出力を 0 に設定するかを指定します。
選択しているメモリー深度が単一のメモリーブ
ロックよりも大きい場合、この機能を有効にす
ることは、グルーロジックのパフォーマンス向
上につながります。

Which timing/power optimization
option do you want to use?

• Auto
• High Speed
• Low Power

使用するタイミングまたは消費電力の最適化
オプションを指定します。このオプションは、イ
ンテル Agilex デバイスで M20K のメモリー
タイプを選択している場合にのみ適用されま
す。

4.1.5. ROM: 1-PORT Intel FPGA IP のパラメーター

次の表に、ROM: 1-PORT Intel FPGA IP のパラメーターを示します。

表 26. ROM: 1-PORT Intel FPGA IP のパラメーター設定

パラメーター 選択可能な値 説明

パラメーター設定: General Page

How wide should the ‘q’ output bus be? — 「q」出力バスの幅を指定します。

How many words of memory? — ワード数を指定します。

What should the memory block type be Auto、MLAB、M20K メモリーブロックのタイプを指定
します。選択可能なメモリーブロッ
クのタイプは、ターゲットデバイス
によって異なります。

Set the maximum block depth to • MLAB: Auto、32
• M20K: Auto、512、1024、

2048

最大ブロック深度をワードで指定
します。

What clocking method would you like to use? • Single clock
• Dual clock: use separate

‘input’ and ‘output’ clocks

使用するクロック供給方式を指定
します。
• Single clock - 単一のクロ

ックとクロックイネーブルでメ
モリーブロックのすべてのレジ
スターを制御します。

• Dual clock: use
separate ‘input’ and
‘output’ clocks - 入力ク
ロックでは、エンベデッド・メモ
リー・ブロックへのデータ入力
に関係するすべてのレジスタ
ーを制御します。これには、デ
ータ、アドレス、バイト・イネー
ブル、読み出しイネーブル、お
よび書き込みイネーブルが含
まれます。出力クロックではデ
ータ出力レジスターを制御し
ます。

パラメーター設定: Regs/Clkens/Aclrs
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パラメーター 選択可能な値 説明

Which ports should be registered?
次のオプションを利用することができます。
• ‘address’ input port
• ‘q’ output port

On/Off 入力および出力ポートをレジスタ
ーするかを指定します。

Use clock enable for port A input registers On/Off クロックイネーブルをポート A の
入力レジスターに使用するかを指
定します。

Use clock enable for port A output registers On/Off クロックイネーブルをポート A の
出力レジスターに使用するかを指
定します。

Create an ‘addressstall_a’ input port On/Off addressstall_a 入力ポートを作
成するかを指定します。このポート
を作成し、アドレスレジスターに対
するアクティブ Low の追加クロッ
クイネーブル入力として機能させ
ることができます。

Create an ‘aclr’ asynchronous clear for the registered ports.
次のオプションを利用することができます。
• ‘address’ port
• ‘q’ port

On/Off レジスターされるポートが非同期
クリアポートの影響を受けるかを
指定します。

Create a ‘sclr’ asynchronous clear for the registered ports.
• ‘q’ port

On/Off q ポートが同期クリアポートの影
響を受けるかを指定します。

Create a 'rden' read enable signal On/Off 読み出しイネーブル信号を作成す
るかを指定します。

パラメーター設定: Mem Init

Do you want to specify the initial content of the memory? • No, leave it blank
• Yes, use this file for the

memory content data

メモリーの初期コンテンツを指定
します。
ROM モードでは、メモリー初期化
ファイル (.mif) または 16 進数
(インテル形式) ファイル (.hex)
を指定する必要があります。Yes,
use this file for the
memory content data オプ
ションは、デフォルトでオンになっ
ています。

パラメーター設定: Performance Optimization

Enable Force-to-Zero On/Off 読み出しイネーブル信号をデアサ
ートする際に、出力を 0 に設定す
るかを指定します。
選択しているメモリー深度が単一
のメモリーブロックよりも大きい
場合、この機能を有効にすること
は、グルーロジックのパフォーマン
ス向上につながります。

Which timing/power optimization option do you want to
use?

• Auto
• High Speed
• Low Power

使用するタイミングまたは消費電
力の最適化オプションを指定しま
す。このオプションは、インテル
Agilex デバイスで M20K のメモ
リータイプを選択している場合に
のみ適用されます。

4.1.6. ROM: 2-PORT Intel FPGA IP のパラメーター

次の表に、ROM: 2-PORT Intel FPGA IP のパラメーターを示します。
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表 27. ROM: 2-PORT Intel FPGA IP のパラメーター設定

パラメーター 選択可能な値 説明

パラメーター設定: Widths/Blk Type

How do you want to specify the
memory size?

• As a number of words
• As a number of bits

メモリーサイズをワードで指定するかビットで指定する
かを決定します。

How many words of memory? 32、64、128、256、512、1024、2048、
4096、8192、16384、32768、65536

ワード数を指定します。

Use different data widths on different
ports

On/Off 異なるポートで異なるデータ幅を使用するかを指定し
ます。

How wide should the ‘q_a’ output bus
be?

— 「q_a」および「q_b」出力ポートの幅を指定します。

How wide should the ‘q_b’ output bus
be?

RAM block type Auto、M20K メモリーブロックのタイプを指定します。選択可能なメ
モリーブロックのタイプは、ターゲットデバイスによっ
て異なります。

Set the maximum block depth to: • Auto: Auto、512、1024、2048
• M20K: Auto、512、1024、2048

最大ブロック深度をワードで指定します。このオプショ
ンは、Auto をメモリー・ブロック・タイプとして選択し
ている場合にのみ有効になります。

パラメーター設定: Clks/Rd, Byte En

What clocking method would you like
to use?

• Single clock
• Dual clock: use separate

‘input’ and ‘output’ clocks
• Customize clocks for A and B

ports

使用するクロック供給方式を指定します。
• Single clock - 単一のクロックとクロックイネ

ーブルでメモリーブロックのすべてのレジスターを
制御します。

• Dual clock: use separate ‘input’ and
‘output’ clocks - 入力クロックでは、エンベデ
ッド・メモリー・ブロックへのデータ入力に関係する
すべてのレジスターを制御します。これには、デー
タ、アドレス、バイト・イネーブル、読み出しイネーブ
ル、および書き込みイネーブルが含まれます。出力
クロックではデータ出力レジスターを制御します。

• Customize clocks for A and B ports - ク
ロック A でポート A 側のすべてのレジスターを制
御します。クロック B でポート B 側のすべてのレジ
スターを制御します。また、各ポートではそれぞれ、
ポート A とポート B のレジスターに対する独立し
たクロックイネーブルをサポートします。

Create a ‘rden_a’ and ‘rden_b’ read
enable signals

On/Off 読み出しイネーブル信号を作成するかを指定します。

パラメーター設定: Regs/Clkens/Aclrs

Which ports should be registered?
Read output ports

On/Off 読み出し出力ポートをレジスターするかを指定します。

More Options Registered Q
Output Ports
• ‘q_a’ port
• ‘q_b’ port

On/Off オンにすると、レジスターされる「q_a」および「q_b」ポ
ートは非同期クリア信号の影響を受けます。
• q_a port - 「q_a」出力ポートをレジスターする

かを指定します。
• q_b port - 「q_b」出力ポートをレジスターする

かを指定します。

Use clock enable for port A input
registers

On/Off クロックイネーブルをポート A の入力レジスターに使
用するかを指定します。
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パラメーター 選択可能な値 説明

Use clock enable for port A output
registers

On/Off クロックイネーブルをポート A の出力レジスターに使
用するかを指定します。

Use clock enable for port B input
registers

On/Off クロックイネーブルをポート B の入力レジスターに使
用するかを指定します。

Use clock enable for port B output
registers

On/Off クロックイネーブルをポート B の出力レジスターに使
用するかを指定します。

Aclr Options
• ‘q_a’ port
• ‘q_b’ port

On/Off レジスターされるポートが非同期クリアポートによって
クリアされるかを指定します。

Sclr Options
• ‘q_a’ port
• ‘q_b’ port

On/Off レジスターされるポートが同期クリアポートによってク
リアされるかを指定します。

パラメーター設定: Mem Init

Do you want to specify the initial
content of the memory?

• No, leave it blank
• Yes, use this file for the

memory content data

メモリーの初期コンテンツを指定します。
ROM モードでは、メモリー初期化ファイル (.mif) ま
たは 16 進数 (インテル形式) ファイル (.hex) を指
定する必要があります。Yes, use this file for the
memory content data オプションは、デフォルト
でオンになっています。

The initial content file should conform
to which port’s dimensions?

• PORT_A
• PORT_B

初期のコンテンツファイルをポート A またはポート B
のどちらに準拠させるかを指定します。

パラメーター設定: Performance Optimization

Enable Force-to-Zero On/Off 読み出しイネーブル信号をデアサートする際に、出力を
0 に設定するかを指定します。
選択しているメモリー深度が単一のメモリーブロック
よりも大きい場合、この機能を有効にすることは、グル
ーロジックのパフォーマンス向上につながります。

Which timing/power optimization
option do you want to use?

• Auto
• High Speed
• Low Power

使用するタイミングまたは消費電力の最適化オプショ
ンを指定します。このオプションは、インテル Agilex デ
バイスで M20K のメモリータイプを選択している場合
にのみ適用されます。

4.1.7. パラメーター設定の手動変更

IP のパラメーター・エディターを使用して IP を生成している場合は、このフローを使用し、指定されてい
るメモリーモード内のパラメーターの設定を変更することができます。ただし、メモリモードを変更する
場合は、IP のパラメーター・エディターを使用して IP をコンフィグレーションし、再生成します。

次の手順に従い、パラメーターの設定を手動で変更します。

1. Verilog デザインファイルを検索します: <project directory>/<project name_software
version>/synth/<projectName_coreName_QuartusVersion_random>.v

2. デザインファイルでパラメーターの設定を変更します。パラメーターと信号の項で指定されていると
おり、正当なパラメーターの値のみを使用してください。これに従わない場合は、コンパイルエラー
が発生します。

3. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用し、デザインをコンパイルします。
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例えば、次のコードは、ECC の機能を有効にし、初期化ファイルを指定しています。

altera_syncram_component.enable_ecc = "TRUE", 
altera_syncram_component.ecc_pipeline_stage_enabled = "FALSE", 
altera_syncram_component.init_file = "mif1.mif",

ECC の機能を無効にし、別の.mif ファイルを指定するには、次のように変更します。

altera_syncram_component.enable_ecc = "FALSE", 
altera_syncram_component.ecc_pipeline_stage_enabled = "FALSE", 
altera_syncram_component.init_file = "mif2.mif",

4.1.7.1.  RAM および ROM のパラメーターの設定

表 28. altera_syncram のパラメーター
デザインファイルを手動で編集する際は、次のパラメーター・リストを使用します。

パラメーター名 選択可能な値 説明

operation_mode SINGLE_PORT
DUAL_PORT

BIDIR_DUAL_PORT
QUAD_PORT

ROM

メモリーブロックの動作モードです。

WIDTH_A — ポート A のデータ幅です。

widthad_a — ポート A のアドレス幅です。

numwords_a — ポート A のメモリーブロックのデータワード数です。

outdata_reg_a UNREGISTERED
CLOCK1
CLOCK0

ポート A のデータ出力レジスターに対するクロックです。

outdata_aclr_a NONE
CLEAR1
CLEAR0

ポート A のデータ出力レジスターに対する非同期クリア
です。outdata_reg_a パラメーターが
UNREGISTERED に設定されている場合、このパラメ
ーターは出力ラッチのクリア・パラメーターを指定しま
す。

address_aclr_a NONE
CLEAR0

ポート A のアドレス入力レジスターをクリアするオプショ
ンです。

width_byteena_a — ポート A のバイト・イネーブル・バスの幅です。この幅は、
width_a の値をバイト・サイズで割った値に等しくする
必要があります。デフォルト値の 1 は、バイト・イネーブル
が使用されていない場合にのみ許可されます。

WIDTH_B — ポート B のデータ幅です。

widthad_b — ポート B のアドレス幅です。

numwords_b — ポート B のメモリーブロックのデータワード数です。

outdata_reg_b UNREGISTERED
CLOCK1
CLOCK0

ポート B のデータ出力レジスターに対するクロックです。

address_reg_b CLOCK1
CLOCK0

ポート B のアドレスレジスターに対するクロックです。
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パラメーター名 選択可能な値 説明

outdata_aclr_b NONE
CLEAR1
CLEAR0

ポート B のデータ出力レジスターに対する非同期クリア
です。outdata_reg_a パラメーターが
UNREGISTERED に設定されている場合、このパラメ
ーターは出力ラッチのクリア・パラメーターを指定しま
す。

address_aclr_b NONE
CLEAR0

ポート B のアドレス入力レジスターをクリアするオプショ
ンです。

width_byteena_b — ポート B のバイト・イネーブル・バスの幅です。この幅は、
width_b の値をバイト・サイズで割った値に等しくする
必要があります。デフォルト値の 1 は、バイト・イネーブル
が使用されていない場合にのみ許可されます。

intended_device_family “Agilex” シミュレーション目的で使用されるパラメーターです。

ram_block_type AUTO
M20K
MLAB

メモリーブロックのタイプです。

byte_size 5
8
9

10

バイト・イネーブル・モードのバイト・サイズです。

read_during_write_mode_mixed_
ports

DONT_CARE
CONSTRAINT_DONT_CARE

NEW_DATA
OLD_DATA

NEW_A_OLD_B

Read-During-Write モードの動作です。
• デフォルト値は DONT_CARE です。
• NEW_DATA の値は、LUTRAM モードにおいて読

み出しアドレスと出力データが書き込みクロックによ
ってレジスターされる場合にのみサポートされます。

• CONSTRAINED_DONT_CARE の値は、
LUTRAM モードでのみサポートされます。

• NEW_A_OLD_B の値は、operation_mode
パラメーターが QUAD_PORT に設定されている
場合にのみサポートされます。

init_file *.mif
*.hex

初期化ファイルです。

init_file_layout PORT_A
PORT_B

初期化ファイルのレイアウトです。

maximum_depth — メモリー・ブロック・スライスの深度です。

clock_enable_input_a NORMAL
BYPASS

ポート A の入力レジスターのクロックイネーブルです。

clock_enable_output_a NORMAL
BYPASS

ポート A の出力レジスターのクロックイネーブルです。

clock_enable_input_b NORMAL
BYPASS

ポート B の入力レジスターのクロックイネーブルです。

clock_enable_output_b NORMAL
BYPASS

ポート B の出力レジスターのクロックイネーブルです。

read_during_write_mode_port_a NEW_DATA_NO_NBE_READ
NEW_DATA_WITH_NBE_RE

AD
OLD_DATA

DONT_CARE

ポート A の Read-During-Write 動作です。

read_during_write_mode_port_b NEW_DATA_NO_NBE_READ ポート B の Read-During-Write 動作です。
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パラメーター名 選択可能な値 説明

NEW_DATA_WITH_NBE_RE
AD

OLD_DATA
DONT_CARE

ENABLE_ECC TRUE
FALSE

ECC の機能を有効または無効にします。

ecc_pipeline_stage_enabled TRUE
FALSE

• 出力デコーダーの前に ECC パイプライン・レジスタ
ーを有効にするかを指定します。有効にすると、1 サ
イクルのレイテンシーが発生する代わりに、ECC で
はないモードと同じパフォーマンスが達成されます。

• このパラメーターを TRUE に設定する場合は、
enable_ecc パラメーターを TRUE に設定する
必要があります。

• このパラメーターが TRUE に設定されている場合、
outdata_reg_b パラメーターを
UNREGISTERED に設定することはできません。

• デフォルト値は FALSE です。

enable_ecc_encoder_bypass TRUE
FALSE

ECC のエンコーダー・バイパス機能を有効または無効に
します。
• このパラメーターを TRUE に設定する場合は、

enable_ecc パラメーターを TRUE に設定する
必要があります。

enable_coherent_read TRUE
FALSE

コヒーレント読み出し機能を有効または無効にします。
• デフォルト値は FALSE です。

enable_force_to_zero TRUE
FALSE

Force-to-Zero の機能を有効または無効にします。
• デフォルト値は FALSE です。

optimization_option AUTO
HIGH_SPEED
LOW_POWER

RAM ブロックを最適化する方法を指定します。
• AUTO が選択されている場合、フィッターは、RAM

ブロックを High_Speed モードにするか
Low_Power モードにするかを決定します。

• High_Speed または Low_Power を選択する場合
は、RAM のブロックタイプを M20K にする必要があ
ります。

4.1.8. RAM および ROM のインターフェイス信号

表 29. インテル Agilex の RAM および ROM IP のインターフェイス信号

信号 入力/出力 要/不要 説明

data_a 入力 任意 メモリーのポート A へのデータ入力です。
data_a ポートは、RAM のすべての動作モードで必要です。
• SINGLE_PORT

• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT

address_a 入力 要 メモリーのポート A へのアドレス入力です。
address_a 信号は、すべての動作モードで必要です。

address2_a 入力 要
(シンプル・クワッドポート

の場合)

メモリーのポート A への読み出しアドレス入力です。
address2_a 信号は、operation_mode パラメーターが
QUAD_PORT に設定されている場合に必要です。
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信号 入力/出力 要/不要 説明

wren_a 入力 任意 address_a ポートの書き込みイネーブル入力です。
wren_a 信号は、RAM のすべての動作モードで必要です。
• SINGLE_PORT

• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT

rden_a 入力 任意 address_a ポートの読み出しイネーブル入力です。rden_a 信号は、
選択しているメモリーモードとメモリーブロックに応じてサポートされま
す。

byteena_a 入力 任意 data_a ポートをマスクするバイト・イネーブル入力です。これにより、デ
ータの特定のバイト、ニブル、またはビットのみが書き込まれます。
byteena_a ポートは次の条件ではサポートされません。
• implement_in_les パラメーターが ON に設定されている場合
• operation_mode パラメーターが ROM に設定されている場合

addressstall_a 入力 任意 アドレス・クロック・イネーブル入力です。addressstall_a ポートが
High の場合に、address_a ポートの以前のアドレスを保持します。

q_a 出力 要 メモリーのポート A からのデータ出力です。
q_a ポートは、operation_mode パラメーターが次のいずれかの値
に設定されている場合に必要です。
• SINGLE_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT

• ROM

q_a ポートの幅は、data_a ポートの幅と等しくする必要があります。

data_b 入力 任意 メモリーのポート B へのデータ入力です。
data_b ポートは、operation_mode パラメーターが
BIDIR_DUAL_PORT および QUAD_PORT に設定されている場合に必
要です。

address_b 入力 任意 メモリーのポート B へのアドレス入力です。
address_b ポートは、operation_mode パラメーターが次の値に
設定されている場合に必要です。
• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT

address2_b 入力 要
(シンプル・クワッドポート

の場合)

メモリーのポート B への読み出しアドレス入力です。
address2_b は、operation_mode パラメーターが QUAD_PORT
に設定されている場合に必要です。

wren_b 入力 要 address_b ポートの書き込みイネーブル入力です。
wren_b ポートは、operation_mode が BIDIR_DUAL_PORT お
よび QUAD_PORT に設定されている場合に必要です。

rden_b 入力 任意 address_b ポートの読み出しイネーブル入力です。rden_b ポートは、
選択しているメモリーモードとメモリーブロックに応じてサポートされま
す。

byteena_b 入力 任意 data_b ポートをマスクするバイト・イネーブル入力です。これにより、デ
ータの特定のバイト、ニブル、およびビットのみが書き込まれます。
byteena_b ポートは次の条件ではサポートされません。
• implement_in_les パラメーターが ON に設定されている場合
• operation_mode パラメーターが SINGLE_PORT、

DUAL_PORT、または ROM に設定されている場合
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信号 入力/出力 要/不要 説明

q_b 出力 要 メモリーのポート B からのデータ出力です。q_b ポートは、
operation_mode が次の値に設定されている場合に必要です。
• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT

q_b ポートの幅は、data_b ポートの幅と等しくする必要があります。

clock0 入力 要 以下に、clock0 ポートに接続する必要があるメモリークロック、および
異なるクロックモードにおけるポートの同期について説明します。
• シングルクロック: お使いの単一のソースクロックを clock0 ポー

トに接続します。レジスターされるポートはすべて、同じソースクロック
によって同期します。

• 読み出し/書き込み: お使いの読み出しクロックを clock0 ポートに
接続します。書き込み動作に関連してレジスターされるポート
(data_a ポート、address_a ポート、wren_a ポート、
byteena_a ポートなど) はすべて、書き込みクロックによって同期
します。

• 入力出力: お使いの入力クロックを clock0 ポートに接続します。レ
ジスターされる入力ポートはすべて、入力クロックによって同期しま
す。

• 独立しているクロック: お使いのポート A のクロックを clock0 ポ
ートに接続します。ポート A のレジスターされる入力ポートおよび出
力ポートはすべて、ポート A のクロックによって同期します。

clock1 入力 任意 以下に、clock1 ポートに接続する必要があるメモリークロック、および
異なるクロックモードにおけるポートの同期について説明します。
• シングルクロック: 該当しません。レジスターされるポートはすべて、

clock0 ポートによって同期します。
• 読み出し/書き込み: 読み出しクロックを clock1 ポートに接続しま

す。読み出し動作に関連してレジスターされるポート (address_b
ポート、rden_b ポートなど) はすべて、読み出しクロックによって同
期します。

• 入力出力: 出力クロックを clock1 ポートに接続します。レジスター
される出力ポートはすべて、出力クロックによって同期します。

• 独立しているクロック: お使いのポート B のクロックを clock1 ポ
ートに接続します。ポート B のレジスターされる入力ポートおよび出
力ポートはすべて、ポート B のクロックによって同期します。

clocken0 入力 任意 clock0 ポートのクロックイネーブル入力です。

clocken1 入力 任意 clock1 ポートのクロックイネーブル入力です。

eccstatus 出力 任意 ビット幅のエラー訂正ステータスポートです。メモリーから読み出されたデ
ータに、訂正ありのシングルビット・エラーまたは訂正なしの致命的なエラ
ーが発生している、もしくはエラービットが発生していないことを示しま
す。
eccstatus ポートは、次の条件がすべて満たされる場合にサポートさ
れます。
• operation_mode パラメーターが DUAL_PORT に設定されてい

る
• ram_block_type パラメーターが M20K に設定されている
• width_a および width_b パラメーターが同じ値になっている
• バイト・イネーブルが使用されていない

eccencbypass 入力 任意 アクティブな場合、このポートは、eccencparity ポートを介したユー
ザーによるパリティー・フリップ・ビットの挿入を可能にします。非アクティ
ブな場合は、パリティー・フリップ・ビットは内部の ecc エンコーダーを使
用して生成されます。このポートは、
enable_ecc_encoder_bypass が「TRUE」に設定されている場合
にのみ使用することができます。
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信号 入力/出力 要/不要 説明

eccencparity 入力 任意 eccencbypass がアクティブな場合、ユーザーは、8 ビットのパリティー
フリップを eccencparity ポートを介して挿入することができます。こ
のポートは、enable_ecc_encoder_bypass が「TRUE」に設定さ
れている場合にのみ使用することができます。

data 入力 要 メモリーへのデータ入力です。data ポートが必要です。幅は、q ポートの幅
に等しくする必要があります。

wraddress 入力 要 メモリーへの書き込みアドレス入力です。

wren 入力 要 wraddress ポートの書き込みイネーブル入力です。wren ポートが必
要です。

rdaddress 入力 要 メモリーへの読み出しアドレス入力です。

rden 入力 任意 rdaddress ポートの読み出しイネーブル入力です。

byteena 入力 任意 データポートをマスクするバイト・イネーブル入力です。これにより、データ
の特定のバイト、ニブル、またはビットのみが書き込まれます。インテル
Agilex デバイスでは、ram_block_type パラメーターを MLAB に設
定している場合にサポートされます。

wraddressstall 入力 任意 書き込みアドレス・クロック・イネーブル入力です。wraddressstall
ポートが High の間は、wraddress ポートの以前の書き込みアドレスを
保持します。

rdaddressstall 入力 任意 読み出しアドレス・クロック・イネーブル入力です。rdaddressstall ポ
ートが High の間は、rdaddress ポートの以前の読み出しアドレスを保
持します。

q 出力 要 メモリーからのデータ出力です。

inclock 入力 要 以下に、inclock ポートに接続する必要があるメモリークロック、および
異なるクロックモードにおけるポートの同期について説明します。
• シングルクロック: お使いの単一のソースクロックを inclock ポー

トと outclock ポートに接続します。レジスターされるポートはすべ
て、同じソースクロックによって同期します。

• 読み出し/書き込み: お使いの書き込みクロックを inclock ポート
に接続します。書き込み動作に関連してレジスターされるポート
(data ポート、wraddress ポート、wren ポート、byteena ポー
トなど) はすべて、書き込みクロックによって同期します。

• 入力/出力: お使いの入力クロックを inclock ポートに接続しま
す。レジスターされる入力ポートはすべて、入力クロックによって同期
します。

outclock 入力 要 以下に、outclock ポートに接続する必要があるメモリークロック、およ
び異なるクロックモードにおけるポートの同期について説明します。
• シングルクロック: お使いの単一のソースクロックを inclock ポー

トと outclock ポートに接続します。レジスターされるポートはすべ
て、同じソースクロックによって同期します。

• 読み出し/書き込み: お使いの読み出しクロックを outclock ポー
トに接続します。読み出し動作に関連してレジスターされるポート
(rdaddress ポート、rdren ポートなど) はすべて、読み出しクロッ
クによって同期します。

• 入力/出力: お使いの出力クロックを outclock ポートに接続しま
す。レジスターされる q ポートは、出力クロックによって同期します。

inclocken 入力 任意 inclock ポートのクロックイネーブル入力です。
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信号 入力/出力 要/不要 説明

outclocken 入力 任意 outclock ポートのクロックイネーブル入力です。

aclr 入力 任意 出力ポートを非同期でクリアします。レジスターされるポートに対する非同
期クリアの影響は、対応するクリア・パラメーター (outdata_aclr_a、
outdata_aclr_b など) を介して制御することができます。

sclr 入力 任意 出力ポートを同期してクリアします。レジスターされるポートに対する同期
クリアの影響は、対応するパラメーター (outdata_sclr_a、
outdata_sclr_b など) を介して制御することができます。

注意: エンベデッド・メモリーのシミュレーション・モデルを実行する際は、「X」または dont_care をシミュレ
ーション・モデルへの入力として使用しないようにする必要があります。「X」または don't_care を提供
すると、シミュレーションで予期しない動作が発生する可能性があります。

4.2. eSRAM Intel Agilex FPGA IP

eSRAM Intel Agilex FPGA IP の基本的なビルディング・ブロックはバンクです。このバンクは、 1K x
64 ビットの SRAM ブロックのアレイで構成されます。

32 個の eSRAM バンクを組み合わせてチャネルを形成します。

図 -28: eSRAM チャネル
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4 つのメモリーポートを組み合わせて eSRAM のシステムを形成します。各ポートは 2 つのチャネルで
構成されます。
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図 -29: eSRAM システム
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関連情報
インテル® Agilex™ FPGA 技術資料 (簡易版): (デバイスの概要)

eSRAM をサポートするインテル Agilex デバイスファミリーのバリアントのリストを提供します。

4.2.1. eSRAM Intel Agilex FPGA IP のリリース情報

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 30. eSRAM Intel Agilex FPGA IP のリリース情報

アイテム 説明

IP Version 19.2.0

インテル Quartus Prime のバージョン 20.4

リリース日 2020.12.14
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4.2.2. eSRAM システムの機能

eSRAM システムは、読み出しおよび書き込み同時要求の処理、データの整合性および一貫性の確保、
電力効率の最大化に向けた機能を提供します。

特定の eSRAM システムでは、750MHz の最大周波数を達成することができます。利用可能な eSRAM
システムの数は、使用しているインテル Agilex デバイスによって異なります。

eSRAM システム内のすべてのメモリー ポートには、1 つの書き込みポートと 1 つの読み出しポートが
あり、読み出しおよび書き込みの同時要求を処理することができます。各 ポートでは、独自のバンクにの
みアクセスすることができます。それにより、それぞれの ポートが隣接するポートから独立していること
を保証します。

eSRAM システムには誤り訂正コード (ECC) があります。ECC は常に、ユーザーがアクセスすることが
できるデータ容量を消費することで 有効になっています。ECC では、書き込みデータを拡張ハミングコ
ードでエンコードし、シングルビット・エラー訂正とダブルビット・エラー検出 (SECDED) に読み出しデ
ータをデコードすることにより、データの整合性を向上させることができます。

Write Forwarding と呼ばれるデータ・コヒーレンシーの機能があります。これを使用すると、同じ
eSRAM メモリー位置への同時書き込みおよび読み出しアクセスの処理が可能になります。書き込みポ
ートの書き込みデータが読み出しポートに転送されます。ターゲットの SRAM バンクからは読み出され
ません。ただし、書き込みデータはターゲットの eSRAM バンクに書き込まれます。

4.2.2.1. eSRAM の仕様

次の表は、eSRAM Intel Agilex FPGA IP の仕様をまとめたものです。

表 31. eSRAM の仕様

機能 詳細 値 説明

クロック周波数
-1
-2
-3

200MHz - 750MHz
200MHz - 640MHz
200MHz - 500Mhz

—

バンク容量 — 64 Kb 各バンクは (1024) 1K x 64 ビ
ットです。

チャネルごとのバンク — 32 —

チャネル容量 — 2.048Mb —

eSRAM ごとの ポート — 4 各ポートは 2 つのチャネルで構成
されます。

eSRAM 容量 — 16.384Mb —

インターフェイス・データ幅 — x64 最大幅
continued...   
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機能 詳細 値 説明

読み出しレイテンシー(6) — 7 + 2 (7) —

書き込みレイテンシー — 0 + 2 (7)
eSRAM に発行される書き込みコ
マンドのレイテンシーは 0 サイク
ルです。

消費電力 (eSRAM システムあた
り)

—
静的: 192mW
動的: 1.08mW/MHz

—

4.2.3. eSRAM Intel Agilex FPGA IP のパラメーター

パラメーターを使用することで、実装するチャネルを選択することができます。

表 33. eSRAM Intel Agilex FPGA IP のパラメーター・エディター: General タブ

パラメーター 選択可能な値 説明

インターフェイス

インターフェイス
• Enable Port 0
• Enable Port 1
• Enable Port 2
• Enable Port 3

On/Off eSRAM に対して有効にするチャネルを指定し
ます。eSRAM ごとに 4 つのポートがあります。
• Enable Port 0-このオプションは、

eSRAM にポート 0 を有効にします。
• Enable Port 1-このオプションは、

eSRAM にポート 1 を有効にします。
• Enable Port 2-このオプションは、

eSRAM にポート 2 を有効にします。
• Enable Port 3-このオプションは、

eSRAM にポート 3 を有効にします。

表 34. eSRAM Intel Agilex FPGA IP のパラメーター・エディター: Port タブ

パラメーター 選択可能な値 説明

チャネル幅と深度

How wide should the data bus be? — データバスの幅を指定します。
• 1 から 64 ビット

How many words of memory? — ポートの N ビット・ワード数を指定します。この
値を使用して、オンにするバンクの数を導出し
ます。残りのバンクは、省電力の目的でシャット
ダウンされます。有効にされるバンク数は、ポ
ートの深さを 1024 で割った値に等しくなりま
す。この 1024 は各バンクの深さです。

continued...   

(6) 読み出しレイテンシーは、読み出しコマンドがインターフェイスに提供されてから、有効な読み出しデータが返さ
れるまでで測定されます。

(7) eSRAM とインターフェイスしているレジスターのために、読み出し/書き込みレイテンシーで+2 が追加され、ル
ーティングとタイミングの要件を満たします。
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パラメーター 選択可能な値 説明

注
意: 

有効になっていないバンクにアドレス
指定を試みると、発生するデータはラン
ダムになり、値を伴いません。

チャネルの機能

Enable Write Forwarding On/Off 書き込み転送を有効にします。これにより、
eSRAM 内の同じアドレスへの書き込みおよび
読み出し時にデータの一貫性が保証されます。
書き込み転送では、書き込みポートに存在する
データを取り出し、それを読み出しポートに読
み出しデータとして転送します。
書き込み転送される読み出しデータには、通常
の読み出しと同じ時間が必要です。読み出しロ
ジックは、ターゲットのアドレスに格納されて
いるデータを使用しません。ただし、データはア
ドレスに書き込まれます。

4.2.4. eSRAM Intel Agilex FPGA IP のインターフェイス信号

次の表は、eSRAM Intel Agilex FPGA IP インターフェイスの入力信号と出力信号を示しています。

表 35. eSRAM Intel Agilex FPGA IP の入力信号と出力信号

信号 方向 幅 説明

clock 入力 1 リファレンス・クロックを提供します。

p<port_number>_data 入力 1–64
の範囲

1 から 64 ビット

p<port_number>_rdaddress 入力 10–16
の範囲

メモリーの場合の読み出しアドレスです。チャネ
ルで有効になっているバンクの数によって異なり
ます。
注
意: 

無効なアドレスからの読み出しを試みる
と、返されるデータはランダムであり、値
を伴いません。

p<port_number>_rden 入力 1 rdaddress ポートのアクティブ High 読み出
しイネーブル入力です。

p<port_number>_sd 入力 1 アクティブ High の信号で、ポートを動的にシャッ
トダウンします。この信号は、ポート内のバンクの
ペリフェラルおよびメモリーコアへの電力をシャ
ットダウンします。メモリーデータは維持されま
せん。eSRAM システムで使用するチャネル数を
選択する際に静的にシャットダウンされるチャネ
ルのほかにも、ポートはランタイム時に動的にシ
ャットダウンすることができます。
注意: ポートがシャットダウンされる際に、メモ

リーの内容は保持されません。

p<port_number>_wraddress 入力 10–16
の範囲

メモリーの書き込みアドレスです。ポートで有効
になっているバンクの数によって異なります。
注
意: 

無効なアドレスへの書き込みでは、ターゲ
ットにしているバンクに電力が供給され
ていないため、何も発生しません。

p<port_number>_wren 入力 1 wraddress ポートのアクティブ High 書き込
みイネーブル入力です。

p<port_number>_q 出力 1–64 1 から 64 ビット
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信号 方向 幅 説明

の範囲

p<port_number>_eccflags 出力 2 p<port_number>_eccflags[0] は、エ
ラーの検出を表しています。eSRAM から取得し
た読み出しデータで ECC エラーが発生している
際にアサートされます。
p<port_number>_eccflags[1] は、エ
ラーの訂正を表しています。ECC エラーが正常に
訂正されており、メモリーの内容が訂正されたデ
ータで更新されていない場合にアサートされま
す。

4.2.5. eSRAM のタイミング図

図 -30: 通常モードにおける eSRAM のタイミング図
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図 -31: eSRAM の書き込み転送条件
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図 -32: eSRAM のシャットダウン条件
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4.3. FIFO Intel FPGA IP

インテルでは、パラメーター化が可能なシングルクロック FIFO (SCFIFO) およびデュアルクロック
FIFO (DCFIFO) の機能を介して FIFO Intel FPGA IP を提供しています。

FIFO の機能は主に、同期または非同期のクロックドメインにおける先入れ先出しデータフローに準拠
するデータのバッファリング・アプリケーションに適用されます。

FIFO の機能の具体的な名称は次のとおりです。

• SCFIFO: シングルクロック FIFO

• DCFIFO: デュアルクロック FIFO (入力データと出力データで同じポート幅をサポート)

• DCFIFO_MIXED_WIDTHS: デュアルクロック FIFO (入力データと出力データで異なるポート
幅をサポート)

注意: 「DCFIFO」という用語は、特に指定がない限り、DCFIFO IP と DCFIFO_MIXED_WIDTHS IP の両
方を指しています。

4.3.1. FIFO Intel FPGA IP のリリース情報

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。
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表 36. FIFO Intel FPGA IP のリリース情報

アイテム 説明

IP Version 19.1.0

インテル Quartus Prime のバージョン 19.3

リリース日 2019.09.30

4.3.2. コンフィグレーション方法

表 37. コンフィグレーション方法
FIFO Intel FPGA IP コアは、次の表に示されている方法でコンフィグレーションおよび構築することができます。

方法 説明

FIFO のパラメーター・エディターを使用する インテルでは、この方法を使用して FIFO Intel FPGA IP コアを構築す
ることを推奨しています。この方法は、FIFO Intel FPGA IP コアのコン
フィグレーションおよび構築を行う際の効率的な方法です。FIFO のパラ
メーター・エディターは、FIFO Intel FPGA IP コアを容易にコンフィグ
レーションするためのオプションを提供します。
FIFO Intel FPGA IP コアのパラメーター・エディターには、IP カタログ
の Basic Functions > On Chip Memory > FIFO でアクセス
することができます。(10)

FIFO Intel FPGA IP コアを手動でインスタンス化する この方法は、熟練ユーザーである場合にのみ使用してください。この方法
を使用する場合は、IP コアの詳細な仕様を理解している必要がありま
す。使用する入力ポートと出力ポート、および割り当てられるパラメータ
ーの値が、ターゲットデバイスにインスタンス化する FIFO Intel FPGA
IP コアに対して有効なことを確認する必要があります。

4.3.3. 仕様

4.3.3.1. Verilog HDL プロトタイプ

Verilog HDL プロトタイプは、<Intel Quartus Prime installation directory>
\eda\sim_lib ディレクトリーの Verilog Design File (.v) altera_mf.v にあります。

4.3.3.2. VHDL のコンポーネント宣言

VHDL のコンポーネント宣言は、<Intel Quartus Prime installation directory>
\libraries\vhdl\altera_mf\altera_mf_components.vhd にあります。

4.3.3.3. VHDL の LIBRARY-USE 宣言

VHDL の LIBRARY-USE 宣言は、VHDL のコンポーネント宣言を使用する場合は必要ありません。

LIBRARY altera_mf;

USE altera_mf.altera_mf_components.all;

(10) dcfifo または scfifo を、お使いの FIFO のプラットフォーム・デザイナー・システムのエンティティー名として使用
しないでください。
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4.3.3.4. FIFO の信号

このセクションでは、FIFO Intel FPGA IP コアの SCFIFO ブロックと DCFIFO ブロックの図を示し、
入力ポートと出力ポートを視覚化しています。このセクションではまた、それぞれのポートについて詳し
く説明することにより、各ポートの使用法、機能、または制約に関する理解を促進しています。場合によっ
ては、一部の説明において、このユーザーガイドの特定のセクションを参照し、より詳細な内容に言及し
ています。

図 -33: SCFIFO および DCFIFO の入力信号と出力信号
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SCFIFO ブロックでは、読み出し信号と書き込み信号は同じクロックに同期しています。DCFIFO ブロ
ックでは、読み出し信号と書き込み信号はそれぞれ、rdclk クロックと wrclk クロックに同期してい
ます。プリフィクスの wr および rd はそれぞれ、wrclk クロックと rdclk クロックで同期している信
号を表します。

表 38. 入力ポートと出力ポートの説明
次の表は、FIFO Intel FPGA IP コアの信号を示しています。「シリーズ」という用語は、特定のデバイスのすべてのデバイスファミリー
を指しています。

ポート タイプ 必須 説明

clock (11) 入力 はい ポジティブエッジトリガー・クロックです。

wrclk (12) 入力 はい ポジティブエッジトリガー・クロックです。
次のポートの同期に使用します。
• data

• wrreq

• wrfull

• wrempty

• wrusedw

rdclk (12) 入力 はい ポジティブエッジトリガー・クロックです。

continued...   

(11) SCFIFO の機能にのみ適用されます。

(12) DCFIFO の両方の機能に適用されます。
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ポート タイプ 必須 説明

次のポートの同期に使用します。
• q

• rdreq

• rdfull

• rdempty

• rdusedw

data (13) 入力 はい wrreq 信号がアサートされた際に FIFO Intel FPGA IP コアに書き込まれる
データを保持します。FIFO Intel FPGA IP コアを手動でインスタンス化する場
合は、ポート幅が lpm_width パラメーターに等しいことを確認します。

wrreq (13) 入力 はい この信号をアサートし、書き込み動作を要求します。
次の条件が満たされていることを確認してください。
• full (SCFIFO) または wrfull (DCFIFO) ポートが High の場合は、

wrreq 信号をアサートしないでください。オーバーフロー保護回路を有効
にする、もしくは overflow_checking パラメーターを ON に設定し、
フルになった際に FIFO Intel FPGA IP コアで自動的に wrreq 信号を無
効にできるようにします。

• wrreq 信号は、full または wrfull 信号に基づく機能上のタイミング
要件を満たしている必要があります。

• aclr 信号がデアサートしている際に、wrreq 信号をアサートしないでく
ださい。この要件に違反すると、wrreq ポートが High に設定されている場
合に、aclr 信号の立ち下がりエッジと書き込みクロックの立ち上がりエッ
ジ間で競合状態が発生します。インテル Agilex シリーズをターゲットとす
る DCFIFO の機能にはどちらも、aclr 信号と wrclk クロックを同期する
回路を自動的に追加する、もしくは write_aclr_synch パラメーター
を ON に設定するオプションがあります。このオプションを使用し、制約に従
っていることを保証します。

rdreq (13) 入力 はい この信号をアサートし、読み出し動作を要求します。rdreq 信号は、通常モード
と先行表示モードで動作が異なります。
次の条件が満たされていることを確認してください。
• empty (SCFIFO) または rdempty (DCFIFO) ポートが High の場合

は、rdreq 信号をアサートしないでください。アンダーフロー保護回路を有
効にする、もしくは underflow_checking パラメーターを ON に設定
し、空になった際に FIFO Intel FPGA IP コアで自動的に rdreq 信号を
無効にできるようにします。

• rdreq 信号は、empty または rdempty 信号に基づく機能上のタイ
ミング要件を満たしている必要があります。

sclr (11)

aclr (13)
入力 いいえ この信号をアサートし、すべての出力ステータスポートをクリアします。ただし、q

出力への影響は、FIFO のコンフィグレーションによって異なる場合があります。
aclr 信号には、アクティブで維持する必要がある最小クロックサイクル数はあ
りません。

q (13) 出力 はい 読み出し要求動作で読み出されるデータを示します。
SCFIFO の機能と DCFIFO の機能では、q ポートの幅を data ポートの幅と等
しくする必要があります。FIFO の機能を手動でインスタンス化する場合は、ポー
ト幅が lpm_width パラメーターと等しいことを確認します。
DCFIFO_MIXED_WIDTHS の機能では、q ポートの幅が data ポートの幅と
異なる場合があります。FIFO の機能を手動でインスタンス化する場合は、q ポ
ートの幅が lpm_width_r パラメーターと等しいことを確認します。FIFO の
機能は、幅の広い書き込みポートと幅の狭い読み出しポート (もしくはその逆)
をサポートします。ただし、幅の比は RAM ブロックのタイプで制限されており、
通常は 2 の累乗です。

continued...   

(13) SCFIFO、DCFIFO、DCFIFO_MIXED_WIDTH の機能に適用されます。
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ポート タイプ 必須 説明

full (11)

wrfull (12)

rdfull (12)

出力 いいえ アサートされている場合、FIFO Intel FPGA IP コアはフルであるとみなされま
す。FIFO Intel FPGA IP コアがフルの際に、書き込み要求操作を行わないでく
ださい。
通常、rdfull 信号は、wrfull 信号の遅延版です。 rdfull 信号は、
wrfull 信号の派生版ではなく、複合出力として機能します。よって、ターゲット
デバイスにかかわらず、wrfull ポートを常に参照し、有効な書き込み要求操
作を行うことができるかを確認する必要があります。

empty (11)

wrempty (12)

rdempty (12)

出力 いいえ アサートされている場合、FIFO Intel FPGA IP コアは空であるとみなされま
す。FIFO Intel FPGA IP コアが空の際に、読み出し要求操作を行わないでくだ
さい。
通常、wrempty 信号は、rdempty 信号の遅延版です。 wrempty 信号は、
rdempty 信号の派生版ではなく、複合出力として機能します。よって、ターゲッ
トデバイスにかかわらず、rdempty ポートを常に参照し、有効な読み出し要求
操作を行うことができるかを確認する必要があります。

almost_full (11) 出力 いいえ usedw 信号が almost_full_value パラメーター以上になった場合にア
サートされます。full 信号の早期通知として使用されます。

almost_empty (11) 出力 いいえ usedw 信号が almost_empty_value パラメーターよりも小さい場合に
アサートされます。empty 信号の早期通知として使用されます。 (14)

usedw (11)

wrusedw (12)

rdusedw (12)

出力 いいえ FIFO に格納されているワード数を示します。
SCFIFO の機能もしくは DCFIFO の機能を手動でインスタンス化する場合は、
ポート幅が lpm_widthu パラメーターと等しいことを確認します。
DCFIFO_MIXED_WIDTH の場合は、wrusedw ポートと rdusedw ポート
の幅をそれぞれ、LPM_WIDTHU パラメーターおよび lpm_widthu_r パラ
メーターと等しくする必要があります。
FIFO Intel FPGA IP コアは、格納されているワード数が最大値に達する前に
フルを示します。そのため、ターゲットデバイスにかかわらず、有効な書き込み要
求操作に関しては full または wrfull ポート、有効な読み出し要求操作に
関しては empty または rdempty ポートを常に参照する必要があります。

注
意: 

格納データが読み出しで利用できない場合があります。「wrreq と
empty」および「rdreq と empty」のレイテンシーに関しては、FIFO の
出力ステータスフラグとレイテンシー (76 ページ) を参照し、FIFO を
読み出す前にデータが準備できていることを保証します。

eccstatus (15) 出力 いいえ 2 ビット幅のエラー訂正ステータスポートです。メモリーから読み出されたデー
タに、訂正ありのシングルビット・エラーまたは訂正なしの致命的なエラーがあ
る、もしくはエラービットが発生していないことを示します。
• 00: エラーなし
• 01: 不正
• 10: 訂正可能なエラーが発生し、出力でエラーが訂正されています。ただ

し、メモリーアレイは更新されていません。
• 11: 訂正不可能なエラーが発生しており、訂正不可能なデータが出力に表

示されます。

(14) 特定の条件下において、SCFIFO では、almost_empty 信号がアサートされずに empty 信号がアサートされ
ます。詳細は、SCFIFO の ALMOST_EMPTY 機能のタイミング (76 ページ) を参照してください。

(15) DCFIFO_MIXED_WIDTHS の機能には適用されません。
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DCFIFO 機能の rdempty 出力では、aclr 入力がアサートされた際に瞬間的にグリッチする場合が
あります。外部レジスターでこのグリッチを誤ってキャプチャーしないようにするには、次のいずれかが該
当していることを確認します。

• 外部レジスターでは、DCFIFO 機能の aclr 入力に接続されているリセットと同じリセットを使用
する必要があります。

• DCFIFO 機能の aclr 入力に接続されているリセットは、外部レジスターを駆動するクロックに同
期してアサートする必要があります。

FIFO Intel FPGA IP コアの出力レイテンシーの情報は重要です。特に、q 出力ポートでは、出力がサン
プリングに対して有効かを示す出力フラグがないため、重要になります。

4.3.3.5. FIFO のパラメーター設定

表 39. FIFO のパラメーター

パラメーター タイプ 必須 説明

lpm_width 整数 はい SCFIFO 機能と DCFIFO 機能の data ポートと q ポートの幅を指定
します。DCFIFO_MIXED_WIDTHS の機能では、このパラメーター
は data ポートの幅のみを指定します。

lpm_width_r (16) 整数 はい DCFIFO_MIXED_WIDTHS 機能の q ポートの幅を指定します。

lpm_widthu 整数 はい SCFIFO 機能の usedw ポートの幅、もしくは DCFIFO 機能の
rdusedw ポートおよび wrusedw ポートの幅を指定します。
DCFIFO_MIXED_WIDTHS の機能では、wrusedw ポートの幅のみ
を表しています。

lpm_widthu_r (16) 整数 はい DCFIFO_MIXED_WIDTHS 機能の rdusedw ポートの幅を指定し
ます。

lpm_numwords 整数 はい 必要な FIFO の深度を指定します。値は、少なくとも 4 にする必要があ
ります。
割り当てられる値は、次の式に準拠している必要があります。
2^LPM_WIDTHU

lpm_showahead 文字列 はい FIFO が通常モード (OFF) であるか先行表示モード (ON) であるか
を指定します。詳細は、SCFIFO および DCFIFO の先行表示モードの
セクションを参照してください。
このパラメーターを ON に設定すると、パフォーマンスが低下する場
合があります。

lpm_type 文字列 いいえ パラメーター化されたモジュールのライブラリー (LPM) のエンティテ
ィー名を識別します。値は、SCFIFO と DCFIFO です。

lpm_hint 文字列 いいえ これはレガシー・パラメーターであり、以下の設定に使用されます。
1. 最大深度。必要な最大深度は、「MAXIMUM_DEPTH=<depth>」

で設定することができます。このパラメーターを無視することによ
り、SCFIFO で使用される RAM の最大深度をインテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアで自動的に選択できるようにします。

2. RAM のブロックタイプ。RAM のブロックタイプは、
「RAM_BLOCK_TYPE=<M20K|MLAB|AUTO>」で選択するこ
とができます。デフォルト値は AUTO です。

3. Embedded Timing Constraint を無効にします。これは、
DCFIFO に設定される必須パラメーターであり、FIFO Intel
FPGA IP にあるレガシー set_false_path を無効にします。

continued...   

(16) DCFIFO_MIXED_WIDTHS 機能にのみ適用されます。
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パラメーター タイプ 必須 説明

「DISABLE_EMBEDDED_TIMING_CONSTRAINT=TRUE」を
lpm_hint に追加し、DCFIFO IP 内のシンクロナイザー・パスで
の適切なタイミング解析を実現します。

以下の例のように、オプションは間にコンマを入れて連結し、ダブル・
クオーテーションで囲む必要があります。
lpm_hint = ”MAXIMUM_DEPTH=512,
RAM_BLOCK_TYPE=M20K”

overflow_checking 文字列 いいえ オーバーフロー・チェックの保護回路を有効にするか否かを指定しま
す。この回路は、FIFO Intel FPGA IP コアがフルになった際に
wrreq ポートを無効にするものです。値は ON または OFF です。省
略している場合のデフォルトは ON です。

underflow_checking 文字列 いいえ アンダーフロー・チェックの保護回路を有効にするか否かを指定しま
す。この回路は、FIFO Intel FPGA IP コアが空になった際に rdreq
ポートを無効にするものです。値は ON または OFF です。省略してい
る場合のデフォルトは ON です。
空の SCFIFO からの読み出しでは、予測できない結果が発生すること
に注意してください。

enable_ecc (17) 文字列 いいえ エラーの検出と訂正 (ECC) 機能を有効にするか否かを指定します。
この機能は、メモリーの出力でシングルビット・エラーおよびダブル隣
接ビット・エラーを訂正し、トリプル隣接ビット・エラーを検出するもの
です。このオプションは、M20K のメモリー・ブロック・タイプを使用して
いる場合にのみ利用することができます。
ECC はデフォルトで無効になっています。

delay_wrusedw (18) 文字列 いいえ それぞれのパラメーターを使用して rdusedw ポートまたは
wrusedw ポートに内部的に追加するレジスターステージの数を指定
します。
デフォルト値の 1 では、単一のレジスターステージを出力に追加する
ことにより、パフォーマンスを向上させます。パラメーターの値を増や
しても、システムの最大スピードは上がりません。それぞれの出力ポー
トにレイテンシーが追加されるだけです。

add_usedw_msb_bit (18) 文字列 いいえ rdusedw ポートおよび wrusedw ポートの幅を 1 ビット増やしま
す。幅を広げることにより、FIFO Intel FPGA IP コアがフルになった
際の 0 へのロールオーバーを防ぎます。値は ON または OFF です。省
略している場合のデフォルト値は OFF です。

rdsync_delaypipe (18)

wrsync_delaypipe (18)
整数 いいえ クロス・クロック・ドメインの同期ステージ数を指定します。

rdsync_delaypipe パラメーターの値は、同期ステージを書き込
み制御ロジックから読み出し制御ロジックへ関連付けます。
wrsync_delaypipe パラメーターは、同期ステージを読み出し制
御ロジックから書き込み制御ロジックに関連付けます。クロックが同
期していない場合は、これらのパラメーターを使用して同期ステージ
数を設定し、clocks_are_synchronized パラメーターを
FALSE に設定します。
実装される実際の同期ステージは、割り当てられるパラメーター値に
多様に関連し、ターゲットデバイスによって異なります。
これらのパラメーターの値は、内部で 2 減少します。よって、これらのパ
ラメーターのデフォルト値 3 は、単一の同期ステージに対応します。値
が 4 の場合は、2 つの同期ステージが発生します。準安定状態の保護
のため、少なくとも 4 (2 つの同期ステージ) を選択します。

use_eab 文字列 いいえ FIFO Intel FPGA IP コアを RAM ブロックを使用して構築するかを
指定します。値は ON または OFF です。

continued...   

(17) DCFIFO_MIXED_WIDTHS 機能には適用されません。

(18) DCFIFO 機能にのみ適用されます。
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パラメーター タイプ 必須 説明

このパラメーター値を OFF に設定すると、ram_block_type パラ
メーターに割り当てられている TriMatrix メモリー・ブロック・タイプに
関係なく、ALM で実装される FIFO Intel FPGA IP コアが生成されま
す。
このパラメーターはデフォルトで有効になっています。FIFO は、
ram_block_type で指定されている RAM ブロックを使用して実
装されます。

write_aclr_synch (18) 文字列 いいえ wrclk クロックによって aclr ポートを内部で同期させる回路を追
加するか否かを指定します。回路を追加することにより、FIFO Intel
FPGA IP コアの破損につながる wrreq ポートと aclr ポートの競
合状態が回避されます。
値は ON もしくは OFF です。省略している場合のデフォルト値は
OFF です。

read_aclr_synch (18) 文字列 いいえ rdclk クロックによって aclr ポートを内部で同期させる回路を追
加するか否かを指定します。回路を追加することにより、FIFO Intel
FPGA IP コアの破損につながる rdreq ポートと aclr ポートの競
合状態が回避されます。
値は ON もしくは OFF です。省略している場合のデフォルト値は
OFF です。

clocks_are_synchronized (18) 文字列 いいえ 書き込みクロックと読み出しクロックが同期しているかを指定します。
これにより、FIFO の安定した動作を実現するために追加される内部同
期ステージ数が決定します。値は TRUE と FALSE です。省略してい
る場合のデフォルト値は FALSE です。書き込みクロックと読み出しク
ロックが常に同期しており、それらが相互の倍数になる場合にのみパ
ラメーターを TRUE に設定する必要があります。それ以外の場合はこ
れを FALSE に設定し、準安定状態の問題を防ぎます。
クロックが同期していない場合は、パラメーターを FALSE に設定し、
rdsync_delaypipe パラメーターと wrsync_delaypipe パ
ラメーターを使用して必要な同期ステージ数を決定します。

ram_block_type 文字列 いいえ 使用するターゲットデバイスの Trimatrix メモリーブロックを指定し
ます。設定している RAM のコンフィグレーションに基づく適切な実装
を取得するには、このパラメーターを無視することにより、インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアでメモリータイプを自動的に選択
できるようにし、use_eab パラメーターを ON に設定します。これに
よりコンパイラーでは、必要な FIFO の深さに基づき、メモリー機能を
利用可能な任意のメモリーリソースに配置できる柔軟性が得られま
す。利用可能な RAM のブロックタイプは、Auto (デフォルト)、MLAB、
M20K、M144K です。

add_ram_output_register 文字列 いいえ q 出力をレジスターするかを指定します。値は ON および OFF です。
省略している場合のデフォルト値は OFF です。

almost_full_value (19) 整数 いいえ almost_full ポートにしきい値の値を設定します。FIFO Intel
FPGA IP コアに格納されているワード数がこの値以上になると、
almost_full ポートがアサートされます。

continued...   

(19) SCFIFO 機能にのみ適用されます。
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パラメーター タイプ 必須 説明

almost_empty_value (19) 整数 いいえ almost_empty ポートのしきい値の値を設定します。FIFO Intel
FPGA IP コアに格納されているワード数がこの値よりも少なくなる
と、almost_empty ポートがアサートされます。

allow_wrcycle_when_full (19) 文字列 いいえ 読み出しサイクルと書き込みサイクルをすでにフルの状態の SCFIFO
に結合し、フルの状態が維持されるようにします。値は ON および
OFF です。省略している場合のデフォルトは OFF です。このパラメー
ターは、OVERFLOW_CHECKING パラメーターが ON に設定されて
いる場合にのみ使用します。

intended_device_family 文字列 いいえ インテル Quartus Prime プロジェクトで設定されているデバイスに
一致する目的のデバイスを指定します。このパラメーターは、機能のシ
ミュレーションでのみ使用します。

4.3.4. FIFO の機能におけるタイミング要件

wrreq 信号は、FIFO Intel FPGA IP のパラメーター・エディターでオーバーフロー保護回路を有効に
している場合、もしくは OVERFLOW_CHECKING パラメーターを ON に設定している場合に無視され
ます (FIFP がフルの際)。rdreq 信号は、FIFO Intel FPGA IP コア・インターフェイスでアンダーフロ
ー保護回路を有効にしている場合、もしくは UNDERFLOW_CHECKING パラメーターを ON に設定し
ている場合に無視されます (FIFO が空の際)。

保護回路が有効になっていない場合は、機能上の次のタイミング要件を満たす必要があります。

表 40. 機能におけるタイミング要件

DCFIFO SCFIFO

wrreq 信号は、wrfull 信号がアサートされたクロックサイクルと同
じサイクルでデアサートします。

wrreq 信号は、full 信号がアサートされたクロックサイクルと同じサ
イクルでデアサートします。

rdreq 信号は、rdempty 信号がアサートされたクロックサイクルと
同じサイクルでデアサートします。wrclk および rdclk の周波数に基
づき想定される動作とは関係なく、これらの要件を満たす必要がありま
す。

rdreq 信号は、empty 信号がアサートされたクロックサイクルと同じ
サイクルでデアサートします。

図 -34: wrreq信号と wrfull信号の機能上のタイミング
次の図は、wrreq 信号と wrfull 信号の動作を示しています。
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図 -35: rdreq信号と rdempty信号の機能上のタイミング
次の図は、rdreq 信号と rdempty 信号の動作を示しています。

前述の DCFIFO の機能に必要なタイミングは、SCFIFO にも適用されます。この 2 つのモードの違い
は、SCFIFO の場合、wrreq 信号は full 信号に基づき機能のタイミング要件を満たす必要があり、
rdreq 信号は empty 信号に基づき機能のタイミング要件を満たす必要があることです。

4.3.5. SCFIFO の ALMOST_EMPTY 機能のタイミング

SCFIFO では、設定している almost_empty_value よりも usedw が低い場合に
almost_empty がアサートされます。almost_empty 信号は、出力でのデータの準備状況を考慮
しません。almost_empty_value の設定が低すぎる場合は、SCFIFO で almost_emtpy 信号
がアサートされずに empty 信号がアサートされる可能性があります。

図 -36: almost_empty信号をアサートせずに empty信号がアサートされる場合の例

この例では、almost_empty_value は 1 です。これは、usedw が 0 になると almost_empty
がアサートされることを意味します。読み出し要求を受信する前に、FIFO には 3 つのワードがあります。
最初の読み出し後に、wrreq がアサートされ、rdreq 信号は High で保持されています。usedw は 2
で維持されます。次のサイクルで、wrreq がデアサートされていますが、別の rdreq が進行していま
す。usedw が 1 に減少します。almost_emtpy 信号は Low で保持されます。ただし、書き込みレイ
テンシーのため、書き込みデータは FIFO に書き込まれていません。empty 信号がアサートされ、FIFO
が空であることを示します。

4.3.6. FIFO の出力ステータスフラグとレイテンシー

ほとんどの FIFO のデザインにおける主な懸念事項は、読み出しおよび書き込みステータス信号の出力
レイテンシーです。
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表 41. SCFIFO のステータスフラグの出力レイテンシー
次の表は、さまざまな出力モードと最適化オプションに応じた SCFIFO の書き込み信号 (wrreq) と読み出し信号 (rdreq) の出
力レイテンシーを示しています。

出力モード 最適化オプション (20) 出力レイテンシー (クロックサイクル数)

通常 (21) Speed wrreq / rdreq と full: 1

wrreq と empty: 2

rdreq と empty: 1

wrreq / rdreq と usedw[]: 1

rdreq と q[]: 1

Area wrreq / rdreq と full: 1

wrreq / rdreq と empty : 1

wrreq / rdreq と usedw[] : 1

rdreq と q[]: 1

先読み(21) Speed wrreq / rdreq と full: 1

wrreq と empty: 3

rdreq と empty: 1

wrreq / rdreq と usedw[]: 1

wrreq と q[]: 3

rdreq と q[]: 1

Area wrreq / rdreq と full: 1

wrreq と empty: 2

rdreq と empty: 1

wrreq / rdreq と usedw[]: 1

wrreq と q[]: 2

rdreq と q[]: 1

表 42. SCFIFO および DCFIFO における ALM 実装 RAM モード

出力モード 最適化オプション (22) 出力レイテンシー (クロックサイクル数)

通常 (23) Speed wrreq / rdreq と full: 1

wrreq と empty: 1

continued...   

(20) スピードの最適化は、ADD_RAM_OUTPUT_REGISTER パラメーターを ON に設定することと同等です。パラメ
ーターを OFF に設定することは、エリアの最適化と同等です。

(21) 通常の出力モードは、LPM_SHOWAHEAD パラメーターを OFF に設定することと同等です。先行表示モードの場
合、パラメーターは ON に設定されます。

(22) スピードの最適化は、ADD_RAM_OUTPUT_REGISTER パラメーターを ON に設定することと同等です。パラメ
ーターを OFF に設定することは、エリアの最適化と同等です。
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出力モード 最適化オプション (22) 出力レイテンシー (クロックサイクル数)

rdreq と empty: 1

wrreq / rdreq と usedw[]: 1

rdreq と q[]: 1

Area wrreq / rdreq と full: 1

wrreq / rdreq と empty : 1

wrreq / rdreq と usedw[] : 1

rdreq と q[]: 1

先行表示(23) Speed wrreq / rdreq と full: 1

wrreq と empty: 1

rdreq と empty: 1

wrreq / rdreq と usedw[]: 1

wrreq と q[]: 1

rdreq と q[]: 1

Area wrreq / rdreq と full: 1

wrreq と empty: 1

rdreq と empty: 1

wrreq / rdreq と usedw[]: 1

wrreq と q[]: 1

rdreq と q[]: 1

表 43. DCFIFO のステータスフラグの出力レイテンシー
次の表は、DCFIFO の書き込み信号 (wrreq) と読み出し信号 (rdreq) の出力レイテンシーを示しています。

出力レイテンシー (クロックサイクル数)

wrreq と wrfull: 1 wrclk

wrreq と rdfull: 2 wrclk サイクル + 後続の n rdclk (24)

wrreq と wrempty: 1 wrclk

wrreq と rdempty: 2 wrclk (25) + 後続の n rdclk (25)

wrreq と wrusedw[]: 2 wrclk

wrreq と rdusedw[]: 2 wrclk + 後続の n + 1 rdclk (25)

wrreq と q[]: 1 wrclk + 後続の 1 rdclk (25)

continued...   

(23) 通常の出力モードは、LPM_SHOWAHEAD パラメーターを OFF に設定することと同等です。先行表示モードの場
合、パラメーターは ON に設定されます。

(22) スピードの最適化は、ADD_RAM_OUTPUT_REGISTER パラメーターを ON に設定することと同等です。パラメ
ーターを OFF に設定することは、エリアの最適化と同等です。
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出力レイテンシー (クロックサイクル数)

rdreq と rdempty: 1 rdclk

rdreq と wrempty: 1 rdclk + 後続の n wrclk (25)

rdreq と rfull: 1 rdclk

rdreq と wrfull: 1 rdclk + 後続の n wrclk (25)

rdreq と rdusedw[]: 2 rdclk

rdreq と wrusedw[]: 1 rdclk + 後続の n + 1 wrclk (25)

rdreq と q[]: 1 rdclk

4.3.7. FIFO の準安定状態の保護および関連オプション

FIFO Intel FPGA IP のパラメーター・エディターは、合計レイテンシー、クロック同期、準安定状態の保
護、エリア、および fMAX のオプションを DCFIFO のグループ設定として提供します。

表 44. レイテンシーと関連オプションについての DCFIFO のグループ設定
次の表は、利用可能なグループ設定を示しています。

グループ設定 備考

Lowest latency but requires synchronized clocks このオプションでは、1 つの同期ステージを使用します。準安定状態の保
護はありません。最小サイズを使用し、優れた fMAX を提供します。
このオプションは、読み出しクロックと書き込みクロックが関連するクロ
ックである場合に選択します。

Minimal setting for unsynchronized clocks このオプションでは、2 つの同期ステージを使用します。優れた準安定状
態の保護を備えます。ミディアムサイズを使用し、優れた fMAX を提供し
ます。

Best metastability protection, best fmax and unsynchronized
clocks

このオプションでは、3 つ以上の同期ステージを使用します。最高の準安
定状態の保護を備えます。最大サイズを使用しますが、最高の fMAX を提
供します。

レイテンシーと関連オプションのグループ設定は、FIFO Intel FPGA IP のパラメーター・エディターを
介して利用することができます。この設定は主に、選択しているグループ設定に応じて同期ステージの数
を決定します。また、必要な同期ステージの数は、WRSYNC_DELAYPIPE パラメーターおよび
RDSYNC_DELAYPIPE パラメーターを介して設定することも可能です。ただし、実際の同期ステージ
の数と、さまざまなターゲットデバイスで設定されるパラメーターの値の関連性を理解する必要がありま
す。

(22) スピードの最適化は、ADD_RAM_OUTPUT_REGISTER パラメーターを ON に設定することと同等です。パラメ
ーターを OFF に設定することは、エリアの最適化と同等です。

(24) rdclk および wrclk の n サイクル数は、同期ステージの数と等しく、WRSYNC_DELAYPIPE パラメーターと
RDSYNC_DELAYPIPE パラメーターに関連しています。実際の同期ステージ (n) とさまざまなターゲットデバ
イスに対して設定されるパラメーターの関連性については、FIFO の準安定状態の保護および関連オプション
(79 ページ) を参照してください。

(25) これは、先行表示出力モードにのみ適用されます。先行表示出力モードは、LPM_SHOWAHEAD パラメーターを
ON に設定することと同等です。
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number of synchronization stages のセットは、WRSYNC_DELAYPIPE および
RDSYNC_DELAYPIPE パイプライン・パラメーターの値に関連しています。場合によっては、これらの
パイプライン・パラメーターは内部で 2 縮小され、実際の同期ステージを反映します。

次の式は、実際の同期ステージとパイプライン・パラメーターの関係を示しています。

実際の同期ステージ = パイプライン・パラメーターの値 - 2

注意: WRSYNC_DELAYPIPE および RDSYNC_DELAYPIPE パラメーターに割り当てられる値は、内部で
2 縮小されて、実装される実際の同期ステージを表します。したがって、これらのパラメーターのデフォル
ト値の 3 は、単一の同期パイプステージに対応します。値が 4 の場合は、2 つの同期ステージが発生し
ます。準安定状態の保護のため、4 (2 つの同期ステージ) を選択します。

タイミング・アナライザーには、デザインの非同期転送の堅牢性を算出し、検出されたすべての同期レジ
スターチェーンの平均故障間隔 (MTBF) を詳細に示すレポートを生成する機能が含まれています。この
レポートには、DCFIFO の非同期クロックドメイン間に適用している同期パイプラインでの MTBF 解析
が含まれます。その後、必要な MTBF 仕様の範囲を満たすために使用する同期ステージの数を決定する
ことができます。

4.3.8. FIFO の同期クリアと非同期クリアの影響

FIFO Intel FPGA IP コアは、FIFO のモードに応じて、同期クリア (sclr) 信号と非同期クリア
(aclr) 信号をサポートします。これらの信号の影響は、さまざまな FIFO のコンフィグレーションに応
じて異なります。SCFIFO は、同期クリア信号と非同期クリア信号の両方をサポートします。DCFIFO は、
非同期クリア信号と、書き込みおよび読み出しクロックに同期している非同期クリア信号をサポートし
ます。

注意: インテル Agilex デバイスの場合は、電源投入時に aclr または sclr をアサートし、正しい機能を保
証する必要があります。

表 45. SCFIFO の同期クリアと非同期クリア

モード 同期クリア (sclr) (26) 非同期クリア (aclr)

ステータスポートへの
影響

full 信号と almost_full 信号をデアサートします。

empty 信号と almost_empty 信号をアサートします。

usedw フラグをリセットします。

アサートによる影響の
開始

クロックの立ち上がりエッジ 即時 (q 出力を除く)

通常の出力モードでの
q 出力への影響

読み出しポインターがリセットされ、最初のデータ位置を指します。q 出力
がレジスターされない場合、出力には SCFIFO の最初のデータワードが
表示されます。それ以外の場合は、q の出力は以前の値で維持されます。

q の出力は以前の値で維持されます。

先行表示出力モードで
の q 出力への影響

読み出しポインターがリセットされ、最初のデータ位置を指します。q 出力
がレジスターされない場合、出力では、以前の値が 1 クロックサイクルの
間のみ保持され、クロックの次の立ち上がりエッジで SCFIFO の最初の
データワードが表示されます。(27)

それ以外の場合は、q の出力は以前の値で維持されます。

q の出力がレジスターされない場合、出力で
は、クロックの最初の立ち上がりエッジから、
SCFIFO の最初のデータワードが表示され
ます。
それ以外の場合は、q の出力は以前の値で維
持されます。

(26) 読み出しポインターと書き込みポインターは、sclr または aclr 信号のいずれかがアサートされると 0 にリセ
ットされます。
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表 46. DCFIFO の非同期クリア

モード 非同期クリア (aclr) aclr (書き込みクロックと同期) (28) (29) aclr (読み出しクロックと同期) (30) (31)

ステータスポート
への影響

wrfull 信号をデアサートしま
す。

書き込みドメインがクリアされている間、
wrfull 信号がアサートされます。これ
には、aclr 入力の非同期リリース後に、
公称で書き込みクロックの 3 サイクルを
必要とします。

読み出しドメインがクリアされている間、
rdempty 信号がアサートされます。これ
には、aclr 入力の非同期リリース後に、公
称で読み出しクロックの 3 サイクルを必要
とします。

rdfull 信号をデアサートします。

wrempty 信号と rdempty 信号をアサートします。

wrusedw フラグと rdusedw フラグをリセットします。

アサートによる影
響の開始

即時

通常の出力モード
での q 出力への影
響 (32)

レジスターされていない場合、出力は変化しません。ポートがレジスターされている場合はクリアされます。

先行表示出力モー
ドでの q 出力への
影響

レジスターされていない場合、出力には「X」が表示されます。ポートがレジスターされている場合はクリアされます。

4.3.8.1. DCFIFO コンパイル時の回復と削除のタイミング違反警告

DCFIFO を含むデザインのコンパイル時に、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、回復およ
び削除に関するタイミング違反警告を発行する場合があります。

(27) リセット後に表示される最初のデータワードは、有効な先行表示データではありません。q 出力がレジスターされ
ないため、このデータワードは読み出しポインターが指しているデータを反映しています。有効な先行表示データ
を取得するには、リセット後に有効な書き込みを実行します。

(28) DCFIFO がリセットを脱する (aclr 信号がデアサートされる) 際に書き込みクロックの立ち上がりエッジで
wrreq 信号を Low にすることで、書き込みとリセット間の競合状態を回避する必要があります。この条件がデザ
インで保証できない場合は、aclr 信号を書き込みクロックと同期させる必要があります。これは、FIFO のパラメ
ーター・エディターから Add circuit to synchronize 'aclr' input with 'wrclk'のオプションを設定す
る、もしくは WRITE_ACLR_SYNCH パラメーターを ON に設定することで行うことができます。

(29) aclr 信号が書き込みクロックと同期している場合でも、aclr 信号はすべてのステータスフラグに非同期的に
影響します。

(30) DCFIFO がリセットを脱する (aclr 信号がデアサートされる) 際に読み出しクロックの立ち上がりエッジで
rdreq 信号を Low にすることで、読み出しとリセット間の競合状態を回避する必要があります。この条件がデザ
インで保証できない場合は、aclr 信号を読み出しクロックと同期させる必要があります。これは、FIFO のパラメー
ター・エディターから Add circuit to synchronize 'aclr' input with 'rdclk’のオプションを設定する、
もしくは READ_ACLR_SYNCH パラメーターを ON に設定することで行うことができます。

(31) aclr 信号が読み出しクロックと同期している場合でも、aclr 信号のアサートはすべてのステータスフラグに非
同期的に影響します。

(32) インテル Agilex シリーズの場合、DCFIFO は、レジスターされる q 出力のみを通常モードでサポートし、レジス
ターされない q 出力を先行表示モードでサポートします。
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aclr から読み出し側のクロックドメインへの転送を表す警告は無視しても問題ありません。デザインが
タイミングを満たすことを保証するには、ACLR シンクロナイザーを読み出しドメインと書き込みドメイ
ンの両方に対して有効にします。

読み出しドメインと書き込みドメインの両方に対して ACLR シンクロナイザーを有効にするには、FIFO
Intel FPGA IP コアの DCFIFO 2 タブで、Asynchronous clear、Add circuit to
synchronize ‘aclr’ input with ‘wrclk’、Add circuit to synchronize ‘aclr’ input
with ‘rdclk’をオンにします。

注意: 正しいタイミング解析を行うため、インテルでは、aclr 信号を使用する際に、タイミング・アナライザー・
ツールの Removal and Recovery Analysis オプションを有効にすることを推奨しています。タ
イミング・アナライザー・ツールにおいて、解析はデフォルトでオンになっています。

Add circuit to synchronize ‘aclr’ input with ‘wrclk’および Add circuit to
synchronize ‘aclr’ input with ‘rdclk’オプションが有効になっている場合は、リセットパスに次
のフォルスパスの割り当てを適用することができます。

• set_false_path -to *dcfifo:dcfifo_component|
dcfifo_*:auto_generated|dffpipe_*:wraclr|dffe*a[0]

• set_false_path -to *dcfifo:dcfifo_component|
dcfifo_*:auto_generated|dffpipe_*:rdaclr|dffe*a[0]

4.3.9. SCFIFO および DCFIFO の先行表示モード

読み出し要求 (rdreq) 信号の読み出しアクセス動作は、通常モードもしくは先行表示モードを選択す
ることにより設定することができます。

通常モードの場合、FIFO Intel FPGA IP コアは、rdreq ポートを通常の読み出し要求として処理し、
ポートがアサートされた際にのみ読み出し動作を実行します。

先行表示モードの場合、FIFO Intel FPGA IP コアは、rdreq ポートを読み出し肯定応答として処理
し、empty が Low の際に、rdreq 信号をアサートすることなく FIFO Intel FPGA IP コア内の有効な
データの最初のワードを自動的に出力します。rdreq 信号をアサートすることにより、FIFO Intel
FPGA IP コアは次のデータを出力します (利用可能な場合)。

図 -37: 通常モードの波形

データは、rdreq のアサート後に表示されます。

図 -38: 先行表示モードの波形

データは、rdreq がアサートされる前に表示されます。
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4.3.10. 異なる入力幅と出力幅

DCFIFO_MIXED_WIDTHS の機能は、幅の比率が有効な場合に、書き込み入力データと読み出し出
力データで異なる幅をサポートします。入力データ幅と出力データ幅の組み合わせが無効な比率になっ
ている場合、FIFO のパラメーター・エディターはエラーメッセージを表示します。サポートされている幅
の比率は 2 の累乗で、RAM によって異なります。

IP コアは、幅の広い書き込みポートと幅の狭い読み出しポート (その逆も同様) をサポートします。イン
テル Agilex デバイスで現在サポートされている混合幅の比率を次の表に示します。

表 47. デバイスファミリーでサポートされる幅の比率

デバイスファミリー 有効な幅の比率

インテル Agilex 1、2、4、8、16、32

図 -39: 16 ビット・ワードの書き込みと 8 ビット・ワードの読み出し
次の図は、幅の広い書き込みポート (16 ビット入力) と幅の狭い読み出しポート (8 ビット出力) の例を示しています。

この例では、読み出しポートは書き込みポートの 2 倍の周波数で動作しています。FIFO バッファーに 2
つの 16 ビット・ワードを書き込むと、wrusedw フラグが 2 に増加し、rusedw フラグが 4 に増加しま
す。4 つの 8 ビットの読み出し動作で FIFO バッファーは空になります。読み出しは、書き込まれた 16 ビ
ット・ワードの最下位 8 ビットで始まり、最上位 8 ビットが続きます。

図 -40: 8 ビット・ワードの書き込みと 16 ビット・ワードの読み出し
次の図は、幅の狭い書き込みポート (8 ビット入力) と幅の広い読み出しポート (16 ビット出力) の例を示しています。

この例では、読み出しポートは書き込みポートの半分の周波数で動作しています。FIFO バッファーに 4
つの 8 ビット・ワードを書き込むと、wrusedw フラグが 4 に増加し、rusedw フラグが 2 に増加しま
す。2 つの 16 ビットの読み出し動作で FIFO は空になります。書き込まれた最初と 2 番目の 8 ビット・
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ワードはそれぞれ、16 ビットの出力ワードの LSB と MSB に相当します。rdempty 信号は、幅の広い
読み出しポートのワード全体を満たすのに十分なワードが幅の狭い書き込みポートに書き込まれるまで
アサートされたままになります。

4.3.11. DCFIFO のタイミング制約の設定

FIFO のパラメーター・エディターは、DCFIFO 機能のタイミング制約の設定を提供します。

表 48. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの DCFIFO タイミング制約設定パラメーター

パラメーター 説明

Generate SDC File and
disable embedded timing
constraint(33)

同期レジスターで set_false_path を使用している組み込みタイミング制約をバイパスすることができ
ます。DCFIFO が IP Catalog からインスタンス化されると、ユーザーでコンフィグレーション可能な SDC フ
ァイルが自動的に生成されます。新しいタイミング制約は、set_net_delay、set_max_skew、
set_min_delay、set_max_delay で構成され、デザインを適切に制約するために使用されます。

注
意: 

インテルでは、高周波数の DCFIFO デザインにこのオプションを選択し、タイミング・クロージャーを達
成することを推奨しています。詳細は、ユーザーでコンフィグレーション可能なタイミング制約 (85
ページ) を参照してください。

4.3.11.1. 組み込みタイミング制約

インテル Quartus Prime のタイミング・アナライザーを DCFIFO ブロックを含むデザインで使用する
場合は、次のフォルスパスを適用して同期レジスターのタイミング障害を回避します。

• 書き込みドメインから読み出しドメインに渡るパスでは、delayed_wrptr_g レジスターと
rs_dgwp レジスター間にフォルスパスの割り当てを適用します。

set_false_path -from [get_registers
{*dcfifo*delayed_wrptr_g[*]}] -to [get_registers
{*dcfifo*rs_dgwp*}]

• 読み出しドメインから書き込みドメインに渡るパスでは、rdptr_g レジスターと ws_dgrp レジ
スター間にフォルスパスの割り当てを適用します。

set_false_path -from [get_registers {*dcfifo*rdptr_g[*]}] -to
[get_registers {*dcfifo*ws_dgrp*}]

フォルスパスの割り当ては、デザインをコンパイルする際に、HDL に組み込まれている Synopsys
Design Constraint (SDC) コマンドを介して自動的に追加されます。関連するメッセージは、タイミン
グ・アナライザー・レポートの下に表示されます。

注意: 制約は内部で適用されますが、Synopsis Design Constraint (.sdc) ファイルには書き込まれませ
ん。組み込まれているフォルスパスを表示するには、タイミング・アナライザー GUI のコンソールペイン
に report_sdc と入力します。

インテル Quartus Prime のタイミング・アナライザーを使用する場合は、フォルスパスは自動的に
DCFIFO に適用されます。

注意: DCFIFO が ALM に実装されている場合は、DFFE アレイ (メモリーブロックを構成している) のデータ
パスから q 出力レジスターのクロスドメイン・タイミング違反を無視することができます。q 出力が有効
なことを保証するには、rdempty 信号のデアサート後にのみ出力をサンプリングします。

(33) 以前のインテル Quartus Prime のバージョンおよび他のデバイスの QSF 設定による組み込みタイミング制約
は、無効にすることができます。QSF 割り当ての設定に関しては、KDB リンクを参照してください。
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4.3.11.2. ユーザーでコンフィグレーション可能なタイミング制約

DCFIFO には、マルチビット・グレイコードの非同期クロック・ドメイン・クロッシング (CDC) パスが含
まれています。これは、DCFIFO のフィルレベルを導出するものです。ロジックを正しく機能させるには、
マルチビットの値を、ラッチしている特定のクロックエッジでの 1 ビットの変化として常にサンプリング
する必要があります。

物理的な世界では、フリップフロップには同じデータとクロックパスの挿入遅延はありません。1 ビット
変化のプロパティーが適切に設定されていることを確認することが重要です。これは、フィッターを使用
して確定し、タイミング・アナライザーを使用して確認することができます。

タイミング・アナライザーは、次のタイミング制約を DCFIFO に適用します。

• 書き込みドメインから読み出しドメインに渡るパスは、delayed_wrptr_g レジスターから
rs_dgwp レジスターに定義されます。

— set from_node_list [get_keepers $hier_path|dcfifo_component|
auto_generated|delayed_wrptr_g*]

— set to_node_list [get_keepers $hier_path|dcfifo_component|
auto_generated|rs_dgwp|dffpipe*|dffe*]

• 読み出しドメインから書き込みドメインに渡るパスは、rdptr_g レジスターと ws_dgrp レジス
ターで定義されます。

— set from_node_list [get_keepers $hier_path|dcfifo_component|
auto_generated|*rdptr_g*]

— set to_node_list [get_keepers $hier_path|dcfifo_component|
auto_generated|ws_dgrp|dffpipe*|dffe*]

• 書き込みドメインと読み出しドメイン間を渡る上記のパスには、次の割り当てが適用されます。

— set_max_skew -from $from_node_list -to $to_node_list -
get_skew_value_from_clock_period src_clock_period -
skew_value_multiplier 0.8

— set_min_delay -from $from_node_list -to $to_node_list -100

— set_max_delay -from $from_node_list -to $to_node_list 100

— set_net_delay -from $from_node_list -to $to_node_list -max -
get_value_from_clock_period dst_clock_period -value_multiplier 0.8

• クロスするクロック・ドメイン・ネットの次の set_net_delay は、準安定状態に対応するための
ものです。

— set from_node_mstable_list [get_keepers $hier_path|dcfifo_component|
auto_generated|ws_dgrp|dffpipe*|dffe*] set to_node_mstable_list 
[get_keepers $hier_path|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp|
dffpipe*|dffe*] 

— set from_node_mstable_list [get_keepers $hier_path|dcfifo_component|
auto_generated|rs_dgwp|dffpipe*|dffe*] set to_node_mstable_list 
[get_keepers $hier_path|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp|
dffpipe*|dffe*]

— set_net_delay -from $from_node_list -to $to_node_list -max -
get_value_from_clock_period dst_clock_period -value_multiplier 0.8
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タイミング・アナライザーは、次のタイミング制約を混合幅の DCFIFO に適用します。

• 書き込みドメインから読み出しドメインに渡るパスは、delayed_wrptr_g レジスターから
rs_dgwp レジスターに定義されます。

— set from_node_list [get_keepers $hier_path|
dcfifo_mixed_widths_component|auto_generated|delayed_wrptr_g*] 

— set to_node_list [get_keepers $hier_path|dcfifo_mixed_widths_component|
auto_generated|rs_dgwp|dffpipe*|dffe*]

• 読み出しドメインから書き込みドメインに渡るパスは、rdptr_g レジスターと ws_dgrp レジス
ターで定義されます。

— set from_node_list [get_keepers $hier_path|
dcfifo_mixed_widths_component|auto_generated|*rdptr_g*]

— set to_node_list [get_keepers $hier_path|dcfifo_mixed_widths_component|
auto_generated|ws_dgrp|dffpipe*|dffe*]

• 書き込みドメインと読み出しドメイン間を渡る上記のパスには、次の割り当てが適用されます。

— set_max_skew -from $from_node_list -to $to_node_list -
get_skew_value_from_clock_period src_clock_period -
skew_value_multiplier 0.8

— set_min_delay -from $from_node_list -to $to_node_list -100

— set_max_delay -from $from_node_list -to $to_node_list 100

— set_net_delay -from $from_node_list -to $to_node_list -max -
get_value_from_clock_period dst_clock_period -value_multiplier 0.8

• クロスするクロック・ドメイン・ネットの次の set_net_delay は、準安定状態に対応するための
ものです。

— set from_node_mstable_list [get_keepers $hier_path|
dcfifo_mixed_widths_component|auto_generated|ws_dgrp|dffpipe*|dffe*] 
set to_node_mstable_list [get_keepers $hier_path|
dcfifo_mixed_widths_component|auto_generated|ws_dgrp|dffpipe*|dffe*] 

— set from_node_mstable_list [get_keepers $hier_path|
dcfifo_mixed_widths_component|auto_generated|rs_dgwp|dffpipe*|dffe*] 
set to_node_mstable_list [get_keepers $hier_path|
dcfifo_mixed_widths_component|auto_generated|rs_dgwp|dffpipe*|dffe*]

— set_net_delay -from $from_node_list -to $to_node_list -max - 
get_value_from_clock_period dst_clock_period -value_multiplier 0.8
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4.3.11.2.1. SDC コマンド

表 49. インテル Quartus Prime のフィッターとタイミング・アナライザーでの SDC コマンドの使用方法
以下に提供されている SDC の説明は、DCFIFO のユースケースにおいての概要です。SDC の完全な詳細に関しては、Intel
Quartus Prime Pro Edition Handbook の Intel Quartus Prime Timing Analyzer の章を参照してください。

SDC コマンド フィッター タイミング・アナライザー 推奨される設定

set_max_skew 
(34)

マルチビット CDC パスのフロップの配置とル
ーティングを制約し、ビットにおいて指定され
ているスキュー要件を満たします。

指定されているスキュー要件が完全に満たさ
れているかを解析します。クロックパスとデー
タパスの両方が考慮されます。

1 つの起動クロック未
満に設定します。

set_net_delay set_max_skew に類似していますが、クロッ
クのスキューを考慮していません。
クロッシング・レイテンシーが制約されている
ことを保証します。

指定されているネット遅延要件が完全に満た
されているかを解析します。クロックパスは考
慮されません。

これは現在、1 ラッチ
クロック未満に設定
されています。 (35)

set_min_delay/
set_max_delay

set_false_path コマンドを模倣すること
によってフィッターの作業を緩和しますが、他の
SDC を変更しません。 (36)

セットアップとホールドの確認に対するタイミ
ング解析を緩和し、失敗しないようにします。
(37)

これは現在、最大/最
小で 100ns/-100ns
に設定されています。
(38)

4.3.12. 手動インスタンス化のコーディング例

このセクションでは、DCFIFO のインスタンスを作成する Verilog HDL のコーディング例を示します。こ
れはコンパイルに向けた完全なコーディングではなく、インスタンス化において必要な構造に関するガイ
ドラインといくつかの説明を提供するものです。同じ構造を使用して他の IP コアをインスタンス化する
ことはできますが、インスタンス化している IP コアに適用可能なポートとパラメーターを使用する場合
に限ります。

例-1: DCFIFO をインスタンス化する Verilog HDL コーディング例

//module declaration module dcfifo8x32 (aclr, data, …… ,wfull); //Module's port 
declarations input aclr; input [31:0] data; . . output wrfull; //Module’s data 
type declarations and assignments wire rdempty_w; . . wire wrfull = wrfull_w; 
wire [31:0] q = q_w; /*Instantiates dcfifo megafunction. Must declare all the 
ports available from the megafunction and define the connection to the module's 
ports. Refer to the ports specification from the user guide for more 
information about the megafunction's ports*/ //syntax: <megafunction's name> 
<given an instance name> dcfifo inst1 ( //syntax: .<dcfifo's megafunction's 
port>(<module's port/wire>) .wrclk (wrclk), .rdclk (rdclk), . . .wrusedw ()); //
left the output open if it's not used /*Start with the keyword “defparam”, 
defines the parameters and value assignments. Refer to parameters 
specifications from the user guide for more information about the 

(34) タイミング・アナライザー 2 のない以前の Quartus のバージョンでは、コンパイル時間に大きな影響を与える可
能性があります。

(35) 熟練しているユーザーにおいては、デザインに基づき値を微調整することができます。例えば、デザインでより長い
クロッシング・レイテンシーを許容できる場合 (フルのステータスおよび空のステータスが遅延します) は、これを
緩和することができます。

(36) set_false_path (優先順位が最も高いため、非常に長い挿入遅延が発生する可能性があります) を使用し
ない場合、フィッターはデフォルトのセットアップとホールドを満たそうとしますが、これは過剰制約になります。

(37) set_false_path を使用しない場合、CDC パスはデフォルトのセットアップとホールドで解析されますが、こ
れは過剰制約になります。

(38) CDC パスを観察する場合は、set_false_path と比較して約 100ns の遅延が予想されます。
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megafunction's parameters*/ defparam //syntax: <instance name>.<parameter> = 
<value> inst1.intended_device_family = "Agilex", inst1.lpm_numwords = 8, . . 
inst1.wrsync_delaypipe = 4; endmodule 

4.3.13. デザイン例

このデザイン例では、ROM からのデータを RAM に転送する必要があります。ROM と RAM は無関係の
クロックで駆動されていると仮定すると、DCFIFO を使用して、非同期クロックドメイン間でデータを効
果的に転送することができます。

図 -41: コンポーネント・ブロックと信号の相互通信
次の図は、コンポーネント・ブロックとそれらの信号の相互通信を示しています。
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注意: DCFIFO の機能で ECC 機能が有効になっており、M20K を使用して実装されています。

注意: DCFIFO の機能はどちらも、非同期のデータ転送の問題 (準安定状態の影響) のみを処理することがで
きます。コントローラーを使用し、ROM、DCFIFO、および RAM 間のデータのバッファリング・プロセスを
管理および監視することが必要です。このデザイン例では、書き込み制御ロジック
(write_control_logic.v) と読み出し制御ロジック (read_control_logic.v) を提供
しています。これらのロジックは DCFIFO の仕様でコンパイルされており、DCFIFO との間の有効な書
き込みまたは読み出し要求を制御します。

注意: このデザイン例は、機能の動作で検証されており、タイミング解析とゲートレベルのシミュレーションは
行われていません。デザインのコーディング (書き込みコントローラーと読み出しコントローラーのステ
ートマシンなど) は最適化されていない可能性があります。このデザイン例の目的は、IP コアの使用方
法 (特に、データのバッファリング・アプリケーションでの制御信号について) を示すことであり、デザイ
ンのコーディングおよび検証プロセスを示すことではありません。

このデザイン例の DCFIFO の設定を取得するには、デザインファイル (dcfifo8x32.v) からパラメ
ーターの設定を参照してください。

以降のセクションでは、個別のシミュレーション波形が提供されており、DCFIFO から受信する信号に
関して、書き込み制御ロジックおよび読み出し制御ロジックで制御信号を生成する方法を説明していま
す。

注意: 内容をより理解するため、シミュレーションの波形についての説明を確認する際は、上の図の信号名を参
照してください。

4. インテル Agilex エンベデッド・メモリーの IP のリファレンス
683241 | 2021.01.08

インテル® Agilex™ エンベデッド・メモリー・ユーザーガイド フィードバック

88

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Agilex%20%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%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(683241%202021.01.08)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


注意: 以降の図と表で示されている信号はすべて、次の数値形式で示されています。

• バイナリー形式の信号値: reset、trclk、fifo_wrreq、fifo_wrfull

• HEX 形式の信号値: rom_addr、rom_out、fifo_in

図 -42: DCFIFO 機能への初期の書き込み操作

表 50. DCFIFO 機能への初期の書き込み操作における波形の説明

状態 説明

IDLE 10ns に達する前に reset 信号が High になり、書き込みコントローラーが IDLE 状態になっています。IDLE 状態時に、書
き込みコントローラーは fifo_wrreq 信号を Low に駆動し、rom_addr=00 からのデータの読み出しを要求します。ROM
はレジスターされない出力を保有するようにコンフィグレーションされているため、rom_out 信号は、リセットに関係なく
rom_addr 信号からのデータをすぐに表示します。rom_out 信号は、DCFIFO のレジスターされる入力ポートである
fifo_in 信号に直接接続されているため、レイテンシーが短縮します。この場合、データ
(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001) は常に安定しています。ま
た、WRITE 状態で fifo_wrreq 信号が High になり、DCFIFO に書き込まれるまで保留されます。

WRITE リセット信号のデアサート後、fifo_wrfull 信号が Low の場合に、書き込みコントローラーは IDLE 状態から WRITE 状
態に移行します。WRITE 状態では、書き込みコントローラーは fifo_wrreq 信号を High に駆動し、DCFIFO への書き込み
操作を要求します。データは、DCFIFO に組み込まれている ECC ブロックを介してエンコードされます。rom_addr 信号は変
化しないため (00)、DCFIFO がクロックの次の立ち上がりエッジで実際にデータを書き込む前に、データは少なくとも 1 クロッ
クサイクルの間安定します。

INCADR rom_addr 信号が ff に達していない (つまり、ROM からの最後のデータが読み出されていない) 場合に、書き込みコントロ
ーラーは WRITE 状態から INCADR 状態に移行します。INDADR 状態では、書き込みコントローラーは fifo_wrreq 信号
を Low に駆動し、rom_addr 信号を 1 増やします (00 から 01)。

- fifo_wrfull 信号が Low で、rom_addr 信号が ff に達していない場合は、IDLE 状態と WRITE 状態で説明されている
状態遷移が続きます。

図 -43: DCFIFO 機能からの初期の読み出し操作

4. インテル Agilex エンベデッド・メモリーの IP のリファレンス
683241 | 2021.01.08

フィードバック インテル® Agilex™ エンベデッド・メモリー・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%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%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(683241%202021.01.08)%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


表 51. DCFIFO 機能からの初期の読み出し操作における波形の説明

状態 説明

IDLE 35ns に達する前に、読み出しコントローラーは IDLE 状態になっています。これは、リセット信号が Low であっても (波形には
示されていません)、fifo_rdempty 信号が High であるために起こります。IDLE 状態の際は、ram_addr = ff であり、
INCADR 状態での RAM アドレスの増分に対応します。そのため、最初に読み出されるデータは、WRITE 状態の際に ram_addr
= 00 に格納されます。

INCADR fifo_rdempty 信号が Low の場合に、読み出しコントローラーは IDLE 状態から INCADR 状態に移行します。INCADR 状
態では、読み出しコントローラーは fifo_rdreq 信号を High に駆動し、DCFIFO からの読み出し操作を要求します。データは
デコードされ、eccstatus ではデータのステータスが示されます。エラーが検出されなかった場合は 00、シングルビット・エラ
ーが検出されて訂正された場合は 10、訂正不可能なエラーの場合は 11 として示されます。ram_addr 信号が 1 増加するため
(ff から 00)、読み出しデータを ram_addr = 00 で RAM に書き込むことができます。

WRITE INCADR 状態の場合、読み出しコントローラーは常にクロックの次の立ち上がりエッジで WRITE 状態に移行します。WRITE 状
態の際は、ram_wren 信号を High に駆動し、RAM へのデータ書き込みを ram_addr = 00 で可能にします。同時に、読み出
しコントローラーは ram_rden 信号を High に駆動するため、新しく書き込まれたデータがクロックの次の立ち上がりエッジで
q に出力されます。また、word_count 信号を 1 に引き上げ、DCFIFO から正常に読み出されたワード数を示します。

-- fifo_rdempty 信号が Low の場合は、INCADR 状態と WRITE 状態で説明されている状態遷移が続きます。

図 -44: DCFIFO がフルの場合の書き込み操作

表 52. DCFIFO がフルの場合の書き込み操作における波形の説明

状態 説明

INCADR 書き込みコントローラーが INCADR 状態の際に fifo_wrfull 信号がアサートされると、書き込みコントローラーはクロック
の次の立ち上がりエッジで WAIT 状態に移行します。

WAIT WAIT 状態の際に、書き込みコントローラーは rom_addr 信号 (08) を保持するため、書き込みコントローラーが WRITE 状態
に移行すると、それぞれのデータは DCFIFO に書き込まれます。
fifo_wrfull 信号で High の状態が続いている場合、書き込みコントローラーは WAIT 状態を維持します。fifo_wrfull
が Low になると、書き込みコントローラーはかならず、クロックの次の立ち上がりエッジで WAIT 状態から WRITE 状態に移行し
ます。

WRITE WRITE 状態の際は、書き込みコントローラーのみが fifo_wrreq 信号を High に駆動し、以前に保持されていたアドレス
(08) から DCFIFO にデータを書き込む書き込み操作を要求します。rom_addr 信号が ff に達していない場合はかならず、クロ
ックの次の立ち上がりエッジで INCADR 状態に移行します。

-- fifo_wrfull 信号が High の場合は、INCADR、WAIT、WRITE 状態で説明されている状態遷移が続きます。

図 -45: ROM から DCFIFO へのデータ転送の完了
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表 53. ROM から DCFIFO へのデータ転送完了時の波形の説明

状態 説明

WRITE 書き込みコントローラーが WRITE 状態で、rom_addr = ff の場合、書き込みコントローラーは fifo_wrreq 信号を High
に駆動し、DCFIFO への最後の書き込み操作を要求します。データ 100 は、ROM に格納されている最後のデータで、DCFIFO に
書き込まれるものです。クロックの次の立ち上がりエッジで、書き込みコントローラーは DONE 状態に移行します。

DONE DONE 状態の場合、書き込みコントローラーは fifo_wrreq 信号を Low に駆動します。

-- 受信ドメインの読み出しコントローラーは読み出し操作を継続して実行するため、fifo_wrfull 信号がデアサートされます。た
だし、fifo_wrfull 信号は、受信ドメインからの読み出し要求後にのみデアサートされます。これは、DCFIFO のレイテンシー
(rdreq 信号と wrfull 信号) によるものです。

図 -46: DCFIFO から RAM へのデータ転送の完了

fifo_rdempty 信号がアサートされ、DCFIFO が空であることを示します。読み出しコントローラー
は、fifo_rdreq 信号を Low に駆動し、ram_addr =ff で最後のデータ 100 の書き込みを可能
にします。word_count 信号は 256 (10 進数) に増加し、ROM からの 256 ワードのデータがすべて
正常に RAM に転送されたことを示します。

RAM に書き込まれる最後のデータは、q 出力で表示されます。

注意: 結果を確認するには、q の出力をデザイン例で提供されている rom_initdata.hex ファイルのデー
タと比較します。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでファイルを開き、ワードサイズを 256 ビ
ットとして選択します。q の出力には、ファイルと同じデータが表示されている必要があります。

4.3.14. クロック・ドメイン・クロッシングでのグレイコード・カウンター転送

このセクションでは、クロック・ドメイン・クロッシング (CDC) でのグレイコード・カウンター・ビット転送
間における大きなスキューの影響と、推奨されるソリューションについて説明します。グレイコード・カウ
ンターは、書き込みドメインから読み出しドメインに、もしくはその逆の方向にデータを転送する際に発
生する 1 ビットの遷移です。他のビットは安定した状態で維持されます。宛先ドメインで準安定範囲内で
データをラッチしている (セットアップまたはホールドタイムに違反している) 場合は、1 ビットのみが
不定になり、宛先ドメインではカウンター値を古いカウンターまたは新しいカウンターで読み取ります。
この場合、カウンターシーケンスが破損していない限り、DCFIFO は引き続き機能します。

次のセクションでは、グレイコード・カウンター・ビット間の大きなスキューにより、カウンターシーケンス
が破損する場合の例を示します。3 ビット幅のカウンター幅を取り出し、それを書き込みクロックドメイ
ンから読み出しクロックドメインに転送すると仮定します。すべてのカウンタービットの遅延は宛先のク
ロックに対して 0 であると仮定します。ただし、bit[0] には、ソースクロックの 1 クロック周期の遅延
があります。つまり、カウンタービットのスキューは、宛先のレジスターに到着した際に、ソースクロック
の 1 クロック周期になります。

正しいグレイコード・カウンター・シーケンスは次のとおりです。

000, 001, 011, 010, 110.... 
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その後、データが読み出しドメイン、そして宛先のバスレジスターに転送されます。

bit[0] のスキューにより、宛先のバスレジスターでは次のシーケンスで受信します。

000, 000, 011, 011, 110.... 

スキューがあるため、2 ビットの遷移が発生します。このシーケンスは、タイミングが満たされている場
合は許容されます。2 ビットの遷移が発生し、両方のビットでタイミングに違反している場合は、カウン
ターバスが以降または以前のカウンター値から動かなくなるため、DCFIFO の破損につながります。

そのため、スキューを特定のスキュー内にし、シーケンスが破損しないようにする必要があります。

注意: ユーザーでコンフィグレーション可能なタイミング制約を使用している場合は、タイミング・アナライザ
ーの report_max_skew および report_net_delay レポートを使用し、タイミングを検証します。組
み込まれているタイミング制約の場合は、skew_report.tcl を使用して、デザインの実際のスキュ
ーと必要なスキューを解析します。

4.3.15. エンベデッド・メモリー ECC 機能向けガイドライン

インテル Agilex の FIFO Intel FPGA IP コアは、M20K メモリーブロック用のエンベデッド・メモリー
ECC をサポートしています。インテル Agilex デバイスのビルトイン ECC 機能は、次を実行できます。イ
ンテル Arria®の SCFIFO と DCFIFO は、M20K メモリー・ブロック向けにエンベデッド・メモリー ECC
をサポートしています。インテル Cyclone®の内蔵 ECC 機能は以下を行います。

• シングルエラー検出と訂正

• ダブル隣接エラー検出と訂正

• トリプル隣接エラー検出

FIFO Embedded ECC 機能は、FIFO Intel FPGA IP GUI の enable_ecc パラメーターをイネー
ブルすることによりオンにできます。

注意: エンベデッド・メモリー ECC 機能は、M20K のメモリー・ブロック・タイプでのみ使用可能です。

注意: エンベデッド・メモリー ECC は、可変データ幅をサポートしています。ECC がイネーブルされると、RAM
はインスタンス化を実現するために、複数の M20K ブロックを 32 (幅) x 512 (深度) のコンフィグレ
ーションに統合します。未使用のデータ幅は VCC に内部的に接続されます。

注意: エンベデッド・メモリー ECC 機能は、混合幅モードをサポートしません。

図 -47: FIFO Intel FPGA IP GUI の ECC オプション
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ECC の機能をイネーブルすると、生成された FIFO エンティティーに 2 ビット幅のエラー訂正ステータ
スポート (eccstatus[1:0]) が作成されます。これらのステータスビットは、メモリーから読み出さ
れたデータに、訂正ありのシングルビットのエラーがあるか、訂正なしの致命的なエラーがあるか、また
はエラービットがないかどうかを示します。

• 00: エラーなし

• 01: 不正

• 10: 訂正可能なエラーが発生し、エラーは出力で訂正されています。ただし、メモリーアレイは更新
されていません。

• 11: 訂正不可能なエラーが発生し、訂正不可能なデータが出力に表示されています。

4.3.16. FIFO Intel FPGA IP のパラメーター

表 54. FIFO Intel FPGA IP のパラメーターの説明
次の表は、FIFO Intel FPGA IP コアのパラメーターの一覧です。

パラメーター 選択可能な値 説明

パラメーター設定: Widths, Clk, Synchronization

How wide should the FIFO be? — データポートと q ポートの幅を指定しま
す。

How deep should the FIFO be? Note: You could enter
arbritary values for width

4、8、16、32、64、128、256、
512、1024、2048、4096、
8192、16384、32768、
65536、131072

FIFO の深度を指定します。これは常に 2
の累乗です。

Do you want a common clock for reading and writing
the FIFO?

• Yes, synchronize both
reading and writing to
'clock'. Create one set
of full/empty control
signals.

• No, synchronize
reading and writing to
'rdclk' and 'wrclk',
respectively. Create a
set of full/empty
control signals for for
each clock.

—

パラメーター設定: SCFIFO Options

Would you like to disable any circuitry protection?
• full
• empty
• usedw[] (number of words in FIFO) 　注意: MSB を

使用してハーフ・フル・フラグを生成することができます。
• almost full becomes true when usedw[] is greater

than or equal to
• almost empty becomes true when usedw[] is less

than
• Asyncronous clear
• Syncronous clear (flush the FIFO)

On/Off —

パラメーター設定: DCFIFO 1

No, synchronize reading and writing to 'rdclk'
and 'wrclk', respectively. Create a set of full/
empty control signals for for each clock.を選択して
いる場合、次のオプションが利用可能です。

On/Off 合計レイテンシー、クロック同期、準安定状
態の保護、エリア、fmax を指定します。

continued...   
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パラメーター 選択可能な値 説明

合計レイテンシー、クロック同期、準安定状態の保護、エリア、
fmax のオプションはグループとして設定する必要があります。合
計レイテンシーは、書き込みクロックの 2 つの立ち上がりエッジと
以下で選択されている読み出しクロックの数の合計です。
Which option(s) is most important to the DCFIFO?
(Read clk sync stages, metastability protection, area,
fmax)
Which type of optimization do you want?
• Minimal setting for unsynchronized clocks. 2 sync

stages, good metastability, medium size, good
fmax.

• Best metastability protection, best fmax,
unsynchronized clocks. 3 or more sync stages, best
metastability protection, largest size, best fmax.

• Minimal setting for
unsynchronized clocks - このオ
プションでは、2 つの同期ステージを使
用します。優れた準安定状態の保護を
備えます。ミディアムサイズを使用し、
優れた fMAX を提供します。

• Best metastability
protection, best fmax,
unsynchronized clocks - このオ
プションでは、3 つ以上の同期ステー
ジを使用します。最高の準安定状態の
保護を備えます。最大サイズを使用しま
すが、最高の fMAX を提供します。

More Options Best metastability protection, best
fmax, unsynchronized clock を選択し
ている場合は、次のオプションが利用可能で
す。
• How many sync stages?

3、4、5、6、7、8、9 同期ステージの数を指定します。

Timing Constraint
• Generate SDC file and disable embedded timing

constraint

On/Off SDC ファイルを正しいタイミング制約で生
成します。組み込まれている
set_false_path の割り当ては無効に
なります。新しいタイミング制約は、
set_net_delay、set_max_skew、
set_min_delay、set_max_delay
で構成されます。タイミング制約の使用方
法に関しては、ユーザーガイドを参照してく
ださい。

パラメーター設定: DCFIFO 2

No, synchronize reading and writing to 'rdclk'
and 'wrclk', respectively. Create a set of full/
empty control signals for for each clock.を選択して
いる場合は、次のオプションが利用可能です。
Which optional output control signals do you want?
usedw[] は、FIFO のワード数です。

On/Off

読み出し側
• full
• empty
• usedw[]
注意: これらの信号は、「rdclk」に同期しています。

書き込み側
• full
• empty
• usedw[]
注意: これらの信号は「wrclk」に同期しています。

More Options • Add an extra MSB to usedw
port(s). 注意: MSB を使用してハーフフ
ルフラグを生成することができます。

• Asynchronous clear
• Add circuit to synchronize 'aclr'

input with 'wrclk'
• Add circuit to synchronize 'aclr'

input with 'rdclk'

On/Off

パラメーター設定: Rdreq Option, Blk Type
continued...   
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パラメーター 選択可能な値 説明

Which kind of read access do you want with the rdreq
signal?

• Normal synchronous
FIFO mode.

• Show-ahead
synchronous FIFO

mode.

FIFO が Legacy モードであるか、先行表
示モードであるかを指定します。
• Normal synchronous FIFO

mode - 「rdreq」のアサート後にデー
タが利用可能になります。「rdreq」は
読み出し要求として機能します。

• Show-ahead synchronous
FIFO mode - 「rdreq」のアサート
前にデータが利用可能になります。
「rdreq」は読み出し肯定応答として機
能します。注意: このモードではパフォ
ーマンスが低下します。

What should the memory block type be • Auto
• MLAB
• M20K
• M144K

メモリーブロックのタイプを指定します。選
択可能なメモリーブロックのタイプは、タ
ーゲットデバイスによって異なります。

Set the maximum block depth to Auto、32、64、128、256、512、
1024、2048、4096、8192、
16384、32768、65536、

131072

最大ブロック深度をワードで指定します。

Reduce RAM usage (decreases speed and increases
number of Les). Available if data width is divisible by
9.

On/Off

パラメーター設定: Optimization, Circuitry Protection

Would you like to register the output to maximize the
performance but use more area?

• Yes (最良のスピード)
• No (最小エリア)

RAM の出力をレジスターするかを指定し
ます。

Implement FIFO storage with logic cells only, even if
the device contains memory blocks.

On/Off ロジックセルのみで FIFO ストレージを実
装するかを指定します。

Would you like to disable any circuitry protection
(overflow checking and underflow checking)?
If not required, overflow and underflow checking can
be disabled to improve performance.
• Disable overflow checking. Writing to a full FIFO

will corrupt contents.
• Disable underflow checking. Reading from an

empty FIFO will corrupt contents

On/Off オーバーフローに対する回路保護を無効に
するかを指定します。

Would you like to enable ECC?
• Enable error checking and correcting (ECC)

On/Off エラーチェックと訂正の機能を有効にする
かを指定します。

4.3.17. リセットスキーム

電源投入時に、インテル Agilex デバイスのレジスターは未定義の電源状態とリセット状態になっていま
す。正しい機能を保証するには、コンフィグレーション完了時に sclr 信号または aclr 信号をアサー
トし、FIFO Intel FPGA IP コアをリセットします。

4.4. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP

Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP には、従来のシフトレジスターにはない機能が含まれ
ています。標準のフリップフロップで実装される従来のシフトレジスターは、大規模なシフトレジスター
に多くのロジックセルを使用します。Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP はデバイスのメモ
リーブロックに実装されるため、ロジックセルとルーティング・リソースの使用が削減されます。ローカ
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ル・データ・ストレージを必要とするデジタル信号処理 (DSP) アプリケーションなどの複雑なデザイン
では、Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP をシフトレジスターとして実装すると、より効率
的になります。

Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP は、タップを備えるパラメーター化されたシフトレジ
スターです。タップは、シフト・レジスター・チェーンの特定のポイントにあるシフトレジスターからのデー
タ出力を提供します。タップからの出力を使用するロジックを追加し、アプリケーションをさらに拡大する
ことができます。IP の出力タップ機能は、線形帰還シフトレジスター (LFSR) や有限インパルス応答
(FIR) フィルターなどのアプリケーションに役立ちます。

4.4.1. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP のリリース情報

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 55. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP の現在のリリース情報

アイテム 説明

IP Version 19.1.0

インテル Quartus Prime のバージョン 20.4

リリース日 2020.11.14

4.4.2. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP の機能

Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP は、タップを備えるシフトレジスターを実装し、次のよ
うな追加機能を提供します。

• 選択可能な RAM のブロックタイプ

• shiftin ポート幅と shiftout ポート幅のさまざまな選択肢

• シフト・レジスター・チェーンの特定のポイントでの出力タップのサポート

• タップ間の選択可能な距離

4.4.3. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP の基本的な説明

IP Catalog (Tools > IP Catalog) とパラメーター・エディターを使用すると、IP を簡単にコンフィ
グレーションすることができます。Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP は、シンプル・デュア
ルポート RAM で組み込みメモリーブロックに実装されます。RAM のブロックタイプは、必要な容量に
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応じて選択することができます。メモリーブロックの幅と深さで表される容量は、Shift Register
(RAM-based) Intel FPGA IP の TAP_DISTANCE、NUMBER_OF_TAPS、WIDTH パラメーターに
応じて決まります。

標準的なメモリーブロックの機能と容量に関しては、お使いのデバイスのハンドブックで、TriMatrix エ
ンベデッド・メモリー・ブロックについての情報を提供している章を参照してください。

Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP は、shiftin ポートと shiftout ポートの幅に応
じて、1 クロックサイクルでのシングルビットおよびマルチビットのデータシフトをサポートします。例え
ば、shiftin ポートと shiftout ポートがシングルビット・データの場合、クロックサイクルごとに 1
ビットのみがシフトされます。shiftin ポートと shiftout ポートがマルチビット・データ (8 ビット
の 1 ワードデータなど) の場合は、クロックサイクルごとにワード全体がシフトされます。

IP は、シフト・レジスター・チェーンの特定のポイントでの出力タップもサポートしますが、タップポイント
は等間隔にする必要があります。タップの間隔は、パラメーター・エディターで設定します。

シフト・レジスター・チェーンの特定のポイントでのデータのタップの図 (a) は、従来の 12 ワード深さの
シフトレジスターを示しています。図 (b) は、シフト・レジスター・チェーン内のデータが Shift Register
(RAM-based) Intel FPGA IP の出力タップでどのように等間隔でタップされるか (1、4、7、10 番目)
を示しています。

図 -48: シフト・レジスター・チェーンの特定のポイントでのデータのタップ
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注意: 1. ここに示されている Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP は、TAP_DISTANCE = 3、
NUMBER_OF_TAPS = 4 です。

2. タップされたデータは taps[31..0] に出力されます。一度に 4 ワードがタップされるため、
taps[31..0] は 32 ビットの出力であることに注意してください。タップの MSB からの最初の
ワード (taps[31..24]) は最初のデータを表しており、その後、4 番目のデータ、7 番目のデー
タ、10 番目のデータが続きます。

3. shiftout[7..0] ワードは taps[31..24]に相当します。
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4.4.4. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP のパラメーターの設定

表 56. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP のパラメーターの設定
この表は、Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP のパラメーターを一覧にしています。

コンフィグレーションの設定 説明

How wide should the "shiftin" input and the
"shiftout" output buses be?

データの入力バスと出力バスの幅を指定します。この値は、シフト・レジスター・
メモリーのコンフィグレーションにおいて w の用語で表されます。

How many taps would you like? タップ数を指定します。この値は、シフト・レジスター・メモリーのコンフィグレ
ーションにおいて n の用語で表されます。

Create groups for each tap output このオプションをオンにすると、レジスターチェーンからタップされる出力デー
タに個別のグループが作成されます。 (39)

How wide should the distance between taps be? タップ間の距離を指定します。この値は、シフト・レジスター・メモリーのコンフ
ィグレーションにおいて m の用語で表されます。 (40)

Create a clock enable port このオプションをオンにすると、レジスターポートのイネーブル信号が作成さ
れます。このオプションがオンになっていない場合、レジスターポートは常に有
効です。 (41)

Create an asynchronous clear port このオプションをオンにすると、非同期のクリア信号が作成されます。アサート
されると、シフトレジスターの出力はすぐにクリアされます。

Create a synchronous clear port このオプションをオンにすると、同期クリア信号が作成されます。アサートされ
ると、シフトレジスターの出力は次の正のクロックエッジでクリアされます。

What should the RAM block type be? アプリケーションの機能、メモリー・コンフィグレーション、および容量をサポ
ートするメモリーブロックのタイプを選択します。 (42)

注意: 1. shiftin 入力バスと shiftout 出力バスの幅は同一であり、レジスターされません。ただし、メ
モリーブロックへの内部読み出しアドレスはクロックと同期しているため、出力データはクロックと
同期しているとみなすことができます。

2. 出力タップの幅は、w (入力データの幅) と n (タップ数) を乗算したものです。また、出力タップの
MSB からのワードは、shiftout 出力バスに相当します。

4.4.5. シフト・レジスター・ポートとパラメーターの設定

次の図は、Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP のポートとパラメーターを示しています。

パラメーターの詳細は、IP を HDL に直接実装する場合にのみ当てはまります。

(39) これらのグループの組み合わせにより、taps[wn-1:0] バスを表します。

(40) タップ間の距離 m は、少なくとも 3 にする必要があります。

(41) レジスターされるポートは、メモリー・アドレス・ポートで内部レジスターと呼ばれます。shiftin ポートと
shiftout ポートはレジスターされません。

(42) 選択しているメモリーブロックのタイプについては、お使いのターゲットデバイスのハンドブックで、TriMatrix
Embedded Memory Block の章を参照してください。使用する RAM のブロックタイプを特に指定しない場合
は、AUTO を選択することも可能です。AUTO オプションを選択している場合、メモリーブロックのタイプは、イン
テル Quartus Prime 開発ソフトウェアのシンセサイザーもしくはフィッターでコンパイルの際に決定します。使
用するメモリーブロックのタイプを特定するには、インテル Quartus Prime の Fitter Report を確認します。
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図 -49: Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP のポートとパラメーター
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表 57. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP の入力ポート

名称 必須 説明

shiftin[] はい シフターへのデータ入力です。入力ポートの WIDTH ビット幅です。

clock はい ポジティブエッジ・トリガー・クロックです。

clken いいえ clock ポートのクロックイネーブルです。clken はデフォルトで VCC です。

aclr いいえ シフト・レジスター・チェーンのコンテンツを非同期でクリアします。shiftout 出力は、aclr 信号がアサ
ートされるとすぐにクリアされます。

sclr いいえ レジスターされている出力ポートを同期的にクリアします。shiftout 出力は、sclr 信号がアサートされ
ると正のクロックエッジでクリアされます。

表 58. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP の出力ポート

名称 必須 説明

shiftout[] はい シフトレジスターの末尾からの出力です。出力ポートの WIDTH ビット幅です。

taps[] はい シフトレジスターに沿って等間隔に配置されるタップからの出力です。出力ポートの WIDTH *
NUMBER_OF_TAPS 幅です。このポートは、シフトレジスターに沿って等間隔に配置されるすべてのタップ
(それぞれ WIDTH ビット) の集合体です。

表 59. Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP のパラメーター

名称 タイプ 必須 説明

NUMBER_OF_TAPS 整数 はい シフトレジスターに沿って等間隔に配置されるタップの数を指定しま
す。

TAP_DISTANCE 整数 はい 等間隔で配置されるタップ間の距離をクロックサイクルで指定します。
この数値は、使用される RAM ワードの数に変換されます。
TAP_DISTANCE は少なくとも 3 にする必要があります。

WIDTH 整数 はい 入力パターンの幅を指定します。

POWER_UP_STATE 文字列 いいえ 電源投入時のシフトレジスターのコンテンツを指定します。値は
CLEARED および DONT_CARE になります。省略している場合のデフ
ォルトは CLEARED です。

値 説明

CLEARED コンテンツは 0 です。

DONT_CARE コンテンツは不明です。M-RAM ブロックは
この設定で使用することができます。
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5. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのデバッグ

次のガイドラインを参照し、インテル Agilex エンベデッド・メモリーを使用して設計を行う際の一般的な
エラーまたは問題のトラブルシューティングに役立ててください。

1. コンパイル後に、デザインにタイミング違反が含まれていないことを確認します。

2. デザインが推奨される電源仕様を満たしていることを確認します。

3. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの Signal Tap ロジック・アナライザーを使用してデザ
インをデバッグし、ランダムまたは系統的なエラーがないか、デザインの結果を監視します。

4. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの In-System Sources とプローブを使用してデザ
インをデバッグすることで、入力を制御し、デザインの結果を監視します。

関連情報
インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デバッグツール

インテル Quartus Prime システムのデバッグスイートで利用可能なツールの情報と、デバッグ要
件に最適なツールを選択する際の基準について説明しています。
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6.  インテル Agilex エンベデッド・メモリー・ユーザーガイドのアーカイブ
IP コアのバージョンが記載されていない場合は、以前の IP コアのバージョンに向けたユーザーガイドが適用されます。

IP コアのバージョン ユーザーガイド

19.3 Intel Agilex Embedded Memory User Guide
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7.  インテル Agilex エンベデッド・メモリー・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 のバージョン

変更内容

2021.01.08 20.4 ×40 データ幅におけるバイト・イネーブルの制御 (M20K) の表に記載されているデータ
のビットを更新しました。

2020.12.14 20.4 • Shift Register (RAM-based) Intel FPGA IP のセクションを追加しました。
• インテル Agilex エンベデッド・メモリーのデザインに関する考慮事項のセクションに、

クロック信号と他の制御信号の同時変更に関する制限の項を追加しました。
• インテル Agilex のメモリー IP の表に、eSRAM Intel FPGA IP の情報を追加しまし

た。
• 混合ポートの Read-During-Write: New_a_old_b モードの図を更新しました。
• RAM および ROM のオンチップ・メモリー・インテル FPGA IP のセクションを更新し

ました。
• RAM: 1-PORT Intel FPGA IP のパラメーターの表で、次のパラメーターの説明を

更新しました。
— Create an ‘aclr’ asynchronous clear for the registered ports
— Create an ‘sclr’ synchronous clear for the registered ports

• インテル Agilex の RAM および ROM IP のインターフェイス信号の表で、clock0
の説明を更新しました。

• eSRAM Intel Agilex FPGA IP の章を更新しました。
— eSRAM チャネルの図を更新しました。
— eSRAM Intel Agilex FPGA IP のリリース情報の表を更新しました。
— eSRAM Intel Agilex FPGA IP の入力および出力信号の表で、

p<port_number>_data 信号と p<port_number>_q 信号の幅を更新し
ました。

• FIFO Intel FPGA IP の章を更新しました。
— DCFIFO の非同期クリアの表で、aclr (読み出しクロックと同期) モードの脚注を

更新しました。
— FIFO のセクション内のクロック・ドメイン・クロッシングでのグレイコード・カウン

ター転送の項で説明を更新しました。
continued...   
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

2019.12.09 19.3 • eSRAM システムの機能のセクションを更新しました。
• eSRAM Intel Agilex FPGA IP のパラメーター・エディター: Port タブの表を更新し

ました。
— How wide should the data bus be?の説明を更新しました。
— Enable Dynamic ECC Encoder and Decoder Bypass を削除しまし

た。
• eSRAM Intel Agilex FPGA IP のインターフェイス信号のセクションを更新しまし

た。
— p<port_number>_data 信号と p<port_number>_q 信号の説明を更

新しました。
— p<port_number>_eccdecbypass および

p<port_number>_eccencbypass を削除しました。

2019.11.19 19.3 • 混合ポートの Read-During-Write 出力の動作の表を更新しました。
— constrained_dont_care パラメーターと dont_care パラメーターの

Read-During-Write 時の出力データ値を、「新しいデータ」から「Don't care」に
更新しました。

— 脚注を追加し、出力データは「don't care」であることを示しました。IP は Read-
During-Write 時に出力データの準安定状態を保証しません。

• FIFO Intel FPGA IP のセクションを更新しました。

2019.10.25 19.3 • インテル Agilex エンベデッド・メモリー IP コアのリファレンスの章を追加しました。
• 次の IP のリリース情報を追加しました。

— RAM: 1-PORT Intel FPGA IP バージョン 19.2.0
— RAM: 2-PORT Intel FPGA IP バージョン 19.2.0
— RAM: 4-PORT Intel FPGA IP バージョン 19.2.0
— ROM: 1-PORT Intel FPGA IP バージョン 19.2.0
— ROM: 2-PORT Intel FPGA IP バージョン 19.2.0
— eSRAM Intel Agilex FPGA IP バージョン 19.1.2
— FIFO Intel FPGA IP バージョン 19.1

• 新しい項を追加しました。
— インテル Agilex でサポートされるエンベデッド・メモリー IP コア
— M20K ブロックのタイミングまたは消費電力最適化の機能
— 非決定的な入力の使用に関する制限

• 次の項を更新しました。
— インテル Agilex エンベデッド・メモリーの機能
— Force-to-Zero
— フリーズロジック
— 真のデュアルポートのデュアルクロック・エミュレーター
— 混合ポートの Read-During-Write

• インテル Agilex エンベデッド・メモリーの機能の表で、eSRAM メモリーブロックの機
能を更新しました。

• サポートされるエンベデット・メモリー・ブロックのコンフィグレーションの表で、
eSRAM メモリーブロックの深さを更新しました。

• 混合ポートの Read-During-Write モードにおける RAM の出力モードの表で、
Don't Care 出力モードの説明を更新しました。

• エンベデッド・メモリー・ブロックにおける電源投入時の初期値の表で、eSRAM 出力レ
ジスターと電源投入時の値を追加しました。

ドキュメント・バージ
ョン

変更内容

2019.04.02 初版
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