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1.  Stratix® 10 の可変精度 DSP ブロックの概要

Stratix® 10 デバイスの可変精度デジタル信号処理 (DSP) ブロックは、固定小数点演算と単精度浮
動小数点演算をサポートすることが可能です。 Stratix 10 の DSP ブロックは高度な柔軟性を有し、高
性能な DSP アプリケーションのサポートに 適化されています。

関連情報
HyperFlex Core Architecture, Stratix 10 Device Overview

Hyper-Register および HyperFlex コア・アーキテクチャーに関する詳しい情報を提供していま
す。Hyper-Register は、コア・ファブリック全体の各インターコネクト配線セグメントで使用可能な
追加のレジスターです。これには DSP の入力および出力に接続された配線セグメントが含まれま
す。

1.1. 機能特性

Stratix 10 固定小数点演算機能には以下が含まれます。

• 高性能かつ省消費電力の完全にレジスター化された乗算演算

• 18 ビットおよび 27 ビットのワード長

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

• 乗算結果を組合わるために内蔵された加算、減算、および 64 ビットダブル累算レジスター

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

• 外部ロジックのサポートなしでブロックからブロックへ出力結果を伝播する 64 ビット出力バスの
カスケード

• 対称フィルタ用 18 ビットおよび 27 ビットの DSP 動作モードでサポートされるハード前置加算器

• フィルタ実装向け 18 ビットおよび 27 ビットの両モードの内部係数レジスターバンク

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

• バイアス丸めサポート

Stratix 10 の浮動小数点演算は完全にハード化されたアーキテクチャーです。浮動小数点演算には以
下の機能が含まれます。:

• 乗算、加算、減算、積和、および積差

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

• カスケード加算およびカスケード減算機能を持つ乗算

• 虚数乗法

• ダイレクト・ベクトル・ドット積
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• シストリック FIR フィルター

• シーケンシャル・ベクトル・ドット積

• 例外フラグを使用した例外処理サポート

1.2.  Stratix 10 デバイスでサポートされる動作モード

表 1. Stratix 10 デバイスの可変精度 DSP ブロックでサポートされる動作モードと機能の組み合わせ

可変精度 DSP
ブロックのリソ

ース

動作モード サポートされる
動作のインスタ

ンス

前置加算器の
サポート

係数のサポート 入力カスケー
ドのサポート

チェインインの
サポート

チェインアウト
のサポート

1 つの可変精
度 DSP ブロッ
ク

固定小数点独立
18 x 19 乗算

2 有 有 有 (1) 無 無

固定小数点独立
27 x 27 乗算

1 有 有 有 (2) 有 有

固定小数点の 2 つの
18 x 19 乗算加算器
モード

1 有 有 有(1) 有 有

36 ビット入力で加算さ
れる固定小数点
18 x 18 乗算加算器

1 無 無 無 有 有

固定小数点 18 x 19
シストリック・モード

1 有 有 有(1) 有 有

1 つの可変精
度 DSP ブロッ
ク

浮動小数点乗算モード 1 無 無 無 無 有

浮動小数点加算または
減算モード

1 無 無 無 無 有

浮動小数点加算または
減算モード

1 無 無 無 有 有

浮動小数点乗算器累
積モード

1 無 無 無 無 有

浮動小数点ベクトル 1
モード

1 無 無 無 有 有

浮動小数点ベクトル 2
モード

1 無 無 無 有 有

2 つの可変精
度 DSP ブロッ
ク

固定小数点複素数
18x19 乗算

1 無 無 無 無 無

4 つの可変精
度 DSP ブロッ
ク

浮動小数点複素数乗
算

1 無 無 無 無 無

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

(2) プリアダー機能をイネーブルする場合、入力カスケードのサポートは使用できません。

1.  Stratix® 10 の可変精度 DSP ブロックの概要
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表 2. Stratix 10 デバイスの可変精度 DSP ブロックでサポートされる動作モードとダイナミック・コントロ
ール機能の組み合わせ

可変精度 DSP ブロッ
クのリソース

動作モード ダイナミック
ACCUMULATE

ダイナミック
LOADCONST

ダイナミック SUB ダイナミック
NEGATE

1 つの可変精度
DSP ブロック

固定小数点独立 18 x 19
乗算

無 無 無 無

固定小数点独立 27 x 27
乗算

有 有 無 有

固定小数点の 2 つの
18 x 19 乗算加算器モー
ド

有 有 有 有

36 ビット入力で加算され
る固定小数点 18 x 18
乗算加算器

有 有 有 有

固定小数点 18 x 19 シ
ストリック・モード

有 有 有 有

浮動小数点乗算モード 無 無 無 無

浮動小数点加算または減
算モード

無 無 無 無

浮動小数点加算または減
算モード

無 無 無 無

浮動小数点乗算器累積モ
ード

有 無 無 無

浮動小数点ベクトル 1 モ
ード

無 無 無 無

浮動小数点ベクトル 2 モ
ード

無 無 無 無

2 つの可変精度
DSP ブロック

固定小数点複素数
18 x 19 乗算

無 無 無 無

4 つの可変精度
DSP ブロック

浮動小数点複素数乗算 無 無 無 無

関連情報
• デザイン検討事項 (37 ページ)

• 固定小数点演算向けの内部係数と前置加算器 (37 ページ)

• 固定小数点演算向けのアキュムレーター (37 ページ)

• チェインアウト加算器 (38 ページ)

• 固定小数点演算の入力カスケード (38 ページ)
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1.3. リソース

表 3. Stratix 10 デバイスの乗算器数

製品ライン 可変精度 DSP
ブロックの個数

独立した入力および出力
乗算演算子の個数

単精度浮動小数点
乗算器

単精度浮動小
数点加算器

18 x 19
Multiplier

Adder Sum モ
ード

36 ビット入力
で加算される

18 x 18 乗算
加算器18 x 19

乗算器
27 x 27
乗算器

GX 400、SX
400

648 1,296 648 648 648 648 648

GX 650、SX
650

1,152 2,304 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

GX 850、SX
850

2,016 4,032 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016

GX 1100、SX
1100

2,520 5,040 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

GX 1650、SX
1650

3,145 6,290 3,145 3,145 3,145 3,145 3,145

GX 2100、SX
2100

3,744 7,488 3,744 3,744 3,744 3,744 3,744

GX 2500、SX
2500

5,011 10,022 5,011 5,011 5,011 5,011 5,011

GX 2800、SX
2800

5,760 11,520 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760

GX 4500、SX
4500

1,980 3,960 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980

GX 5500、SX
5500

1,980 3,960 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980

TX 1650 3,145 6,290 3,145 3,145 3,145 3,145 3,145

TX 2100 3,744 7,488 3,744 3,744 3,744 3,744 3,744

TX 2500 5,011 10,022 5,011 5,011 5,011 5,011 5,011

TX 2800 5,760 11,520 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760

TX 4500 1,980 3,960 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980

TX 5500 1,980 3,960 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980
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2. ブロック・アーキテクチャーの概要

Stratix 10 の可変精度 DSP ブロックは以下の要素で構成されています。

表 4. ブロック・アーキテクチャー

DSP 実装 ブロック・アーキテクチャー

固定小数点演算 • 入力レジスター・バンク
• パイプライン・レジスター
• 前置加算器
• 内部係数
• 乗算器
• 加算器
• アキュムレーターとチェインアウト加算器
• シストリック・レジスター
• ダブル累算レジスター
• 出力レジスターバンク

浮動小数点演算 • 入力レジスターバンク
• パイプライン・レジスター
• 乗算器
• 加算器
• アキュムレーターとチェインアウト加算器
• 出力レジスターバンク
• 例外処理
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図 -1: Stratix 10 デバイスにおける固定小数点演算の可変精度 DSP ブロック・アーキテクチャー
(18 x 19 モード)
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

図 -2: Stratix 10 デバイスにおける固定小数点演算の可変精度 DSP ブロック・アーキテクチャー
(27 x 27 モード)
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図 -3: Stratix 10 デバイスにおける浮動小数点演算の可変精度 DSP ブロック・アーキテクチャー
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

関連情報
• Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コア・リファレンス (87 ページ)

• Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コア・リファレンス (42 ページ)
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2.1. 固定小数点演算と浮動小数点演算の入力レジスターバンク

Stratix 10 DSP ブロックの入力レジスターバンクは、次の入力信号に対して使用可能です。

表 5. 入力レジスターバンク

固定小数点演算 浮動小数点演算

• データ
• ダイナミック制御信号

— NEGATE
— LOADCONST
— ACCUMULATE
— SUB

• データ
• ダイナミック ACCUMULATE 制御信号

DSP ブロック内のすべてのレジスターはポジティブエッジでトリガーされ、パワーアップ時にクリアーさ
れます。各乗算器オペランドは直接入力レジスターまたは乗算器を供給し、入力レジスターをバイパスす
ることができます。

次の可変精度 DSP ブロック信号は、可変精度 DSP ブロック内で入力レジスターを制御します。

• CLK[2..0]

• ENA[2..0]

• CLR[0]

2. ブロック・アーキテクチャーの概要
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図 -4: 固定小数点演算 18 x 19 モードのデータ入力レジスター
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図 -5: 固定小数点演算 27 x 27 モードのデータ入力レジスター
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固定小数点演算 18 x 19 モードで入力カスケードとチェインアウト機能の両方を使用する場合、レイテ
ンシー要件のバランスをとるには 2 つの遅延レジスターを使用することでできます。

遅延レジスターは、36 ビット入力で加算される 18 ×19 乗算モードと 27 × 27 モードではサポートさ
れていません。

2.2. 固定小数点演算と浮動小数点演算のパイプライン・レジスター

入力レジスターと出力レジスター以外に、固定小数点演算用に 2 列のパイプライン・レジスターを備え
ています。パイプライン・レジスターはより良い Fmax 性能を得るために使用されます。高い Fmax が不
要であれば、パイプライン・レジスターはバイパス可能です。

次の可変精度 DSP ブロック信号が可変精度 DSP ブロック内のパイプライン・レジスターを制御しま
す。

• CLK[2..0]

• ENA[2..0]

• CLR[1]

浮動小数点演算は、以下のいずれかを実行することができるパイプライン・レジスターの 3 つのレイテン
シー・レイヤーを備えています。
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• パイプライン・レジスターのすべてのレイテンシー・レイヤーをバイパスする

• パイプライン・レジスターの任意のレイテンシー・レイヤーを使用する

• パイプライン・レジスターの任意の 2 つレイテンシー・レイヤーを使用する

• パイプライン・レジスターの 3 つすべてのレイテンシー・レイヤーを使用する

2.3. 固定小数点演算向けの前置加算器

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

• 18 x 19 モードの 18 ビット (符号ありまたは符号なし) 加算あるいは 18 ビット (符号あり) 減
算

• 27 x 27 モードの 26 ビット加算あるいは減算

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

2.4. 固定小数点演算向けの内部係数

Stratix 10 の可変精度 DSP ブロックでは、ダイナミック入力または内部係数のいずれかから被乗数を
柔軟に選択することができます。

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

2.5. 固定小数点演算と浮動小数点演算の乗算器

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

可変精度 DSP ブロックはそれぞれ、2 つの乗算器を備えています。これら 2 つの乗算器は、いくつかの
動作モードでコンフィグレーションすることができます。

表 6. 動作モード

固定小数点演算 浮動小数点演算

• 2 つの 18 (符号ありまたは符号なし) x 19 (符号あり) 乗算
器

• 1 つの 27 x 27 乗算器

• 1 つの浮動小数点演算単精度乗算器
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2.6. 固定小数点演算と浮動小数点演算の乗算器

加算器の機能は、1 つの DSP ブロック内で 2 つの乗算器の結果の加算または減算を実行することです。

動作モードに応じて、以下のように加算器を使用することができます。

• 1 つの 38 ビット加算器

• 1 つの浮動小数点演算単精度加算器

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

表 7. SUBダイナミック・コントロール信号を使用する加算および減算

動作 説明 SUB信号

加算 1 つの DSP ブロック内での 2 つの乗算の結果を加算します 0

減算 同一の DSP ブロック内での 2 つの乗算を減算します 1

ダイナミック SUB ポートは浮動小数点演算ではサポートされていません。

2.7. 固定小数点演算のアキュムレーターとチェインアウト加算器

Stratix 10 の可変精度 DSP ブロックでは、固定小数点演算向けの 64 ビットのアキュムレーターと加
算器をサポートしています。

次の信号は、アキュムレーターとチェインアウト加算器の機能をダイナミックに制御することができま
す。

• NEGATE

• LOADCONST

• ACCUMULATE

アキュムレーターおよびチェインアウト加算器の機能は、2 つの固定小数点演算の独立した 18 x 19 モ
ードではサポートされません。

表 8. アキュムレーター機能とダイナミック・コントロール信号

機能 概要 NEGATE LOADCONST ACCUMULATE

ゼロ化 アキュムレーターをディスエーブルします。 0 0 0

プリロード

結果は常にプリロード値に加算されます。
64 ビットのプリロード値の 1 ビットのみ「1」とな
ります。これは、64 ビット結果の任意の位置に
DSP 結果を丸めるために使用することができま
す。

0 1 0

累積 前の累算結果に現在の結果を加算します。 0 X 1

デシメーション + 累積 この機能は現在の結果を 2 の補数に変換し、以前
の結果に加算します。

1 X 1

デシメーション + チェ
インアウト加算

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

1 0 0
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2.8. 固定小数点演算のシストリック・レジスター

可変精度 DSP ブロックはそれぞれ、シストリック・レジスターを 2 個備えています。各シストリック・レジ
スターは 大 44 ビットのチェインイン加算器とチェインアウト加算器をサポートします。可変精度 DSP
ブロックが固定小数点演算シストリック FIR モードでコンフィグレーションされない場合、両方のシス
トリック・レジスターがバイパスされます。

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

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

シストリック・レジスターを使用する場合、出力レジスターをオンにして、すべてのシストリック・レジスタ
ーを出力レジスターと同じクロックソースでクロックすることで、正しいシストリック動作が保証されま
す。

2.9. 固定小数点演算のダブル累算レジスター

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

ダブル累算レジスターは追加のレジスターであり、これをイネーブルすると、アキュムレーターのフィー
ドバック・パスに追加のクロックサイクル遅延が生じます。

出力レジスターバンクと同様に、このレジスターには CLK、ENA、および CLR 設定があります。

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

2.10. 固定小数点演算と浮動小数点演算の出力レジスターバンク

クロック信号のポジティブエッジは 74 ビットのバイパス可能な出力レジスターバンクをトリガーし、パ
ワーアップ後にクリアされます。

次の可変精度 DSP ブロック信号は、各可変精度 DSP ブロックの出力レジスターを制御します。

• CLK[2..0]

• ENA[2..0]

• CLR[1]
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2.11. 浮動小数点演算に対する例外処理

Stratix 10 の浮動小数点演算は、乗算器ブロックと加算器ブロックの例外処理をサポートしています

表 9. サポートされる例外フラグ

例外フラグ 幅 概要

乗算

mult_overflow 1 この信号は、乗算結果が 大提示可能値と比較してより大きい値であるかどうかを示します。
1: 乗算結果が 大提示可能値と比較してより大きい値である。
0: 乗算結果が正規化された浮動小数点または適切な範囲内である。
この信号は、加算または減算モードでは使用できません。

mult_underflow 1 この信号は、乗算結果が 小提示可能値と比較してより小さい値であるかどうかを示します。
1: 乗算結果が 小提示可能値と比較してより小さい値である。
0: 乗算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
この信号は、加算または減算モードでは使用できません。

mult_inexact 1 この信号は、乗算結果が正しい表現であるかどうかを示します。
1: 乗算結果が:
• 丸められた値である
• 小提示可能値と比較してより小さい値である
• 大提示可能値と比較してより大きい値である
0: 乗算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
この信号は、加算または減算モードでは使用できません。

mult_invalid 1 この信号は、乗算結果が有効あるいは無効な数または表現であるかを示します。
1: 乗算結果が有効である。
0: 乗算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
この信号は、加算または減算モードでは使用できません。

加算

adder_overflow 1 この信号は、加算結果が 大提示可能値と比較してより大きい値であるかどうかを示します。
1: 加算結果が 大提示可能値と比較してより大きい値である。
0: 加算結果が正規化された浮動小数点または適切な範囲内である。
このオプションは、乗算モードでは使用できません。

adder_underflow 1 この信号は、加算結果が 小提示可能値と比較してより小さい値であるかどうかを示します。
1: 加算結果が 小提示可能値と比較してより小さい値である。
0: 加算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
このオプションは、乗算モードでは使用できません。

adder_inexact 1 この信号は、加算結果が正しい表現であるかどうかを示します。
1: 加算結果が:
• 丸められた値である
• 小提示可能値と比較してより小さい値である
• 大提示可能値と比較してより大きい値である
0: 加算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
このオプションは、乗算モードでは使用できません。

adder_invalid 1 この信号は、加算結果の数および表現が有効または無効であるかを示します。
1: 加算結果の数および表現が無効である。
0: 加算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
このオプションは、乗算モードでは使用できません。

2. ブロック・アーキテクチャーの概要
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表 10. 乗算例外処理で生じる結果

入力 A 入力 B 結果 フラグ
オーバーフロー/アンダーフロー/

不正確/無効

Normalized Normalized 正規化された値 0/0/0/0

正規化された (丸められた) 値 0/0/1/0

正/負の無限大数 1/0/1/0

非正規値 0/1/1/0

0 または Subnormal
(denormal)

Normalized 0 値 0/0/0/0

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

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

0 または Subnormal
(denormal)

0 または Subnormal
(denormal)

0 値 0/0/0/0

正/負の無限大 0 または Subnormal
(denormal)

qNaN value 0/0/0/1

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

qNaN value 0/0/0/0

正/負の無限大 正/負の無限大 正/負の無限大数 0/0/0/0

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

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

表 11. 加算例外処理で生じる結果

入力 A 入力 B 結果 フラグ
オーバーフロー/アンダーフロー/

不正確/無効

Normalized Normalized 正規化された値 0/0/0/0

正規化された (丸められた) 値 0/0/1/0

正/負の無限大数 1/0/1/0

0 値
符号ビット = 0

0/0/0/0

非正規値
この符号は保存されます

0/1/1/0

0 または Subnormal
(denormal)

Normalized 入力 b 0/0/0/0

正/負の無限大 Normalized 正/負の無限大数 0/0/0/0

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

0 または Subnormal
(denormal)

0 または Subnormal
(denormal)

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

0/0/0/0

正/負の無限大 0 または Subnormal
(denormal)

正/負の無限大数 0/0/0/0

continued...   
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入力 A 入力 B 結果 フラグ
オーバーフロー/アンダーフロー/

不正確/無効

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

qNaN 値 0/0/0/0

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

無効なケースに対しては、
0/0/0/1

有効なケースに対しては、
0/0/0/0

以下は有効なケースです。
• 正の無限大値 + 正の無限大

値
• 負の無限大値 + 負の無限大

値
• 負の無限大値 - 正の無限大
• 正の無限大値 - 負無限大値

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

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

関連情報
Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コアの信号 (90 ページ)
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3. 動作モードの説明

この項では、固定小数点演算および浮動小数点演算の動作モードを効果的にサポートするために、
Stratix 10 の可変精度 DSP ブロックをコンフィグレーションする方法を説明します。

表 12. 動作モード

固定小数点演算 浮動小数点演算

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

• 乗算モード
• 加算または減算モード
• 積和または積差モード
• 積和演算モード
• ベクトル 1 モード
• ベクトル 2 モード
• ダイレクト・ベクトル・ドット積
• 複素数乗算

3.1. 固定小数点演算の動作モード

3.1.1. 独立乗算器モード

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

表 13. Stratix 10 可変精度 DSP ブロックでサポートされている独立乗算器モード

コンフィグレーション ブロックごとの乗算器数

18 (符号なし) x 18 (符号なし) 2

18 (符号あり) x 19 (符号あり) 2

27 (符号ありまたは符号なし) x 27 (符号ありまたは符号なし) 1

関連情報
• Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コア・リファレンス (42 ページ)

• サポートされる動作モード (43 ページ)

3.1.1.1.  18 × 18 または 18 × 19 独立乗算器

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

resulta = ay * ax

resultb = by * bx
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図 -6: Stratix 10 デバイスの可変精度 DSP ブロックごとに備わった 2 つの 18 × 18 あるいは
18 × 19 独立乗算器

次の図で、変数は以下のように定義されています。

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

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

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

3.1.1.2.  27 × 27 独立乗算器

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

図 -7: Stratix 10 デバイスの可変精度 DSP ブロックごとに備わった 1 つの 27 × 27 独立乗算器モード
このモードでは、チェーンアウト加算器またはアキュムレーターと組み合わせた場合、resulta を 大 64 ビットとすることが可能
です。
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

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

3. 動作モードの説明
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3.1.2. Multiplier Adder Sum モード

Multiplier Adder Sum モードは次の等式を使用します。

• 2 つの 18 x 19 乗算の和を算出するには、resulta = (bx * by) + (ax * ay) を使用します。

• 2 つの 18 x 19 乗算の差を算出するには、resulta = (bx * by) - (ax * ay) を使用します。

図 -8: Stratix 10 の 1 つの可変精度 DSP ブロックを持つ 2 つの 18 × 19 乗算器の和

次の図で、変数は以下のように定義されています。

• 18 × 19 符号付きオペランドでは、n = 19

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

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

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

SUB ダイナミック・コントロール信号は符号付オペランドに対してのみサポートされています。

関連情報
• Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コア・リファレンス (42 ページ)

• サポートされる動作モード (43 ページ)

3.1.3. 独立複素数乗算器

Stratix 10 デバイスは、2 つの固定小数点演算 Multiplier Adder Sum モードを使用して 18 × 19
複素数乗算器モードをサポートします。

図 -9: 複素数乗算式のサンプル

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

3. 動作モードの説明
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図 -10: Stratix 10 デバイスの 2 つの可変精度 DSP ブロックを備えた 1 つの 18 × 19 複素数乗算器

Variable-Precision DSP Block 1

Variable-Precision DSP Block 2

In
pu

t R
eg

is
te

r B
an

k

Imaginary Part
(ad+bc)

Multiplier

c[18..0]

b[17..0]

19

18

Multiplier

d[18..0]

a[17..0]

19

18

38

Adder

+

x

x

O
ut

pu
t R

eg
is

te
r B

an
k

In
pu

t R
eg

is
te

r B
an

k

Real Part
(ac-bd)

d[18..0]

b[17..0]

19

18

c[18..0]

a[17..0]

19

18

38

O
ut

pu
t R

eg
is

te
r B

an
k

Multiplier

Multiplier

Adder

-

x

x

*1
st

 P
ip

el
in

e 
Re

gi
st

er
*1

st
 P

ip
el

in
e 

Re
gi

st
er

* 
2n

d 
Pi

pe
lin

e 
Re

gi
st

er
* 

2n
d 

Pi
pe

lin
e 

Re
gi

st
er

*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

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

関連情報
• Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コア・リファレンス (42 ページ)

• サポートされる動作モード (43 ページ)

3.1.4.  36 ビット入力に加算する 18 × 19 乗算モード

Stratix 10 の可変精度 DSP ブロックは、1 つの 18 × 19 乗算を 36 ビット入力に加算することがで
きます。

36 ビット入力に加算する 18 × 19 乗算モードは次の等式を使用します：

• 36 ビット入力を持つ 18 x 19 乗算を加算するには、resulta = (ax * ay) + by を使用します。

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

下部の乗算器がバイパスされている間は、上位の乗算器を使用して 18 x 19 乗算への入力を提供しま
す。 by[17..0]信号と by[35..18]信号は、36 ビット入力を生成するために連結されます。

3. 動作モードの説明
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加算器に加算あるいは減算を実行させるには、SUB ダイナミック・コントロール信号を使用します。

SUB ダイナミック・コントロール信号は符号付オペランドに対してのみサポートされています。

図 -11: Stratix 10 デバイスの 36 ビット入力に加算する 18 x 19 乗算モード

次の図で、変数は以下のように定義されています。

• 18 × 19 符号付きオペランドでは、n = 19

• 18 × 18 符号なしオペランドでは、n = 18
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

関連情報
• Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コア・リファレンス (42 ページ)

• サポートされる動作モード (43 ページ)

3.1.5. シストリック FIR モード

FIR フィルターの構造は基本的には、加算が後に続く一連の乗算で構成されています。

図 -12: 基本的な FIR フィルタの等式

タップ数や入力サイズにもよりますが、多数の加算器をチェインさせると遅延が非常に大きくなることが
あります。このような遅延が原因のパフォーマンスの問題を克服するには、タップごとに配置された追加
の遅延要素をシストリック形式と使用することで、レイテンシの増大を犠牲にしてパフォーマンスの改善
を図ります。

3. 動作モードの説明
683832 | 2017.05.08

インテル® Stratix® 10 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド フィードバック

24

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%2010%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683832%202017.05.08)%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


図 -13: シストリック FIR フィルタの等価回路

 

1−kc

][ nx

][ ny

1c 2c kc

][1 nw ][2 nw ][1 nw k − ][ nw k

Stratix 10 の可変精度 DSP ブロックは、次のシストリック FIR 構造をサポートします。

• 18-bit

• 27 ビット

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

• 2 つのダイナミック入力

• 1 つのダイナミック入力と 1 つの係数入力

• 1 つの係数入力と 1 つの前置加算器出力

• 1 つのダイナミック入力と 1 つの前置加算器出力

関連情報
• Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コア・リファレンス (42 ページ)

• サポートされる動作モード (43 ページ)

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

次の図は、レジスターのリタイミングと加算器の再構築を行うことで、 Stratix 10 の可変精度 DSP ブ
ロック (d) を使用してシストリック FIR フィルター (a) のユーザービューが実装可能であることを図示
したものです。レジスター B は、(b) に示されているようにチェインイン、ay 入力パス、および ax 入力パ
スでシストリック・レジスターにリタイミングすることができます。レジスターのリタイミングの 終結果
は (c) に示されています。加算器の位置はその後、乗算器の出力の両方を合計するために再度構成され
ます。加算器の結果はチェインアウト加算器に送られ、(d) に示される前の DSP ブロックからのチェイ
ンイン値と加算されます。

3. 動作モードの説明
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図 -14: 可変精度ブロック・アーキテクチャー・ビューへのシストリック・モード・ユーザー・ビューのマッピング

x[n]

c1

(a) Systolic FIR Filter
User View

(b) Variable Precision Block
Architecture View (Before Retiming)

Second DSP Block

dataa_y0 x[n]

dataa_x0 c1

datab_y1 x[n-2]

datab_x1 c2

w1[n]

w2[n]

dataa_y0 x[n-4]

dataa_x0 c3

w3[n]

Register B

datab_y1 x[n-6]

datab_x1 c4

w4[n]

Register C

y[n]

Register A

Multiplier

Multiplier
Adder

Output
Register
Bank

ResultFirst DSP Block

Result

Output
Register
Bank

Retiming

Chainout
Adder

Chainin from
Previous DSP Block

(c) Variable Precision Block
Architecture View (After Retiming)

Second DSP Block

dataa_y0 x[n]

dataa_x0 c1

datab_y1 x[n-2]

datab_x1 c2

w1[n]

w2[n]

dataa_y0 x[n-4]

dataa_x0 c3

w3[n]

Register B

datab_y1 x[n-6]

datab_x1 c4

w4[n]

Register C

y[n]

Register A

Multiplier

Multiplier
Adder

Output
Register
Bank

ResultFirst DSP Block

Result

Output
Register
Bank

Chainout
Adder

Chainin from
Previous DSP Block

Systolic
Register

Systolic
Registers

(d) Variable Precision Block
Architecture View (Adder Restructured)

Second DSP Block

dataa_y0 x[n]

dataa_x0 c1

datab_y1 x[n-2]

datab_x1 c2

w1[n]

w2[n]

dataa_y0 x[n-4]

dataa_x0 c3

w3[n]

Register B

datab_y1 x[n-6]

datab_x1 c4

w4[n]

Register C

y[n]

Register A

Multiplier

Multiplier

Adder

Output
Register
Bank

ResultFirst DSP Block

Result

Output
Register
Bank

Chainout
Adder

Chainin from
Previous DSP Block

Systolic
Register

Systolic
Registers

Adder

x[n-2]

c2

w1[n]

w2[n]

x[n-4]

c3

w3[n]

x[n-6]

c4

w4[n]

y[n]

Register B

Register A

Register A

3.1.5.2.  18 ビットシストリック FIR モード

18 ビットシストリック FIR モードでは、加算器はデュアル 44 ビット加算器としてコンフィグレーション
されるので、18 x 19 動作モードを使用する際、7 ビットのオーバーヘッドが生じるため、結果は
37 ビットの結果となります。これにより、合計 16 個の 18 x 19 乗算器あるいは 8 個の Stratix 10 可
変精度 DSP ブロックをシストリック FIR ストラクチャーとしてカスケード接続することが可能です。

図 -15: Stratix 10 デバイスの 18 ビット・シストリック FIR モード
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.
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3.1.5.3.  27 ビットシストリック FIR モード

27 ビットのシストリック FIR モードでは、チェインアウト加算器またはアキュムレーターは 64 ビットの
動作に向けてコンフィグレーションされるため、27 ビットのデータを使用する場合、10 ビットのオーバ
ーヘッドが生じます (54 ビット製品)。これにより、合計 11 個の 27 x 27 乗算器または 11 個の
Stratix 10 可変精度 DSP ブロックがシストリック FIR ストラクチャーとしてカスケード接続されます。

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

図 -16: Stratix 10 デバイスの 27 ビット・シストリック FIR モード
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*このブロック図は、DSP ブロックの機能表現を示しています。 

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

3.2. 浮動小数点演算の動作モード

3.2.1. 単一の浮動小数点演算機能

1 つの浮動小数点演算 DSP は、次の機能を実行することができます。

• 乗算モード

• 加算または減算モード

• 積和演算モード

関連情報
Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP の IP コアでサポートされる動作モード (87 ページ)

3.2.1.1. 乗算モード

このモードでは、基本的な浮動小数点乗算を適用することができます。

result = ay*az

浮動小数点乗算モードは次の例外フラグをサポートしています。

3. 動作モードの説明
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• mult_invalid

• mult_inexact

• mult_overflow

• mult_underflow

図 -17: Stratix 10 デバイスの乗算モード
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

3.2.1.2. 加算または減算モード

このモードは次の等式の適用が可能です。

result = ax+ay

result = ay-ax

浮動小数点加算または減算モードは次の例外フラグをサポートしています。

• adder_invalid

• adder_inexact

• adder_overflow

• adder_underflow

3. 動作モードの説明
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図 -18: Stratix 10 デバイスの加算または減算モード

chainout[31:0]

chainin[31:0]

accumulate

ax[31:0]

ay[31:0]

az[31:0]

Output
Register
Bank

Input
Register

Bank

resulta[31:0]

Multiplier

Adder

*Pipeline
Register

Bank Register
Bank

*Pipeline
Register
Bank

adder_invalid
adder_inexact
adder_overflow
adder_underflow

*Pipeline

Pipeline
Register

Bank

Pipeline
Register

Bank

*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

3.2.1.3. 積和演算モード

このモードは浮動小数点乗算を実行し、その以前の乗算の結果を使用した浮動小数点の加算あるいは
減算がそれに続きます。

ACCUMULATE 信号が High の場合、このモードは等式 result = (ay*az) + 前の値 を使用します。

ACCUMULATE 信号が High の場合、このモードは等式 result = (ay*az) - 前の値 を使用します。

浮動小数点積和演算モードは、次の例外フラグをサポートしています。

• mult_invalid

• mult_inexact

• mult_overflow

• mult_underflow

• adder_invalid

• adder_inexact

• adder_overflow

• adder_underflow

3. 動作モードの説明
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図 -19: Stratix 10 デバイスの積和演算モード
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

3.2.2. 複数の浮動小数点演算機能

2 個あるいはそれ以上浮動小数点演算 DSP は、以下の機能を実行することができます。

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

• ベクトル 1 モード

• ベクトル 2 モード

• ダイレクト・ベクトル・ドット積

• 複素数乗算

関連情報
Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP の IP コアでサポートされる動作モード (87 ページ)

3.2.2.1. 積和または積差モード

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

表 14. 積和または積差モードに適用される等式

チェインイン・パラメーター 積和モード 積差モード

Disable result = (ay*az) + ax result = (ay*az) - ax

Enable result = (ay*az) + chainin result = (ay*az) - chainin

浮動小数点加算または減算モードは、以下の例外フラグをサポートしています：

• mult_invalid

• mult_inexact

• mult_overflow

3. 動作モードの説明
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• mult_underflow

• adder_invalid

• adder_inexact

• adder_overflow

• adder_underflow

図 -20: Stratix 10 デバイスの積和または積差モード
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

3.2.2.2. ベクトル 1 モード

このモードでは、以前の可変 DSP ブロックからのチェインイン入力との浮動小数点加算または減算に
続いて浮動小数点乗算を実行します。入力 ax は直接チェインアウトに供給されます。

表 15. ベクトル 1 モードに適用される等式

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

Disable result = ay * az
Chainout = ax

result = ay * az
Chainout = ax

Enable result = (ay * az) + chainin
Chainout = ax

result = (ay * az) - chainin
Chainout = ax

浮動小数点ベクトル 1 は、次の例外フラグをサポートしています：

• mult_invalid

• mult_inexact

• mult_overflow

• mult_underflow

• adder_invalid

• adder_inexact

• adder_overflow

• adder_underflow

3. 動作モードの説明
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図 -21: Stratix 10 デバイスのベクトル 1 モード
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

3.2.2.3. ベクトル 2 モード

このモードでは、乗算結果が直接チェインアウトに供給される浮動小数点乗算を実行します。以前の可
変 DSP ブロックからのチェインイン入力は出力結果として入力 ax から加算または減算されます。

表 16. ベクトル 2 モードに適用される等式

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

Disable result = ax
Chainout = ay * az

result = ax
Chainout = ay * az

Enable result = ax + chainin
Chainout = ay * az

result = ax - chainin
Chainout = ay * az

浮動小数点ベクトル 2 は、次の例外フラグをサポートしています：

• mult_invalid

• mult_inexact

• mult_overflow

• mult_underflow

• adder_invalid

• adder_inexact

• adder_overflow

• adder_underflow

3. 動作モードの説明
683832 | 2017.05.08

インテル® Stratix® 10 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド フィードバック

32

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%2010%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683832%202017.05.08)%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


図 -22: Stratix 10 デバイスのベクトル 2 モード
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

3.2.2.4. ダイレクト・ベクトル・ドット積

次の図では、ダイレクト・ベクトル・ドット積は以下の DSP モードを設定することによって複数の DSP ブ
ロックで実装されています。

• チェインイン・パラメーターがオンの積和および減算モード

• ベクトル 1

• ベクトル 2

3. 動作モードの説明
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図 -23: ダイレクト・ベクトル・ドット積
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.

3.2.2.5. 複素数乗算

Stratix 10 デバイスは、4 つの Stratix 10 可変精度 DSP ブロックを使用して浮動小数点演算の単精
度複素数乗算器をサポートします。

図 -24: 複素数乗算式のサンプル

3. 動作モードの説明
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虚数部の[(a × d) + (b × c)]は 初の 2 つの可変精度 DSP ブロックに実装され、実数部の[(a ×
c) - (b × d)]は次の 2 つの可変精度 DSP ブロックに実装されます。

図 -25: 虚数結果の複素数乗算
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.
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図 -26: 実数結果の複素数乗算
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.
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4. デザイン検討事項

デザインにあたって以下の要素を考慮する必要があります。

表 17. デザイン検討事項

DSP ファンクション デザインの要素

固定小数点演算 • 動作モード
• 内部係数と前置加算器
• アキュムレーター
• チェインアウト加算器
• 入力カスケード

浮動小数点演算 • 動作モード
• チェインアウト加算器

関連情報
Stratix 10 デバイスでサポートされる動作モード (5 ページ)

各動作モードでサポートされている機能の要約です。

4.1. 固定小数点演算向けの内部係数と前置加算器

18 ビットモードでのみ入力カスケードで前置加算器をイネーブルすることができます。

18 ビットと 27 ビットの両モードで、係数機能とプリアダー機能を個別に使用することができます。

18 ビットモードで前置加算機能がイネーブルされている場合、 上位および 下位の両方の前置加算
器をイネーブルにする必要があります。

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

関連情報
Stratix 10 デバイスでサポートされる動作モード (5 ページ)

各動作モードでサポートされている機能の要約です。

4.2. 固定小数点演算向けのアキュムレーター

Stratix 10 デバイスのアキュムレーターは、出力レジスターバンクとアキュムレーターの間に位置する
64 ビットのダブル累算レジスターをイネーブルすることによってダブル累算をサポートします。

関連情報
Stratix 10 デバイスでサポートされる動作モード (5 ページ)

各動作モードでサポートされている機能の要約です。
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4.3. チェインアウト加算器

表 18. チェインアウト加算器

固定小数点演算 浮動小数点演算

出力チェインパスを使用して、他の DSP ブロックからの結果を加算する
ことができます。

出力チェインパスを使用して、他の DSP ブロックからの結果を加算する
ことができます。
特定の動作モードへのサポート。
• 積和モードまたは積差モード
• ベクトル 1 モード
• ベクトル 2 モード

関連情報
Stratix 10 デバイスでサポートされる動作モード (5 ページ)

各動作モードでサポートされている機能の要約です。

4.4. 固定小数点演算の入力カスケード

Stratix 10 可変精度 DSP ブロックの入力レジスターバンクは入力カスケード機能をサポートしていま
す。この機能は、DSP ブロック内および他の DSP ブロック内の入力バスをカスケード接続する機能を提
供します。

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

• 上位の乗算器の Y 入力が、DSP ブロック内の 下位の乗算器の Y 入力をドライブします

• 初の DSP ブロックにある 下位の乗算器の Y 入力が、後続する DSP ブロックの 上位の乗算
器の Y 入力をドライブします

27 × 27 モードの場合、 初の DSP ブロックの乗算器の Y 入力は、後続の DSP ブロックの乗数器の
Y 入力をドライブします。前置加算器がイネーブルされている場合、この機能はサポートされません。

4. デザイン検討事項
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図 -27: 固定小数点演算 18 x 19 モードの入力カスケード
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図 -28: 固定小数点演算 27 x 27 モードの入力カスケード
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関連情報
Stratix 10 デバイスでサポートされる動作モード (5 ページ)

各動作モードでサポートされている機能の要約です。
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683832 | 2017.05.08

インテル® Stratix® 10 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド フィードバック

40

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%2010%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683832%202017.05.08)%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


5.  Stratix 10 可変精度 DSP ブロック実装ガイド

Quartus Prime 開発ソフトウェアには、デザインを作成してコンパイルするためのツールやデバイスを
コンフィグレーションするためのツールが含まれています。

Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用して、デバイスのマイグレーション、ピン・アサインメントの設
定、配置制約の定義、タイミング制約のセットアップ、および IP コアのカスタマイズの準備をすることが
できます。

Stratix 10 可変精度 DSP でサポートされる IP には以下が含まれます。

• Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP (3)

• ALTERA_MULT_ADD(3)

• ALTMULT_COMPLEX(3)

• LPM_MULT(3)

• Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP(3)

関連情報
• IntelFPGA IP コアについて

パラメーター化、アップグレード、IP コアのシミュレーションを含むすべての IntelFPGA IP コ
アに関する基本的な情報を提供します。

• Creating Version-Independent IP and Qsys Simulation Scripts
ソフトウェアあるいは IP のバージョンのアップグレードのためのマニュアルでの更新を必要と
しないシミュレーション・スクリプトの作成について詳しい情報を提供します。

• Project Management Best Practices
プロジェクトと IP ファイルの効果的な管理および移植性のためのガイドラインを提供します。

(3) Stratix 10 可変精度 DSP の IP コアは、Quartus Prime プロ・エディションでのみ使用可能です。
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6.  Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コア・リファレンス

Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コアは単一の Stratix 10 可変精度 DSP ブロックをインス
タンス化し制御します。

Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コアでサポートされている動作モードには以下が含まれま
す:

• 18 × 18 Full モード

• 18 × 18 Sum-of-Two モード

• 18 × 18 Plus 36 モード

• 18 × 18 シストリック・モード

• 27 × 27 モード

図 -29: Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コアの機能ブロック図
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*This block diagram shows the functional representation of the DSP block. 
The pipeline registers are embedded within the various circuits of the DSP block.
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関連情報
• ブロック・アーキテクチャーの概要 (8 ページ)

• 独立乗算器モード (20 ページ)

• Multiplier Adder Sum モード (22 ページ)

• 独立複素数乗算器 (22 ページ)

• 36 ビット入力に加算する 18 × 19 乗算モード (23 ページ)

• シストリック FIR モード (24 ページ)

6.1. サポートされる動作モード

表 19. Stratix 10 ネイティブ固定小数点 IP コアでサポートされている動作モード

動作モード 概要

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

18 × 18Sum of Two モード このモードは、2 つの 18 × 19 の乗算として動作します。
このモードは以下の等式を適用します:
• sub 信号が low でドライブされている場合、resulta = [(bx *

by) + (ax * ay)]
• sub 信号は high でドライブされている場合、resulta = [(bx *

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

18 × 18 Plus 36 モード このモードは、36 ビット入力に加算される 1 つの 18 × 19 乗算として
動作します。
このモードは、等式の resulta = (ax * ay) + (bx, by) を適用しま
す。
このモードで入力バスが 36 ビット未満の場合は、符号付き拡張を使用
して 36 ビット入力を埋める必要があります。
アキュムレーターをイネーブルすると、resulta 出力バスは 大 64
ビットまでサポートできます。

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

27 × 27 モード このモードは、1 つの独立した 27 (符号付き/符号なし) ×27 (符号付
き/符号なし) 乗算器として動作します。
このモードは、等式の resulta = ax * ay を適用します。
アキュムレーターあるいはチェインアウト加算器をイネーブルすると、
resulta 出力バスは 大 64 ビットまでサポートできます。

関連情報
• 独立乗算器モード (20 ページ)

• Multiplier Adder Sum モード (22 ページ)
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• 独立複素数乗算器 (22 ページ)

• 36 ビット入力に加算する 18 × 19 乗算モード (23 ページ)

• シストリック FIR モード (24 ページ)

6.2. 固定小数点演算の最大入力データ幅

表 20. 固定小数点演算の動作モードの最大入力データ幅

動作モード 最大入力データ幅

ax ay az bx by bz COEFSELA COEFSELB

前加算または内部係数がない場合

m18×18_full 18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

使用しません 使用しませ
ん

m18×18_su
mof2

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

使用しません 使用しませ
ん

m18×18_sy
stolic

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

使用しません 使用しませ
ん

m18×18_plu
s36

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

18 (符号な
し) (4)

使用しませ
ん

使用しません 使用しませ
ん

m27×27 27 (符号付
き)
27 (符号な
し)

27 (符号付
き)
27 (符号な
し)

使用しませ
ん

使用しませ
ん

使用しませ
ん

使用しませ
ん

使用しません 使用しませ
ん

前置加算器機能のみの場合

m18×18_full 18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しません 使用しませ
ん

m18×18_su
mof2

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しません 使用しませ
ん

m18×18_sy
stolic

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
18 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しません 使用しませ
ん

m27×27 27 (符号付
き)

26 (符号付
き)

26 (符号付
き)

使用しませ
ん

使用しませ
ん

使用しませ
ん

使用しません 使用しませ
ん

continued...   

(4) 入力バスが 36 ビット未満の場合は、符号付き拡張を使用して 36 ビット入力を埋める必要があります。
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動作モード 最大入力データ幅

ax ay az bx by bz COEFSELA COEFSELB

27 (符号な
し)

26 (符号な
し)

26 (符号な
し)

内部係数のみの場合

m18×18_full 使用しませ
ん

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

使用しませ
ん

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

3 3

m18×18_su
mof2

使用しませ
ん

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

使用しませ
ん

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

3 3

m18×18_sy
stolic

使用しませ
ん

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

使用しませ
ん

19 (符号付
き)
18 (符号な
し)

使用しませ
ん

3 3

m27×27 使用しませ
ん

27 (符号付
き)
27 (符号な
し)

使用しませ
ん

使用しませ
ん

使用しませ
ん

使用しませ
ん

3 使用しませ
ん

前置加算器および内部係数機能がある場合

m18×18_full 使用しませ
ん

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しませ
ん

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

3 3

m18×18_su
mof2

使用しませ
ん

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しませ
ん

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

3 3

m18×18_sy
stolic

使用しませ
ん

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

使用しませ
ん

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

18 (符号付
き)
17 (符号な
し)

3 3

m27×27 使用しませ
ん

26 (符号付
き)
26 (符号な
し)

26 (符号付
き)
26 (符号な
し)

使用しませ
ん

使用しませ
ん

使用しませ
ん

3 使用しませ
ん
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6.2.1. 18 x 18 Plus 36 モードでの 36 ビット未満のオペランドの使用例

この例は、36 ビットオペランドの代わりに 101010101010 (バイナリ) の符号付き 12 ビット入力デ
ータで 18 × 18 Plus 36 動作モードを使用するように Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP の IP
コアを構成する方法を示しています。

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

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

3. 'bx' input bus width を 18 に設定します。

4. 'by' input bus width を 18 に設定します。

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

このステップでは、符号拡張を実行します。 初の 12 ビット入力は 上位 18 ビットを表す bx を
持つ 36 ビットに拡張されます。

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

6.3.  Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コアのパラメーター化

Quartus Prime 開発ソフトウェアの IP Parameter Editor を使用してパラメーターを指定すること
で、 Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コアをカスタマイズすることができます。

6.3.1. 動作モードタブ

表 21. 動作モードタブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Please choose the
operation mode

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

m18×18_ful
l

希望の動作モードを選択します。

乗算器のコンフィグレーション

Representation format for
top multiplier x operand

signed
unsigned

unsigned 上位の乗算器 x オペランドの表現フォーマットを指定
します。

Representation format for
top multiplier y operand

signed
unsigned

unsigned 上位の乗算器 y オペランドの表現フォーマットを指定
します。

Representation format for
bottom multiplier x
operand

signed
unsigned

unsigned 下位の乗算器 x オペランドの表現フォーマットを指定
します。

Representation format for
bottom multiplier y
operand

signed
unsigned

unsigned 下位の乗算器 y オペランドの表現フォーマットを指定
します。
m18×18_plus36 に対しては常に unsigned を選
択してください。

continued...   
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

Enable 'sub' port No
Yes

No sub 入力レジスターへの入力クロック信号をイネーブル
し、指定するには Yes を選択します。

Register input 'sub' of the
multiplier

No
Clock0
Clock1
Clock2

No sub 入力レジスターへの入力クロック信号をイネーブル
し、指定するには Clock0、Clock1、あるいは Clock2
を選択します。

入力カスケード

Enable input cascade for
'ay' input

No
Yes

No ay データ入力への入力カスケードモジュールをイネー
ブルするには、Yes を選択します。
入力カスケードモジュールをイネーブルすると、 Stratix
10 ネイティブの固定小数点 DSP の IP コアは、ay 入力
信号の代わりに入力として scanin 入力信号を使用し
ます。

Enable input cascade for
'by' input

No
Yes

No by データ入力への入力カスケードモジュールをイネー
ブルするには、Yes を選択します。
入力カスケードモジュールをイネーブルすると、Stratix
10 ネイティブの固定小数点 DSP の IP コアは、by 入力
信号の代わりに入力として ay 入力信号を使用します。

Enable data ay delay
register

No
Yes

No ay 入力レジスターと by 入力レジスター間の遅延レジ
スターをイネーブルするには、Yes を選択します。
この機能は、m18×18_plus36 と m27x27 動作モ
ードではサポートされていません。

Enable data by delay
register

No
Yes

No by 入力レジスターと scanout 出力パス間の遅延レジ
スターをイネーブルするには、Yes を選択します。
この機能は、m18×18_plus36 と m27x27 動作モ
ードではサポートされていません。

Enable scanout port No
Yes

No scanout 出力バスをイネーブルするには、Yes を選択
します。

'scanout' output bus width 1–27 18 scanout 出力バスの幅を指定します。

データ 'x' のコンフィグレーション

'ax' input bus width 1–27 18 ax 入力バスの幅を指定します。
固定小数点演算の 大入力データ幅 (44 ページ)を参
照してください。

Register input 'ax' of the
multiplier

No
Clock0
Clock1
Clock2

No ax 入力レジスターへの入力クロック信号をイネーブル
し、指定するには Clock0、Clock1、あるいは Clock2
を選択します。
'ax' operand source を'coef'に設定すると、ax 入
力レジスターは使用不可能となります。

'bx' input bus width 1~18 18 bx 入力バスの幅を指定します。
固定小数点演算の 大入力データ幅 (44 ページ)を参
照してください。

Register input 'bx' of the
multiplier

No
Clock0
Clock1
Clock2

No bx 入力レジスターへの入力クロック信号をイネーブル
し、指定するには Clock0、Clock1、あるいは Clock2
を選択します。
'bx' operand source を'coef'に設定すると、bx 入
力レジスターは使用不可能となります。

データ 'y' のコンフィグレーション

'ay' or 'scanin' bus width 1~27 18 ay あるいは scanin 入力バスの幅を指定します。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

固定小数点演算の 大入力データ幅 (44 ページ)を参
照してください。

Register input 'ay' or input
'scanin' of the multiplier

No
Clock0
Clock1
Clock2

No ay あるいは scanin 入力レジスターへの入力クロック
信号をイネーブルし、指定するには Clock0、Clock1、
あるいは Clock2 を選択します。

'by' input bus width 1~19 18 by 入力バスの幅を指定します。
固定小数点演算の 大入力データ幅 (44 ページ)を参
照してください。

Register input 'by' of the
multiplier

No
Clock0
Clock1
Clock2

No by 入力レジスターへの入力クロック信号をイネーブル
し、指定するには Clock0、Clock1、あるいは Clock2
を選択します。

シストリックのコンフィグレーション

Use input systolic register No
Clock0
Clock1
Clock2

No 入力シストリック・レジスターへの入力クロック信号をイ
ネーブルし、指定するには Clock0、Clock1、あるいは
Clock2 を選択します。
Input Systolic Clock のクロックは、Register
output 'result’パラメーターと同じに設定する必要が
あります。

出力 'result' のコンフィグレーション

'resulta' output bus width 1~64 37 resulta 出力バスの幅を指定します。

'resultb' output bus width 1~37 37 resultb 出力バスの幅を指定します。
このパラメーターは m18x18_full モードでのみサポ
ートされています。

Use output register No
Clock0
Clock1
Clock2

No resulta および resultb 出力レジスターへの入力
クロック信号をイネーブルし、指定するには Clock0、
Clock1、あるいは Clock2 を選択します。

6.3.2. Pre-adder タブ

表 22. Pre-adder タブ

パラメーター IP が生成するパ
ラメーター

値 デフォルト値 説明

‘ay' operand source operand_sour
ce_may

input
preadder

input ay 入力へのオペランドソースを指定します。
上位の乗算器への前置加算器をイネーブルする
には、preadder を選択します。ay と by オペ
ランドソースは、同じソースを設定する必要があ
ります。

‘by' operand source operand_sour
ce_mby

input
preadder

input by 入力へのオペランドソースを指定します。
下位の乗算器への前置加算器モジュールをイネ
ーブルするには、preadder を選択します。ay
と by オペランドソースは、同じソースを設定す
る必要があります。

Set pre-adder a
operation to
subtraction

preadder_sub
tract_a

No
Yes

No 上位の乗算器への前置加算器モジュールの減
算操作を指定するには、Yes を選択します。

上位の乗算器への前置加算器モジュールの加
算操作を指定するには、No を選択します。
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パラメーター IP が生成するパ
ラメーター

値 デフォルト値 説明

このパラメーターに Yes を選択する場合、'ay'
operand source は preadder に設定する
必要があります。

上位と 下位の乗算器の前置加算器の設定は
同じでなければいけません。

Set pre-adder b
operation to
subtraction

preadder_sub
tract_b

No
Yes

No ボトム乗算器への前置加算器モジュールの減算
操作を指定するには、Yes を選択します。

下位の乗算器への前置加算器モジュールの加
算操作を指定するには、No を選択します。
このパラメーターに Yes を選択する場合、'by'
operand source は preadder に設定する
必要があります。

上位と 下位の乗算器の前置加算器の設定は
同じでなければいけません。

データ 'z' のコンフィグレーション

'az' input bus width az_width 0~18 0 az 入力バスの幅を指定します。
固定小数点演算の 大入力データ幅 (44 ペー
ジ)を参照してください。

Register input 'az' of
the multiplier

az_clock No
Clock0
Clock1
Clock2

No az 入力レジスターへの入力クロック信号をイネ
ーブルし、指定するには Clock0 、Clock1、あ
るいは Clock2 を選択します。

'bz' input bus width bz_width 0~18 0 bz 入力バスの幅を指定します。
固定小数点演算の 大入力データ幅 (44 ペー
ジ)を参照してください。

Register input 'bz' of
the multiplier

bz_clock No
Clock0
Clock1
Clock2

No bz 入力レジスターへの入力クロック信号をイネ
ーブルし、指定するには Clock0 、Clock1、あ
るいは Clock2 を選択します。

6.3.3. 内部係数タブ

表 23. 内部係数タブ

パラメーター IP が生成するパ
ラメーター

値 デフォルト値 説明

‘ax' operand source operand_sour
ce_max

input
coef

input ax 入力バスへのオペランドソースを指定します。
上位の乗算器の内部係数モジュールをイネー

ブルするには、coef を選択します。
この内部係数機能をイネーブルする場合、
Register input 'ax' of the multiplier
パラメーターには No を選択します。
ax と bx のオペランドソースは同じでなければ
いけません。

'bx' operand source operand_sour
ce_mbx

input
coef

input bx 入力バスへのオペランドソースを指定します。
下位の乗算器の内部係数モジュールをイネー

ブルするには、coef を選択します。
この内部係数機能をイネーブルする場合、
Register input 'bx' of the multiplier
パラメーターには No を選択します。
ax と bx のオペランドソースは同じでなければ
いけません。
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パラメーター IP が生成するパ
ラメーター

値 デフォルト値 説明

'coefsel' 入力レジスターの設定

Register input
'coefsela' of the
multiplier

coef_sel_a_cl
ock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No coefsela 入力レジスターへの入力クロック信
号をイネーブルし、指定するには Clock0、
Clock1、あるいは Clock2 を選択します。

Register input
'coefselb' of the
multiplier

coef_sel_b_cl
ock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No coefselb 入力レジスターへの入力クロック信
号をイネーブルし、指定するには Clock0、
Clock1、あるいは Clock2 を選択します。

係数記憶のコンフィグレーション

coef_a_0–7 coef_a_0–7 整数 0 ax 入力バスへの係数値を指定します。
18 ビット動作モードの場合、 大入力値は 218

- 1 です。27 ビット動作モードの場合、 大入力
値は 227 - 1 です。

coef_b_0–7 coef_b_0–7 整数 0 bx 入力バスの係数値を指定します。

6.3.4. アキュムレーター/出力カスケード

表 24. アキュムレーター/出力カスケードタブ

パラメーター IP が生成するパ
ラメーター

値 デフォルト値 説明

Enable 'accumulate'
port

enable_accum
ulate

No
Yes

No アキュムレーター・ポートをイネーブルするには、
Yes を選択します。

Enable 'negate' port enable_negat
e

No
Yes

No negate ポートをイネーブルするには、Yes を
選択します。

Enable 'loadconst' port enable_loadco
nst

No
Yes

No loadconst ポートをイネーブルするには、
Yes を選択します。

Register input
'accumulate' of the
accumulator

accumulate_cl
ock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No accumulate 入力レジスターへの入力クロッ
クソースを指定するには、Clock0 、Clock1、あ
るいは Clock2 を選択します。
accumulate 入力レジスターへの入力クロッ
クソースを指定するには、Enable
'accumulate' port を Yes で選択します。

Register input
'loadconst' of the
accumulator

load_const_cl
ock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No loadconst 入力レジスターへの入力クロック
ソースをイネーブルし、指定するには Clock0、
Clock1、あるいは Clock2 を選択します。

Register input 'negate'
of the adder unit

negate_clock No
Clock0
Clock1
Clock2

No negate 入力レジスターへの入力クロックソー
スを指定するには、Clock0 、Clock1、あるいは
Clock2 を選択します。
negate 入力レジスターへの入力クロックソー
スを指定するには、Enable 'negate' port を
Yes で選択します。

Enable double
accumulator

enable_doubl
e_accum

No
Yes

No ダブル・アキュムレーター機能をイネーブルする
には、Yes を選択します。
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パラメーター IP が生成するパ
ラメーター

値 デフォルト値 説明

N value of preset
constant

load_const_va
lue

0~63 0 プリセットの定数値を指定します。
この値は、2N となります (0 ≤ N ≤ 63 です)。

Enable chainin port use_chainadd
er

No
Yes

No 出力カスケードモジュールと chainin 入力バ
スをイネーブルにするには、Yes を選択します。
出力カスケード機能は、m18×18_full 動作モ
ードではサポートされていません。

Enable chainout port chainout_ena
ble

No
Yes

No chainout 出力バスをイネーブルするには、
Yes を選択します。
出力カスケード機能は、m18×18_full 動作モ
ードではサポートされていません。

6.3.5. Pipelining タブ

表 25. Pipelining タブ

パラメーター IP が生成するパ
ラメーター

値 デフォルト値 説明

1st Pipeline

Add input pipeline
register to the input
data signal (x/y/z/
coefsel/negate/sub)

input_pipeline
_clock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No x、y、z、coefsela、coefselb、negate、お
よび sub 1st パイプライン・レジスターへの入力
クロック信号をイネーブルし、指定するには
Clock0、Clock1、あるいは Clock2 を選択し
ます。

Add input pipeline
register to the
'accumulate' data
signal

accum_pipelin
e_clock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No accumulate 1st パイプライン・レジスターへ
の入力クロック信号をイネーブルし、指定するに
は Clock0、Clock1、あるいは Clock2 を選択
します。 (5)

Add input pipeline
register to the
'loadconst' data signal

load_const_pi
peline_clock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No loadconst 1st パイプライン・レジスターへの
入力クロック信号をイネーブルし、指定するには
Clock0、Clock1、あるいは Clock2 を選択し
ます。(5)

2nd pipeline

Add input pipeline
register to the input
data signal (x/y/z/
coefsel/negate/sub)

second_pipeli
ne_clock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No x、y、z、coefsela、coefselb、negate、お
よび sub 2nd パイプライン・レジスターへの入力
クロック信号をイネーブルし、指定するには
Clock0、Clock1、あるいは Clock2 を選択し
ます。

Add input 2nd pipeline
register to the
'accumulate' data
signal

accum_2nd_p
ipeline_clock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No accumulate 2nd パイプライン・レジスターへ
の入力クロック信号をイネーブルし、指定するに
は Clock0、Clock1、あるいは Clock2 を選択
します。(5)

Add input pipeline
register to the
'loadconst' data signal

load_const_2
nd_pipeline_cl
ock

No
Clock0
Clock1
Clock2

No loadconst 2nd パイプライン・レジスターへの
入力クロック信号をイネーブルし、指定するには
Clock0、Clock1、あるいは Clock2 を選択し
ます。(5)

(5) ダイナミック・コントロール信号用のパイプライン入力レジスターはすべて、同じクロック設定にする必要がありま
す。
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6.3.6. Clear Type タブ

表 26. Clear Type タブ

パラメーター IP が生成するパ
ラメーター

値 デフォルト値 説明

Type of CLEAR signal clear_type No
ACLR
SCLR

No すべてのレジスターに対して非同期クリアー信号
タイプを使用するには、ACLR を選択します。
すべてのレジスターに対して同期クリアー信号タ
イプを使用するには、SCLR を選択します。
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6.4. 信号

次の図は、 Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コアの入力信号と出力信号を示しています。

図 -30: Stratix 10 ネイティブ固定小数点 DSP IP コアの信号
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表 27. データ入力信号

信号名 入力/出力 幅 説明

ax[26:0] 入力 27 上位の乗算器への入力データバスです。
内部係数機能がイネーブルされている場合、この信号は使用できませ
ん。

ay[26:0] 入力 27 上位の乗算器への入力データバスです。
前置加算器がイネーブルされている場合、この信号は 上位の前置加
算器の入力として供給されます。

az[25:0] 入力 26 この信号は、 上位の前置加算器への入力です。
この信号は、前置加算器がイネーブルされている場合にのみ使用できま
す。

bx[17:0] 入力 18 下位の乗算器への入力データバスです。
この信号は、m27×27 動作モードでは使用できません。また、内部係
数機能がイネーブルされている場合も使用できません。

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

前置加算器がイネーブルされている場合、この信号は 下位の前置加
算器への入力信号として機能します。
この信号は m27×27 動作モードでは使用できません。

bz[17:0] 入力 18 この信号は、 下位の前置加算器への入力信号です。
この信号は、前置加算器がイネーブルされている場合にのみ使用できま
す。.
この信号は、m27×27 動作モードでは使用できません。

表 28. データ出力信号

信号名 入力/出力 幅 説明

resulta[63:0] Output 64 上位の乗算器からの出力データバスです。
m18×18_full モードでのみ、この信号は 大 37 ビットまでサポート
します。

resultb[36:0] Output 37 下位の乗算器からの出力データバスです。
この信号は、m18×18_full 動作モードでのみ使用可能です。

表 29. クロック、イネーブル、およびクリアー信号

信号名 入力/出力 幅 説明

clk[2:0] 入力 3 すべてのレジスターへの入力クロックです。
個のクロックは、入力レジスター、パイプライン・レジスター、または出力
レジスターのいずれかが Clock0、Clock1、あるいは Clock2 に設定
されている場合にのみ使用できます。
• clk[0] = Clock0
• clk[1] = Clock1
• clk[2] = Clock2

ena[2:0] 入力 3 clk[2:0]へのクロック・イネーブルです。
この信号はアクティブ High です。
• ena[0]は Clock0 用です
• ena[1]は Clock1 用です
• ena[2]は Clock2 用です

clr[1:0] 入力 2 この信号は、すべてのレジスターの非同期または同期クリアー信号とな
ることができます。Type of CLEAR signal パラメーターを使用し
て、クリアー入力信号の種類を選択することができます。
この信号はアクティブ High です。
すべての入力レジスターに対して clr[0]を使用し、すべてのパイプライ
ンと出力レジスターに対して clr[1]を使用します。
この信号は、デフォルトでディアサートされます。

表 30. ダイナミック・コントロール信号
各動作モードでサポートされるダイナミック・コントロール信号の機能については、表 2 (6 ページ)を参照してください。

信号名 入力/出力 幅 説明

sub 入力 1 加算器モジュールの操作を制御するダイナミック入力信号です。
• 上位の乗算器の出力を 下位乗算器の出力に加算するには、こ

の信号をディアサートします。 上位の乗算器の出力と 下位の
乗算器の出力を加算するには、この信号をディアサートします。

• 下位の乗算器の出力から 上位の乗算器の出力を減算するに
は、この信号をアサートします。

この信号は、デフォルトでディアサートされています。この信号はラン
タイム中にアサート/ディアサートすることができます。
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信号名 入力/出力 幅 説明

この信号は、m18x18_full および m27x27 動作モードでは使用
できません。

negate 入力 1 チェインアウト加算器モジュールの操作を制御するダイナミック入力
信号です。
• 上位の乗算器と 下位の乗算器の合計をチェインデータ入力バ

スに加算して、ループバック・データを蓄積するには、この信号をデ
ィアサートします。

• チェインのデータ入力バスからトップとボトムの乗算器の合計を
減算し、ループバックデータを蓄積するには、この信号をアサート
します。

この信号は、デフォルトでディアサートされています。この信号はラン
タイム中にアサート/ディアサートすることができます。
この信号は、m18x18_full 動作モードでは使用できません。

accumulate 入力 1 アキュムレーター機能をイネーブル/ディスエーブルする入力信号で
す。
• アキュムレーター機能をディスエーブルするには、この信号をディ

アサートします。
• アキュムレーター機能をイネーブルするには、この信号をアサート

します。
この信号は、デフォルトでディアサートされています。この信号はラン
タイム中にアサート/ディアサートすることができます。
この信号は、m18x18_full 動作モードでは使用できません。

loadconst 入力 1 Load Constant 機能をイネーブル/ディスエーブルする入力信号で
す。
• Load Constant 機能をディスエーブルするには、この信号をディ

アサートします。
• Load Constant 機能をイネーブルするには、この信号をアサート

します。
この信号は、デフォルトでディアサートされています。この信号はラン
タイム中にアサート/ディアサートすることができます。
この信号は、m18x18_full 動作モードでは使用できません。

表 31. 内部係数ポート
各動作モードでサポートされる機能については、表 1 (5 ページ)を参照してください。

信号名 入力/出
力

幅 説明

coefsela[2:0] 入力 3 上位の乗算器に対してユーザーが定義した 8 つの係数値に向けた入
力選択信号です。係数値は、内部メモリーに格納され、パラメーター
coef_a_0 から coef_a_7 で指定されます。
• coefsela[2:0] = 000 は、coef_a_0 を意味します
• coefsela[2:0] = 001 は、coef_a_1 を意味します
• coelsela[2:0] = 010 は、coef_a_2 を意味します
• ... と続きます
この信号は、内部係数機能がイネーブルされている場合にのみ使用でき
ます。
この信号は、m18x18_plus36 動作モードでは使用できません。

coefselb[2:0] 入力 3 下位の乗算器に対してユーザーが定義した 8 つの係数値に向けた入
力選択信号です。係数値は、内部メモリーに格納され、パラメーター
coef_b_0 から coef_b_7 で指定されます。
• coefselb[2:0] = 000 は、coef_b_0 を意味します
• coefselb[2:0] = 001 は、coef_b_1 を意味します
• coelselb[2:0] = 010 は、coef_b_2 を意味します
• ... と続きます
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信号名 入力/出
力

幅 説明

この信号は、内部係数機能がイネーブルされている場合にのみ使用でき
ます。
この信号は、m18x18_plus36 および m27x27 動作モードでは使
用できません。

表 32. 入力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

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

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

表 33. 出力カスケード信号

信号名 入力/出力 幅 説明

chainin[63:0] 入力 64 出力カスケードモジュールの入力データバスです。
先行する DSP コアからの chainout 信号にこの信号を接続します。
18 x 18 シストリック・モードでは、44 ビットの出力カスケードのみが
サポートされています。

chainout[63:0] Output 64 出力カスケードモジュールの出力データバスです。
次の DSP コアの chainin 信号にこの信号を接続します。
18 x 18 シストリック・モードでは、44 ビットの出力カスケードのみが
サポートされています。
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7. ALTERA_MULT_ADD IP コア・リファレンス

ALTERA_MULT_ADD IP コアを使用すると、乗算器と加算器を実装できます。(6)

次の図は、ALTERA_MULT_ADD IP コアのポートを示しています。

図 -31: ALTERA_MULT_ADD ポート
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乗算器・加算器は入力のペアを受け取り、値を併せて乗算します。そして、他のすべてのペアの積に加算す
るか、または積から減算します。

DSP ブロックは幅 18 ビットまでのデータの処理には 18 × 19 ビットの入力乗算器を使用し、幅が
18〜27 ビットのデータの処理には 27 × 27 ビットの入力乗算器を使用します。27 ビットを超えるデ
ータ幅であれば、DSP ブロックは部分積アルゴリズムを使用してデータを処理します。

(6) Stratix 10 可変精度 DSP IP コアは、Quartus Prime プロ・エディションでのみ使用可能です。
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以下の信号に向けたレジスターと追加のパイプライン・レジスターも DSP ブロック内に配置されていま
す：

• Data input

• Signed or unsigned select

• Add or subtract select

• Products of multipliers

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

7.1. 機能特性

ALTERA_MULT_ADD IP コアは、以下の機能を提供します:

• 2 つの数の乗算演算を実行する乗算器を 1 個生成します

注意: ネイティブにサポートされているサイズよりも大きい乗算器を構築する場合、 部分積の実装
がパフォーマンスに影響することがあります。

• 1〜256 ビットのデータ幅のサポート

• 符号付きおよび符号なしデータ表現形式のサポート

• コンフィグレーション可能な入力遅延を持つパイプラインのサポート

• 符号付きデータと符号なしデータの動的な切り替えオプションのサポート

• 加算操作と減算操作の動的な切り替えオプションのサポート

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

• Systolic delay register モードのサポート

• 乗算器につき 8 個のプリロード係数を持つ前置加算器のサポート

• アキュムレーターのフィードバックを補うためのプリロード定数のサポート

7.1.1. 前置加算器

前置加算器は、乗算器への供給の前に加算または減算を実行します。

前置加算器には 5 つのモードがあります。

• Simple モード

• Coefficient モード

• Input モード

• Square モード

• Constant モード

注意: 前置加算器 (Pre-adder Coefficient/Input/Square モード) を使用する場合、乗算器へのデータ入
力はすべて同じクロック設定でなければなりません。

7. ALTERA_MULT_ADD IP コア・リファレンス
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7.1.1.1. Pre-adder Simple モード

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

図 -32: Pre-adder Simple モード
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7.1.1.2. Pre-adder Coefficient モード

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

このモードは次の等式で表現されます。

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

図 -33: Pre-adder Coefficient モード
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7.1.1.3. Pre-adder Input モード

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

このモードは次の等式で表現されます。

次の図は、乗算器の Input モードを表しています。
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図 -34: Pre-adder Input モード
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7.1.1.4. Pre-adder Square モード

このモードは次の等式で表現されます。

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

図 -35: Pre-adder Square モード
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7.1.1.5. Pre-adder Constant モード

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

このモードは次の等式で表現されます。

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

図 -36: Pre-adder Constant モード
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7.1.2. シストリック遅延レジスターのイネーブル

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

図 -37: シストリック・レジスター
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x(t) は、入力サンプルの連続ストリームからの結果を表し、y(t)は、一連の入力サンプルの合計を表し、
それぞれの係数で乗算されます。入力と出力の両方の結果は、左から右へと進みます。c(0)から c(N-1)
は、係数を表します。シストリック遅延レジスターは、-1 で表されますが、この–1 は単一のクロック遅延を
意味します。シストリック遅延レジスターは、乗算器のオペランドの結果と累積された合計が確実に同期
するような方法で、パイプライン化に向けて入力と出力に追加されます。この処理要素は、フィルタリン
グ関数を計算する回路を形成する目的で複製されます。この関数は次の等式で表現されます。

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

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

次の図は、2 つの乗算器を持つシストリック遅延レジスターの実装を示しています。
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図 -38: 2 つの乗算器を持つシストリック遅延レジスターの実装
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2 つの乗算器の合計は次の式で表されます。

次の図は、4 つの乗算器を持つシストリック遅延レジスターの実装を示しています。

7. ALTERA_MULT_ADD IP コア・リファレンス
683832 | 2017.05.08

インテル® Stratix® 10 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド フィードバック

62

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%2010%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683832%202017.05.08)%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


図 -39: 4 つの乗算器を持つシストリック遅延レジスターの実装
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4 つの乗算器の合計は次の式で表されます。

シストリック遅延レジスターの実装が持つ利点を以下に挙げます：

• DSP リソース使用量を削減します

• チェイン加算器のストラクチャーを使用することで、DSP ブロック内で効率的なマッピングを可能
にします
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7.1.3. プリロード定数

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

次の図は、プリロード定数の実装を表しています。

図 -40: プリロード定数
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7.1.4. ダブル・アキュムレーター

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

次の図は、ダブル・アキュムレーターの実装を表しています。
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図 -41: ダブル・アキュムレーター
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7.2. パラメーター

Quartus Prime 開発ソフトウェアの Parameter Editor を使用してパラメーターを指定することで、
ALTERA_MULT_ADD IP コアをカスタマイズすることができます。

7.2.1. General タブ

表 34. General タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

What is the number of
multipliers?

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

How wide should the A input
buses be?

1 - 256 16 dataa[] ポートの幅を指定します。

How wide should the B input
buses be?

1 - 256 16 datab[] ポートの幅を指定します。

How wide should the 'result'
output bus be?

1 - 256 32 result[] ポートの幅を指定します。

Create an associated clock
enable for each clock

On
Off

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

7.2.2. Extra Modes タブ

表 35. Extra Modes タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

出力のコンフィグレーション

Register output of the
adder unit

On
Off

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

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

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

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

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

加算器の操作

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

ADD,
SUB,
VARIABLE

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

使用するには、VARIABLE を選択します。
VARIABLE 値が選択されている場合:
• 加算を実行するには、addnsub1 信号を High でド

ライブします。
• 減算を実行するには、addnsub1 信号を Low でド

ライブします。
このパラメーターを有効にするには、3 個以上の乗算器
を選択する必要があります。

Register 'addnsub1' input On
Off

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

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

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

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

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

ADD,
SUB,
VARIABLE

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

使用するには、VARIABLE を選択します。
VARIABLE 値が選択されている場合:
• 加算を実行するには、addnsub1 信号を High でド

ライブします。
• 減算を実行するには、addnsub1 信号を Low でド

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

Register 'addnsub3' input On
Off

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

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

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

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

極性

Enable ‘use_subadd’ On
Off

Off addnsub 入力ポートの機能を元に戻すには、このオプ
ションをオンにします。
このオプションがオンの場合、次の操作を行います:
• 減算操作をするには、addnsub を High にドライブ

します
• 加算操作をするには、addnsub を Low にドライブ

します
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7.2.3. Multipliers タブ

表 36. Multipliers タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

What is the representation
format for Multipliers A
inputs?

SIGNED、
UNSIGNED、
VARIABLE

UNSIGNED 乗算器 A の入力の表現形式を指定します。

Register ‘signa’ input On
Off

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

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

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

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

What is the representation
format for Multipliers B
inputs?

SIGNED、
UNSIGNED、
VARIABLE

UNSIGNED 乗算器 B の入力の表現形式を指定します。

Register ‘signb’ input On
Off

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

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

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

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

Input Configuration

Register input A of the
multiplier

On
Off

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

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

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

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

Register input B of the
multiplier

On
Off

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

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

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

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

What is the input A of the
multiplier connected to?

Multiplier input
Scan chain input

Multiplier
input

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

continued...   

7. ALTERA_MULT_ADD IP コア・リファレンス
683832 | 2017.05.08

フィードバック インテル® Stratix® 10 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド

69

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%2010%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683832%202017.05.08)%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


パラメーター 値 デフォルト値 説明

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

Scanout A Register Configuration

Register output of the scan
chain

On
Off

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

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

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

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

7.2.4. Preadder タブ

表 37. Preadder タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

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

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

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

Select preadder direction ADD、
SUB

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

How wide should the C input buses
be?

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

Data C Input Register Configuration

Register datac input On
Off

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

What is the source for clock input? Clock0
Clock1
Clock2

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

What is the source for asynchronous
clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for synchronous
clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

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

Coefficients

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

Coef Register Configuration

Register the coefsel input On
Off

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

What is the source for clock input? Clock0
Clock1
Clock2

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

What is the source for asynchronous
clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

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

What is the source for synchronous
clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

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

Coefficient_0 Configuration 0x00000 – 0xFFFFFFF 0x00000000 初の乗算器に対して係数
値を指定します。
ビット数は、How wide
should the coef width
be?パラメーターで指定した
数と同じである必要がありま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに対して COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

Coefficient_1 Configuration 0x00000 – 0xFFFFFFF 0x00000000 2 番目の乗算器に対して係
数値を指定します。
ビット数は、How wide
should the coef width
be?パラメーターで指定した
数と同じである必要がありま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに対して COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

Coefficient_2 Configuration 0x00000 – 0xFFFFFFF 0x00000000 3 番目の乗算器に対して係
数値を指定します。
ビット数は、How wide
should the coef width
be?パラメーターで指定した
数と同じである必要がありま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに対して COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

Coefficient_3 Configuration 0x00000 – 0xFFFFFFF 0x00000000 4 番目の乗算器に対して係
数値を指定します。
ビット数は、How wide
should the coef width
be?パラメーターで指定した
数と同じである必要がありま
す。
このパラメーターをイネーブ
ルするには、Preadder モー
ドに対して COEF または
CONSTANT を選択する必
要があります。

7.2.5. アキュムレーター・タブ

表 38. アキュムレーター・タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Enable accumulator? YES,
NO

NO アキュムレーターをイネーブルするには、YES を選択し
ます。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

アキュムレーター機能を使用している場合は、
Register output of adder unit を選択する必要
があります。

What is the accumulator
operation type?

ADD,
SUB

ADD アキュムレーターの動作を指定します:
• ADD は加算演算です
• SUB は減算演算です
このオプションをイネーブルするには、Enable
accumulator?パラメーターに対して YES を選択す
る必要があります。

プリロード定数のコンフィグレーション

Enable preload constant On
Off

Off アキュムレーターへの入力を動的に選択するには、
accum_sload または sload_accum 信号とレジス
ター入力をイネーブルします。
accum_sload が High、あるいは sload_accum
が Low である場合、乗算器の出力はアキュムレーターへ
と供給されます。
accum_sload が Low あるいは sload_accum が
High の場合、ユーザーが指定したプリロード定数がアキ
ュムレーターへと供給されます。

このオプションをイネーブルするには、Enable
accumulator パラメーターに対して YES を選択する
必要があります。

What is the input of
accumulate port connected
to?

ACCUM_SLOAD,
SLOAD_ACCUM

ACCUM_SLO
AD

accum_sload/sload_accum 信号のビヘイビアを
指定します。
ACCUM_SLOAD: アキュムレーターへ乗算器の出力
をロードするには、accum_sload を High でドライブ
します。
SLOAD_ACCUM: アキュムレーターへ乗算器の出力
をロードするには、sload_accum を Low でドライブ
します。
このオプションをイネーブルするには、Enable
preload constant オプションを選択する必要があり
ます。

Select value for preload
constant

0~64 64 プリセット定数を指定します。
この値は、N がプリセットの定数であるところの 2N とな
ります 。
N=64 の場合、定数ゼロであることを意味します。
このパラメーターをイネーブルするには、Enable
preload constant を選択する必要があります。

What is the source for clock
input?

Clock0
Clock1
Clock2

Clock0 accum_sload/sload_accum レジスターへの入力
クロック信号を指定するには、Clock0 、Clock1 、ある
いは Clock2 を選択します。
このパラメーターをイネーブルするには、Enable
preload constant オプション選択する必要がありま
す。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE accum_sload/sload_accum レジスターへの非同
期クリアーソースを指定します。
このパラメーターをイネーブルするには、Enable
preload constant オプション選択する必要がありま
す。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE accum_sload/sload_accum レジスターへの同期
クリアーソースを指定します。
このパラメーターをイネーブルするには、Enable
preload constant オプション選択する必要がありま
す。
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7.2.6. Systolic/Chainout タブ

表 39. Systolic/Chainout Adder タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Enable chainout adder YES,
NO

NO チェインアウト加算器モードをイネーブルするには、
YES を選択します。

What is the chainout
adder operation type?

ADD,
SUB

ADD チェインアウト加算器の動作を指定します。減算演算
を実行するには、Multipliers タブの What is the
representation format for Multipliers A
inputs? と What is the representation
format for Multipliers B inputs? に対して
SIGNED を選択する必要があります。

Enable ‘negate’ input for
chainout adder?

PORT_USED,
PORT_UNUSED

PORT_UNUSED negate 入力信号をイネーブルするには、
PORT_USED を選択します。チェーンアウト加算器
がディスエーブルされている場合、このパラメーター
は無効となります。

Register ‘negate’ input? UNREGISTERED,
CLOCK0,
CLOCK1,
CLOCK2,
CLOCK3

UNREGISTERED negate 入力信号の入力レジスターをイネーブル
し、 negate レジスターの入力クロック信号を指定
します。negate 入力レジスターが不要な場合は、
UNREGISTERED を選択します。以下を選択する
と、このパラメーターは無効になります。
• Enable chainout adder に対し NO を選

択する
• Enable 'negate' input for chainout

adder? に対し PORT_UNUSED を選択する

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE negate レジスターへの非同期クリアソースを指定
します。以下を選択すると、このパラメーターは無効に
なります。
• Enable chainout adder に対し NO を選

択する
• Enable 'negate' input for chainout

adder? に対し PORT_UNUSED を選択する

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE negate レジスターへの同期クリアソースを指定し
ます。
以下を選択すると、このパラメーターは無効になりま
す。
• Enable chainout adder に対し NO を選択

する
• Enable 'negate' input for chainout

adder? に対し PORT_UNUSED を選択する

Systolic Delay

Enable systolic delay
registers

On
Off

Off シストリック・モードをイネーブルするには、このオプ
ションを選択します。
このパラメーターは、 2 または 4 を What is the
number of multipliers? パラメーターに対し選
択すると使用可能となります。
シストリック遅延レジスターを使用するには、
Register output of the adder unit をイネー
ブルする必要があります。

What is the source for
clock input?

CLOCK0,
CLOCK1,
CLOCK2,

CLOCK0 シストリック遅延レジスターの入力クロック信号を指
定します。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

このオプションをイネーブルするには、 enable
systolic delay registers を選択する必要があ
ります。

What is the source for
asynchronous clear input?

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE シストリック遅延レジスターの非同期クリアーソース
を指定します。
このオプションをイネーブルするには、 enable
systolic delay registers を選択する必要があ
ります。

What is the source for
synchronous clear input?

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE シストリック遅延レジスターの同期クリアーソースを
指定します。
このオプションをイネーブルするには、 enable
systolic delay registers を選択する必要があ
ります。

7.2.7. Pipelining タブ

表 40. Pipelining タブ

パラメーター IP が生成するパ
ラメーター

値 デフォルト値 説明

パイプラインのコンフィグレーション

Do you want to add
pipeline register to the
input?

gui_pipelining No,
Yes

No 入力信号に追加のレベルのパイプライン・レジス
ターを 1 つイネーブルするには、Yes を選択しま
す。
Please specify the number of latency
clock cycles パラメーターには、0 より大きな
値を指定する必要があります。

Please specify the
number of latency clock
cycles

latency 0 より大きい値 0 クロックサイクルに対し設定したい遅延を指定し
ます。
パイプラインの 1 つのレベルは、クロックサイク
ルの 1 レイテンシーとなります。
このオプションをイネーブルするには、Do you
want to add pipeline register to the
input?に対し YES を選択する必要があります。

What is the source for
clock input?

gui_input_late
ncy_clock

CLOCK0,
CLOCK1,
CLOCK2

CLOCK0 パイプライン・レジスターの入力クロック信号を
イネーブルするには、Clock0 、Clock1 、ある
いは Clock2 を選択します。
このオプションをイネーブルするには、Do you
want to add pipeline register to the
input?に対し YES を選択する必要があります。

What is the source for
asynchronous clear
input?

gui_input_late
ncy_aclr

NONE
ACLR0
ACLR1

NONE 追加のパイプライン・レジスターのレジスター非
同期クリアーソースを指定します。
このオプションをイネーブルするには、Do you
want to add pipeline register to the
input?に対し YES を選択する必要があります。

What is the source for
synchronous clear
input?

gui_input_late
ncy_sclr

NONE
SCLR0
SCLR1

NONE 追加のパイプライン・レジスターのレジスター同
期クリアーソースを指定します。
このオプションをイネーブルするには、Do you
want to add pipeline register to the
input?に対し YES を選択する必要があります。

7.3. 信号

以下の表は、ALTERA_MULT_ADD IP コアの入力信号と出力信号を示しています。
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表 41. ALTERA_MULT_ADD 入力信号

信号 必須 説明

dataa_0[]/dataa_1[]/
dataa_2[]/dataa_3[]

必須 マルチプライヤへのデータ入力です。入力ポートの幅は
[NUMBER_OF_MULTIPLIERS * WIDTH_A - 1 … 0]です。

datab_0[]/datab_1[]/
datab_2[]/datab_3[]

必須 マルチプライヤへのデータ入力です。入力信号の幅は
[NUMBER_OF_MULTIPLIERS * WIDTH_B - 1 … 0]です。

datac_0[] /datac_1[]/
datac_2[]/datac_3[]

必須ではありま
せん

マルチプライヤへのデータ入力です。入力信号の幅は
[NUMBER_OF_MULTIPLIERS * WIDTH_C - 1 … 0]です。
これらの信号をイネーブルするには、Select preadder mode に対して INPUT を
選択します。

clock[1:0] 必須ではありま
せん

対応するレジスターへのクロック入力ポートです。のポートは、IP コア内のどのレジスタ
ーでも使用することができます。

aclr[1:0] 必須ではありま
せん

対応するレジスターへの非同期クリアー入力です。

sclr[1:0] 必須ではありま
せん

対応するレジスターへの同期クリアー入力です。

ena[1:0] 必須ではありま
せん

対応するレジスターへ信号の入力をイネーブルします。

signa 必須ではありま
せん

マルチプライヤ入力 A 信号の数値表現を指定します。signa 信号が High の場合、マ
ルチプライヤはマルチプライヤ入力 A 信号を符号付き数として扱います。signa 信号
が Low の場合、マルチプライヤはマルチプライヤ入力 A 信号を符号なしの数として扱
います。
この信号をイネーブルするには、What is the representation format for
Multipliers A inputs パラメーターに対し VARIABLE を選択します。

signb 必須ではありま
せん

マルチプライヤ入力 B 信号の数値表現を指定します。signb 信号が High の場合、マ
ルチプライヤはマルチプライヤ入力 B 信号を符号付きの 2 の補数として扱います。
signb 信号が Low の場合、マルチプライヤはマルチプライヤ入力 B 信号を符号なし
の数として扱います。

scanina[] 必須ではありま
せん

スキャンチェイン A の入力信号です。入力信号の幅は[WIDTH_A - 1 ... 0]で
す。INPUT_SOURCE_A パラメーターの値が SCANA であれば、scanina[]信号が
必要です。

accum_sload 必須ではありま
せん

Dynamically specifies whether the accumulator value is constant. If the
accum_sload signal is low, then the multiplier output is loaded into the
accumulator. Do not use accum_sload and sload_accum
simultaneously.

sload_accum 必須ではありま
せん

アキュムレーターの値が定数であるかを動的に指定します。 sload_accum 信号が
High の場合、マルチプライヤーの出力はアキュムレーターにロードされます。
accum_sload と sload_accum は同時には使用しないでください。

chainin[] 必須ではありま
せん

前ステージからの加算結果の入力パスです。入力信号の幅は[WIDTH_CHAININ -
1 … 0]です。

addnsub1 必須ではありま
せん

マルチプライヤーの 初のペアからの出力に加算または減算を実行します。
addnsub1 信号に対する入力 1 はマルチプライヤーの 初のペアからの出力を加算
します。addnsub1 信号に対する入力 0 はマルチプライヤーの 初のペアから出力を
減算します。

addnsub3 必須ではありま
せん

マルチプライヤーの 初のペアからの出力に加算または減算を実行します。
addnsub3 信号に対する入力 1 はマルチプライヤーの 2 番目のペアからの出力を加
算します。 addnsub3 信号に対する入力 0 はマルチプライヤーの 初のペアから出
力を減算します。

coefsel0[] 必須ではありま
せん

初のマルチプライヤーへの係数入力信号[0..3]です。
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信号 必須 説明

coefsel1[] 必須ではありま
せん

2 番目のマルチプライヤーへの係数入力信号[0..3]です。

coefsel2[] 必須ではありま
せん

3 番目のマルチプライヤーへの係数入力信号[0..3]です。

coefsel3[] 必須ではありま
せん

4 番目のマルチプライヤーへの係数入力信号[0..3]です。

表 42. ALTERA_MULT_ADD 出力信号

信号 必要 説明

result [] 必須 マルチプライヤーの出力信号です。出力信号の幅は[WIDTH_RESULT - 1 … 0]
です。

scanouta [] 必須ではありま
せん

スキャンチェイン A の出力です。出力信号の幅は[WIDTH_A - 1..0]です。
この信号をイネーブルするには、マルチプライヤーに対して 2 より大きな数を選択し、
What is the input A of the multiplier connected to パラメーターに対し
て Scan chain input
を選択します。
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8. ALTMULT_COMPLEX IP コア・リファレンス

ALTMULT_COMPLEX IP コアを使用することで、2 個の乗算器をインスタンス化することで複素数乗
算器を実装することができます。

図 -42: ALTMULT_COMPLEX Block Diagram

dataa_real

datab_real

dataa_real

datab_real

dataa_imaginary

datab_imaginary

datab_imaginary

dataa_imaginary

result_real
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8.1. 機能特性

ALTMULT_COMPLEX IP コアは、以下の機能を提供します:

• 2 つの複素数の乗算演算を実行する乗算器を 1 個生成します

注意: ネイティブにサポートされているサイズよりも大きい乗算器を構築する場合、 部分積の計算
がパフォーマンスに影響することがあります。

• 1〜256 ビットのデータ幅のサポート

• 符号付きおよび符号なしデータ表現形式のサポート

• コンフィグレーション可能な出力遅延を持つパイプラインのサポート

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

8.2. 複素数乗算

複素数は、次の式の形式の数値です。

a + ib

Where:

• a と b は実数

• i は、-1 の平方根に等しい虚数単位

2 つの複素数、x = a + ib と y = c + id は、次の等式で示すように乗算されます。

図 -43: 2 つの複素数の乗算式

8.3. パラメーター

表 43. ALTMULT_COMPLEX パラメーター

パラメーター 値 デフォルト値 説明

全体

How wide should the A
input buses be?

1~256 18 dataa_imag および dataa_real 入力バスのビッ
ト数を指定します。

How wide should the B
input buses be?

1~256 18 datab_imag および datab_real 入力バスのビッ
ト数を指定します。

How wide should the
‘result’ output bus be?

1~256 36 ‘result’出力バスのビット数指定します。

入力表現

What is the representation
format for A inputs?

Signed,
Unsigned

Signed A 入力の表現形式を指定します。
Stratix 10 デバイスでは、Signed 表現形式のみがサポ
ートされています。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

What is the representation
format for B inputs?

Signed,
Unsigned

Signed B 入力の表現形式を指定します。
Stratix 10 デバイスでは、Signed 表現形式のみがサポ
ートされています。

実装形式

Which implementation style
should be used?

Automatically select
a style for best
trade-off for the
current settings
Canonical. (シンプル
な乗算器の個数を最小限
にします)
Conventional. (ロジッ
クセルの使用を最小限に
します)

Automaticall
y select a
style for
best trade-
off for the
current
settings

Stratix 10 デバイスは、Automatically select a
style for best trade-off for the current
settings 形式のみをサポートします。Quartus Prime
開発ソフトウェアは、 選択したデバイスファミリーと入力
幅に基づいて 適な実装を決定します。

パイプライン

Output latency 0~11 4 出力レイテンシーのクロックサイクル数を指定します。

Create a Clear input? NONE
ACLR
SCLR

NONE 複素数乗算器の aclr または sclr 信号を作成するに
は、このオプションを選択します。

Create a Clock Enable
input?

On
Off

Off 複素数乗算器の ena 信号を作成するには、このオプショ
ンを選択します。

8.4. 信号

表 44. ALTMULT_COMPLEX 入力信号

信号 要/不要 説明

aclr 必須ではありま
せん

複素数マルチプライヤーの非同期クリアーです。aclr 信号が High にアサートされる
と、関数は非同期クリアーされます。

sclr 必須ではありま
せん

複素数マルチプライヤーの非同期クリアーです。sclr 信号が High にアサートされる
と、関数は非同期クリアーされます。

clock 必須 ALTMULT_COMPLEX へのクロック入力です。

dataa_imag[] 必須 複素数マルチプライヤーのデータ A 信号の虚数入力値です。入力信号の容量は
WIDTH_A パラメーターの値により決定します。

dataa_real[] 必須 複素数マルチプライヤーのデータ A 信号の実数入力値です。入力信号の容量は
WIDTH_A パラメーターの値により決定します。

datab_imag[] 必須 複素数マルチプライヤーのデータ B 信号の虚数入力値です。入力信号の容量は
WIDTH_B パラメーターの値により決定します。

datab_real[] 必須 複素数マルチプライヤーのデータ B 信号の実数入力値です。入力信号の容量は
WIDTH_B パラメーターの値により決定します。

ena 必須ではありま
せん

複素数マルチプライヤーのクロック信号に向けたアクティブ High クロックイネーブル
です。

complex 必須ではありま
せん

36 × 36normal モードと 18 × 18complex モード間で動的な切り替えをイネーブ
ルするオプションの入力です。
この入力は、Stratix® V デバイスでのみ使用可能です。GUI において、このパラメータ
ーは Dynamic Complex Mode と表示されます。
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表 45. ALTMULT_COMPLEX 出力信号

信号 要/不要 説明

result_imag 要 マルチプライヤーの虚数出力値です。出力信号の容量は WIDTH_RESULT パラメーターの値に
よって決まります。

result_real 要 マルチプライヤーの実数出力値です。出力信号の容量は WIDTH_RESULT パラメーターの値に
よって決まります。

8. ALTMULT_COMPLEX IP コア・リファレンス
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9. LPM_MULT (Multiplier) IP コア・リファレンス

LPM_MULT コアは、出力として積を生成するために 2 つの入力データ値を乗算する乗算器を 1 個実装
しています。

図 -44: LPM_MULT IP コアのアーキテクチャー

dataa[]

datab[]
aclr/sclr

clken

clock

result[]

9.1. 機能特性

LPM_MULT IP コアは以下の機能を提供します。

• 2 つの入力データ値を乗算する乗算器の生成

• データ幅 1~256 ビットのサポート

• 符号付きおよび符号なしデータ表現形式のサポート

• エリアおよびスピード 適化のサポート

• コンフィグレーション可能な出力遅延を持つパイプラインのサポート

• 専用デジタル信号処理 (DSP) ブロック回路またはロジックエレメント (LE) 内の実装に向けたオ
プションの提供

注意: ネイティブにサポートされているサイズよりも大きい乗算器を構築する場合、DSP ブロック
のカスケーディングがパフォーマンスに影響することがあります。

• オプションの非同期/同期クリアーおよびクロックイネーブル・ポートをサポートします。

9.2. パラメーター

Quartus Prime 開発ソフトウェアの IP Parameter Editor を使用してパラメーターを指定すること
で、 Stratix 10 LPM_MULT IP コアをカスタマイズすることができます。
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9.2.1. General タブ

表 46. General タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Multiplier Configuration

Type Multiply 'dataa'
input by 'datab'
input
Multiply 'dataa'
input by itself
(squaring
operation)

Multiply
'dataa' input
by 'datab'
input

乗算器に希望の設定を選択します。

データポート幅

Dataa width 1~256 ビット 8 ビット dataa[]ポートの幅を指定します。

Datab width 1~256 ビット 8 ビット datab[]ポートの幅を指定します。

How should the width of the 'result' output be determined?

Type Automatically
calculate the width
Restrict the width

Automaticall
y calculate
the width

result[]ポートの幅を決定する方法を選択します。

value 1~512 ビット 16 ビット result[]ポートの幅を指定します。
この値は、Type パラメーターで Restrict the width
を選択した場合にのみ有効となります。

Result width 1~512 ビット — result[]ポートの有効な幅を表示します。

9.2.2. General 2 タブ

表 47. General 2 タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Datab Input

Does the 'datab' input bus
have a constant value?

No
Yes

No ‘datab’ 入力バスが存在する場合、その定数値を指定す
るには、Yes を選択します。

value 0 より大きい値 0 datab[]ポートの幅の定数値を指定します。

Multiplication Type

Which type of
multiplication do you want?

Unsigned
Signed

Unsigned dataa[]入力と datab[]入力両方の表現形式を指
定します。

Implementation Style

Which multiplier
implementation should be
used?

Use the default
implementation
Use the dedicated
multiplier circuitry
(Not available for
all families)
Use logic elements

Use the
default
implementat
ion

result[]ポートの幅を決定する方法を選択します。

9. LPM_MULT (Multiplier) IP コア・リファレンス
683832 | 2017.05.08

インテル® Stratix® 10 可変精度 DSP ブロック・ユーザーガイド フィードバック

84

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%2010%E5%8F%AF%E5%A4%89%E7%B2%BE%E5%BA%A6DSP%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683832%202017.05.08)%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


9.2.3. Pipelining タブ

表 48. Pipelining タブ

パラメーター 値 デフォルト値 説明

Do you want to pipeline the function?

Pipeline No
Yes

No 乗算器の出力にパイプライン・レジスターをイネーブルす
るには、Yes を選択します。パイプライン・レジスターをイ
ネーブルすると、出力に余分な遅延が追加されます。

Latency 0 より大きい値 1 クロックサイクルの出力遅延を指定します。

Clear Signal Type NONE
ACLR
SCLR

NONE パイプライン・レジスターのリセットの種類を指定します。
パイプライン・レジスターを使用しないのであれば、
NONE を選択します。
パイプライン・レジスターに非同期クリアーを使用するに
は、ACLR を選択します。これにより、ACLR ポートが生
成されます。
パイプライン・レジスターに同期クリアーを使用するに
は、SCLR を選択します。これにより、SCLR ポートが生
成されます。

Create a 'clken' clock
enable clock

— — パイプライン・レジスターのクロックポートのアクティブ
High クロックイネーブルを指定します。

What type of optimization do you want?

Type Default
Speed
Area

Default IP コアの 適化を指定します。
Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用して IP コアの

適化方法を決定するには、Default を選択します。

9.3. 信号

表 49. LPM_MULT 入力信号

信号名 必須 説明

dataa[] はい データ入力です。
入力信号のサイズは、Dataa width パラメーターの値に依存します。

datab[] はい データ入力です。
入力信号のサイズは、Datab width パラメーターの値に依存します。

clock いいえ パイプライン使用のためのクロック入力です。
Latency の値が 1(デフォルト) 以外の場合は、クロック信号をイネーブルする必要がありま
す。

clken いいえ パイプラインの使用に向けたクロックイネーブルです。clken 信号が High にアサートされ
ると、加算処理あるいは減算処理が実行されます。この信号が Low であれば、いかなる処理
も実行されません。これを省略する場合、デフォルト値は 1 となります。

aclr いいえ パイプラインをすべて 0 にリセットする非同期クリアー信号で、任意のタイムに使用可能で
す。クロック信号には非同期です。パイプラインは未定義 (X) ロジックレベルへと初期化しま
す。出力は一貫性のある値となりまずが、ゼロ以外の値となります。

sclr いいえ パイプラインをすべて 0 にリセットする同期クリアー信号で、任意のタイムに使用可能です。ク
ロック信号に同期しています。パイプラインは未定義 (X) ロジックレベルへと初期化します。
出力は一貫性のある値となりまずが、ゼロ以外の値となります。
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表 50. LPM_MULT 出力信号

信号名 必須 説明

result[] はい データ出力です。
出力信号のサイズは、Result width パラメーターに依存します。
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10. Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コア・リファレンス

Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コアは単一の Stratix 10 可変精度 DSP ブロックをインス
タンス化し制御します。

関連情報
ブロック・アーキテクチャーの概要 (8 ページ)

Stratix10 浮動小数点 DSP IP コアの帰納ブロックに関連する詳細情報です。

10.1.  Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP の IP コアでサポートされる動作モー
ド

表 51. Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP の IP コアでサポートされる動作モード

動作モード 説明 サポートされる例外フラグ

乗算モード このモードは、単精度の乗算を実行します。
このモードでは、以下の等式が適用されます。
• Out = Ay * Az

• mult_overflow

• mult_underflow

• mult_inexact

• mult_invalid

加算モード このモードは、単精度の加算または減算を実行します。
このモードでは、以下の等式が適用されます。
• Out = Ay + Ax
• Out = Ay - Ax

• adder_overflow

• adder_underflow

• adder_inexact

• adder_invalid

積和モード このモードは単精度の乗算を行い、その後に加算または減算を行います。
このモードでは、以下の等式が適用されます。
• Out = (Ay * Az) - チェインイン
• Out = (Ay * Az) + チェインイン
• Out = (Ay * Az) - Ax
• Out = (Ay * Az) + Ax

• mult_overflow

• mult_underflow

• mult_inexact

• mult_invalid

• adder_overflow

• adder_underflow

• adder_inexact

• adder_invalid
積和演算モード このモードは浮動小数点乗算を実行し、その以前の乗算の結果を使用した浮

動小数点の加算あるいは減算がそれに続きます。
このモードでは、以下の等式が適用されます。
• accumulate 信号が High でドライブされている場合、Out(t) =

[Ay(t) * Az(t)] - Out (t-1)
• accumulate ポートが High でドライブされている場合、Out(t) =

[Ay(t) * Az(t)] + Out (t-1)
• accumulate ポートが Low でドライブされている場合、Out(t) =

Ay(t) * Az(t)

Vector Mode 1 このモードでは、以前の可変 DSP ブロックからのチェインイン入力との浮動
小数点加算または減算に続いて浮動小数点乗算を実行します。
このモードでは、以下の等式が適用されます。
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動作モード 説明 サポートされる例外フラグ

• Out = (Ay * Az) - チェインイン、チェインアウト = Ax
• Out = (Ay * Az) + チェインイン、チェインアウト = Ax
• Out = (Ay * Az) 、チェインアウト = Ax

Vector Mode 2 このモードは浮動小数点乗算を実行し、その結果は直接 chainout　に供
給されます。以前の可変 DSP ブロックからの chainin 入力は出力結果と
して入力 Ax から加算または減算されます。
このモードでは、以下の等式が適用されます。
• Out = Ax - チェインイン、チェインアウト = Ay * Az
• Out = Ax + チェインイン、チェインアウト = Ay * Az
• Out = Ax、チェインアウト = Ay * Az

関連情報
• 単一の浮動小数点演算機能 (27 ページ)

• 複数の浮動小数点演算機能 (30 ページ)

10.2.  Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コアのパラメーター化

パラメーターを選択して、デザインに適した IP コアを作成します。

1. Quartus Prime プロ・エディション IP カタログ内の

a. Device Family で、 Stratix 10 を選択します。

b. Click on Library > DSP > Primitive DSP > Stratix 10 Native Floating
Point DSP の順に進みます。
Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コアの IP パラメーターエディターが開きます。

2. New IP Variation ダイアログボックスで Entity Name を入力し、OK をクリックします。

3. Parameters で DSP Template および IP コアの表示方法の View を選択します。

4. DSP Block View で有効な各レジスタのリセットあるいはクロックをトグルします。

5. Multiply Add や Vector Mode 1 に対しては、GUI で Chain In マルチプレクサーをクリッ
クし、chainin ポートあるいは Ax ポートから入力を選択します。

6. GUI で Adder シンボルをクリックし、加算あるいは減算を選択します。

7. GUI で Chain Out マルチプレクサーをクリックし、chainout ポートを選択します。

8. Generate HDL をクリックします。

9. Finish をクリックします。

10.2.1.  Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コアのパラメーター

表 52. パラメーター

パラメーター 値 デフォルト値 説明

DSP Template Multiply
Add
Multiply Add
Multiply Accumulate
Vector Mode 1

Multiply DSP ブロックに対し希望の動作モードを選択します。
選択した動作モードは、DSP Block View に反映され
ます。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

Vector Mode 2

View Register Enables
Register Clears

Register Enables レジスタビューのクロッキング方式またはリセット方式
を選択するオプションです。選択した動作モードは、DSP
Block View に反映されます。
レジスターのクロッキング方式を表示するには、DSP
Block View に対し Register Enables を選択しま
す。各レジスターのクロックはこの画面で変更可能です。
レジスターのリセット方式を表示するには、DSP Block
View に対し Register Clears を選択します。各レジ
スターのリセット方式を変更するには、Single Reset
をクリックします。

Clear Type None
Synchronous
Asynchronous

Synchronous すべてのレジスターのリセットを選択するオプションで
す。
レジスターをリセットしない場合は、None を選択しま
す。
すべてのレジスターに対して同期クリアー信号タイプを
使用するには、Synchronous を選択します。
べてのレジスターに対して非同期クリアー信号タイプを
使用するには、Asynchronous を選択します。

Single Clear — チェックされていません DSP ブロック内のすべてのレジスターをリセットするに
は、このパラメーターをクリックします。レジスターをリセ
ットするために別のリセットポートを使用するには、この
パラメーターのチェックを外します。
このパラメーターは、Clear Type に対し None を選
択すると、ディスエーブルされます。

Connect Exception
Flags

On
Off

Off DSP ブロックに対し例外フラグ出力ポートを使用・生成
するには、このパラメーターをクリックします。
このパラメーターをオフにすると、IP コアは例外フラグ
出力ポートを生成しません。

DSP ブロック図

Chain In Multiplexer
(1)

Enable
Disable

Disable chainin ポートをイネーブルするには、乗算器をクリッ
クします。

Chain Out Multiplexer
(2)

Disable
Enable

Disable chainout ポートをイネーブルするには、乗算器をクリ
ックします。

Adder (3) +
-

+ 加算あるいは減算モードを選択するには、Adder シン
ボルをクリックします。

Register Clock (4) None
Clock 0
Clock 1
Clock 2

Clock 0 任意のレジスターをバイパスするには、レジスタークロッ
クを None にトグルします。
レジスターは以下のようにトグルします:
• clk[0]信号をクロックソースとして使用するには、

Clock 0 を選択します
• clk[1]信号をクロックソースとして使用するには、

Clock 1 を選択します
• clk[2]信号をクロックソースとして使用するには、

Clock 2 を選択します
これらの設定は、View パラメーターの Register
Enables を選択した場合にのみ変更することができま
す。

Register Clear (4) Clear 0
Clear 1

Clear 0 は入力レジスタ
ー用です
Clear 1 は出力およびパ
イプラインレジスター用で
す

この画面は、IP コアのリセット方式を表示します。
Clear 0 は clr[0]信号を使用します。
Clear 1 は clr[1]信号を使用します。
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パラメーター 値 デフォルト値 説明

すべての入力レジスターは clr[0]リセット信号を使用
します。すべての出力およびパイプラインレジスターは
clr[1]リセット信号を使用します。

図 -45: DSP ブロック図

10.3.  Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コアの信号

図 -46: Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コアの信号

次の図は、 Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コアの入力信号と出力信号を示しています。
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表 53. Stratix 10 ネイティブ浮動小数点 DSP IP コアの入力信号

信号名 入力/出力 幅 Default 説明

ax[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。
以下で使用可能です:
• Add モード
• チェインインおよびチェインアウト機能のない Multiply-

Add モード
• Vector Mode 1
• Vector Mode 2

ay[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。
すべての浮動小数点動作モードで使用可能です。

az[31:0] 入力 32 Low 乗算器への入力データバスです。
乗算器への入力データバスです。
• Multiply
• Multiply Add
• Multiply Accumulate
• Vector Mode 1
• Vector Mode 2

chainin[31:0] 入力 32 Low これらの信号を前の浮動小数点 DSP IP コアからの
chainout 信号に接続します。

clk[2:0] 入力 3 Low すべての入力レジスターへの入力クロック信号です。
これらの信号は、任意のレジスター、パイプライン・レジスター、
出力レジスターを Clock0、Clock1、あるいは Clock2 に設
定した場合にのみ使用可能です。

ena[2:0] 入力 3 High clk[2:0]へのクロックイネーブルです。
これらの信号は、アクティブ High です。
• ena[0]は Clock0 用です
• ena[1]は Clock1 用です
• ena[2]は Clock2 用です

clr[1:0] 入力 2 Low すべてのレジスターへの同期クリアー入力信号です。これらの
信号をイネーブルするには、Clear Type パラメーターで
Synchronous を選択します。
これらの信号は、アクティブ High です。
すべてのレジスターに対しては clr[0]を使用し、すべてのパイ
プライン・レジスターおよび出力レジスターに対しては clr[1]
を使用します。

aclr[1:0] 入力 2 Low すべてのレジスターへの非同期クリアー入力信号です。これら
の信号をイネーブルするには、Clear Type パラメーターで
Asynchronous を選択します。
これらの信号は、アクティブ High です。
すべてのレジスターに対しては aclr[0]を使用し、すべてのパ
イプライン・レジスターおよび出力レジスターに対しては
aclr[1]を使用します。

accumulate 入力 1 Low 乗算器機能をイネーブル/ディスエーブルする入力信号です。
• 加算器の出力のフィードバックをイネーブルするには、この

信号をアサートします。
• フィードバック機構をディスエーブルするには、この信号を

ディアサートします。
この信号のアサート/ディアサートは、ランタイム中に実行可能
です。
Multiply Accumulate モードで使用可能です。
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信号名 入力/出力 幅 Default 説明

chainout[31:0] Output 32 — これらの信号を次の浮動小数点 DSP IP コアの scanin 信
号に接続します。

result[31:0] Output 32 — IP コアからの出力データバスです。

mult_overflow Output 1 この信号は、乗算結果が 大提示可能値と比較してより大き
い値であるかどうかを示します。
1: 乗算結果が 大提示可能値と比較してより大きい値であ
る。
0: 乗算結果が正規化された浮動小数点または適切な範囲内
である。
Adder モードでは使用できません。

mult_underflow Output 1 — この信号は、乗算結果が 小提示可能値と比較してより小さい
値であるかどうかを示します。
1: 乗算結果が 小提示可能値と比較してより小さい値であ
る。
0: 乗算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
Adder モードでは使用できません。

mult_inexact Output 1 — この信号は、乗算結果が正しい表現であるかどうかを示しま
す。
1: 乗算結果が:
• 丸められた値である
• 小提示可能値と比較してより小さい値である
• 大提示可能値と比較してより大きい値である
0: 乗算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
Adder モードでは使用できません。

mult_invalid Output 1 — この信号は、乗算結果が有効あるいは無効であるかを示しま
す。
1: 乗算結果の数および表現が無効である。
0: 乗算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
Adder モードでは使用できません。

adder_overflow Output 1 — この信号は、加算結果が 大提示可能値と比較してより大き
い値であるかどうかを示します。
1: 加算結果が 大提示可能値と比較してより大きい値であ
る。
0: 加算結果が正規化された浮動小数点または適切な範囲内
である。
Multiply モードでは使用できません。

adder_underflow Output 1 — この信号は、加算結果が 小提示可能値と比較してより小さい
値であるかどうかを示します。
1: 加算結果が 小提示可能値と比較してより小さい値であ
る。
0: 加算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
Multiply モードでは使用できません。

adder_inexact Output 1 — この信号は、加算結果が正しい表現であるかどうかを示しま
す。
1: 加算結果が:
• 丸められた値である
• 小提示可能値と比較してより小さい値である
• 大提示可能値と比較してより大きい値である
0: 加算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
Multiply モードでは使用できません。

adder_invalid Output 1 — この信号は、加算結果が有効あるいは無効であるかを示しま
す。
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信号名 入力/出力 幅 Default 説明

1: 加算結果の数および表現が無効である。
0: 加算結果が正規化された浮動小数点またはゼロ数である。
Multiply モードでは使用できません。

関連情報
浮動小数点演算に対する例外処理 (17 ページ)

Stratix10 浮動小数点 DSP ブロックの例外フラグに関連する詳細情報です。
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日付 バージョン バージョン

2017 年 5 月 2017.05.08 表 ALTERA_MULT_ADD Input Signals の sload_accum 信号と
accum_sload 信号のビヘイビアの記述を更新しました。

2016 年 10 月 2016.10.31 初版
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