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1. インテル Agilex エンベデッド・メモリーの概要

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

関連情報
HyperFlex Core Architecture, インテル® 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。これにはメモリー・ロジック・アレイ・ブロック (MLAB) および M20K ブロッ
ク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.  インテル® Stratix 10®エンベデッド・メモリーの機能

インテル® Stratix 10®デバイスにはメモリーブロックが 3 種類内蔵されており、それらは、エンベデッ
ド SRAM (eSRAM) ブロック、M20K ブロックおよびメモリー・ロジック・アレイ・ブロック (MLAB) で
す。

• 47.25 メガビット (Mb) eSRAM ブロック

— 高速パス、低レイテンシー、高帯域幅および超高速ランダム・トランザクション・レート (RTR)
オンチップ・メモリー・ブロック

— 各ブロックは 8 チャネルで構成され、各チャネルには 42 個のバンクが備えられています。

— 各バンクでコンフィグレーション可能なのは、2K の深度と 72 ビットのデータ幅までです。

— サポート対象は、同時読み書きアクセスをチャネルごとに備えたシンプルなデュアルポート
RAM のみです。

• 20 キロビット (Kb) M20K ブロック

— 専用メモリーリソースのブロック

— 大規模なメモリーアレイに適しており、また、多数の独立ポートを提供しています。

• 640 ビット MLAB

— エンハンスト・メモリー・ブロックであり、兼用ロジック・アレイ・ブロック (LAB) からコンフィグ
レーションされます。

— 広く浅いメモリーアレイに適しています。

— デジタル信号処理 (DSP) アプリケーション、広く浅い FIFO バッファー、およびフィルター遅
延ライン用シフトレジスターの実装用に 適化されています。

— 各 MLAB は、10 個のアダプティブ・ロジック・モジュール (ALM) で構成されています。

インテル Stratix 10 デバイスの場合、MLAB 内の各 ALM を 10 個の 32×2 ブロックとしてコンフィグ
レーションします。インテル Stratix 10 デバイスでは、32×20 シンプル・デュアルポート SRAM ブロッ
クを各 MLAB に 1 つ提供しています。
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インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ブロックでは、次の動作モードをサポートしています。

• シングルポート

• シンプル・デュアルポート

• トゥルー・デュアルポート

• シンプル・クアッドポート

• ROM

表 1. インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーの機能
次の表は、インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ブロックでサポートされている機能のまとめです。

機能 eSRAM M20K MLAB

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

• 600 MHz (トゥルー・デュアル
ポートおよびシンプル・クアッ

ドポート RAM モード)

1 GHz

トータル RAM ビット数（パリティ
ービットを含む）

47.25 Mb 20,480 ビット 640 ビット

バイトイネーブル — サポートあり サポートあり

アドレス・クロック・イネーブル — サポートあり (シンプル・デュアル
ポート RAM モード)

サポートあり

シンプル・デュアル・ポートの混合
幅

— サポートあり —

FIFO バッファーの混合データ幅 — サポートあり —

メモリー初期化ファイル（.mif） — サポートあり サポートあり

デュアル・クロック・モード — サポートあり (シンプル・デュアル
ポート RAM モード)

サポートあり

完全同期メモリー — サポートあり サポートあり

非同期メモリー — – フロースルー読み出しメモリー動
作の場合のみ

パワーアップ・ステート — 出力ポートはクリアされます。 • 登録済み出力ポートはクリア
されます。

• 未登録の出力ポートによって
メモリーコンテンツが読み出
されます。

非同期/同期クリア — 出力レジスターと出力ラッチ 出力レジスターと出力ラッチ

書き込み/読み出し動作のトリガ
ー

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

同一ポートの Read-During-
Write

— 出力ポートは New Data または
Don't Care に設定されます。

出力ポートは Don't Care に設定
されます。

continued...   
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機能 eSRAM M20K MLAB

混合ポートの Read-During-
Write

Write-forwarding 機能
• ON = New Data
• OFF = Old Data

• シンプル・デュアル・ポート
RAM：出力ポートは Old

Data または Don't Care に
設定されます。

• トゥルー・デュアル・ポート
RAM：出力ポートは Don't

Care に設定されます。
• シンプル・クワッド・ポート：出

力ポートは new_a_old_b に
設定されます。

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

されます。

誤り訂正コード (ECC) のサポー
ト

• インテル Quartus® Prime
開発ソフトウェアを使用した

ソフト IP
• x64 幅シンプル・デュアルポ

ート・モードのビルトインサポ
ート

• インテル Quartus Prime 開
発ソフトウェアを使用したソ
フト IP

• ハード IP
• x32 幅シンプル・デュアル・ポ

ート・モードのビルトインサポ
ート

• パリティービット

インテル Quartus Prime 開発ソ
フトウェアを使用したソフト IP

Force-to-Zero — サポートあり —

コヒーレント読み出しメモリー — サポートあり —

フリーズロジック — サポートあり —

トゥルー・デュアル・ポート (TDP)
デュアル・クロック・エミュレーター

— サポートあり —

1.2.  インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー容量

表 2. インテル Stratix 10 デバイスのエンベデッド・メモリー容量と分配
この表は、インテル Stratix 10 GX、インテル Stratix 10 MX、インテル Stratix 10 SX、およびインテル Stratix 10 TX のエンベ
デッド・メモリー容量の一覧です。

バリアント 製品ライン eSRAM M20K MLAB RAM ビット
の総数 (M
ビット)ブロック RAM ビット

(M ビット)
ブロック RAM ビット

(M ビット)
ブロック RAM ビット

(M ビット)

インテル Stratix
10 GX

GX 400 — — 1,537 30 3,276 2 32

GX 650 — — 2,489 49 5,364 3 52

GX 850 — — 3,477 68 7,124 4 72

GX 1100 — — 5,461 107 11,556 7 114

GX 1650 — — 5,851 114 13,764 8 122

GX 2100 — — 6,501 127 17,316 11 138

GX 2500 — — 9,963 195 20,529 13 208

GX 2800 — — 11,721 229 23,796 15 244

GX 4500 — — 7,033 137 37,821 23 160

GX 5500 — — 7,033 137 47,700 29 166

インテル Stratix
10 MX

MX 1650 2 94.5 6,162 120 14,230 9 223.5

MX 2100 2 94.5 6,847 134 17,856 11 239.5

continued...   
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バリアント 製品ライン eSRAM M20K MLAB RAM ビット
の総数 (M
ビット)ブロック RAM ビット

(M ビット)
ブロック RAM ビット

(M ビット)
ブロック RAM ビット

(M ビット)

インテル Stratix
10 SX

SX 400 — — 1,537 30 3,276 2 32

SX 650 — — 2,489 49 5,364 3 52

SX 850 — — 3,477 68 7,124 4 72

SX 1100 — — 5,461 107 11,556 7 114

SX 1650 — — 5,851 114 13,764 8 122

SX 2100 — — 6,501 127 17,316 11 138

SX 2500 — — 9,963 195 20,529 13 208

SX 2800 — — 11,721 229 23,796 15 244

SX 4500 — — 7,033 137 37,821 23 160

SX 5500 — — 7,033 137 47,700 29 166

インテル Stratix
10 TX

TX 400 — — 1,537 30 3,276 2 32

TX 650 — — 2,489 49 5,364 3 52

TX 800 — — 3,477 68 7,124 4 72

TX 1100 — — 5,461 107 11,556 7 114

TX 1650 2 94.5 6,162 120 14,230 9 223.5

TX 2100 2 94.5 6,847 134 17,856 11 239.5

TX 2500 — — 9,963 195 20,529 13 208

TX 2800 — — 11,721 229 23,796 15 244

1. インテル Agilex エンベデッド・メモリーの概要
683423 | 2018.12.24

フィードバック インテル® Stratix® 10 エンベデッド・メモリー ユーザーガイド

7

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%C2%AE%2010%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683423%202018.12.24)%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


2. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのアーキテクチャーと機能

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

2.1.  インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ブロックにおけるバイトイネーブル

インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ブロックではバイト・イネーブル・コントロールをサポート
しています。

• バイト・イネーブル・コントロールでは、入力データをマスクして、データの特定バイトのみを書き込
みます。書き込まれないバイトでは、以前に書き込まれた値が保持されます。

• 書き込みイネーブル ( wren ) 信号は、バイトイネーブル ( byteena ) 信号とともに RAM ブロ
ック上の書き込み動作を制御します。デフォルトでは、 byteena 信号は High (イネーブル) にな
っており、 wren 信号だけが書き込み動作を制御します。

• バイト・イネーブル・レジスターには clear ポートがありません。

• バイトイネーブルの動作は 1 ホット形式です。 byteena 信号の LSB はデータバスの LSB に対
応します。

• バイトイネーブルはアクティブ High です。

2.1.1. バイト・イネーブル・コントロール

表 3. ×10 データ幅のバイト・イネーブル・コントロール (MLAB)

byteena[1:0] 書き込まれるデータビット

11 (デフォルト) [9:5] [4:0]

10 [9:5] –

01 – [4:0]

00 – –

表 4. ×20 データ幅のバイト・イネーブル・コントロール (M20K)

byteena[1:0] 書き込まれるデータビット

11 (デフォルト) [19:10] [9:0]

10 [19:10] –

01 – [9:0]

00 – –
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表 5. ×40 データ幅のバイト・イネーブル・コントロール (M20K)

byteena[3..0] 書き込まれるデータビット

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

1000 [39:30] – – –

0100 – [29:20] – –

0010 – – [19:10] –

0001 – – – [9:0]

0000 – – – –

2.1.2. データバイト出力

M20K ブロックまたは MLAB では、バイト・イネーブル・ビットを書き込みサイクルの間に 0 にディアサ
ートすると、対応するデータバイト出力が Don't Care 値あるいは現在のデータとしてその位置に現れ
ます。M20K ブロックまたは MLAB 内のマスクされたバイトの出力値を同一ポートの Read-During-
Write モードで制御するには、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのプラットフォーム・デザイ
ナーを使用します。

2.1.3. バイトイネーブルの動作

図 -1: バイトイネーブルの機能波形
この図で示しているのは、 wren 信号と byteena 信号でエンベデッド・メモリー・ブロック動作を制御する方法です。

inclock

wren

address

data

byteena

contents at a0

contents at a1

contents at a2

contents at a3

contents at a4

don’t care: q (asynch)

current data: q (asynch)

an a0 a1 a2 a3 a4 a0

XXXXXXXX XXXXXXXXABCDEF12

ABCDEF12

XXXX XXXX1000 0100 0010 0001 1111

FFFFFFFF

FFFFFFFF

FFFFFFFF

FFFFFFFF

FFFFFFFF

FFFFFF12

FFFFFF12

FFFFEFFF

FFFFEFFF

FFCDFFFF

FFCDFFFF

ABFFFFFF

ABFFFFFF

ABFFFFFFdoutn

doutn

ABXXXXXX XXCDXXXX XXXXEFXX XXXXXX12 ABCDEF12

ABFFFFFFABCDEF12

2.2. アドレス・クロック・イネーブルのサポート

インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ブロックでは、アドレス・クロック・イネーブルをサポートし
ています。アドレス・クロック・イネーブル ( addressstall = 1 ) をイネーブルにすると、以前のアド
レス値が保持されます。

注意: シンプル・デュアルポート・モードのみでこの機能をサポートしています。
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メモリーブロックのコンフィグレーションをデュアルポート・モードで行うと、各ポートはそれぞれ独自の
アドレス・クロック・イネーブルが有効になります。

図 -2: アドレス・クロック・イネーブル
この図で示しているのは、アドレス・クロック・イネーブルのブロック図です。

address[0]

address[N]

addressstall

clock

1
0

address[0]
register

address[N]
register

address[N]

address[0]

1
0

図 -3: 読み出しサイクル中のアドレス・クロック・イネーブル
この図で示しているのは、読み出しサイクル中のアドレス・クロック・イネーブルの動作です。

 inclock

rden

rdaddress

q (synch)

a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

q (asynch)

an a0 a4 a5latched address
(inside memory)

dout0 dout1 dout4

dout4 dout5

addressstall

a1

doutn-1 doutn

doutn dout0 dout1
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図 -4: 書き込みサイクル中のアドレス・クロック・イネーブル
この図で示しているのは、書き込みサイクル中のアドレス・クロック・イネーブルの動作です。
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2.3. 非同期クリアと同期クリア

エンベデッド・メモリー・ブロックでは、出力ラッチと出力レジスターでの非同期クリアと同期クリアをサ
ポートしています。

RAM で出力レジスターを使用していない場合、RAM 出力のクリアにはラッチ非同期クリア ( aclr )
を使用します。( aclr ) 信号の生成は常時行われます。内部ロジックによるクリアパルスの延長は、出
力クロックの次の立ち上がりエッジまでです。 aclr 信号がアサートされると出力はクリアされ、次の読
み出しサイクルまでクリアされたままになります。

同期クリア ( sclr ) 信号の場合、RAM 出力のクリアは出力クロックの次の立ち上がりエッジで行わ
れ、そのとき ( sclr ) 信号がアサートされます。出力は、次の読み出しサイクルまでクリアされたまま
になります。

注意: aclr と sclr の信号はいずれも、各 RAM のコンフィグレーションに対して個別に使用してください。
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図 -5: 登録モードでの非同期クリアと同期クリアの動作
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図 -6: 未登録モードでの非同期クリアと同期クリアの動作
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2.4. メモリーブロックの誤り訂正コードのサポート

ECC ではデータエラーの検出と訂正をメモリーの出力で行います。
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M20K ブロックと eSRAM ブロックのみで ECC 機能をサポートしています。

ECC 機能を使用する場合、次の機能は使用できません。

• バイトイネーブル

• コヒーレンシー読み出し

M20K ブロック

M20K ブロックの場合、ECC では、シングルエラー訂正 、ダブル隣接エラー訂正、およびトリプル隣接
エラーを 32 ビットワードで実行しますが、2 ビット以上の非隣接エラーの検出または訂正は保証されて
いません。

M20K ブロックに内蔵された ECC のサポートは、×32 幅シンプル・デュアルポート・モードで有効です。

• ECC 機能を使用すると、M20K の動作は、ECC シンプル・デュアルポート以外のモードに比べて低
速になります。ただし、オプションの ECC パイプライン・レジスターを出力デコーダーの前で有効に
すると、パイプライン ECC モード以外のモードと比べて、より高いパフォーマンスが実現可能です。
ただし、1 サイクルのレイテンシーが追加されます。

• e (エラー) と ue (訂正不可エラー) の 2 つの ECC ステータスフラグ信号によって、M20K ECC
ステータスが表示されます。ステータスフラグは、メモリーブロックからの通常の出力の一部です。
ECC を使用すると、この 2 つパリティービットへのアクセスはできません。これは、ECC ステータス
フラグによってパリティービットが置き換えられるからです。

eSRAM ブロック

eSRAM ブロックの場合、ECC ではシングルエラー訂正とダブルエラー検出を 64 ビットワードで実行
します。

eSRAM ブロックに内蔵された ECC のサポートは、×64 幅シンプル・デュアルポート・モードで有効で
す。

• 2 つの ECC ステータスフラグ信号の c{7:0}_error_correct_0 (エラー訂正済み) およ
び c{7:0}_error_detect_0 (エラー検出済み) では、eSRAM ECC ステータスを示しま
す。

2.4.1. パリティービット

次に、M20K ブロックのパリティービットのサポートについて説明します。

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

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

2.4.2. ECC のパリティーフリップ

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

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

次の表は、パリティーポートに 8 ビットのデータ幅を構築する例を示しています。
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表 6. 8 ビットのパリティーポートの設定例

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

00000001 シングルエラー訂正 可能

00000011 ダブル隣接エラー訂正 可能

00000111 トリプル隣接エラー訂正 可能

00000101 トリプル隣接エラー訂正 可能

00010011 非隣接のダブル/トリプル訂正/検出 保証なし

2.4.3. ECC Read-During-Write の動作

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

2.4.4. 誤り訂正コードの真理値表

表 7. M20K 用 ECC ステータスフラグの真理表

Eccstatus[1]e Eccstatus[0]ue ステータス

0 0 エラーなし。

0 1 無効。

1 0 訂正可能なエラーが発生し、エラーは出力で訂
正されました。ただし、メモリーアレイは更新さ
れていません。

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

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

C{7:0}_error_detect_0 C{7:0}_error_correct_0 ステータス

0 0 エラーなし。

0 1 無効。

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

1 1 エラーが検出され修正可能です。エラーは出力
で修正されました。訂正されたデータは出力に
現れますが、メモリーアレイは更新されません。

2.5. Force-to-Zero

Force-to-Zero 機能は、選択した RAM メモリーブロックが単一のメモリーブロックよりも大きい場合
のタイミング改善に役立ちます。この機能の適用は M20K ブロックのみです。

たとえば、選択した RAM メモリーブロックのメモリー深度が 4096 の場合、M20K ブロックでは、 大
メモリー深度 2048 のみをサポートするので、2 つの RAM を多重化する必要があります。この機能を使
用すると、OR ゲートの多重回路による置き換えが、アドレス幅ステッチ実行時に M20K ブロックの出
力で実行できます。アドレスの MSB によるリードイネーブル信号の制御は Force-to-Zero モードで行
われるので、読み出しイネーブル信号がディアサートされると、他のメモリーブロックの出力は強制的に
ゼロになります。これにより、データ出力の読み出しが行われるのは、選択したメモリーブロックの出力
のみからです。

必要に応じて、Enable Force-to-Zero feature を RAM/ROM IP コアのパラメーター・エディター
でオンにします。

注意: Enable Force-to-Zero feature をオンにすると、信号をディアサートしたときに読み出しイネーブ
ル信号には以前の値が保持されません。

2.6. コヒーレント読み出しメモリー

コヒーレント・メモリー機能により、出力データの読み出しが可能になります。このデータの書き込みは、
同じメモリーコンテンツに 1 クロックサイクルでされます。つまり、新しいデータ (フロースルー) 動作
が Read-During-Write 動作中に発生します。この機能は、M20K ブロックのみに適用され、シングル・
クロック・コンフィグレーションでのみサポートされています。

コヒーレント書き込みメモリー機能を使用する場合、次のコンフィグレーションは使用できません。

• シンプル・デュアルポート以外の動作モード

• ポート幅が異なるシンプル・デュアルポート

• バイトイネーブル

• ECC

• ワイド・シンプル・デュアルポート

• デュアル・クロック・コンフィグレーション
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図 -8: コヒーレント読み出しメモリー回路の簡易ブロック図

writeData

wraddress

wren

rdaddress

rdren

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

Memory

FWD2

OutReg

C || N

C && FWD2
M20K Block

wraddress_reg

wren_reg

rdaddress_reg

rden_reg

C! = N

1
0

1
0

1
0

1
0

Q output

図 -9: 未登録出力に対するコヒーレント読み出しメモリーの動作
この図で示すのは、出力データが未登録の場合のコヒーレント読み出しメモリーの波形です。

rdaddress

wraddress

rden

wren

0000 0001 0002 0003 0001 0005 0008 0009

clk

data

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

clk_enable

aclr

0000 0001 0002 0009 000A 0005 0006 0007 0008 0009

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

(2)

(1)

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

注意:
1. データ (data) は同じクロックサイクルで出力データ (q) に転送されます。
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図 -10: 登録済出力に対するコヒーレント読み出しメモリーの動作
この図で示すのは、出力データが登録済の場合のコヒーレント読み出しメモリーの波形です。

rdaddress

wraddress

rden

wren

0000 0001 0002 0003 0001 0008 00090005

clk

data

00000 F287D 22D76 00000 XXXXX 1EDE0B3D1Bq

clk_enable

aclr

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

0000 0001 0002 000A 0005 0006 0007 0008 0009

注意:
1. データ (data) は次のクロックサイクルで出力データ (q) に転送されます。

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

(3)

(2)(1)

(4)

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

2.6.1. ロジック転送

パイプラインでは、ロジック転送を使用してデータ転送を実行し、命令サイクルを減らすことができます。

コヒーレント読み出し機能と転送ロジックを使用すると、コヒーレントにデータを読み出し、演算 (算術
演算または論理演算、あるいはその両方) をデータ内容に基づいて実行し、データの書き戻しを同じメ
モリー位置に 1 クロックサイクル内ですることができます。
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図 -11: 簡略化コヒーレント読み出しメモリー回路を用いたロジック転送の例

writeData

wraddress

wren

rdaddress

rdren

注 :
1. N = (rden_reg && wren && (rdaddress_reg == wraddress)) ? 1 : 0.
2. C = (rden_reg && wren_reg && (rdaddress_reg == wraddress_reg)) ? 1 : 0.
3. FWD2 = (forwarding_stage2) ? 1 : 0.
4. データ転送の実現のために追加された外部ユーザーロジック

Memory

FWD2

OutReg

C || N

Q output

M20K Block C && FWD2
C! = N

1
0

1
0

1
0

Operand

(4)

(4)

(4)

(4)

1
0

wraddress_reg

wren_reg

rdaddress_reg

rden_reg

図 -12: M20K ブロックの出力が未登録の場合のパイプライン波形
この図で示すのは、読み出しイネーブル ( rden ) 信号が High の場合のパイプラインの波形です。

rdaddress

wraddress

readData

wren

rden

A0 A1 A2 A2 A2 A3 A4 A4 A5 A6

An-2 An-1 A0 A1 A2 A2 A2 A3 A4 A4

K L M M+D2 M+D2+D3 N P P

SRAM Content

K+D0 L+D1 M+D2 M+D2+D3writeData N+D5 P+D6 P+D7

K+D0 L+D1 M+D2 M+D2+D3 変化なし

ドントケアです。
書き込み動作は
ありません。

M+D2+D3

M+D2+D3
+D4

+D4

注意: この図に示されている+記号は、このデータで実行される算術演算例です。

変化なし
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図 -13: M20K ブロックの出力が登録済みの場合のパイプライン波形
この図で示すのは、ライトイネーブル ( wren ) 信号が High の場合のパイプラインの波形です。

rdaddress

wraddress

readData

rden

A0 A1 A2 A2 A2 A3 A4 A4 A5 A6

An-2 An-1 A0 A1 A2 A2 A2 A3 A4 A4

K L M M+D2 M+D2+D3

SRAM Content

K+D0 L+D1 M+D2 M+D2+D3writeData

K+D0 L+D1 M+D2 M+D2+D3 M+D2+D3
+D4

M+D2+D3
+D4

M+D2+D3
+D5

M+D2+D3
+D6

M+D2+D3
+D7

wren

注意: この図に示されている+記号は、このデータで実行される算術演算例です。

ドントケアです。
読み出し動作は
ありません。

変化なし 変化なし

コヒーレント読み出し機能を有効にして転送ロジックを実装すると、M20K ブロックの出力は未登録ま
たは登録済みのいずれかになります。コヒーレンシー回路のレイテンシーを M20K ブロックのハードウ
ェア境界内で一致させるには、パイプライン・レジスターを wren パスと wraddress パスに手動で追
加しなければいけない場合があります。次の表でそれについて説明します。

表 9. パイプライン・レジスター要件

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

未登録 0

登録済み 1

2.7. フリーズロジック

フリーズロジック機能では、クロックイネーブル回路を実装してそれをパーシャル・リコンフィグレーショ
ン領域で使用するかどうかを指定します。

この機能が適用されるのは RAM モードのみです。

• シングルポート RAM

• デュアルポート RAM

• クワッドポート RAM

必要に応じて Implement clock-enable circuitry for use in a partial
reconfiguration をオンにして、パーシャル・リコンフィグレーションで使用し、フリーズロジック機能
を RAM IP コアのパラメーター・エディターでイネーブルにします。

2.8. トゥルー・デュアル・ポート・デュアル・クロック・エミュレーター

トゥルー・デュアル・ポート (TDP) ・デュアル・クロック・エミュレーター機能では、TDP デュアル・クロッ
ク・モードをエミュレートします。この機能により提供されるインテル Arria® 10 デバイスとの下位互換
性では、TDP デュアル・クロック・モードがサポートされています。

この機能がサポートされるのは次の状態の場合のみです。
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• 2 つの読み出し/書き込みポート動作モード

• A および B ポート・クロッキング・モード用のクロックのカスタマイズ

注意: Emulate TDP dual clock mode をオンにして、TDP デュアル・クロック・エミュレーター機能をデ
ュアルポート RAM IP コアのパラメーター・エディターで有効にする必要があります。この機能を有効に
する方法の詳細については表 21 (40 ページ) を参照してください。

TDP デュアル・クロック・エミュレーターは、2 つの DCFIFO と 1 つの RAM ブロックで構成されていま
す。 DCFIFO では、コントロール信号に対するクロック・ドメイン・クロッシング (CDC) の問題が処理さ
れ、また、RAM ブロックによる処理前後のデータ格納用の一時バッファーになります。

異なるクロック周波数によって生じる非確定レイテンシーのために、 valid 信号が導入され、出力デ
ータが有効であるかどうかを識別します。 valid 信号がアサートされると、正しい出力データに従う必
要性が示されます。 valid 信号がディアサートされた場合は、出力データは破棄してください。

表 10. インテル Arria 10 TDP デュアル・クロック・モードとインテル Stratix® 10 でエミュレートされた
TDP デュアル・クロック・モードの違い

信号 インテル Arria 10 TDP デュアル・クロッ
ク・モード

インテル Stratix® 10 でエミュレートさ
れた TDP デュアル・クロック・モード

clocken サポートあり サポートあり

rden サポートあり サポートあり

wren サポートあり サポートあり

aclr サポートあり —

sclr — —

byteena サポートあり —

ポート A へのクロック接続は低速クロック (クロック A) でなければならず、ポート B へのクロック接続
は高速クロック (クロック B) でなければなりません。この場合、クロック B のクロック周波数をクロック
A で割ると 7 以上になります。

TDP デュアル・クロック・エミュレーター機能を使用すると、ポート A とポート B ではレイテンシーが異
なったものになります。ポート A のレイテンシーが減少するとともに、2 つのクロック周波数の差は大き
くなり、 小レイテンシーは 5 クロックサイクルです。ポート B のレイテンシーは 2 クロックサイクルに
固定されていて、出力レジスターはこのコンフィグレーションでは常に有効になっています。

次の図で示すのは、TDP デュアル・クロック・エミュレーター機能のタイミング図です。
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図 -14: ポート A の出力条件
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1. 読み出しイネーブル (rden_a) 信号がポートAでアサートされます。
2. 最小レイテンシーは5クロック (clock_a) サイクルです。
3. Valid信号のアサートは、正しい出力データに従う必要があることを示しています。
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図 -15: ポート B の出力条件
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1. レイテンシーは2クロック (clock_b) サイクルです。
2. ポートBの有効なデータ出力 (q_b) です。
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図 -16: ポート A の Read-During-Write 条件
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1. 書き込みイネーブル (wren_a) 信号がポートAでアサートされます。 
2. ポートAの読み出しイネーブル (rden_a) 信号はすでにHighの状態です。
3. レイテンシーは5クロックサイクル (clock_a) です。 
4. ポートAで同じポートのRDWが発生し、5クロック (clock_a) サイクル後にフロースルー値がデータ出力 (q_a) としてポートAで表示されます。
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図 -17: ポート B の Read-During-Write 条件
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1. レイテンシーは2クロック (clock_b) サイクルです。
2. ポートBで同じポートのRDWが発生し、2クロック (clock_b) サイクル後にフロースルー値がデータ出力 (q_b) として
　ポートBで表示されます。
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2.9.  インテル Stratix 10 でサポートされているエンベデッド・メモリー IP コア

表 11. インテル Stratix 10 メモリー IP コア
次の表は、インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ブロックでサポートされているメモリーモードの一覧と説明です。

IP コア
サポートされているメ

モリーモード
M20K サ
ポート

MLAB サ
ポート 詳細

RAM: 1-PORT
Intel® FPGA IP

シングルポート RAM あり あり 一度に実行できる読み出しまたは書き込み動作は 1 つだけです。
読み出しイネーブルポートを使用して、書き込み動作中の RAM 出力ポ
ートの動作を制御します。
• 直近のアクティブ読み出しイネーブル中に保持していた以前の値を

保持するには、読み出しイネーブルポートを作成し、その読み出しイ
ネーブルポートがディアサートされた状態で書き込み動作を行いま
す。

• 書き込み中の新しいデータ、そのアドレスの古いデータ、または
Don't Care 値の表示を、Read-During-Write が同じアドレス位
置で発生する場合に行うには、読み出しイネーブル信号を作成しな
いでください。もしくは、書き込み動作中に読み出しイネーブルをア
クティベートしてください。

RAM: 2-PORT
Intel FPGA IP

シンプル・デュアルポ
ート RAM

あり あり 読み出し動作 1 回と書き込み動作 1 回を異なる位置に対して同時に実
行できます。これは、書き込み動作がポート A で起こり、読み出し動作が
ポート B で起こる場合です。

RAM: 2-PORT
Intel FPGA IP

トゥルー・デュアルポ
ート RAM

あり – 2 つのポート動作を任意の組み合わせ (シングル・クロッキング・モード
で読み出し 2 回、書き込み 2 回、または読み出し 1 つと書き込み 1 回）
で実行することができます。

RAM: 4-PORT
Intel FPGA IP

シンプル・クワッドポ
ート RAM

あり – 読み出し動作 1 回と書き込み動作 1 回を異なる位置に対して同時に実
行できます。これは、書き込みアドレスの指定が、 address_a および
address_b 信号/ポートで、読み出しアドレスの指定が、
address2_a および address2_b 信号/ポートで行われる場合で
す。

ROM: 1-PORT
Intel FPGA IP

シングルポート ROM あり あり 1 つのアドレスポートのみが読み出し動作に使用可能です。
メモリーブロックを ROM として使用できます。
• メモリーブロックの ROM コンテンツの初期化には、 .mif また

は .hex を使用します。
• ROM のアドレスラインは M20K ブロックで登録されますが、MLAB

では登録解除される場合があります。
• 出力は登録済みまたは未登録になります。
• 出力レジスターは非同期または同期クリアになります。
• ROM の読み出し動作は、シングルポート RAM コンフィグレーショ

ンにおける読み出し動作と同一です。

ROM: 2 PORT
Intel FPGA IP

デュアルポート ROM あり なし デュアルポート ROM には、シングルポート ROM とほぼ同じ機能ポー
トがあります。違いは、デュアルポート ROM には読み出し動作のための
追加のアドレスポートがあることです。
メモリーブロックを ROM として使用することができます。
• .mif または .hex を使用してメモリーブロックの ROM の内容を

初期化します。
• ROM のアドレス・ラインは M20K 上に登録されます。
• 出力は登録済みまたは未登録になります。
• 出力レジスターは、非同期または同期クリアになります。
• ROM の読み出し動作は、トゥルー・デュアルポート RAM コンフィグ

レーションにおける読み出し動作と同一です。

Shift-register
(RAM-based) Intel
FPGA IP

— あり あり メモリーブロックをシフトレジスター・ブロックとして使用して、ロジック
セルと配線リソースを節約します。
このモードが有用なのは、ローカル・データ・ストレージを必要とする
DSP アプリケーション、例えば、有限インパルス応答 (FIR) フィルタ
ー、擬似ランダム数発生器、マルチチャネル・フィルタリング、自動および

continued...   
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IP コア
サポートされているメ

モリーモード
M20K サ
ポート

MLAB サ
ポート 詳細

相互相関関数などです。従来、ローカル・データ・ストレージの実装には標
準的なフリップフロップが使用され、多数のロジックセルが大きなシフ
トレジスターで使い果たされていました。
入力データ幅 (w)、タップの長さ (m)、およびタップの数 (n) によって
シフトレジスターの容量 (w × m × n) が決定されます。メモリーブロ
ックをカスケード接続すると、より大きなシフトレジスターを実装できま
す。

FIFO Intel FPGA
IP

— あり あり メモリーブロックを FIFO バッファーとして使用することができます。
SCFIFO および DCFIFO ファンクションを使用して、デザイン内にシン
グルおよびデュアルクロック非同期 FIFO バッファーをデザインに実装
します。
デザインに小規模で低深度の FIFO バッファーが多数ある場合、MLAB
は FIFO モードに 適です。ただし、MLAB では混合幅の FIFO モードを
サポートしていません。

FIFO2 Intel FPGA
IP

注意: メモリーコンテンツの破壊を回避するため、読み書き動作中にエンベデッド・メモリー・ブロック入力レジ
スターのセットアップ時間またはホールド時間に違反しないようにしてください。この制限が適用される
のは、シングルポート RAM、シンプル・デュアルポート RAM、トゥルー・デュアルポート RAM、シンプル・
クアッドポート RAM、または ROM モードでメモリーブロックを使用する場合です。

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

• インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー IP コアのリファレンス (36 ページ)

2.10.  インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーのクロッキング・モード

各インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーの動作モードでは、クロッキング・モードをサポートして
います。

表 12. 各メモリーモードでサポートされているメモリーブロックのクロッキング・モード

クロッキング・モー
ド

メモリーモード

シングルポート シンプル・
デュアルポート

トゥルー・
デュアルポート

シンプル・
クワッドポート

シングルポート
ROM

デュアルポート
ROM

シングル・クロッ
ク・モード

あり あり あり あり あり あり

読み出し/書き込
みクロックモード

– あり - (1) – – —

入力/出力クロッ
クモード

あり あり あり - (2) あり あり

注意: クロックイネーブル信号がサポートされているのは、MLAB ブロックの読み出しアドレス、バイトイネー
ブル、およびデータ入力レジスターです。

(1) 読み出し/書き込みクロックモードは、エミュレートされたトゥルー・デュアルポートを介して行われます。エミュレ
ートされたトゥルー・デュアルポートの詳細に関しては、トゥルー・デュアル・ポート・デュアル・エミュレーターの項
を参照してください。

(2) 入力モードと出力モードでは同じクロックを共有します。
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2.10.1. シングル・クロック・モード

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

2.10.2. 読み出し/書き込みクロックモード

読み出し/書き込みクロックモードでは、次の内容が当てはまります。

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

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

2.10.3. 入力/出力クロックモード

入力/出力クロックモードでは、次の内容が当てはまります。

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

• 出力クロックではデータ出力レジスターを制御します。

2.10.4. クロッキング・モードにおける非同期/同期クリア

すべてのクロッキング・モードにおいて、非同期/同期クリアは出力ラッチと出力レジスターにのみ使用
可能です。

独立 (読み出し/書き込みおよび入力/出力) クロックモードでは、非同期および同期クリアは両方のポ
ートで使用可能です。

2.10.5. 同時読み出し/書き込みにおける出力読み出しデータ

同時読み出し/書き込みを同じアドレス位置に対して実行する際に、読み出し/書き込みクロックモード
を使用する場合、出力読み出しデータは未知の値になります。出力読み出しデータを既知の値にする必
要がある場合は、シングル・クロック・モードまたは入力/出力クロックモードを使用して、適切な Read-
During-Write 動作の選択を RAM/ROM IP コアのパラメーター・エディターで行います。

2.10.6. クロックモードにおける独立したクロックイネーブル

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

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

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

消費電力の低減に向け、クロックイネーブルを使用して特定のレジスターのシャットダウンを制御するこ
とができます。
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2.11.  インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーのコンフィグレーション

表 13. サポートされているエンベデット・メモリー・ブロックのコンフィグレーション
次の表は、インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ブロック用にサポートされる 大のコンフィグレーションの一覧です。

エンベデッド・メモリー・ブロック 深度 (ビット) プログラム可能な幅

MLAB 32 ×16, ×18, or ×20

M20K 512 ×32 または×40

注意: シンプル・デュアルポート用。

1024 ×16 または×20

注意: シンプル・デュアルポートおよびトゥル
ー・デュアルポート用。

2048 ×8 または×10

注
意: 

シンプル・デュアルポート、トゥルー・デ
ュアルポート、およびシンプル・クアッド
ポート用。

eSRAM 2048×42 (3) x72 (3)

注意: 

関連情報
eSRAM Intel FPGA IP (57 ページ)

2.11.1. 混合幅ポートのコンフィグレーション

混合幅ポートのコンフィグレーションのサポートは、シンプル・デュアルポート RAM メモリー動作モー
ドでのみでされています。

注意: MLAB では混合幅ポートのコンフィグレーションはサポートされていません。

表 14. インテル Stratix 10 用にサポートされている混合幅比率

動作モード 混合幅比率

バイトイネーブルなし バイトイネーブルあり

シンプル・デュアルポート 注
意: 

1、2、4、8、16、および 328、16、
および 32 がエミュレートさ
れます。エミュレートされた比
率には、幅の広いポート
の .mif

寸法を使用します。

1、2 および 4

トゥルー・デュアルポート 1 1

シンプル・クワッドポート 1 1

(3) eSRAM チャネルの深度と幅をプログラム可能な形で削減すると節電が実現できます。詳細については eSRAM
Intel FPGA IP コアの項を参照してください。
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2.12. 読み出しアドレスレジスターおよび書き込みアドレスレジスターの初期値

インテル Stratix 10 デバイスの場合、M20K ブロックには、ユーザーモードに入った後にアドレスレジ
スターをクリアするためのフリーズレジスター ( frzreg ) がハードウェアにありません。これにより、
有効なアドレスを送信する前に、ハードウェアのアドレス値が確定的でなくなります。したがって、シミュ
レーション・モデルではアドレスレジスターは初期化されて「X」になっています。

下の図の波形で表している動作は、アドレスレジスター値のものです。アドレスレジスターは「X」に初期
化され、登録済み出力を持つシンプル・デュアルポート RAM 用になっています。

図 -18: 登録済み出力タイミングを持つシンプル・デュアルポート RAM の図

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

enable

rd_addressstall
wr_addressstall

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

rden
wren

aclr

eccstatus

q X 0 X

注意:

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

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

dbf5

43

43

(2)

X 0X 0X 00X0

X0 X 0 XX 0X 0X 00 0

0 1 2 3
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3. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのデザインに関する考慮事項

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

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

3.1. メモリーブロックの選択の考慮事項

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、ユーザー定義メモリーのエンベデッド・メモリー・ブロ
ック内への自動分割をデザインの速度とサイズの制約に基づいて行います。例えば、インテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアでは、メモリーを複数の使用可能なメモリーブロックに分散させて、デザイン・
パフォーマンスを向上させます。

メモリーの割り当てを特定のブロックサイズに対して手動で行うには、パラメーター・エディターの On-
Chip Memory IP コアを使用します。

MLAB の場合、シングルポート SRAM の実装を、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのエミュ
レーションで行うことができます。エミュレーションの実行により、追加で使用するロジックリソースが
小限に抑えられます。

MLAB は兼用アーキテクチャーであるため、ブロック内にあるのは、データ入力レジスター、出力レジス
ター、および書き込みアドレスレジスターのみです。MLAB では読み出しアドレスレジスターを ALM か
ら取得します。

注意: 1. インテル Stratix 10 デバイスの場合、Resource Property Editor およびタイミング・アナライザ
ーでは、割り当てが許可された位置が M20K_X<number>_Y<number>_N<number> であ
っても、M20K ブロックの位置を EC_X<number>_Y<number>_N<number> としてレポー
トします。Embedded Cell (EC) は M20K ブロックのサブロケーションです。

2. クロック・イネーブル・ポートが接続された AUTO メモリー・ブロック・タイプを RAM IP コアのパ
ラメーター・エディターで選択した場合、フィッターで常に選択されるのは、MLAB ではなく M20K
です。

3.2. 同時読み出し動作の考慮事項

インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ブロックで提供される破壊的および非破壊的ハードウェ
ア動作には、二重同時書き込み動作を同一アドレス上で使用します。この機能が適用されるのは、メモリ
ーブロックをトゥルー・デュアルポートおよびシングル・クアッドポート・モードで使用する場合です。

デフォルトでは、メモリーブロックが破損するのは、同一アドレスに二重同時書き込みを行う場合です。
メモリーブロックの非破損ハードウェアの動作を表示するには、ユーザー定義オプション
「ENA_NON_CORRUPT=1」をシミュレーター・セットアップ・スクリプトに含めます。
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二重同時書き込みが発生すると、物理エミュレーションでは時分割多重化方式を使用して、ポート A と
ポート B の同時多重化を同じデータ幅で行います。このシーケンスでは、ポート B の値が 初に書き込
まれ、続いてポート A の値が同じアドレスに書き込まれます。これにより、ポート A の値がメモリーに書
き込まれます。

3.3. Read-During-Write 動作のカスタマイズ

メモリーブロックの Read-During-Write 動作をカスタマイズして、デザイン要件に合わせます。

図 -19: Read-During-Write データフロー
次の図で表すのは、使用可能な 2 つのタイプ (同一ポートと混合ポート) の Read-During-Write 動作の違いです。

Port A
data in

Port B
data in

Port A
data out

Port B
data out

混合ポート 
データフロー
同一ポート
データフロー

FPGA Device

3.3.1. 同一ポートの Read-During-Write モード

同一ポートの Read-During-Write モードが適用されるのは、シングルポート RAM、シンプル・クワッ
ドポート RAM またはトゥルー・デュアルポート RAM の同一ポートです。

表 15. 同一ポート Read-During-Write モードでのエンベデッド・メモリー・ブロックの出力モード
次の表は、同一ポート Read-During-Write モードのエンベデッド・メモリー・ブロックを選択する場合に使用可能な出力モードの一
覧です。

出力モード メモリータイプ 詳細

New Data M20K 新しいデータは、新しいデータが書き込まれるのと同じクロックサイク
ルの立ち上がりエッジで使用可能です。

Don't Care M20K、MLAB RAM では、Read-During-Write 動作に対して Don't Care 値を生成
します。
注意: QUAD_PORT 動作モードの場合、 Don't Care モードは、同

一ポート Read-During-Write 動作に対する唯一の出力モー
ドです。
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図 -20: 同一ポート Read-During-Write : New Data モード
次の図で示す機能波形例は、New Data モードの同一ポート Read-During-Write 動作のものです。
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図 -21: 同一ポート Read-During-Write : Don't Care モード
次の図で示す機能波形例は、Don't Care モードの同一ポート Read-During-Write 動作のものです。
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3.3.2. 混合ポート Read-During-Write モード

混合ポート Read-During-Write モードが適用されるのは、シンプル・デュアルポート RAM モードで
す。2 つのポートで実行される読み出しおよび書き込み動作は、同じメモリーアドレスで同じクロックを
使用します（一方のポートでアドレスからの読み出し、他方のポートでアドレスへ書き込みます）。

表 16. 混合ポート Read-During-Write モードでの RAM の出力モード

出力モード メモリータイプ 詳細

New Data MLAB 異なるポートへの Read-During-Write 動作により、MLAB の登録済み出力では New
Data が反映されます。これは、次の立ち上がりエッジで、データが MLAB メモリーに書
き込まれた後に行われます。

continued...   

3. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのデザインに関する考慮事項
683423 | 2018.12.24

インテル® Stratix® 10 エンベデッド・メモリー ユーザーガイド フィードバック

30

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%C2%AE%2010%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683423%202018.12.24)%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


出力モード メモリータイプ 詳細

このモードが使用可能なのは、出力が登録済みの場合のみです。

Old Data M20K、MLAB 異なるポートへの Read-During-Write 動作により、RAM 出力では、特定のアドレス
にある Old Data の値が反映されます。
MLAB では、このモードが使用可能なのは出力が登録済みの場合のみです。

Don't Care M20K、MLAB RAM では Don't Care または Unknown 値を出力します。
• M20K の場合、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、書き込み動作と

読み出し動作間のタイミング解析は行いません。
• MLAB の場合、デフォルトでインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、書

き込み動作と読み出し動作間のタイミング解析は行いません。この動作を有効にす
るには次の動作を行います。
— Do not analyze the timing between write and read

operation. Metastability issues are prevented by never
writing and reading at the same address at the same time
オプションをエンベデッド・メモリー IP コア・パラメーター・エディターでオフに
します。

または
— MLAB Add Timing Constraints For Mixed-Port Feed-Through

Mode Setting Don't Care オプションを Advanced Fitter Setting
でオンにします。

注
意: 

M20K のトゥルー・デュアルポート動作では、新しいデータ値の取得を混合ポー
ト Read-During-Write モードのシミュレーション中にすることになります。出
力モードを Don't Care に設定すると、シミュレーション値ではそれをジャンク
値として扱う必要があります。

New_a_old_b M20K このモードが適用されるのは、M20K のシンプル・クワッドポートのみです。異なるポー
トへの Read-During-Write 動作により、RAM 出力では、ポート A の新しいデータと
ポート B の古いデータが反映されます。

表 17. 混合ポート Read-During-Write 出力動作
この表は、混合ポート Read-During-Write モードの出力動作の一覧と説明です。これらの動作が適用されるのは MLAB ブロックの
みです。

RAM: 2-PORT Intel FPGA IP Settings 出力動作

パラメーター イネーブルド・パラメーター・オ
プション

altera_syncram パラ
メーター

(read_during_writ
e_mode_mixed_

ports)

Read-During-
Write 時の出力デー

タ

MLAB Atom
(Chip Planner で

表示)

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

Old Data old_data Old data (4) New Data

New Data new_data New Data New Data

Don't Care dont_care New Data Don't Care

• Don't Care
• Do not analyze the

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

dont_care New Data Don't Care

(4) Old data is achieved through external soft logic as the MLAB blocks only natively supports new
data.
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図 -22: 混合ポート Read-During-Write : New Data モード
次の図で表している機能波形例は、New Data モードの混合ポート Read-During-Write 動作のものです。

XXXX

11

clk_a&b
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wren_a
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rden_b

data_a

q_b (synch)
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AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF
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A0 A1

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF

図 -23: 混合ポート Read-During-Write : Old Data モード
次の図で表している機能波形例は、Old Data モードの混合ポート Read-During-Write 動作のものです。
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図 -24: 混合ポート Read-During-Write : Don't Care モード
次の図で表している機能波形例は、Don't Care モードの混合ポート Read-During-Write 動作のものです。この動作が適用される
のは M20K ブロックのみです。

clk_a&b

wren_a

address_a A0 A1

data_a

byteena_a

rden_b

address_b

q_b (asynch) XXXX (unknown data)

A0 A1

11 1101 10

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF

3. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのデザインに関する考慮事項
683423 | 2018.12.24

フィードバック インテル® Stratix® 10 エンベデッド・メモリー ユーザーガイド

33

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%C2%AE%2010%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683423%202018.12.24)%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 -25: 混合ポート Read-During-Write モード : New_a_old_b モード
次の図で表している機能波形例は、New_a_old_b モードの混合ポート Read-During-Write 動作のものです。
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Unknown DA0 No change DA2 DA5UnknownNo change No changeUnknown

No changeUnknown Unknown UnknownNo change

Unknown

Unknown No changeUnknown UnknownNo change No change

No change UnknownNo change No changeUnknown

注 :

1. 同一ポート Read-During-Write と混在ポート Read-During-Write 動作が同時に存在する
場合 (OP1)、単一のクワッドポートでは同一ポートの Read-During-Write 動作に従います。    
2. 同一ポート Read-During-Write 動作が発生した場合、出力は不明になります。

No change

3.4. パワーアップ状態およびメモリー初期化の考慮事項

デザインロジックで初期パワーアップ値を評価する場合、異なるタイプのメモリーブロックのパワーアッ
プ状態を考慮します。
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表 18. エンベデッド・メモリー・ブロックの初期パワーアップ値

メモリータイプ 出力レジスター パワーアップ値

MLAB 使用 ゼロ (クリア)

バイパス メモリーコンテンツを読み出す

M20K 使用 ゼロ (クリア)

バイパス ゼロ (クリア)

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアではデフォルトで、インテル Stratix 10 デバイスのエンベ
デッド・メモリー・ブロックを初期化してゼロにします。これは、 .mif でメモリーコンテンツを指定しな
い限り適用します。

MLAB および M20K エンベデッド・メモリー・ブロックでは、 .mif による初期化をサポートしていま
す。 .mif ファイルのインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでの生成と、オンチップメモリー IP
コアでの使用の指定は、デザインでメモリーのインスタンス化をする際に行います。メモリーを事前に初
期化する (例えば .mif を使用する) 場合でも、そのメモリーのパワーアップは、出力がクリアされた
状態で行います。

3.5. 消費電力の削減

デザイン内の各メモリーブロックの交流 (AC) 消費電力を削減します。

• インテル Stratix 10 のメモリー・ブロック・クロック・イネーブルを使用して、各エンベデッド・メモリ
ー・ブロックのクロッキングを制御します。

• 読み出しイネーブル信号を使用して、読み出し動作が必要なときにだけ実行されるようにします。デ
ザインに Read-During-Write が不要な場合、消費電力を削減するために、リードイネーブル信号
のディアサートを書き込み動作中かつメモリー動作が実行されていない間に行います。

• インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用して、未使用のエンベデッド・メモリー・ブロック
を自動的に低電力モードにし、スタティック電力を削減します。

3. インテル Agilex エンベデッド・メモリーのデザインに関する考慮事項
683423 | 2018.12.24

フィードバック インテル® Stratix® 10 エンベデッド・メモリー ユーザーガイド

35

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%C2%AE%2010%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683423%202018.12.24)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


4.  インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー IP コアのリファレンス

インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーの機能にアクセスするには、インテル Quartus Prime 開
発ソフトウェアの On Chip Memory IP コアを使用します。

On Chip Memory IP コアには次のものがあります。

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

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

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

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

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

• eSRAM (Embedded Synchronous Random Access Memory) Intel FPGA IPe - ネイティ
ブ eSRAM ブロック

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

• FIFO2 Intel FPGA IP - FIFO2 Intel FPGA IP コアをインスタンス化します。

各 IP コアのパラメーター情報は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのパラメーター・エディ
ターに記載されています。

関連情報
• Introduction to Intel IP Cores

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

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

• Project Management Best Practices
プロジェクトと IP ファイルの効率的な管理と移植性について説明するガイドラインです。

4.1. On Chip Memory RAM および ROM Intel FPGA IP コア
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表 19.

On Chip Memory Intel FPGA IP コア 機能

RAM: 1-PORT Intel FPGA IP • 単一アドレスからの非同時読み出しおよび書き込み動作。
• 読み出しイネーブルポートで、書き込み動作中の RAM 出力ポートの動作を指定し、既存値を

上書きまたは保持します。
• シングルポート ROM のエミュレートを、ブロック RAM 用の DUAL_PORT コンフィグレー

ションを使用して行います。

RAM: 2-PORT Intel FPGA IP シンプル・デュアル・ポート RAM
• 読み出し動作 1 回と書き込み動作 1 回を異なる場所に対して同時に行います。
• 誤り訂正コード (ECC) をサポートします。
• シングルポート RAM のエミュレートを、ブロック RAM 用の DUAL_PORT コンフィグレーシ

ョンを使用して行います。

トゥルー・デュアルポート RAM
• 同時に 2 回読み出します。
• 同時に 2 回書き込みます。
• 異なる 2 つのクロック周波数で同時に読み出し 1 回と書き込み 1 回を行います。
• デュアルポート ROM のエミュレートを、ブロック RAM 用の DUAL_PORT コンフィグレーシ

ョンを使用して行います。

RAM: 4-PORT Intel FPGA IP • 読み出し動作 2 回と書き込み動作 2 回を異なる場所に対して同時に行います。

ROM: 1-PORT Intel FPGA IP • 読み出し専用動作用にポート 1 つです。

ROM: 2-PORT Intel FPGA IP • 読み出し専用動作用にポート 2 つです。

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

この表は RAM: 1-PORT Intel FPGA IP コアに対するパラメーターの一覧です。

表 20. RAM: 1-PORT Intel FPGA IP のパラメーターの説明

パラメーター 選択可能な値 説明

パラメーター設定：Widths/Blk Type/Clks

How wide should the ‘q’ output bus
be?

— 「q」出力バスの幅を指定します。

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

What should the memory block type
be

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

Set the maximum block depth to • MLAB: Auto、32
• M20K: Auto、512、1024、2048
• LCs: Auto

ワード内の 大ブロック深度を指定します。

How should the memory be
implemented?

• Use default logic cell style
• Use Stratix M512 emulation

logic cell style

ロジックセルの実装方法を指定します。
• 小型で高速のメモリー容量には、Use default

logic cell style を選択します。
• メモリーに Stratix M512 エミュレーション・スタ

イルとの互換性を持たせる場合は、Use Stratix
M512 emulation logic cell style を選択し
ます。

What clocking method would you like
to use?

• Single clock
• Dual clock: use separate

‘input’ and ‘output’ clocks

使用するクロッキング方法を指定します。

continued...   
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パラメーター 選択可能な値 説明

• Single clock - シングルクロックとクロックイネ
ーブルでは、メモリーブロックのすべてのレジスタ
ーを制御します。

• Dual clock: use separate ‘input’ and
‘output’ clocks - 入力および出力クロックで
は、メモリーブロックへのデータ入力とメモリーブ
ロックからのデータ出力に関連するすべてのレジス
ターを制御します。これには、データ、アドレス、バイ
トイネーブル、リードイネーブル、およびライトイネ
ーブルが含まれます。

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

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

On/Off 入力および出力ポートを登録するかどうかを指定しま
す。

Create one clock enable signal for
each clock signal.

注
意: 

すべての登録済みポートの制御はイ
ネーブル信号によって行われます。

On/Off このオプションをオンにして、各クロック信号にクロッ
クイネーブル信号を 1 つ作成するかどうかを指定しま
す。

More Options Use clock enable
for port A input
registers

On/Off クロックイネーブルをポート A 入力レジスターに対し
て使用するかどうかを指定します。

Use clock enable
for port A output
registers

On/Off クロックイネーブルをポート A 出力レジスターに対し
て使用するかどうかを指定します。

Create an
‘addressstall_b’
input port.

On/Off addressstall_a 入力ポートを作成するかどうか
を指定します。 このポートを作成して、それをアドレス
レジスターに対するアクティブ Low クロックイネーブ
ル入力として機能させます。

Create byte enable for port A On/Off バイトイネーブルをポート A に対して作成するかどう
かを指定します。入力データをマスクする場合はこのオ
プションをオンにして、特定のバイト、ニブル、またはデ
ータのビットだけが書き込まれるようにします。
バイトイネーブルをポート A とポート B に対して有効
にするには、データ幅比率は、RAM: 1-PORT と
RAM: 2-PORT Intel FPGA IP コアに対して 1 また
は 2 にする必要があります。

What is the width of a byte for byte
enables?

• MLAB: 5 or 10
• Other memory block types: 8

or 9
• M20K: 8, 9, or 10

バイト・イネーブル・ポートのバイト幅を指定します。デ
ータ入力ポートの幅はバイトサイズで割り切れるもの
にしてください。

Create an ‘aclr’ asynchronous clear
for the registered ports.
• ‘data’ port
• ‘wren’ port
• ‘address’ port
• ‘q’ port
• ‘byteena_a’ port

On/Off オンにするのは、登録済み「data」、「wren」、
「address」、 「q」、および「byteena_a」ポートが非同
期クリア信号の影響を受けるようにする場合です。無効
化されたポートは非同期クリア信号の影響を受けませ
ん。

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

On/Off オンにするのは、「q」ポートが同期クリア信号の影響を
受けるようにする場合です。
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パラメーター 選択可能な値 説明

Create a 'rden' read enable signal On/Off オンにするのは、読み出しイネーブル信号を作成する
場合です。

パラメーター設定：Read During Write Option

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

Don’t Care, New Data Read-During-Write 発生時の出力動作を指定しま
す。
Don’t Care - RAM で Read-During-Write 動作の
「don't care」または「unknown」値を出力します。
New Data - 新しいデータは、データが書き込まれ
たのと同じクロックサイクルの立ち上がりエッジで使用
可能です。

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

On/Off マスクされたバイトの「X」を取得するには、このオプシ
ョンをオンにします。
M20K メモリーブロックの場合、このオプションが使用
できないのは、New Data を RDW 発生時の出力動
作として指定したときです。

パラメーター設定：Mem Init

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

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

memory content data

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

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

On/Off —

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

On/Off クロックイネーブル回路を実装して、それをパーシャ
ル・リコンフィグレーション領域で使用するためにする
かどうかを指定します。

Allow In-System Memory Content
Editor to capture and update content
independently of the system clock

On/Off In-System Memory Content Editor によるメモリ
ーコンテンツのキャプチャと更新をシステムクロックに
関わらず可能にするかどうかを指定します。

The ‘Instance ID’ of this RAM is NONE RAM ID を指定します。

パラメーター設定 : Performance Optimization

Enable Force To Zero On/Off 読み出しイネーブル信号をディアサートする場合に、出
力をゼロに設定するかどうかを指定します。
この機能を有効にすることでグルーロジックのパフォ
ーマンスが向上するのは、選択したメモリー深度が単
一のメモリーブロックよりも大きい場合です。

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

この表は RAM: 2-PORT Intel FPGA IP コアに対するパラメーターの一覧です。
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表 21. RAM: 2-PORT Intel FPGA IP のパラメーター設定

パラメーター 選択可能な値 詳細

パラメーター設定：General

How will you be using the dual port
RAM?

Operation mode:
• With one read port and one write

port
• With two read/write ports

デュアルポート RAM の使用方法を指定しま
す。

How do you want to specify the
memory size?

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

メモリー容量の指定をワードとビットのどちら
でするかを決定します。

パラメーター設定：Widths/Blk Type

How many words of memory? — トランシーバー数を指定します。

Use different data widths on different
ports

On/Off 異なるポートで異なるデータ幅を使用するかど
うかを指定します。

When you select With one read port
and one write port or With two
read/write ports, the following
options are available:
• How wide should the ‘q_a’ output

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

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

bus be?

— 入出力ポートの幅を指定します。

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

Set the maximum block depth to • MLAB: Auto、32
• M20K: Auto、512、1024、2048
• LCs: Auto

大ブロック深度をワードで指定します。
• MLAB: Auto、32
• M20K: Auto、512、1024、2048
• LCs: Auto

How should the memory be
implemented?

• Use default logic cell style
• Use Stratix M512 emulation logic

cell style

ロジックセルの実装方法を指定します。
• メモリー容量を小さく速いものにするは、

デフォルトのロジック・セル・スタイルを選
択してください。

• メモリーに Stratix M512 エミュレーショ
ン・スタイルとの互換性を持たせる場合は、
Stratix M512 エミュレーション・ロジッ
ク・セル・スタイルを選択します。
注
意: 

このオプションが適用されるのは、
LC のメモリータイプを選択した場
合のみです。

パラメーター設定：Clks/Rd, Byte En

What clocking method would you like
to use?

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

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

‘write’ clocks
• No clock (fully asynchronous)
• Customize clocks for A and B ports

使用するクロッキング方法を指定します。
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パラメーター 選択可能な値 詳細

• Single clock - シングルクロックとクロ
ックイネーブルによってメモリーブロック
のすべてのレジスターが制御されます。

• Dual Clock: use separate ‘input’
and ‘output’ clocks - 入力クロックと
出力クロックによって、メモリーブロックへ
のデータ入力、およびメモリーブロックから
のデータ出力に関連するすべてのレジスタ
ーが制御されます。これには、データ、アド
レス、バイトイネーブル、読み出しイネーブ
ル、および書き込みイネーブルが含まれま
す。

• Dual clock: use separate ‘read’
and ‘write’ clock - 書き込みクロック
によってデータ入力、書き込みアドレス、お
よび書き込みイネーブルレジスターが制御
され、一方で読み出しクロックによってデー
タ出力、読み出しアドレス、および読み出し
イネーブルレジスターが制御されます。

• Dual clock: use separate clocks
for A and B ports - クロック A によっ
てポート A 側のすべてのレジスターが制御
され、クロック B によってポート B 側のす
べてのレジスターが制御されます。また、各
ポートではそれぞれ、ポート A およびポー
ト B レジスターの独立したクロックイネー
ブルをサポートします。

• No clock (fully asynchronous)—
• Customize clocks for A and B

ports—

When you select With two read/
write ports and Customize clocks
for A and B ports clocking method,
the following option is available:
Emulate TDP dual clock mode

— TDP デュアル・クロック・モードをエミュレート
するかどうかを指定します。ポート A へのクロ
ック接続は低速クロックでなければなりませ
ん。ポート B へのクロック接続は高速クロック
でなければなりません。

When you select With one read port
and one write port, the following
option is available:
Create a ‘rden’ read enable signal

— 読み出しイネーブル信号をポート B に対して
作成するかどうかを指定します。

When you select With two read/
write ports, the following option is
available:
Create a ‘rden_a’ and ‘rden_b’ read
enable signals

読み出しイネーブル信号をポート A とポート B
に対して作成するかどうかを指定します。

Create byte enable for port A — バイトイネーブルをポート A と B に対して作
成するかどうかを指定します。入力データをマ
スクする場合はこのオプションをオンにして、
特定のバイト、ニブル、またはデータのビットだ
けが書き込まれるようにします。
バイトイネーブルをポート A とポート B に対し
て有効にするには、データ幅比率は、RAM: 1-
PORT と RAM: 2-PORT Intel FPGA IP コア
に対して 1 または 2 にする必要があります。
バイトイネーブルをポート B に対して作成する
オプションが使用可能なのは、With two
read/write ports オプションを選択した場
合のみです。

Create byte enable for port A —
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パラメーター 選択可能な値 詳細

What is the width of a byte for byte
enables?

• MLAB: 5 or 10
• Other memory block types: 8 or 9
• M20K: 8, 9, or 10

バイトイネーブルのバイト幅を指定します。
このオプションが使用可能なのは、 Create
byte enable for port A および/または
Create byte enable for port B を選択
した場合のみです。

Enable Error Correction Check (ECC) On/Off ECC 機能を有効にするかどうかを指定します。
ECC 機能では、シングル・ビット・エラー、ダブ
ル隣接ビットエラーの訂正と、メモリーの出力
でのトリプル隣接ビットエラーの検出を行いま
す。

Enable ECC Pipeline Registers On/Off 非 ECC モードと同じパフォーマンスを達成す
るために、出力デコーダーの前に ECC パイプ
ライン・レジスターを有効にするかどうかを指
定します。有効にすると 1 サイクルのレイテン
シーが犠牲になります。

Enable ECC Encoder Bypass On/Off ECC エンコーダー・バイパス機能を有効にする
かどうかを指定します。この機能では、パリティ
ービットのメモリーへの選択的挿入を
ccencparity ポートを介して行うことができま
す。

Enable Coherent Read On/Off コヒーレント・メモリー読み出しを使用してコヒ
ーレント読み出し機能を有効にするかどうかを
指定します。この機能により、現在のメモリーコ
ンテンツを読み出し、その内容に基づいた動作
を実行し、同じ場所に同じサイクルで書き戻す
ことができます。

パラメーター設定：Regs/Clkens/Aclrs

Which ports should be registered?
When you select With one read port
and one write port, the following
options are available:
• All write input ports
• raddress port
• q_b port
When you select With two read/
write ports, the following options are
available:
• All write input ports
• raddress port
• q_a port
• q_b port

On/Off 読み出しまたは書き込み入力ポートおよび出
力ポートを登録するかどうかを指定します。

Clock Enables
When you select With one read port
and one write port, the following
option is available:
• Use different clock enables for

registers
• Use clock enable for write input

registers
• Use clock enable for read input

registers
• Use clock enable for output

registers

On/Off クロックイネーブルを読み出しおよび書き込み
レジスターに対して作成するかどうかを指定し
ます。
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パラメーター 選択可能な値 詳細

When you select With two read /
write ports, the following options are
available:
• Use different clock enables for

registers
• Use clock enable for port A input

registers
• Use clock enable for port A output

registers
• Use clock enable for port B input

registers
• Use clock enable for port B output

registers

Addressstalls
When you select With one read port
and one write port, the following
option is available:
• Create a ‘addressstall_a’ input port.

On/Off クロックイネーブルをアドレスレジスターに対
して作成するかどうかを指定します。これらの
ポートを作成して、アドレスレジスターに対す
る追加のアクティブ Low クロックイネーブル
入力として機能させます。

Aclr Options
When you select With one read port
and one write port, the following
option is available:
• q_b port
When you select With two read /
write ports, the following options are
available:
• q_a port
• q_b port

On/Off 非同期クリアポートを登録済みポートに対して
作成するかどうかを指定します。「q_a」および
「q_b」ポートのクリアを aclr ポートによって行
うかどうかを指定します。

Sclr Options
When you select With one read port
and one write port, the following
option is available:
• q_b port
When you select With two read /
write ports, the following options are
available:
• q_a port
• q_b port

On/Off 同期クリアポートを登録済みポートに対して作
成するかどうかを指定します。「q_a」および
「q_b」ポートのクリアを aclr ポートによって行
うかどうかを指定します。

パラメーター設定：Output 1 （このタブが使用可能なのは、読み出しポート 1 つと書き込みポート 1 つを選択した場合のみです。）
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パラメーター 選択可能な値 詳細

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

• New Data
• Old memory contents appear
• I do not care（the outputs will be

undefined）

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

書き込まれたのと同じクロックサイクルの
立ち上がりエッジで使用可能です。

• Old memory contents appear -
RAM 出力による古いデータの反映は、そ
のアドレスで、書き込み動作の処理前に行
われます。

• I do not care - このオプションをオン
にすると、次のメモリー・ブロック・タイプの
うちどれを選択するかによって異なる機能
を持ちます。
— メモリー・ブロック・タイプを Auto、

M20K、またはその他のブロック RAM
に設定すると、 RAM の出力は、Read-
During-Write 動作に対して「don't
care」 または「unknown」の値にな
り、タイミングパスの解析は行われま
せん。

— メモリー・ブロック・タイプを MLAB
(LUTRAM の場合) に設定すると、
RAM の出力は、Read-During-Write
動作に対して「don't care」 または
「unknown」の値になりますが、タイミ
ングパスの解析が行われ、メタスタビ
リティが防止されます。

Do not analyze the timing between
write and read operation. Metastability
issues are prevented by never writing
and reading at the same address at the
same time.

On/Off このオプションをオンにするのは、RAM の出力
を Read-During-Write 動作に対して「don't
care」 または「unknown」の値にし、タイミン
グパスの解析を行わない場合です。このオプシ
ョンが使用可能なのは LUTRAM の場合のみ
で、有効になるのはメモリー・ブロック・タイプを
MLAB に設定したときです。

パラメーター設定：Output 2 (このタブが使用可能なのは 2 つの読み出しポートと書き込みポートを選択した場合のみです。)

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

• New Data
• Old Data

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

書き込まれたのと同じクロックサイクルの
立ち上がりエッジで使用可能です。

• Old Data - RAM 出力による古いデータ
の反映は、そのアドレスで、書き込み動作の
処理前に行われます。

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

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

On/Off このオプションをオンにすると、マスクされたバ
イトで「X」が取得できます。

パラメーター設定 : Mem Init

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

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

content data

メモリーの初期内容を指定します。
メモリーを初期化してゼロにするには、No,
leave it blank. を選択します。
メモリー初期化ファイル (.mif) または 16 進
数 (Intel 形式) ファイル(.hex) を使用する
には、Yes, use this file for the
memory content data を選択します。

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

On/Off —
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パラメーター 選択可能な値 詳細

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

PORT_A, PORT_B 初期コンテンツファイルをメモリー・コンテン
ツ・データに使用することを選択した場合は、フ
ァイルを準拠させる必要があるポートを選択し
ます。

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

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

パラメーター設定 : Performance Optimization

Enable Force to Zero On/Off 読み出しイネーブル信号をディアサートする場
合に、出力をゼロに設定するかどうかを指定し
ます。
この機能を有効にすることでグルーロジックの
パフォーマンスが向上するのは、選択したメモ
リー深度が単一のメモリーブロックよりも大き
い場合です。

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

この表は RAM: 4-PORT Intel FPGA IP コアに対するパラメーターの一覧です。

表 22. RAM: 4-PORT Intel FPGA IP のパラメーター設定

パラメーター 選択可能な値 詳細

パラメーター設定：Widths/Blk Type

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

How wide should the ‘q_b’ output bus be? — 入出力ポートの幅を指定します。

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

Set the maximum block depth to M20K: Auto、512、1024、2048 ワード内の 大ブロック深度を指
定します。

パラメーター設定：Clks/Rd, Byte En

What clocking method would you like to use? Single clock 使用するクロッキング方法を指定
します。
Single clock - シングルクロッ
クおよびクロックイネーブルでは、
メモリーブロックのすべてのレジ
スターを制御します。

Create a ‘rden_a’ and ‘rden_b’ read enable signal — 読み出しイネーブル信号をポート
A とポート B に対して作成するか
どうかを指定します。

What is the width of a byte for byte enables? M20K: 5, 8, 9, 10 バイト・イネーブル・ポートのバイト
幅を指定します。データ入力ポート
の幅はバイトサイズで割り切れる
ものにしてください。

パラメーター設定：Regs/Clkens/Aclrs

Which ports should be registered?
Input registers:

On/Off 読み出しまたは書き込み入出力ポ
ートを登録するかどうかを指定し
ます。
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パラメーター 選択可能な値 詳細

• All write input ports
• ‘raddress’ port
Output registers:
• ‘q_a’ port
• ‘q_b’ port

Use clock enable for input and output registers. On/Off このオプションをオンにして、1 つ
のクロックイネーブル信号を入出
力レジスターに対して作成するか
どうかを指定します。

Create an ‘aclr’ asynchronous clear for the output ports.
• ‘q_a’ port
• ‘q_b’ port

On/Off 非同期クリアポートを出力ポート
に対して作成するかどうかを指定
します。

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

On/Off 非同期クリアポートを出力ポート
に対して作成するかどうかを指定
します。

パラメーター設定：Output 1

How should the ‘q_a’ and ‘q_b’ outputs behave when
reading a memory location that is being written from the
other port?
The output of port A will be ‘NEW’ while the output of port B
will be ‘OLD’

On/Off Read-During-Write 発生時の出
力動作を指定します。

パラメーター設定：Output 2

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

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

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

パラメーター設定 : Mem Init

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

memory content data

初期メモリーコンテンツを指定し
ます。
メモリーを初期化してゼロにする
には、No, leave it blank. を
選択します。
メモリー初期化ファイル (.mif)
または 16 進数 ( Intel 形式) フ
ァイル(.hex) を使用するには、
Yes, use this file for the
memory content data を選
択します。

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

On/Off —

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

PORT_A, PORT_B 初期コンテンツファイルをメモリ
ー・コンテンツ・データに使用する
ことを選択した場合は、ファイルを
準拠させる必要があるポートを選
択します。
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パラメーター 選択可能な値 詳細

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

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

パラメーター設定 : Performance Optimization

Enable Force-to-Zero On/Off リードイネーブル信号をディアサ
ートする場合に、出力をゼロに設
定するかどうかを指定します。
この機能を有効にすることでグル
ーロジックのパフォーマンスが向
上するのは、選択したメモリー深
度が単一のメモリーブロックより
も大きい場合です。

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

この表は、RAM: 1-PORT Intel FPGA IP コアに対するパラメーターの一覧です。

表 23. RAM: 1-PORT Intel FPGA IP のパラメーター設定

パラメーター 選択可能な値 詳細

パラメーター設定 : General Page

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

How many words of memory? — トランシーバー数を指定します。

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

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

2048

ワード内の 大ブロック深度を指
定します。

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

‘input’ and ‘output’ clocks

使用するクロッキング方法を指定
します。
• Single clock - シングルク

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

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

パラメーター設定：Regs/Clkens/Aclrs

Which ports should be registered? On/Off 入力および出力ポートを登録する
かどうかを指定します。
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パラメーター 選択可能な値 詳細

The following options are available:
• ‘address’ input port
• ‘q’ output port

Use clock enable for port A input registers On/Off クロックイネーブルをポート A 入
力レジスターに対して使用するか
どうかを指定します。

Use clock enable for port A output registers On/Off クロックイネーブルをポート A 出
力レジスターに対して使用するか
どうかを指定します。

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

Create an ‘aclr’ asynchronous clear for the registered ports.
The following option is available:
• ‘q’ port

On/Off 登録済みポートが非同期クリアポ
ートの影響を受けるかどうかを指
定します。

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

On/Off q ポートが同期クリアポートの影
響を受けるかどうかを指定します。

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

パラメーター設定：Mem Init

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

memory content data

初期メモリーコンテンツを指定し
ます。
ROM モードでは、メモリー初期化
ファイル (.mif) または 16 進数
(Intel 形式) ファイル (.hex) を
指定してください。Yes, use
this file for the memory
content data オプションは、デ
フォルトでオンになっています。

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

PORT_A メモリー・コンテンツ・データの初
期コンテンツファイルはポート A
にのみ準拠します。

Allow In-System Memory Content Editor to capture and
update content independently of the system clock

On/Off In-System Memory Content
Editor でコンテンツのキャプチャ
と更新がシステムクロックに関わ
らずできるようにするかどうかを
指定します。

The ‘Instance ID’ of this ROM is NONE ROM ID を指定します。

パラメーター設定 : Performance Optimization

Enable Force-to-Zero On/Off リードイネーブル信号をディアサ
ートする場合に、出力をゼロに設
定するかどうかを指定します。
この機能を有効にすることでグル
ーロジックのパフォーマンスが向
上するのは、選択したメモリー深
度が単一のメモリーブロックより
も大きい場合です。
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4.1.5. ROM: 2-PORT Intel FPGA IP のパラメーター

この表は、RAM: 2-PORT Intel FPGA IPI コアに対するパラメーターの一覧です。

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

パラメーター 選択可能な値 詳細

パラメーター設定：Widths/Blk Type

How do you want to specify the memory size? • As a number of words
• As a number of bits

メモリー容量の指定をワードかビ
ットのどちらでするかを決定しま
す。

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

32768、および 65536

ワード数を指定します。

Use different data widths on different ports On/Off 異なるポートで異なるデータ幅を
使用するかどうかを指定します。

How wide should the ‘q_a’ output bus be? — 「q_a」および「q_b」出力ポートの
幅を指定します。

How wide should the ‘q_b’ output bus be?

RAM block type Auto、M20K メモリーブロックのタイプを指定
します。選択できるメモリーブロッ
クのタイプは、ターゲットのデバイ
スによって異なります。

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

ワード内の 大ブロック深度を指
定します。Auto をメモリー・ブロ
ック・タイプとして選択する場合に
のみ、このオプションが有効化され
ます。

パラメーター設定：Clks/Rd, Byte En

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

‘input’ and ‘output’
clocks

• Customize clocks for A
and B ports

使用するクロッキング方法を指定
します。
• Single clock - シングルク

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

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

• Customize clocks for A
and B ports - クロック A
ではポート A 側のすべてのレ
ジスターを制御します。クロッ
ク B ではポート B 側のすべて
のレジスターを制御します。各
ポートではまた、独立クロック
イネーブルのサポートをそれ
ぞれポート A とポート B の両
方のレジスターに対して行い
ます。
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パラメーター 選択可能な値 詳細

Create a ‘rden_a’ and ‘rden_b’ read enable signal On/Off 読み出しイネーブル信号を作成す
るかどうかを指定します。

パラメーター設定：Regs/Clkens/Aclrs

Which ports should be registered?
Read output ports

On/Off 読み出し出力ポートを登録するか
どうかを指定します。

‘q_a’ port On/Off 「q_a」出力ポートを登録するかど
うかを指定します。

‘q_b’ port On/Off 「q_b」出力ポートを登録するかど
うかを指定します。

Use clock enable for port A input registers On/Off クロックイネーブルをポート A 入
力レジスターに対して使用するか
どうかを指定します。

Use clock enable for port A output registers On/Off クロックイネーブルをポート A 出
力レジスターに対して使用するか
どうかを指定します。

Use clock enable for port A input registers On/Off クロックイネーブルをポート B 入
力レジスターに対して使用するか
どうかを指定します。

Use clock enable for port A output registers On/Off クロックイネーブルをポート B 出
力レジスターに対して使用するか
どうかを指定します。

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

On/Off 登録済みポートが非同期クリアポ
ートによってクリアされるかどうか
を指定します。

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

On/Off 登録済みポートが非同期クリアポ
ートによってクリアされるかどうか
を指定します。

パラメーター設定：Mem Init

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

memory content data

メモリーの初期コンテンツを指定
します。
ROM モードでは、メモリー初期化
ファイル (.mif) または 16 進数
( Intel 形式) ファイル (.hex)
を指定してください。Yes, use
this file for the memory
content data オプションは、デ
フォルトでオンになっています。

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

• PORT_A
• PORT_B

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

パラメーター設定 : Performance Optimization

Enable Force-to-Zero On/Off 読み出しイネーブル信号をディア
サートする場合に、出力をゼロに
設定するかどうかを指定します。
この機能を有効にすることでグル
ーロジックのパフォーマンスが向
上するのは、選択したメモリー深
度が単一のメモリーブロックより
も大きい場合です。
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4.1.6. RAM および ROM インターフェイス信号

表 25. インテル Stratix 10 RAM および ROM Intel FPGA IP コアのインターフェイス信号

信号 入力/出力 要/不要 詳細

data_a 入力 任意 メモリーのポート A へのデータ入力。
data_a ポートはすべての RAM 動作モードに必要です。
• SINGLE_PORT

• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT

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

address2_a 入力 要
(シンプル・クワッドポート

用)

メモリーのポート A の読み出しアドレス入力。
The address2_a 信号が必要なのは、 operation_mode パラメー
ターが QUAD_PORT に設定されている場合です。

wren_a 入力 任意 address_a ポートの書き込みイネーブル入力。
wren_a 信号はすべての RAM 動作モードに必要です。
• SINGLE_PORT

• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT

rden_a 入力 任意 address_a ポートの読み出しイネーブル入力。 rden_a 信号のサポ
ートは、選択したメモリーモードとメモリーブロックに応じて提供されま
す。

byteena_a 入力 任意 ポートをマスクするためのバイトイネーブル入力。これにより、データの特
定のバイト、ニブル、またはビットのみが書き込まれます。byteena_a ポ
ートは次の条件ではサポートされません。
• implement_in_les パラメーターの設定が ON の場合
• operation_mode パラメーターの設定が ROM の場合

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

q_a 出力 要 メモリーのポート A からのデータ出力。q_a ポートが必要なのは、
operation_mode パラメーターを次のいずれかの値に設定した場合
です。
• SINGLE_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT

• ROM

q_a ポートの幅は、 data_a ポートの幅と等しいものである必要があり
ます。

data_b 入力 任意 メモリーのポート B へのデータ入力。data_b ポートが必要なのは、
operation_mode パラメーターを BIDIR_DUAL_PORT に設定し
た場合です。

address_b 入力 任意 メモリーのポート B へのアドレス入力。 address_b ポートが必要なの
は、 operation_mode パラメーターを次の値に設定した場合です。
• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT
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信号 入力/出力 要/不要 詳細

address2_b 入力 要
(シンプル・クワッドポート

用)

メモリーのポート B のアドレス入力を読み出します。 address2_b 信
号が必要なのは、 operation_mode パラメーターを QUAD_PORT
に設定した場合です。

wren_b 入力 要 address_b ポートの書き込みイネーブル入力。
wren_b ポートが必要なのは、 operation_mode を
BIDIR_DUAL_PORT に設定した場合です。

rden_b 入力 任意 address_b ポートの読み出しイネーブル入力。 rden_b ポートのサ
ポートは、選択したメモリーモードとメモリーブロックに応じて提供されま
す。

byteena_b 入力 任意 バイトイネーブル入力。 data_b ポートをマスクすることによって、デー
タの特定のバイト、ニブル、またはビットのみが書き込まれます。
byteena_b ポートは次の条件ではサポートされません。
• implement_in_les parameter の設定が ON の場合
• operation_mode parameter の設定が SINGLE_PORT、

DUAL_PORT、または ROM の場合

q_b 出力 要 メモリーのポート B からのデータ出力。 q_b ポートが必要なのは、
operation_mode を次の値のいずれかに設定した場合です。
• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

• QUAD_PORT

q_b ポートの幅は、 data_b ポートの幅と等しいものである必要があり
ます。

clock0 入力 要 次の説明は、どのメモリークロックを clock0 ポートに接続する必要が
あるのか、また、異なるクロッキング・モードでのポート同期についてです。
• シングルクロック : シングル・ソース・クロックを clock0 ポートに

接続します。登録済みポートはすべて、同じソースクロックで同期化さ
れます。

• 読み出し/書き込み : 書き込みクロックを clock0 ポートに接続し
ます。 data_a ポート、 address_a ポート、 wren_a ポート、お
よび byteena_a ポートなどの書き込み動作に関連する登録済みポ
ートはすべて、書き込みクロックで同期化されます。

• 入力/出力 : 入力クロックを clock0 ポートに接続します。登録済み
入力ポートはすべて、入力クロックで同期化されます。

• 独立クロック : ポート A クロックを clock0 ポートに接続します。
ポート A の登録済み入出力ポートはすべて、ポート A クロックで同期
化されます。

clock1 入力 任意 次の説明は、どのメモリークロックを clock1 ポートに接続する必要が
あるのか、また、異なるクロッキング・モードでのポート同期についてです。
• シングルクロック : 該当なし。登録済みポートはすべて、 clock0 で

同期化されます。
• 読み出し/書き込み : 読み出しクロックを clock1 ポートに接続し

ます。 address_b ポートや rden_b ポートなどの読み出し動作に
関連する登録済みポートはすべて、読み出しクロックで同期化されま
す。

• 入力/出力 : 出力クロックを clock1 ポートに接続します。登録済み
出力ポートはすべて、出力クロックで同期化されます。

• 独立クロック : ポート B クロックを clock1 ポートに接続します。
ポート B の登録済み入出力ポートはすべて、ポート B クロックで同期
化されます。

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

clocken1 入力 任意 clock1 ポートのクロックイネーブル入力。
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信号 入力/出力 要/不要 詳細

eccstatus 出力 任意 ビット幅のエラー訂正ステータスポート。メモリーから読み出されたデータ
に、訂正ありのシングルビットのエラー、訂正なしの致命的エラー、または
エラーなしビットが発生するかどうかを示します。
eccstatus ポートがサポートされるのは、次の条件がすべて満たされ
る場合です。
• operation_mode パラメーターの設定が DUAL_PORT になって

いる
• ram_block_type パラメーターの設定が M20K になっている
• width_a および width_b パラメーターが同じ値である
• バイトイネーブルを使用していない

eccencbypass 入力 任意 このポートがアクティブなとき、 パリティービットの挿入を
eccencparity ポートによって行うことができます。アクティブでない
とき、パリティービットの生成には内部の ecc エンコーダーが使用されま
す。このポートが使用できるのは、 enable_ecc_encoder_bypass
が「TRUE」に設定されている場合のみです。

eccencparity 入力 任意 eccencbypass がアクティブなとき、8 ビットパリティーの挿入を
eccencparity ポートによって行うことができます。このポートが使用
できるのは、 enable_ecc_encoder_bypass が「TRUE」に設定さ
れている場合のみです。

data 入力 要 メモリーへのデータ入力。data ポートが必要とされ、幅は q ポートの幅と
等しいものである必要があります。

wraddress 入力 要 メモリーへの書き込みアドレス入力。

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

rdaddress 入力 必要 メモリーへの読み出しアドレス入力。

rden 入力 任意 rdaddress ポートの読み出しイネーブル入力。

byteena 入力 任意 バイトイネーブル入力。データポートをマスクすることによってデータ特定
のバイト、ニブル、またはビットのみが書き込まれます。 インテル Stratix
10 デバイスでのサポートが提供されるのは、 ram_block_type パラ
メーターの設定が MLAB のときです。

wraddressstall 入力 任意 ライト・アドレス・クロック・イネーブル入力。 wraddress ポートが High
の間、 wraddressstall ポートの以前のアドレスを保持します。

rdaddressstall 入力 任意 リード・アドレス・クロック・イネーブル入力。 rdaddress ポートが High
の間、 rdaddressstall ポートの以前のアドレスを保持します。

q 出力 要 メモリーからのデータ出力。

inclock 入力 要 次の説明は、どのメモリークロックを inclock ポートに接続する必要が
あるのか、また異なるクロックモードでのポート同期についてです。
• シングルクロック : シングル・ソース・クロックを inclock ポートと

outclock ポートに接続します。登録済みポートはすべて、同じソー
スクロックで同期化されます。

• 読み出し/書き込み : 書き込みクロックを inclock ポートに接続
します。 data ポート、 wraddress ポート、 wren ポート、
byteena ポートなどの書き込み動作に関連する登録済みポートは
すべて、書き込みクロックで同期化されます。

• 入力/出力 : 入力クロックを inclock ポートに接続します。登録済
み入力ポートはすべて、入力クロックで同期化されます。

outclock 入力 要 次の説明は、どのメモリークロックを outclock ポートに接続する必要
があるのか、また異なるクロックモードでのポート同期についてです。
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信号 入力/出力 要/不要 詳細

• シングルクロック : シングル・ソース・クロックを inclock ポートと
outclock ポートに接続します。登録済みポートはすべて、同じソー
スクロックで同期化されます。

• 読み出し/書き込み : 読み出しクロックを outclock ポートに接続
します。 rdaddress ポートおよび rdren ポートは読み出しクロ
ックで同期化されます。

• 入力/出力 : 出力クロックを outclock ポートに接続します。登録
済み q ポートは出力クロックで同期化されます。

inclocken 入力 任意 inclock ポートのクロックイネーブル入力。

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

aclr 入力 任意 登録済み出力ポートを非同期クリアします。非同期クリアの登録済みポー
トへの影響の制御は、 outdata_aclr_a や outdata_aclr_b な
どの対応する非同期クリア・パラメーターを介して行うことができます。

sclr 入力 任意 出力ポートを同期クリアします。同期クリアの登録済みポートへの影響の
制御は、 outdata_sclr_a and outdata_sclr_b などの対応す
る同期クリア・パラメーターを介して行うことができます。

4.1.7. 手動によるパラメーター設定の変更

IP コアの生成を IP Parameter Editor を使用して行ったら、このフローを使用して、パラメーター設定
の変更が指定したメモリーモード内でできます。ただし、メモリーモードを変更するには、IP Parameter
Editor を使用して IP コアのコンフィグレーションと再生成を行います。

次の手順に従ってパラメーター設定を手動で変更してください。

1. Verilog デザインファイルに移動します。 <project directory>/<project name_software
version>/synth/<projectName_coreName_QuartusVersion_random>.v に移動し
ます。

2. デザインファイルのパラメーター設定を変更します。必ず、有効なパラメーター値のみをパラメータ
ーと信号の項で指定されているとおりに使用してください。そうしないと、コンパイルエラーが発生
します。

3. デザインの合成をインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで行います。

たとえば、次のコードで ECC 機能を有効にし、初期化ファイルを指定します。

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

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

altera_syncram_component.enable_ecc = "FALSE",
altera_syncram_component.ecc_pipeline_stage_enabled = "FALSE",
altera_syncram_component.init_file = "mif2.mif",
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4.1.7.1.  RAM および ROM のパラメーター設定

表 26. altera_syncram のパラメーター
パラメーター・リストを使用してデザインファイルを手動で編集してください。

パラメーター名 選択可能な値 詳細

operation_mode SINGLE_PORT
DUAL_PORT

BIDIR_DUAL_PORT
QUAD_PORT

ROM

メモリーブロックの動作モード。

WIDTH_A — ポート A のデータ幅。

widthad_a — ポート A のアドレス幅。

widthad2_a ポート A のアドレス 2 幅。

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

outdata_reg_a UNREGISTERED
CLOCK1
CLOCK0

ポート A のデータ出力レジスター用クロック。

outdata_aclr_a NONE
CLEAR1
CLEAR0

ポート A のデータ出力レジスターの非同期クリア。
outdata_reg_a パラメーターの設定が
UNREGISTERED の場合、このパラメーターによって
出力ラッチのクリア・パラメーターが指定されます。

outdata_sclr_a NONE
SCLEAR

ポート A のデータ出力レジスターの同期クリア。
outdata_reg_a パラメーターの設定が NONE の
場合、このパラメーターによって出力ラッチのクリア・パラ
メーターが指定されます。

width_byteena_a — ポート A のバイトイネーブル・バスの幅。この幅は、
width_a をバイトサイズで割った値に等しくなければ
なりません。デフォルト値の 1 が可能なのは、バイトイネ
ーブルが使用されていない場合のみです。

WIDTH_B — ポート B のデータ幅。

widthad_b — ポート B のアドレス幅。

widthad2_b — ポート B のアドレス 2 幅。

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

outdata_reg_b UNREGISTERED
CLOCK1
CLOCK0

ポート B のデータ出力レジスター用クロック。

indata_reg_b CLOCK1
CLOCK0

ポート B のデータ入力レジスター用クロック。

address_reg_b CLOCK1
CLOCK0

ポート B のアドレスレジスター用クロック。

byteena_reg_b CLOCK1
CLOCK0

ポート B のバイトイネーブル・レジスター用クロック。

outdata_aclr_b NONE
CLEAR1
CLEAR0

ポート B のデータ出力レジスターの同期クリア。
outdata_reg_a パラメーターの設定が
UNREGISTERED の場合、このパラメーターによって
出力ラッチのクリア・パラメーターが指定されます。
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パラメーター名 選択可能な値 詳細

outdata_sclr_b NONE
SCLEAR

ポート B のデータ出力レジスターの同期クリア。
outdata_reg_a パラメーターの設定が NONE の
場合、このパラメーターによって出力ラッチのクリア・パラ
メーターが指定されます。

width_byteena_b — ポート B のバイトイネーブル・バスの幅。この幅は、
width_b をバイトサイズで割った値に等しくなければ
なりません。デフォルト値の 1 が可能なのは、バイトイネ
ーブルが使用されていない場合のみです。

ram_block_type M20K
MLAB
AUTO

メモリーブロックのタイプ。

byte_size 5
8
9

10

バイトイネーブル・モードのバイトサイズ。

read_during_write_mode_mixed_
ports

DONT_CARE
CONSTRAINT_DONT_CARE

NEW_DATA
OLD_DATA

NEW_A_OLD_B

Read-During-Write モードの動作。
• デフォルト値は DONT_CARE です。
• NEW_DATA の値がサポートされるのは、読み出し

アドレスと出力データの登録が、書き込みクロックに
よって LUTRAM モードでされている場合のみです。

• CONSTRAINED_DONT_CARE の値がサポー
トされているのは LUTRAM モードでのみです。

• NEW_A_OLD_B の値がサポートされているの
は、 operation_mode パラメーターが
QUAD_PORT に設定されている場合のみです。

init_file *.mif
*.hex

初期化ファイル。

init_file_layout PORT_A
PORT_B

出力ファイルのレイアウト。

maximum_depth — メモリー・ブロック・スライスの深度。

clock_enable_input_a NORMAL
BYPASS

ポート A の入力レジスター用クロックイネーブル。

clock_enable_output_a NORMAL
BYPASS

ポート A の出力レジスター用クロックイネーブル。

clock_enable_input_b NORMAL
BYPASS

ポート B の入力レジスター用クロックイネーブル。

clock_enable_output_b NORMAL
BYPASS

ポート B の出力レジスター用クロックイネーブル。

read_during_write_mode_port_a NEW_DATA_NO_NBE_READ
NEW_DATA_WITH_NBE_RE

AD
OLD_DATA

DONT_CARE

ポート A の Read-During-Write 動作。

read_during_write_mode_port_b NEW_DATA_NO_NBE_READ
NEW_DATA_WITH_NBE_RE

AD
OLD_DATA

DONT_CARE

ポート B の Read-During-Write 動作。

ENABLE_ECC TRUE ECC 機能を有効または無効にします。
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パラメーター名 選択可能な値 詳細

FALSE

ecc_pipeline_stage_enabled TRUE
FALSE

• 出力デコーダーの前に ECC Pipeline Registers を
有効にするかどうかを指定し、非 ECC モードと同じ
パフォーマンスの達成を図ります。1 サイクルのレイ
テンシーが犠牲になります。

• パラメーター enable_ecc の設定を TRUE にす
るのは、このパラメーターが TRUE に設定されてい
る場合です。

• パラメーター outdata_reg_b の設定を TRUE
にできないのは、このパラメーターが TRUE に設定
されている場合です。

• デフォルト値は FALSE です。

enable_coherent_read TRUE
FALSE

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

enable_force_to_zero TRUE
FALSE

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

width_eccencparity 8 Eccencparity 信号の幅。

4.2. eSRAM Intel FPGA IP

ネイティブ eSRAM Intel FPGA IP コアの基本ビルディング・ブロックであるバンクは、2K x 72 ビット
の SRAM ブロックの配列で構成されています。

42 個の eSRAM バンクが結合してチャネルを形成します。

図 -26: eSRAM チャネル
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8 つのメモリーチャネルが結合して eSRAM システムを形成します。
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図 -27: eSRAM システム
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関連情報
インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーのコンフィグレーション (26 ページ)

4.2.1. eSRAM システムの機能

eSRAM システムで提供される機能は、同時読み出し/書き込み要求処理、データの整合性および一貫
性の確保、電力効率の 大化です。

所与の eSRAM システムでは、750 MHz の 大周波数を達成することができます。使用可能な
eSRAM システムの数は、使用中のインテル Stratix 10 デバイスにより異なります。

eSRAM システム内の各メモリーチャネルには書き込みポート 1 つと読み出しポート 1 つがあり、それ
によって同時読み出し/書き込み要求の処理がされます。各チャネルからアクセスするのはそれぞれのバ
ンクに対してのみなので、各チャネルは隣接するチャネルから独立していることが保証されます。

eSRAM システムの誤り訂正コード (ECC) を有効にすると、ユーザーがアクセスできるデータ容量が犠
牲になります。ECC によるデータ整合性の向上には、書き込みデータのエンコードを拡張 Hamming コ
ードを使用して行い、読み出しデータのデコードを Single-bit Error Correction, Double-bit Error
Detection (SECDED) に対して行います。書き込みレイテンシーと読み出しレイテンシーは、ECC が
有効か無効かにかかわらず同じです。

データ・コヒーレンシ機能は Write Forwarding と呼ばれ、これを使用すると、同時書き込み/読み出し
アクセス処理を同じ eSRAM メモリー位置に対して行うことができます。書き込みポートの書き込みデ
ータは読み出しポートに転送され、ターゲット SRAM バンクからは読み出されません。書き込みデータ
はターゲットの eSRAM バンクに書き込まれます。

低電力モードでは、静的電力の節約が 1 クロックサイクルのコストでできます。また、各チャネルによる
未使用バンクのパワーダウンによって、電力をさらに節約できます。
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eSRAM システムに含まれる PLL では、eSRAM 動作に必要なクロックドメインをネイティブ駆動しま
す。

45°
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TVCO = PLL serial clock period
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4.2.1.1. eSRAM の仕様

次の表では eSRAM Intel FPGA IP コアの仕様をまとめています。

表 27. eSRAM の仕様

機能 詳細 値 詳細

クロック周波数(5)
-1
-2
-3

200 MHz - 750 MHz
200 MHz - 640 MHz
200 MHz - 500 MHz (6)

—

バンク容量
ECC なし
DPA あり

144 Kb
128 Kb

各バンクは (2048) 2K x 72 ビ
ットです

チャンネルあたりのバンク — 42 —

チャネル容量
ECC なし
DPA あり

5.90625 Mb
5.25 Mb

—

eSRAM あたりのチャネル — 8 —

eSRAM 容量
ECC なし
DPA あり

47.25 Mb
42 Mb

—

インターフェイス・データ幅
ECC なし
DPA あり

x72
x64 大幅

continued...   

(5) eSRAM の入力クロックソースは、ピークツーピークで 20 ps、つまり 1e-12 BER で 1.42 ps RMS、1e-16
BER で 1.22 ps を超えてはなりません。

(6) Speed Grade 3 デバイスでは、次のクロック周波数はサポートされていません。
• 466.51 MHz - 499.99 MHz
• 233.26 MHz - 249.99 MHz
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機能 詳細 値 詳細

読み出しレイテンシー(7) Normal
Low Power

10 +2 (8) 
11 + 2
(8)

このレイテンシーは、ECC が有効
か無効かにかかわらず固定です。

読み出しレイテンシー — 0 +1 fn_latency(9)
書き込みコマンドのゼロ・サイク
ル・レイテンシーが SRAM に対し
て発行されます。

電力 (eSRAM システムあたり)
工業用
拡張

1.15 W - 1.5 W
2.28 W - 3.31 W

Low Power モードから Normal
モードへ。

4.2.1.2. eSRAM 使用モデル

eSRAM コンフィグレーションは、FPGA コンフィグレーション後はスタティックと見なされます。
eSRAM のリコンフィグレーションはユーザーモードに入った後はできません。

8 つのメモリーチャネルすべてに備えられたインターフェイスは、共有する 3 つのファブリック・セクター
に対するものです。フィッターでは、どのセクターでコアロジックとインターフェイス接続するかを選択し
ます。これは、セクターすべてが各 eSRAM で使用可能ではないからです。

リファレンス・クロック (refclk) では LVDS 規格のみをサポートしています。インスタンスの割り当て
を設定するときは、 refclk に対して正しい規格を使用してください。インスタンスの割り当ての設定
には、 refclk に対して正しい規格を使用する必要があります。

set_instance_assignment -name IO_STANDARD LVDS -to refclk

(7) 読み出しレイテンシーの測定は、インターフェイスに送信される読み出しコマンドから、戻される有効な読み出し
データまでです。

(8) +2 が読み出しレイテンシーに追加されます。eSRAM とインターフェイス接続するレジスターで配線およびタイ
ミングの要件を満たすことが必要なためです。

(9) +1 が読み出しレイテンシーに追加されます。eSRAM とインターフェイス接続するレジスターで配線およびタイ
ミングの要件を満たすことが必要なためです。
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図 -28: コアロジックを備えた eSRAM インターフェイス
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Core Fabric

大 17 個のアドレスビットが使用可能です。アドレスビット [10：0] は 11 ビットで、バンク内の 2K
エントリーをターゲットにするために使用されます。アドレスビット [16:11] は 6 ビットで、チャネル内
の特定のバンクをターゲットにするために使用されます。1 つのチャネルにはバンクが 42 個しかないた
め、ターゲットにできるしきい値アドレスは [16:11] = 6'b101001（0 番目のバンクに対して 41 番
目のバンク）です。

注意: eSRAM ビットのリセットはユーザーモード中はできないため、リセット要件はありません。

8 つの各メモリーチャネルは eSRAM を構成し、未使用のバンクをパワーダウンさせることができます。
ユーザー側で、eSRAM Intel FPGA IP コア内の希望の容量を選択しなければなりません。これは、未使
用のバンクのコアはデフォルトでパワーダウンされているためです。

4.2.2. eSRAM Intel FPGA IP のパラメーター

このパラメータを使用すると、実装したいチャンネルの選択ができます。

表 28. eSRAM Intel FPGA IP Parameter Editor : General タブ

パラメーター 選択可能な値 詳細

インターフェイス

Interface On/Off eSRAM に対して有効にするチャネルを指定し
ます。1 つの eSRAM あたり 8 チャネルありま
す。

continued...   
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パラメーター 選択可能な値 詳細

• Enable Channel 0
• Enable Channel 1
• Enable Channel 2
• Enable Channel 3
• Enable Channel 4
• Enable Channel 5
• Enable Channel 6
• Enable Channel 7

• Enable Channel 0 - このオプションに
よって eSRAM のチャネル 0 が有効になり
ます。

• Enable Channel 1 - このオプションに
よって eSRAM のチャネル 1 が有効になり
ます。

• Enable Channel 2 - このオプションに
よって eSRAM のチャネル 2 が有効になり
ます。

• Enable Channel 3 - このオプションに
よって eSRAM のチャネル 3 が有効になり
ます。

• Enable Channel 4 - このオプションに
よって eSRAM のチャネル 4 が有効になり
ます。

• Enable Channel 5 - このオプションに
よって eSRAM のチャネル 5 が有効になり
ます。

• Enable Channel 6 - このオプションに
よって eSRAM のチャネル 6 が有効になり
ます。

• Enable Channel 7 - このオプションに
よって eSRAM のチャネル 7 が有効になり
ます。

PLL

PLL Reference Clock Frequency — PLL 基準クロック周波数の指定を eSRAM
PLL に対して行います。有効範囲はどのデバイ
スのスピードグレードでも 10 - 325 MHz で
す。

PLL Desired Clock Frequency — PLL の希望出力クロック周波数を指定します。
これは eSRAM に対する周波数です。有効範囲
は 200 - 750 MHz で、お使いのデバイスのス
ピードグレードによって異なります。

表 29. eSRAM Intel FPGA IP コア Parameter Editor : Channel タブ

パラメーター 選択可能な値 詳細

チャネル幅と深度

How wide should the data bus be? — データバス幅を指定します。
• Normal モード : 1 から 72 ビット
• ECC のみ有効 : 1 から 64 ビット
• ECC と ECC Encoder and Decoder

Bypass 両方が有効 : 72 ビットのみ

How many words of memory? — 42 個の使用可能なバンクの内、使用するメモ
リーバンクの数を eSRAM チャネルごとに指定
します。バンクは 2048 ワード単位で指定さ
れ、各 2048 ワードは 1 バンクに相当します。
指定したバンク数によってユーザーが使用でき
るアドレス幅が決まります。使用されていない
バンクでは電源がオフになっており、パラメー
ター設定後のアクティベートはできません。
注
意: 

有効になっていないバンクの処理を試
みると、結果のデータはランダムにな
り、値なしになります。

チャネル機能
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パラメーター 選択可能な値 詳細

Enable ECC Encoder and Decoder On/Off ECC エンコーダーおよびデコーダーを有効に
します。これは、eSRAM への書き込みおよび
eSRAM からの読み出しデータの整合性の維
持に役立ちます。
注
意: 

ECC エンコーダーおよびデコーダーを
有効にすると、 大データバス幅が減少
し、72 ビットから 64 ビットになります。
この 8 ビットの差は、ECC エンコーダー
およびデコーダーによって必要とされる
パリティー計算に使用されます。

Enable Dynamic ECC Encoder and
Decoder Bypass

On/Off ユーザーが ECC エンコーダーやデコーダーを
動的にバイパスすることができるように、
eccencbypass または eccdecbypass
をアサートします。この機能はデバッグ目的に
役立ちます。

Enable Write Forwarding On/Off 書き込み転送を有効にします。これにより、
eSRAM 内の同じアドレスへの書き込みおよび
読み出し時のデータの一貫性が保証されます。
書き込み転送では、書き込みポート上に存在す
るデータを取り出し、読み出しポートに読み出
しデータとして転送します。
書き込み転送された読み出しデータに必要な
時間は、通常の読み出しと同じです。読み出し
ロジックではターゲットアドレスに格納されて
いるデータは使用しませんが、それでもそのデ
ータはアドレスに書き込まれます。

Enable Low Power Mode On/Off Low Power モードを有効にして消費電力を削
減します。そのために、すべての eSRAM メモリ
ーバンクをライトスリープ状態にします。バンク
がアクセスのターゲットになっている場合、そ
の起動はアクセスの 1 サイクル前に行われま
す。バンクがスリープ状態に戻るのはアクセス
完了後です。
Low Power モードではメモリーバンクの内容
は変更されません。Low Power モードの欠点
の 1 つは、読み出しレイテンシーが増えて、
10+2 から 11+2 になることです。

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

次の表は、eSRAM Intel FPGA IP インターフェイスの入出力信号の一覧です。

表 30. eSRAM Intel FPGA IP 入出力信号

信号 入力/出力 幅 詳細

refclk 入力 1 PLL リファレンス・クロックが提供されます。

esram2f_clk 出力 1 eSRAM からファブリックに提供されるコアクロ
ック。このクロックを使用して、eSRAM とインタ
ーフェイス接続するコアロジックを駆動します。そ
れ以外の場合は、適切な相互クロックドメイン回
路が想定されます。

c<channel_number>_data_0 入力 1-72 • クリア・チャネル・データの場合は 72、または
• ECC が有効な場合は 64、または
• ECC Bypass が有効な場合は 72、データ

(data [71:64]) の MSB ( 上位ビット)
によってパリティービットが表されます。
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信号 入力/出力 幅 詳細

c<channel_number>_wraddress_0 入力 17-11
の範囲

メモリーの書き込みアドレス。チャネル内で有効
になっているバンクの数によって異なります。
注
意: 

無効なアドレスに書き込んでも何も起こ
りません。ターゲットのバンクに電源が入
っていないためです。

c<channel_number>_wren_n_0 入力 1 wraddress ポートのアクティブ Low のライト
イネーブル入力。

c<channel_number>_rdaddress_0 入力 17-11
の範囲

メモリーの読み出しアドレス。チャネル内で有効
になっているバンクの数によって異なります。
注
意: 

無効なアドレスからの読み出しを試みる
と、返されるデータはランダムであり、値
なしになります。

c<channel_number>_rden_n_0 入力 1 wraddress ポートのアクティブ Low リードイ
ネーブル入力。

c<channel_number>_q_0 出力 72 または 64 • クリア・チャネル・データの場合は 72、または
• ECC が有効な場合は 64、または
• ECC Bypass が有効な場合は 72、出力

(q[71:64]) の MSB によってパリティービ
ットが表されます。

ECC イネーブルド

c<channel_number>_error_detect_
0

出力 1 アサートされるのは、ECC エラーが eSRAM から
取得した読み出しデータで発生したときです。

c<channel_number>_error_correct
_0

出力 1 アサートされるのは、ECC エラーが正常に訂正さ
れたときです。メモリーコンテンツの更新は、訂
正されたデータではされません。

ダイナミック ECC バイパス・イネーブルド

c<channel_number>_eccencbypass_
0

入力 1 ECC Encoder の動的バイパスを行います。この
ポートは、アクティブのとき、パリティービットの
挿入を 8 ビット MSB を通してデータポート
(c<channel_number>_data_0[71:64
]) から行うことができます。非アクティブの場
合、パリティービットの生成は、内部 ECC エンコ
ーダーを使用して行われます。このポートが使用
できるのは、
c<channel_number>_ecc_byp_enabl
e パラメーターが「TRUE」に設定されている場
合のみです。

c<channel_number>_eccdecbypass_
0

入力 1 ECC Decoder の動的バイパスを行います。出力
ポート
(c<channel_number>_q_0[73:64])
からの 8 ビット MSB はパリティービットを表し
ます。パリティービットはチェックされず、
c<channel_number>_error_detect_
0 および
c<channel_number>_error_correct
_0 信号はアサートされません。このポートが使
用できるのは、
c<channel_number>_ecc_byp_enabl
e パラメーターが「TRUE」に設定されている場
合のみです。
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信号 入力/出力 幅 詳細

追加オプション

c<channel_number>_sd_n_0 入力 1 アクティブ Low 信号。チャネルの動的シャットダ
ウンを行うこの信号によって、チャネル内のバン
クのペリフェラル (アクティブ Low) およびメモ
リーコアへの電力が遮断されます。このときメモ
リーデータは保持されません。
eSRAM システムで使用するチャネル数を選択す
ると静的シャットダウンが行われるチャネルのほ
かに、実行時にチャネルの動的シャットダウンを
行うこともできます。
注意: メモリーコンテンツの保持は、チャネルの

シャットダウン時は行われません。

iopll_lock2core 出力 1 eSRAM IOPLL ロックステータス。
• High - ロック
• Low - ロック解除またはロック喪失。

4.2.4. eSRAM Intel FPGA IP シミュレーション・ウォークスルー

IOPLL は eSRAM Intel FPGA IP コアに含まれており、クロックドメインを駆動して動作させます。テ
ストベンチでは、IOPLL がロックされるのを待ってからシミュレーションを開始し、eSRAM に入るクロ
ックが常に安定していることを確認する必要があります。IOPLL がロックされるまでの間 eSRAM が正
常に機能しないのは、不安定なクロック周波数のためです。ハードウェアでは、テストベンチで IOPLL ロ
ック信号をチェックする必要はありません。これは、IOPLL ロック信号のアサートはコンフィグレーショ
ン・ステージで、ファームウェアによって処理されるからです。IOPLL ロックの待機が必要なのは、ソフト
ウェア・シミュレーションで実行する場合のみです。

eSRAM IP デザインの出力ポート iopll_lock2core からの LOCK 信号を確認します。シミュレ
ーションが開始できるのは、 iopll_lock2core 信号が LOW から HIGH になった後のみです。

注意: シミュレーション開始前に十分な遅延 (たとえば 10 us) を取って、クロックを安定させてください。これ
は、eSRAM の IOPLL がロックされた ( iopll_lock2core 信号が LOW から HIGH に変化した)
後に行います。

4.2.5. eSRAM タイミング図

このタイミング図で示しているのは、通常モードと低電力モードでの eSRAM の信号動作です。
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図 -29: ノーマルモードの eSRAM
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図 -30: 低電力モードの eSRAM
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4.3. FIFO Intel FPGA IP

インテルで提供している FIFO Intel FPGA IP コアには、パラメーター化可能なシングルクロック
FIFO (SCFIFO) およびデュアルクロック FIFO (DCFIFO) 機能を使用します。

FIFO 機能が適用されるのは主に、データ・バッファリング・アプリケーションです。これは、同期または非
同期クロックドメインの先入れ先出しデータフローに準拠しています。

FIFO 機能の具体名は次のとおりです。

• SCFIFO : シングルクロック FIFO

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

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

注意: 用語「DCFIFO」は、指定のない限り DCFIFO と DCFIFO_MIXED_WIDTHS IP コアの両方を指しま
す。

関連情報
FIFO Intel FPGA IP Core User Guide
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4.3.1. FIFO Intel FPGA IP パラメーター

表 31. FIFO Intel FPGA IP パラメーターの説明
この表は、FIFO Intel FPGA IP コアに対するパラメーターの一覧です。

パラメーター 選択可能な値 詳細

パラメーター設定：Widths, Clk, Synchronization

How wide should the FIFO be? — データ幅および q ポートを指定します。

How deep should the FIFO be? Note: You could enter
arbritary values for width

4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,
512, 1024, 2048, 4096,
8192, 16384, 32768,
65536, 131072

FIFO の深度を指定します。これは常に 2
の累乗です。

Do you want a common clock for reading and writing
the FIFO?

• Yes, synchronize both
reading and writing to
'clock'. Create one set
of full/empty control
signals.

• No, synchronize
reading and writing to
'rdclk' and 'wrclk',
respectively. Create a
set of full/empty
control signals for for
each clock.

—

パラメーター設定：SCFIFO オプション

Would you like to disable any circuitry protection?
• full
• empty
• usedw[] (number of words in FIFO). Note: You can

use the MSB to generate a half full flag.
• almost full becomes true when usedw[] is greater

than or equal to
• almost empty becomes true when usedw[] is less

than
• Asyncronous clear
• Syncronous clear (flush the FIFO)

On/Off —

パラメーター設定：DCFIFO 1

When you select No, synchronize reading and
writing to 'rdclk' and 'wrclk', respectively. Create
a set of full/empty control signals for for each
clock., the following options are available:
Total latency, clock synchronization, metastability
protection, area, and fmax options must be set as a
group. Total latency is the sum of two write clock rising
edges and the number of read clocks selected below.
Which option(s) is most important to the DCFIFO?
(Read clk sync stages, metastability protection, area,
fmax)

On/Off 合計レイテンシー、クロック同期、メタスタ
ビリティ保護、面積、および fmax を指定し
ます。

continued...   
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パラメーター 選択可能な値 詳細

Which type of optimization do you want?
• Lowest latency but requires synchronized clocks. 1

sync stage, no metastability protection, smallest
size, good fmax.

• Minimal setting for unsynchronized clocks. 2 sync
stages, good metastability, medium size, good
fmax.

• Best metastability protection, best fmax,
unsynchronized clocks. 3 or more sync stages, best
metastability protection, largest size, best fmax.

• Lowest latency but requires
synchronized clocks - このオプ
ションで使用するのは 1 つの同期ステ
ージで、メタスタビリティ保護はなしで
す。 小サイズを使用し、優れた fMAX
が提供されます。このオプションを選択
するのは、読み出しクロックと書き込み
クロックが関連クロックである場合で
す。

• Minimal setting for
unsynchronized clocks - このオ
プションで使用するのはは 2 つの同期
ステージで、メタスタビリティ保護付き
です。これには中型をサイズを使用し、
優れた fMAX が提供されます。

• Best metastability
protection, best fmax,
unsynchronized clocks - このオ
プションで使用するのは、3 つ以上の同
期ステージで、 良のメタスタビリティ
保護付きです。これには 大サイズを
使用しますが、 良の fMAX が提供され
ます。

More Options When you select Best metastability
protection, best fmax,
unsynchronized clock, the following
option is available:
• How many sync stages?

3、4、5、6、7、8、9 同期ステージの数を指定します。

Timing Constraint
• Generate SDC file and disable embedded timing

constraint

On/Off SDC ファイルを正しいタイミング制約で生
成します。 エンベデッド
set_false_path アサインメントは無
効です。新しいタイミング制約の構成は、
set_net_delay 、
set_max_skew 、
set_min_delay 、 および
set_max_delay です。タイミング制約
の使用方法の詳細に関しては、ユーザーガ
イドを参照してください。

パラメーター設定 : DCFIFO 2

When you select No, synchronize reading and
writing to 'rdclk' and 'wrclk', respectively. Create
a set of full/empty control signals for for each
clock., the following options are available:
Which optional output control signals do you want?
usedw[] is the number of words in the FIFO.

On/Off

Read-side
• full
• empty
• usedw[]
Note: These signals are syncronous to 'rdclk'.

Write-side
• full
• empty
• usedw[]
Note: These signals are syncronous to 'wrclk'.

continued...   
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パラメーター 選択可能な値 詳細

More Options • Add an extra MSB to usedw
port(s). Note: You can use the MSB
to generate a half-full flag.

• Asynchronous clear
• Add circuit to synchronize 'aclr'

input with 'wrclk'
• Add circuit to synchronize 'aclr'

input with 'rdclk'

On/Off

パラメーター設定 : Rdreq Option, Blk Type

Which kind of read access do you want with the rdreq
signal?

• Normal synchronous
FIFO mode.

• Show-ahead
synchronous FIFO

mode.

FIFO が Legacy モードか、Show-ahead
モードかを指定します。
• Normal synchronous FIFO

mode - データが使用可能になるの
は「rdreq」がアサートされた後です。
「rdreq」は読み出し要求として機能し
ます。

• Show-ahead synchronous
FIFO mode - データが使用可能に
なるのは「rdreq」がアサートされた後
です。 「rdreq」は読み出し要求として
機能します。注 : このモードではパフォ
ーマンスが低下します。

What should the memory block type be • 自動
• MLAB
• M20K
• M144K

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

Set the maximum block depth to Auto, 32, 64, 128, 256,
512, 1024, 2048, 4096,
8192, 16384, 32768,

65536, 131072

ワード内の 大ブロック深度を指定しま
す。

Reduce RAM usage (decreases speed and increases
number of Les). Available if data width is divisible by
9.

On/Off

パラメーター設定 : Optimization, Circuitry Protection

Would you like to register the output to maximize the
performance but use more area?

• Yes (best speed)
• No (smallest area)

RAM 出力を登録するかどうかを指定しま
す。

Implement FIFO storage with logic cells only, even if
the device contains memory blocks.

On/Off FIFO ストレージの実装をロジックセルの
みでするかどうかを指定します。

Would you like to disable any circuitry protection
(overflow checking and underflow checking)?
If not required, overflow and underflow checking can
be disabled to improve performance.
• Disable overflow checking. Writing to a full FIFO

will corrupt contents.
• Disable underflow checking. Reading from an

empty FIFO will corrupt contents

On/Off オーバーフローに対する回路保護を無効に
するかどうかを指定します。

Would you like to enable ECC?
• Enable error checking and correcting (ECC)

On/Off エラーチェックおよび訂正機能を有効にす
るかどうかを指定します。
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4.3.2. リセット手法

電源投入時、インテル Stratix 10 デバイスのレジスターは未定義の電源状態およびリセット状態です。
正常な機能を保証するため、FIFO のリセットはコンフィグレーション完了時に、 Intel FPGA IP sclr
または aclr のいずれかの信号をアサートして行います。

4.4. FIFO2 Intel FPGA IP

インテルで提供している FIFO2 Intel FPGA IP コアは、FIFO Intel FPGA IP コアの代替ソリューシ
ョンとして、広いデータ幅と非常に高い動作周波数 (Fmax) で動作するアプリケーションに使用して高
いデータ帯域幅を実現します。

FIFO2 Intel FPGA IP コアの FIFO 機能が主に適用されるのは、データ・バッファリング・アプリケーシ
ョンです。これは、同期または非同期クロックドメインの先入れ先出しデータフローに準拠しています。

注意: FIFO2 Intel FPGA IP コアには FIFO Intel FPGA IP コアとの下位互換性がありません。

表 32. FIFO Intel FPGA IP コアと FIFO2 Intel FPGA IP コアの違い

機能 Intel FPGA IP コア

FIFO FIFO2

リード・レイテンシー rdreq 信号のアサート後、0 - 1 クロックサイ
クル。

rdreq 信号のアサート後、3 - 4 クロックサイ
クル。

読み出し有効 r_empty 信号が Low のとき r_valid 信号が High のとき

Show-ahead モード サポートあり サポートなし

深度 (D) と幅 (W) のコンフィグレーション ユーザーの要件による ハード・メモリー・ブロックの倍数のみ (M20K
の場合は 32W x 512D、MLAB の場合は
20W x 32D)

出力データ初期状態 0 不明

フラッシング 不要 低 32 の低速クロックサイクルのフラッシュ
が必要

読み出し操作の前に、アプリケーション・データはまず (部分的または完全に) FIFO2 Intel FPGA IP
コアに書き込まれます。データ読み出し動作は、長い連続バーストまたはシングルクロックの読み出し
になります。特定の書き込みまたは読み出しの制限はありませんが、レイテンシー発生のため、帯域幅の
使用率の効率は、短い書き込みや読み出しに対して低下します。

FIFO2 Intel FPGA IP コアの読み出しインターフェイスが適しているのは、バックプレッシャーを実行
しないアプリケーションや、下流に「カスケード」バッファーのあるアプリケーションです。

例 :

• MAC RX ユーザー・インターフェイス。通常バックプレッシャーをかけることはできず、常時読み出し
と同等です。

• MAX TX 内部データパスと併用して Native PHY FIFO を強化します。これにより、FIFO 読み出し
動作の導出は Native PHY FIFO の部分的フルステータスから実行できます。

ユーザー・アプリケーションでは、FIFO2 Intel FPGA IP コアの読み出しインターフェイスへの接続を、
直接外部の小さな SCFIFO (または類似のストレージバッファー) に対して行い、読み出しからデータへ
のレイテンシーをゼロに変更することができますが、Fmax とリソースが犠牲になります。
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実際には、すべてのクロックの動作は数百 MHz で実行されます。これは、FIFO2 Intel FPGA IP コア
は高度にパイプライン化され非常に高い Fmax で動作するのと、レイテンシーが長く低速クロックには
適していないからです。

4.4.1. コンフィグレーション方法

表 33. コンフィグレーション方法
FIFO2 Intel FPGA IP コアのコンフィグレーションと構築を次の表に示す方法で行います。

方法 詳細

FIFO2 パラメーター・エディターを使用する。 インテルでは、この方法を使用した FIFO2 Intel FPGA IP コアの構築
をお勧めしています。これは、FIFO2 Intel FPGA IP コアのコンフィグ
レーションおよび構築を効率的に行う方法です。FIFO2 パラメーター・
エディターのオプションを使用すると、FIFO2 Intel FPGA IP コアのコ
ンフィグレーションを簡単に行うことができます。
FIFO2 Intel FPGA IP コアのパラメーター・エディターへのアクセス
は、IP カタログの Basic Functions > On Chip Memory >
FIFO2 で行います。(10)

FIFO2 Intel FPGA IP コアを手動インスタンス化する。 この方法を使用するのは、ユーザーがエキスパートである場合のみです。
この方法では IP コアの詳細仕様の知識が必要とされます。使用する入
力ポートと出力ポート、および割り当てられたパラメーター値が有効で、
ターゲットデバイス用にインスタンス化した FIFO2Intel FPGA IP コア
に対して使用できることを確認してください。

4.4.2. Fmax ターゲット測定方法

指定された Fmax ターゲットの測定には次の条件を使用します。

• IP がスタンドアロン・コンポーネントとしてコンパイルされ、ラッパーの中にラップされる。

• ラッパーに備えられた 1 つのリセット不可フロップ層で、クロックを除くすべてのラッパー入力ポー
トと出力ポートを登録できる。

• ラッパーフロップ層の保持には合成属性を使用する。

(* altera_attribute = {"-name DONT_MERGE_REGISTER ON; -name 
PRESERVE_REGISTER ON; -name ADV_NETLIST_OPT_ALLOWED NEVER_ALLOW"} *)

• クロックを除くすべてのラッパーポートが仮想ピンとして設定される。

注意: この測定は、実際のシステムへの統合時に実際の IP パフォーマンスを検証するためのものではありませ
ん。

4.4.3. パフォーマンスに関する考慮事項

幅の広い FIFO の実装には、ビルディング・ブロックの幅の狭いインスタンスを複数で使用するか、また
は幅の広いインスタンスを単一で使用します。選択は、経験的データに基づいてするか、あるいはパラメ
ーターを通じてします。

FIFO2 Intel FPGA IP コアでは、Fmax の優先順位はレイテンシーより高くなっています。ターゲットと
する Fmax の達成のため、デザインのパイプ処理が必要に応じて行われます。次の推定パイプステージ
(またはレイテンシー) をガイドラインとして使用します。

(10) dcfifo または scfifo は、FIFO2 プラットフォーム・デザイナーシステムのエンティティー名に使用しないでくださ
い。
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動作 推定パイプステージ (レイテンシー)

ストレージで使用可能なデータへの書き込み 約 2 読み出しクロック

書き込みポインターのバイナリーからグレーへの変換 約 2 読み出しクロック

書き込みポインターの読み出しロジックへのクロスオーバー 約 4 読み出しクロック

書き込みポインターのグレーからバイナリーへの変換 約 2 読み出しクロック

読み出しポインターと書き込みの比較結果 約 2 読み出しクロック

使用可能なデータへのユーザー読み出し 約 6 読み出しクロック

4.4.4. FIFO2 Intel FPGA IP の機能

FIFO2 Intel FPGA IP コアを DCFIFO または SCFIFO としてコンフィグレーションするには、FIFO2
Intel FPGA IP コアのパラメーター・エディターを使用します。FIFO2 Intel FPGA IP コアのコンフィ
グレーションを SCFIFO として行う場合、関連するクロック・ドメイン・クロッシング (CDC) 構造は合成
されません。

次の図で示しているのは、FIFO2 Intel FPGA IP コアの読み出しおよび書き込み動作のタイミング図
です。

図 -31: 書き込み保護付きでの完全な書き込み
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図 -32: 読み出し保護付きシングル読み出し
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4.4.4.1. FIFO2 の仕様

次の表では、FIFO2 Intel FPGA IP コアの仕様がまとめられています。
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表 34. FIFO2 の仕様

機能 ストレージタイプ

M20K MLAB

Error Checking and Correcting (ECC) 常時(11) なし

Read-out Interface Avalon ST non-zero readLatency に類
似
各 r_req がアサートされるたびに、r_valid
では取得する (および取得する必要がある)
有効なデータが L クロック後にあるかどう
かを示します。
L = 6

Avalon ST non-zero readLatency に類
似
各 r_req がアサートされるたびに、r_valid
では取得する (および取得する必要がある)
有効なデータが L クロック後にあるかどう
かを示します。
L = 5

Width (bits) ユーザーデータ幅にハードリミットはありま
せんが、内蔵 RAM ブロックは常に 32b x
N です。ここでは N > 0 です。

大= 4096b
デフォルト = 1

ユーザーデータ幅にハードリミットはありま
せんが、内蔵 RAM ブロックは常に 20b x
N です。ここでは N > 0 です。

大= 4080b
デフォルト = 1

Depth 512 32

Depth Stitching なし。ユーザーは複数の FIFO をカスケード
接続できます。

なし。ユーザーは複数の FIFO をカスケード
接続できます。

Targeted Performance インテル Stratix 10 bin1 プロダクショ
ン・デバイス
32bx512 : 大 850 MHz
512bx512 : 大 700 MHz

インテル Stratix 10 bin1 プロダクショ
ン・デバイス
20bx32 : 大 850 MHz
512bx32 : 大 700 MHz

Almost full なし。ユーザーは「Write Used」からこれを
派生させることができます

なし。ユーザーは「Write Used」からこれを
派生させることができます

Almost empty なし。ユーザーは「Read Used」からこれを
派生させることができます

なし。ユーザーは「Read Used」からこれを
派生させることができます

Read Used あり。インフライト・データを除く遅延 RAM
ブロックワードの測定

あり。インフライト・データを除く遅延 RAM
ブロックワードの測定

Write Used あり。インフライト・データを除く遅延 RAM
ブロックワードの測定

あり。インフライト・データを除く遅延 RAM
ブロックワードの測定

RAM with registered read output 常時 常時

Write full prevention 常時。internal almost full による。 常時。internal almost full による。

Read empty prevention 常時 常時

Output data initial states 不明 不明

Reset Scheme リセット不可のフロップが含まれています。
状態フラッシュが必要です。

リセット不可のフロップが含まれています。
状態フラッシュが必要です。

RTL 暗号化 暗号化

(11) FIFO 2 Intel FPGA IP コアには、ECC モードが IP アーキテクチャーに組み込まれており、無効にすることはで
きません。FIFO Intel FPGA IP コアとは異なり、エクスポートしてデザインで使用できる ECCSTATUS 信号は
ありません。
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4.4.5. FIFO2 Intel FPGA IP パラメーター

表 35. FIFO2Intel FPGA IP コア・パラメーターの説明
この表は、FIFO2 Intel FPGA IP コアに対するパラメーターの一覧です。

パラメーター 選択可能な値 詳細

What type of FIFO you prefer? • シングルクロック
• デュアルクロック

FIFO のタイプを指定します。

How wide should the FIFO be? — データ幅および q ポートを指定します。

RAM block type • MLAB
• M20K

FIFO に使用する RAM ブロックの種類を指定し
ます。

パラメーター設定 : Reset Option

Enable Asynchronous Clear (ACLR) On/Off 書き込みと読み出しの非同期リセットを指定しま
す。

パラメーター設定 : Performance Optimization

Enable per RAM block preserve/duplication
for:
• RAM write address *
• RAM read address *
* Note: This will typically increase Fmax at
the expense of resources.

On/Off ブロックごとの保持/重複を有効にします。
• RAM 書き込みアドレス : 書き込みアドレス

(および適切な場合は関連するロジック) を
RAM ごとに複製するかどうかを指定します。

• RAM 読み出しアドレス: RAM 読み出しアド
レス (および適切な場合は関連するロジック)
を RAM ブロックごとに複製するかどうかを
指定します。
注意: 通常、これによって MAX は増加し、リソ
ースが犠牲になります。

When you select Dual-clock, the following
options are available:
• The synchronizer chain length for write

gray-code pointer
• The synchronizer chain length for read

gray-code pointer

3、4 マルチフロップ・シンクロナイザー・チェーンの長
さを書き込みおよび読み出しグレイコード・ポイン
ターに対して指定します。

4.4.5.1. FIFO2 パラメーターの設定

表 36. FIFO2 パラメーターの説明

パラメーター 詳細

DATAWIDTH FIFO Write and Read Data Width.
ユーザー幅の細分度は RAM ブロックタイプに応じて次のようになります。
• M20K-32n; このとき n = 1 to 128
• M20K-20n; このとき n = 1 to 205
これにより、 大 4096 ビット幅が可能になります。これは種々のアプリケーションにと
って十分です。
未使用のビット (たとえば、情報を何も運んでいないビット) はすべて固定する必要が
あります。たとえば、ユーザーデータ幅が 20 ビットで M20K RAM ブロックを使用して
いる場合、12 個の未使用ビットが固定されることになります。
デフォルト値は n に対して 1 です。

SCFIFO_MODE SCFIFO Mode.

continued...   
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パラメーター 詳細

FIFO を SCFIFO モードで動作させるかどうかを指定します。このモードでは、書き込み
クロックドメインと読み出しクロックドメインの間のクロック・クロッシング・ロジック構
造は削除されます。
• 1 - SCFIFO モード
• 0 (デフォルト) - DCFIFO モード

RAM_BLK_TYPE RAM Block Type.
メイン FIFO ストレージとして使用するエンベデッド RAM ブロックを指定します。
• 「M20K」 (デフォルト) - M20K を使用
• 「MLAB」 - MLAB を使用

USE_ACLR_PORT Use Asynchronous Clear Port.
IP の非同期リセットポート ( w_aclr および r_aclr など) を有効にするかどうか
を指定します。
• 1 - ポートは IP を非同期リセットするために使用されます。
• 0 (デフォルト) - ポートは使用されず効果はありません。

WRPTR_GRY_SYNC_CHAIN_LEN Write Gray-Code Pointer Synchronizer Chain Length.
Write Gray-Code Pointer の r_clk ドメインへの同期に使用するフロップステー
ジの数を指定します。
• 3 (デフォルト) - 3 ステージ・シンクロナイザーを使用
• 4 (デフォルト) - 4 ステージ・シンクロナイザーを使用

RDPTR_GRY_SYNC_CHAIN_LEN Read Gray-Code Pointer Synchronizer Chain Length.
Read Gray-Code Pointer の w_clk ドメインへの同期に使用するフロップステー
ジの数を指定します。
• 3 (デフォルト) - 3 ステージ・シンクロナイザーを使用
• 4 (デフォルト) - 4 ステージ・シンクロナイザーを使用

RAM_WRPTR_DUPLICATE RAM Write Address Duplication.
RAM Write Address と関連ロジック (適切な場合) を RAM ブロックごとに複製する
かどうかを指定します。
• 1 - RAM ブロックごとの保存/複製を有効にします。これにより Fmax が増加し、リ

ソースが犠牲になる可能性があります。
• 0 (デフォルト) - RAM ブロックごとの保存/複製を有効にしないでください。どのレ

ジスターを複製するかをアサインメントによって決定します。

RAM_RDPTR_DUPLICATE RAM Read Address Duplication.
RAM Write Address と関連ロジック (適切な場合) を RAM ブロックごとに複製する
かどうかを指定します。
• 1 - RAM ブロックごとの保存/複製を有効にします。これにより Fmax が増加し、リ

ソースが犠牲になる可能性があります。
• 0 (デフォルト) - RAM ブロックごとの保存/複製を有効にしないでください。どのレ

ジスターを複製するかをアサインメントによって決定します。

4.4.6. FIFO2 Intel FPGA IP インターフェイス信号

この項で示す図は FIFO2 Intel FPGA IP コアの SCFIFO ブロックと DCFIFO ブロックのもので、 入
力ポートと出力ポートの視覚化に役立ちます。この項ではまた、各ポートについて詳しく説明し、それぞれ
の用途、機能、または制限について理解するのに役立ちます。
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図 -33: FIFO2 IP コア入出力信号
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4.4.6.1. SCFIFO 信号

表 37. SCFIFO 入出力ポートの説明

信号 入力/出力 要/不要 詳細

clk 入力 要 FIFO 書き込みクロックと読み出しクロック。

aclr 入力 不要 アクティブ High のリセット信号。clk ドメイン・フリップフロップの非同
期クリアピンを供給します。
このリセットの同期化は IP 内ではされていないため、ユーザーロジック
の clk への同期ディアサートが、適切な場合にされるようにする必要が
あります。
この信号が有効なのは、USE_ACLR_PORT が有効な場合のみです。
• 0 = リセット非アクティブ
• 1 = リセットアクティブ

sclr 入力 不要 アクティブ High のリセット信号。clk ドメイン・フリップフロップの同期
クリアピンを供給します。リセットシーケンスの要件に従ってください。
• 0 = リクエストは非アクティブ
• 1 = リクエストはアクティブ

w_req 入力 要 FIFO write request。この信号はリセット中は非アクティブになること
が想定されます。
• 0 = リクエストは非アクティブ
• 1 = リクエストはアクティブ

w_data[FIFO_WIDT
H-1:0]

入力 要 FIFO Write Data。このバスで表すデータが FIFO に格納されるのは、書
き込みリクエストがあるときです。この値が FIFO によって取得されるの
は、 w_req がアクティブで、かつ FIFO が一杯ではない (つまり、
w_full = 1) の場合のみです。

w_full 出力 不要 FIFO Write Full。この信号は、FIFO に残っているスペースが不足しそう
かどうかを示します。この信号がアサートされると、それ以上の w_req
は無視されます。
注
意: 

内部パイプライン・ステージでの Fmax 改善により、実際に使用可
能なスペースは、データ損失防止のためにコンフィグレーションさ
れているスペースよりも数エントリー分少なくなります。
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信号 入力/出力 要/不要 詳細

• 0 = FIFO はフルではない
• 1 = FIFO が (ほぼ) フルである

r_req 入力 要 FIFO Read Request / Read Ready。可能な限り高い Fmax を達成す
るため、この信号の使用モデルは、通常のデータ準備レイテンシー FIFO
へのゼロ読み出しとは少し異なります。
ユーザー・アプリケーションで想定されるのは、適切なタイミングでこの信
号をアサートして、今から数クロックサイクル (L) 後にデータを取り込む
準備ができていることを示すことです。L クロック後に r_valid がアサ
ートされるのは使用可能なデータがある場合で、ディアサートされるのは
r_data ポートに使用可能なデータがない場合です。
これは、Avalon ST のゼロ以外の読み出しレイテンシー有効/準備完了
インターフェイスのセマンティクスに類似しており、十分なバッファースペ
ースがダウンストリーム・ユーザー・アプリケーションに割り当てられて、イ
ンフライト・データが消費されることを意味します。
• L = 5 (RAM_BLK_TYPE が「MLAB」の場合)
• L = 6 (RAM_BLK_TYPE が「M20K」の場合)
• 0 = 読み出しリクエストは非アクティブ
• 1 = 読み出しリクエストはアクティブ

r_data[FIFO_WIDT
H-1:0]

出力 要 FIFO Read Data。このバスで表されるデータが対応する読み出しリクエ
ストは、数クロックサイクル早く発生したものです。読み出しデータがクロ
ックサイクルで有効なのは、 r_valid がアサートされたときのみです。

r_empty 出力 不要 FIFO Read Empty。データワードが FIFO にまだ残っているかどうかを
示します。これは事実上 r_usedw == 0 のパイプライン化されたバー
ジョンです。
この信号がユーザー・アプリケーションによって使用されるのは、監視目
的または一連の読み出しリクエストの開始のためです。
• 0 = RAM ブロックは空ではありません
• 1 = RAM ブロックは空です

r_valid 出力 不要 FIFO Read Data Valid。 r_data 出力ポートのデータが有効かどうか
を示します。各 r_valid アサートが対応するのは、以前の読み出しリク
エスト/準備完了です。データ・レディー・レイテンシーに対する読み出しリ
クエストが内部パイプライン・ステージによってもたらされるため、この信
号は、 r_empty がアサートされた後も数クロックの間アサートされる
可能性があります。 r_valid がアサートされると、データをユーザー・
アプリケーションで取得する必要があります。そうでなければ、データは失
われます。
r_valid および r_req インターフェイスは、ゼロ以外の読み出しレイ
テンシーを持つ Avalon ST の有効および準備完了セマンティクスに類
似しています。
• 0 = データは無効です
• 1 = データは有効です

w_ready 出力 要 アクティブ Low の書き込み保護信号。書き込みポートでのデータのゲー
トを遅延 w_full がアサートされる前に行います。

4.4.6.2. DCFIFO 信号

表 38. DCFIFO 入出力ポートの説明

信号 入力/出力 要/不要 詳細

w_clk 入力 要 FIFO Write Clock。

w_aclr 入力 不要 アクティブ High のリセット信号。w_clk ドメイン・フリップフロップの非
同期クリアピンが供給されます。
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信号 入力/出力 要/不要 詳細

このリセットの同期化は IP 内ではされていないため、ユーザーロジック
の w_clk への同期ディアサートが適切な場合にされるようにする必要
があります。
この信号が有効なのは、USE_ACLR_PORT が有効な場合のみです。
• 0 = リセット非アクティブ
• 1 = リセットアクティブ

w_sclr 入力 不要 アクティブ High のリセット信号。w_clk ドメイン・フリップフロップの同
期クリアピンを供給します。リセットシーケンスの要件に従ってください。
• 0 = リクエストは非アクティブ
• 1 = リクエストはアクティブ

r_clk 入力 要 FIFO Read Clock。

r_aclr 入力 不要 アクティブ High のリセット信号。 r_clk ドメイン・フリップフロップの
非同期クリアピンが供給されます。
このリセットは IP 内では同期化されないため、ユーザーロジックの
r_clk への同期ディアサートが適切なときにされるようにする必要があ
ります。リセットシーケンスの要件に従ってください。
この信号が有効なのは USE_ACLR_PORT が有効な場合のみです。
• 0 =リセット非アクティブ
• 1 =リセットアクティブ

r_sclr 入力 不要 アクティブ High のリセット信号。r_clk ドメイン・フリップフロップの同
期クリアピンが供給されます。リセットシーケンスの要件に従ってくださ
い。
• 0 = リクエストは非アクティブ
• 1 = リクエストはアクティブ

w_req 入力 要 FIFO 書き込みリクエスト。この信号はリセット中は非アクティブになるこ
とが想定されます。
• 0 = リクエストは非アクティブ
• 1 = リクエストはアクティブ

w_data[FIFO_WIDT
H-1:0]

入力 要 FIFO Write Data。このバスで表すデータが FIFO に格納されるのは、書
き込みリクエストがあるときです。この値が FIFO によって取得されるの
は、 w_req がアクティブで、かつ FIFO がフルではない (つまり、
w_full = 1) の場合のみです。

w_full 出力 不要 FIFO Write Full。この信号では、FIFO に残っているスペースが不足しそ
うかどうかを示します。この信号がアサートされると、それ以上の w_req
は無視されます。
注
意: 

内部パイプライン・ステージでの Fmax 改善により、実際に使用可
能なスペースは、データ損失防止のためにコンフィグレーションさ
れているスペースよりも数エントリー分少なくなります。

• 0 = FIFO はフルです
• 1 = FIFO が(ほぼ) フルです

r_req 入力 要 FIFO Read Request / Read Ready。可能な限り高い Fmax を達成す
るため、この信号の使用モデルは、通常のデータ準備レイテンシー FIFO
へのゼロ読み出しとは少し異なります。
ユーザー・アプリケーションで想定されるのは、適切なタイミングでこの信
号をアサートして、今から数クロックサイクル (L) 後にデータを取り込む
準備ができていることを示すことです。L クロック後に r_valid がアサ
ートされるのは使用可能なデータがある場合で、ディアサートされるのは
r_data ポートに使用可能なデータがない場合です。
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信号 入力/出力 要/不要 詳細

これは、Avalon ST のゼロ以外の読み出しレイテンシー有効/準備完了
インターフェイスのセマンティクスに類似しており、十分なバッファースペ
ースがダウンストリーム・ユーザー・アプリケーションに割り当てられて、イ
ンフライト・データが消費されることを意味します。
• L = 5 (RAM_BLK_TYPE が「MLAB」の場合)
• L = 6 (RAM_BLK_TYPE が「M20K」の場合)
• 0 = 読み出しリクエストは非アクティブ
• 1 = 読み出しリクエストはアクティブ

r_data[FIFO_WIDT
H-1:0]

出力 要 FIFO Read Data。このバスで表されるデータが対応する読み出しリクエ
ストは、数クロックサイクル早く発生したものです。読み出しデータがクロ
ックサイクルで有効なのは、 r_valid がアサートされたときのみです。

r_empty 出力 不要 FIFO Read Empty。データワードが FIFO にまだ残っているかどうかを
示します。これは事実上 r_usedw == 0 のパイプライン化されたバー
ジョンです。
このシグナルがユーザー・アプリケーションによって使用される場合は、監
視目的または一連の読み出しリクエストの開始のためです。
• 0 = RAM ブロックは空ではありません
• 1 = RAM ブロックは空です

r_valid 出力 不要 FIFO Read Data Valid。 r_data 出力ポートのデータが有効かどうか
を示します。各 r_valid アサートが対応するのは、以前の読み出しリク
エスト/準備完了です。データ・レディー・レイテンシーに対する読み出しリ
クエストが内部パイプライン・ステージによってもたらされるため、この信
号は、 r_empty がアサートされた後も数クロックの間アサートされる
可能性があります。 r_valid がアサートされると、データをユーザー・
アプリケーションで取得する必要があります。そうでなければデータは失
われます。
r_valid および r_req インターフェイスは、ゼロ以外の読み出しレイ
テンシーを持つ Avalon ST の有効および準備完了セマンティクスに類
似しています。
• 0 = データは無効です
• 1 = データは有効です

w_ready 出力 要 アクティブ Low の書き込み保護信号。書き込みポートでのデータのゲー
トを遅延 w_full がアサートされる前に行います。

4.4.7. リセットおよびクロックの手法

4.4.7.1. クロックドメイン

FIFO2 Intel FPGA IP コアのロジックは内部で次の 2 つのクロックドメインに分かれています。

• w_clk

• r_clk

たとえば DCFIFO のデフォルト IP 設定では、2 つのクロックドメインは適切なクロック・クロッシング
構造と非同期であると見なされます。

FIFO2 IP コアをコンフィグレーションして SCFIFO として動作させるため、 SCFIFO_MODE パラメ
ーターを 1 に設定します。このモードでは、

• 関連するクロック・クロッシング構造ロジックはすべて合成されません。

• W_CLK と R_CLK 信号は両方とも同じソースに結び付けられ、同期的にタイミングが取られます。
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4.4.7.2. リセット

Fmax を 大にするため、リセット不可能なフロップ (またはレジスター) は、未定義の初期電源および
リセット状態にあります。特定のインターフェイス信号のリセット状態が指定されていない限り、リセット
不可能なフロップが電源投入時またはリセット時に特定の値にリセットされるとは仮定できません。リ
セットシーケンスの一環として、FIFO 内部失効状態のフラッシュを、通常の動作の開始または再開の前
に行う必要があります。

FIFO2 Intel FPGA IP コアでは、非同期クリアポートと同期クリアポートの両方をクロックドメインご
とに公開し、ユーザー・アプリケーションでリセットの開始や終了などのリセットシーケンスがどのように
機能するかを完全に制御できるようにします。 w_clk と r_clk の両方のクロックドメインのクリアイ
ベントは同じソースから発生するため、この両方のドメインのロジックは、名目上一緒にリセットされた
りリセット解除されたりされます。たとえば、ロジックのリセットは、w_clk ではなく r_clk など、1 つ
のクロックドメインですることもできます。ただし、FIFO フィル・レベル・ステータスなど一部の信号では、
正常な状態に落ち着くまでに時間がかかります。この場合、ユーザー・アプリケーションでは、これらの信
号によって意図しない副作用が起こらないようにする必要があります。

デフォルトでは、FIFO2 Intel FPGA IP コアは同期クリアをサンプリングしますが、非同期クリアポー
トは無視します。必要に応じて Enable Asynchronous Clear (ACLR) をオンにして、同期クリア
機能を FIFO2 IP コアのパラメーター・エディターで有効にします。また、非同期クリアリセット方式のみ
を実装するために、同期クリアポートを非アクティブ状態に固定することもできます。

注意: IP コア内のリセット不可能なレジスターには状態のフラッシュが必要で、非同期クリアポートが使用さ
れている場合でもそうです。

4.4.7.2.1. FIFO2 Intel FPGA IP リセットのガイドライン

次のガイドラインに従って、FIFO Intel FPGA IP コアの適切なリセットを行ってください。

• 非同期クリアは、グローバル IP リセットイベントとして扱われ、優先順位が も高くなります。

• 非同期クリアと同期クリアの両方が実装されている場合、

— 非同期クリアがアサートされると、関連する同期クリア (クロックドメイン用) もアサートする
必要があります。

— 非同期クリアのディアサートは、同期クリア (クロックドメイン用) のディアサート前にする必
要があります。同期クリアを使用して、IP のリセット解除時期を制御します。

— 非同期クリア期間は 1 クロックと短い可能性がありますが、同期クリアの持続時間は 低
32*低速クロックサイクルの間 (クロックは必ずトグルしている状態で) 維持して、IP 内部失
効状態がすべて確実にフラッシュされるようにする必要があります。

• 非同期または同期クリアのみが実装されている場合、クリアアサートの持続期間は 低 32*低速
クロックサイクルの間 (クロックは必ずトグルしている状態で) 維持して、IP 内部失効状態がすべ
て確実にフラッシュされるようにする必要があります。

• すべてのクロックが、非同期または同期クリアアサート解除の前に有効にトグルしている必要があ
ります。

• 一部のリセット信号は内部でパイプライン化されているため、書き込み動作の開始は、リセットのア
サート解除後 8*クロック以内に行わないでください。
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図 -34: リセット動作
次の図で表しているのは、FIFO2 Intel FPGA IP コアのリセット動作です。

w_aclr

w_sclr

w_usedw[]

w_full

w_req

r_aclr

r_sclr

注 :
1. 使用する場合は 
2. 関連する *
3. クロックでは、有効データのトグルを *

r_usedw[]

r_empty

r_valid

random values

0/1

0/1

0/1

random values

>= 32 slow clocks
>= 8 w_clk

0

0

   および 信号を名目上同時にアサートします。
信号がアサートされたときです。信号をアサートするのは、*

がディアサートされる 32 低速クロック以上前に行って、
確実に古い状態をフラッシュしてください。

w_aclr r_aclr
_sclr _aclr 

_sclr 

4.  インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー IP コアのリファレンス
683423 | 2018.12.24

フィードバック インテル® Stratix® 10 エンベデッド・メモリー ユーザーガイド

81

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%C2%AE%2010%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683423%202018.12.24)%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 エンベデッド・メモリーのデザイン例

5.1. FIFO および FIFO2 のデザイン例

このデザイン例は、FIFO および FIFO2 Intel FPGA IP コアのインスタンス化方法と想定されるシミュ
レーション動作に関するリファレンスとして使用できます。

5.1.1. デザイン例の生成

1. デザイン例を Design Store からダウンロードする。

2. インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアを使用してファイルを復元するに
は、Open Project を選択して .par ファイルを選択します。 OK をクリックしてプロジェクトを
ロードします

3. プロジェクトが正常にロードされたら Project Navigator ウィンドウの IP component タブ
に移動します。FIFO Intel FPGA IP コア (fifo1) をダブルクリックして IP Parameter Editor
を開き、IP コンフィグレーションを調べて FIFO IP ファイルを再生成します。

4. IP Parameter Editor ウィンドウで、次のパラメーターの設定が正しいか確認します。

パラメーター 値

How wide should the FIFO be? 20 bits

How deep should the FIFO be? 32 words

Read and Write Clock Single clock

Signals full, empty, usedw[]

Use Asynchronous Clear Yes

Use Synchronous Clear Yes

Memory Block Type MLAB

FIFO mode Normal
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5. この IP コアの HDL ファイルを生成するには、Generate HDL をクリックします。 Generation
ダイアログボックスが表示されます。

6. 出力ファイルの生成オプションを指定し、Generate をクリックします。合成ファイルおよびシミュ
レーション・ファイルが仕様に応じて生成されます。

7. FIFO2 Intel FPGA IP コア (fifo2) の場合はステップ 3 から 6 までを繰り返し、IP コンフィグ
レーションを調べて FIFO2 IP ファイルを再生成します。

8. FIFO と FIFO2 Intel FPGA IP 両方の HDL ファイル生成が完了したら、Tools > Generate
Simulator Setup Script for IP をクリックして複合シミュレーター・セットアップ・スクリプト
を生成します。このスクリプトによって、FIFO および FIFO2 IP シミュレーションに必要なすべての
ライブラリー・ファイルを自動入手します。デフォルトのディレクトリーを使用し、OK をクリックして
ファイルを生成します。

関連情報
Getting Started with the Design Store

5.1.2. デザイン例のシミュレーション
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1. ModelSim を起動してシミュレーションを続行します。ModelSim でディレクトリーをこのプロジェ
クトを保存したパスに変更するには、<file>-<change directory> に移動します。

2. Transcrip ウィンドウで次のコマンドを入力してシミュレーションを開始します。

source sim_top.tcl

Tcl スクリプトでは、すべてのソースファイルとライブラリー・ファイルをコンパイルし、シミュレーシ
ョンを開始します。

5.1.2.1. シミュレーション結果

デザイン例のシミュレーション結果で示しているのは、FIFO と FIFO2 Intel FPGA IP コアの動作の比
較です。

注意: このデザイン例で使用されている FIFO と FIFO2 Intel FPGA IP コア両方の信号名の定義には、
FIFO の入力ポートと出力ポートを参照します。

パート 1 (0 - 100 ns)

シミュレーションのこのセクションで示す Read-after-Write 動作では、FIFO2 に対する無効なリセッ
ト条件を使用します。FIFO2 に必要なリセット期間は 32 サイクルです。そのため、一部の信号では、2 ク
ロックサイクルのリセットだけでは既知の状態に戻ることができません。これが原因で FIFO2 は想定ど
おりの動作ができなくなります。一方、FIFO では正常な Write-Then-Read 動作が行われます。これ
は、FIFO で必要とされるのは、 低 1 クロックサイクルのリセットだけだからです。

図 -35: パート 1 - FIFO の Read-after-write 動作

パート 2 (100 - 480 ns)

シミュレーションのこのセクションで示す FIFO2 動作では、有効なリセットスキームを使用し、その後に
Write-Then-Read 動作を行います。32 サイクルのリセット後、すべての信号が既知の状態に戻ります。
また、8 サイクルの待機が任意の操作の前に必要です。
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図 -36: パート 2 - FIFO2 の有効なリセットスキーム

図 -37: 書き込み動作

図 37 (85 ページ) への注記 :

• usedw signal : 書き込み要求信号 (例えば i_wrreq ) がアサートされた後、 usedw 信号
(例えば o_usedw1 ) では、カウントが開始され、このときデータは FIFO に格納されます。
FIFO2 には usedw 信号が書き込み (例えば o_w_usedw2 ) と読み出し (o_r_usedw2)
の両サイドにあります。書き込み usedw でのカウント開始は 3 サイクルの遅延後で、さらに 8 サ
イクルかけて読み出し usedw 信号が更新されます。

• Full and empty signals : FIFO フル信号 (例えば o_full1 ) が High にアサートされる
のは、FIFO のメモリーがフルになった後です。FIFO2 フル信号 (例えば o_full2 ) が High に
アサートされるのは、 o_w_usedw2 信号と同じサイクルです。これによりメモリーがフルである
ことが示されます。注意が必要なのは、フル信号がアサートされる 3 サイクル前に ready 信号は
すでに Low にアサートされ、これは想定される FIFO2 のパイプライン動作であるということです。
FIFO 空信号 (例えば o_empty1 ) は、1 クロックサイクルのレイテンシーしかなく、Low にアサ
ートされるのは 初のデータがメモリーに書き込まれた後です。一方、FIFO2 では 3 サイクルの遅
延を取って、その空信号 (例えば o_empty2 ) が空でなくなったことを示します。これは、
o_r_usedw2 信号が 1 に上昇した後です。
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図 -38: 読み出し動作

図 38 (86 ページ) への注記 :

• 読み出し動作では、FIFO o_usedw1 信号は、読み出し要求信号と同じ正のクロックエッジに反
映されます。FIFO2 の場合、2 サイクルのレイテンシーが o_r_usedw2 信号に反映される前に
観測されます。また、さらに 9 サイクルが o_r_usedw2 から o_w_usedw2 への伝播にかかり
ます。

図 -39: FIFO フル状態

図 39 (86 ページ) への注記 :

• Ready signal : 有効なリセットスキームの後、FIFO2 準備完了信号 (例えば o_ready2 ) は
High にアサートされ、これにより書き込み動作の準備ができたことが示されます。

注意: FIFO にはこの信号はありません。

• Valid signal: FIFO 有効信号 (例えば o_valid2 ) では、読み出されるデータが有効である
ことが示されます。有効な読み出し動作の場合、 o_valid2 信号が High にアサートされるのは、
2 サイクルの遅延後で、読み出し要求 (例えば i_rdreq ) 信号のアサートを伴います。

注意: FIFO にはこの信号はありません。
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パート 3 (480 - 700 ns)

シミュレーションのこのセクションでは、有効なリセット条件とそれに続く read-during-write 動作に
ついて紹介します。リセット後、書き込み要求信号 (例えば i_wrreq ) が High にアサートされます。
数サイクル後、 i_rdreq 信号も High にアサートされます。FIFO の場合、使用されているワード数は
データ読み出し中は維持され、これは想定される動作に従っています。この場合注意が必要なのは、
FIFO2 ではデータの読み出しは行われないということです。これは、 o_empty2 信号が Low にアサ
ートされていないためで、FIFO2 の有効な読み出し動作ではありません。

パート 4 (700 ns 以降)

シミュレーションのこのセクションでは、FIFO と FIFO2 の動作の観察を異なるシナリオで行います。
FIFO2 o_r_usedw2 信号でカウントダウンが 2 までされると、 o_empty2 信号が High にアサー
トされ、内部チェックが行われます。2 サイクル後、 o_empty2 信号が空でない状態に戻るのは、ステ
ータスの検証後です。このメカニズムは、FIFO2 用に特別にデザインされており、その多重パイプライン
性に従っています。
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6.  インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー ユーザーガイド・アーカイ
ブ

IP コアのバージョンが記載されていない場合には、以前の IP コアバージョン向けのユーザーガイドが当てはまります。

IP コアバージョン ユーザーガイド

18.0 Intel Stratix 10 Embedded Memory User Guide

17.1 Intel Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ユ ーザーガイド

17.0 Intel Stratix 10 Embedded Memory User Guide
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7. インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー ユーザーガイド改訂履歴

ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2018.12.24 18.1 • FIFO および FIFO2 シミュレーション・デザイン例の項を追加しました。
• トゥルー・デュアル・ポート・デュアル・クロック・エミュレーター のトピックの注記を更

新しました。
• メモリーブロック選択の考慮事項 のトピックに注記を追加しました。
• 手動によるパラメーター設定の変更 のトピックを更新しました。
• インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーのアーキテクチャーと機能 および On

Chip Memory RAM and ROM Intel FPGA IP コア の項に軽微な再構成を行いま
した。

2018.10.24 18.1 • 新しいトピックとして 読み出しアドレスレジスターおよび書き込みアドレスレジスタ
ーの初期値を追加しました。

• トゥルー・デュアル・ポート・デュアル・クロック・エミュレーターのトピックを更新しまし
た
— このトピックの説明を更新しました。
— 更新した表 : インテル Arria 10 TDP デュアル・クロック・モードとインテル

Stratix 10 エミュレート TDP デュアル・クロック・モードの違い ( sclr のデバ
イスサポートを訂正しました。)

— 次の図を更新しました。
• ポート A の出力条件
• ポート B の出力条件
• ポート A の Read-During-Write 条件
• ポート B の Read-During-Write 条件

• トピック名を ハードウェアの動作 から 同時読み出し動作の考慮事項に変更しまし
た。

• 次の表を更新しました。
— インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーの機能
— インテル Stratix 10 デバイスのエンベデッド・メモリーの容量と分布
— RAM: 2-PORT Intel FPGA IP パラメーター設定
— RAM: 4-PORT Intel FPGA IP パラメーター設定
— ROM: 1-PORT Intel FPGA IP パラメーター設定
— ROM: 2-PORT Intel FPGA IP パラメーター設定
— インテル Stratix 10 RAM および ROM Intel FPGA IP コア

• ドキュメント全体に編集上の軽微な更新を行いました。

683423 | 2018.12.24

フィードバック

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

ISO
9001:2015
登録済

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%C2%AE%2010%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683423%202018.12.24)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html


ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2018.05.07 18.0 • 次の IP コアをインテルへのブランド変更に従って更新しました。
— 「RAM: 1-PORT」IP コアを「RAM: 1-PORT Intel FPGA IP」に更新
— 「RAM: 2-PORT」IP コアを「RAM: 2-PORT Intel FPGA IP」に更新
— 「RAM: 4-PORT」IP コアを「RAM: 4-PORT Intel FPGA IP」に更新
— 「ROM: 1-PORT」IP コアを「ROM: 1-PORT Intel FPGA IP」に更新
— 「ROM: 2-PORT」IP コアを「ROM: 2-PORT Intel FPGA IP」に更新
— 「Intel Stratix 10 Native eSRAM」IP コアを「eSRAM Intel FPGA IP」に更新
— 「FIFO」IP コアを「FIFO Intel FPGA IP」に更新
— 「FIFO2」IP コアを「FIFO2 Intel FPGA IP」に更新

• 次のトピックを新たに追加しました。
— ECC Read-During-Write 動作
— 転送ロジック

• インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーの機能の表を次のとおり更新しました。
— Force-to-Zero サポート情報を追加しました。
— パックモード機能を削除しました。

• インテル Stratix 10 デバイスのエンベデッド・メモリーの容量と分布の表を次のとお
り更新し、インテル Stratix 10 MX1650 および MX2100 上の冗長な表の内容を削
除しました。

• メモリーブロックの誤り訂正コードのサポートのトピックを次のとおり更新しました。
— ECC 機能の詳細を更新しました。
— eSRAM ブロックの ECC ステータスフラグ信号を更新しました。

• ECC パリティーフリップのトピックを更新して、二重隣接エラー訂正のパリティー・ビッ
ト・シーケンスを訂正しました。

• 誤り訂正コードの真理値表 のトピックを次のとおり更新しました。
— M20K メモリーの ECC ブロック図を更新しました。
— eSRAM 用 ECC ステータスフラグ真理値表を更新しました。

• Force-to-Zero トピックを更新しました。
• コヒーレント読み出しメモリーのトピックを次のとおり更新しました。

— トピックのタイトルをコヒーレント・リード からコヒーレント読み出しメモリーに
変更しました。

— 次の図を新たに追加しました。 未登録の出力を使用したコヒーレント読み出しお
よび登録された出力を使用したコヒーレント読み出し

— 次の図を削除しました。1 レベルのパイプライン化波形および 2 レベルのパイプ
ライン化波形

• 各メモリーモードでサポートされているメモリー・ブロック・クロック・モード の表を更
新して、トゥルー・デュアル・ポート・モードの読み出し/書き込みクロックモードの脚注
を追加しました。
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

• 混合幅ポートのコンフィグレーションを次のとおり更新しました。
— インテル Stratix 10 用にサポートされている混合幅比率

• 混合幅比率のコンフィグレーションのトピックを削除しました。
• トゥルー・デュアル・ポート・デュアル・クロック・エミュレーターのトピックを次のとおり

更新しました。
— トピックの説明を更新して valid 信号に関する情報を含めました。
— 次の図を新たに追加しました。

• ポート A の出力条件
• ポート A の出力条件
• ポート A の RDW 条件
• ポート B の RDW 条件

• インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・コンフィグレーション のトピックを次の
とおり更新しました。
— サポートされているエンベデッド・メモリー・ブロック・コンフィグレーション の表

を更新して、eSRAM の深度とプログラム可能な幅を修正しました。
— インテル Stratix 10 デバイスでは 1/32、1/16、および 1/8 の混合幅ポート比を

ネイティブでサポートしていないという注記を削除しました。
• パワーアップ状態およびメモリーの初期化の考慮事項のトピックを更新しました。
• 同一ポート Read-During-Write モードのエンベデッド・メモリー・ブロックの出力モ

ードの表を更新して、Don't Care モードに関する注記を含めました。
• 混合ポート Read-During-Write 出力動作の表を追加しました。
• RAM および ROM Intel FPGA IP コアの章を更新しました。

— パラメーター設定の手動変更 および RAM および ROM のパラメーターのサブト
ピックを追加しました。

— 次の表を更新しました。
• RAM: 1-PORT Intel FPGA IP コアのパラメーター設定
• RAM: 2-PORT Intel FPGA IP コアのパラメーター設定
• RAM: 4-PORT Intel FPGA IP コアのパラメーター設定
• ROM: 2-PORT Intel FPGA IP コアのパラメーター設定
• ROM: 2-PORT Intel FPGA IP コアのパラメーター設定
• RAM および ROM Intel FPGA IP コアのインターフェイス信号

• eSRAM Intel FPGA IP を更新しました。
— eSRAM の仕様の表を次のとおり更新しました。

• クロック周波数機能に脚注を追加しました。
• -2 スピードグレードのクロック周波数値を 200 MHz - 650 MHz から 200

MHz - 640 MHz に訂正しました。
• 書き込みレイテンシーの値を 0 から 0 + 1 に更新しました。
• 書き込みレイテンシー機能に脚注を追加しました。

— eSRAM Intel FPGA IP コア・パラメーター・エディター : Channel タブの表を
更新しました。

— eSRAM Intel FPGA IP コアの入力および出力信号の表を次のとおり更新しまし
た。
• 新しいインターフェイス信号 iopll_lock2core を追加しました。
• esram2f_clk 信号の幅を 2 から 1 に更新しました。
• esram2f_clk 信号の説明を更新しました。
• c<channel_number>_data_0 信号の幅を「72 または 64」から「1 か

ら 72」に更新しました。
— eSRAM Intel FPGA IP シミュレーションのウォークスルーの項を更新しました。

• FIFO Intel FPGA IP の章を更新しました。
— Added リセットスキーム のサブトピックを追加しました。

continued...   

7. インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー ユーザーガイド改訂履歴
683423 | 2018.12.24

フィードバック インテル® Stratix® 10 エンベデッド・メモリー ユーザーガイド

91

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Stratix%C2%AE%2010%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683423%202018.12.24)%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


ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

• FIFO2 Intel FPGA IP の章を更新しました。
— FIFO Intel FPGA IP コアと FIFO2 Intel FPGA IP コアの違いの表を更新し

て、リセットスキーム機能を削除しました。
— FIFO2 Specifications の表を次のとおり更新しました。

• エラーチェックおよび訂正 (ECC) 機能の M20K に脚注を追加しました。
• 目標パフォーマンス機能の MLAB の説明を更新しました。

— トピックのタイトルを FIFO2 のユーザー・コンフィグレーション可能なパラメータ
ーから FIFO2 のパラメーター設定に変更しました。

— FIFO2 IP コアの入力および出力信号の図を更新しました。
— 次の表を更新しました。 SCFIFO の入出力ポートの説明および DCFIFO の入出

力ポートの説明 ( w_ready 信号の説明を含めました。)
• 新のインテルのブランド規格に合わせた更新を行いました。
• ドキュメント全体を通した編集上の軽微な更新を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 12 月 2017.12.04 「インテル Stratix 10 デバイスのエンベデッド・メモリー容量と分布」の表を更新しました。
インテル Stratix 10 GX、インテル Stratix 10 MX、およびインテル Stratix 10 SX のバ
リアントの合計 RAM ビット (M ビット) を訂正しました。

2017 年 11 月 2017.11.06 • 新機能のトゥルー・デュアル・ポート・デュアル・クロック・エミュレーターを追加しました。
• インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー機能 トピックを更新して、eSRAM ブロッ

ク内の各チャネルのバンク数を 40 バンクから 42 バンクに更新しました。
• 「インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリーの機能」の表を次のとおり更新しました。

— 混合ポートの Rread-During-Write およびコヒーレント読み出し機能の eSRAM
の説明を更新しました。

— フリーズロジック、ハードウェアの動作、および TDP デュアル・クロック・エミュレー
ター機能を追加しました。

• 「インテル Stratix 10 デバイスのエンベデッド・メモリー容量と分布」の表を次のとおり
更新しました。
— インテル Stratix 10 GX およびインテル Stratix 10 SX のバリアントの eSRAM

ブロックおよび RAM (ビット) の値を更新しました。
— インテル Stratix 10 MX バリアントのエンベデッド・メモリー容量の情報を追加し

ました。
— インテル Stratix 10 TX バリアントの TX1650 および TX2100 製品ラインの

M20K および MLAB RAM ビットの値、および合計 RAM ビットの値を更新しまし
た。

• インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・ブロックのバイトイネーブルのトピックを
更新しました。

• データバイト出力のサブトピックを更新しました。
• 非同期クリアおよび同期クリアのトピックを次のとおり更新しました。

— トピックの説明を更新しました。
— 次の図を更新しました。「登録モードでの非同期クリアおよび同期クリアの動作」およ

び「未登録モードでの非同期クリアおよび同期クリアの動作」
• メモリーブロックの誤り訂正コードのサポートのトピックを次のとおり更新しました。

— メモリーブロックの誤り訂正コードのサポート機能 - ECC パリティーフリップを追
加しました。

— eSRAM ブロックの説明を更新しました。
• 「eSRAM の ECC ステータスフラグ真理値表」を誤り訂正コード真理値表のサブトピッ

クに追加しました。
• エンベデッド・メモリーの動作モードのトピックを更新しました。

— トピック名をインテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー対応 IP コアに変更しまし
た。

— インテル Stratix 10 メモリー IP コア」の表を次のとおり更新しました。ROM: 2
PORT の IP コアの列と情報を追加しました。
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日付 バージョン 変更内容

• 「各メモリーモードでサポートされているメモリーブロックのクロッキング・モード」の表
を次のとおり更新しました。
— デュアルポート ROM メモリーモードを追加しました。
— トゥルー・デュアル・ポートに入出力クロックモードのサポートを追加しました。
— FIFO メモリーモードを削除しました。

• 混合幅比率のコンフィグレーションのトピックのシンプル・デュアルポート・モードに関す
る注記を更新しました。

• 「混合ポートに対する Read-During-Write モードの RAM」の表を次のとおり更新しま
した。
— Don't Care モードの Don't Care の説明に注記を追加しました。
— 表に New_a_old_b モードを追加しました。
— 次の図を新たに追加しました。 混合ポート Read-During-Write: New_a_old_b

モード
• On-Chip Memory RAM および ROM IP コアの項の RAM: 1-PORT および RAM:

2-PORT IP コアのトピックを更新しました。
• 「RAM: 2-Port パラメーター設定」の表を更新して、Emulate TDP dual clock mode

のオプションを追加しました。
• 「インテル Stratix 10 On-Chip Memory RAM および ROM IP コアのインターフェイ

ス信号」の表を次のとおり更新しました。
— eccencbypass および eccencparity 信号の方向値を更新しました。
— 次の 3 つの信号を追加しました。 address2_a 、 address2_b 、および

sclr 。
— 次の 4 つの信号を削除しました。clocken2 、 clocken3 、 aclr0 、および

aclr1 。
— aclr 信号の説明を更新しました。

• Intel Stratix 10 eSRAM IP コアのトピック名を Intel Stratix 10 Native eSRAM
IP コアに変更して、インテル Quartus Prime の命名に合わせました。

• eSRAM IP コアへの参照を Intel Stratix 10 Native eSRAM IP コアのトピックに追
加しました。

• FIFO IP コアへの参照を FIFO IP コアのトピックに追加しました。
• FIFO2 IP コアへの参照を FIFO2 IP コアのトピックに追加しました。
• 新のインテルのブランド規格に合わせた更新を行いました。
• ドキュメント全体を通した編集上の軽微な更新を行いました。

2017 年 5 月 2017.05.08 • エンベデッド・メモリー機能表の誤り訂正コード (ECC) サポート機能から MLAB ブロ
ックのパリティービットのサポートを削除しました。 インテル Stratix 10 エンベデッド・
メモリー機能表の誤り訂正コード (ECC) サポート機能から MLAB ブロックのパリティ
ービットのサポートを削除しました。

• インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー機能表の誤り訂正コード (ECC) サポート
機能の M20K および MLAB ブロックの説明を更新しました。

• インテル Stratix 10 デバイス表のエンベデッド・メモリーの容量と分配を更新して、イ
ンテル Stratix 10 TX バリアントの一部ではなくなった TX4500 および TX5500 を
削除しました。

• ×10 データ幅 (MLAB) のバイト・イネーブル・コントロール表を更新しました。
• パリティービットのトピック内の MLAB ブロックのパリティービットのサポートを削除し

ました。
• インテル Stratix 10 エンベデッド・メモリー・コンフィグレーションのトピック内のサポ

ートされているエンベデッド・メモリー・ブロック・コンフィグレーションの表に注記を追
加しました。

• 混合幅比率コンフィグレーションのトピックを追加しました。
• フリーズロジックのトピックを追加しました。
• 1-PORT、RAM: 2-PORT、および RAM: 4-PORT IP コアのパーシャル・リコンフィグレ

ーション領域オプションで使用する実装クロックイネーブル回路を追加しました。
• RAM: 4-Port パラメーター設定の表から Use different data widths on

different ports オプションを削除しました。(このオプションは RAM: 4-Port では使
用できないため)

• ハードウェア動作のトピックを追加しました。
continued...   
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日付 バージョン 変更内容

• コヒーレント読み出しのトピックに図を追加しました。
• On-Chip Memory RAM および ROM IP コアの項の表で、RAM: 1-PORT および

RAM: 2-PORT IP コアの機能の説明を更新しました。
• ecc_enc_bypass および ecc_enc_parity 信号をインテル Stratix 10 On-

Chip Memory RAM および ROM IP コアのインターフェイス信号の表に追加しまし
た。

• インテル Stratix 10 eSRAM IP コアのトピックを追加しました。
• 軽微な誤字訂正を行いました。

2016 年 10 月 2016.10.31 初版
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