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エンベデッド・マルチプライヤは、1つの 18 x 18マルチプライヤまたは 2つの 9 x 9マルチプラ
イヤのいずれかとしてコンフィギュレーションが可能です。18 x 18を超える乗算では、
Quartus® Primeソフトウェアは複数のエンベデッド・マルチプライヤ・ブロックを一緒にカスケ
ードします。マルチプライヤのデータ幅に制限はありませんが、データ幅が大きくなると乗算処
理が遅くなります。

図 1-1: 隣接する LABとカラムに配置されたエンベデッド・マルチプライヤ
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表 1-1: MAX 10デバイスのエンベデッド・マルチプライヤの数

デバイス エンベデッド・マルチプ
ライヤ

9 x 9マルチプライヤ (1) 18 x 18マルチプライヤ(1)

10M02 16 32 16
10M04 20 40 20
10M08 24 48 24

(1) これらのカラムは、各デバイスの 9 x 9マルチプライヤまたは 18 x 18マルチプライヤの数を示して
います。各デバイスのマルチプライヤの総数はすべてのマルチプライヤの合計ではありません。
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デバイス エンベデッド・マルチプ
ライヤ

9 x 9マルチプライヤ (1) 18 x 18マルチプライヤ(1)

10M16 45 90 45
10M25 55 110 55
10M40 125 250 125
10M50 144 288 144

M9Kメモリ・ブロックをルックアップ・テーブル（LUT）として使用して、ソフト・マルチプ
ライヤを実装することができます。LUTには、低コストで高容量の DSPアプリケーション向け
に、さまざまな深さと幅を持つ入力データの乗算からの部分的な結果を含みます。ソフト・マル
チプライヤを使用することにより、デバイスで使用可能なマルチプライヤの数が増加しま
す。　　

表 1-2: MAX 10デバイスのマルチプライヤの数

デバイス エンベデッド・マルチプ
ライヤ

ソフト・マルチプライヤ
（16 x 16） (2)

マルチプライヤの総数(3)

10M02 16 12 28
10M04 20 21 41
10M08 24 42 66
10M16 45 61 106
10M25 55 75 130
10M40 125 140 265
10M50 144 182 326

(1) これらのカラムは、各デバイスの 9 x 9マルチプライヤまたは 18 x 18マルチプライヤの数を示して
います。各デバイスのマルチプライヤの総数はすべてのマルチプライヤの合計ではありません。

(2) ソフト・マルチプライヤは乗算モードの和で実装されています。M9Kメモリ・ブロックは
18ビット・データ幅でコンフィギュレーションされ、16ビットの係数をサポートします。オーバ
ーフローを考慮して、係数の和には分解能の 18ビットが必要です。

(3) マルチプライヤの総数は、使用するマルチプライヤ・モードに応じて異なる可能性があります。
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各エンベデッド・マルチプライヤは 3つの要素で構成されます。アプリケーションのニーズに応
じて、エンベデッド・マルチプライヤ・ブロックを 2つの動作モードのいずれかで使用すること
ができます。

エンベデッド・マルチプライヤのアーキテクチャ
各エンベデッド・マルチプライヤは以下の要素で構成されています。
• マルチプライヤ・ステージ
• 入力および出力レジスタ
• 入力および出力インタフェース

図 2-1: マルチプライヤ・ブロックのアーキテクチャ
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入力レジスタ
マルチプライヤの動作モードに応じて、各マルチプライヤ入力信号を次のいずれかに送信するこ
とができます。
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• 入力レジスタ
• 9ビットまたは 18ビット・セクションのマルチプライヤ
各マルチプライヤ入力信号は、レジスタを介して他の入力信号から独立して送信することができ
ます。たとえば、レジスタを介してマルチプライヤ Data A信号を送信したり、Data B信号を直
接マルチプライヤに送信したりすることが可能です。
エンベデッド・マルチプライヤの各入力レジスタには、以下のコントロール信号が使用可能で
す。
• クロック
• クロック・イネーブル
• 非同期クリア
単一のエンベデッド・マルチプライヤ内のすべての入力レジスタと出力レジスタは、同一クロッ
ク、クロック・イネーブル、および非同期クリア信号によって供給されます。

マルチプライヤ・ステージ
エンベデッド・マルチプライヤ・ブロックのマルチプライヤ・ステージは、9 × 9または 18 × 18
マルチプライヤと、これらのコンフィギュレーション間のその他のマルチプライヤをサポートし
ます。マルチプライヤのデータ幅や動作モードに応じて、単一のエンベデッド・マルチプライヤ
は 1つまたは 2つの乗算を平行して実行することができます。
マルチプライヤの各オペランドは、符号ありまたは符号なしの数値になります。2つの信号
signaと signbは、マルチプライヤの入力を制御し、符号ありの値か符号なしの値かを判断しま
す。signa信号が Highの場合、Data Aオペランドは符号ありです。また、signa信号が Lowの
場合、Data Aオペランドは符号なしです。
次の表は、各オペランド符号表現の乗算結果の符号をリストしています。オペランドのいずれか
が符号ありの値の場合、乗算結果には符号が付けられます。

Data A Data B
結果

signa値 ロジック・レベル signb値 ロジック・レベル

符号なし Low 符号なし Low 符号なし
符号なし Low 符号あり High 符号あり
符号あり High 符号なし Low 符号あり
符号あり High 符号あり High 符号あり

実行時に入力オペランドの符号表現を変更するために、signa信号と signb信号をダイナミック
に変更することができます。signaおよび signb信号は、専用の入力レジスタを介して送信する
ことができます。マルチプライヤは符号表現に関係なく、完全精度を提供します。
signa信号と signb信号が使用されない場合、 Quartus Primeソフトウェアはデフォルトで符号
なし乗算を実行するようマルチプライヤを設定します。

出力レジスタ
18ビットまたは 36ビット・セクションのいずれかで出力レジスタを使用することにより、エン
ベデッド・マルチプライヤの出力を保持することができます。これはマルチプライヤの動作モー

2-2 マルチプライヤ・ステージ
UG-M10DSP

2015.11.02

Altera Corporation エンベデッド・マルチプライヤの機能とアーキテクチャ

フィードバック

mailto:TechDocFeedbackJP@altera.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3%20(UG-M10DSP%202015.11.02)%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


ドによって異なります。エンベデッド・マルチプライヤの各出力レジスタには、以下のコントロ
ール信号が使用可能です。
• クロック
• クロック・イネーブル
• 非同期クリア
単一のエンベデッド・マルチプライヤ内のすべての入力レジスタと出力レジスタは、同一クロッ
ク、クロック・イネーブル、および非同期クリア信号によって供給されます。

エンベデッド・マルチプライヤの動作モード
エンベデッド・マルチプライヤ・ブロックは、アプリケーションのニーズに応じて 2つの動作モ
ードのいずれかで使用することができます。
• 1つの 18ビット x 18ビット・マルチプライヤ
• 最大 2個の 9ビット x 9ビット独立マルチプライヤ
また、 MAX® 10デバイスのエンベデッド・マルチプライヤを使用して、乗算器・加算器および
乗算アキュムレータ機能を実装することができます。機能の乗算器部分は、エンベデッド・マル
チプライヤを使用して実装されます。加算器またはアキュムレータ機能はロジック・エレメント
（LE）に実装されます。

18ビット乗算器
各エンベデッド・マルチプライヤをコンフィギュレーションして、10～18ビットの入力幅の
18 x 18マルチプライヤをサポートすることができます。
次の図は、18ビット・マルチプライヤをサポートするようコンフィギュレーションされたエン
ベデッド・マルチプライヤを示しています。
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図 2-2: 18ビット・マルチプライヤ・モード
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18ビット・マルチプライヤの入力と結果は、すべてレジスタを介して個別に送信されます。マ
ルチプライヤの入力は、符号付きの整数、符号なしの整数、またはこの 2つの組み合わせを受け
入れることができます。また、signaおよび signb信号をダイナミックに変更し、専用の入力レ
ジスタを介して送信することができます。

9ビット乗算器
各エンベデッド・マルチプライヤをコンフィギュレーションして、最大 9ビットの入力幅の 2つ
の 9 × 9独立マルチプライヤをサポートすることができます。
次の図は、2つの 9ビット・マルチプライヤをサポートするようコンフィギュレーションされた
エンベデッド・マルチプライヤを示しています。
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図 2-3: 9ビット・マルチプライヤ・モード
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9ビット・マルチプライヤの入力と結果は、すべてレジスタを介して個別に送信されます。マル
チプライヤの入力は、符号付きの整数、符号なしの整数、またはこの 2つの組み合わせを受け入
れることができます。
各エンベデッド・マルチプライヤ・ブロックは、ブロックへの入力データの符号表現を制御する
にあたって 1つの signa信号と 1つの signb信号のみを有します。エンベデッド・マルチプライ
ヤ・ブロックが 2つの 9 × 9マルチプライヤを有する場合、以下が適用されます。
• 両方のマルチプライヤの Data A入力は同じ signa信号を共有します。
• 両方のマルチプライヤの Data B入力は同じ signb信号を共有します。
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Quartus Primeソフトウェアには、デザインを作成してコンパイルするためのツールやデバイス
をコンフィギュレーションするためのツールが含まれています。
Quartus Primeソフトウェアを使用して、デバイスのマイグレーション、ピン・アサインメント
の設定、配置制約の定義、タイミング制約のセットアップ、および IPコアのカスタマイズの準
備をすることができます。
関連情報
• Introduction to Altera IP Cores
すべてのアルテラ IPコアについて、パラメータ化、アップグレード、IPのシミュレーション
といった基本的な情報を提供します。

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

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

IPコアによって生成されるファイル
以下の整数演算 IPコアは、 MAX 10デバイスのエンベデッド・マルチプライヤ・ブロックを使
用します。
• LPM_MULT
• ALTMULT_ACCUM（MAC）
• ALTMULT_ADD
• ALTMULT_COMPLEX

Verilog HDLプロトタイプの位置
IPコアの Verilog HDLプロトタイプは、以下の Verilogデザイン・ファイル（.v）で確認するこ
とができます。
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表 3-1: Verilog HDLプロトタイプの位置

整数演算メガファンクシ
ョン

ディレクトリ Verilogデザイン・ファイル(.v)

LPM_MULT < Quartus Prime installation
directory>\eda\synthesis

lpm.v

• ALTMULT_
ACCUM

• ALTMULT_ADD
• ALTMULT_

COMPLEX

< Quartus Prime installation
directory>\eda\synthesis

altera_mf.v

　

VHDLコンポーネント宣言の位置
IPコアの VHDLコンポーネント宣言は、以下の VHDLデザイン・ファイル（.vhd）で確認する
ことができます。

整数演算メガファンクシ
ョン

ディレクトリ VHDLデザイン・ファイル(.vhd)

LPM_MULT < Quartus Prime installation
directory>\libraries\vhdl\lpm

LPM_PACK.vhd

• ALTMULT_
ACCUM

• ALTMULT_ADD
• ALTMULT_

COMPLEX

< Quartus Prime installation
directory>\libraries\vhdl\altera_mf

altera_mf_components.vhd

3-2 VHDLコンポーネント宣言の位置
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LPM_MULTパラメータ設定
オプションには General、General2、Pipelingの 3つのグループがあります。

表 4-1: LPM_MULTパラメータ - General

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Multiplier
configuration

— — • Multiply ‘dataa’
input by ‘datab’
input

• Multiply ‘dataa’
input by itself
（二乗演算）

マルチプライヤのコンフ
ィギュレーションを指定
します。

How wide
should the
‘dataa’ input be?

LPM_
WIDTHA

— 1～256 dataa[]ポートの幅を指
定します。

How wide
should the
‘datab’ input be?

LPM_
WIDTHB

— 1～256 datab[] ポートの幅を指
定します。

How should the
width of the
‘result’ output
be determined?

LPM_
WIDTHP

— • Automatically
calculate the
width

• Restrict the
width to [] bits

結果幅を決定する方法を
指定します。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

How should the
width of the
‘result’ output
be determined?
>

Restrict the
width to [] bits

LPM_
WIDTHP

How should the
width of the
‘result’ output be
determined? >

Restrict the width to
[] bits = On

1～256 結果幅を設定することが
できます。

表 4-2: LPM_MULTパラメータ - General2

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Does the ‘datab’
input bus have a
constant value?

— — • いいえ
• Yes, the value is

[]

‘datab’入力バスがある場
合は、その定数値を指定す
ることができます。

Which type of
multiplication do
you want?

LPM_
REPRESENTATIO
N

— • 符号なし
• 符号あり

実行する乗算のタイプを
指定します。

Which multiplier
implementation
should be used?

DEDICATED_
MULTIPLIER_
CIRCUITRY

— • Use default
implementation

• Use the
dedicated
multiplier
circuitry（一部の
ファミリでは使
用できません）

• Use logic
elements

マルチプライヤの実装方
法を指定します。

表 4-3: LPM_MULTパラメータ - Pipeling

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Do you want to
pipeline the
function?

LPM_PIPELINE — • いいえ
• Yes, I want

output latency
of [] clock
cycles

追加のレイテンシがあ
る場合は、それを出力に
追加することができま
す。

Create an
‘aclr’
asynchronous
clear port

— Do you want to
pipeline the
function? = Yes, I
want output
latency of [] clock
cycles

Onまたは Off 複素数マルチプライヤ
の非同期クリアを指定
します。aclrポートが
Highにアサートされる
場合、機能を非同期にク
リアします。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Create a
‘clken’ clock
enable clock

— Do you want to
pipeline the
function? = Yes, I
want output
latency of [] clock
cycles

Onまたは Off 複素数マルチプライヤ
のクロック・ポートのア
クティブ Highクロッ
ク・イネーブルを指定し
ます。

What type of
optimization
do you want?

MAXIMIZE_
SPEED

— • デフォルト
• Speed
• Area

最適化のタイプが
Quartus Primeによって
決められている場合、速
度またはエリアを指定
することができます。

ポート
表 4-4: リセット入力ポート

ポート名 必須 説明

dataa[] はい データ入力。入力ポートの容量は LPM_WIDTHAパラメータの値
によって決まります。

datab[] はい データ入力。入力ポートの容量は LPM_WIDTHBパラメータの値
によって決まります。

clock いいえ パイプライン化された使用方法のクロック入力。0（デフォル
ト）以外の LPM_PIPELINEの値では、クロック・ポートをイネ
ーブルする必要があります。

clken いいえ パイプライン化された使用方法のクロック・イネーブル。
clkenポートが Highにアサートされると、加算または減算の
演算が行われます。信号が Lowのとき、実行される動作はあ
りません。これを省略する場合、デフォルト値は 1です。

aclr いいえ パイプラインをクロック信号に非同期で、すべて 0にリセッ
トするときに使用される非同期クリア・ポート。パイプライ
ンは未定義（X）のロジック・レベルに初期化されます。出力
はすべて一貫性のある値になりますが、ゼロにはなりません。

表 4-5: LPM_MULT IPコアの出力ポート

ポート名 必須 説明

result[] Yes データ出力。出力ポートの容量は LPM_WIDTHPパラメータの
値によって決まります。LPM_WIDTHP < 最大値（LPM_WIDTHA +
LPM_WIDTHB, LPM_WIDTHS）または（LPM_WIDTHA + LPM_WIDTHS）
の場合、LPM_WIDTHP MSBのみが存在します。
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ALTMULT_ACCUMパラメータ設定
オプションには General、Extra Modes、Multipliers、Accumulatorの 4つのグループがあります。

表 5-1: ALTMULT_ACCUMパラメータ - General

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

What is the
number of
multipliers?

NUMBER_OF_
MULTIPLIERS

— 1 デフォルトでは、1つの
マルチプライヤのみが
サポートされます。

All multipliers
have similar
configurations

— — On デフォルトでは、すべて
のマルチプライヤは同
様のコンフィギュレー
ションを有します。

How wide
should the A
input buses be?

WIDTH_A — 1～256 A入力バスの幅を指定
します。

How wide
should the B
input buses be?

WIDTH_B — 1～256 B入力バスの幅を指定
します。

How wide
should the
‘result’ output
bus be?

WIDTH_RESULT — 1～256 ‘result’出力バスの幅を
指定します。

Create a 4th

asynchronous
clear input
option

— — Onまたは Off 4th非同期クリア入力オ
プションを作成する場
合は、このオプションを
オンにします。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Create an
associated
clock enable for
each clock

— — Onまたは Off 各クロックに関連する
クロック・イネーブルを
作成する場合は、このオ
プションをオンにしま
す。

What is the
representation
format for A
inputs?

REPRESENTATIO
N_A

— • 符号あり
• 符号なし
• Variable

A入力の表現形式を指
定します。

‘signa’ input
controls the
sign (1 signed/0
unsigned)

PORT_SIGNA Input
Representation >
What is the
representation
format for A
inputs? = Variable

More Options Highの‘signa’入力は符
号付きを示し、Lowの
‘signa’入力は符号なし
を示します。

Register ‘signa’
input

— Input
Representation >
More Options

Onまたは Off ‘signa’入力のレジスタ
をイネーブルする場合
は、このオプションをオ
ンにします。

Add an extra
pipeline
register

— Input
Representation >
More Options

Onまたは Off 余分のパイプライン・レ
ジスタをイネーブルす
る場合は、このオプショ
ンをオンにします。

Input Register
> What is the
source for clock
input?

SIGN_REG_A Input
Representation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Input Register
> What is the
source for
asynchronous
clear input?

SIGN_ACLR_A Input
Representation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for clock
input?

SIGN_PIPELINE_
REG_A

Input
Representation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for
asynchronous
clear input?

SIGN_PIPELINE_
ACLR_A

Input
Representation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

What is the
representation
format for B
inputs?

REPRESENTATIO
NS_B

— • 符号あり
• 符号なし
• Variable

B入力の表現形式を指
定します。

signb’ input
controls the
sign (1 signed/0
unsigned)

PORT_SIGNB Input
Representation >
What is the
representation
format for B
inputs? = Variable

More Options Highの‘signb’入力は符
号付きを示し、Lowの
‘signb’入力は符号なし
を示します。

Register ‘signb’
input

— Input
Representation >
More Options

Onまたは Off ‘signb’入力のレジスタ
をイネーブルする場合
は、このオプションをオ
ンにします。

Add an extra
pipeline
register

— Input
Representation >
More Options

Onまたは Off 余分のパイプライン・レ
ジスタをイネーブルす
る場合は、このオプショ
ンをオンにします。

Input Register
> What is the
source for clock
input?

SIGN_REG_B Input
Representation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Input Register
> What is the
source for
asynchronous
clear input?

SIGN_ACLR_B Input
Representation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for clock
input?

SIGN_PIPELINE_
REG_B

Input
Representation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for
asynchronous
clear input?

SIGN_PIPELINE_
ACLR_B

Input
Representation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

表 5-2: ALTMULT_ACCUMパラメータ - Extra Modes

GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Create a
shiftout output
from A input of
the last
multiplier

— — Onまたは Off 最後のマルチプライヤ
の A入力から shiftout
出力を作成するには、こ
のオプションをオンに
します。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Create a
shiftout output
from B input of
the last
multiplier

— — Onまたは Off 最後のマルチプライヤ
の B入力から shiftout
出力を作成するには、こ
のオプションをオンに
します。

Add extra
register(s) at
the output

— — On デフォルトでは、出力レ
ジスタはアキュムレー
タ向けにイネーブルす
る必要があります。

What is the
source for clock
input?

OUTPUT_REG Outputs
Configuration >
More Options

Clock0–Clock3 出力でレジスタのクロ
ック信号を指定します。

What is the
source for
asynchronous
clear input?

OUTPUT_ACLR Outputs
Configuration >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

出力でレジスタの非同
期クリア信号を指定し
ます。

Add [] extra
latency to the
output

— Outputs
Configuration >
More Options

0、1、2、3、4、
5、6、7、8、また
は 12

出力に追加する余分の
レイテンシを指定しま
す。

Which
multiplier-
adder
implementatio
n should be
used?

DEDICATED_
MULTIPLIER_
CIRCUITRY

— • Use the default
implementatio
n

• Use dedicated
multiplier
circuitry（一部
のファミリで
は使用できま
せん）

• Use logic
elements

乗算器・加算器の実装方
法を指定します。

表 5-3: ALTMULT_ACCUMパラメータ設定

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Register input
A of the
multiplier

— — Onまたは Off マルチプライヤのレジ
スタ入力 Aをイネーブ
ルするには、オンにしま
す。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

What is the
source for clock
input?

INPUT_REG_A • Input
Configuration
> Register input
A of the
multiplier = On

• Input
Configuration
> More
Options

Clock0–Clock3 dataa[]ポートのクロッ
ク・ポートを指定しま
す。

What is the
source for
asynchronous
clear input?

INPUT_ACLR_A • Input
Configuration
> Register input
A of the
multiplier = On

• Input
Configuration
> More
Options

• Aclr0–Aclr2
• None

dataa[]ポートの非同期
クリア・ポートを指定し
ます。

Register input
B of the
multiplier

— — Onまたは Off マルチプライヤのレジ
スタ入力 Bをイネーブ
ルするには、オンにしま
す。

What is the
source for clock
input?

INPUT_REG_B • Input
Configuration
> Register input
B of the
multiplier = On

• Input
Configuration
> More
Options

Clock0–Clock3 datab[]ポートのクロッ
ク・ポートを指定しま
す。

What is the
source for
asynchronous
clear input?

INPUT_ACLR_B • Input
Configuration
> Register input
B of the
multiplier = On

• Input
Configuration
> More
Options

• Aclr0–Aclr2
• None

datab[]ポートの非同期
クリア・ポートを指定し
ます。

What is the
input A of the
multiplier
connected to?

— — Multiplier input デフォルトでは、マルチ
プライヤの入力 Aは常
にマルチプライヤの入
力に接続されています。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

What is the
input B of the
multiplier
connected to?

— — Multiplier input デフォルトでは、マルチ
プライヤの入力 Bは常
にマルチプライヤの入
力に接続されています。

Register output
of the
multiplier

— — Onまたは Off マルチプライヤのレジ
スタ出力をイネーブル
するには、オンにしま
す。

What is the
source for clock
input?

MULTIPLIER_
REG

• Output
Configuration
> Register
output of the
multiplier = On

• Output
Configuration
> More
Options

Clock0–Clock3 マルチプライヤの直後
に続くレジスタのクロ
ック信号を指定します。

What is the
source for
asynchronous
clear input?

MULTIPLIER_
ACLR

• Output
Configuration
> Register
output of the
multiplier = On

• Output
Configuration
> More
Options

• Aclr0–Aclr2
• None

対応するマルチプライ
ヤに続くレジスタの非
同期クリア信号を指定
します。

表 5-4: ALTMULT_ACCUMパラメータ - Accumulator

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Create an
‘accum_sload’
input port

— — Onまたは Off アキュムレータの値が
定数であるかを動的に
指定します。accum_

sloadポートが Highの
場合、マルチプライヤの
出力はアキュムレータ
にロードされます。

Register
‘accum_sload’
input

— • Accumulator >
Create an
‘accum_sload’
input port = On

• Accumulator >
More Options

Onまたは Off レジスタ‘accum_sload’
入力をイネーブルする
には、このオプションを
オンにします。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Add an extra
pipeline
register

— • Accumulator >
Create an
‘accum_sload’
input port = On

• Accumulator >
More Options

Onまたは Off 余分のパイプライン・レ
ジスタをイネーブルす
る場合は、このオプショ
ンをオンにします。

Input Register
> What is the
source for clock
input?

ACCUM_
SLOAD_REG

• Accumulator >
Create an
‘accum_sload’
input port = On

• Accumulator >
More Options

Clock0–Clock3 accum_sloadポートの
クロック信号を指定し
ます。

Input Register
> What is the
source for
asynchronous
clear input?

ACCUM_
SLOAD_ACLR

• Accumulator >
Create an
‘accum_sload’
input port = On

• Accumulator >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

accum_sload入力の最
初のレジスタの非同期
クリア・ソースを指定し
ます。

Pipeline
Register >
What is the
source for clock
input?

ACCUM_
SLOAD_
PIPELINE_REG

• Accumulator >
Create an
‘accum_sload’
input port = On

• Accumulator >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for
asynchronous
clear input?

ACCUM_
SLOAD_
PIPELINE_ACLR

• Accumulator >
Create an
‘accum_soad’
input port = On

• Accumulator >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

Create an
‘overflow’
output port

— — Onまたは Off アキュムレータの
Overflowポートです。

Add [] extra
latency to the
multiplier
output

EXTRA_
MULTIPLIER_
LATENCY

— 0、1、2、3、4、
5、6、7、8、また
は 12

DSPブロックのマルチ
プライヤ部分における
レイテンシのクロッ
ク・サイクル数を指定し
ます。MULTIPLIER_
REGパラメータが指定
されている場合、指定さ
れたクロック・ポートは
レイテンシを追加する
ために使用されます。
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ALTMULT_ACCUMポート
表 5-5: ALTMULT_ACCUM IPコアの入力ポート

ポート名 必須 説明

accum_sload なし 0と連結する場合、アキュムレータ・フィードバック・
パス上の値はゼロ（0）または accum_sload_upper_data

になります。アキュムレータが加算を実行中で、accum_

sloadポートが Highの場合、マルチプライヤの出力はア
キュムレータにロードされます。アキュムレータが減算
を実行中の場合、マルチプライヤの出力の逆（負の値）
がアキュムレータにロードされます。

aclr0 なし 最初の非同期クリア入力。aclr0ポートはアクティブ
Highです。

aclr1 なし 2番目の非同期クリア入力。aclr1ポートはアクティブ
Highです。

aclr2 なし 3番目の非同期クリア入力。aclr2ポートはアクティブ
Highです。

aclr3 なし 4番目の非同期クリア入力。aclr3ポートはアクティブ
Highです。

addnsub なし 加算器の機能を制御します。addnsubポートが Highの
場合、加算器は加算機能を実行します。また、addnsub

ポートが Lowの場合、加算器は減算機能を実行します。
clock0 なし IPコア内の任意のレジスタで使用可能な最初のクロッ

ク入力を指定します。
clock1 なし IPコア内の任意のレジスタで使用可能な 2番目のクロ

ック入力を指定します。
clock2 なし IPコア内の任意のレジスタで使用可能な 3番目のクロ

ック入力を指定します。
clock3 なし IPコア内の任意のレジスタで使用可能な 4番目のクロ

ック入力を指定します。
dataa[] あり マルチプライヤへのデータ入力。入力ポートの容量は

WIDTH_Aパラメータの値によって決まります。
datab[] あり マルチプライヤへのデータ入力。入力ポートの容量は

WIDTH_Bパラメータの値によって決まります。
ena0 なし clock0ポートのクロック・イネーブル。
ena1 なし clock1ポートのクロック・イネーブル。
ena2 なし clock2ポートのクロック・イネーブル。
ena3 なし clock3ポートのクロック・イネーブル。
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ポート名 必須 説明

signa なし dataa[]ポートの数値表現を指定します。signaポート
が Highの場合、マルチプライヤは dataa[]ポートを符号
付きの 2の補数として扱います。signaポートが Lowの
場合、マルチプライヤは dataa[]ポートを符号なしの数
として扱います。

signb なし datab[]ポートの数値表現を指定します。signbポート
が Highの場合、マルチプライヤは datab[]ポートを符号
付きの 2の補数として扱います。signbポートが Lowの
場合、マルチプライヤは datab[]ポートを符号なしの数
として扱います。

表 5-6: ALTMULT_ACCUM IPコアの出力ポート

ポート名 必須 説明

overflow なし アキュムレータの Overflowポートです。
result[] あり アキュムレータの出力ポート。出力ポートの容量は

WIDTH_RESULTパラメータの値によって決まります。
scanouta[] なし 最初のシフト・レジスタの出力。出力ポートの容量は

WIDTH_Aパラメータの値によって決まります。
MegaWizard Plug-In Managerで ALTMULT_ACCUM IP
コアをインスタンス化する際、MegaWizard Plug-In
Managerは scanouta[]ポートの名前を shiftoutaポート
に変更します。

scanoutb[] なし 2番目のシフト・レジスタの出力。入力ポートの容量は
WIDTH_Bパラメータの値によって決まります。
MegaWizard Plug-In Managerで ALTMULT_ACCUM IP
コアをインスタンス化する際、MegaWizard Plug-In
Managerは scanoutb[]ポートの名前を shiftoutbポート
に変更します。
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ALTMULT_ADDパラメータ設定
オプションには General、Extra Modes、Multipliersの 3つのグループがあります。

表 6-1: ALTMULT_ADDパラメータ - General

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

What is the
number of
multipliers?

NUMBER_OF_
MULTIPLIERS

— 1、2、3、または
4

マルチプライヤの数を
指定します。最大 4つ
のマルチプライヤを指
定することができます。

All multipliers
have similar
configurations

— — Onまたは Off すべてのマルチプライ
ヤに同様のコンフィギ
ュレーションを持たせ
る場合は、このオプショ
ンをオンにします。

How wide
should the A
input buses be?

WIDTH_A — 1～256 A入力バスの幅を指定
します。

How wide
should the B
input buses be?

WIDTH_B — 1～256 B入力バスの幅を指定
します。

How wide
should the
‘result’ output
bus be?

WIDTH_RESULT — 1～256 ‘result’出力バスの幅を
指定します。

Create a 4th

asynchronous
clear input
option

— — Onまたは Off 4th非同期クリア入力オ
プションを作成する場
合は、このオプションを
オンにします。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Create an
associated
clock enable for
each clock

— — Onまたは Off 各クロックに関連する
クロック・イネーブルを
作成する場合は、このオ
プションをオンにしま
す。

What is the
representation
format for A
inputs?

REPRESENTATIO
N_A

— • 符号あり
• 符号なし
• Variable

A入力の表現形式を指
定します。

‘signa’ input
controls the
sign (1 signed/0
符号なし)

PORT_SIGNA Input
Representation >
What is the
representation
format for A
inputs? = Variable

More Options Highの‘signa’入力は符
号付きを示し、Lowの
‘signa’入力は符号なし
を示します。

Register ‘signa’
input

— Input
Representation >
More Options

Onまたは Off ‘signa’入力のレジスタ
をイネーブルする場合
は、このオプションをオ
ンにします。

Add an extra
pipeline
register

— Input
Representation >
More Options

Onまたは Off 余分のパイプライン・レ
ジスタをイネーブルす
る場合は、このオプショ
ンをオンにします。

Input Register
> What is the
source for clock
input?

SIGNED_
REGISTER_A

Input
Representation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Input Register
> What is the
source for
asynchronous
clear input?

SIGNED_ACLR_
A

Input
Representation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for clock
input?

SIGNED_
PIPELINE_
REGISTER_A

Input
Representation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for
asynchronous
clear input?

SIGNED_
PIPELINE_
ACLR_A

Input
Representation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

What is the
representation
format for B
inputs?

REPRESENTATIO
NS_B

— • 符号あり
• 符号なし
• Variable

B入力の表現形式を指
定します。

signb’ input
controls the
sign (1 signed/0
unsigned)

PORT_SIGNB Input
Representation >
What is the
representation
format for B
inputs? = Variable

More Options Highの‘signb’入力は符
号付きを示し、Lowの
‘signb’入力は符号なし
を示します。

Register ‘signb’
input

— Input
Representation >
More Options

Onまたは Off ‘signb’入力のレジスタ
をイネーブルする場合
は、このオプションをオ
ンにします。

Add an extra
pipeline
register

— Input
Representation >
More Options

Onまたは Off 余分のパイプライン・レ
ジスタをイネーブルす
る場合は、このオプショ
ンをオンにします。

Input Register
> What is the
source for clock
input?

SIGNED_
REGISTER_B

Input
Representation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Input Register
> What is the
source for
asynchronous
clear input?

SIGNED_ACLR_B Input
Representation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for clock
input?

SIGNED_
PIPELINE_
REGISTER_B

Input
Representation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for
asynchronous
clear input?

SIGNED_
PIPELINE_
ACLR_B

Input
Representation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。
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表 6-2: ALTMULT_ADDパラメータ - Extra Modes

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Create a
shiftout output
from A input of
the last
multiplier

— — Onまたは Off A入力からの信号を作
成するには、オンにしま
す。

Create a
shiftout output
from B input of
the last
multiplier

— — Onまたは Off B入力からの信号を作
成するには、オンにしま
す。

Register output
of the adder
unit

— — Onまたは Off 加算ユニットのレジス
タ出力を作成するには、
オンにします。

What is the
source for clock
input?

OUTPUT_
REGISTER

• Outputs
Configuration
> Register
output of the
adder unit =
On

• Outputs
Configuration
> More
Options

Clock0–Clock3 出力レジスタのクロッ
ク信号を指定します。

What is the
source for
asynchronous
clear input?

OUTPUT_ACLR • Outputs
Configuration
> Register
output of the
adder unit =
On

• Outputs
Configuration
> More
Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

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

MUTIPLIER1_
DIRECTION

General > What is
the number of
multipliers? = 2, 3,
or 4

• Add
• Subtract
• Variable

2番目のマルチプライ
ヤが値を和に加算する
か、または和から減算す
るかを指定します。値
は Addおよび Subtract
です。Variableが選択
されている場合、
addnsub1ポートが使用
されます。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

‘addnsub1’
input controls
the operation
(1 add/0 sub)

— Adder Operation >
What operation
should be
performed on
outputs of the first
pair of multipliers?
= Variable

More Options Highの‘addnsub1’入力
は加算を示し、Lowの
‘addnsub1’入力は減算を
示します。

Register
‘addnsub1'
input

— — Onまたは Off ‘addnsub1’入力のレジス
タをイネーブルする場
合は、このオプションを
オンにします。

Add an extra
pipeline
register

— — Onまたは Off 余分のパイプライン・レ
ジスタをイネーブルす
る場合は、このオプショ
ンをオンにします。

Input Register
> What is the
source for clock
input?

ADDNSUB_
MULTIPLIER_
REGISTER[1]

Adder Operation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Input Register
> What is the
source for
asynchronous
clear input?

ADDSUB_
MULTIPLIER_
ACLR[1]

Adder Operation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for clock
input?

ADDNSUB_
MULTIPLIER_
PIPELINE_
REGISTER[1]

Adder Operation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for
asynchronous
clear input?

ADDNSUB_
MULTIPLIER_
PIPELINE_
ACLR[1]

Adder Operation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

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

MUTIPLIER3_
DIRECTION

General > What is
the number of
multipliers? = 4

— 4番目およびそれ以降
のすべての奇数番号の
マルチプライヤが結果
の値を合計に加算する
か、または合計から減算
するかを指定します。
値は加算および減算さ
れます。変数が選択さ
れている場合、addnsub3
ポートが使用されます。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

‘addnsub3’
input controls
the sign (1 add/
0 sub) - More
Options

— — — Highの‘addnsub3’入力
は加算を示し、Lowの
‘addnsub3’入力は減算を
示します。

Register
‘addnsub3’
input

— — Onまたは Off ‘addnsub3’入力のレジス
タをイネーブルする場
合は、このオプションを
オンにします。

Add an extra
pipeline
register

— — Onまたは Off 余分のパイプライン・レ
ジスタをイネーブルす
る場合は、このオプショ
ンをオンにします。

Input Register
> What is the
source for clock
input?

ADDNSUB_
MULTIPLIER_
REGISTER[3]

Adder Operation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Input Register
> What is the
source for
asynchronous
clear input?

ADDSUB_
MULTIPLIER_
ACLR[3]

Adder Operation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for clock
input?

ADDNSUB_
MULTIPLIER_
PIPELINE_
REGISTER[3]

Adder Operation >
More Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

Pipeline
Register >
What is the
source for
asynchronous
clear input?

ADDNSUB_
MULTIPLIER_
PIPELINE_
ACLR[3]

Adder Operation >
More Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

Which
multiplier-
adder
implementatio
n should be
used?

DEDICATED_
MULTIPLIER_
CIRCUITRY

— • Use the default
implementatio
n

• Use dedicated
multiplier
circuitry（一部
のファミリで
は使用できま
せん）

• Use logic
elements

乗算器・加算器の実装方
法を指定します。
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表 6-3: ALTMULT_ADDパラメータ設定

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

Register input
A of the
multiplier

— — Onまたは Off マルチプライヤのレジ
スタ入力 Aをイネーブ
ルするには、オンにしま
す。

What is the
source for clock
input?

INPUT_
REGISTER_
A[0..3]

• Input
Configuration
> Register input
A of the
multiplier = On

• Input
Configuration
> More
Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

What is the
source for
asynchronous
clear input?

INPUT_ACLR_
A[0..3]

• Input
Configuration
> Register input
A of the
multiplier = On

• Input
Configuration
> More
Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

Register input
B of the
multiplier

— — Onまたは Off マルチプライヤのレジ
スタ入力 Bをイネーブ
ルするには、オンにしま
す。

What is the
source for clock
input?

INPUT_
REGISTER_B[0..3]

• Input
Configuration
> Register input
B of the
multiplier = On

• Input
Configuration
> More
Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。
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GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

What is the
source for
asynchronous
clear input?

INPUT_ACLR_
B[0..3]

• Input
Configuration
> Register input
B of the
multiplier = On

• Input
Configuration
> More
Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

What is the
input A of the
multiplier
connected to?

INPUT_
SOURCE_A[0..3]

— • Multiplier
input

• Shiftin input

マルチプライヤの入力
Aをマルチプライヤ入
力に接続するか、shiftin
入力に接続するかを指
定します。

What is the
input B of the
multiplier
connected to?

INPUT_
SOURCE_B[0..3]

— • Multiplier
input

• Shiftin input

マルチプライヤの入力
Bをマルチプライヤ入
力に接続するか、shiftin
入力に接続するかを指
定します。

Register output
of the
multiplier

— — Onまたは Off マルチプライヤの出力
のレジスタをイネーブ
ルするには、オンにしま
す。

What is the
source for clock
input?

MULTIPLIER_
REGISTER[]

• Output
Configuration
> Register
output of the
multiplier = On

• Output
Configuration
> More
Options

Clock0–Clock3 クロック入力のソース
を指定します。

What is the
source for
asynchronous
clear input?

MULTIPLIER_
ACLR[]

• Output
Configuration
> Register
output of the
multiplier = On

• Output
Configuration
> More
Options

• Aclr0–Aclr2
• None

非同期クリア入力のソ
ースを指定します。

ALTMULT_ADDポート

6-8 ALTMULT_ADDポート
UG-M10DSP

2015.11.02

Altera Corporation ALTMULT_ADD（Multiply-Adder）IPコア・リファレンス

フィードバック

mailto:TechDocFeedbackJP@altera.com?subject=ALTMULT_ADD%EF%BC%88Multiply-Adder%EF%BC%89IP%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%20(UG-M10DSP%202015.11.02)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


表 6-4: ALTMULT_ADD IPコアの入力ポート

ポート名 必須 説明

dataa[] あり マルチプライヤへのデータ入力。入力ポート[NUMBER_OF_

MULTIPLIERS * WIDTH_A - 1..0]幅です。
datab[] あり マルチプライヤへのデータ入力。入力ポート[NUMBER_OF_

MULTIPLIERS * WIDTH_B - 1..0]幅です。
clock[] なし 対応するレジスタへのクロック入力ポート[0..3]。このポート

は、IPコア内のどのレジスタでも使用することができます。
aclr[] なし 入力ポート[0..3]。対応するレジスタへの非同期クリア入力で

す。
ena[] なし 入力ポート[0..3]。対応する clock[]ポートのクロック・イネーブ

ルです。
signa なし dataa[]ポートの数値表現を指定します。signaポートが Highの

場合、マルチプライヤは dataa[]ポートを符号付きの 2の補数とし
て扱います。signaポートが Lowの場合、マルチプライヤは
dataa[]ポートを符号なしの数として扱います。

signb なし datab[] ポートの数値表現を指定します。signbポートが Highの
場合、マルチプライヤは datab[]ポートを符号付きの 2の補数とし
て扱います。signbポートが Lowの場合、マルチプライヤは
datab[]ポートを符号なしの数として扱います。

表 6-5: ALTMULT_ADD IPコアの出力ポート

ポート名 必須 説明

result[] あり マルチプライヤの出力ポート。出力ポート[WIDTH_RESULT -

1..0]幅です。
overflow なし オーバーフロー・フラグ。output_saturationが有効の場合、

オーバーフロー・フラグが設定されます。
scanouta[] なし スキャン・チェイン Aの出力。出力ポート[WIDTH_A - 1..0]幅

です。
scanoutb[] なし スキャン・チェイン Bの出力。出力ポート[WIDTH_B - 1..0]幅

です。
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ALTMULT_COMPLEXパラメータ設定
オプションには次の 2つのグループがあります。Generalおよび Implementation Style/
Pipelining

表 7-1: ALTMULT_COMPLEXパラメータ - General

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 説明

How wide
should the A
input buses be?

WIDTH_A — 1～256 A入力バスの幅を指定
します。

How wide
should the B
input buses be?

WIDTH_B — 1～256 B入力バスの幅を指定
します。

How wide
should the
‘result’ output
bus be?

WIDTH_RESULT — 1～256 ‘result’出力バスの幅を
指定します。

What is the
representation
format for A
inputs?

REPRESENTATIO
N_A

— • 符号あり
• 符号なし

A入力の表現形式を指
定します。

What is the
representation
format for B
inputs?

REPRESENTATIO
NS_B

— • 符号あり
• 符号なし

B入力の表現形式を指
定します。
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表 7-2: ALTMULT_COMPLEXパラメータ - Implementation Style/Pipelining

この表は、 MAX 10デバイスに適用可能な IPコアのパラメータをリストしています。　　　
GUIパラメータ パラメータ 条件 値 概要

Which
implementatio
n style should
be used?

IMPLEMENTATION
_STYLE

— Automatically
select a style for
best trade-off for
the current
settings

デフォルトでは、 MAX
10デバイスのための
自動選択が選択されて
います。 Quartus
Primeソフトウェア
は、選択したデバイ
ス・ファミリと入力幅
に基づいて最適な実装
方法を決定します。

Output latency
[] clock cycles

PIPELINE — 0-14 出力レイテンシのクロ
ック・サイクル数を指
定します。

Create an
asynchronous
Clear input

— — Onまたは Off 複素数マルチプライヤ
の非同期クリアを指定
します。aclrポート
が Highにアサートさ
れる場合、機能を非同
期にクリアします。

Create clock
enable input

— — Onまたは Off 複素数マルチプライヤ
のクロック・ポートの
アクティブ Highクロ
ック・イネーブルを指
定します。

ポート
表 7-3: リセット入力ポート

ポート名 必須 説明

aclr No 複素数マルチプライヤの非同期クリア。aclrポートが
Highにアサートされると、関数は非同期的にクリアされ
ます。

sclr いいえ 複素数マルチプライヤの非同期クリア。aclrポートが
Highにアサートされると、関数は非同期的にクリアされ
ます。

clock はい ALTMULT_COMPLEXファンクションへのクロック入力。
dataa_imag[] はい 複素数マルチプライヤのデータ Aポートの虚数入力値。

入力ポートの容量は WIDTH_Aパラメータの値によって決
まります。

dataa_real[] はい 複素数マルチプライヤのデータ Aポートの実数入力値。
入力ポートの容量は WIDTH_Aパラメータの値によって決
まります。
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ポート名 必須 説明

datab_imag[] はい 複素数マルチプライヤのデータ Bポートの虚数入力値。
入力ポートの容量は WIDTH_Bパラメータの値によって決
まります。

datab_real[] はい 複素数マルチプライヤのデータ Bポートの実数入力値。
入力ポートの容量は WIDTH_Bパラメータの値によって決
まります。

ena いいえ 複素数マルチプライヤのクロック・ポートのアクティブ
Highクロック・イネーブル。

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

表 7-4: ALTMULT_COMPLEX IPコアの出力ポート

ポート名 必須 説明

result_imag はい マルチプライヤの虚数出力値。出力ポートの容量は WIDTH_

RESULTパラメータの値によって決まります。
result_real はい マルチプライヤの実数出力値。出力ポートの容量は WIDTH_

RESULTパラメータの値によって決まります。
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