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MAX® 10エンベデッド・メモリーの概要 1
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MAX® 10エンベデッド・メモリー・ブロックは、高スループット・パケット処理、エンベデッ
ド・プロセッサー・プログラム、およびエンベデッド・データ・ストレージなどのアプリケーシ
ョンに最適です。

Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Altera, Arria, Cyclone, Enpirion, MAX, Nios, Quartus and Stratix words and logos are trademarks of
Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. Intel warrants performance of its FPGA and semiconductor products to current
specifications in accordance with Intel's standard warranty, but reserves the right to make changes to any products and services at any time without notice.
Intel assumes no responsibility or liability arising out of the application or use of any information, product, or service described herein except as expressly
agreed to in writing by Intel. Intel customers are advised to obtain the latest version of device specifications before relying on any published information
and before placing orders for products or services.
*Other names and brands may be claimed as the property of others.
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MAX 10エンベデッド・メモリー構造は、9,216 ビット（パリティービットを含む）のブロック
で構成されています。RAM、ROM、シフトレジスター、FIFOなどのさまざまなメモリー機能を
提供するために各M9Kブロックを異なる幅およびコンフィグレーションで使用できます。
以下に MAX 10エンベデッド・メモリー機能の概要を示します。
• エンベデッド・メモリーの一般的な機能
• エンベデッド・メモリーの動作モード
• エンベデッド・メモリーのクロックモード
関連情報
MAX 10 Device Overview
MAX 10デバイスのエンベデッド・メモリーの容量とディストリビューションについて。

MAX 10エンベデッド・メモリーの一般的な機能
MAX 10エンベデッド・メモリーは、以下の一般的な機能をサポートします。
• ブロックあたり 8,192 メモリー・ビット（パリティービットを含めた場合、ブロックあたり

9,216 ビット）
• 各ポートの独立した読み出しイネーブル（rden）信号および書き込みイネーブル（wren）信
号

• M9Kメモリーブロックが 2 つの 4.5 Kシングルポート RAMに分割されたパックモード
• 可変ポートコンフィグレーション
• すべてのポート幅におけるシングルポート・モードおよびシンプル・デュアルポート・モー
ドのサポート

• トゥルー・デュアル・ポート（1回の読み取りと 1回の書き込み、2回の読み取り、あるいは
2回の書き込み）動作

• 書き込み中のデータ入力マスキングのバイトイネーブル
• 各ポート（ポート Aとポート B）の 2 つのクロックイネーブル・コントロール信号
• RAMおよび ROMモードでメモリーの内容をプリロードするための初期化ファイル
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コントロール信号
クロックイネーブル・コントロール信号は、入力レジスターと出力レジスター、およびM9Kメ
モリーブロック全体に入力するクロックを制御します。この信号は、M9Kメモリーブロックが
クロックエッジを検出しないよう、またどんな動作も実行しないようにクロックを無効にしま
す。
rdenおよび wrenコントロール信号は、M9Kメモリーブロックの各ポートの読み出しと書き込み
の動作を制御します。動作の必要ない場合、電力を節約するために rdenおよび wren信号を個別
にディスエーブルにできます。

図 2-1: M9Kエンベデット・メモリー・ブロックにおけるレジスタークロック、クリアー、およびコント
ロール信号の実装
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パリティービット
パリティービットを内部ロジックリソースと併せて使用し、エラー検出のためのパリティーチェ
ックを実行することができます。M9Kメモリーブロックは、各ストレージバイトのパリティー
ビットをサポートします。このビットは、パリティービットまたは追加のデータビットとして使
用できます。このビットではパリティー機能は実行されません。エラー検出が必要ない場合、パ
リティービットは追加データビットとして使用できます。
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リードイネーブル
M9Kメモリーブロックは、すべてのメモリーモードのリードイネーブル機能をサポートします。

以下を実行した場合： 次のようになります：

読み取りイネーブル・ポートを作成し、読み
取りイネーブル・ポートがディアサートされ
た状態で書き込み動作を実行する

データ出力ポートは、直近のアクティブ読み取り
イネーブル中に保持していた以前の値を継続して
保持する

• 書き込み動作中に読み取りイネーブルを
アクティブにする、または

• 読み取りイネーブル信号を作成しない

出力ポートは以下を表示します：
• 新しく書き込まれているデータ、
• そのアドレスにある古いデータ、または
• 同じアドレス位置で read-During-Write が実行
される際の “Don't Care” の値

Read-During-Write

Read-During-Write動作は、読み出し動作と書き込み動作が同時に同じメモリー位置を対象とし
ているときに実行されます。
Read-During-Write動作は、以下の方法で動作します。
• 同一ポート
• 混合ポート
関連情報
3-1ページの Read-During-Write 動作をカスタマイズする

バイトイネーブル
• RAMとして実装されるメモリーブロックは、バイトイネーブルをサポートします。
• バイト・イネーブル・コントロールは、データの特定のバイトのみが書き込まれるよう入力
データをマスクします。書き込まれないバイトは以前に書き込まれた値を保持します。

• 書き込みイネーブル（wren）信号は、バイトイネーブル（byteena）信号と共に 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）と
なっており、書き込み動作は wren信号によってのみ制御されます。

• バイト・イネーブル・レジスターは clearポートを有しません。
• M9Kブロックは、書き込みポートのデータ幅が ×16、×18、×32、または ×36 ビットのときに
バイトイネーブルをサポートします。

• バイトイネーブルは 1 ホット形式で動作します。byteena信号の LSBはデータバスの LSB に
対応します。たとえば、byteena = 01で RAMブロックを ×18 モードで使用している場合、
data[8:0]がイネーブルされ、data[17:9]がディスエーブルされます。同様に、byteena = 11

の場合、data[8:0]と data[17:9]の両方がイネーブルされます。
• バイトイネーブルはアクティブ  High です。
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バイト・イネーブル・コントロール

表 2-1: M9Kブロック・バイト・イネーブルの選択

byteena[3:0]
影響のあるバイト（どのバイトイネーブルの組み合わせでも可能。）

datain x 16 datain x 18 datain x 32 datain x 36

[0] = 1 [7:0] [8:0] [7:0] [8:0]
[1] = 1 [15:8] [17:9] [15:8] [17:9]
[2] = 1 — — [23:16] [26:18]
[3] = 1 — — [31:24] [35:27]

データバイト出力

以下を実行した場合： 次のようになります：

書き込みサイクル中にバイトイネー
ブル・ビットをディアサートする

メモリー内の古いデータが対応するデータバイト出力に
表示されます。

書き込みサイクル中にバイトイネー
ブル・ビットをアサートする

対応するデータバイト出力は、 Quartus® Primeソフトウェ
アの設定によって決まります。設定は新たに書き込まれ
たデータか、その位置にある古いデータのいずれかになり
ます。

RAMブロックの動作
次の図は、wren信号と byteena信号が RAMの動作を制御する方法を図示しています。
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図 2-2: バイトイネーブル機能の波形
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この機能波形では、New Dataモードが選択されています。

パックモードのサポート
以下の条件の下、単一ブロックに 2 つのシングルポート・メモリー・ブロックを実装することが
できます。
• 2 つの独立したブロックのサイズがそれぞれ、M9Kブロックサイズの半分以下であること。
独立した各ブロックの最大データ幅が 18 ビット幅であること。

• 各シングルポート・メモリー・ブロックがそれぞれ、シングルクロック・モードでコンフィ
グレーションされていること。

関連情報
2-11ページの MAX 10エンベデッド・メモリーのクロックモード
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アドレス・クロック・イネーブル・サポート
• アドレス・クロック・イネーブル機能は、アドレス・クロック・イネーブル信号
（addressstall）がイネーブルされている間（addressstall = 1）以前のアドレス値を保持し
ます。

• M9Kメモリーブロックをデュアルポート・モードでコンフィグレーションすると、各ポート
は独立した専用のアドレス・クロック・イネーブルを有します。

• アドレス・クロック・イネーブル機能を使用して、キャッシュミス時にキャッシュ・メモリ
ー・アプリケーションの有効性を向上させます。

• addressstall信号のデフォルト値は Low です。
• アドレスレジスター出力は、マルチプレクサーを使用してレジスター入力にフィードバック
します。マルチプレクサー出力は addressstall信号によって選択されます。

図 2-3: アドレス・クロック・イネーブルのブロック図

address[0]

address[N]

addressstall

clock

address[0]
register

address[N]
register

address[N]

address[0]
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読み取りサイクル中のアドレス・クロック・イネーブルの波形
図 2-4: 読み取りサイクル中のアドレス・クロック・イネーブルの波形
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書き込みサイクル中のアドレス・クロック・イネーブルの波形
図 2-5: 書き込みサイクル中のアドレス・クロック・イネーブルの波形
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非同期クリアー
RAM: 1-PORTおよび RAM: 2-PORT IP コアを使用して、ロジカルメモリーごとに非同期クリアー
を選択的にイネーブルすることができます。
M9Kブロックは、次の非同期クリアーをサポートします。
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• 読み出しアドレスレジスター：読み出し動作中に非同期クリアーを読み出しアドレスレジス
ターにアサートすると、メモリーの内容が破損する可能性があります。

• 出力レジスター：非同期クリアーを出力レジスターに適用すると、非同期クリアー信号は出
力レジスターをクリアーし、即時にそれを確認することができます。RAMが出力レジスター
を使用しない場合でも、出力ラッチの非同期クリアー機能を使用して RAM出力をクリアーす
ることができます。

• 出力ラッチ
注意: 読み出しアドレスレジスター以外の入力レジスターはサポートされません。

図 2-6: 出力ラッチの非同期クリアーの波形

aclr

aclr at latch

clk

q a1 a0 a1a2

関連情報
Internal Memory (RAM and ROM) User Guide

M9Kブロックにおけるレジスターのリセット

M9Kブロックのレジスターをリセットするには、3つの方法があります。
• デバイスをパワーアップする
• 出力レジスターにのみ aclr信号を使用する
• DEV_CLRnオプションを使用して、デバイスワイドのリセット信号をアサートする

MAX 10エンベデッド・メモリーの動作モード
M9Kメモリーブロックにより、複数の動作モードで完全同期 SRAMメモリーを実装することが
できます。M9Kメモリーブロックは、非同期（レジスターされていない）メモリー入力をサポ
ートしません。
注意: M9Kメモリーブロック入力レジスターでセットアップまたはホールドタイムに違反する

と、メモリーの内容が破損する可能性があります。これは読み出しおよび書き込み動作の
いずれにも当てはまります。
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サポートされるメモリーの動作モード

表 2-2: M9Kエンベデッド・メモリー・ブロックでサポートされるメモリー動作モード

メモリーの動作モ
ード

関連する IP コア 説明

シングルポー
ト RAM

RAM: 1-PORT IP コア シングルポート・モードは、単一アドレスからの非
同時の読み出しおよび書き込み動作をサポートしま
す。
書き込み動作中は、読み取りイネーブル・ポートを
使用して RAMの出力ポートの動作を制御します。
• 新しく書き込まれているデータ、あるいはそのア
ドレスの古いデータのいずれかを表示するには、
書き込み動作中に読み取りイネーブルをアクテ
ィブにします。

• 直近のアクティブ読み取りイネーブル中に保持
していた以前の値を継続して保持するには、読み
取りイネーブル・ポートがディアサートされた状
態で書き込み動作を実行します。

シンプル・デュ
アルポート
RAM

RAM: 2-PORT IP コア 書き込み動作がポート Aで起こり、読み取り動作が
ポート Bで起こる異なる位置に、読み取り動作と書
き込み動作を同時に実行することができます。

トゥルー・デュ
アルポート
RAM

RAM: 2-PORT IP コア 2 つのポート動作の任意の組み合わせが実行できま
す。
• 2 つの読み取り、2 つの書き込み、または、
• 2 つの異なるクロック周波数での 1つの読み取り
と 1つの書き込み

シングルポー
ト ROM

ROM: 1-PORT IP コア 読み取り動作には 1つのアドレスポート のみが使
用可能です。
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ファイルを使用して、メモリーブ
ロックの ROM内容を初期化します。

• ROMのアドレスラインはレジスターされます。
• 出力はレジスターすることも、しないことも可能
です。

• 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
じです。
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メモリーの動作モ
ード

関連する IP コア 説明

デュアルポー
ト ROM

ROM: 2-PORT IP コア デュアルポート ROMは、シングルポート ROMとほ
ぼ同じ機能ポートを有します。この 2 つの相違点
は、デュアルポート ROMは読み出し動作のための
追加のアドレスポートを有することです。
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ファイルを使用して、メモリーブ
ロックの ROM内容を初期化します。

• ROMのアドレスラインはレジスターされます。
• 出力はレジスターすることも、しないことも可能
です。

• 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
じです。

シフトレジス
ター

シフトレジスター（RAM
ベース）IP コア

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、ロジックセルとルーティンリソー
スを節約することができます。
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)を決定します。
より大きなシフトレジスターを実装するためにメモ
リーブロックをカスケード接続することができま
す。

FIFO FIFO IP コア 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。
• シングルクロック FIFO（SCFIFO）モードおよび
デュアルクロック FIFO（DCFIFO）モードで FIFO
IP コアを使用して、デザインにシングルおよびデ
ュアルクロック FIFO バッファーを実装します。

• クロックドメイン間でデータを転送していると
きは、デュアルクロック FIFO バッファーを使用
します。

• M9Kメモリーブロックは、空の FIFOバッファー
からの同時の読み出しおよび書き込みをサポー
トしません。

メモリーベー
ス・マルチプラ
イヤー

ALTMEMMULT IP コア メモリーブロックをメモリーベースのマルチプライ
ヤーとして使用することができます。
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MAX 10エンベデッド・メモリーのクロックモード

クロックモード 説明

モード

トゥル
ー・デ
ュアル
ポート

シンプ
ル・デ
ュアル
ポート

シング
ルポー
ト

ROM FIFO

独立クロッ
クモード 独立したクロックは次のポートで使用可能

です。
• ポート A—クロック Aがポート A側の
すべてのレジスターを制御します。

• ポート B—クロック Bがポート B側のす
べてのレジスターを制御します。

あり — — あり —

入力/出力ク
ロック・モー
ド

• M9Kメモリーブロックは、シングルポー
ト、トゥルー・デュアルポート、および
シンプル・デュアルポート・メモリーモ
ードの入力または出力のクロックモー
ドを実装することができます。

• 入力クロックは data、address、
byteena、wren、および rdenレジスター
を含む、メモリーブロックへのすべての
入力レジスターを制御します。

• 出力クロックはデータ出力レジスター
を制御します。

あり あり あり あり —

読み出し/書
き込みクロ
ックモード

• M9Kメモリーブロックは、読み出しおよ
び書き込みクロックの独立したクロッ
クイネーブルをサポートします。

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

• 書き込みクロックは、データ入力、書き
込みアドレス、および書き込みイネーブ
ルレジスターを制御します。

— あり — — あり

シングルク
ロック・モー
ド

シングルクロックは、クロックイネーブル
と併用してメモリーブロックのすべてのレ
ジスターを制御します。

あり あり あり あり あり

関連情報
• 2-5ページの パックモードのサポート
• 3-5ページの クロッキングをコントロールして消費電力を削減する
• 2-12ページの 同時読み出し/書き込みにおける出力読み出しデータ
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クロックモードの非同期クリアー
非同期クリアーは、すべてのクロックモードで出力ラッチと出力レジスターにのみ使用可能で
す。独立クロックモードでは、非同期クリアーはポート Aとポート Bに適用することができま
す。

同時読み出し/書き込みにおける出力読み出しデータ
読み出しまたは書き込みクロックモードを使用して同じアドレス位置に同時読み出し/書き込み
を実行する場合、出力読み出しデータは未知の値となります。出力読み出しデータが既知の値と
して必要な場合は、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、RAM:
1-PORTおよび RAM: 2-PORT IPコアで適切な Read-During-Write動作を選択します。

関連情報
2-11ページの MAX 10エンベデッド・メモリーのクロックモード

クロックモードの独立クロックイネーブル

表 2-3: 独立クロックイネーブルでサポートされるクロックモード

クロックモード 説明

読み出し/書き込み 読み取りおよび書き込みクロックの両方でサポートされます。
独立 両ポートのレジスターでサポートされます。
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MAX 10エンベデッド・メモリーの構成

表 2-4: M9Kブロックでのシングルポート・メモリーのコンフィグレーション

コンフィグレーション M9Kブロック

深さ × 幅

8192 × 1

4096 × 2

2048 × 4

1024 × 8

1024 × 9

512 × 16

512 × 18

256 × 32

256 × 36

ポート幅コンフィグレーション
次の式はポート幅のコンフィグレーションを定義します：メモリーの深さ（ワードの数）× デー
タ入力バスの幅
• ポート幅コンフィグレーション（深さまたは幅のいずれか）が、内部メモリーブロックによ
ってサポート可能な量を超える場合、追加のメモリーブロック（同じタイプのもの）が使用
されます。たとえば、M9Kをサポートされるポート幅 512 × 18 を超える 512 × 36 にコンフィ
グレーションする場合、RAMを実装するにあたって 2 つのM9Kが使用されます。

• サポートされるコンフィグレーションに加えて、メモリーの深さを 2 のべき乗以外に設定す
ることができます。ただし、割り当てられる実際のメモリの深さは変えることができます。
この変動は、実装されるリソースのタイプによって異なります。

• メモリーが専用メモリーブロックに実装される場合、メモリーの深さを 2 のべき乗以外へ設
定することは、実際のメモリーの深さを反映します。

• 専用メモリーブロックを使用してメモリーを実装する際は、実際のメモリーの深さを確認す
るにあたってフィッターレポートを参照してください。
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デュアルポート モードでのメモリー・コンフィグレーション

表 2-5: シンプル・デュアルポート・メモリーのコンフィグレーション

読み出し
ポート

書き込みポート

8192 × 1 4096 × 2 2048 × 4 1024 × 8 512 × 16 256 × 32 1024 × 9 512 × 18 256 × 36

8192
× 1

あり あり あり あり あり あり — — —

4096
× 2

あり あり あり あり あり あり — — —

2048
× 4

あり あり あり あり あり あり — — —

1024
× 8

あり あり あり あり あり あり — — —

512 ×
16

あり あり あり あり あり あり — — —

256 ×
32

あり あり あり あり あり あり — — —

1024
× 9

— — — — — — あり あり あり

512 ×
18

— — — — — — あり あり あり

256 ×
36

— — — — — — あり あり あり

表 2-6: トゥルー・デュアルポート・メモリーのコンフィグレーション

読み出しポ
ート

書き込みポート

8192 × 1 4096 × 2 2048 × 4 1024 × 8 512 × 16 1024 × 9 512 × 18

8192 × 1 あり あり あり あり あり — —

4096 × 2 あり あり あり あり あり — —

2048 × 4 あり あり あり あり あり — —

1024 × 8 あり あり あり あり あり — —

512 × 16 あり あり あり あり あり — —

1024 × 9 — — — — — あり あり
512 × 18 — — — — — あり あり
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最大ブロック深度の設定
Set the maximum block depthパラメーターにより、使用する専用メモリーブロックの最大ブロッ
ク深度の設定が可能となります。メモリーブロックは必要な最大ブロック深度に分割ができま
す。たとえば、M9Kブロックの容量が 9,216 ビットの場合、各アドレスが 1 ビット（8K × 1）を
保存できるデフォルトのメモリー深度は 8 Kです。最大ブロック深度を 512 に設定する場合、
M9Kブロックは 512 の深さに分割され、各アドレスは最大 18 ビット（512 × 18）を保存すること
ができます。
このパラメーターを使用してデバイスにおける消費電力を節約し、使用されるメモリーブロック
の数を削減します。ただし、このパラメーターは LE の数を増加させ、デザインの性能に影響を
与えることもあります。
RAMが浅くスライスされる場合、ダイナミック消費電力量が減少します。ただし、深度 256 の
RAMブロックでは、追加の LE によって使用される電力がより浅いスライスによって得られるパ
ワーゲインを上回ります。
最大ブロック深度は 2 のべき乗である必要があり、有効な値はそれぞれの専用メモリー・ブロッ
クで異なります。
次の表は、M9Kメモリーブロックの最大ブロック深度の有効範囲をリストにしています。

表 2-7: M9Kメモリーブロックの最大ブロック深度の有効範囲

メモリーブロック 有効範囲

M9K 256 - 8 K。最大ブロック深度は 2 のべき乗である必要があります。

最大ブロック深度に有効でない値を入力した場合、IP パラメーター・エディターにエラーメッ
セージが表示されます。Intelは、適切な最大ブロック深度が分からない場合やこの設定がデザ
インに重要でない場合は、Set the maximum block depthパラメーターの値を Autoに設定するこ
とを推奨します。Auto設定はコンパイラをイネーブルし、メモリーの内部メモリーブロックの
タイプに適したポート幅コンフィグレーションの最大ブロック深度を選択します。
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デザインを確実に作成するには、いくつか考慮すべき事項があります。

外部の競合解決を実装する
トゥルー・デュアルポート RAMモードでは、同じメモリー位置に 2 つの書き込み動作を実行す
ることができます。ただし、メモリーブロックは内部競合解決回路を有しません。
アドレスに未知のデータが書き込まれることを防ぐには、メモリーブロックに外部競合解決ロジ
ックを実装します。

Read-During-Write 動作をカスタマイズする
デザイン要件に合うよう、メモリーブロックの Read-During-Write 動作をカスタマイズします。

図 3-1: 2 つのタイプの Read-During-Write 動作における違い—同一ポートと混合ポート
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関連情報
2-3ページの Read-During-Write

同一ポートの Read-During-Writeモード
同一ポートの Read-During-Write モードは、シングルポート RAMまたはトゥルー・デュアルポ
ート RAMの同一ポートに適用します。

表 3-1: 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をリストしています。
出力モード 説明

"new data"

（フロースルー）
新しいデータは、新しいデータが書き込まれる同じクロックサイクル
の立ち上がりエッジで使用できます。
New Dataモードとバイトイネーブルを併用すると、RAMの出力を制
御できます。
• バイトイネーブルが Highのとき、メモリに書き込まれたデータは
出力（フロースルー）に送られます。

• バイトイネーブルが Lowのとき、マスクされたデータはメモリー
に書き込まれず、メモリの古いデータが出力に表示されます。

.したがって、出力は byteenaによって決定された新しいデータと古い
データの組み合わせになります。

"don't care" RAM出力は書き込み動作を進める前に、そのアドレスにある古いデ
ータを反映します。

図 3-2: 同一ポートの Read-During-Write：New Data モード
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図 3-3: 同一ポートの Read-During-Write: Old Data モード

clk_a

wren_a

address_a

data_a

rden_a

q_a (asynch)

a0 a1

A B C D E F

a0(old data) a1(old data)A B D E

混合ポートの Read-During-Write モード
混合ポートの Read-During-Write モードは、2 つのポートが同じクロックを使用して同じメモリ
ーアドレスで読み出しおよび書き込み動作を実行する（一方のポートがアドレスから読み出し、
他方のポートがアドレスに書き込む）、シンプルおよびトゥルー・デュアルポート RAMモード
に適用します。

表 3-2: 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 説明

"old data" 異なるポートへの Read-During-Write 動作により、RAM出力は特定のアド
レスにある “old data” の値を反映します。

"don't care" RAMは “don’t care” または “unknown” の値を出力します。
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図 3-4: 混合ポートの Read-During-Write：Old Data モード
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Don’t Careモードでは、Old Dataが“Don’t Care”と置き換わります。
    

デュアルクロックを使用する混合ポートの Read-During-Write 動作
デュアルクロックを使用する混合ポートの Read-During-Write 動作では、クロック間の関係がメ
モリーの出力動作を決定します。

以下の場合： 次のようになります：

2 つのクロックに同じクロックを使
用する

出力はアドレス位置からの古いデータです。

異なるクロックを使用する 混合ポートの Read-During-Write 動作中、出力は不定です。
この不定値は、読み出しが書き込みの前に実行されるか後
に実行されるかによって、アドレス位置で古いデータある
いは新しいデータになります。

パワーアップ状態およびメモリーの初期化
初期パワーアップ値を評価するロジックをデザインしている場合、次の表にリストしているよう
に、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。

3-4 デュアルクロックを使用する混合ポートの Read-During-Write 動作
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表 3-3: 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

M9K
Used ゼロ（クリア）

Bypassed ゼロ（クリア）

.mifの指定がない場合、 Quartus Primeソフトウェアは RAMセルをデフォルトで 0 に初期化し
ます。
すべてのメモリーブロックは.mifによる初期化をサポートします。デザインでメモリーをイン
スタンス化する際、 Quartus Primeソフトウェアで.mifファイルを作成し、RAM IP でそれらの使
用を指定することができます。メモリーが事前に初期化されている（たとえば.mifを使用して）
場合でも、パワーアップ時に出力はクリアされています。パワーアップ以後の読み出しによって
のみ、事前に初期化された値が出力されます。
メモリー初期化をサポートするのは、次の MAX 10コンフィギュレーション・モードのみです。
• メモリー初期化を伴うシングル圧縮イメージ
• メモリー初期化を伴うシングル非圧縮イメージ
注意: メモリー初期化機能は、 MAX 10 Flashおよび Analog機能オプションでのみサポートされ

ています。
関連情報
• Selecting Internal Configuration modes.

MAX 10の内部コンフィグレーション・モードの選択に関する詳細情報を提供します。
• MAX 10 Device Feature Options
メモリーの初期化をサポートするデバイスに関する情報を提供します。

クロッキングをコントロールして消費電力を削減する
各メモリーブロックのクロッキングを制御することにより、デザインの AC消費電力を削減しま
す。
• 読み出しイネーブル信号を使用して、必要なときにのみ読み出し動作が実行されるようにし
ます。Read-During-Write が不要なデザインの場合、書き込み動作中またはメモリー動作が実
行されていない期間に読み出しイネーブル信号をディアサートすることによって消費電力を
削減することができます。

• Quartus Primeソフトウェアを使用して未使用のメモリーブロックを自動的に低消費電力モー
ドにし、スタティック消費電力を削減します。

• 消費電力を節約するために、異なる入力および出力レジスタに独立クロックイネーブルを作
成して特定のレジスターのシャットダウンを制御します。使用する独立クロックイネーブル
を設定するには、パラメーター・エディターで More Options（クロック・イネーブル・オプ
ションの隣）をクリックします。

関連情報
2-11ページの MAX 10エンベデッド・メモリーのクロックモード
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Read-During-Write 出力の選択
• シングルポート RAMは、同一ポートの Read-During-Write のみをサポートし、クロックモー
ドはシングル・クロック・モードまたは入力/出力クロックモードのいずれかである必要があ
ります。

• シンプル・デュアルポート RAMは、混合ポートの Read-During-Write のみをサポートし、ク
ロックモードはシングル・クロック・モードまたは入力/出力クロックモードのいずれかであ
る必要があります。

• 真のデュアルポート RAMは、同じポートの Read-During-Writeおよび混合ポートの Read-
During-Writeをサポートします。
• 同一ポートの Read-During-Write では、クロックモードはシングル・クロック・モード、入
力/出力クロックモード、あるいは独立クロックモードのいずれかである必要があります。

• 混合ポートの Read-During-Write では、クロックモードはシングル・クロック・モード、ま
たは入力/出力クロックモードのいずれかである必要があります。

注意: Read-During-Writeが発生したときに出力が心配されておらず、パフォーマンスを向上さ
せたい場合、Don't Careを選択します。Don't Careを選択すると、メモリーブロックをイ
ンスタンス化するときにブロックタイプを割り当てないと、使用されているメモリーブロ
ックのタイプの柔軟性が向上します。

表 3-4: 同一ポートおよび混合ポートの Read-During-Write の出力選択

メモリーブロッ
ク

Single-Port RAM Simple Dual-Port
RAM

True Dual-Port RAM

Same-Port Read-
During-Write

Mixed-Port Read-
During-Write

Same-Port Read-
During-Write

Mixed-Port Read-During-Write

M9K Don’t Care

New Data

Old Data

Old Data

Don’t Care

New Data

Old Data

Old Data

Don’t Care

3-6 Read-During-Write 出力の選択
UG-M10MEMORY

2017.02.21

Altera Corporation MAX 10エンベデッド・メモリーのデザイン検討事項

フィードバック

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20MAX%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%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(UG-M10MEMORY%202017.02.21)%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


RAM: 1-PORT IP コア・リファレンス 4
2017.02.21

UG-M10MEMORY 更新情報 フィードバック

RAM: 1-Port IP コアは、シングルポート RAMメモリーモードを実装します。
図 4-1: シングルクロックのオプションがイネーブルされた RAM: 1-Port IP コア信号
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図 4-2: デュアルクロックのオプションがイネーブルされた RAM: 1-Port IP コア信号
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MAX 10デバイスの RAM: 1-Port IP コア信号

表 4-1: RAM: 1-Port IP コア入力信号

信号 必須 説明

date あり メモリーへのデータ入力。 dataポートが必要であ
り、幅は qポートの幅と等しいものである必要が
あります。

address あり メモリーへのアドレス入力。
wren あり wraddressポートの書き込みイネーブルの入力。
addressstall_a オプション addressstall_aポートが High である間、address_

aポートの以前のアドレスを保持するためのアド
レス・クロック・イネーブル入力。

clock あり 以下のリストは、どのメモリークロックをクロッ
ク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説
明しています。
• シングルクロック—シングル・ソース・クロッ
クを clockポートに接続します。レジスターさ
れたすべてのポートは、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 clock

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すべてのレ
ジスターされたポートは、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 clockポートに接
続します。レジスターされたすべての入力ポー
トは、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 clockポー
トに接続します。レジスターされたポート A
のすべての入力および出力ポートは、ポート A
クロックで同期化されます。

clkena オプション clockポートのクロックイネーブル入力。
rden オプション rdaddressポートの読み取りイネーブル入力。
aclr オプション レジスターされた入力および出力ポートを非同期

クリアします。非同期クリアは、indata_aclr、
wraddress_aclr などの対応する非同期クリア・パラ
メーターを介し、制御可能なレジスターされたポ
ートに影響します。

4-2 MAX 10デバイスの RAM: 1-Port IP コア信号
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信号 必須 説明

inclock オプション 以下のリストは、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説明してい
ます。
• 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。レジスターされたすべてのポート
は、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、および byteena

ポートなどの書き込み動作に関連するレジスタ
ーされたすべてのポートは、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。レジスターされたすべての入力ポ
ートは、入力クロックで同期化されます。

inclocken オプション inclockポートのクロックイネーブル入力。
outclock オプション 以下のリストは、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説
明しています。
• 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。レジスターされたすべてのポート
は、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、rdrenポート、および qポートなどの読み
出し動作に関連するレジスターされたすべての
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。レジスターされた qポートは、出
力クロックで同期化されます。

outclocken オプション outclockポートのクロックイネーブル入力。

表 4-2: RAM: 1-Port IP コア出力ポート

信号 必須 説明

q あり メモリーからのデータ出力。qポートは、data ポー
トの幅と同等の必要があります。
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MAX 10デバイスの RAM: 1-Port IP コアのパラメーター

表 4-3: MAX 10デバイスの RAM: 1-Port IP コアのパラメーター
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。　　　

パラメーター 値 説明

パラメーター設定：Widths/Blk Type/Clks
How wide should the 'q' output bus
be?

1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、11、
12、13、14、15、16、
17、18、19、20、21、
22、23、24、25、26、
27、28、29、30、31、
32、36、40、48、64、
72、108、128、144、
および 256

ビット内の 'q' 出力バスの幅を指定し
ます。

How many <X>-bit words of
memory?

32、64、128、256、
512、1024、2048、
4096、8192、16384、
32768、および 65536

< X > ビット・ワードの数を指定しま
す。

What should the memory block type be?
Auto On/Off 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。

M9K On/Off
LC On/Off

オプション

Use default logic
cell style

On/Off ロジックセル実装のオプションを指
定します。LCメモリータイプを選択
する場合にのみ、このオプションがイ
ネーブルされます。

Use default logic
cell style

On/Off

Set the maximum block depth to Auto、32、64、128、
256、512、1024、
2048、4096、および
8192

ワード内の最大ブロック深度を指定
します。LCメモリータイプを選択す
る場合にのみ、このオプションがディ
スエーブルされます。

What clocking method would you like to use?
Single clock On/Off シングルクロックとクロックイネー

ブルは、メモリーブロックのすべての
レジスターを制御します。
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パラメーター 値 説明

Dual clock: use separate ‘input’ and
‘output’ clocks

On/Off 入力および出力クロックは、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
ーブルを含むメモリーブロックから
のデータ入力とデータ出力およびメ
モリーブロックへのデータ入力とデ
ータ出力に関連するすべてのレジス
ターを制御します。

パラメーター設定：Regs/Clkens/Byte Enable/Aclrs
Which ports should be registered?
'data' and 'wren' input ports — このオプションは自動的にイネーブ

ルされます。読み出しまたは書き込
み入力ポート、読み出しまたは書き込
み出力ポートをレジスターするかど
うかを指定します。

'address' input port — このオプションは自動的にイネーブ
ルされます。読み出しまたは書き込
み入力ポート、読み出しまたは書き込
み出力ポートをレジスターするかど
うかを指定します。

'q' output port On/Off 読み出しまたは書き込み入力ポート、
読み出しまたは書き込み出力ポート
をレジスターするかどうかを指定し
ます。

Create one clock enable signal for
each clock signal.

On/Off 各クロック信号に 1 つのクロックイ
ネーブル信号を作成するためのオプ
ションをオンにするかどうかを指定
します。

More Option

Use clock enable
for port A input
registers

On/Off ポート A入力および出力レジスター
にクロックイネーブルを使用するか
どうかを指定します。

Use clock enable
for port A output
registers

On/Off ポート A入力および出力レジスター
にクロックイネーブルを使用するか
どうかを指定します。

Create an
'addressstall_a'
input port

On/Off アドレスレジスターのクロックイネ
ーブルを作成するかどうかを指定し
ます。これらのポートは、アドレスレ
ジスターの追加のアクティブ  Low ク
ロックイネーブル入力として機能す
るよう作成することができます。

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

On/Off レジスターされたポートの非同期ク
リアーポートを作成するかどうかを
指定します。

More Option 'q’ ポート On/Off qポートが aclrポートによってクリ
アーされるかを指定します。
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パラメーター 値 説明

Create a 'rden' read enable signal On/Off rden読み取り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：Read During Write Option
Single Port Read During Write Option
What should the q output be when
reading from a memory location
being written to?

• Don't Care
• New Data
• Old Data

Read-During-Write が起こるときの出
力動作を指定します。
• Don't Care—RAMは Read-During-

Write 動作の "don't care" または
"unknown” 値を出力します。

• New Data—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
上がりエッジで新しいデータが使
用可能です。

• Old Data—RAM出力は書き込み動
作を進める前に、そのアドレスに
ある古いデータを反映します。

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

On/Off マスクされたバイトで 'X’ を取得する
には、このオプションをオンにしま
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 On/Off メモリーの初期内容を指定します。

メモリーをゼロに初期化します。
Initialize memory content data to
XX..X on power-up in simulation

On/Off
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パラメーター 値 説明

Yes, use this file for the memory
content data

On/Off メモリー初期化ファイル（.mif）また
は 16 進（Intel-format）ファイル
（.hex）を指定することができます。
注意: デバイスのコンフィグレー

ション手法は Internal
Configurationです。メモリ
ーの初期化を使用するに
は、メモリー初期化オプシ
ョンを使用したシングル圧
縮イメージのようなメモリ
ー初期化を行うシングル・
イメージ・コンフィグレー
ション・モードを選択する
必要があります。コンフィ
グレーション・モードは、
Device and Pin Optionsダ
イアログボックスの
Configuration ページで設定
することができます。

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

On/Off In-System Memory Content Editorがシ
ステムクロックに関わらずメモリー
のコンテンツをキャプチャーし、更新
することを可能にするかどうかを指
定します。

The 'Instance ID' of this RAM is — RAM IDを指定します。
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RAM: 2-PORT IP コアは、シンプル・デュアル・ポート RAMおよびトゥルー・デュアル・ポー
ト RAM メモリー・モードを実装します。

図 5-1: シングル・クロック・オプションがイネーブルされた、1 つの読み出しポートと 1 つの書き込み
ポートを有する RAM: 2-Port IPコア信号
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図 5-2: One Read Port and One Write Port、および Dual Clock: Use Separate 'Read' and 'Write' Clocksオプ
ションがイネーブルされた RAM: 2-Port IP コア信号
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図 5-3: One Read Port and One Write Port、および Dual Clock: Use Separate 'Input' and 'Output' Clocksオ
プションがイネーブルされた RAM: 2-Port IP コア信号
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図 5-4: Two Read/Write Portsおよび Single Clockオプションがイネーブルされた RAM: 2-Port IP コア信
号
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図 5-5: Two Read/Write Portsおよび Dual Clock: Use Separate 'Input' and 'Output' Clocksオプションがイ
ネーブルされた RAM: 2-Port IP コア信号
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図 5-6: Two Read/Write Portsおよび Dual Clock: Use Separate for A and B Portsオプションがイネーブル
された RAM: 2-Port IP コア信号

data_a[]

wren_a

data_b[]

address_b[]

addressstall_a

clock_a
enable_a
clock_b
enable_b

q_a[]

ac
lr_

a

address_a[]

wren_b

addressstall_b

rden_a

rden_b

byteena_a[]

ac
lr_

b

q_b[]

MAX 10デバイスの RAM: 2-Port IPコア信号（シンプル・デュアル・ポ
ート RAM）

表 5-1: RAM: 2-Port IP コア入力信号（シンプル・デュアル・ポート RAM）

信号 必須 説明

data あり メモリーへのデータ入力。dataポートが必要であり、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 あり メモリーへの書き込みアドレス入力。wraddressポートが必要
であり、幅は raddressポートの幅と等しいものである必要があ
ります。

wren あり 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 あり メモリーへの読み出しアドレス入力。rdaddressポートが必要
であり、幅は wraddressポートの幅と等しいものである必要があ
ります。
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信号 必須 説明

clock あり 以下のリストは、どのメモリークロックを clock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
について説明しています。
• シングル・クロック—シングル・ソース・クロックを clock

ポートに接続します。レジスターされたすべてのポートは、
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 clock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すべ
てのレジスターされたポートは、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 clockポートに接続します。レ
ジスターされたすべての入力ポートは、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 clockポートに接続しま
す。ポート Aのレジスターされたすべての入力および出力
ポートは、ポート Aクロックで同期化されます。

inclock あり 以下のリストは、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
期について説明しています。
• 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。レジスターされた
すべてのポートは、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、
および byteenaポートなどの書き込み動作に関連するレジス
ターされたすべてのポートは、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。
レジスターされたすべての入力ポートは、入力クロックで同
期化されます。

outclock あり 以下のリストは、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
同期について説明しています。
• 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。レジスターされた
すべてのポートは、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、rdrenポート、および qポー
トなどの読み出し動作に関連するレジスターされたすべての
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。
レジスターされた qポートは、出力クロックで同期化されま
す。

5-6 MAX 10デバイスの RAM: 2-Port IPコア信号（シンプル・デュアル・ポート RAM）
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信号 必須 説明

rden オプション rdaddressポートの入力読み出しイネーブル。use_eabパラメー
ターが OFFに設定されている場合、rdenポートがサポートされ
ます。他のメモリーブロックで読み出しイネーブル機能を使用
する場合は、IP コアをインスタンス化します。

byteena_a オプション data_aポートをマスクするためのバイトイネーブル入力。data_
aポートをマスクすることにより、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ポートは以
下の条件ではサポートされません。
• implement_in_lesパラメーターが ONに設定される。
• operation_modeパラメーターが ROMに設定される。

outclocken オプション outclockポートのクロックイネーブル入力。
inclocken オプション inclockポートのクロックイネーブル入力。

表 5-2: RAM: 2-Port IP コア出力信号（シンプル・デュアルポート RAM）

信号 必須 説明

q あり メモリーからのデータ出力。qポートが必要であり、幅は data ポ
ートの幅と等しいものである必要があります。

MAX 10デバイスの RAM: 2-Port IP コア信号（トゥルー・デュアルポー
ト RAM）

表 5-3: RAM: 2-Port IP コア入力信号（トゥルー・デュアルポート RAM）

信号 必須 説明

data_a オプション メモリーのポート Aへのデータ入力。operation_modeパラメ
ーターを以下の値のいずれかに設定する場合、data_aポートが
必要です。
• SINGLE_PORT

• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

address_a あり メモリーのポート Aへのアドレス入力。すべての動作モード
に address_aポートが必要です。

UG-M10MEMORY
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信号 必須 説明

wren_a オプション address_aポートの書き込みイネーブル入力。operation_mode

パラメーターを以下の値のいずれかに設定する場合、wren_aポ
ートが必要です。
• SINGLE_PORT

• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

data_b オプション メモリーのポート Bへのデータ入力。operation_modeパラメ
ーターを BIDIR_DUAL_PORTに設定する場合、data_bポートが必
要です。

address_b オプション メモリーのポート Bへのアドレス入力。operation_modeパラ
メーターを以下の値に設定する場合、address_bポートが必要
です。
• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

wren_b あり address_bポートの書き込みイネーブル入力。operation_mode

パラメーターを BIDIR_DUAL_PORTに設定する場合、wren_bポー
トが必要です。

clock あり 以下のリストは、どのメモリークロックを clock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
期について説明しています。
• シングル・クロック—シングル・ソース・クロックを clock

ポートに接続します。レジスターされたすべてのポートは、
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 clock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
すべてのレジスターされたポートは、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 clockポートに接続します。レ
ジスターされたすべての入力ポートは、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 clockポートに接続し
ます。ポート Aのレジスターされたすべての入力および出
力ポートは、ポート Aクロックで同期化されます。

5-8 MAX 10デバイスの RAM: 2-Port IP コア信号（トゥルー・デュアルポート RAM）
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信号 必須 説明

inclock あり 以下のリストは、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
同期について説明しています。
• 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。レジスターされた
すべてのポートは、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、
および byteenaポートなどの書き込み動作に関連するレジ
スターされたすべてのポートは、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。
レジスターされたすべての入力ポートは、入力クロックで同
期化されます。

outclock あり 以下のリストは、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
同期について説明しています。
• 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。レジスターされた
すべてのポートは、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、rdrenポート、および qポ
ートなどの読み出し動作に関連するレジスターされたすべ
てのポートは、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。
レジスターされた qポートは、出力クロックで同期化されま
す。

rden_a オプション address_aポートの読み出しイネーブル入力。rden_a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サポ
ートされます。

rden_b オプション address_bポートの読み出しイネーブル入力。rden_b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サポ
ートされます。

byteena_a data_aポートをマスクするためのバイトイネーブル入力。
data_aポートをマスクすることにより、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
トは以下の条件ではサポートされません。
• implement_in_lesパラメーターが ONに設定される。
• operation_modeパラメーターが ROMに設定される。

addressstall

_a
オプション addressstall_aポートが High である間、address_aポートの以

前のアドレスを保持するためのアドレス・クロック・イネーブ
ル入力。
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信号 必須 説明

addressstall

_b
オプション addressstall_bポートが High である間、address_bポートの以

前のアドレスを保持するためのアドレス・クロック・イネーブ
ル入力。

表 5-4: RAM: 2-Prot IP コア出力信号（トゥルー・デュアル・ポート RAM）

信号 必須 説明

q_a あり メモリーのポート Aからのデータ出力。operation_modeパラ
メーターを以下の値のいずれかに設定する場合、q_aポートが
必要です。
• SINGLE_PORT

• BIDIR_DUAL_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。

q_b あり メモリーのポート Bからのデータ出力。 operation_modeパラ
メーターを以下の値に設定する場合、q_bポートが必要です。
• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_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。

MAX 10デバイスの RAM: 2-Port IPコアのパラメーター

表 5-5: MAX 10デバイスの RAM: 2-Port IPコアのパラメーター
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。　　　

オプション 正当な値 説明

パラメーター設定：General
How will you be using the dual port RAM? • 1 つの読み取りポートと

1 つの書き込みポート
• 2 つの読み取り/書き込
みポートで使用

デュアルポート RAMを
使用する方法を指定しま
す。

How do you want to specify the memory
size?

• ワードの数による
• ビートの数による

メモリー容量をワードで
指定するか、またはビット
で指定するかを決定しま
す。

パラメーター設定：Widths/ Blk Type

5-10 MAX 10デバイスの RAM: 2-Port IPコアのパラメーター
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オプション 正当な値 説明

How many <X>-bit words of memory? — < X > ビット・ワードの数
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。

Read/Write Ports

With one read port
and one write portを
選択すると、以下の
オプションが使用可
能です。
• How wide should

the ‘data_a’ input
bus be?

• How wide should
the ‘q’ output bus
be? 1、2、3、4、5、6、7、8、

9、16、18、32、36、64、72、
108、128、144、256、および
288

入力ポートと出力ポート
の幅を指定します。
How wide should the ‘q’
output bus be?および How
wide should the ‘q_b’
output bus be?オプション
は、Use different data
widths on different portsパ
ラメーターをオンにする
場合にのみ使用可能です。

With two read/
write portsを選択
すると、以下のオ
プションが使用
可能です。
• How wide

should the ‘q_a’
output bus be?

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

What should the memory block type be? • Auto
• M9K
• 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。
LCsの値は以下の条件で
のみ使用可能です。
• With one read port and

one write portオプショ
ンをオンにする

• Use different data
widths on different ports
オプションをオフにす
る
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オプション 正当な値 説明

オプション How should the
memory be
implemented?

• デフォルトでロジック・
セル・スタイルを使用

• Stratix M512 エミュレー
ション・ロジック・セル・
スタイルを使用

ロジックセル実装のオプ
ションを指定します。LC
メモリータイプを選択す
る場合にのみ、このオプシ
ョンがイネーブルされま
す。

Set the maximum block depth to • Auto
• 128
• 256
• 512
• 1024
• 2048
• 4096
• 8192

最大ブロック深度をワー
ドで指定します。

パラメーター設定：Clks/Rd, Byte En
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オプション 正当な値 説明

What clocking method would you like to
use?

With one read port and one
write portを選択すると、以
下の値が使用可能です。
• Single clock
• Dual clock: use separate

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

‘read’ and ‘write’ clocks

With two read/write portsを
選択すると、以下のオプシ
ョンが使用可能です。
• Single clock
• Dual clock: use separate

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

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・
イネーブルがメモリー
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
—入力クロックと出力
クロックが、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
みイネーブルを含むメ
モリーブロックへのデ
ータの出入力、および
メモリーブロックから
のデータの出入力に関
連するすべてのレジス
ターを制御します。

• Dual clock: use separate
‘read’ and ‘write’ clocks—
読み出しクロックがデ
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
ーを制御する一方で、
書き込みクロックがデ
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
ーを制御します。

• Dual clock: use separate
clocks for A and B ports
—クロック A がポート
A 側のすべてのレジス
ターを制御し、クロッ
ク Bがポート B側のす
べてのレジスターを制
御します。また、各ポ
ートはそれぞれ、ポー
ト Aおよびポート Bレ
ジスターの独立クロッ
ク・イネーブルをサポ
ートします。
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オプション 正当な値 説明

Create a ‘rden’ read enable signal On/Off With one read port and one
write portオプションを選
択する場合に使用可能で
す。

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

On/Off • With two read/write
portsオプションを選
択する場合に使用可能
です。

• ポート Aとポート Bの
読み取りイネーブル信
号を作成するかどうか
を指定します。

Byte Enable Ports Create byte enable for
port A

On/Off ポート Aとポート Bのバ
イトイネーブルを作成す
るかどうかを指定します。
データの特定のバイト、ニ
ブル、またはビットのみが
書き込まれるよう入力デ
ータをマスクする場合は、
これらのオプションをオ
ンにします。

パラメーター設定：Regs/Clkens/Aclrs
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オプション 正当な値 説明

Which ports
should be
registered?

With one read port
and one write portを
選択する場合、以下
のオプションが使用
可能です。
• 書き込み入力ポー
ト‘data_a’、
‘wraddress_a’、およ
び‘wren_a’

• 読み取り入力ポー
ト 'rdaddress'と
'rden'

• 読み取り出力ポー
ト‘q_a’と'q_b'

With two read/write
portsを選択する場
合、以下のオプショ
ンが使用可能です。
• 書き込み入力ポー
ト‘data_a’、
‘wraddress_a’、およ
び‘wren_a’

• 読み取り出力ポー
ト‘q’_aと‘q_b’

On/Off 読み出しまたは書き込み
入力ポート、読み出しまた
は書き込み出力ポートを
レジスターするかどうか
を指定します。

More Option With one read port
and one write portを
選択する場合、以下
のオプションが使用
可能です。
• ‘q_b’ポート
With two read/write
portsを選択する場
合、以下のオプショ
ンが使用可能です。
• ‘q_a’ポート
• ‘q_b’ポート

On/Off デフォルトでは、読み出し
入力ポートと書き込み入
力ポートはオンになって
います。Q出力ポートを
レジスターするかどうか
のみ指定する必要があり
ます。

Create one clock enable signal for each
clock signal.

On/Off 各クロック信号に 1 つの
クロックイネーブル信号
を作成するためのオプシ
ョンをオンにするかどう
かを指定します。
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オプション 正当な値 説明

More Option With one read port
and one write portを
選択する場合、以下
のオプションが使用
可能です。
• Clock enable

options

• Clock enable
options: Use
clock enable for
write input
registers

• Address options

• Create an ‘wr_
addressstall’
input port.

• Create an ‘rd_
addressstall’
input port.

With two read /write
portsを選択する場
合、以下のオプショ
ンが使用可能です。
• Clock enable

options

• Use clock enable
for port A input
registers

• Use clock enable
for port A
output registers

• Address options

• Create an
‘addressstall_a’
input port.

• Create an
‘addressstall_b’
input port.

On/Off • Clock enable options—デ
フォルトでは、ポート
Bの入力および出力レ
ジスターのクロックイ
ネーブルはオンです。
ポート Aの入力および
出力レジスターのクロ
ックイネーブルを使用
するかどうかのみ指定
する必要があります。

• Address options—アドレ
スレジスターのクロッ
クイネーブルを作成す
るかどうかを指定しま
す。これらのポート
は、アドレスレジスタ
ーの追加のアクティブ
Low クロックイネーブ
ル入力として機能する
よう作成することがで
きます。

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

On/Off レジスターされたポート
の非同期クリアポートを
作成するかどうかを指定
します。
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オプション 正当な値 説明

More Option With one read port
and one write portを
選択する場合、以下
のオプションが使用
可能です。
• ‘rdaddress’ port
• ‘q_b’ port

With two read /write
portsを選択する場
合、以下のオプショ
ンが使用可能です。
• ‘q_a’ port
• ‘q_b’ port

On/Off raddress, q_a、および q_b

ポートが aclr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：出力 1
Mixed Port Read-
During-Write for
Single Input Clock
RAM

With one read port
and one write portを
選択する場合、次の
オプションが使用可
能です。
• How should the q

output behave
when reading a
memory location
that is being written
from the other
port?

With two read /write
portsを選択する場
合、次のオプション
が使用可能です。
• How should the q_a

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

• 古いメモリー内容の表示
• I do not care (the outputs

will be undefined)

Read-During-Writeが起こ
るときの出力動作を指定
します。
• Old memory contents

appear—書き込み動作
を進める前に、RAM出
力はそのアドレスにあ
る古いデータを反映し
ます。

• I do not care—選択する
以下のメモリー・ブロ
ック・タイプに応じて
オンにすると、このオ
プションは異なる機能
を果たします。
• メモリー・ブロッ
ク・タイプを Auto、
またはM9Kに設定
する場合、 RAMは
タイミングパスを解
析することなく
Read-During-Write
動作の‘don't care’ま
たは“unknown”値を
出力します。
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オプション 正当な値 説明

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 このオプションは I do not
care (The outputs will be
undefined)オプションをオ
ンにする場合、自動的にオ
ンになります。このオプ
ションは、タイミングパス
を解析することなく Read-
During-Write動作の‘don’t
care’または'unknown'値を
出力する RAMをイネー
ブルします。

パラメーター設定：出力 2（このタブは two read/write portsを選択する場合にのみ使用可能で
す）
Port A Read-
During-Write
Option

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

• 新しいデータ
• 古いデータ

Read-During-Writeが起こ
るときの出力動作を指定
します。
• New Data—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
上がりエッジで新しい
データが使用可能で
す。

• Old Data—RAM出力は
書き込み動作を進める
前に、そのアドレスに
ある古いデータを反映
します。

Port B Read-
During-Write
Option

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 このオプションは、New
Data値を選択すると自動
的にオンになります。こ
のオプションはマスクさ
れたバイトで‘X’を取得し
ます。

パラメーター設定：Mem Init

5-18 MAX 10デバイスの RAM: 2-Port IPコアのパラメーター
UG-M10MEMORY

2017.02.21

Altera Corporation RAM: 2-PORT IP コア・リファレンス

フィードバック

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=RAM:%202-PORT%20IP%20%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-M10MEMORY%202017.02.21)%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


オプション 正当な値 説明

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。
• メモリーをゼロに初期
化するには、No, leave it
blankを選択します。

• メモリー初期化ファイ
ル（.mif）または 16 進
（Intel-Format）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。

注意: デバイスのコン
フィグレーショ
ン手法は
Internal
Configurationで
す。メモリーの
初期化を使用す
るには、メモリ
ー初期化オプシ
ョンを使用した
シングル圧縮イ
メージのような
メモリー初期化
を行うシング
ル・イメージ・
コンフィグレー
ション・モード
を選択する必要
があります。コ
ンフィグレーシ
ョン･モードは、
Device and Pin
Optionsダイア
ログ・ボックス
のコンフィグレ
ーションのペー
ジで設定するこ
とができます。

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

• ポート A
• ポート B

初期内容ファイルを準拠
させる必要があるポート
の寸法を指定します。
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ROM: 1-PORT IPコア・リファレンス 6
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UG-M10MEMORY 更新情報 フィードバック

ROM: 1-PORT IPコアは、シングル・ポート ROMメモリーモードを実装します。
図 6-1: Single Clockオプションがイネーブルされた ROM: 1-PORT IPコア信号
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図 6-2: Dual Clock: Use Separate 'Input' and 'Output' Clocksオプションがイネーブルされた ROM: 1-PORT
IPコア信号
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MAX 10デバイスの ROM: 1-PORT IPコア信号

表 6-1: ROM: 1-PORT IPコア入力信号

信号 必須 説明

address あり メモリーへのアドレス入力。
addressstall_a オプション addressstall_aポートが High である間、address_aポー

トの以前のアドレスを保持するためのアドレス・クロッ
ク・イネーブル入力。

rden オプション rdaddressポートの読み出しイネーブル入力。use_eab

パラメーターが OFFに設定される場合、rdenポートがサ
ポートされます。他のメモリーブロックで読み出しイネ
ーブル機能を使用する場合は、IP をインスタンス化しま
す。
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信号 必須 説明

clock あり 以下のリストは、どのメモリークロックを clock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説明しています。
• シングル・クロック—シングル・ソース・クロックを

clockポートに接続します。レジスターされたすべて
のポートは、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 clock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
み動作に関連するすべてのレジスターされたポート
は、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 clockポートに接続しま
す。レジスターされたすべての入力ポートは、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 clockポートに
接続します。ポート Aのレジスターされたすべての
入力および出力ポートは、ポート Aクロックで同期化
されます。

clken オプション clockポートのクロックイネーブル入力。
inclock あり 以下のリストは、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説明しています。
• 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。レ
ジスターされたすべてのポートは、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、および byteenaポートなどの書き込み動
作に関連するレジスターされたすべてのポートは、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。レジスターされたすべての入力ポートは、入力
クロックで同期化されます。

inclocken オプション inclockポートのクロックイネーブル入力。
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信号 必須 説明

outclock あり 以下のリストは、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説明しています。
• 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。レ
ジスターされたすべてのポートは、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、rdrenポート、
および qポートなどの読み出し動作に関連するレジ
スターされたすべてのポートは、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。レジスターされた qポートは、出力クロックで
同期化されます。

outclocken オプション outclockポートのクロックイネーブル入力。

表 6-2: ROM: 1-PORT IPコア出力信号

信号 必須 説明

q あり メモリーからのデータ出力。qポートが必要であり、幅は
data ポートの幅と等しいものである必要があります。

MAX 10デバイスの ROM: 1-PORT IPコアのパラメーター

表 6-3: MAX 10デバイスの ROM: 1-PORT IPコアのパラメーター
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。　　　

オプション 正当な値 説明

パラメーター設定：General
How wide should the 'q' output bus be? 1、2、3、4、5、6、7、8、

9、10、11、12、13、14、15、
16、17、18、19、20、21、
22、23、24、25、26、27、
28、29、30、31、32、36、
40、48、64、72、108、128、
144、および 256

ビット内の ’q’ 出力バスの
幅を指定します。

How many <X>-bit words of memory? 32、64、128、256、512、
1024、2048、4096、8192、
16384、32768、および 65536

< X > ビットのワードの数
を指定します。
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オプション 正当な値 説明

What should the memory block type be? • Auto
• M9K

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 • Auto
• 32
• 64
• 128
• 256
• 512
• 1024
• 2048
• 4096
• 8192

最大ブロック深度をワー
ドで指定します。

What clocking method would you like to
use?

• Single clock
• Dual clock: use separate

‘input’ and ‘output’ clocks

使用するクロッキング方
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
ネーブルを含むメモリ
ーブロックからのデー
タ入力とデータ出力お
よびメモリーブロック
へのデータ入力とデー
タ出力に関連するすべ
てのレジスターを制御
します。

パラメーター設定：Regs/Clkens/Aclrs
Which ports
should be
registered?

• 'address' input port
• 'q' output port

On/Off 読み取りまたは書き込み
入力ポート、読み取りまた
は書き込み出力ポートを
レジスターするかどうか
を指定します。

UG-M10MEMORY
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オプション 正当な値 説明

Create one clock enable signal for each
clock signal.

On／Off 各クロック信号に 1 つの
クロックイネーブル信号
を作成するためのオプシ
ョンをオンにするかどう
かを指定します。

More Option • Clock enable options

• Use clock enable for
port A input
registers

• Use clock enable for
port A output
registers

• Address options

• Create an
'addressstall_a'
input port

On/Off • Clock enable options—デ
フォルトでは、ポート
Bの入力および出力レ
ジスターのクロックイ
ネーブルはオンです。
ポート Aの入力および
出力レジスターのクロ
ックイネーブルを使用
するかどうかのみ指定
する必要があります。

• Address options—アド
レスレジスターのクロ
ックイネーブルを作成
するかどうかを指定し
ます。これらのポート
は、アドレスレジスタ
ーの追加のアクティブ
Low クロックイネーブ
ル入力として機能する
よう作成することがで
きます。

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

On/Off レジスターされたポート
の非同期クリアポートを
作成するかどうかを指定
します。

More Option • 'address' port
• 'q' port

On/Off addressおよび qポート
が aclrポートによってク
リアされるかどうかを指
定します。

Create a 'rden' read enable signal On/Off rden読み取りイネーブル
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

6-6 MAX 10デバイスの ROM: 1-PORT IPコアのパラメーター
UG-M10MEMORY

2017.02.21

Altera Corporation ROM: 1-PORT IPコア・リファレンス
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オプション 正当な値 説明

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

Yes, use this file for the
memory content data.

メモリーの初期内容を指
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（Intel
フォーマット）ファイル
（.hex）を指定する必要が
あります。 デバイスのコ
ンフィグレーション手法
は Internal Configurationで
す。メモリーの初期化を
使用するには、メモリー初
期化オプションを使用し
たシングル圧縮イメージ
のようなメモリー初期化
を行うシングル・イメー
ジ・コンフィグレーショ
ン・モードを選択する必要
があります。コンフィグ
レーション･モードは、
Device and Pin Optionsダ
イアログ・ボックスの
Configurationページで設
定することができます。

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

On/Off In-System Memory Content
Editorにシステムクロッ
クの内容を独立して取得
および更新するかどうか
を指定します。

The 'Instance ID' of this RAM is — RAM IDを指定します。
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ROM: 2-PORT IPコア・リファレンス 7
2017.02.21

UG-M10MEMORY 更新情報 フィードバック

この IP コアは、デュアル・ポート ROMメモリーモードを実装します。デュアルポート ROM
は、シングルポート ROMとほぼ同じ機能ポートを有していますが、デュアルポート ROMとシ
ングルポート ROMの相違点は、デュアルポート ROMは読み出し動作のための追加のアドレス
ポートを備えているという点にあります。

図 7-1: Single Clockオプションがイネーブルされた ROM: 2-PORT IPコア信号
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図 7-2: Dual Clock: Use Separate 'Input' and 'Output' Clocksオプションがイネーブルされた ROM: 2-PORT
IPコア信号
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図 7-3: Dual Clock: Use Separate Clocks for A and B Portsオプションがイネーブルされた ROM: 2-PORT IP
コア信号

address_b[]

addressstall_a

clock_a
enable_a
clock_b
enable_b

q_a[]

ac
lr_

a

address_a[]

addressstall_b

rden_a

rden_b

ac
lr_

b

q_b[]

7-2 ROM: 2-PORT IPコア・リファレンス
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2017.02.21

Altera Corporation ROM: 2-PORT IPコア・リファレンス
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MAX 10デバイスの ROM: 2-PORT IPコア信号

表 7-1: ROM: 2-PORT IPコア入力信号

信号 必須 説明

address_a あり メモリーのポート Aへのアドレス入力。すべての動作モードに
address_aポートが必要です。

rden_a オプショ
ン

address_aポートの読み出しイネーブル入力。rden_a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サポートされ
ます。

address_b オプショ
ン

メモリーのポート Bへのアドレス入力。operation_modeパラメー
ターを以下の値に設定する場合、address_bポートが必要です。
• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_PORT

rden_b オプショ
ン

address_bポートの読み出しイネーブル入力。rden_b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サポートされ
ます。

clock あり 以下のリストは、どのメモリークロックを clock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
て説明しています。
• シングル・クロック—シングル・ソース・クロックを clockポー
トに接続します。レジスターされたすべてのポートは、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 clock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すべてのレ
ジスターされたポートは、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 clockポートに接続します。レジス
ターされたすべての入力ポートは、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 clockポートに接続しま
す。ポート Aのレジスターされたすべての入力および出力ポー
トは、ポート Aクロックで同期化されます。

addressstall_

a
オプショ
ン

addressstall_aポートが High である間、address_aポートの以前
のアドレスを保持するためのアドレス・クロック・イネーブル入
力。

addressstall_

b
オプショ
ン

addressstall_bポートが High である間、address_bポートの以前
のアドレスを保持するためのアドレス・クロック・イネーブル入
力。

UG-M10MEMORY
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信号 必須 説明

inclock あり 以下のリストは、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
いて説明しています。
• 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。レジスターされたすべ
てのポートは、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、および
byteenaポートなどの書き込み動作に関連するレジスターされ
たすべてのポートは、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。レジ
スターされたすべての入力ポートは、入力クロックで同期化さ
れます。

outclock あり 以下のリストは、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
ついて説明しています。
• 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。レジスターされたすべ
てのポートは、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、rdrenポート、および qポートな
どの読み出し動作に関連するレジスターされたすべてのポート
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。レ
ジスターされた qポートは、出力クロックで同期化されます。

inclocken オプショ
ン

inclockポートのクロックイネーブル入力。

outclocken オプショ
ン

outclockポートのクロックイネーブル入力。

aclr オプショ
ン

レジスターされた入力および出力ポートを非同期クリアします。
非同期クリアは indata_aclrや wraddress_aclrなどの対応する非
同期クリア・パラメーターを介して制御可能な、レジスターされた
ポートに影響します。
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表 7-2: ROM: 2-PORT IPコア出力信号

信号 必須 説明

q_a あり メモリーのポート Aからのデータ出力。operation_modeパラメー
ターを以下の値のいずれかに設定する場合、q_aポートが必要で
す。
• SINGLE_PORT

• BIDIR_DUAL_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。

q_b あり メモリーのポート Bからのデータ出力。 operation_modeパラメー
ターを以下の値に設定する場合、q_bポートが必要です。
• DUAL_PORT

• BIDIR_DUAL_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。

MAX 10デバイスの ROM: 2-PORT IPコアのパラメーター

表 7-3: MAX 10デバイスの ROM: 2-PORT IPコアのパラメーター
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。　　　

オプション 正当な値 説明

パラメーター設定：Widths/Blk Type
How do you want to specify the memory
size?

• ワードの数による
• ビットの数による

メモリー容量をワードで指定す
るか、またはビットで指定するか
を決定します。

How many <X>-bit words of memory? — < X > ビットのワードの数を指定
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。

Read Ports

How wide should the
‘q_a’ output bus be? 1、2、3、4、5、6、7、

8、9、16、18、32、
36、64、72、108、
128、144、256、およ
び 288

入力ポートと出力ポートの幅を
指定します。
How wide should the ‘q_b’ output
bus be? オプションは、Use
different data widths on different
portsパラメーターをオンにする
場合にのみ使用可能です。

How wide should
the ‘q_b’ output bus
be?
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オプション 正当な値 説明

What should the memory block type be? Auto、M9K 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 Auto、128、256、512、
1024、2048、4096、
8192

最大ブロック深度をワードで指
定します。

パラメーター設定：Clks/Rd, Byte En
What clocking method would you like to
use?

• シングルクロック
• デュアルクロッ
ク: 独立した「入
力」および「出力」
クロックを使用

• デュアルクロッ
ク: 独立したクロ
ック Aと Bのポ
ートを使用

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・イネーブルがメ
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
ックと出力クロックが、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を含
むメモリーブロックへのデー
タ出入力、およびメモリーブロ
ックからのデータ出入力に関
連するすべてのレジスターを
制御します。

• Dual clock: use separate clocks
for A and B ports—クロック A
がポート A側のすべてのレジ
スターを制御し、クロック B
がポート B側のすべてのレジ
スターを制御します。また、各
ポートはそれぞれ、ポート A
およびポート Bレジスターの
独立クロックイネーブルをサ
ポートします。

‘rden_a’ と 'rden_b' の読み出しイネーブ
ル信号を作成

On/Off 読み取り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?

• Write input ports
• Read output port(s)

On/Off 読み出しまたは書き込み入力ポ
ート、読み出しまたは書き込み出
力ポートをレジスターするかど
うかを指定します。

7-6 MAX 10デバイスの ROM: 2-PORT IPコアのパラメーター
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オプション 正当な値 説明

More Option • • 'address_a' port
• 'address_b' port

• Q output ports

• ‘q_a’ port
• 'q_b' port

On/Off デフォルトでは、読み出し入力ポ
ートと書き込み入力ポートはオ
ンになっています。Q出力ポー
トをレジスターするかどうかの
み指定する必要があります。

Create one clock enable signal for each
clock signal.

On/Off 各クロック信号に 1 つのクロッ
クイネーブル信号を作成するた
めのオプションをオンにするか
どうかを指定します。

More Option • Clock enable options

• Use clock enable
for port A input
registers

• Use clock enable
for port A output
registers

• Address options

• Create an
‘addressstall_a’
input port.

• Create an
‘addressstall_b’
input port.

•

On/Off • Clock enable options—デフォル
トでは、ポート Bの入力およ
び出力レジスターのクロック
イネーブルはオンです。ポー
ト Aの入力および出力レジス
ターのクロックイネーブルを
使用するかどうかのみ指定す
る必要があります。

• Address options—アドレスレジ
スターのクロックイネーブル
を作成するかどうかを指定し
ます。これらのポートは、アド
レスレジスターの追加のアク
ティブ Low クロックイネーブ
ル入力として機能するよう作
成することができます。

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

On/Off レジスターされたポートの非同
期クリアポートを作成するかど
うかを指定します。

More Option • ‘q_a’ port
• ‘q_b’ port

On/Off ‘q_a’ および ‘q_b’ ポートが aclr 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
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オプション 正当な値 説明

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

Yes, use this file for the
memory content data

メモリーの初期内容を指定しま
す。
• メモリーをゼロに初期化する
には、No, leave it blankを選択
します。

• メモリー初期化ファイル
（.mif）または 16 進（Intel-

Format）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。

注意: デバイスのコンフィグ
レーション手法は
Internal Configuration
です。メモリーの初期
化を使用するには、メ
モリー初期化オプショ
ンを使用したシングル
圧縮イメージのような
メモリー初期化を行う
シングル・イメージ・
コンフィグレーショ
ン・モードを選択する
必要があります。コン
フィグレーション･モ
ードは、Device and Pin
Options ダイアログボ
ックスの Configuration
のページで設定するこ
とができます。

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準拠
させる必要があるポートの寸法
を指定します。
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シフトレジスター（RAMベース）IP コア・リ
ファレンス 8

2017.02.21

UG-M10MEMORY 更新情報 フィードバック

シフトレジスター（RAMベース）IP コアは、従来のシフトレジスターにはない追加の機能を有
します。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
線リソースを節約することができます。また、より大きなシフトレジスターを実装するためにメ
モリーブロックをカスケード接続することができます。

図 8-1: シフトレジスター（RAMベース）IP コア信号

shift_in[]
clock
clken
aclr

shiftout[]
taps[]

MAX 10デバイスのシフトレジスター（RAMベース）IP コア信号

表 8-1: シフトレジスター（RAMベース）IP コア入力信号

信号 必須 説明

shiftin[] あり シフターへのデータ入力。入力ポート WIDTHビット幅です。
clock あり ポジティブ・エッジ・トリガ・クロック。
clken なし clockポートのクロックイネーブル。デフォルトでは、clkenは VCCで

す。
aclr なし シフト・レジスター・チェーンのコンテンツを非同期クリアーします。

shiftout 出力は aclr信号がアサートされると直ちにクリアーされます。
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表 8-2: シフトレジスター（RAMベース）IP コア出力信号

信号 必須 説明

shiftout[] あり シフトレジスターの終端からの出力。出力ポート WIDTHビット幅です。
taps[] あり シフトレジスターに沿った等間隔のタップからの出力。出力ポート

WIDTH * NUMBER_OF_TAPS幅です。このポートは、シフトレジスターに
沿ったすべての等間隔タップ（各 WIDTHビット）の集合体です。

MAX 10デバイスのシフトレジスター（RAMベース）IP コアのパラメー
ター

表 8-3: MAX 10デバイスのシフトレジスター（RAMベース）IP コアのパラメーター
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。　　　

オプション 値 説明

How wide should the "shiftin" input and
the "shiftout" output buses be?

1、2、3、4、5、6、7、8、
12、16、24、32、48、64、
96、128、192、および 256

入力パターンの幅を指定
します。

How many taps would you like? 1、2、3、4、5、6、7、8、
12、16、24、32、48、64、

96、および 128

シフトレジスターに沿っ
た等間隔タップの数を指
定します。

Create groups for each tap output On/Off 各タップの出力にグルー
プを作成します。

How wide should the distance between
taps be?

3、4、5、6、7、8、16、32、
64、および 128

クロックサイクルで等間
隔タップ間の距離を指定
します。この数値は使用
する RAMワードの数に
変換します。値は 3以上
である必要があります。

Create a clock enable port On/Off clkenポートを作成しま
す。

Create an asynchronous clear port On/Off aclrポートを作成しま
す。

What should the RAM block type be? Auto、M9K RAMブロックタイプを指
定します。
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FIFO IPコアは FIFO モードを実装しており、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。
• デザインにシングル・クロック FIFOバッファーおよびデュアル・クロック FIFOバッファー
を実装するには、FIFO IPコアをシングル・クロック FIFO（SCFIFO）モードおよびデュアル・
クロック FIFO（DCFIFO）モードで使用します。

• デュアル・クロック FIFOバッファーは、クロックドメイン間でデータを転送する際に役立ち
ます。

• M9Kメモリーブロックは、空の FIFOバッファーからの同時の読み出しおよび書き込みをサ
ポートしません。

図 9-1: FIFO IPコア：SCFIFOモード信号

data[]
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rdreq

q[]
full
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clock empty

almost_empty

usedw[]

sclr
aclr
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図 9-2: FIFO IPコア：DCFIFOモード信号
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MAX 10デバイスの FIFO IPコア信号

表 9-1: FIFO IPコア入力信号

信号 必須 説明

clock あり ポジティブ・エッジ・トリガ・クロック。
wrclk あり ポジティブ・エッジ・トリガ・クロック。以下のポートを同期化し

ます。
• data

• wrreq

• wrfull

• wrempty

• wrusedw

rdclk あり ポジティブ・エッジ・トリガ・クロック。以下のポートを同期化し
ます。
• q

• rdreq

• rdfull

• rdempty

• rdusedw
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信号 必須 説明

data あり wrreq信号がアサートされるとき、FIFO IPコアに書き込まれるデー
タを保持します。
FIFO IPコアを手動でインスタンス化する場合、ポート幅が How
wide should the FIFO be?パラメーターと等しいものであることを確
認してください。

wrreq あり 書き込み動作を要求するには、この信号をアサートします。
以下の条件が満たされていることを確認してください。
• full（SCFIFOモードの FIFO IP コア）または wrfull（DCFIFOモ
ードの FIFO IP コア）ポートが High のとき、wrreq信号をアサー
トしない。FIFO IP コアがフルのとき、自動的に wrreq信号をデ
ィスエーブルできるようオーバーフロー保護回路をイネーブル
するか、Disable overflow checking. Writing to a full FIFO will
corrupt contentsパラメーターをオンにします。

• The wrreq信号は、fullまたは wrfull信号に基づいて機能タイミ
ング要件を満たす必要があります。

• aclr信号がディアサートしている間 wrreq信号をアサートしな
い。wrreqポートが High に設定されている場合、この要件に違反
すると、aclr信号の立ち下りエッジと writeクロックの立ち上が
りエッジの間で競合状態を引き起こします。

rdreq あり 読み出し動作を要求するには、この信号をアサートします。rdreq信
号は通常の同期 FIFOモードと show-ahead モード同期 FIFO モード
では異なる機能を果たします。
以下の条件が満たされていることを確認してください。
• empty（SCFIFOモードの FIFO IPコア）または rdempty（DCFIFO
モードの FIFO IPコア）ポートが High のとき、rdreq信号をアサ
ートしない。FIFO IPコアが空のとき、自動的に rdreq信号をデ
ィスエーブルできるようアンダーフロー保護回路をイネーブル
するか、Disable underflow checking. Reading from an empty FIFO
will corrupt contentsパラメーターをオンにします。

rdreq信号は、emptyまたは rdempty信号に基づいて機能タイミング
要件を満たす必要があります。

sclr なし すべての出力ステータスポートをクリアするには、この信号をアサ
ートします。ただし、q出力への影響は異なる FIFO コンフィグレー
ションで相違する場合があります。アクティブのままにしておく必
要がある aclr信号のクロックサイクルの最小数に制限はありませ
ん。

aclr なし
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表 9-2: FIFO IPコア出力信号

信号 必須 説明

q 読み出し要求動作から読み取られるデータを示します。SCFIFOお
よび DCFIFOモードでは、qポートの幅は dataポートの幅と等しい
ものである必要があります。IP を手動でインスタンス化する場合、
ポート幅が How wide should the FIFO be?パラメーターと等しいこと
を確認してください。DCFIFO_MIXED_WIDTHSモードでは、qポー
トの幅は dataポートの幅と異なるものでも構いません。IP を手動
でインスタンス化する場合、qポートの幅が Use a different output
widthパラメーターと等しいことを確認してください。IP は幅の広
い書き込みポートと幅の狭い読み出しポート、および幅の狭い書き
込みポートと幅の広い読み出しポートをサポートします。ただし、
幅の比は RAMブロックのタイプによって制限され、一般的には 2 の
累乗です。

full

なし

アサートされる場合、FIFO IP コアはフルとみなされます。FIFO IP
コアがフルのとき、書き込み要求動作を実行しないでください。一
般的に 信号は wrfull信号の遅延バージョンです。ただし、rdfull

信号は wrfull信号の派生バージョンとしてではなく、組み合わせ出
力として機能します。そのため、ターゲットデバイスとは関係なく、
常に wrfullポートを参照して有効な書き込み要求動作が実行でき
るかどうかを確認する必要があります。

wrfull

rdfull

empty

なし

アサートされる場合、FIFO IP コアは空とみなされます。FIFO IP コ
アが空のとき、読み出し要求動作を実行しないでください。一般的
に wrempty信号は rdempty信号の遅延バージョンです。ただし、
wrempty信号は rdempty信号の派生バージョンとしてではなく、組み
合わせ出力として機能します。そのため、ターゲットデバイスとは
関係なく、常に rdemptyポートを参照して有効な読み出し要求動作
が実行できるかどうかを確認する必要があります。

wrempty

rdempty

almost_full なし usedw信号が Almost fullパラメーターと等しいか、それを超える場
合にアサートされます。full信号の早期通知として使用されます。

almost_

empty
なし usedw信号が Almost emptyパラメーターを下回る場合にアサートさ

れます。empty信号の早期通知として使用されます。
usedw

なし

FIFOに格納されたワード数を示します。SCFIFOまたは DCFIFOモ
ードでは、FIFO IP コアを手動でインスタンス化する場合、ポート幅
が usedw[]パラメーターと等しいことを確認してください。
DCFIFO_MIXED_WIDTHモードでは、wrusedwポートおよび rdusedw

ポートの幅はそれぞれ、usedw[]および Use a different output widthパ
ラメーターと等しいものである必要があります。

wrusedw

rdusedw
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MAX 10デバイスの FIFO IPコアのパラメーター

表 9-3: MAX 10デバイスの FIFO IPコアのパラメーター

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。　　　
パラメーター HDL パラメータ

ー
説明

How wide should the
FIFO be?

lpm_width SCFIFOモードと DCFIFOモードの FIFO IPコアの
dataポートおよび qポートの幅を指定します。
DCFIFO_MIXED_WIDTHSモードの FIFO IPコアで
は、このパラメーターは dataポートの幅のみを指定
します。

Use a different output
width (1)

lpm_width_r DCFIFO_MIXED_WIDTHSモードの FIFO IPコアの q

ポートの幅を指定します。
Usedw[] lpm_widthu SCFIFOモードの FIFO IPコアの usedwポートの幅、

あるいは DCFIFOモードの FIFO IPコアの rdusedw

および wrusedwポートの幅を指定します。DCFIFO_
MIXED_WIDTHSモードの FIFO Ipコアでは、wrusedw
ポートの幅のみを表します。wrusedwポートの幅のみ
を表します。

How deep should the
FIFO be?

lpm_numwords 必要な FIFOの深度を指定します。値は 4以上でなけ
ればなりません。割り当てられる値は、2LPM_WIDTHU

の式に準拠している必要があります。
Which kind of read
access do you want with
the rdreq signal?

lpm_showahead FIFOが通常の同期 FIFOモードであるのか、show-
aheadモード同期 FIFOモードであるのかを指定しま
す。通常の同期 FIFOモードでは、rdreqポートがア
サートされる場合、FIFO IP コアはこのポートを読み
出し動作のみを実行する通常の読み出し要求として
扱います。show-ahead モード同期 FIFOモードでは、
FIFO IP コアは rdreq信号をアサートせずに、rdreqを
FIFO IP コア内の有効なデータの最初のワードを自動
的に出力する読み出し確認として扱います（emptyま
たは rdemptyポートが Lowのとき）。rdreq信号をア
サートすると、可能な場合、FIFO IPコアが次のデー
タ・ワードを出力します。このパラメーターをオンに
すると、パフォーマンスが低下することがあります。

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

lpm_type LPM（Library of Parameterized Modules）のエンティテ
ィー名を識別します。値は SCFIFOと DCFIFOです。

(1) DCFIFO_MIXED_WIDTHSモードでのみで使用可能。
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パラメーター HDL パラメータ
ー

説明

Disable overflow
checking. Writing to a
full FIFO will corrupt
contents

overflow_

checking
FIFO IP コアがフルのとき、wrreqポートをディスエー
ブルするオーバーフローのチェックのための保護回
路をイネーブルするかどうかを指定します。このパ
ラメーターは、デフォルトでイネーブルされていま
す。

Disable underflow
checking. Reading from
an empty FIFO will
corrupt contents.

underflow_

checking
FIFO IPコアが空のとき、rdreqポートをディスエー
ブルするアンダーフローのチェックのための保護回
路をイネーブルするかどうかを指定します。このパ
ラメーターは、デフォルトでイネーブルされていま
す。空の SCFIFOモードからの読み出しによって予
測不可能な結果が起こり得ることに注意してくださ
い。

Add an extra MSB to
usedw (2)

add_usedw_msb_

bit
rdusedwおよび wrusedwポートの幅を 1 ビットずつ増
大させます。幅を大きくことによって、FIFO IPコア
がフルのとき、ゼロにロールオーバーすることを防ぎ
ます。このパラメーターは、デフォルトでディスエー
ブルされています。

How many sync stages? (2) rdsync_

delaypipe
クロス・クロック・ドメインにおける同期ステージ数
を指定します。rdsync_delaypipe パラメーターの値
は、同期ステージを書き込みコントロール・ロジック
から読み出しコントロール・ロジックに関連させま
す。wrsync_delaypipe パラメーターの値は、同期ステ
ージを読み出しコントロール・ロジックから書き込み
コントロール・ロジックに関連させます。クロックが
同期化されていない場合はこれらのパラメーターを
使用して同期ステージの数を設定し、clocks_are_
synchronized パラメーターを FALSEに設定します。
実装されている実際の同期ステージは、ターゲットの
デバイスに応じて割り当てられたパラメーターの値
に多様に関連します。

(2) DCFIFOモードでのみ適用可能です。
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パラメーター HDL パラメータ
ー

説明

How many sync stages? (2) wrsync_

delaypipe
クロス・クロック・ドメインにおける同期ステージ数
を指定します。rdsync_delaypipe パラメーターの値
は、同期ステージを書き込みコントロール・ロジック
から読み出しコントロール・ロジックに関連させま
す。wrsync_delaypipe パラメーターの値は、同期ステ
ージを読み出しコントロール・ロジックから書き込み
コントロール・ロジックに関連させます。クロックが
同期化されていない場合はこれらのパラメーターを
使用して同期ステージの数を設定し、clocks_are_
synchronized パラメーターを FALSEに設定します。
実装されている実際の同期ステージは、ターゲットの
デバイスに応じて割り当てられたパラメーターの値
に多様に関連します。

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

use_eab FIFO IP コアが RAMブロックを使用して構成される
かどうかを指定します。デフォルトでは、このパラメ
ーターはディスエーブルされています。このパラメ
ーターをオフにすると、What should the memory block
type beパラメーターに割り当てられたメモリーブロ
ックのタイプに関係なく、FIFO IP コアはロジックエ
レメントに実装されます。

Add circuit to
synchronize ‘aclr’ input
with ‘wrclk’ (2)

write_aclr_

synch
wrclkクロックによって aclrポートを内部的に同期
させる回路を追加するかどうかを指定します。この
回路を追加すると、FIFO IPコアを破損し得る wrreq

ポートと aclrポート間の競合状態を防ぐことができ
ます。デフォルトでは、このパラメーターはディスエ
ーブルされています。

Add circuit to
synchronize ‘aclr’ input
with ‘rdclk’

read_aclr_

synch
rdclkクロックによって aclrポートを内部的に同期
させる回路を追加するかどうかを指定します。この
回路を追加すると、FIFO IPコアを破損し得る rdreq

ポートと aclrポート間の競合状態を防ぐことができ
ます。デフォルトでは、このパラメーターはディスエ
ーブルされています。
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パラメーター HDL パラメータ
ー

説明

Which type of
optimization do you
want? (2)

clocks_are_

synchronized
書き込みクロックと読み出しクロックが同期化され
るかどうかを指定します。これにより、FIFOの動作
を安定させるために追加される内部同期ステージ数
を決定します。値は TRUEと FALSEです。省略する
場合、デフォルト値は FALSEです。書き込みクロック
と読み出しクロックが常に同期され、互いの倍数にな
る場合のみパラメーターを TRUEに設定する必要が
あります。それ以外の場合は、メタスタビリティーの
問題を防ぐため、このパラメーターを FALSEに設定し
ます。クロックが同期化されない場合はこのパラメ
ーターを FALSEに設定し、rdsync_delaypipe および
wrsync_delaypipe パラメーターを使用して必要な同期
ステージ数を決定します。

What should the memory
block type be

ram_block_type 使用するターゲット・デバイスのメモリーブロックを
指定します。設定した RAMコンフィグレーションに
基づいた適切な実装を取得するには、このパラメータ
ーを無視するとによって Quartus Primeソフトウェア
が自動的にメモリータイプを選択することを可能に
し、Implement FIFO storage with logic cells only, even if
the device contains memory blocks.パラメーターをオ
ンにします。これにより、必要な FIFOの深度に基づ
いて使用可能なメモリーリソースにメモリー機能を
配置するにあたって、コンパイラの柔軟性が増しま
す。

Would you like to
register the output to
maximize the
performance but use
more area? (3)

add_ram_

output_

register

q 出力をレジスターするかどうかを指定します。値
は Yes (best speed)と No (smallest area)です。デフォル
ト値は No (smallest area)です。

Becomes true when
usedw[] is greater than or
equal to: (3)

almost_full_

value

almost_full ポートのスレッショルド値を設定します。
FIFO IP コアに格納されているワード数がこの値以上
になる場合、almost_full ポートがアサートされます。Almost full (3)

Almost empty (3)

almost_empty_

value

almost_empty ポートのスレッショルド値を設定しま
す。FIFO IP コアに格納されているワード数がこの値
未満になる場合、almost_empty ポートがアサートされ
ます。

Becomes true when
usedw[] is less than: (3)

(3) SCFIFOモードでのみ適用可能です。
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パラメーター HDL パラメータ
ー

説明

Currently selected device
family

intended_

device_family
Quartus Primeプロジェクトで設定したデバイスと一
致するデバイスを指定します。機能シミュレーショ
ンでのみこのパラメーターを使用します。
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ALTMEMMULT IPコアは、M9Kメモリーブロックが有するオンチップ・メモリー・ブロックを
使用してメモリーベースの乗算器のみを作成します。

図 10-1: ALTMEMMULT IPコア信号

data_in[]
coeff_in[]
sload_coeff

clock
sclr

result[]
load_done

MAX 10デバイスの ALTMEMMULT IPコア信号

表 10-1: ALTMEMMULT IPコア入力信号

信号 必須 説明

clock あり 乗算器へのクロック入力。
coeff_in[] なし 乗算器の係数入力ポート。入力ポートの容量は WIDTH_Cパラメータ

ーの値によって決まります。
data_in[] あり 乗算器へのデータ入力ポート。入力ポートの容量は WIDTH_Dパラメ

ーターの値によって決まります。
sclr なし 同期クリア入力。使用しない場合、デフォルト値はアクティブ  High

です。
sel[] なし 固定係数選択。入力ポートの容量は WIDTH_Sパラメーターの値によ

って決まります。
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信号 必須 説明

sload_coeff なし 同期ロード係数入力ポート。現在選択している係数値を coeff_in

入力で指定した値に置き換えます。
sload_data なし 同期ロードデータ入力ポート。新しい乗算演算を指定し、既存の乗

算演算をキャンセルする信号。MAX_CLOCK_CYCLES_PER_RESULTパラ
メーターが 1の値を有する場合、sload_data入力ポートは無視され
ます。

表 10-2: ALTMEMMULT IPコア出力信号

信号 必須 説明

result[] あり 乗算器出力ポート。出力ポートの容量は WIDTH_Rパラメーターの値
によって決まります。

result_valid あり 出力が完全な乗算の有効な結果である場合を示します。MAX_CLOCK_

CYCLES_PER_RESULTパラメーターが 1の値を有する場合、result_

valid出力ポートは使用されません。
load_done なし 新しい係数のロードが完了したことを示します。load_done信号

は、新しい係数のロードが完了したときにアサートします。load_

done信号が High でない場合は、他の係数値をメモリーにロードす
ることはできません。

MAX 10デバイスの ALTMEMMULT IPコアのパラメーター

表 10-3: MAX 10デバイスの ALTMEMMULT IPコアのパラメーター
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。　　　
オプション 値 説明

How wide should the 'data_
in' input bus be?

2、3、4、5、6、7、
8、16、24、および
32

data_inポートの幅を指定します。

What is the representation of
'data_in'?

SIGNED、
UNSIGNED

data_in入力ポートが符号付きか、または符号
なしかを指定します。

How wide should the
coefficient be?

2、3、4、5、6、7、
8、16、24

coeff_inポートの幅を指定します。

What is the representation of
the coefficient?

SIGNED、
UNSIGNED

coeff_in入力ポートとプリロードされた係数
が符号付きか、または符号なしかを指定しま
す。

What is the value of the
initial coefficient?

0、1、2、3、および
4

最初の固定係数の値を指定します。

Create ports to allow loading
coefficients

On/Off coeff_inおよび sload_coeffポートを作成し
ます。

10-2 MAX 10デバイスの ALTMEMMULT IPコアのパラメーター
UG-M10MEMORY

2017.02.21

Altera Corporation ALTMEMMULT IPコア・リファレンス

フィードバック

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=ALTMEMMULT%20IP%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-M10MEMORY%202017.02.21)%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


オプション 値 説明

Create a synchronous clear
input

On/Off sclrポートを作成します。

What should the RAM block
type be?

Auto、M9K RAMブロックタイプを指定します。
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MAX 10 エンベデッド・メモリー・ユーザーガイド改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2017年 2月 2017.02.21 • 商標を「Intel」へ変更。

2016年 10月 2016.10.31 • メモリー初期化機能がMAX 10 アナログおよびフラッシュ機
能オプションでのみサポートされていることを追記。

2015年 11月 2015.11.02 • 項「エンベデッド・メモリーのコンフィグレーション」に表
記された表のタイトルを変更。

• 項「パワーアップ状態およびメモリーの初期化を考慮する」
に記載されたMAX 10 FPGAデバイスの概要へリンクを追
加。

• 表記を Quartus II から Quartus Prime へ変更。

2015年 5月 2015.05.04 • RAM:1-Port、RAM:2-Port、ROM:1-Port、ROM:2-Portの「Yes,
use this file for the memory content data」パラメーターの注を更
新。

• 「Consider Power-Up State and Memory Initialization」でメモリー
の初期化をサポートする内部コンフィグレーション・モード
についての情報を追加
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