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この資料は英語版を翻訳したもので、内容に相
には、最新の英語版で内容をご確認ください。
違が生じる場合には原文を優先します。こちらの日本語版は参考用としてご利用ください。設計の際

AN 584: 高度な FPGAデザインにおける
タイミング・クロージャ手法
AN-584-1.0
概要
デザインの複雑さの増加と伴い、今日のデザイン・アプリケーションおよび性能要

件は厳しくなっています。システム動作に必要な機能をすべて 1 つのチップに実装

する SoC（System-on-a-Chip）デザインの発展により、デザインが大きくなってい

ます。さらに、外部メモリ・インタフェースおよびミックスド ・ シグナル・デバイ

スが原因で、タイミング・クロージャは困難になっています。サードパーティの IP
ブロックを使用する場合、これらの IP ブロックのパイプラインやパーティションの

コントロール権を持たない場合があります。完全に動作するデザインを実現するた

めに、デザインをご使用の IP のタイミング要件に合わせて調整する必要がありま

す。デザインの任意部分の性能要件が完全に満たされていない場合、システムは希

望どおりに動作しません。 

この資料は、タイミング・クロージャの一般的手法を中心にして書かれています。

ASSP（Application Specific Standard Products）、ASIC（Application Specific 
Integrated Circuits）あるいは FPGA（Field Programmable Gate Arrays）のどちらを

使用する場合でも、タイミング・クロージャはシステム・デザインの課題になって

います。

Quartus® II Fitter のディフォルト設定は、大部分のデザインの要求されるタイミング

要件を満たすことができます。ただし、ディフォルト設定ではタイミング要件を満

たせない一部のデザインのタイミング・クロージャを達成するには、この資料で説

明される手法に従ってください。

さらに、この資料に述べたガイドラインおよび手法は、生産力とタイミング・ク

ロージャの向上、および反復回数の減少にも役立ちます。

f アルテラ・デザイン・フローの各ステージに関するガイドラインについては、アル

テラ・ウェブサイトの「Quartus II Design Checklist」を参照してください。

本資料には、次のトピックがあります。

■ 2 ページの「デザインが複雑になる原因」

■ 3 ページの「設定と最適化について」

■ 3 ページの「Quartus II フィッタの動作原理」

■ 4 ページの「タイミング・クロージャの計画」

■ 4 ページの「結果を左右する早期決定」

■ 4 ページの「タイミング・クロージャの計画」

■ 9 ページの「一般的なヒント : 速度重視のデザイン」

■ 9 ページの「タイミング・クロージャのベスト・プラクティス」

■ 18 ページの「一般的なタイミング問題」

■ 30 ページの「タイミング問題に対処するヒント」
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2 デザインが複雑になる原因
市場のプレッシャーおよび短いデザイン・サイクル
現在のシステムは短い製品寿命サイクルという特徴があります。市場

のプレッシャーにより、短いデザイン・サイクルが必要となります。成功するため

には、製品をすばやく設計し、テストし、そして市場に投入しなければなりません。 
経済的に存立可能な製品を得るために、1 回目のトライアルで製品を成功させるこ

とが重要です。したがって、デザインの検証が重視されます。

Quartus II ソフトウェアは、性能要件を満たすための機能を提供します。正確なタイ

ミング・モデル、正確なタイミング解析、および精確なフィッタ・アルゴリズムに

重点が置かれています。ディフォルト設定により、ワンクリックで大部分のデザイ

ンのタイミング・クロージャを達成することが可能です。ワンクリックでタイミン

グ・クロージャを達成しがたいデザインにとって、Quartus II ソフトウェアを使用し

てデザイン・サイクルの早期にタイミング・クロージャを計画して、最終段階での

遅延を避けることができます。

システム複雑さの増大
プロセス・テクノロジが 40nm 以下に微細化されていることにより、使用可能なデ

バイス容量が増加します。増大したデバイス容量により、真の SoC デザインが実現

できます。このようなデザインを最適化するためには、EDA ツール（例えば、

Quartus II ソフトウェア）がより複雑なアルゴリズムを実行する必要があります。

デザインが複雑になる原因
タイミング・クローシャの達成が困難になるのは様々な原因があります。例えば、

リソースの配置はその一例です。DSP、トランシーバ、および M-RAM などの専用

なブロックは FPGA に配置されています。これらのブロック周囲の混雑によりルー

ティングが困難になります。リソース配置が不妥当であれば、タイミングがすべて

の要件を完全に満たすことができない可能性があります。 

デザインにおけるリソース、面積、消費電力、およびタイミングの要件の間にコン

フリクトが発生する可能性があります。例えば、モバイル・デバイスは消費電力を

犠牲にして速度を図らなければなりません。デザインにより多くのリソースが必要

な場合、リソースをターゲット・デバイスに分散して実装する必要があります。分

散されたリソースは長いインターコネクトを有します。デバイスが小さい場合、遅

延はセル遅延ではなく、インターコネクト遅延に大きく影響されます。より短い

ネット長を得るために、小さな面積が望ましいです。したがって、ほとんどの場合

は、この 2 つの要件が対立しています。

もう 1 つ一般的なコンフリクトは、信頼性および使用可能な検証時間です。製品の

成功を決定する製品投入時期の短縮により、システム・デザイナはシンプル、拡張

可能、かつ信頼性のあるデザインを最短時間と最小コストで完成させることを目指

します。市場の機会を最大限に捉えるためには、デザイン・サイクルを短縮しなけ

ればなりません。ただし、成功のデザイン結果を得るためには、デザインの検証に

より多くの時間がかかります。それ故に、これらの要因で、デザインのタイミング・

クロージャが複雑になってしまいます。
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設定と最適化について 3
設定と最適化について
アプリケーションにデバイスまたは特定のテクノロジを選択するとき、様々な機能

を考慮しなければなりません。例えば、コスト、動作速度、および消費電力はシス

テム・デザインで考慮すべき要点です。システムの設計用の EDA ツールは、様々な

ユーザー・グループおよびアプリケーションのニーズを満たす必要があります。

Quartus II ソフトウェアは多種のオプションを用意しており、様々なシステム・アプ

リケーションに対応することができます。 一般に、デフォルト設定は最善の最適化の

トレードオフを提供していますが、デザインがそれぞれ異なるため、デフォルト設

定と異なる設定を選択する場合もあります。 

Quartus IIフィッタの動作原理 
アルテラの FPGA デザインでは、タイミング・マージンのクリティカル・パスは、

Quartus II フィッタがどのようにデザインを最適化するかによって決められます。コ

ンパイルを実行するとき、Quartus II フィッタはデザインの初期条件に基づいて、ロ

ジックにランダムな初期配置を作成します。フィッタの役目は、すべての制約を満

たす、正常に配線できる配置を見つけ出すことです。いくつかの異なる初期配置に

よりこれを達成する場合もありますので、そのソリューションはただ 1 つではあり

ません。Quartus II フィッタは、ソリューション・スペース内の異なる可能なソ

リューションおよび有効なソリューションから、最善のソリューションを検出しま

す。提供された初期条件によって、フィッタがソリューション・スペースにおける

複数のソリューションに収束することもあります。 

デザインの初期条件は、あらゆるソース・ファイル、最適化設定およびフィッタ・

シード値と呼ばれる整数からなる関数です。これらのパラメータのどちらを変更す

ると、最初配置が変わります。初期配置の変更は最適化の進行に影響を及ぼし、異

なるフィッタ結果を与えます。これは、「シード効果」と呼ばれます。

シード効果は、フィッタ実行中に最適化がどのように発生するかを決定ます。プロ

ジェクト・シードは Quartus II ソフトウェアにおける入力で構成されているため、

ネット名の変更や新しいアサインメントの作成などの変更はプロジェクト・シード

を変更し、最終結果に影響を与えます。

新しいフィッタが異なるシードを使用すると、Quartus II フィッタはソリューショ

ン・スペースの新しい領域に置かれて、初期配置も変わります。初期配置はフィッ

タ・シードの変更によって変わるため、Quartus II ソフトウェアが異なるソリュー

ションに収束することがあります。そのために、フィッタ・シードを変更すること

で、異なる結果が得られます。

「フィッタ・シード値」と呼ばれる負でない整数値は、フィッタ・シードへの入力と

して使用されます。この数値を変更すると、より良いフィッティングが得られるか

どうかは分かりませんが、Quartus II フィッタは異なる初期配置を使用することにな

ります。この整数であるシード値は、デザインを変更せずにいろいろな初期配置を

試みることを可能にします。

フィッタに異なるシードまたは設定を使用し、いろいろな初期配置を試みて、同じ

最適化設定を使用したままデザインの最善な性能結果を見つけ出します。この作業

は「シード・スイープ（Seed Sweep）」と呼ばれます。

ほかの初期条件が変更されていない場合、シード・スイープを使用して、デザイン

に最適なシード値を決めます。フィッタが使用するデフォルトのシード値は 1 です。

Settings ダイアログ・ボックスの Fitter Settings ページにおける Seed ボックスで、

シード値を任意の負でない整数に変更することができます。
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4 結果を左右する早期決定
同一デザインのコンパイルにおいても、異なるシード値を使用すると、フィッタの

最適化結果が異なっています。例えば、あるデザインにとって、2 のシード値では

最善な結果が得られますが、デザインに変更を加えると（ソースまたは設定）、この

値では最善な結果が得られるとは限りません。また、別のデザインでは、1 のシー

ド値は最善な結果を与えることもあります。平均すると、異なるシード値による結

果には、±5% の分散が予想できます。

すべてのデザインに最高の結果を与える決定的なシード値は存在しません。シード

値の変更による結果の変化は、デザインによって異なります。

結果を左右する早期決定
タイミング・クロージャをデザイン・サイクルの早期に計画することは、問題が発

生する前にそれらを特定するのに役立ちます。早期デザイン・ステージにおける決

定は、デザインのパーティション計画、シミュレーションの計画や検証の計画など

デザイン後期の作業に大きく影響します。デザインの予備段階でこれらの要素を考

慮することにより、将来に起こりうる問題を回避することができます。デザイン全

体の最初のコンパイルは、すべてのブロックがコーディングされてからすべきでは

ありません。 

常に、好ましい EDA ツールから独立している良好な同期デザイン手法および HDL
コーディング手法を使用してください。有効的なデザインを得るためには、ター

ゲットのデバイス・アーキテクチャを選んで、タイミングに対してデザインを正確

に制約します。正確なタイミング解析レポートを得るためには、デザイン内のフォ

ルス・パスおよびマルチサイクル・パスを特定します。デザインの質は制約と同じ

ぐらいです。適切な制約により、ソフトウェアは必要時にのみ余分な労力をかけま

す。

同期デザイン手法、良好なコーディング手法、およびデザインのタイミング制約に

ついて詳しくは、33 ページの「参考文献」を参照してください。

タイミング・クロージャの計画
適切な計画は、タイミング・クロージャを達成するのに役立ちます。あらゆるデザ

インに通用するルールがありませんので、ベストの手法はかなり一般的であり、多

くの状況に適用できます。デザインの反復回数およびデバッグ時間を減少させるに

は、このセクションのガイドラインに従ってください。

仕様ステージ時
仕様ステージでタイミング・クロージャの計画を開始し、デザイン・ブロックを

コーディングする前にターゲット・システム内のデバイスとどのようにインタ

フェースするかを決定します。望ましい機能をどのように特定のブロックに分配す

るかに関する必要な詳細情報のブロック図を作成します。ブロックの大小に制限は

ありません。ただし、デザイン・ブロックが小さすぎると、トラッキングが困難に

なり、ブロックが大きすぎると、デバッグ作業が難しくなります。可能な限り、ブ

ロックを機能別に分けて作成します。それらのブロックを、機能シミュレーション

時およびタイミング・クロージャ時にデバッグしやすいサイズに維持します。
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タイミング・クロージャの計画 5
デバイスの選択
各アルテラ・デバイス・ファミリの各デバイスは、異なる集積度、スピード・グ

レード、およびパッケージング・オプションで提供されており、様々なアプリケー

ションに対応できます。タイミング制約を満たすデバイスを選択してください。 考慮

に入れるべき機能要件は、性能、ロジックとメモリの集積度、I/O 集積度、消費電

力、パッケージングおよびコストなどです。スピード・グレードごとに、Quartus II
ソフトウェアは別々のタイミング・モデルを用いてデザインの最適化および解析を

実行します。スピード・グレードの異なるデバイスに移行する場合、タイミング解

析を実行して、タイミング性能の変化によって生じるタイミング違反がないことを

確認する必要があります。

ASSP や ASIC に比べて、FPGA はデザイン・リコンフィギュレーションおよびデ

バッグという利点がありますが、良好な計画および規律により、早めに正しいデザ

イン結果を得ることができます。

f デバイスの選択について詳しくは、「QuartusII ハンドブック Volume 1」の 「Design 
Planning with the Quartus II Software」の章およびアルテラ・ウェブサイトの 

「Quartus II Design Checklist」 を参照してください。

f アルテラ・デバイス・ファミリの機能について詳しくは、アルテラ・ウェブサイト

の「セレクタ・ガイド」ページでの資料を参照してください。

オンチップ・デバッグの計画
Quartus II ソフトウェアは、システム、デザインおよびユーザーに応じて様々な利点

とトレードオフを提供するオンチップ・デバッグ・ツールを備えています。デザイ

ン・プロセスの早期にオンチップ・デバッグ・オプションを評価し、システム・

ボード、Quartus II プロジェクト、およびデザインが 適切なオプションをサポート

するようにセットアップされていることを確認します。指定されていないタイミン

グ要件によるタイミング・エラーは通常、デザインの機能不良として現れます。

エラー源となる機能ブロックを特定できれば、エラーのソースも容易に特定できま

す。 

f デバッグ・ツールについて詳しくは、「QuartusII ハンドブック Volume 3」の 
「In-System Design Debugging」セクション、および「Virtual JTAG (sld_virtual_jtag) 
Megafunction User Guide」を参照してください。

コーディングおよびコンパイルの時
使用されるコーディングおよびコンパイル手法は、早いタイミング・クロージャを

実現するのに役立ちます。

適切なデザイン階層の計画
通常、パーティションに分割されていないデザインをデバッグするのは困難です。

階層デザイン手法には、下記のような様々な利点があります。

■ 階層デザインのデバッグは比較的簡単

■ デザインを個別の機能を持つロジカル・パーティションに割り当てることが可能

■ これらのパーティションはスタンドアロンの検証に役立つ

■ Quartus II インクリメンタル・コンパイル機能を利用して、変更されていないブ

ロックの合成結果およびタイミング結果を保持することが可能
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6 タイミング・クロージャの計画
前もってデザインを適切に分割することで、デザイン・サイクルの最終段階での

アドホックな変更を回避することができます。

f デザインのパーティションについて詳しくは、「QuartusII ハンドブック Volume 1」の 
「Design Planning with the Quartus II Software」の章を参照してください。

インクリメンタル・コンパイルの計画 

Quartus II インクリメンタル・コンパイル機能により、デザインを分割、各パーティ

ションを独立してコンパイル、そして変更されていないパーティションの結果を再

利用することができます。さらに、変更されていないブロックの性能を維持し、デ

ザインの反復回数を減少させることもできます。インクリメンタル・コンパイル機

能が提供した性能維持により、デザイナはタイミング・クロージャに集中すること

ができます。

ブロック内のコードや設定を変更すると、前回と異なるコンパイル結果が得られる

場合があります。こうした異なるコンパイル結果は、コードや設定の変化がないブ

ロックにタイミング違反を引き起こすこと可能性があります。ただし、インクリメ

ンタル・コンパイル手法により、変更したくないブロックの結果を維持することが

可能です。

また、インクリメンタル・コンパイルは、タイミング要件を満たすことの難しいブ

ロックに対する最適化の対策としても使用できます。こうしたブロックに対しては、

1 つのパーティションを作成し、このパーティションの特定の最適化をスタンドア

ロンのデサインとしてオンにするか、あるいはデザイン内のパーティションとして

オンにします。満足な結果が得られたら、インクリメンタル・コンパイル機能を持

つ適切なネットリスト・タイプを選択することで、そのブロックの結果を維持して、

以後のコンパイルに使用することができます。

f インクリメンタル・コンパイルの効率的な使用について詳しくは、「QuartusII ハンド

ブック Volume 1」の 「Quartus II Incremental Compilation for Hierarchical and 
Team-Based Design」の章を参照してください。

早期にブロックをコンパイル
デザインの主要な機能ブロックを確認します。大規模なデザインの場合、フラット

なデザイン手法は実用的ではありません。階層デザインはデザインを管理可能なブ

ロックに分割し、1 つのプロジェクトを複数のデザイナに扱わせることも可能なの

で、階層デザインのほうがメリットがあります。更に、ブロックを独立して最適化

することもできます。 

デザインをコンパイルするためにコードの完成を待つのは、デザイン・サイクルを

引き延ばしてしまう一般的な課題です。この手法を使用すると、問題は最後までし

か検出できません。

デザインが完成していなくても、主要なブロックは可能な限り早くコンパイルしま

す。これで、コーディング・スタイルが選択されたデバイスに適していない可能性

を確認することができます。これで、リソースの問題をデザイン・サイクルの早期

に検出することができます。
AN 584: 高度な FPGA デザインにおけるタイミング・クロージャ手法 2009年 8月
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デザイン・ブロックを作成するとき、ブロック間の接続は最小限に抑えるべきです。

クリティカル・タイミング・パスがモジュール境界を超えることを防止するために、

各ブロックからの入力および出力をラッチします。インクリメンタル・コンパイル

を使用する場合、Quartus II ソフトウェアが 1 つのパーティションを扱うとき、別の

パーティションの詳細は表示されません。そのために、複数のパーティションを渡

る最適化（または論理最小化）は不可能です。

デザインの各主要ブロックを HDL コーディングの完了直後にコンパイルします。ブ

ロックごとにスタンドアロンのシミュレーションを以って望ましい要件を達成でき

ることを確認するために、各ブロックを個別に検証します。また、この段階では、

フロアプランおよびパーティションの接続を検証することもできます。

下位レベルのブロックに対してダミー・プロジェクトを作成することが可能です。

ブロック上のポートの数が FPGA 上使用可能なピンの数を超えることがあるため、

これらの内部ブロックに対しては、コンパイル前にすべてのポートを仮想ピンとし

て指定します。

デザインの内部部分にタイミング解析を実行することで、ブロックにボトルネック

があるかどうかを確認することができます。また、不適合なコーディング・スタイ

ル使用、あるいは起こり得るタイミング問題などの課題を検出することもできます。

早めにブロック内の問題に対処することにより、デザイン・サイクルの後半にブ

ロック間の問題解決に集中できます。

主要なブロックを独立してコンパイルすることにより、個別のデザイン・ブロック

に対して特別な最適化対策を評価したり、サブ・ブロックに対してフィジカル・シ

ンセシスやベンチマーク性能の改善などの機能をイネーブルすることが可能になり

ます。（通常、フィジカル・シンセシスは大量のコンパイル時間がかかる）。

特定の最適化設定に対してベンチマークを個別に実行することで、上位レベルのコ

ンパイルの実行時に、各ブロックに使用すべき適切な最適化設定を決定することが

できます。これによって、コンパイル時間全体に対する影響を低減することができ

ます。

ブロックにタイミング解析を実行するには、トップレベルのタイミング要件に基づ

いてブロック・レベルの制約を作成します。タイミング要件がブロック・レベルで

完全に特定されていなくても、ブロック・レベルのタイミング解析は、ブロックが

コーディングされて統合された後にトップレベルのタイミング制約を微調整するの

に役立ちます。

この手法により、デザインの問題は、最後のタイミング・クロージャ段階ではなく、

デザイン・サイクルの早期に検出できます。この手法は、インクリメンタル・コン

パイルを使用する下位レベルのデザイン・プロジェクトにおける問題にだけではな

く、任意のデザイン・ブロックにも役立ちます。
2009年 8月 AN 584: 高度な FPGA デザインにおけるタイミング・クロージャ手法
Altera Corporation



8 タイミング・クロージャの計画
タイミング問題を解決するには、個別のブロックに追加のデバイス・リソースを割

り当てるか、またはいくつかのブロックのタイミング・バジェットを変更する必要

があります。ほとんどの部分がコーディングされていた場合、 高速合成および早期タ

イミング見積もりを使用してデザインをコンパイルすることができます。 インクリメ

ンタル・デザインを使用する場合、未完成のパーティションを空としてマークしま

す。そして、デザインの残りの部分をコンパイルして、早期タイミング見積もりを

取得し、デザイン統合における問題を検出します。早期タイミング見積もりにより、

デザインの初期段階でデザイン問題を見つけて解決することが可能です。

早期タイミング見積もりおよび高速合成オプションについて詳しくは、「QuartusII
ハンドブック Volume 1」の 「Design Planning with the Quartus II Software」の章を

参照してください。

検証の計画
デザインにシミュレーション用テスト・スイートを RTL レベルで実行し、望ましい

機能が HDL コードで正しくコーディングされていることを確保します。これで、デ

ザイナーは起こり得るタイミング問題に集中することができます。機能的問題およ

びタイミング問題が同時に発生した場合、問題を分離して必要な修正を加える作業

が難しくなって、デバッグに要する時間も長くなってしまいます。大規模な FPGA
をターゲットするデザインは元々複雑であるため、アドホック検証だけでは不十分

です。検証作業には、詳細な計画および実行が必要であり、デザインおよび実装の

作業にも計画が必要です。 

機能的問題（例えば、仕様解釈の誤差や実装など）が発生した場合、起こり得るタ

イミング問題が隠されてしまう可能性があり、デザイン後半に複雑な ECO を起こし

ます。

デザインを分割するときに、個別のパーティションを検証します。一部のテスト・

ベンチとテスト・ケースは、トップレベルのテスト・スイートに再利用することが

できます。

サポートされるサードパーティ・シミュレータのいずれかを使用してデザインに機

能検証を実行します。

f シミュレーションにおけるサードパーティ・シミュレータの使用について詳しくは、

「QuartusII ハンドブック Volume 3」の 「Simulation」の章を参照してください。
AN 584: 高度な FPGA デザインにおけるタイミング・クロージャ手法 2009年 8月
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一般的なヒント : 速度重視のデザイン
次は性能計画に関する一般的なヒントです。

■ デザインを適切な階層ブロックに分けて完成させる

■ ブロックのあらゆる入力および出力をラッチする

■ 最適な性能が得られるように異なるブロックを使用する

■ ブロック・レベルのコンパイルを実行するとき、主要なブロックを必要以上の速

度にまで最適化する

■ ブロック・レベルで得られた追加マージン（約 10％～ 20％）は、統合後に有用で

ある

■ デザインをコーディングする際、ターゲット・デバイスの使用可能なリソース

（RAM ブロック、DSP ブロック、PLL、およびトランシーバ位置など）を考慮に

入れる

■ デザインをパイプライン化して、デザインの性能を向上させる

f 性能を改善するための詳細なチェックリストについては、アルテラ・ウェブサイト

での 「Quartus II Design Checklist」 を参照してください。

タイミング・クロージャのベスト・プラクティス
このセクションでは、以下のトピックについて説明します。

■ 9 ページの「同期デザイン手法を使用」

■ 10 ページの「良いコーディング・スタイルを使用」

■ 13 ページの「良いデザイン階層を作成」

■ 15 ページの「パーティションおよびインクリメンタル・コンパイルを使用」

同期デザイン手法を使用
同期デザイン手法の使用は、デザインの制約に役立ちます。非同期デザイン手法は

短期的に時間を節約でき、一見容易に実装できますが、非同期手法は一定の基準の

ない伝播遅延およびクロック・スキューに依存します。非同期デザインでは、グ

リッチや競合状態などの問題が起きる傾向があり、実装結果の信頼性が低下し、デ

ザインの制約も困難になります。適切な制約の欠落により、合成および配置配線

ツールは最善な最適化を提供することができず、タイミング解析結果が不正確にな

ります。

これらの欠点は、非同期手法による早いデザイン修正という利点を上回ります。

f FPGA デザインにおける同期デザイン手法の使用について詳しくは、「QuartusII ハン

ドブック Volume 3」の「Design Recommendations for Altera Devices and the 
Quartus II Design Assistant」の「Using Synchronous Design」および「Design 
Guidelines」の項を参照してください。
2009年 8月 AN 584: 高度な FPGA デザインにおけるタイミング・クロージャ手法
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良いコーディング・スタイルを使用 
合成ツールは、ユーザーの意図通りにデザインを最適化および解釈するとは限らり

ません。そのために、コーディング・スタイルは、FPGA においてデザインがどの

ように実装するかに著しい影響を与えます。したがって、合成ツールの扱う最適化

作業を支援するようにデザインを変更しなければなりません。

FPGA デバイスには多くのレジスタがあるため、デザインをパイプライン化するこ

とはリソース使用率に悪影響を与えなく、必要な性能を満たすのに役立ちます。十

分なパイプライン・レジスタを追加することで、レジスタ間の大量の組み合わせロ

ジックを回避できます。

次の例では、select[1:0]ブロックへの 2 つの入力に応じて、カウンタは下記の

ように、異なる値が増えます。

■ select ビットが「01」のとき、カウンタは 1 増加する

■ select ビットが「10」のとき、カウンタは 2 増加する

■ select ビットが「11」のとき、カウンタは 3 増加する

例 1 に、ブロックをコーディングする方法の 1 つを示します。.

例 1. 
// This example shows how latches could be unintentionally inferred

module latch_example  (clock, reset, select, count_out);

input clock;
input reset;
input [1:0] select;
output [7:0] count_out;

reg [7:0] count;
reg [7:0] next_count;

//determine next value of counter based on select inputs
always@(select or count)begin
   case (select) 
   2'b01 : next_count <= count+1;
   2'b10 : next_count <= count+2;
   2'b11 : next_count <= count+3;
   endcase 
end

// register next value of the counter
always@(posedge clock or negedge reset) begin
if (!reset) begin
   count <=0;
end else begin
   count <= next_count;

end
end

assign count_out = count;
endmodule
AN 584: 高度な FPGA デザインにおけるタイミング・クロージャ手法 2009年 8月
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例 2 に、このプロジェクトを Quartus II ソフトウェアにコンパイルするときのラッ

チ推測 ワーニングを示します。

例 1 での case文には、2'b00分岐が含まれません。この不完全な case文はラッ

チ推測を引き起こします。ラッチは競合状況を起こす可能性があり、制約も困難に

なり、それにレジスタの使用に比べてメリットがありません。また、ラッチを有す

るデザインの結果を解析するのは困難です。

f 例 1 に示したコードを含むプロジェクト・アーカイブについては、 
an584_design_examples.zip ファイルにある an584_latch_example.qar ファイルを

参照してください。

例 2. 
Warning (10240): Verilog HDL Always Construct warning at latch_example.v(12): inferring 
latch(es)
for variable "next_count", which holds its previous value in one or more paths through 
the always
construct
Info (10041): Inferred latch for "next_count[0]" at latch_example.v(12)
Info (10041): Inferred latch for "next_count[1]" at latch_example.v(12)
Info (10041): Inferred latch for "next_count[2]" at latch_example.v(12)
Info (10041): Inferred latch for "next_count[3]" at latch_example.v(12)
Info (10041): Inferred latch for "next_count[4]" at latch_example.v(12)
Info (10041): Inferred latch for "next_count[5]" at latch_example.v(12)
Info (10041): Inferred latch for "next_count[6]" at latch_example.v(12)
Info (10041): Inferred latch for "next_count[7]" at latch_example.v(12)
Warning: Latch next_count[0] has unsafe behavior
    Warning: Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal select[0]
Warning: Latch next_count[1] has unsafe behavior
    Warning: Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal select[0]
Warning: Latch next_count[2] has unsafe behavior
    Warning: Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal select[0]
Warning: Latch next_count[3] has unsafe behavior
    Warning: Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal select[0]
Warning: Latch next_count[4] has unsafe behavior
    Warning: Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal select[0]
Warning: Latch next_count[5] has unsafe behavior
    Warning: Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal select[0]
Warning: Latch next_count[6] has unsafe behavior
    Warning: Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal select[0]
Warning: Latch next_count[7] has unsafe behavior
    Warning: Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal select[0]
Info: Implemented 60 device resources after synthesis - the final resource count might 
be different
2009年 8月 AN 584: 高度な FPGA デザインにおけるタイミング・クロージャ手法
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ラッチによる問題を回避するには、default文を追加するか、または例 3 に示すよ

うに、欠けているケースを追加して case文を完成させます。 .

このモジュールをコンパイルする際、ラッチ推測に関するワーニング・メッセージ

がコンパイル・レポートに表示されません。

f この変更を加えたプロジェクト・アーカイブについては、

an584_design_examples.zip ファイルにある an584_latch_example_modified.qar 
を参照してください。

Quartus II Handbook で説明したコーディング・ガイドラインに従って、ラッチ、組

み合わせループ、および FPGA 実装に適していないほかのスタイルは避けてくださ

い。また、推奨されているコーディング・スタイルは、アルテラの FPGA にあるメ

モリ、乗算器ブロック、および DSP ブロックの推測にも役立ちます。

サポートされていない操作（RAM 内容の非同期クリアなど）を使用すると、

Quartus II ソフトウェアは RAM ブロックの代わりに、ロジックをロジック・セルに

実装することがあります。

f 「QuartusII ハンドブック Volume 1」の 「Recommended HDL Coding Styles」の章で

推奨されるどおり、DSP ブロックなど専門のデザイン・ブロックを推測するには、

コードで乗算器ブロック、メモリ、およびほかのアルテラのメガファンクションを

指定し、そして、コーディング・スタイルがアルテラ FPGA 実装に適していること

を確認してください。

例 3. 
module latch_example_modified 
(clock, reset, select, count_out);

input clock;
input reset;
input [1:0] select;
output [7:0] count_out;

reg [7:0] count;
reg [7:0] next_count;

always@(select or count)begin
   case (select) 
   //when select = 2'b00, do nothing (keep previous value)

 2'b00 : next_count <= count ;
   2'b01 : next_count <= count+1;
   2'b10 : next_count <= count+2;
   2'b11 : next_count <= count+3;
   endcase 
end

always@(posedge clock or negedge reset) begin
if (!reset) begin
   count <=0;
end else begin
   count <= next_count;
end
end

assign count_out = count;
endmodule
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ハードウェア・リソースに意識していないと、一部の使用可能なリソースが十分活

用されていない場合があります。一般に、デザインに使用可能な等価のハードウェ

ア実装の欠けている構成は使用しないでください。例えば、RAM 位置を推測して

RAM 位置に同期リセットを使用して内容をクリアしたり、値を初期化する場合、

コードがデバイス内の使用可能な RAM ブロックのどちらにもマップされていない可

能性があります。これは、アルテラのデバイスにおける RAM 位置は、RAM セルに

使用可能な非同期リセットまたは同期リセットを備えていないためです。 代わりに、

リセット付きのメモリをモデルにするロジックがロジック・セルに実装されます。

仕様を検討して、デザインを正常に機能させるために、RAM に既知の初期値が必要

かどうか確認します（ほとんどの場合は必要ない）。 RAM が特定の値（例えば、オー

ル 0）に初期化する必要がある場合、電源投入直後、RAM にライト・サイクルを実

行することを検討します。

コーディング時に、ハードウェア・マッピングを考慮しなければなりません。コー

ドの変更はロジック・レベルの数および対応するタイミングに影響を与えることが

あります。ソフトウェアはデザインを最適化しますが、不必要な最適化はソフト

ウェアの性能に影響を及ぼすことがあります。HDL を編集することで、結果の質を

向上させることができます。 

良いデザイン階層を作成
デザイン階層を作成する場合は、デザインの機能インタフェースを反映するように

デザイン階層を作成し、機能の異なるブロックを異なるデザイナーにデザインさせ

ます。ブロック間のインタフェースはしっかり制約するべきです。タイミング・エ

ラーが階層の特定のブロックに発生した場合、Quartus II ソフトウェアをもっと働か

せてそれらの制約を満たすように制約を設定します。ブロックの要件が満たされた

ら、そのブロックをロックして、階層内ほかのブロックの作業に移ります。

階層の作成時、パラメータ化されたモジュールの作成によってブロックを再利用す

ることを考慮してください。可能な限り、ブロック間接続の数を低減します。イン

クリメンタル・コンパイル・パーティションとしてコンパイル予定のモジュール境

界を超える信号をラッチします。

図 1 に、いくつかの組み合わせロジックからの出力の例を示します。この出力はブ

ロック A からブロック B への 8 ビット幅の信号（Bus_a[7:0]）です。ブロック B
では、この出力がもう 1 つの組み合わせロジックを経由します。そして、16 ビット

の出力バスはブロック B からブロック A に転送され、また別の組み合わせロジック

を経由します。

この例における 2 つのブロックが同一インクリメント・コンパイル・ペーティショ

ンに存在しなければ、このパスへの最適化が不可能になる場合があります。

 

図 1. 悪い組み合わせロジック配置の例
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ブロック A
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14 タイミング・クロージャのベスト・プラクティス
ブロック A およびブロック B が異なるインクリメンタル・コンパイル・パーティ

ションに割り当てられることを仮定しましょう。クリティカル・パスがパーティ

ション境界を超えるという問題を避けるために、 図 2 に示すどおり、ブロック B に

おける組み合わせブロックをブロック A に移動させます。それができない場合、図

3 に示すどおり、各ブロックの出力を（可能であれば入力も）ラッチします。 この仕

組みで、複数のパーティションに分散する代わりに、クリティカル・パスは分割さ

れて 1 つのブロックに閉じ込められるようになります。 

一般に、次のガイドラインに従います。

■ HDL シミュレーションでスタンドアロンとして検証できるブロックを作成する

■ インクリメンタル・コンパイル・パーティションのあらゆる入力および出力を

ラッチする

1 このガイドラインを完全に従うことができなくても、できる限りまでこの

仕組みをしてください。

■ コーディング時、デザイン内（または複数のデザイン内）のブロックの再利用を

考慮に入れる

■ 一貫したコーディング規則および命名規則を使用する

良いデザイン階層により、個人またはグループがデザインの異なる機能ブロックを

個別にデザイン、検証、および実装し、有効なチーム・ベース・デザインが実現で

きます。デザインを分割するとき、「Quartus II ハンドブック」で説明したインクリ

メンタル・コンパイル手法に従ってください。 1 つのパーティションをコンパイルす

ると、Quartus II ソフトウェアはデザインのほかの部分をブラック・ボックスとして

扱います。そのために、 デバイスのリソースを適切に扱うには、これらのガイドライ

ンに従うことが重要です。 

図 2. 組み合わせロジックがブロック Aに配置される例

図 3. 出力をラッチする例

Bus_a[7:0]

ブロックA

Bus_b[15:0]

ブロック B
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ブロック A

Bus_b[15:0]

d_ff[15:0]
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タイミング・クロージャのベスト・プラクティス 15
パーティションおよびインクリメンタル・コンパイルを使用 
デザインまたは最適化設定に変更を加えると、Quartus II ソフトウェアはデザインの

変更を検出します。変更が少数のモジュールに限られていても、デザインは強制的

に再コンパイルされます。

デザインおよび設定が変更されると、フィッタでの初期条件も異なってきます。

フィッタがデザインに分配する初期配置は、前の配置と完全に違う可能性があり、

コンパイルに多くの相違が発生する場合があります。

パーティションおよびインクリメンタル・コンパイルを使用することで、前のコン

パイル結果を保存することができ、複数のコンパイルによってコンパイル時間を減

少させることもできます。保存レベルに応じて、Quartus II フィッタは選択された

パーティションの一部のコンパイル・ステップをスキップします。

f 効率的なパーティション作成およびパーティション作成例について詳しくは、

「QuartusII ハンドブック Volume 1」の 「Quartus II Incremental Compilation for 
Hierarchical and Team-Based Design」を参照してください。

デザインの制約およびコンパイル
このセクションでは、デザインを制約およびコンパイルする手順について説明しま

す。

位置制約を設定
Quartus II ソフトウェアで、位置アサインメントを作成してロジックおよび I/O ブ

ロックをチップ内特定の位置に配置することができます。ただし、Quartus II ソフト

ウェアのロジック配置は通常ユーザー指定の配置より優れています。

例えば、クリティカル・パスを含むブロックを LogicLock™ 領域に割り当て、

LogicLock 領域領域を絞ることでパスを制約するのは得策ではありません。

Quartus II フィッタはクリティカル・パスを認識して、多くの物理的制約を検討して

最善の配置を探し出すことを図ります。配置を手動で制約することで、性能がある

程度低下する場合がありますので、この方法は慎重に使用してください。位置制約

を有効的に使用して、タイミング・クロージャに（直接または間接的に）役立てる

場合もあります。

LogicLock 領域または位置制約により、FPGA 内の特定の面積を使用するようにロ

ジック・ブロックを制約することが可能です。LogicLock 領域を利用して、インクリ

メンタル・コンパイル・フローでデザインのフロアプランを作成することができま

す。

チーム・ベースのデザインでは、デザインにおける各主要ブロックは異なるデザイ

ナにデザインされることがあります。この場合は、デザインの固定的なエリアを持

つように、各ブロックを事前に割り当てます。インタフェースおよびリソース（例

えば、トランシーバまたは RAM ブロック）に基づいてデバイスにおけるエリアを保

留することができます。また、領域を前にフィッタが割り当てたエリアに保留する

こともできます。 

1 過度の位置制約は性能に悪影響を与える可能性があります。 
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16 タイミング・クロージャのベスト・プラクティス
適切なタイミング制約を設定
Quartus II ソフトウェアの最適化はデザイン制約に依存します。Quartus II ソフト

ウェアは、多くのデザインにわたって良好な一般結果が得られるデフォールト設定

を備えています。要件に応じて、設定を変更することができます。

an584_design_examples.zip ファイルにある Mac_top_noconstraint.qar デザイン

例に、適切なタイミング制約の重要性を示します。このデザインは大規模なデザイ

ンの一部である OpenCore Ethernet コアです。この OpenCore は、Cyclone II デバ

イスにある LogicLock 領域に割り当てられます。

コンパイル後、タイミング解析の結果では、障害のあるいくつかのクロック・ドメ

インが表示されます。図 4に、Compilation Report の Fitter Message セクションを

示します。. 

クリティカル・ワーニングのメッセージでは、デザインが SDC（Synopsys Design 
Constraints）ファイルを持っていないことを示します（SDC ファイルは、フィッタ

および TimeQuest タイミング・アナライザによるスタティック・タイミング解析に

使用できます）。 Quartus II ソフトウェアは、すべてのクロックを 1GHz のデフォル

ト周波数と仮定しています。この不正確な仮定に基づいているため、タイミング解

析の結果は無効です。 

制約の欠落というクリティカル・ワーニングを解決するには、適切な制約を含む

.sdc ファイルを追加します。 an584_design_examples.zip にある

Mac_top_with_sdc.qar デザイン・ファイルを開きます。このデザイン例には、デ

ザイン制約用の有効な .sdc ファイルがあります。Quartus II ソフトウェアでこのデ

ザインをコンパイルします。

図 4. クリティカル・ワーニングを示す Compilation Reportの Fitterセクション
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コンパイル後、Compilation Report でタイミング解析の結果をチェックします。問題

のあるパスを解析するには、TimeQuest タイミング・アナライザを実行して、

Report Top Failing Parts コマンドを実行します。 図 5 に、障害のあるパスのリストを

示します。これらの障害パスは、クロック・ドメイン間に発生したものが多いです。

デフォルトで、TimeQuest タイミング・アナライザは、デザイン内のクロックが互

いに関連付けられていることを仮定して、すべてのパスを解析します。一部のク

ロック・ドメイン間のパスがフォルス・パスであり、解析する必要がない場合があ

ります。デザインが互いに非同期である場合は、.sdc ファイルに

set_clock_groups コマンドを追加して、異なるクロック・グループを指定すべ

きです。 

an584_design_examples.zip にある Mac_top_modified_sdc.qar デザイン例を開き

ます。 Quartus II ソフトウェアでこのデザイン例をコンパイルします。コンパイル完

了後に、TimeQuest タイミング・アナライザを実行して、Report Top Failing Paths
コマンドを実行します。より少ないタイミング違反が（1 つのクロック・ドメイン

のみに）残っているはずです。

適切な制約を提供することは、本当の違反と誤った違反を区別するのに役立ちます。

本当の違反を確認したら、HDL またはアサインメントに変更を加えて問題を解決し

ます。 

この例では、すべてのクロック・ドメインが互いに非同期であることを仮定します。

デザインの際には、デザイン内の各クロック間の関係を調べて、適切に分類するべ

きです。

複数の相互作用のあるクロック・ドメインがある場合、またはデザインが外部メモ

リ・インタフェース、クロック・マルチプレキシングなどの高性能回路を有する場

合は、Quartus II ソフトウェアがほとんどのクリティカル・パスに取り込めるため

に、正しいクロック間制約があることを確認します。

f デザインの制約における異なる状況を示す例については、 「Quartus II TimeQuest 
Timing Analyzer Cookbook」および「QuartusII ハンドブック Volume 1」の 「The 
Quartus II TimeQuest Timing Analyzer」の章を参照してください。 

デザインに最適な設定を使用 

正しいデザイン手法および適切なタイミング制約に加えて、デザインに正しい設定

を使用します。Quartus II ソフトウェアでは、様々なデザイン要件を満たすために、

数多くのオプションが提供されています。適切な設定を使用しないと、デザインの

性能が低下する可能性があります。 

図 5. クロック・ドメインにおけるタイミング違反
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18 一般的なタイミング問題
Quartus II ソフトウェアは、様々なデザイン要件を満たすために、数多くの設定を備

えています。例えば、デザインが携帯型デバイスに使用される場合、デザインは最

小の消費電力が得られるように最適化されています。 また、デザインが低コストなシ

ステムをターゲットにする場合、その目標に合わせるために特定のアーキテクチャ

を備えたデザインを選択してデザインを最適化する場合もあります。あるいは、デ

ザインのサイズを減らしたい場合は、面積に対してデザインを最適化します。 

Quartus II ソフトウェアのデフォルト設定は、バランスの取れた性能、消費電力、最

適化、およびコンパイル時間を提供しています。性能、低消費電力、面積、または

コンパイル時間などの特定の目標を達成するには、デフォルト設定と異なる設定を

選択する必要がある場合があります。 各機能の間でトレードオフを図ることで、所望

のデザイン要件を満たすことが可能です。

1 すべてのデザインに最高の結果を与える決定的な設定は存在しません。個々のデザ

インはユニークであるため、1 つのデザインに最高の性能を与える設定は、他のデ

ザインの性能を向上できるとは限りません。

ベスト・エフォートのオプションは時に役立ちますが、一部のオプションは主要な

目標にプラスの影響を与えない可能性もあります。コンパイル時間が短縮されます

が、相応の性能向上がない場合があります。目標の達成に役立つ設定のみを使用し

てください。

1 つのプロジェクトに対して使用する設定は、そのプロジェクトに固有なものです。

デザインに大幅な変更を行う際、それらの設定を変更する必要があるかもしれませ

ん。デザインに大規模な変更を加える際、Design Space Explorer（DSE）を使用し

て最適な設定を検出します。

一般的なタイミング問題
タイミング・レポートで障害が検出されたとき、障害が発生した要件が正しいかど

うか確認します。デフォルトでは、TimeQuest タイミング・アナライザはすべての

クロック・ドメインを関連しているものとして扱うため、無効な要件を起こす場合

があります。これを修正するには、デザイン内のクロックを適切に分類します。ま

た、タイミング・レポートにおけるクリティカル・パス上のクロック・スキューを

チェックします。クロック・イネーブル信号または ALTCLKCTRL ブロックを使用

することで、クロック・スキューの問題が解決できる場合があります。また、デー

タパスを解析して、クリティカル・パスの遅延を減少させる方法を見つけ出すべき

です。このセクションでは、一般に発生するタイミング問題およびトラブルシュー

ティング方法について説明します。

f クロックの分類について詳しくは、「QuartusII ハンドブック Volume 1」の 「The 
Quartus II TimeQuest Timing Analyzer」または「Quartus II TimeQuest Timing 
Analyzer Cookbook」を参照してください。

ロジック・レベルが多すぎる場合
コード自体からレジスタ間のロジック・レベルを確認するのは困難であるかもしれ

ません。組み合わせロジックのレベル数はパス上の遅延を増加させ、そのパスをク

リティカルにすることがあります。

通常、条件文が増えると、ロジック・レベルも増加します。 ネストされた条件文にさ

らに条件文を追加する前に、条件を検証してください。実行された変更に対して、

条件が必要な分岐にのみ適用することを確認します。
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一般的なタイミング問題 19
例 4 に、Verilog HDL コードの一部を示します。counter1 は 8 ビットのカウンタ

で、counter2 は 12 ビットのカウンタです。TC1 および TC2 はこれらのカウンタ

の最終値を示します。

counter2 の更新は、8 ビットおよび 12 ビットのコンパレータに基づきます。この組

み合わせロジックは、デバイス・アーキテクチャに応じて、いくつかのレベルに実

装されます。ロジックをマップする方式は、構成遅延の数に影響を及ぼします。 図 6 
に、2 つのレジスタ・ステージ間、組み合わせロジックを経由したクリティカル・

パスを示します。.

例 4. 
 if (reset == 0) begin 
   ...
   ...

   end else begin 

   ...
   ...

   if (incr ==1) begin
      if (counter1 == value1) begin 
          counter1 <= 0; 
          TC1 <= 1'b1;
       
          if (counter2 == value2) begin
             counter2 <= 0;
             TC2 <= 1'b1 ;
      
          end else begin
             counter2 <= counter2 +1 ; 
             TC2 <= 1'b0;
          end

      end else begin 
         counter1 <= counter1 +1 ;
         TC1 <= 1'b0 ;
      end
   end 
   ...
   ....
end 

図 6. クリティカル・パス
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図 7 に、 タイミング障害のない可能な実装の 1 つについて、TimeQuest タイミング・

アナライザのレポート・パネルを示します。7 つのインクリメンタル遅延（セル遅

延およびインタコネクト遅延を含む）は、クリティカル・パス遅延に関わっていま

す。.

セグメントが数レベルのロジックを持つネストされた条件分岐に含まれる場合、ク

リティカル・パスは要求のタイミング制約を満たせない可能性があります。 図 8 に、

レジスタ間のクリティカル・パスを示します。追加のロジック群はタイミング障害

を起こします。

1 コードに条件文を追加する際、発生可能な影響に注意します。通常、他の論理動作

からの結果と並行に、あるいはその前に一部の条件をチェックすることが可能です。

これで、クリティカル・パス上の遅延を低減することができます。

図 7. TimeQuest タイミング・アナライザ・レポート

図 8. いくつかのレベルのロジックを持つネストされた条件分岐に含まれるセグメント
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場合によって、パラレル動作でロジックを変更することができない場合があります。

そのために、パイプライン・レジスタを使用して、1 クロック・サイクル内に起こ

る論理動作を分割する可能性を検討します。この方法を使用する場合、この追加さ

れた遅延のほかの部分への影響を考慮しなければなりません。

デザインに定数を定義している場合、デザインでこれらの値が所望どおりに伝搬さ

れることを確認します。定数「1」または「0」に接続された信号は、ロジックを簡

略化し、パスにおけるロジック・ステージの数を低減することができます。

クリティカル・パスにおけるロジック・ステージの数を解析するには、TimeQuest
タイミング・アナライザのタイミング・レポートにある Path Summary パネル（図

7 を参照）に加えて、Quartus II ソフトウェアの Techology Map Viewer および RTL 
Viewer を使用することもできます。

f RTL Viewer および Technology Map Viewer について詳しくは、 「QuartusII ハンド

ブック Volume 1」の「Analyzing Designs with Quartus II Netlist Viewers」 の章を参照

してください。

障害のあるレジスタ間クリティカル・パスを修正するには、次の一般ガイドライン

に従ってください。

■ Quartus II ソフトウェアの設定を変更する代わりに、コードを改善することが優

先

■ クリティカル・パスが再コーディングできるかどうかを分析

■ ロジックがレジスタ境界を超えることができるかどうかをチェック（

■ ロジックの一部が並行で実行できるか、または他のデータ・サイクル（1 サイク

ル先または 1 サイクル遅れ）で実行できるかどうかをチェック

■ コードを変更する際、コードがどのようにハードウェアに実装されるかに注意

■ 大規模なデザインにおけるブロックを作業しているとき、必要以上なタイミング

性能を目指す

タイミング制約の欠落
Quartus II ソフトウェアは常に、提供された制約に基づいてデザインを最適化しよう

とします。不適切なデザイン制約はタイミング障害を引き起こすことがあります。

TimeQuest タイミング・アナライザは、制約されていないパスを解析しません。

TimeQuest タイミング・アナライザからのメッセージを参照して、必要なタイミン

グ・パスがすべて制約されていることを確認します。また、TimeQuest タイミン

グ・アナライザでは、report_unconstrained_paths を使用してタイミング制

約のないパスを検出することができます。

デザインの動作に一部の必要な制約が欠落していても、何の違反もないタイミング・

レポートが得られる可能性があります。ただし、欠落している制約がクリティカル

な場合、デザインの実装が希望どおりに動作しないことがあります。そのために、

デザインを完全に制約する必要があります。
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22 一般的なタイミング問題
タイミング制約の欠落以外に、もう 1 つの一般的な問題はタイミング制約の

アンダースペックとオーバースペックです。デザイナはフォルス・パスおよびマル

チサイクル・パスに対してタイミング解析レポートを分析する必要があります。パ

スをフォルス・パスまたはマルチサイクル・パスとして指定されていない場合、

Quartus II ソフトウェアはすべてのパスを有効かつシングル・サイクルなパスとして

最適化します。この原因により、有効なパスがタイミング要件を満たさない可能性

があります（フィッタがどちらのパスから最適化を実行する次第）。 この状況を回避

するためには、制約ファイルでフォルス・パスおよびマルチサイクル・パスを指定

します。

1 つのドメインに積極的なタイミング制約を指定するとき、Quartus II ソフトウェア

はそのドメインを他のクロック・ドメインより先に最適化しようとします。この方

法では、1 つのドメインにより多くの最適化作業を選択的に実行することができま

す。この方法で得られたメリットはデザインによって異なります。また、障害のあ

るパスが過剰な制約要件に満たさなくても、それらのパスを手動で解析する必要が

あります。一般に、デザインの制約には実際の要件を使用します。 

TimeQuest タイミング・アナライザは、デザイン内のあらゆるクロックが互いに関

連付けられていることを仮定して、デザイン内のすべての使用可能なパスを検出し

ます。有効なパスのないクロック・ドメインにフォルス・パス制約を適用します。

特定のドメインの性能を強化したい場合、特にブロック・レベルのコンパイルでは、

デザインを厳しく制約することができます。より厳しい制約がブロック・レベルで

満たされたら、 ブロック統合後のタイミングがより容易に満たされます。これで、ブ

ロック・レベルの実装で正確に予測できない遅延を補償します。

制約の競合
1 つ以上のクロック・ドメインのあるデザインには、異なるクロック・ドメイン間

のパスにタイミング制約の競合が発生することがあります。例えば、障害のあるリ

カバリー・パスは、ロジックをリセット・レジスタに移動させる可能性があります。

これで、セットアップ・パスが悪くなる恐れがあります。同様、障害が起こした

ホールド・パスがある場合、フィッタは余計な遅延を追加し、混雑が発生し、

フィッティングも困難になります。

同時に複数のドメインを扱うことは避けられないので、デザイン全体にスタティッ

ク・タイミング解析を確実に実行してください。TimeQuest タイミング・アナライ

ザ・コマンドの Report All Summaries を使用することができます。このコマンドは、

デザイン内のあらゆる制約されたパスに実行したセットアップ、ホールド、リカバ

リー、およびリムーバルの解析をレポートします。

高ファンアウト・レジスタの扱い
FPGA 信号の多くはバッファされています。クリティカル・タイミング・パスは

ファンアウトに関係なく、レジスタがどこに配置されるかによって発生します。

Chip　Planner を使用して、ファンアウト・レジスタの位置、およびファンアウト・

レジスタがドライブしている位置を表示します。レジスタが大きく離れていること

は、タイミング・パス上の過剰な遅延の要因となります。Chip Planner で観察した

とおり、ほとんどの場合に、Quartus II ソフトウェアよりうまく高ファンアウト・

ノードを配置するのは難しいです。 

f Chip Planner について詳しくは、「Quartus II ハンドブック Volume 2」の 「Analyzing 
and Optimizing the Design Floorplan」の章を参照してください。
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一般的なタイミング問題 23
特定のレジスタでこの問題が発生する場合、そのロジックを複製して、複製された

レジスタをもっと適切な位置に配置します。複製のレジスタが存在すると、フィッ

ティングのとき、Quartus II ソフトウェアは適切な位置を検出してタイミング性能を

改善する可能性があります。

コード内のロジックを複製する場合、Quartus II ソフトウェアが複製のレジスタに最

適化を実行しないようにしてください。これを実現するには、下記のいくつかの方

法があります。

■ コードに合成属性を追加してレジスタを維持するか、またはレジスタや階層内の

Remove Duplicate Registers をオフにする

■ Assignment Editor を使用して、手動で複製したいレジスタを選択し、そして複製

をオンする

■ Assignment Editor を使用して、Maximum Fan-out アサインメントを提供する。

これにより、ファンアウトに応じて、必要なだけの複製のレジスタが作成され

る。

■ フィジカル・シンセシスをオンにして、レジスタ複製をイネーブルする。

f 合成属性の使用について詳しくは、「Quartus II ハンドブック Volume 1」の 
「Quartus II Integrated Synthesis」の章を参照してください。Assignment Editor の使

用について詳しくは、「Quartus II ハンドブック Volume 2」の 「Assignment Editor」
の章を参照してください。フィジカル・シンセシスの使用について詳しくは、

「Quartus II ハンドブック Volume 2」の 「Netlist Optimization and Physical 
Synthesis」 の章を参照してください。 

メタステーブル問題
単一のクロックで動作するシステムをデザインするのは難しいです。クロックは同

じ周波数で動作していても、位相が異なる場合があります。したがって、複数のク

ロックを有するデザインは一般的です。

1 つのクロック・ドメインでソースを持つ信号が、ほかのクロック・ドメインに

ラッチされることがありますので、データ入力はデスティネーション・レジスタの

セットアップ・タイムまたはホールド・タイムの要件を満たさない場合があります。

この原因で、ラッチしているレジスタはロジック 1 およびロジック 0 の間の中間状

態に入る可能性があります。この中間値はそのうちに 1 または 0 に変化しますが、

この値が変換するまでの時間が予測できないのは問題です。

1 つ以上のクロック・ドメインに渡る信号は、両方のタイミング要件を満たさなけ

ればなりません。 １つ以上のクロック・ドメイン渡る信号がメタステーブル状態にな

る可能性を減少させるには、複数のステージのレジスタ同期化を実行して、非同期

クロック・ドメイン間のすべての信号を同期させる必要があります。最低 2 ステー

ジのレジスタ同期化が推奨されています。 

Quartus II ソフトウェアは、デザインのメタステーブル問題を検出して、メタステー

ブルを減少させるためのアドバイスを提供する機能を備えています。平均故障間隔

（MTBF）は、回路パラメータによって算出できます。MTBF を可能な限り増やしま

す。Quartus II ソフトウェアはメタステーブル・アドバイザ（metastability advisor）
を備えていて、デザインのメタステーブル性能を改善します。

メタステーブル状態による障害は散発的なデバイス障害の形として現れることがあ

るため、これらの障害を特定するのは難しいです。MTBF が増加すると、このよう

な障害が減少する可能性があります。
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24 一般的なタイミング問題
デザインにおけるメタステーブル問題は、正しく動作していないステート・マシー

ンとして現れることがあります。ステートガスキップされるか、あるいはステート・

マシーンがステージやロックアップから回復していないなどの兆候が見られます。

また、ステート・マシーンは状態遷移を起こすトリガ・イベントをミスしてしまう

場合もあります。このような問題は、ほかのクロック・ドメインからステート・マ

シーンへの各コントロール信号が同期していない場合に発生する可能性があります。

例 5 に、ステート・マシーンの Verilog HDL コードの一部を示します。一部の条件

分岐にほかのクロック・ドメインからの信号を直接に使用する場合、一部のエッジ

をミスして、不確実な状態遷移を起こす可能性があります。 

すべての非同期コントロール信号を 2 回同期化することで、これらの信号が整数回

のクロック・サイクルにわたって安定して、状態遷移を正確にトリガすることが確

保できます。

f メタステーブル状態について詳しくは、「Quartus II ハンドブック Volume 1」の 
「Managing Metastability with the Quartus II Software」を参照してください。

リセット関係の問題
デザインには同期または非同期リセットがあります。デバイスにおけるほとんどの

リセットが非同期です。外部非同期リセットをシンクロナイザ回路に送り込んで、

同期リセットに変換して、そしてこの同期リセットを用いて残りのデザインをリ

セットすることができます。このクロックはクリーンなリセット信号を作成します。

作成された信号は最低 1 サイクル幅を持って、使用されるドメインに同期していま

す。

例 5. 
//process for registering next state
process (clock, reset)
always@(posege clock or negedge reset) begin
if (~reset) begin
present_state <= reset_state ;
end else if begin
present_state <= next_state;
end

//process for next state 
always @( <sensitivity list>) begin
if ( condition == condition 1” ) begin

   .....
   ..... 
   .....
end 
else if (condition == condition2) begin

   .....
   .....
   ..... 
end
end process 
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同期リセットを使用する場合、この信号はデータ・パスの一部になり、データ・パ

スにおけるほかの信号と同様に到達時間に影響を与えます。リセット信号をデータ・

パスにおけるほかの信号と一緒にタイミング解析に含む必要があります。同期リ

セットを使用すると、追加のデータ信号などの追加の配線リソースが必要とされま

す。

非同期リセットを使用する場合、グローバルにすべてのレジスタをリセットするこ

とができます。この専用のリソースは、リセット信号による配線混雑度を避けるの

に有用です。ただし、完全に非同期のリセットはメタステーブル問題を起こす可能

性があります。これは、非同期リセットが除去される時間とクロック・エッジは非

同期であるためです。非同期リセットがメタステーブル・ゾーンでアサート状態か

ら除去されると、一部のレジスタはリセットされなくなってしまいます。この問題

を避けるには、同期化された非同期リセットを使用します。このようなリセット信

号はレジスタを非同期にリセットすることができますが、リセット信号はクロック

に同期して除去されるため、レジスタがメタステーブルになる可能性が低くなりま

す。

各クロック・ドメインの外部非同期リセットにダブル・シンクロナイザを追加し、

そしてシンクロナイザからの出力をリセットとして使用して、それぞれのクロック・

ドメイン内のあらゆるレジスタをリセットすることで、非現実的なタイミング要件

は避けられます。

例 6 に、リセット・シンクロナイザを実装する方法の 1 つを示します。このリセッ

ト構造は非同期でリセットしますが、同期で非リセット状態に戻ります。これは、

デバイスを同一サイクルにリセットから抜け出そうとするデザインに有用です。. 

リカバリーおよびリムーバルの問題
TimeQuest タイミング・アナライザはセットアップおよびホールド解析に加えて、

リカバリーおよびリムーバル解析も実行します。リカバリー時間はセットアップ時

間に類似し、リムバル時間はホールド時間に類似します。違うのは、これらのパラ

メータがクロックに対して非同期信号（リセットなど）に関連付けられています。

例 6. 
module safe_reset_sync

(external_reset, clock, internal_reset) ;

input external_reset;
input clock;
output internal_reset;

reg data1, data2, q1, q2;

always@(posedge clock or negedge external_reset) begin

if (external_reset == 1'b0) begin
   q1 <= 0;
   q2 <= 0;
end else begin 
   q1 <= 1'b1;
   q2 <= q1 ;

end

endmodule
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リカバリーおよびリムーバル解析は、非同期コントロール信号が適用されたときに

同期ロジックが正しく動作していることを確認するのに役立ちます。

デバイスにまたがるリセット信号の 1 つの問題点は、すべてのレジスタにおいてリ

セット信号がクロック・エッジと同時に到達するではないことです。リセット信号

がディアサートされると、すべてのレジスタはリセットから抜け出すはずです。た

だし、リセット信号がデザイン内一部のレジスタのリカバリー時間に満たさない場

合、それらのレジスタは次のクロック・エッジまでにリセットから抜け出さないこ

とがあります。すべてのデザインが同じクロック・サイクルにリセットから抜け出

さなくて、そしてこのクロック・サイクルの後に重要な遷移を有するステート・マ

シーンがある場合には、これらのステート・マシーンが予想どおりに動作しなくな

り、デザイン障害が発生する可能性があります。同様、リセットがクロックより早

く除去され、一部のレジスタが 1 サイクル早くリセットから抜け出すと、リムーバ

ル・エラーが発生する可能性があります。

リカバリー・エラーまたはリムーバル・エラーが発生した場合、以下のトラブル

シューティング情報に従ってください。 

■ リセットのソースがグローバル・ドライバの近くに配置されることを確認

通常、Quartus II フィッタは高ファンアウトのネットをグローバル・ドライバの

近くに配置します。そうしないと、すべてのパスでは追加の遅延が発生し、リカ

バリー・エラーおよびリムーバル・エラーを起こす可能性があります。

■ 信号がグローバル・リソースに配置されることを確認

非同期コントロール信号がグローバル信号を使用していない場合、Assignment 
Editor を使用してその信号をグローバル・ネットに割り当てます。その信号がす

でにグローバル・ネットに存在しても、リカバリー / リムーバル・タイミングが

満たされない場合は、リセットされたレジスタがデバイスに分散されたか、ある

いはデバイスの特定の部分に集中するかどうかを確認します。後者の場合、ロー

カル配線を使用して、タイミングの改善を図ります。

■ リセット・ロジックを複製

リセット・ロジックを複製し、それをデバイスの異なる部分の異なるローカル配

線に割り当てることができます。

■ 要件が現実的であるかどうかを確認

複数のクロック・ドメインを有するデザインの場合、すべてのクロック・ドメイ

ンにまたがるリセット構造を使用すると、リカバリー / リムーバル要件が非常に

厳しくなることがあります。同期クロック・ドメインごとに独立したリセット構

造を使用することが推奨されています。

■ 非同期信号の自動パイプライン化をオンにする

このフィジカル・シンセシスのオプションを使用して、フィッティング中に非同

期コントロール信号にパイプライン・ステージを追加して、回路の性能を向上さ

せることができます。このオプションは、高速クロックを使用するレジスタに信

号を供給する原因でリカバリー・タイミングおよびリムーバル・タイミングを満

たさない非同期信号に有用です。このオプションを設定するには、Assignment
メニューの Settings をクリックします。Category リストで、「＋」アイコンを

クリックして Compilation Process Settings を展開し、 Physical Synthesis 
Optimizations を選択します。Perform automatic asynchronous signal 
pipelining をオンにして OK をクリックします。
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■ これらのタイミング・エラーが正しいかどうかを決定

デザインでは、すべてのレジスタが同じクロック・サイクルにリセットから抜け

出す必要がない場合、set_false_path -from reset -to <all-registers> コ

マンドを追加して、それらのパスをフォルス・パスとして設定することができま

す。

タイミング要件が僅かに満たされない場合
DSE は、最適なデザイン設定を選択するのに役立ちます。最適化の基準に応じて、

DSE は複数回のコンパイルを実行して、最善の結果をフラグします。また、3 ペー

ジの「Quartus II フィッタの動作原理」に示すように DSE を用いてシード・

スィープ（Seed Sweep；複数のシード値によるデザインのコンパイル）を実行する

ことは、シード効果の補償に役立ちます。 

コードまたは設定に変更を加えた場合、シード・スィープを実行して、性能の向上

がシード効果ではなくコードの変更によって発生することを確認することが推奨さ

れています。

性能を改善するためにコードを変更した後、DSE シード・スィープを実行して、

シード値がすべての要件に満たすかどうかを確認します。特定のシード値では 10％
までの性能差が得られます。この手法は、コンパイルに使用されるデフォルトの

シード値がスプレッドの下位にあるか、または結果スプレッドの公称範囲から外れ

ている時に有用です。

一般に、10 個以上のシード値を使用するシード・スィープは必要ありません。

DSE シード・スィープを実行する前に、Quartus II Timing Optimization Advisor から

の提案を参考します。この提案が使用可能であり、向上した性能結果を提供する場

合は、DSE シード・スィープにこの更新された設定を使用します。

1 結果が望ましい結果に近いかどうかにかかわらず、任意のデザインに DSE シード・

スィープまたは完全な DSE 探索を実行することができます。一般に、DSE は最適

化の基準に基づいて最高の結果を得るのに役立ちます。

f DSE の使用について詳しくは、「Quartus II ハンドブック Volume 2」の 「Design 
Space Explorer」 の章を参照してください。

過度の位置制約
過渡の位置制約は、タイミング要件の達成にとって問題になることがあります。例

えば、デザインに大量の LogicLock 領域があり、デザインがタイミング要件に満た

さない場合は、1 つまたは複数の LogicLock アサインメントを削除してコンパイル

を実行して、その影響を観察してください。

次の例では、位置制約がどのようにデザインに影響を与えるかを示します。

an584_design_examples.zip にある Mac_top_restricted.qar デザインを開き、その

プロジェクトをコンパイルします。
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an584_design_examples.zip にある Mac_top_restricted.qar デザイン例は、大規模

なデザインの一部である OpenCore Ethernet デザインです。そのコアは LogicLock
領域に割り当てられます。ただし、エリアの一部は予約された LogicLock エリアに

割り当てられ、そのエリアが配置に使用できなくなります。図 9 に、このデザイン

例の LogicLock 領域アサインメントおよびマルチコーナー・タイミング解析の要約

を示します。Fast と Slow コーナー、および 2 つのクロック・ドメインにタイミン

グ違反が発生しました。.

an584_design_examples.zip ファイルにある Mac_top_unrestricted.qar デザイン例

を開いてコンパイルして、制約のない同一デザインを観察します。

図 9. LogicLock領域アサインメントおよびマルチコーナー・タイミング解析 
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図 10 に、コンパイル・レポートを示します。制約がなくても、タイミング違反が発

生します。ただし、それらのエラーは Slow コーナーおよび 1 つのクロック・ドメイ

ンに限られています .

この例は、LogicLock エリアの使用の概括ではなく、単にデザインの位置制約を見直

す理由を示します。インクリメンタル・コンパイルで配置および性能を維持するた

めに、LogicLock 領域によって一部のデザイン・ブロックを制約する必要があるかも

しれませんが、個々の制約がどのようにプロジェクトに影響を与えるかを検討して

ください。 

f LogicLock 領域の定義について詳しくは、「QuartusII ハンドブック Volume 2」の 
「Analyzing and Optimizing the Design Floorplan」 の章を参照してくだい。インクリ

メンタル・コンパイル時のフロアプランにおける LogicLock 領域の使用について詳

しくは、「QuartusII ハンドブック Volume 1」の 「Quartus II Incremental 
Compilation for Hierarchical and Team-Based Design」 の章を参照してください。

長いコンパイル時間
タイミング性能が最も重要な基準になる場合は、コンパイルに長い時間がかかるこ

とがあります。コンパイル時間が異常に長いことは、リソース問題、厳しすぎるタ

イミング要件、または容易に開くことができないロジック・ループが発生した可能

性を示します。コンパイルのワーニング・メッセージをチェックして、 長いコンパイ

ル時間に最も大きく影響する部分を確認します。

図 10. コンパイル・レポート
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フィッタ・メッセージはリソースの混雑度を示すことができます。通常、リソース

混雑度は使用率の数値から確認できます。使用率が 95％以上に達すると、フィッ

ティング作業が困難になる可能性があります。このような場合、コードを再検討し、

ロジックの使用が減少できるブロックを再コーディングし、余計なコードを取り除

きます。

タイミング問題に対処するヒント
タイミング問題が発生するとき、問題のあるパスおよびブロックを分離します。問

題のあるブロックをスタンドアロンのプロジェクトに分離して、達成可能な最高性

能を見つけて、デザインに必要なタイミングを満たすことを図ります。

この手法により、ブロックの潜在的な性能が把握でき、デバッグおよび最適化が容

易になります。本資料の初めに述べたように、主要なブロックまたはパーティショ

ンを個別にコンパイルし、性能をテストする場合、ブロックごとに追加のデザイン

時間の可能性に注意します。これで、デザイン・サイクルの後期に数多くの障害ブ

ロックに対してこれを行う必要を低減することができます。

ボードにおける原因不明の障害の一因は、スタティック・タイミング解析を実行す

るときに指定されていないタイミング要件であるかもしれません。これらはセット

アップ障害によって発生する場合、デザインが望ましい周波数より遅いレートでデ

実行できることがあります。ただし、障害は解決されていないホールド違反によっ

て発生する場合、デザインはどんな周波数でも確実に動作することができません。

また、満たされていないタイミング要件に応じて、デザインが特定の温度または電

圧では正常に動作できますが、異なる温度範囲または電圧範囲では動作でない場合

もあります。

このプロセスを円滑に進むには、Quartus II リソースを使用してください。

HDLコードの変更による性能向上
HDL コードの変更は、結果の質を向上させる最も効果的な方法でしょう。Quartus II
ソフトウェアがリジスタ・リタイミングによって一部のレジスタ・パスのタイミン

グ・マージンを改善した場合、それらの変更をデザイン自身に再現させることを試

みます。また、タイミング性能を改善するために、フィジカル・シンセシスの一部

として実行されたレジスタ複製によって、変更を加えることもできます。Quartus II
内の Schematic Viewers を使用して、Quartus II ソフトウェアによって実装された最

適化変更を解析して、可能であればそれらを HDL コードに複製します。

ソフトウェアによる変更と違って、HDL による変更では、実装が変更されません。

デザインにおける特定の状況およびインクリメンタル変更によって、Quartus II ソフ

トウェアは以降のコンパイルでデザインを異なる方法で最適化することがあります。

また、多くのレジスタ最適化は大量の計算リソースおよびコンパイル時間を消耗し

ます。HDL コードで必要な変更を加えることで、良好なタイミング結果が得られ、

コンパイル時間に対する影響を低減できます。

f レジスタ・リタイミングの使用について詳しくは、「QuartusII ハンドブック

Volume 2」の 「Netlist Analysis and Physical Synthesis」 および「Area and Timing 
Optimization」の章を参照してください。 
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図 11 に、Quartus II プロジェクトの TimeQuest タイミング解析レポートを示しま

す。

最悪のパスには、パス遅延の原因になるセル遅延は 7 箇所あります。このパスは、

ロジック・レベルが多いため、タイミングを満たしません。このような場合、パイ

プライン・レジスタの追加、または別の方法によってロジックを変更してクリティ

カル・パスを分割することを検討してください。

Quartus II アドバイサを使用 
Quartus II ソフトウェアは、デザイン実装を支援するために、いくつかのアドバイサ

を提供します。様々の使用可能なアドバイサの中に、タイミング・クロージャに最

も役立つものは Timing Optimization Advisor および Incremental Compilation Advisor
です。

Timing Optimization Advisor はタイミングを改善する設定、およびそれらのオプショ

ンの使用についてトレードオフを提供します。提供された提案は、タイミング結果

に対する影響に基づいて、異なるステージに編成されます。デザインごとにニーズ

およびトレードオフが異なるため、向上した性能を重視する場合には、デザインを

コンパイルするときに Timing Optimization Advisor を実行します。Timing 
Optimization Advisor は性能の改善について様々な方法を提案します。

図 11. TimeQuestタイミング・アナライザ
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多くの場合、プロジェクトの設定は前のデザイン・プロジェクトから引き継がれた

ものです。他のデザインに有用な設定は、現在のデザインにも通用するとは限りま

せん。常に Timing Optimization Advisor を実行して、適切な設定が使用されている

ことを確認します。

Timing Optimization Advisor を様々な変更に使用して、 fMAX、I/O タイミング、ホール

ドと最小遅延タイミング、およびメタステーブル状態の最適化を改善します。

Timing Optimization Advisor の右側のパネルでは、選択した変更がどのようにデザイ

ンを影響するかが表示されます。例えば、試行の時には Fitter Effort が Fast Fit に
設定されましたが、ブロックに最適化を行う場合は、 Fitter Effort を Auto Fit に設定

するべきです。 Timing Optimization Advisor は、すでにデザインに存在しましたが最

適化目標の達成に役立たない設定をフラグします。また、Timing Optimization 
Advisor で、要件に最も適したように設定を変更することもできます。

Quartus IIコンパイル・レポートを検討 
Quartus II フィッタからのメッセージはデザイン性能を向上させる情報を提供するた

め、それらのメッセージを検討することはタイミング・クロージャに役立ちます。

また、これらのメッセージでは、不適切なロジック構造（例えば、ラッチおよび組

み合わせロジック・ループ）などデザインにおける問題も示されます。これらの

メッセージはタイミング制約の欠落について警告を出します。加えて、これらの

メッセージは、設定がどのようにデザインの最適化を影響するかを評価するのに役

立ちます。

コンパイル・レポートにより、使用されたコンパイル・オプションの効果を観測す

ることができます。フィジカル・シンセシス・オプションなどの高エフォートなオ

プションを使用すると、フィッタ・メッセージは推定のスラック改善を含みます。

予期された改善が小さな場合（数ピコ秒）、推定のスラック改善の値が表示されま

す。 その場合は、追加のオプションが僅かな改善を与えるか、あるいは改善がありあ

せん。コンパイル時間を短縮するために、僅かな改善のみを与えるオプションの使

用は避けてください。

図 12 に、Quartus II プロジェクトのコンパイル・レポートの例を示します。.

図 12 では、リタイミングに対するフィジカル・シンセシスは 512ps の予期されたス

ラック改善を与え、組み合わせシンセシスに対するフィジカル・シンセシスは 4ps
だけの改善を与えます。デザインの性能要件を満たすためには、性能を改善するオ

プションを選択します。コンパイル・レポートでは、フィッタが配置に使用された

僅かの時間も表示されています。配線時間が長すぎると、フィッタが最適な配置を

検出することができない場合があります。このような場合には、より高い配置

エフォートの乗算器を使用して、より優れた配置を得ます。

f Quartus II ソフトウェアにおける使用可能な異なるフィッタ設定について詳しくは、

「QuartusII ハンドブック Volume 2」の 「Area and Timing Optimization」の章を参照

してください。

図 12. Quartus IIプロジェクトのコンパイル・レポート
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まとめ 
タイミング・クロージャは、製品の成功に繋がり、デザイン・サイクルにおける重

要な段階です。アドホックに頼ってタイミング要件を満たす代わりに、タイミング・

クロージャを計画してください。本資料で述べたガイドラインに従うことで、タイ

ミング・クロージャの計画は効率的に完成できます。

デザインの計画、実装、最適化、およびタイミング・クロージャのチェックリスト

については、 「Quartus II Design Checklist」を参照してください。

参考文献
このアプリケーション・ノートでは次のドキュメントを参照しています。

■ 「QuartusII ハンドブック Volume 2」の「Analyzing and Optimizing the Design 
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