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インテル® Stratix® 10 GX FPGA 開発ボードに向けた階層的パーシャ
ル・リコンフィグレーションのチュートリアル

本アプリケーション・ノートでは、シンプルなデザインを階層的に部分的にリコンフィグレーションが可
能なデザインに変換し、そのデザインを インテル® Stratix® 10 GX FPGA 開発ボードで実装する方法
について説明します。

階層的パーシャル・リコンフィグレーション (HPR) とは、従来のパーシャル・リコンフィグレーション
(PR) を拡張したもので、ある PR 領域を別の PR 領域内に含めることができます。親パーティションと子
パーティションの両方に対して複数のペルソナが作成可能です。子パーティションは、その親パーティシ
ョン内にネスト化します。親パーティションをリコンフィグレーションしても、静的領域内の操作には影響
しませんが、親領域の子パーティションはデフォルトの子パーティション・ペルソナで置き換えられます。
この方法は、複数のファンクションが同じ FPGA デバイスリソースをタイムシェアするシステムに有効で
す。

パーシャル・リコンフィグレーションは、フラットデザインに次の点で向上をもたらします。

• ランタイムのデザイン・リコンフィグレーションが実行可能となります

• デザインのスケーラビリティーを増大させます

• システムのダウンタイムを低減します

• デザインでの動的なタイム多重化機能をサポートします

• ボードスペースを効率的に使用することでコストと消費電力を低減します

現行バージョンの インテル Quartus® Prime プロ・エディション開発ソフトウェアは、パーシャル・リコ
ンフィグレーションに向けて新しく簡略化されたコンパイルフローを導入しています。

このリファレンス・デザインの実装には、 インテル Quartus Prime FPGA の実装フローおよび主要な
インテル Quartus Prime プロジェクト・ファイルについての基礎的な知識が必要となります。本チュー
トリアルでは、 インテル Stratix 10 GX FPGA 開発ボードをベンチで、ワークステーションの PCIe*
スロットの外側で使用しています。

関連情報
• インテル Stratix 10 FPGA Development Kit User Guide

• Partial Reconfiguration Concepts

• Partial Reconfiguration Design Flow

• Partial Reconfiguration Design Considerations

• Partial Reconfiguration Design Guidelines
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リファレンス・デザインの要件

リファレンス・デザインには次のハードウェアが必要です。

• デザイン実装に向けた インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェア・バージョン
18.1

• FPGA 実装に向けた インテル Stratix 10 GX FPGA 開発キット

リファレンス・デザインの概要

このリファレンス・デザインは、1 つの 32 ビットカウンターで構成されています。ボードレベルでは、クロ
ックを 50MHz のソースに接続し、その出力を FPGA 上の 4 つの LED に接続します。カウンタービット
からの出力を特定のシーケンスで選択すると、LED が特定の周波数で点滅します。

図 -1: PR パーティションを持たないフラット・リファレンス・デザイン
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リファレンス・デザイン・ファイル

パーシャル・リコンフィグレーション・チュートリアルは、次の場所から入手できます。

https://github.com/intel/fpga-partial-reconfig

チュートリアルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. Clone or download をクリックします

2. Download ZIP をクリックします。fpga-partial-reconfig-master.zipファイルを
解凍します。

3. リファレンス・デザインにアクセスするには、tutorials/
s10_pcie_devkit_blinking_led_hprサブフォルダーに移動します。

flatフォルダーは、次のファイルで構成されています。

インテル® Stratix® 10 GX FPGA 開発ボードに向けた階層的パーシャル・リコンフィグレーションのチュートリアル
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表 1. リファレンス・デザイン・ファイル

ファイル名 説明

top.sv デザインのフラットな実装を含むトップレベルのファイルです。このモジュールは、
blinking_ledサブ・パーティションと top_counterモジュールをインスタンス化しま
す。

top_counter.sv LED[1]を直接制御する、トップレベルの 32 ビットカウンターです。カウンターのレジスター
化された出力は LED[0]を制御し、blinking_ledモジュールを介して LED[2]と
LED[3]に電力を供給します。

blinking_led.sdc プロジェクトに向けてタイミング制約を定義します。

blinking_led.sv このチュートリアルでは、このモジュールを親 PR パーティションに変換します。このモジュー
ルは top_counterモジュールのレジスター化された出力を受信します。これは、LED[2]
と LED[3]を制御します。

blinking_led.qpf プロジェクト内のすべてのリビジョンのリストを含んでいる インテル Quartus Prime プロジ
ェクト・ファイルです。

blinking_led.qsf プロジェクトの割り当てと設定を含んでいる インテル Quartus Prime 設定ファイル

注意: hprフォルダーには、このアプリケーション・ノートを使用して作成するファイルの完全なセットが含ま
れています。これらのファイルは、このチュートリアルの任意の時点で参照してください。

図 -2: リファレンス・デザイン・ファイル
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リファレンス・デザインのチュートリアル

次の手順では、フラットデザインにパーシャル・リコンフィグレーションを適用する方法について説明しま
す。このチュートリアルでは、 インテル Stratix 10 GX FPGA 開発ボードに向けて インテル Quartus
Prime プロ・エディションを使用しています。

• 手順 1: 開始する (6 ページ)

• 手順 2: 子レベルのサブモジュールを作成する (6 ページ)

• 手順 3: デザイン・パーティションを作成する (8 ページ)

• 手順 4: PR パーティションに向けて配置配線領域を割り当てる (9 ページ)

• 手順 5: ペルソナを定義する (11 ページ)

• 手順 6: リビジョンを作成する (13 ページ)

• 手順 7: ベースリビジョンをコンパイルする (15 ページ)

• 手順 8: 親 PR パーティションの PR 実装リビジョンを準備する (16 ページ)

• 手順 9: 子 PR パーティションの PR 実装リビジョンを準備する (18 ページ)

• 手順 10: ボードをプログラミングする (21 ページ)

注意: AN 806: インテル Arria® 10 GX FPGA 開発ボードに向けた階層的パーシャル・リコンフィグレーシ
ョン・デザインのチュートリアルとは異なり、このチュートリアルでは追加の Partial Reconfiguration
Controller IP コアは不要です。これは、 インテル Stratix 10 が FPGA のハード JTAG ピンを使用し
た JTAG 経由の PR をサポートしているためです。

関連情報
AN 806: インテル Arria 10 GX FPGA 開発ボードに向けた階層的パーシャル・リコンフィグレーショ
ン・デザインのチュートリアル

手順 1: 開始する

リファレンス・デザイン・ファイルを作業環境にコピーし、blinking_ledフラットデザインをコンパイ
ルするには、次の手順を実行します。

1. 作業環境にディレクトリー s10_pcie_devkit_blinking_led_hprを作成します。

2. ダウンロードした tutorials/s10_pcie_devkit_blinking_led_hpr/flatサブ
フォルダーをディレクトリー s10_pcie_devkit_blinking_led_hprにコピーします。

3. インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアで File > Open Project をクリ
ックし、blinking_led.qpfを選択します。

4. フラットデザインの階層をエラボレートするには、Processing > Start > Start Analysis
& Synthesis の順でクリックします。または、コマンドラインで次のコマンドを実行します。

quartus_syn blinking_led -c blinking_led

手順 2: 子レベルのサブモジュールを作成する

このフラットデザインを階層的 PR デザインに変換するには、親サブモジュール
(blinking_led.sv) 内にネスト化される子サブモジュール (blinking_led_child.sv)
を作成する必要があります。
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1. 新しいデザインファイル blinking_led_child.svを作成し、このファイルに次のコード行を
追加します。

`timescale 1 ps / 1 ps
`default_nettype none

module blinking_led_child (

   // clock
   input wire clock,
   input wire [31:0] counter,

   // Control signals for the LEDs
   output wire led_three_on

);
   localparam COUNTER_TAP = 23;
   reg led_three_on_r;

   assign led_three_on   = led_three_on_r;
   
   always_ff @(posedge clock) begin
      led_three_on_r   <= counter[COUNTER_TAP];
   end

endmodule

2. blinking_led.svファイルを修正して、led_two_onをカウンターのビット 23 に静的領域
から接続し、blinking_led_childモジュールをインスタンス化します。修正後の
blinking_led.svファイルは、次のように表示されます。

`timescale 1 ps / 1 ps
`default_nettype none

module blinking_led(
   // clock
   input wire clock,
   input wire [31:0] counter,
   // Control signals for the LEDs
   output wire led_two_on,
   output wire led_three_on
);

   localparam COUNTER_TAP = 23;

   reg led_two_on_r;
   assign  led_two_on    = led_two_on_r;
   
   // The counter:
   always_ff @(posedge clock) begin
         led_two_on_r <= counter[COUNTER_TAP];
   end

   blinking_led_child u_blinking_led_child (
         .led_three_on           (led_three_on),
         .counter                (counter),
         .clock                  (clock)
   );

endmodule

3. すべてのデザインファイルを変更するには、Processing > Start > Start Analysis &
Synthesis を実行します。
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手順 3: デザイン・パーティションを作成する

パーシャル・コンフィグレーションの実行を意図している各 PR 領域に対してデザイン・パーティションを
作成する必要があります。デザインには、任意の数の独立したパーティションまたは PR 領域が作成可能
です。このチュートリアルでは、u_blinking_led_childインスタンスと u_blinking_ledイ
ンスタンスに向けて 2 つのデザイン・パーティションを作成します。

階層的パーシャル・リコンフィグレーションに向けてデザイン・パーティションを作成するには、次を実行
します。

1. Project Navigator で u_blinking_led_childインスタンスを右クリックし、Design
Partition > Set as Design Partition をクリックします。パーティションとして設定された各
インスタンスの隣にデザイン・パーティションのアイコンが表示されます。

図 -3: Project Navigator からのデザイン・パーティションの作成

2. パーティションの Type を定義するには、Hierarchy タブの u_blinking_led_childイン
スタンスを右クリックし、Design Partition > Reconfigurable をクリックします。インスタ
ンスとしてパーティションを設定した後は、そのパーティションの Type 以外は設定不可能です。

デザイン・パーティションが Design Partitions Window の Assignments View タブに表示
されます。

図 -4: Design Partitions Window

3. パーティション名を Design Partitions Window で変更するには、そのパーティション名をダブル
クリックします。このリファレンス・デザインでは、パーティション名を pr_partitionに変更しま
す。

注
意: 

パーティションを作成すると、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアはインスタンス名
と階層パスに基づきパーティション名を自動で生成します。このデフォルトのパーティション
名は、各インスタンスによって異なります。
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4. 手順 1 と 2 を繰り返し実行して、リコンフィグレーション可能なデザイン・パーティションを
u_blinking_ledインスタンスに割り当てます。このパーティション名を
pr_parent_partitionに変更します。

5. ベース・リビジョン・コンパイルから最終的な静的領域をエクスポートするには、Post Final
Export File カラムの root_partitionのエントリーをダブルクリックし、
blinking_led_static.qdbと入力します。このファイルは、後で PR 実装のコンパイルに使
用します。

6. ベース・リビジョン・コンパイルから最終的な静的領域をエクスポートするには、Post Final
Export File カラムの pr.parent_partitionのエントリーをダブルクリックし、
pr_parent_partition_default_final.qdbと入力します。このファイルは、後で PR
実装のコンパイルに使用します。

注意: このファイルは、プロジェクト・ディレクトリーの output_filesフォルダー内で利用可能
です。

blinking_led.qsfが次の割り当てを含んでおり、リコンフィグレーション可能なデザイン・パーテ
ィションに対応していることを確認します。

set_instance_assignment -name PARTITION pr_partition -to \
        u_blinking_led|u_blinking_led_child
set_instance_assignment -name PARTIAL_RECONFIGURATION_PARTITION ON -to \
        u_blinking_led|u_blinking_led_child

set_instance_assignment -name PARTITION pr_parent_partition -to \
        u_blinking_led
set_instance_assignment -name PARTIAL_RECONFIGURATION_PARTITION ON -to \
        u_blinking_led

set_instance_assignment -name EXPORT_PARTITION_SNAPSHOT_FINAL \    
        blinking_led_static.qdb -to | -entity top

set_instance_assignment -name EXPORT_PARTITION_SNAPSHOT_FINAL \     
        pr_parent_partition_default_final.qdb -to u_blinking_led -entity top

手順 4: PR パーティションに向けて配置配線領域を割り当てる

ベースリビジョンを作成する際、PR デザインフローは PR パーティション領域の割り当てを使用して、対
応するペルソナのコアを予約領域に配置します。ベースリビジョンに向けて、デバイス・フロアプランに
PR 領域を配置し、割り当てるには、次を実行します。

1. Project Navigator の u_blinking_led_childインスタンスを右クリックして、Logic
Lock Region > Create New Logic Lock Region をクリックします。領域が Logic Lock
Regions Window に表示されます。

2. 配置する領域は、blinking_led_childロジックを囲む必要があります。Chip Planner でノ
ードを特定して、配置領域を選択します。Project Navigator の u_blinking_led_child
領域名を右クリックして、Locate Node > Locate in Chip Planner をクリックします。

u_blinking_led_child領域は、色分けされています。
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図 -5: Chip Planner で表示される blinking_ledのノードの位置

3. Logic Lock Regions 画面で、Origin 列の配置領域の座標を指定します。原点 (Origin) は、領
域の左下に相当します。たとえば、配置領域を (X1 Y1) 座標で (174 415) として設定する場
合、Origin を X174_Y415に設定します。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、指
定した高さと幅に基づき配置領域に対する (X2 Y2) 座標 (右上) を自動で計算します。

注
意: 

このチュートリアルでは、(X1 Y1) 座標 - (174 415)、高さが 6 で幅が 13 の配置領域を
使用します。配置領域には任意の値を定義することができます。 領域が
blinking_led_childロジックをカバーしていることを確認してください。

4. Reserved および Core-Only オプションをイネーブルします。

5. Routing Region オプションをダブルクリックします。The Logic Lock Routing Region
Settings ダイアログボックスが表示されます。

6. Routing type に対して Fixed with expansion を選択します。このオプションを選択する
と、拡張レングスの 1 を自動で割り当てます。

注意: 配線領域は、エンジンが異なるペルソナを配線する際、配線エンジンに十分な柔軟性を提供
する目的で、配置領域よりも大きくする必要があります。

7. u_blinking_ledインスタンスに対して、手順 1 から 6 を繰り返します。親レベルの配置領域
は、親レベルのロジック配置に対して十分なスペースを残したまま、対応する子レベルの配置および
配線領域を完全に囲む必要があります。このチュートリアルでは、u_blinking_led インスタン
スの配置領域に対して、(X1 Y1) 座標 - (172 410)、高さ 6 で幅 17 を使用します。

図 -6: Logic Lock Regions Window

Specify the Height and 
Width for Placement Region

Specify the Routing Region Type and Expansion Length

Specify Core-Only as On

Specify Origin Coordinates
Specify Reserved as On

blinking_led.qsfに、フロアプランに対応する次の割り当てが含まれていることを確認してくだ
さい。

set_instance_assignment -name PLACE_REGION "69 10 88 29" -to \
        u_blinking_led|u_blinking_led_child
set_instance_assignment -name RESERVE_PLACE_REGION ON -to \
        u_blinking_led|u_blinking_led_child
set_instance_assignment -name CORE_ONLY_PLACE_REGION ON -to \
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        u_blinking_led|u_blinking_led_child
set_instance_assignment -name ROUTE_REGION "173 414 187 421" -to \
        u_blinking_led|u_blinking_led_child

set_instance_assignment -name PLACE_REGION "172 410 188 429" -to \
        u_blinking_led 
set_instance_assignment -name RESERVE_PLACE_REGION ON -to \
        u_blinking_led 
set_instance_assignment -name CORE_ONLY_PLACE_REGION ON -to \
        u_blinking_led 
set_instance_assignment -name ROUTE_REGION "171 409 189 430" -to \
        u_blinking_led

関連情報
• Floorplan the Partial Reconfiguration Design

• Applying Floorplan Constraints Incrementally

手順 5: ペルソナを定義する

このリファレンス・デザインでは、親と子の PR パーティションに対して 5 つの異なるペルソナを定義して
います。ペルソナを定義し、プロジェクトに含めるには次を実行します。

1. 5 つのペルソナに対して、blinking_led_child.sv、
blinking_led_child_slow.sv、blinking_led_child_empty.sv、
blinking_led_slow.svの 4 つの SystemVerilog ファイルを作業ディレクトリーに作成し
ます。

注意: インテル Quartus Prime Text Editor から SystemVerilog ファイルを作成する場合、フ
ァイルを保存する際は Add file to current project オプションをディスエーブルしてく
ださい。

表 2. リファレンス・デザインのペルソナ

ファイル名 説明 コード

blinking_led_child.sv 子レベルデザイン
のデフォルトのペ
ルソナです

`timescale 1 ps / 1 ps
`default_nettype none

module blinking_led_child (

   // clock
   input wire clock,
   input wire [31:0] counter,

   // Control signals for the LEDs
   output wire led_three_on

);
   localparam COUNTER_TAP = 23;
   reg led_three_on_r;

   assign led_three_on   = led_three_on_r;
   
   always_ff @(posedge clock) begin
      led_three_on_r   <= counter[COUNTER_TAP];
   end

endmodule

blinking_led_child_slow.sv LED_THREEは低
速で点滅します `timescale 1 ps / 1 ps

`default_nettype none

module blinking_led_child_slow (

   // clock
   input wire clock,

continued...   
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ファイル名 説明 コード

   input wire [31:0] counter,

   // Control signals for the LEDs
   output wire led_three_on
);

   localparam COUNTER_TAP = 27;
   reg led_three_on_r;

   assign led_three_on = led_three_on_r;
   
   always_ff @(posedge clock) begin
      led_three_on_r   <= counter[COUNTER_TAP];
   end

endmodule

blinking_led_child_empty.sv LED_THREEは継
続して点灯します

`timescale 1 ps / 1 ps
`default_nettype none

module blinking_led_child_empty (

   // clock
   input wire clock,
   input wire [31:0] counter,

   // Control signals for the LEDs
   output wire led_three_on

);

   // LED is active low
   assign  led_three_on  = 1'b0;

endmodule

blinking_led_slow.sv LED_TWOは低速
で点滅します `timescale 1 ps / 1 ps

`default_nettype none

module blinking_led_slow(

   // clock
   input wire clock,
   input wire [31:0] counter,

   // Control signals for the LEDs
   output wire led_two_on,
   output wire led_three_on

);

   localparam COUNTER_TAP = 27;

   reg led_two_on_r;
   assign  led_two_on    = led_two_on_r;
   

   // The counter:
   always_ff @(posedge clock) begin
         led_two_on_r <= counter[COUNTER_TAP];
   end

   blinking_led_child u_blinking_led_child(
         .led_three_on           (led_three_on),
         .counter             (counter),
         .clock                  (clock)
   );

endmodule

関連情報
手順 3: デザイン・パーティションを作成する (8 ページ)
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手順 6: リビジョンを作成する

PR デザインフローは、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのプロジェクト・リビジョン機能を
使用します。最初のデザインのベースリビジョンで、FPGA 上の静的領域境界とリコンフィグレーション
が可能な領域を定義します。

ベースリビジョンを基に、複数のリビジョンを作成します。このようなリビジョンには、PR 領域に向けた
さまざまな実装が含まれています。ただし、すべての PR 実装リビジョンでは、ベースリビジョンからの同
じトップレベルの配置配線結果が使用されます。

PR デザインをコンパイルするには、各ペルソナに対して PR 実装リビジョンを作成する必要があります。
さらに、リビジョンごとにリビジョンタイプを割り当てる必要があります。次のリビジョンタイプがありま
す。

• パーシャル・リコンフィグレーション - ベース

• パーシャル・リコンフィグレーション - ペルソナ実装

注意: 現行バージョンの インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアで新しく導入されたこの簡
略化された PR フローは、追加の PR ペルソナに対する別個の構成および実装のリビジョンが不要です。

次の表に、各リビジョンのリビジョン名とリビジョンタイプを示します。

表 3. リビジョン名とタイプ

リビジョン名 リビジョンタイプ

blinking_led.qsf パーシャル・リコンフィグレーション - ベース

hpr_child_default.qsf パーシャル・リコンフィグレーション - ペルソナ実装

hpr_child_slow.qsf パーシャル・リコンフィグレーション - ペルソナ実装

hpr_child_empty.qsf パーシャル・リコンフィグレーション - ペルソナ実装

hpr_parent_slow_child_default.qsf パーシャル・リコンフィグレーション - ペルソナ実装

hpr_parent_slow_child_slow.qsf パーシャル・リコンフィグレーション - ペルソナ実装

表 4. 親ペルソナと子ペルソナのリビジョン

リビジョン名 親ペルソナの動作 子ペルソナの動作

hpr_child_default.qsf 高速で点滅 高速で点滅

hpr_child_slow.qsf 高速で点滅 低速で点滅

hpr_child_empty.qsf 高速で点滅 点滅なし (常時点灯)

hpr_parent_slow_child_default
.qsf

低速で点滅 高速で点滅

hpr_parent_slow_child_slow.qs
f

低速で点滅 高速で点滅

ベース・リビジョン・タイプを設定する

1. Project > Revisions をクリックします。

2. Revision Name で blinking_led リビジョンを選択し、Set Current をクリックします。

3. Apply をクリックします。blinking_ledリビジョンが現行のリビジョンとして表示されます。
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4. blinking_ledに対して Revision Type を設定するには、Assignments >
Settings > General の順でクリックします。

5. Revision Type には Partial Reconfiguration - Base を選択し、OK をクリックします。

6. blinking_led.qsfに次の割り当てが含まれていることを確認してください。

##blinking_led.qsf
set_global_assignment -name REVISION_TYPE PR_BASE
          

実装リビジョンを作成する

1. Revisions ダイアログボックスを開くには、Project > Revisions をクリックします。

2. 新しいリビジョンを作成するには、<<new revision>>をダブルクリックします。

3. Revision name で hpr_child_defaultを指定し、Based on revision に対して
blinking_led を選択します。

4. Revision type には Partial Reconfiguration - Persona Implementation を選択
します。

5. This project uses a Partition Database (.qdb) file for the root partition をイ
ネーブルします。この時点で Root Partition Database file を指定する必要はありません。こ
の名前は、この後の段階で Design Partitions Window から入力することができます。
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図 -7: リビジョンを作成する

6. 同様に、他のリビジョンの Revision type を設定します。

• hpr_child_slow

• hpr_child_empty

• hpr_parent_slow_child_default

• hpr_parent_slow_child_slow

注意: 上記のリビジョンは、現行のリビジョンとして指定しないでください。

7. それぞれの.qsfファイルに次の割り当てが含まれていることを確認してください。

set_global_assignment -name REVISION_TYPE PR_IMPL
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING place_holder -to 
u_blinking_led

place_holderは新しく作成された PR 実装リビジョンのデフォルトのエンティティー名です。

手順 7: ベースリビジョンをコンパイルする

1. ベースリビジョンをコンパイルするには、Processing > Start Compilation をクリックしま
す。また、次のコマンドもベースリビジョンをコンパイルします。

quartus_sh --flow compile  blinking_led -c blinking_led
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2. output_filesディレクトリーに生成されたビットストリームを検査します。

表 5. 生成されるファイル

名称 タイプ 説明

blinking_led.sof ベース・プログラミング・ファイル 親および子 PR 領域のデフォルトペルソナとと
もに、静的ロジックを使用した FPGA のプログ
ラミングに使用されます。

blinking_led.pr_parent_partit
ion.rbf

親 PR パーティションの PR ビットストリーム・
ファイル

親 PR 領域に向けたデフォルトのペルソナのプ
ログラミングに使用されます。

blinking_led.pr_parent_partit
ion.pr_partition.rbf

子 PR パーティションの PR ビットストリーム・
ファイル

子 PR 領域に向けたデフォルトのペルソナのプ
ログラミングに使用されます。

blinking_led_static.qdb .qdbデータベース・ファイル 静的領域のインポートに使用される最終的な
データベース・ファイル

pr_parent_partition_default_f
inal.qdb

.qdbデータベース・ファイル デフォルトの親 PR パーティションのインポー
トに使用される最終的なデータベース・ファイ
ル

関連情報
• Floorplan the Partial Reconfiguration Design

• Applying Floorplan Constraints Incrementally

手順 8: 親 PR パーティションの PR 実装リビジョンを準備する

デバイス・プログラミングに向けた PR ビットストリームを生成する前に、親と子の PR 実装リビジョンを
準備する必要があります。このセットアップには、新しい PR ロジックを既存の親 PR パーティションにマ
ッピングすることが含まれます。

1. 現在のリビジョンを設定するには、Project > Revisions をクリックし、Revision name に
hpr_parent_slow_child_default を選択した後で Set Current をクリックします。

2. 各実装リビジョンの正しいソースを確認するには、Project > Add/Remove Files in
Project をクリックします。blinking_led_child.svファイルがファイルリストに表示され
ます。

3. 他の実装リビジョン・ソース・ファイルを確認するには、手順の 1 と 2 を繰り返します。
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実装リビジョン名 親ペルソナ・ソース・ファイル 子ペルソナ・ソース・ファイル

hpr_parent_slow_child_default blinking_led_slow.sv blinking_led_child.sv

4. ルート・パーティションに関連付けられた.qdbファイルを確認するには、Assignments >
Design Partitions Window をクリックします。静的領域に関連付ける.qdbファイルを指定
するには、Partition Database File セルをダブルクリックし、output_files/
blinking_led_static.qdbファイルに移動します。

または、次のコマンドがこのファイルを割り当てます。

set_instance_assignment -name QDB_FILE_PARTITION \
    output_files/blinking_led_static.qdb -to |

5. Entity Re-binding セル内で、親 PR パーティションのエンティティー名を指定します。この実装
リビジョンのエンティティー名は、blinking_led_slowです。blinking_led_slowは、
パーシャル・リコンフィグレーションを実行するエンティティーの名称です。u_blinking_ledは
PR 実行中にエンティティーが上書きするインスタンスの名称です。

6. 次の行が.qsfに存在することを確認してください。

#hpr_parent_slow_child_default.qsf
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING \
      blinking_led_slow -to u_blinking_led

注
意: 

子 PR ロジックは、エンティティー名がリバインドされている親 PR パーティションによって既
に定義済であるため、子 PR パーティションにはエンティティーをリバインドする割り当てを
使用しないでください。

7. Logic Lock Regions Window で、ベースリビジョンとして同じ Logic Lock 領域を子 PR パーテ
ィションに定義します。

注意: 親 PR パーティションの Logic Lock 領域の再定義についての要件はありません。

8. デザインをコンパイルするには、Processing > Start Compilation をクリックします。また、
次のコマンドもこのプロジェクトをコンパイルします。

quartus_sh --flow compile blinking_led –c hpr_parent_slow_child_default

9. この新しい親 PR パーティションを最終版の.qdbファイルとしてエクスポートするには、
Project > Export Design Partition をクリックします。パーティティンに対して、次のオプシ
ョンを指定します。
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オプション 設定

Partition name pr_parent_partition

Partition database file <project>/pr_parent_partition_slow_final.qdb

Include entity-bound SDC files Enable

Snapshot Final

または、次のコマンドは親 PR 領域をエクスポートします。

quartus_cdb -r blinking_led -c blinking led --export_block \  
root_partition --snapshot final --file --include_sdc_entity_in_partition \ 
output_files/pr_parent_partition_slow_final.qdb

10. output_filesディレクトリーに生成されたファイルを検査します。

表 6. 生成されるファイル

名称 タイプ 説明

hpr_parent_slow_child_default
.pr_parent_partition.rbf

親 PR パーティションの PR ビットストリーム・
ファイル

親 PR 領域に向けたデフォルトのペルソナのプ
ログラミングに使用されます。より低速で
led_two_onを点滅させます。

hpr_parent_slow_child_default
.pr_parent_partition.pr_parti
tion.rbf

子 PR パーティションの PR ビットストリーム・
ファイル

子 PR 領域に向けたデフォルトのペルソナのプ
ログラミングに使用されます。デフォルトの速
度で led_three_onを点滅させます。

pr_parent_partition_slow_fina
l.qdb

最終の.qdbデータベース・ファイル 低速の親 PR パーティションのインポートに使
用されます。

手順 9: 子 PR パーティションの PR 実装リビジョンを準備する

この設定には、各実装リビジョンに向けたソースファイルとしての静的領域の.qdbファイルの追加が
含まれます。さらに、親 PR パーティティンの.qdbファイルをインポートし、その PR 領域の対応するエ
ンティティーを指定する必要があります。

1. 現在のリビジョンを設定するには、Project > Revisions をクリックし、Revision name に
hpr_child_default を選択した後で Set Current をクリックします。

2. 各実装リビジョンの正しいソースを確認するには、Project > Add/Remove Files in
Project をクリックします。blinking_led_child.svファイルがファイルリストに表示され
ます。
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3. 他の実装リビジョン・ソース・ファイルを確認するには、手順の 1 と 2 を繰り返します。

実装リビジョン名 子ペルソナ・ソース・ファイル

hpr_child_default blinking_led_child.sv

hpr_child_slow blinking_led_child_slow.sv

hpr_child_empty blinking_led_child_empty.sv

hpr_parent_slow_child_slow blinking_led_child_slow.sv

4. ルート・パーティションに関連付けられた.qdbファイルを確認するには、Assignments >
Design Partitions Window をクリックします。静的領域に関連付ける.qdbファイルを指定
するには、Partition Database File セルをダブルクリックし、output_files/
blinking_led_static.qdbファイルに移動します。

または、次のコマンドでこのファイルを割り当てます。

set_instance_assignment -name QDB_FILE_PARTITION \
    output_files/blinking_led_static.qdb -to |

5. 親 PR パーティションの.qdbファイルを指定するには、Assignments > Design
Partitions Window をクリックします。parent_pr_partitionには Partition
Database File をダブルクリックし、output_filesディレクトリー内でそれぞれの.qdbフ
ァイルを指定します。

インテル® Stratix® 10 GX FPGA 開発ボードに向けた階層的パーシャル・リコンフィグレーションのチュートリアル
AN-826 | 2018.09.24

フィードバック AN 826: インテル® Stratix® 10 GX FPGA 開発ボードに向けた階層的なパーシャル・リ
コンフィグレーションのチュートリアル

19

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=AN%20826:%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Stratix%2010%20GX%20FPGA%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E9%9A%8E%E5%B1%A4%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%20(AN-826%202018.09.24)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


実装リビジョン名 親ペルソナの.qdbファイル

hpr_child_default pr_parent_partition_default_final.qdb

hpr_child_slow pr_parent_partition_default_final.qdb

hpr_child_empty pr_parent_partition_default_final.qdb

hpr_parent_slow_child_slow pr_parent_partition_slow_final.qdb

.qsfに存在する次の行を確認します。

# To use the default parent PR persona:
set_instance_assignment -name QDB_FILE_PARTITION \
      output_files/pr_parent_partition_default_final.qdb -to u_blinking_led

# To use the slow parent PR persona:
set_instance_assignment -name QDB_FILE_PARTITION \
      output_files/pr_parent_partition_slow_final.qdb -to u_blinking_led

6. Entity Re-binding セル内で、子 PR パーティションのエンティティー名を指定します。デフォル
トのペルソナの場合、エンティティー名は blinking_ledです。この実装リビジョンの場合、
blinking_led_childは、パーシャル・リコンフィグレーションを実行するエンティティーの名
称です。u_blinking_led|u_blinking_led_childは PR 実行中にエンティティーが上
書きするインスタンスの名称です。.qsfに次の行が存在することを確認します。

#hpr_child_default.qsf
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING \
      blinking_led_child -to u_blinking_led|u_blinking_led_child

#hpr_child_slow.qsf and hpr_parent_slow_child_slow.qsf
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING \
      blinking_led_child_slow -to u_blinking_led|u_blinking_led_child

#hpr_child_empty.qsf
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING \
      blinking_led_child_empty -to u_blinking_led|u_blinking_led_child

7. デザインをコンパイルするには、Processing > Start Compilation をクリックします。また、
次のコマンドもこのプロジェクトをコンパイルします。

quartus_sh --flow compile blinking_led –c hpr_child_default

8. 上記の手順を繰り返して、hpr_child_slow、hpr_child_empty、および
hpr_parent_slow_child_slowリビジョンを準備します。

注
意: 

PR 実装のコンパイル中に適用する Fitter 固有の設定が指定可能です。Fitter 固有の設定
は、インポートされた静的領域に影響を与えることなく、ペルソナのフィッティングにのみ影
響します。

9. output_filesディレクトリーに生成されたビットストリームを検査します。

注
意: 

親 PR パーティションを最終的な.qdbファイルとしてインポートし、子 PR 領域でエンティテ
ィー・リバインドのみを使用したため、ソフトウェアは子 PR パーティションに対してのみ PR
ビットストリームを生成します。
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すべての実装リビジョンのコンパイル後、output_filesディレクトリーに生成された次
の.rbfファイルが含まれていることを確認します。

• hpr_child_default.pr_parent_partition.pr_partition.rbf

• hpr_child_slow.pr_parent_partition.pr_partition.rbf

• hpr_child_empty.pr_parent_partition.pr_partition.rbf

• hpr_parent_slow_child_slow.pr_parent_partition.pr_partition
.rbf

手順 10: ボードをプログラミングする

開始前に次を実行します。
1. インテル Stratix 10 GX FPGA 開発ボードへ電源を接続します。

2. 使用する PC USB ポートと開発ボードの インテル FPGA ダウンロード・ケーブルポートを インテ
ル FPGA ダウンロード・ケーブルで接続します。

注意: このチュートリアルでは インテル Stratix 10 GX FPGA 開発ボードをベンチで、ホストマシーンの
PCIe スロットの外側で使用しています。

インテル Stratix 10 GX FPGA 開発ボードでデザインを実行するには、次の操作を行います。

1. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを開き、Tools > Programmer をクリックします。

2. Programmer で、Hardware Setup をクリックし、USB Blaster を選択します。

3. Auto Detect をクリックし、デバイス 1SG280LU5S1 を選択します。

4. OK をクリックします。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアはボード上に 3 つの FPGA チ
ップを持つ Programmer を検出し、更新します。

5. 1SG280LU5S1 デバイスを選択後、Change File をクリックし、blinking_led.sofファイ
ルをロードします。

6. blinking_led.sofファイルに対して Program/Configure をイネーブルします。

7. Start をクリックし、プログレスバーが 100%に達するまで待機します。

8. LED がオリジナルのフラットデザインと同じ周波数で点滅していることを確認します。

9. 子 PR 領域のみをプログラミングするには、Programmer で blinking_led.sofファイルを
右クリックし、Add PR Programming File をクリックします。

10. hpr_child_slow.pr_parent_partition.pr_partition.rbfファイルを選択し
ます。

11. blinking_led.sofファイルに対して Program/Configure をディスエーブルします。

12. hpr_child_slow.pr_parent_partition.pr_partition.rbfファイルに対して
Program/Configure をイネーブルし、Start をクリックします。ボードで LED[0]と LED[1]
が継続して点滅することを確認してください。プログレスバーが 100％に達すると、LED[2]が同じ
速度で点滅し、LED[3]はより低速で点滅します。

13. 親 PR 領域と子 PR 領域の両方をプログラミングするには、Programmer で.rbfファイルを右
クリックし、Change PR Programing File をクリックします。
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14. hpr_parent_slow_child_slow.pr_parent_partition.rbfファイルを選択しま
す。

15. Start をクリックします。ボードで LED[0]と LED[1]が継続して点滅することを確認してくださ
い。プログレスバーが 100％に達すると、LED[2]と LED[3]の両方がより低速で点滅します。

16. 上記の手順を繰り返して、子 PR 領域のみ、または親 PR 領域と子 PR 領域を同時に動的に再度プ
ログラミングします。

図 -8: インテル Stratix 10 GX FPGA 開発ボードのプログラミング

Start downloading your FPGA 
design to the device

Add the .sof file to the device

Add the .rbf file to the 
program the PR region

Select a .rbf file to the 
re-program the PR region

Select the checkbox before starting 
download of your design

Progress meter to show the success of 
design download to the device

PR プログラミング・エラーが発生した場合は、パーシャル・リコンフィグレーション・ユーザーガイドの項
「Troubleshooting PR Programming Errors」を参照してください。

関連情報
Troubleshooting PR Programming Errors

子 PR 領域をプログラミングする

現在のバージョンの インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアは、 インテル
Stratix 10 デバイスに対して互換性のない子 PR ビットストリームをチェックするためのメカニズムを
装備していません。したがって、親ペルソナに適合するよう正確な子ペルソナをプログラミングすること
が非常に重要です。互換性のないビットストリームを インテル Stratix 10 FPGA にプログラミングす
ると、次のいずれかの結果となる可能性があります。

• PR プログラミングは成功したが、FPGA 機能が不良である

• PR プログラミングが成功せず、FPGA 機能も不良である

FPGA 上で子 PR 領域を再度プログラミングする場合、親 PR ペルソナが現在 FPGA 上にあるペルソナ
と一致する実装リビジョンのコンパイルから子 PR 領域の.rbfが生成されていることを確認する必要
があります。たとえば、ベース blinking_led.sofを FPGA にプログラミングする場合、親 PR ペ
ルソナは defaultとなります。子 PR ペルソナも defaultとなります。子 PR ペルソナを slowペ
ルソナに変更するには、次のビットストリームを選択することができます。
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1. hpr_child_slow.pr_parent_partition.pr_partition.rbf

2. hpr_parent_slow_child_slow.pr_parent_partition.pr_partition.rb
f

この場合、hpr_child_slow.pr_parent_partition.pr_partition.rbfが
defaultペルソナを持つ実装リビジョンによって生成されているため、最初のビットストリームを選択
しなければいけません。
hpr_parent_slow_child_slow.pr_parent_partition.pr_partition.rbfを
選択した場合、PR プログラミングの失敗、FPGA 機能の障害、またはその両方が発生します。

既存のペルソナを変更する

ベースリビジョンを完全にコンパイルした後でも、既存のペルソナは変更可能です。

たとえば、より低速で点滅するよう blinking_led_child_slowペルソナを変更するには、次を
実行します。

1. blinking_led_child_slow.svファイルで、COUNTER_TAPパラメーターを 27 から 28
に変更します。

2. hpr_child_slowや hpr_parent_slow_child_slowといった、このソースファイルを
使用する実装リビジョンを再コンパイルします。

3. .pmsfファイルから PR ビットストリームを再生成します。

4. 結果の RBF ファイルを FPGA にプログラミングするには、手順 10: ボードをプログラミングする
(21 ページ)の手順を実行します。

デザインに新しいペルソナを追加する

ベースリビジョンを完全にコンパイルした後でも、新しいペルソナを追加し、これらのペルソナを個別に
コンパイルできます。

たとえば、led_three (子) を点灯させた状態で led_two (親) をより低速で点滅させるように新し
いペルソナを定義するには、次を実行します。

1. 実装リビジョンを作成する (14 ページ)の手順を実行して、実装リビジョンの
hpr_parent_slow_child_emptyを作成します。

2. Processing > Start Compilation をクリックして、このリビジョンをコンパイルします。

インテル Stratix 10 デバイスの階層的なパーシャル・リコンフィグレーションについての詳細は、 イン
テル Quartus Prime プロ・エディションハンドブック Volume 1 の Creating a Partial
Reconfiguration Design を参照してください。

関連情報
• Creating a Partial Reconfiguration Design

• Partial Reconfiguration Online Training
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

2018.09.24 18.1.0 • 手順 3: デザイン・パーティションを作成する、手順 8: ベースリビジョンをコンパイ
ルする, 手順 8: 親 PR パーティションの PR 実装リビジョンを準備する、および手
順 9: 子 PR パーティションの PR 実装リビジョンを準備するを静的領域の最終的
なスナップショットを手動でエクスポートする必要性を排除する新しい PR フロー
で更新しました。

• その他の軽微な修正やイメージの更新を行いました。

2018.05.07 18.0.0 • コンパイルフローを変更しました。
• 編集上の軽微な変更を行いました。

2017.11.06 17.1.0 初版
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