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1.  AN 903: インテル® Quartus® Prime プロ・エディションにおける
タイミング・クロージャーの加速

組み込みシステム、IP、および高速インターフェイスを組み合わせている最新の FPGA デザインの密度
と複雑さにより、タイミング・クロージャーではより多くの課題が発生するようになっています。アーキテ
クチャーの変更や検証における課題が後段階で発生すると、長時間を要するデザインの反復につながる
可能性があります。

このドキュメントでは、インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェア・プロ・エディションで、検証済み
かつ反復可能な方法を使用しタイミング・クロージャーを加速する 3 つのステップを要約しています。こ
の方法には、初期の RTL 解析と最適化、およびコンパイル時間を最小限に抑え、デザインの複雑さとタ
イミング・クロージャーに必要な反復を減らす自動化された手法が含まれます。

図 -1: タイミング・クロージャーを加速するステップ

1. RTLの解析&最
適化 

2. コンパイラーの
最適化の適用

3. 結果の保存

表 1. タイミング・クロージャーを加速するステップ

タイミング・クロージャーのステップ タイミング・クロージャーの作業 詳細

ステップ 1: RTL の解析と最適化 • デザイン・アシスタントによる違反の修正
(4 ページ)

• ロジックレベルの削減 (7 ページ)
• ファンアウトの多いネットの削減 (9 ペー

ジ)

• インテル® Quartus® Prime プ
ロ・エディションのユーザーガイド:
デザイン最適化

• Intel Quartus Prime プロ・エディ
ションのユーザーガイド: デザイン
上の推奨事項

ステップ 2: コンパイラーによる最適化の適用 • コンパイラーによる最適化のモードと手法の
適用 (13 ページ)

• 使用率が高い場合の輻輳の低減 (16 ペー
ジ)

• Intel Quartus Prime プロ・エディ
ション ユーザーガイド: デザインの
コンパイル

• インテル Quartus Prime プロ・エ
ディションのユーザーガイド: デザ
イン最適化

ステップ 3: 目的を満たす結果の保存 • クロック、RAM、DSP のロックダウン (20 ペ
ージ)

• デザイン・パーティションの結果の保存 (21
ページ)

• ブロックベース・デザイン ユーザー
ガイド: インテル Quartus Prime
プロ・エディション

• AN 899: 高速保存によるコンパイ
ル時間の短縮
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1.1. ステップ 1: デザインの RTL の解析と最適化

デザインのソースコードを最適化することは通常、もたらされる結果の質を向上するためにまず行うべき
最も効果的な手法です。インテル Quartus Prime のデザイン・アシスタントは、デザインにおける基本
的な規則違反をすばやく修正するのに役立ちます。また、デザインの最適化とタイミング・クロージャーを
単純にするための RTL に推奨される変更を提供します。

タイミング・クロージャーの問題
• 過度なロジックレベルは、フィッターの処理順序、時間、およびもたらされる質に影響します。

• 高ファンアウトのネットでは、リソースの輻輳が発生し、データパスに引く力がさらに加わります。そ
のため、パスの重要度が不必要に高くなり、タイミング・クロージャーが複雑になります。この引力
は、パス (およびその高ファンアウト信号を共有するすべてのパス) を高ファンアウトのソースに向
かって引く力です。

タイミング・クロージャーのソリューション
• デザイン・アシスタントによる違反の修正 (4 ページ) — デザインの基本的な規則違反をすばや

く特定し、修正します。

• ロジックレベルの削減 (7 ページ) — デザインのすべての要素でフィッターによる同じ最適化が
行われるようにし、コンパイル時間を短縮します。

• ファンアウトの多いネットの削減 (9 ページ) — リソースの輻輳を減らし、タイミング・クロージ
ャーを単純にします。

関連情報
• Intel Quartus Prime Pro Edition のユーザーガイド: デザイン上の推奨事項内、「Design

Assistant を使用したデザイン・ルール・チェック」

• インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン最適化内、「ソース・コー
ドの最適化」

• インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン最適化内、「ファンアウト
を制御するためのロジックの複製」

1.1.1. デザイン・アシスタントによる違反の修正

初期にデザインの解析を行い既知のタイミング・クロージャーの問題を取り除くことにより、生産性が大
幅に向上します。デフォルトの設定で初期のコンパイルを実行後に、デザイン・アシスタントのレポートを
確認することで、初期の解析を行うことができます。有効になっている場合、デザイン・アシスタントは、イ
ンテル FPGA に推奨されるデザイン・ガイドライン標準一式に対する違反を自動的に報告します。

デザイン・アシスタントを Compilation Flow モードで実行すると、実行しているコンパイルの段階に関
連する違反を確認することができます。デザイン・アシスタントは、タイミング・アナライザーおよび Chip
Planner において Analysis モードで使用することもできます。

• Compilation Flow モード — コンパイルの 1 つもしくは複数の段階で自動的に実行されます。こ
のモードでは、デザイン・アシスタントはコンパイル時にインフロー (一時的な) データを使用しま
す。

• Analysis モード — デザイン・アシスタントをタイミング・アナライザーおよび Chip Planner から
実行します。コンパイルフローを進める前に、特定のコンパイル段階でのデザイン違反を解析しま
す。Analysis モードでは、デザイン・アシスタントは静的なコンパイル・スナップショット・データを使
用します。
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デザイン・アシスタントは、それぞれの規則違反を次の重大度レベルのいずれかで指定します。デザイン・
アシスタントでは、デザインで確認する規則を指定し、重大度レベルをカスタマイズすることができます。
そのため、デザインで重要ではない規則の確認が除外されます。

表 2. デザイン・アシスタントにおける規則の重大度レベル

カテゴリー 説明 重大度レベルの色

Critical ハンドオフの問題に対応します。 赤

High 機能エラーを引き起こす可能性があります。デザインのデータが不足して
いる、もしくは正しくないことを示している可能性があります。

オレンジ

Medium 結果として発生する fMAX またはリソース使用率の質に影響を与える可能
性があります。

茶色

Low 規則は、RTL コーディング・ガイドラインのベスト・プラクティスを反映して
います。

青

デザイン・アシスタントの設定

デザイン・アシスタントは、個々のデザイン特性と報告要件に合わせて完全にカスタマイズすることがで
きます。Assignments > Settings > Design Assistant Rule Settings をクリックし、デザ
イン規則の確認を行うためにデザインのコンパイルのさまざまな段階に適用する規則とパラメーターを
制御するオプションを指定します。

図 -2: デザイン・アシスタントにおける規則の設定
コンパイラー・ステージ
で規則をフィルター

規則のプロパティーで規則
をフィルター

デザイン・アシスタントを
自動的に実行

規則の確認を有効化/
無効化

規則のパラメーターを
編集

報告する規則の重大度
を指定
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デザイン・アシスタントの実行

有効になっている場合、デザイン・アシスタントはコンパイル時に自動的に実行され、選択されているデ
ザイン規則の違反を Compilation Report で報告します。または、デザイン・アシスタントを Analysis
モードで実行し、特定のコンパイル・スナップショットでその段階のみの解析を集中的に行うことも可能
です。

コンパイル時におけるデザイン・アシスタントの自動確認を有効にする場合

• Design Assistant Rule Settings で Enable Design Assistant execution
during compilation をオンにします。

デザイン・アシスタントを Analysis モードで実行し、特定のスナップショットをそのスナップショットに
適用されるデザイン規則に対して検証する場合

• タイミング・アナライザーもしくは Chip Planner の Tasks パネルで、Report DRC をクリックし
ます。

デザイン・アシスタントによる結果の表示と修正

デザイン・アシスタントは、選択されているデザイン規則の違反を Compilation Report のさまざまな
段階で報告します。

図 -3: Synthesis、Plan、Place、Finalize レポートにおけるデザイン・アシスタントの結果

各規則の結果を表示するには、Rules リストの規則をクリックします。規則の説明と、修正を行うための
デザインに関する推奨事項が表示されます。
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図 -4: デザイン・アシスタントにおける規則違反に対する推奨事項

デザイン・ア
シスタントの
推奨事項

RTL を変更し、デザインの規則違反を修正します。

1.1.2. ロジックレベルの削減

デザインのクリティカルなパスはフィッターの処理順序と時間に影響を与えるため、過度のロジックレベ
ルはフィッターの結果における質に影響を与える可能性があります。

フィッターは、タイミングスラックに基づきデザインの配置と配線を行います。フィッターは、長いパスで
スラックが最も少ないものを最初に配置します。フィッターは通常、上位のロジックレベルのパスを下位
のロジックレベルのパスよりも優先します。通常、フィッターのステージが完了すると、残っているクリテ
ィカル・パスは最上位のロジックレベルのパスではありません。フィッターは、より上位レベルのロジック
に優先的な配置、配線、およびリタイミングを提供します。ロジックレベルを減らすことで、デザイン内の
すべての要素に同じフィッター優先度が提供されるようになります。

タイミング・アナライザーで Reports > Custom Reports > Report Timing を実行し、パス内
のロジックのレベルを示すレポートを生成します。パスでタイミングを満たすことができず、ロジックレベ
ルの数が多い場合は、デザインのその部分にパイプラインを追加してパフォーマンスを改善することを
検討します。

図 -5: パスのレポートのロジック深度
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ロジックレベル深度の報告

コンパイラーの Plan 段階が終了すると、タイミング・アナライザーの Tcl コンソールで
report_logic_depthを実行し、クロックドメイン内のロジックレベル数を確認することができま
す。report_logic_depthは、クリティカル・パスにおけるロジック深度の分布を示すため、RTL の
ロジックレベルを減らすことが可能な領域を特定することができます。

report_logic_depth -panel_name <name> -from [get_clocks <name>] \ -to 
[get_clocks <name>]

図 -6: report_logic_depth の出力

RTL の最適化を行うためのデータを取得するには、コンパイラーの Plan 段階の後、フィッターの残りの
段階を実行する前に、report_logic_depthを実行します。これを行わない場合、フィッター後の
レポートには、物理的な最適化 (リタイミングと再合成) の結果も含まれます。

隣接パスの報告

フィッターの Finalize ステージを実行後に report_neighbor_pathsを実行することは、クリテ
ィカル・パスの根本的な原因の特定に役立ちます (ロジックレベルが高い、リタイミングの制限、最適で
はない配置、I/O 列の交差、ホールド修正など)。

report_neighbor_paths -to_clock <name> -npaths <number> -panel_name <name>

report_neighbor_pathsは、デザインにおける最もタイミングがクリティカルなパスを報告しま
す。これには、関連するスラック、パスのその他の概要情報、パスの境界ボックスなどが含まれます。

図 -8: report_neighbor_pathsの出力
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report_neighbor_pathsでは、それぞれのクリティカル Path の最もタイミングがクリティカル
な Path Before と Path After が示されます。Path に負のスラックがあり、Path Before または
Path After に正のスラックがある場合、パスのリタイミングまたはロジックのバランス調整により、タ
イミング・クロージャーを単純にすることができます。

リタイミングを有効にする場合は、次のオプションがオンになっていることを確認してください。

• レジスターの場合 — Assignments > Settings > Compiler Settings > Register
Optimization > Allow Register Retiming を有効にします。

• RAM エンドポイントの場合 — Assignments > Settings > Compiler Settings >
Fitter Settings (Advanced) > Allow RAM Retiming を有効にします。

• DSP エンドポイントの場合 — Assignments > Settings > Compiler Settings >
Fitter Settings (Advanced) > Allow DSP Retiming を有効にします。

ロジックのバランス調整がさらに必要な場合は、RTL を手動で変更し、ロジックをクリティカル Path か
ら Path Before または Path After に動かす必要があります。

注意: レジスターの出力が入力に接続されている場合、隣接パスの一方または両方が現在のパスと同一になる
場合があります。スラックが最悪の隣接パスを探す際は、メインパス自体の動作条件だけでなく、すべて
の動作条件が考慮されます。

Technology Map Viewer でのロジックレベルの視覚化

Technology Map Viewer は、テクノロジーでマッピングされたデザインのネットリストを略式で表現
するため、ロジックレベルの数を減らすことが有利に働くデザインの領域確認に役立ちます。また、パスの
物理的なレイアウトは、Chip Planner で詳細に調べることができます。

いずれかのビューアーでタイミングパスを特定するには、タイミングレポートでパスを右クリックし、
Locate Path を指して、Locate in Technology Map Viewer を選択します。

1.1.3. ファンアウトの多いネットの削減

ファンアウトが多いネットでは、リソースの輻輳が発生し、タイミング・クロージャーが複雑になる可能性
があります。通常、コンパイラーは、クロックに関連するファンアウトの多いネットを自動的に管理しま
す。コンパイラーは、検出された高ファンアウト・ネットをグローバル・クロック・ネットワークに自動的に
昇格します。コンパイラーは、配置と配線の段階でより高度な最適化作業を行うため、有益なレジスター
の複製につながります。

以下のコーナーケースでは、デザインの RTL に次の変更を手動で加えることにより、輻輳をさらに減らす
ことができます。

表 3. 高ファンアウト・ネットのコーナーケース

デザインの特徴 手動での RTL の最適化

多くの階層または物理的に遠い対象に接続
する高ファンアウト・ネット

duplicate_hierarchy_depth割り当てをパイプラインの最後のレジスターで指定し、高フ
ァンアウトのネットワークを階層にわたって手動で複製します。duplicate_register割り当
てを指定し、配置時にレジスターを複製します。

組み合わせロジックから DSP または M20K
メモリーブロックへの制御信号を使用してい
るデザイン

制御信号をレジスターから DSP または M20K メモリーに駆動します。

1.  AN 903: インテル® Quartus® Prime プロ・エディションにおけるタイミング・クロージャーの加速
683664 | 2020.03.23

フィードバック AN 903: タイミング・クロージャーの加速: インテル Quartus Prime プロ・エディション

9

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20AN%20903:%20%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%8A%A0%E9%80%9F%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Quartus%20Prime%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20(683664%202020.03.23)%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


階層にわたるレジスターの複製

duplicate_hierarchy_depth割り当てをパイプラインの最後のレジスターで指定し、レジスタ
ーの複製とファンアウトの作成を進めることができます。以下の図は、下記
duplicate_hierarchy_depth割り当ての影響を表しています。

set_instance_assignment -name duplicate_hierarchy_depth -to \ <register_name> 
<level_number>

この割り当ての内容は次のとおりです。

• register_name — チェーン内の最後のレジスターで、複数の階層にファンアウトするもの

• level_number — チェーン内の複製するレジスター数

図 -9: レジスターの複製前
duplicate_hierarchy_depth割り当てを設定することで、階層にわたるレジスターの複製を実装し、レジスターのツリーをチ
ェーンの最後のレジスターに続けて作成します。次の例では、レジスターの nameと M で表現される複製の数を指定します。赤い矢印
は、複製されたレジスターが配置される可能性のある位置を示しています。

set_instance_assignment –name DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTH –to regZ M 

inst_ inst_

inst_

inst_
inst_

regA regX regY regZ

M 複製される
レジスター

*regZ = レジスターチェーンの最後のレジスター
*M = regZに先行するレジスターの数

図 -10: レジスターの複製 = 1
次のような単一レベルのレジスターの複製 (M=1) を指定すると、1 つのレジスター (regZ) が 1 レベル下のデザイン階層に複製さ
れます。

set_instance_assignment –name DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTH –to regZ 1

regZ
複製される
レジスター
M = 1

inst_ inst_

inst_

inst_
inst_
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図 -11: レジスターの複製 = 3
3 つのレベルのレジスターの複製 (M=3) を指定すると、3 つのレジスター (regZ、regY、regX) がそれぞれ、3 つ、2 つ、および 1
つ下の階層レベルに複製されます。

set_instance_assignment –name DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTH –to regZ 3

regZ|regY|regX
複製されるレジス
ター
M = 3

inst_ inst_

inst_

inst_
inst_

レジスターを複製して下の階層に押し出すことにより、デザインですべての宛先に対して同じサイクル数
を維持し、それらのパスでのパフォーマンスを大幅に加速します。

配置時におけるレジスターの複製

図 12 (11 ページ) は、ファンアウトの多いレジスターがチップの広範囲の領域に広がる場合を表し
ています。このレジスターを 50 回複製することにより、レジスターと宛先間の距離を短縮することがで
き、最終的にはクロックのパフォーマンスが向上します。duplicate_registerを割り当てること
により、コンパイラーで物理的な間隔を利用し、ファンアウトのサブセットに供給を行う新しいレジスタ
ーの配置を進めることができるようになります。

図 -12: 配置時におけるレジスターの複製

注意: 信号をチップ全体にブロードキャストするには、多段パイプラインを使用します。
duplicate_register割り当てをパイプライン内の各レジスターに適用します。この手法によりツ
リー構造を作成し、信号をチップ全体にブロードキャストします。
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複製結果の確認

デザインの合成に続いて、複製の結果を確認します。これには、Compilation Report の Synthesis
フォルダーにある Hierarchical Tree Duplication Summary レポートを表示します。このレポ
ートは、次の内容を提供します。

• duplicate_hierarchy_depth割り当てのあるレジスターの情報

• チェーンの長さの理由。この情報を開始点として利用し、割り当てをさらに改善することができます。

• チェーン内のそれぞれのレジスターに関する情報。この情報を使用し、実装されている複製の構造
をより理解します。

Fitter レポートにも、duplicate_registerの設定をもつレジスターに関するセクションが含ま
れています。
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1.2. ステップ 2: コンパイラーによる最適化手法の適用

FPGA のデバイスリソースを非常に高い割合で使用するデザインでは、リソースの輻輳が発生する可能
性があります。これにより fMAX が低下し、タイミング・クロージャーがより複雑になります。

コンパイラーの Optimization Mode の設定により、合成時のコンパイラーの作業の重点を指定する
ことができます。例えば、リソースの輻輳に対処する際は、合成を Area または Routability で最適化
します。インテル Quartus Prime Design Space Explorer II では、同じ Optimization Mode の
設定の組み合わせを検証することができます。これらの設定や他の手動の手法は、リソース使用率の高
いデザインで輻輳を減らすことに役立ちます。

タイミング・クロージャーの問題
• デバイスリソースの使用率が非常に高いデザインでは、タイミング・クロージャーが複雑になりま

す。

タイミング・クロージャーのソリューション
• コンパイラーによる最適化のモードと手法の適用 (13 ページ) - デザインの合成における最適化

モードの主な目的を指定します。

• エリアと配線性に関するオプションの検討 (16 ページ) - 一連の追加設定を適用することで、輻
輳を低減し、エリアとルーティングの目標を満たします。

• 算術演算を多用するデザインにおけるフラクタル合成の検討 (16 ページ) - 高スループットで算
術演算を多用するデザインにおいて、フラクタル合成は、乗算器の正則化、リタイミング、および連
続算術パッキングを通じてデバイスリソースの使用率を低減します。

関連情報
• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デザイン最適化内の「タイミング収

束と最適化」の章

• Intel Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デザインのコンパイル

1.2.1. コンパイラーによる最適化のモードと手法の適用

次の情報を使用し、コンパイラーによる最適化のモードと、Design Space Explorer II (DSE II) の
コンパイル手法を適用します。

コンパイラーによる最適化のモード設定の検討

次の手順に従い、コンパイラーによる最適化のモード設定を検討します。

1. インテル Quartus Prime プロジェクトを作成または開きます。

2. コンパイラーの高レベルの最適化手法を指定するには、Assignments > Settings >
Compiler Settings をクリックします。表 4 (14 ページ) で説明されている任意のモード設定
を試行します。

3. これらの設定でデザインをコンパイルするには、Compilation Dashboard の Start
Compilation をクリックします。

4. コンパイル結果を Compilation Report で表示します。

5. Tools > Timing Analyzer をクリックし、パフォーマンス上の最適化設定の結果を表示しま
す。
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図 -13: コンパイラーにおける最適化モードの設定

表 4. 最適化モード (Compiler Settings ページ)

最適化モード 説明

Balanced (normal flow) コンパイラーは、タイミング制約に重点を置くバランスの取れた実装に向けて合成を最適化します。

High Performance Effort コンパイラーは、配置および配線時のタイミングの最適化作業を増やし、タイミングに関連する物理合成
の最適化を可能にします (レジスターごとの最適化設定)。最適化を追加すると、コンパイル時間が長くな
ることがあります。

High Performance with
Maximum Placement Effort

High Performance Effort と同じ内容でコンパイラーによる最適化を有効にします。それに加えて
配置の最適化作業がさらに行われます。

Superior Performance High Performance Effort と同じ内容でコンパイラーによる最適化を有効にします。また、解析と合
成時にさらなる最適化を行うことで、デザインのパフォーマンスを最大化しますが、ロジック領域が拡大
する場合があります。デザインの使用率がすでに非常に高い場合、このオプションはフィットを難しくする
可能性があり、最適化の全体的な質にも悪影響を与える場合があります。

Superior Performance with
Maximum Placement Effort

Superior Performance と同じ内容でコンパイラーによる最適化を有効にします。それに加えて配
置の最適化作業がさらに行われます。

Aggressive Area コンパイラーは、デザインの実装に必要なデバイス領域の削減を積極的に行います。ただし、デザインの
パフォーマンスが犠牲になる可能性があります。

High Placement Routability
Effort

コンパイラーは、デザインの配線に多くの焦点を当てて作業を行います。ただし、デザイン領域、パフォー
マンス、およびコンパイル時間に影響がおよぶ場合があります。コンパイラーは、時間を追加し配線の使
用削減に取り組みます。これにより配線性が向上し、動的消費電力を削減することができます。

High Packing Routability
Effort

コンパイラーは、デザインの配線に多くの焦点を当てて作業を行います。ただし、デザイン領域、パフォー
マンス、およびコンパイル時間に影響がおよぶ場合があります。コンパイラーは、時間を追加しレジスタ
ーのパッキングを行います。これにより配線性が向上し、動的消費電力を削減することができます。

Optimize Netlist for
Routability

コンパイラーは、ネットリストの変更を実装して配線性を高めます。ただし、パフォーマンスが犠牲になる
可能性があります。

continued...   
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最適化モード 説明

High Power Effort コンパイラーは、消費電力の低下に向けた合成の最適化に重点を当てて作業を行います。High
Power Effort では、合成のランタイムが増加します。

Aggressive Power 消費電力の低下に向けた合成の最適化を積極的に行います。コンパイラーは、指定されている、もしくは
推定されるトグルレートが最も高い信号の配線使用量をさらに削減することで、動的消費電力をさらに
低下させます。ただし、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。

Aggressive Compile Time 作業内容とパフォーマンスの最適化を減らすことで、デザインの実装に必要なコンパイル時間を短縮しま
す。このオプションを使用すると、詳細なレポート機能も一部無効になります。
注意: Aggressive Compile Time をオンにすると、インテル Quartus Prime 設定ファイル

(.qsf) の設定が有効になります。この設定を他の.qsf設定で上書きすることはできません。

Design Space Explorer II のコンパイル手法

DSE II を使用すると、リソース、パフォーマンス、または消費電力の最適化目標に対応する最適なプロ
ジェクト設定を見つけることができます。DSE II では、設定と制約のプリセットのさまざまな組み合わせ
を使用してデザインを繰り返しコンパイルすることで、特定の目標を達成することができます。DSE II は
また、目標の達成に最適な設定の組み合わせを報告します。DSE II では、並列化機能を利用すること
で、複数のコンピューターでシードをコンパイルすることもできます。DSE II の Compilation
Strategy の設定は、表 4 (14 ページ) の Optimization Mode に対応しています。

図 -14: Design Space Explorer II
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次の手順に従い、DSE II の Compilation Strategy を指定します。

1. DSE II を起動する (また、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを閉じる) には、Tools >
Launch Design Space Explorer II をクリックします。DSE II は、インテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアが閉じた後に開きます。

2. DSE II のツールバーで、Exploration アイコンをクリックします。

3. Exploration Points を展開します。

4. Design exploration を選択します。任意の Compilation strategies を有効にし、それら
の手法を対象としてデザインの検討を行います。

1.2.2. 使用率が高い場合の輻輳の低減

デバイスリソースの 80%以上を使用するデザインでは通常、タイミング・クロージャーが最も困難にな
ります。

次の手動および自動化された手法を適用することで、輻輳をさらに低減し、タイミング・クロージャーを単
純にすることができます。

• エリアと配線性に関するオプションの検討 (16 ページ)

• 算術演算を多用するデザインにおけるフラクタル合成の検討 (16 ページ)

1.2.2.1. エリアと配線性に関するオプションの検討

デバイスの使用率が配線の輻輳を引き起こす場合は、Area および Routability の最適化設定を使用
し、デザインのリソース使用率と輻輳の低減を検討することができます。Assignments >
Settings > Compiler Settings > Optimization Mode をクリックし、これらの設定にアクセ
スします。

図 -15: Area および Routability のオプション

1.2.2.2. 算術演算を多用するデザインにおけるフラクタル合成の検討

高スループットで算術演算を多用するデザインでは、自動フラクタル合成の最適化を有効にし、デバイス
リソースの使用率を改善することができます。フラクタル合成による最適化には、乗算器の正則化とリタ
イミング、および連続算術パッキングが含まれます。この最適化は、低精度の算術演算 (加算や乗算な
ど) を多数使用するデザインを対象としています。フラクタル合成は、グローバルに、もしくは特定の乗
算器のみに有効にすることができます。理想的な条件下では、フラクタル合成による最適化を行うと、20
から 45%のエリア削減を達成することができます。
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乗算器の正則化とリタイミング

乗算器の正則化とリタイミングでは、高度に最適化されているソフト乗算器の実装の推論を行います。
コンパイラーでは、必要に応じて 2 つ以上のパイプライン・ステージに逆方向のリタイミングを適用する
ことが可能です。フラクタル合成を有効にすると、コンパイラーは、乗算器の正則化とリタイミングを符
号付き乗算器および符号なし乗算器に適用します。

図 -16: 乗算器のリタイミング

D Q D Q
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q

D Q D Q
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b

q

乗算器のリタイミング前

乗算器のリタイミング後

注意: • 乗算器の正則化では、ロジックリソースのみを使用します。DSP ブロックは使用しません。

• 乗算器の正則化とリタイミングは、FRACTAL_SYNTHESIS QSF割り当てが設定されているモ
ジュール内の符号付き乗算器と符号なし乗算器の両方に適用されます。

連続算術パッキング

連続算術パッキングでは、算術ゲートを最適なサイズのロジックブロックに再合成し、 インテル FPGA
LAB に適合させます。この最適化により、算術ブロックに LAB リソースを最大 100%使用することがで
きるようになります。

フラクタル合成を有効にすると、コンパイラーはこの最適化をすべてのキャリーチェーンと 2 入力の論理
ゲートに適用します。この最適化により、加算器ツリー、乗算器、および他の算術関連ロジックをパッキン
グすることができます。
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図 -17: 連続算術パッキング

算術パッキング前 算術パッキング後

連続算術パッキングは、乗算器の正則化から独立して機能することに注意してください。したがって、正
則化されていない乗算器を使用している (例えば、独自の乗算器を作成している) 場合でも、連続算術
パッキングは機能します。

注意: フラクタル合成による最適化は、深層学習アクセラレーターやすべての DSP リソースを超える高スル
ープットで算術演算を多用する機能を使用しているデザインに最適です。プロジェクト全体でフラクタル
合成を有効にすると、フラクタルでの最適化に適さないモジュールで不要な肥大化が発生する可能性が
あります。

1.2.2.2.1. フラクタル合成のイネーブルとディスエーブル

インテル Stratix® 10 およびインテル Agilex™デバイスの場合、フラクタル合成による最適化は、小さ
な乗算器 (Verilog HDL または VHDL の A*B ステートメントで、オペランドのビット幅が 7 以下のも
の) で自動的に実行されます。これらのデバイスでの小さな乗算器に対する自動フラクタル合成は、次の
いずれかの方法で無効にすることができます。

• RTL で、DSP の Multstyle の設定を「Multstyle Verilog HDL Synthesis Attribute」で説明さ
れているとおりに行います。次にその例を示します。

(* multstyle = "dsp" *) module foo(...); module foo(..) /* synthesis 
multstyle = "dsp" */;

• .qsfファイルで、次のように割り当てとして追加します。

set_instance_assignment -name DSP_BLOCK_BALANCING_IMPLEMENTATION \ 
DSP_BLOCKS -to r
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また、インテル Stratix 10、インテル Agilex、インテル Arria® 10 およびインテル Cyclone® 10 GX
デバイスでは、フラクタル合成をグローバルに、または特定の乗算器に対して有効にすることができま
す。これには、Fractal Synthesis GUI のオプションまたは対応する
FRACTAL_SYNTHESIS .qsf割り当てを使用します。

• RTL で、altera_attributeを次のように使用します。

(* altera_attribute = "-name FRACTAL_SYNTHESIS ON" *)

• .qsfファイルで、次のように割り当てとして追加します。

set_global_assignment -name FRACTAL_SYNTHESIS ON -entity <module name>

ユーザー・インターフェイスで、次の手順を実行します。

1. Assignments > Assignment Editor をクリックします。

2. Assignment Name に Fractal Synthesis、Value に On、Entity には算術演算を多用す
るエンティティー名、To 列にはインスタンス名を選択します。To にワイルドカード (*) を入力する
と、エンティティーのすべてのインスタンスを割り当てることができます。

図 -18: Assignment Editor のフラクタル合成割り当て

関連情報
Multstyle Verilog HDL Synthesis Attribute

インテル Quartus Prime Help の内容です。
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1.3. ステップ 3: 目的を満たす結果の保存

目的を満たすコンパイル結果をバックアノテーションし、クロック、RAM、および DSP に関連する大きな
ブロックの配置をロックダウンすることにより、タイミング・クロージャーを単純にすることができます。

同様に、デザインブロックの再利用手法により、特定の FPGA ペリフェラルまたはコアロジックのデザイ
ンブロック (階層デザイン・インスタンスを構成するロジック) の目的を満たすコンパイル結果を保存し、
それらのブロックを後続のコンパイルで再利用することができます。デザインブロックの再利用では、階
層インスタンスをデザイン・パーティションとして割り当て、コンパイルの成功に続いて、パーティションを
保存しエクスポートします。

目的を満たす結果を保存し再利用することで、コンパイラーの作業と時間をタイミングがクローズしてい
ないデザイン部分にのみ集中させることができます。

タイミング・クロージャーの問題
• ロックダウンされていない限り、コンパイラーはさまざまな要因によって、デザインブロック、クロッ

ク、RAM、および DSP をコンパイルごとに異なる方法で実装する場合があります。

タイミング・クロージャーのソリューション
• クロック、RAM、DSP のロックダウン (20 ページ) — 目的を満たすコンパイル結果をバックアノ

テートし、クロック、RAM、および DSP に関連付けられている大きなブロックの配置をロックダウン
します。

• デザイン・パーティションの結果の保存 (21 ページ) — タイミングを満たすブロックのパーティシ
ョンを保存し、他のデザインブロックの最適化に集中します。

関連情報
• Back-Annotate Assignments Dialog Box Help

• AN 899: 高速保存によるコンパイル時間の短縮

• ブロックベース・デザイン ユーザーガイド: インテル Quartus Prime プロ・エディション

1.3.1. クロック、RAM、DSP のロックダウン

目的を満たすコンパイル結果をバックアノテートし、クロック、RAM、および DSP に関連付けられている
大きなブロックの配置をロックダウンすることにより、タイミング・クロージャーを単純にすることができ
ます。大きなブロックの配置をロックダウンすると、少ないノイズでより高い fMAX を得ることができま
す。

RAM や DSP などのブロックの接続は通常の LAB よりも重く、配置時の移動が複雑になるため、これら
の大きなブロックをロックダウンすることは効果的です。適切な RAM および DSP の配置からシードで
良好な結果が生成されると、バックアノテーションを使用してその配置をキャプチャーすることができま
す。後続のコンパイルでは、優れたシードからの質の良い RAM と DSP の配置を活用することができま
す。この手法は、RAM または DSP が非常に少ないデザインでは大きな効果がありません。

Assignments > Back-Annotate Assignments をクリックし、デバイスリソースの割り当てを
最後のコンパイルから.qsfにコピーし、次のコンパイルで利用します。バックアノテーションのタイプ
は、Back-annotation type リストで選択します。
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図 -19: Back-Annotate Assignments ダイアログボックス

または、次の quartus_cdb実行ファイルを使用してバックアノテーション行うことも可能です。

quartus_cdb <design_name> --back_annotate [--dsp] [--ram] [--clock]

注意: 実行ファイルは、Back-Annotate Assignments ダイアログボックスで現在サポートされていない
[--dsp]、[--ram]、[--clock]の変数をさらにサポートします。

1.3.2. デザイン・パーティションの結果の保存

デザインの分割後に、タイミングを満たすブロックのパーティションを保存し、他のデザインブロックに
最適化を集中させることができます。加えて、Fast Preserve オプションでは、保存されたパーティシ
ョンのロジックをコンパイル時にインターフェイス・ロジックのみに簡略化することで、パーティションの
コンパイル時間を短縮します。

注意: Fast Preserve は、ルート・パーティションの再利用とパーシャル・リコンフィグレーションのデザイン
のみをサポートします。

デザインにサブモジュールが含まれており、タイミング・クロージャーが難しい場合は、スタンドアロンの
最適化とモジュールのパーティションのコンパイルを行い、その後、タイミングがクローズしたモジュー
ルをエクスポートすることで、後続のコンパイルで実装を保持することができます。

図 -20: デザイン・パーティションの結果の保存
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ブロックベースのデザインでは、デザインの分割が必要です。デザインの分割を使用すると、デザイン内の
個々のロジックブロックを保存することができます。ただし、パーティションのクロッシングやフロアプラ
ンの影響により、パフォーマンスが低下する可能性もあります。ブロックベースのデザイン手法を使用す
る場合は、これらの要素のバランスを考慮する必要があります。

次の上位レベルの手順は、ルート・パーティションの再利用デザインにおけるパーティション保存フロー
を説明しています。

1. Processing > Start > Start Analysis & Elaboration をクリックします。

2. Project Navigator で、タイミングがクローズしているデザインのインスタンスを右クリックし、
Design Partition を指し、パーティションの Type を選択します。詳細は、デザイン・パーティシ
ョンの設定 (23 ページ) で説明されています。

図 -21: デザインのパーティションの作成

3. パーティションの Logic Lock フロアプラン制約を定義します。Design Partitions Window で、
パーティションを右クリックし、 Logic Lock Region > Create New Logic Lock
Region をクリックします。領域がパーティション内のすべてのロジックを含むのに十分な大きさで
あることを確認してください。

4. コンパイル後にパーティションの結果をエクスポートするには、Design Partitions Window で、
パーティションの.qdbを Post Final Export File として指定します。
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図 -22: Post Final Export File

5. デザインをコンパイルしてパーティションをエクスポートするには、Compilation Dashboard で
Compile Design をクリックします。

6. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで上位レベルのプロジェクトを開きます。

7. Assignments > Settings > Compiler Settings > Incremental Compile をクリ
ックします。Fast Preserve オプションをオンにします。

図 -23: Fast Preserve オプション

8. OK をクリックします。

9. Design Partitions Window で、エクスポートされた.qdbを問題のあるパーティションの
Partition Database File として指定します。これにより、この.qdbはプロジェクトのこのパー
ティションのソースになります。Fast Preserve オプションを有効にすると、コンパイラーは、イン
ポートされたパーティションのロジックをインターフェイス・ロジックのみに縮小します。それにより、
パーティションに必要なコンパイル時間を短縮します。

1.3.2.1. デザイン・パーティションの設定

表 5. デザイン・パーティションの設定

オプション 説明

Partition Name パーティション名を指定します。各パーティション名は一意であり、英数字のみで構成する必要があります。インテ
ル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、プロジェクト・リビジョンごとに上位の (|) 「root_partition」を自動
的に作成します。

Hierarchy Path パーティションに割り当てるエンティティーのインスタンスの階層パスを指定します。この値は、Create New
Partition ダイアログボックスで指定します。ルート・パーティションの階層パスは、| です。

continued...   
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オプション 説明

Type ダブルクリックすることで、次のパーティション・タイプのいずれかを指定します。これにより、コンパイラーにおけ
るパーティションの処理および実装を制御します。
• Default - 標準パーティションを識別します。コンパイラーは、関連するデザイン・ソース・ファイルを使用し

てパーティションを処理します。
• Reconfigurable - パーシャル・リコンフィグレーション・フローにおけるリコンフィグレーション可能なパ

ーティションを識別します。Reconfigurable タイプを指定し、合成結果を保持しながら、PR フローでのパ
ーティションの再フィットを可能にします。

• Reserved Core - ブロックベースのデザインフローにおけるパーティションを識別します。このパーティシ
ョンは、コンシューマーがデバイス・ペリフェラルを再利用してコア開発を行う目的で予約されています。

Preservation Level 次のいずれかの保存レベルをパーティションに指定します。
• Not Set - 保存レベルを指定しません。パーティションは、ソースファイルからコンパイルされます。
• synthesized - パーティションは、合成スナップショットを使用してコンパイルされます。
• final - パーティションは、最終スナップショットを使用してコンパイルされます。
Preservation Level が synthesized または final の場合、ソースコードに対する変更は合成に反映され
ません。

Empty コンパイラーがスキップする空のパーティションを指定します。この設定は、同じパーティションで Periphery
Reuse Core および Partition Database File が設定されている場合に互換性がありません。
Preservation Level は Not Set にする必要があります。空のパーティションに子パーティションを含めるこ
とはできません。

Partition Database File Partition Database File (.qdb) を指定します。コンパイラーは、パーティションのコンパイル時にこのファイ
ルを使用します。再利用するコンパイルステージの.qdbをエクスポートします (synthesized または
final)。.qdbをパーティションに割り当て、これらの結果を別のコンテキストで再利用します。

Entity Re-binding • PR Flow - 各実装リビジョンでデフォルトのペルソナを置き換えるエンティティーを指定します。
• Root Partition Reuse Flow - コンシューマーによるプロジェクトで予約済みのコアロジックを置き換える

エンティティーを指定します。

Color Chip Planner および Design Partition Planner で表示するパーティションの色分けを指定します。

Post Synthesis Export
File

解析および合成の実行時に、パーティションの合成後のコンパイル結果を指定されている.qdbに自動的にエク
スポートします。親パーティションが保存されていないデザイン・パーティションを自動的にエクスポートすること
ができます。これには root_partition が含まれます。

Post Final Export File フィッターの最終ステージ実行時に、パーティションの最終コンパイル後の結果を指定されている.qdbに自動
的にエクスポートします。親パーティションが保存されていないデザイン・パーティションを自動的にエクスポート
することができます。これには root_partition が含まれます。

1.4. AN 903 の改訂履歴

このドキュメントの改訂履歴は次のとおりです。

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

2020.03.23 19.3.0 「クロック、RAM、DSP のロックダウン」の項で、コードサンプル内の構文エラーを訂正しま
した。
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