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1. AN 922: ECO コンパイルフローの使用

一般的な FPGA プロジェクト開発サイクルでは、デザインのプログラマブル・ロジック部分の仕様がデ
ザインプロセス中に変更される可能性があります。インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアで
は、フルコンパイルが完了した後でもこのような対象を絞った直前の engineering change orders
(ECO) をサポートします。このアプリケーション・ノートでは、デザイン例を使用した ECO の実装につい
て説明します。

ECO は通常、デザインの検証段階で発生します。例えば、検証中に、ネットリスト接続の変更、LUT ロジ
ックエラーの修正、ノードの新しい場所への配置などの小規模な変更がデザインに必要であると判断す
る場合があります。RTL を変更してデザインを完全にリコンパイルするのではなく、ECO の変更を実装す
ると、必要な時間が大幅に短縮されます。また、変更されるのは影響を受けるロジックのみです。

ECO コマンドの指定は、::quartus::eco パッケージを使用して Tcl スクリプトで行います。

表 1. ECO コマンドのクイック・リファレンス

ECO の変更 ECO コマンド

Route make_connection -from <src> -to <dst> -port <port>
remove_connection -from <src> -to <dst> -port <port>

Tie-Off make_connection –tieoff <VCC/GND> -to <node> -port <port>

Lutmask modify_lutmask -to <node> [-eqn <lut equation>] [-mask 0x00]

Slew Rate modify_io_slew_rate <value> -to <pin_name>

Current Strength modify_io_current_strength <value> -to <pin_name>

Delay Chains modify_io_delay_chain <value> -type <io_type> -to <pin_name>

Update MIF update_mif_files

IOPLL Ref Clock
(インテル Stratix® 10
デバイスのみ)

adjust_pll_refclk -to <pll name> -refclk <freq>

Create New Node create_new_node -type <LUT|FF> -name <name>

Remove Node remove_node -name <name>

Place Node place_node -name <name> [-location <location>]

Unplace Node unplace_node -name <name>

Create Wirelut create_wirelut -from <src> -to <dst> -port <port> [-location <location>]
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このアプリケーション・ノートのアクティビティーは、次のセクションに分かれています。

• ステップ 1: デザイン例プロジェクトを開く (4 ページ)

• ステップ 2: ECO フローを実行する (5 ページ)

• ステップ 3: ターゲットの ECO を実装する (6 ページ)

注意: インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアによる ECO のサポート対象は、インテ
ル Stratix 10 およびインテル Agilex™デバイスのみです。

1.1. ステップ 1: デザイン例プロジェクトを開く

このアプリケーション・ノートには、デザイン例のほか、さまざまな ECO コマンドの使用法を示す Tcl ス
クリプト・ファイルが含まれています。デザイン例をダウンロードし、アプリケーション・ノートの手順に従
ってインテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアで復元します。

1. デザイン例のプロジェクト・アーカイブ・ファイルをハードドライブに保存します。

an922_eco_demo_20_3.qar

2. インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン 20.3 で Project >
Restore Archived Project をクリックし、Archive name に
an922_eco_demo_20_3.qar デザイン例アーカイブを指定します。

このデザイン例は、インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン
20.3 で検証済みです。それ以降のバージョンにも適応できますが、結果はわずかに異なります。

3. Destination folder には、復元されたデザイン例プロジェクト・ファイルを含む新しいディレクト
リーを指定します。プロジェクト・ディレクトリーには、eco_demo_1.tcl から
eco_demo_6.tcl までのこのデザイン例の Tcl スクリプトが含まれています。

図 -1: デザイン例のディレクトリー構造

an922_eco_demo_20_3_restored

my_2port_s10_mem

my_2port_s10_mlab

my_mult18x18

qdb

4. eco_demo プロジェクト・リビジョンがインテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフト
ウェアで開きます。

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、ECO コンパイルフロ
ーの使用
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1.2. ステップ 2: ECO フローを実行する

次の手順では、ECO コマンドの結果のセットアップ、実行、および表示の方法について説明します。

1. 「ECO コマンドのクイック・リファレンス」の表と ECO コマンドの制限事項 (16 ページ) を参照し
て、コンパイル済みデザインに加えたい変更が ECO コマンドによってサポートされているかどうか
を確認します。

2. ECO Tcl スクリプトの例 (15 ページ) を参照して、ECO コマンドを呼び出す Tcl スクリプトを作
成します。デザイン例には、この例で使用する eco_demo_<n>.tcl ファイルが 6 つ含まれてい
ます。

3. フルコンパイルを実行するには、Processing > Start Compilation をクリックします。ECO
コマンドを使用すると、フルコンパイルの完了後でも対象を絞って変更を加えることができます。フ
ルコンパイルの完了時にタイミング・アナライザーが開くので、それを閉じます。

4. ECO コマンドを実行するには Processing > Start > Perform ECO Compilation をク
リックします。

図 -2: ECO コンパイルの実行

5. Tcl スクリプトを指定して、1 つ以上の ECO を実装します。ステップ 3: ターゲットの ECO を実装
する (6 ページ) の説明に従います。

6. ECO の結果を、コンパイルレポート、タイミング・アナライザー、ネットリスト・ビューアー、チッププ
ランナーなどのポストフィット解析ツールで表示します。ECO の変更をフィッターレポートで表示す
るには Processing > Compilation Report > Fitter > ECO Changes をクリックしま
す。

図 -3: ECO 変更レポートの例
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1.3. ステップ 3: ターゲットの ECO を実装する

提供されている Tcl スクリプトを実行して、次の ECO を実装します。

表 2. ECO コマンドおよび Tcl スクリプト

ECO の修正 ECO コマンド | スクリプト

Lutmask を修正する (6 ページ) modify_lutmask | eco_demo_1.tcl

配線接続を変更する (8 ページ) make_connection | eco_demo_2.tcl

入力ポートを GND に接続する (9 ページ) modify_io_slew_rate | eco_demo_3.tcl

スルーレート、電流強度、および遅延チェーンを修正する (10 ページ) modify_io_delay_chain | eco_demo_4.tcl

新しい場所にノードを配置する (11 ページ) place_node | eco_demo_5.tcl

ワイヤー LUT アトムを作成する (14 ページ) create_wirelut | eco_demo_6.tcl

GUI による方法の代わりに、次のコマンドを使用して ECO Tcl スクリプトを実行することもできます。

$ quartus_fit -s
load_package eco
project_open <project_name>
eco_load_design
...
eco_commit_design
project_close

1.3.1. Lutmask を修正する

modify_lutmask コマンドを指定すると、 lutmask を変更してデザイン内のピンを反転することが
できます。

eco_demo_1.tcl Tcl スクリプトを実行し、ノード i16 の修正を lutmask16 進数値 2 を使って
行います。eco_demo_1.tcl では、この RTL に関する変更を eco_demo.v で次のとおり行いま
す。

lab_and6 <= (inputa_6_reg[2] && inputa_6_reg[1] && inputa_6_reg[0] && \
     inputb_6_reg[2] && inputb_6_reg[1] && inputb_6_reg[0]);

1. ノード i16 を検索するには、View > Node Finder を選択し、Named フィールドに i16 と
入力して Search をクリックします。i16 が Nodes Found に表示されます。

2. Node Finder で、Nodes Found にある i16 を右クリックし、Locate Node > Locate in
Resource Property Viewer をクリックします。i16 ノードが Resource Property Viewer
で強調表示されます。
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図 -4: Resource Property Viewer での i16 (Lutmask ECO 前)

1

3. 現在の LUT マスクの値を Bottom Combinational タブで確認し、Resource Property
Viewer を閉じます。

4. Processing > Start > Perform ECO Compilation をクリックします。

5. ECO Tcl Script で、プロジェクト・ディレクトリーの eco_demo_1.tcl を選択し、Open、OK
の順にクリックします。eco_demo_1.tcl には、次の modify_lutmask ECO コマンドが含
まれています。マスクビットを直接修正するか (2 行目)、式を修正 (3 行目) します。

###locate i16 from node finder
modify_lutmask -to i16 -mask 0x0000000000000002 
#modify_lutmask -to i16 -eqn { !a & !b & c & !d & !e & !f }

6. ステップ 1 から 2 を繰り返して、Resource Property Viewer で変更を確認します。

図 -5: Resource Property Editor での i16 (Lutmask ECO 完了後)
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1.3.2. 配線接続を変更する

remove_connection および make_connection コマンドを指定し、コンパイル済みデザイン
の配線を修正します。

次の手順に従って eco_demo_2.tcl Tcl スクリプトを実行し、ノード i22 の配線を修正します。

1. Node Finder で i22 を探して右クリックし、Locate Node > Locate in Resource
Property Viewer をクリックします。

図 -6: Resource Property Viewer での i22 (ECO 前)

2. Processing > Start > Perform ECO Compilation をクリックします。
eco_demo_2.tcl ファイルを指定して実行します。eco_demo_2.tcl には次の
remove_connection および make_connection ECO コマンドが含まれています。

remove_connection -from inputa_6_reg[0] -to i22 -port DATAE
remove_connection -from inputb_6_reg[2] -to i22 -port DATAD

make_connection -from inputb_6_reg[2] -to i22 -port DATAE
make_connection -from inputa_6_reg[0] -to i22 -port DATAD

3. ECO コンパイルが完了したら、ステップ 1 を繰り返して、Resource Property Viewer で変更を
確認します。
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図 -7: Resource Property Viewer での i22 (ECO 完了後)

4. Compilation Report の Fitter セクションで、ECO Changes フォルダーの下の Connection
Changes レポートを表示します。

図 -8: Connection Changes レポート

1.3.3. 入力ポートを GND に接続する

DSP ENA[0] ポートを GND に接続するには、次の手順を実行します。

1. Node Finder でノード my_dsp_inst0 を探して右クリックし、Locate Node > Locate
in Resource Property Viewer をクリックします。

2. DSP Elements タブをクリックします。Connectivity ペインで Input Port Name 列の
ENA[2..0] を探します。ENA[0] が VCC に設定されます。

図 -9: my_dsp_inst0 (ECO 変更前)

3. Processing > Start > Perform ECO Compilation をクリックします。
eco_demo_3.tcl ファイルを指定して実行します。eco_demo_3.tcl には次の
make_connection ECO コマンドが含まれています。

make_connection -tieoff GND -to {my_dsp_inst0|mult_inst|lpm_mult_0|\
   lpm_mult_component|auto_generated|mult_0~mac} -port {ENA[0]}
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4. ステップ 1 および 2 を繰り返して、Resource Property Viewer で ECO の変更を確認します。

図 -10: my_dsp_inst0 (ECO 変更後)

1.3.4. スルーレート、電流強度、および遅延チェーンを修正する

ECO コマンドを使用して、I/O スルーレート、電流強度、および遅延チェーンを変更します。次の手順で
は、eco_demo_4.tcl を使用して、3 項目すべての修正を行います。

1. Node Finder でノード clk、出力ピン LED、および出力ピン reset_n を探します。

図 -11: Node Finder の Options

2. 複数選択したノードを右クリックし、Locate Node > Locate in Resource Property
Viewer をクリックします。電流強度、スルーレート、および遅延チェーンの既存の値を確認します。
Node Selection ペインのプロパティーの表示はオンまたはオフにします。
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図 -12: Resource Property Editor (ECO 変更前)

3. Processing > Start > Perform ECO Compilation をクリックします。
eco_demo_4.tcl ファイルを指定して実行します。eco_demo_4.tcl には次の ECO コマ
ンドが含まれています。

modify_io_slew_rate 1 -to LED
modify_io_current_strength 10mA -to LED
modify_io_delay_chain 7 -type input -to reset_n
modify_io_delay_chain 8 -type output -to LED

4. ステップ 1 から 2 を繰り返して、Resource Property Viewer で変更を表示します。Pad タブに
LED の Current Strength と Output Delay Chain が表示されます。

図 -13: 遅延チェーン、電流強度、およびスルーレートの変更

1.3.5. 新しい場所にノードを配置する

place_node コマンドを使用して、ノードの LAB ロケーションを指定し、既存のノードを新しい場所
に配置します。この例では、ノード i11 と i8 のターゲット座標は (24, 63) です。

注意: ECO は物理ノードに関係しています。そのため、この例の「i8」などの物理名は、ソフトウェア・リリースの
たびに変更される可能性があります。

次の手順に従って eco_demo_5.tcl Tcl スクリプトを実行し、i11 と i8 を新しい LAB の場所に
配置します。
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1. Tools > タイミング・アナライザー をクリックします。

2. タイミング・アナライザーで LAB の場所を確認するには、Reports > Custom Reports >
Report Timing をクリックします。

3. Targets の下の … ボタンをクリックし、get_keepers の Collection の
inputa_4_reg[1] を探します。

図 -14: inputa_4_reg[1] の Report Timing

4. Setup オプションで Report number of paths を 10 に指定し、OK をクリックします。

5. タイミング・アナライザーで Report Timing レポートを表示します 。

図 -15: ノード i8 (パス inputa_4_reg[1] から lab_and4、Location (75,53))
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図 -16: ノード i11 (パス inputa_4_reg[1] から lab_or4、Location (75,53))

6. Processing > Start > Perform ECO Compilation をクリックし、eco_demo_5.tcl
スクリプトを選択します。eco_demo_5.tcl ファイルには次の place_node ECO コマンド
が含まれています。

place_node -name i11 -location "X24 Y63"
place_node -name i8 -location "X24 Y63 X24 Y63”

7. ステップ 1 から 5 を繰り返して、新しい LAB の場所をタイミング・アナライザーで確認します。

図 -17: i8 の新しい Location (タイミング・アナライザーの (24,63))
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図 -18: i11 の新しい Location (タイミング・アナライザーの (24,63))

1.3.6. ワイヤー LUT アトムを作成する

create_wirelut コマンドを指定して、複数のワイヤー LUT アトムを作成します。

次の手順に従って eco_demo_6.tcl Tcl スクリプトを実行し、inputa_4_reg[0] から 3 つの
ワイヤー LUT を作成します。

1. タイミング・アナライザーで Reports > Custom Reports > Report Timing をクリックし
ます。

2. Targets の下の From に inputa_4_reg[0]、inputb_4_reg[0]、および
inputa_4_reg[1] を指定します。

図 -19: Report Timing の Targets

3. タイミング・アナライザーで inputa_4_reg[0] を右クリックし、Locate Path > Locate
in Resource Property Viewer をクリックします。

図 -20: Resource Property Viewer でパスを探す

Right-Click > Locate Path > Locate in Resource Property Viewer

4. Node Selection ペインで Arrival Data の下の i11 を選択します。i11 は Top
Combinational リストで COMBOUT として表示されます。inputa_4_reg[0] ノードは
DATAE ポートに接続します。
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図 -21: Resource Property Viewer のノード検索結果 (ECO 前)

5. ターゲットノードからワイヤー LUT を追加するには、Processing > Start > Perform ECO
Compilation をクリックします。eco_demo_6.tcl を指定して実行します。
eco_demo_6.tcl には次の create_wirelut ECO コマンドが含まれています。

create_wirelut -name my_delay_wirelut_1 -from inputa_4_reg[0] \
     -to i11 -port DATAA -location "X23 Y61 X23 Y61"
create_wirelut -name my_delay_wirelut_2 -from inputb_4_reg[0] -to i11 \
   -port DATAD -location "X23 Y61 X23 Y61"
create_wirelut -name my_delay_wirelut_3 -from inputa_4_reg[1] -to i11 \
     -port DATAC -location "X23 Y61 X23 Y61"

6. ステップ 1 から 4 を繰り返して、Resource Property Viewer で変更を確認します。

図 -22: 新しいワイヤー LUT アトム (ECO コマンド後)

1.4. ECO Tcl スクリプトの例

次に、既存のノードを新しい場所に配置する ECO Tcl スクリプトの例を示します。

図 -23: ECO Tcl スクリプトの例
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1.5. ECO コマンドの制限事項

ECO コマンドには、インテル FPGA デバイス内の接続依存関係により、次の制限事項があります。

• ECO コマンドを使用して専用接続を修正することはできません。

• 単一の ALM 内で専用接続を修正することはできません。この制限は、LUT とフリップフロップ・ノー
ド間の直接接続に適用されます。

• Hyper-Register からの接続、または Hyper-Register への接続は可能です。ただし、Hyper-
Register から接続を削除すると配線が宙に浮いたままになってしまうため、Hyper-Register から
の接続や Hyper-Register への接続を削除することはできません。代わりに、
make_connection を使用して、以前の接続を最初に削除せずに、Hyper-Register 接続を直
ちに変更します。

• place_node コマンドを location 引数と併用しても、パーシャル・リコンフィグレーションの
領域制約は上書きされません。

• ノードが配置されている場所で、LAB にすでに最大数の正当な接続がすでにある場合、
place_node または make_connection コマンドが失敗し、最初に配置された正当ではな
いノードへの接続が妨げられる可能性があります。その場合は、元のノードを別の場所に移動する
か、他のノードを LAB から移動して、配線リソースを解放します。

• Fitter による modify_io_slew_rate、modify_io_current_strength、
modify_io_delay_chain などの I/O 関連の ECO 修正の適用は、コマンドライン Tcl スク
リプトやインタラクティブなコンテキストで呼び出された場合、失敗することがあります。つまり、
eco_load_design コマンドを直接呼び出した場合です。すべての I/O 修正が正常に適用され
るようにするには、このドキュメントで説明している標準の ECO Tcl スクリプトアプローチを使用
してください。

新しい LUT の作成および配置に推奨される順序は次のとおりです。

1. create_new_node コマンドを使用してノードを作成します。

2. make_connection コマンドを使用してノード間の接続を確立します。

3. modify_lutmask コマンドを使用して lutmask を更新します。

4. create_new_node コマンドを使用してノードを配置します。

このフローにより、新しいノードの正当な配置を決定するときに、解析にすべての配置要件が含まれるよ
うになります。その例は次のとおりです。

set lut_name new_lut
create_new_node –name $lut_name –type lut
make_connection –from input1 –to $lut_name –port DATAA
make_connection –from input2 –to $lut_name –port DATAB
make_connection –from $lut_name –to output_dest –port DATAD
modify_lutmask –to $lut_name –eqn {A&B}
place_node –name $lut_name –location “X80 Y80 X85 Y95”

注意: エスケープ文字による名前の一致に関する問題を最小限に抑えるには、エンティティー名を "" ではな
く、文字 {} で囲むと有効です。この方法は、エンティティー名にバックスラッシュやその他の特殊文字が
含まれている場合に特に有効です。
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1.6. AN 922: ECO コンパイルフローの使用の改訂履歴

ドキュメント・バージョン 変更内容
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