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1. 推奨 HDL コーディング・スタイル

この章では、ハードウェア記述言語（HDL）コーディング・スタイルに関する推奨事項を示し、Intel FPGA
デバイスのターゲット設定時に 適な合成結果を確保します。

HDL コーディング・スタイルは、プログラマブル・ロジック・デザインの結果の品質に大きな影響を与えま
す。合成ツールは、ロジックの使用率とパフォーマンスの両方について HDL コードを 適化します。ただ
し、合成ツールはデザインの意図を解釈できません。したがって、 も効果的な 適化には、推奨される
コーディング・スタイルへの準拠が必要です。

注意: 合成ツール（他の Quartus ソフトウェア製品および他の EDA ツールを含む）に固有のスタイルの推奨
事項、オプション、または HDL 属性については、合成ツールベンダーのドキュメントを参照してくださ
い。

関連情報
• Advanced Synthesis Cookbook

• デザイン・サンプル

• リファレンス・デザイン

1.1. 提供された HDL テンプレートの使用

インテル® Quartus® Prime ソフトウェアは、HDL デザインを開始するための Verilog HDL、
SystemVerilog、および VHDL テンプレートのテンプレートを提供します。このドキュメントの HDL サ
ンプルの多くは、次の Full Designs のサンプルに対応しています。 インテル Quartus Prime テ
ンプレートまたは例を使用して、HDL コードを独自のデザインに挿入できます。

1.1.1. 提供されたテンプレートからの HDL コードの挿入　

1. File > New をクリックします。

2. New ダイアログボックスで、デザインファイルの HDL 言語の SystemVerilog HDL File 、
VHDL File 、または Verilog HDL File を選択します。そして、OK をクリックします。
空のファイルを含むテキスト・エディター・タブが開きます。　

3. 空のファイルを右クリックし、Insert Template をクリックします。

4. Insert Template ダイアログボックスで、適切な HDL に対応するセクションを展開し Full
Designs セクションを展開します。

5. テンプレートを選択します。　
テンプレートが Preview ペインに表示されます。

6. HDL デザインを作成した空の Verilog または VHDL ファイルに貼り付けるには、Insert をクリッ
クします。

7. Close をクリックして、Insert Template ダイアログボックスを閉じます。
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図 -1: RAM テンプレートの挿入　

注意: インテル Quartus Prime Text Editor を使用して HDL デザインを変更するか、テンプレートを HDL
ファイルとして保存して、好みのテキストエディターで編集します。

1.2. HDL で IP コアをインスタンス化する

Intel は、Intel FPGA デバイス・アーキテクチャーに 適化されたパラメータ ー化可能な IP コアを提
供します。独自のロジックをコーディングする代わりに IP コアを使用すると、貴重なデザイン時間を節約
できます。

さらに、 Intel -提供された IP コアは、より効率的なロジック合成とデバイス実装を提供します。 IP コア
のサイズをスケーリングし、パラメーターを設定してさまざまなオプションを指定します。 HDL ファイル
コードで IP コアを直接インスタンス化するには、他のモジュール、コンポーネント、またはサブデザイン
の場合と同様に、IP コア名を呼び出してそのパラメーターを定義します。または、IP カタログ
（ Tools > IP Catalog ）およびパラメーター・エディター GUI を使用して、IP コアバリエーションの
カスタマイズを簡素化できます。デバイス・アーキテクチャーの機能を 適化する IP コアを推論またはイ
ンスタンス化できます。例：

• トランシーバー数

• LED ドライバー

• メモリーおよび DSP ブロック

• PLL (Phase-Locked Loop)

• ダブル・データ・レート入出力（DDIO）回路

メモリーや DSP 機能などの一部の種類のロジック機能では、IP コアをインスタンス化する代わりに、デ
バイス固有の専用アーキテクチャー・ブロックを推測できます。インテル Quartus Prime 合成は特定の
HDL コード構造を認識し、適切な IP コアを自動的に推測するか、デバイスアトムに直接マップします。

関連情報
Intel FPGA IP Core Literature
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1.3. 乗数と DSP 関数の推論

次のセクションでは、汎用 HDL コードから乗算器と DSP 機能を推測する方法、および該当する場合は
Intel FPGA デバイスで専用 DSP ブロック・アーキテクチャーをターゲットにする方法について説明し
ます。

関連情報
DSP ソリューション・センタ

1.3.1. 乗数の推測

乗数関数を推測するために、合成ツールは乗数ロジックを検出し、Intel FPGA IP コアにこれを実装し
ます。またはデバイスアトムにロジックを直接マップします。

DSP ブロックを備えたデバイスの場合、 インテル Quartus Prime 合成では、デバイスの使用率に応じ
て、ロジックではなく DSP ブロックに機能を実装できます。インテル Quartus Prime フィッターは、
DSP ブロックに入力および出力レジスターを配置（つまり、レジスター・パッキングを実行）して、パフォ
ーマンスと領域の使用率を向上させることもできます。

次の Verilog HDL および VHDL コード例は、合成ツールが符号付きおよび符号なし乗算器を IP コア
または DSP ブロックアトムとして推論できることを示しています。各例は 1 つの DSP ブロック要素に
収まります。さらに、レジスターの一覧ーのパッキングが発生すると、レジスターの追加のロジックセルは
不要です。

例-1: Verilog HDL 符号なし乗算器　

module unsigned_mult (out, a, b);
    output [15:0] out;
    input [7:0] a;
    input [7:0] b;
    assign out = a * b;
endmodule

注意: Verilog HDL の signedき宣言は、Verilog 2001 Standard の機能です。

例-2: Verilog HDL Signed Multiplier with Input and Output Registers (Pipelining =
2)

module signed_mult (out, clk, a, b);
   output [15:0] out;
   input clk;
   input signed [7:0] a;
   input signed [7:0] b;

   reg signed [7:0] a_reg;
   reg signed [7:0] b_reg;
   reg signed [15:0] out;
   wire signed [15:0] mult_out;

   assign mult_out = a_reg * b_reg;

   always @ (posedge clk)
   begin
      a_reg <= a;
      b_reg <= b;
      out <= mult_out;
   end
endmodule
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例-3: VHDL Unsigned Multiplier with Input and Output Registers (Pipelining = 2)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY unsigned_mult IS
   PORT (
      a: IN UNSIGNED (7 DOWNTO 0);
      b: IN UNSIGNED (7 DOWNTO 0);
      clk: IN STD_LOGIC;
      aclr: IN STD_LOGIC;
      result: OUT UNSIGNED (15 DOWNTO 0)
   );
END unsigned_mult;

ARCHITECTURE rtl OF unsigned_mult IS
   SIGNAL a_reg, b_reg: UNSIGNED (7 DOWNTO 0);
BEGIN
   PROCESS (clk, aclr)
   BEGIN
      IF (aclr ='1') THEN
         a_reg <= (OTHERS => '0');
         b_reg <= (OTHERS => '0');
         result <= (OTHERS => '0');
      ELSIF (rising_edge(clk)) THEN
         a_reg <= a;
         b_reg <= b;
         result <= a_reg * b_reg;
      END IF;
   END PROCESS;
END rtl;

例-4: VHDL Signed Multiplier

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY signed_mult IS
   PORT (
      a: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
      b: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
      result: OUT SIGNED (15 DOWNTO 0)
   );
END signed_mult;

ARCHITECTURE rtl OF signed_mult IS
BEGIN
   result <= a * b;
END rtl;

1.3.2. 積和関数と積和関数の推論

合成ツールは積和または積和関数を検出し、それらを次のように実装します。 Intel FPGA IP コアまた
はデバイスアトムに直接マップします。配置および配線中に、 インテル Quartus Prime ソフトウェア
は、乗算累算および乗算加算機能を DSP ブロックに配置します。　

注意: 合成ツールは、次の場合にのみ積和および積和関数を推測します。 Intel デバイス・ファミリーには、こ
れらの機能をサポートする専用の DSP ブロックがあります。
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単純な積和演算器は、加算演算子に供給する乗算器で構成されています。加算演算子はレジスターのセ
ットを供給し、その後、2 番目の入力を加算演算子に供給します。単純な乗加算器は、1〜2 レベルの加
算、減算、または加算/減算演算子を供給する 2〜4 個の乗算器で構成されます。加算は、使用される場
合、常に第 2 レベルの演算子です。乗累算器と乗加算器に加えて、 また、インテル Quartus Prime
Fitter は、入力および出力レジスターを DSP ブロックに配置して、レジスターをパックし、パフォーマン
スとエリア使用率を向上させます。

一部のデバイスファミリーは、複素乗算、入力シフトレジスター、またはより大きな乗算など、追加の高度
な乗算加算器およびアキュムレータ機能を提供します。

Verilog HDL および VHDL コードサンプルは、入力、出力、およびパイプライン・レジスター、およびオプ
ションの非同期 clear信号を備えた積和および積和関数を推測します。 3 セットのレジスターを使用
すると、3 のレイテンシで関数全体で 高のパフォーマンスが得られます。レイテンシーを削減するには、
デザインのレジスターを削除します。

注意: DSP デザインで高いパフォーマンスを得るには、レジスターパイプライン処理を使用し、レジスターされ
ていない DSP 関数を避けます。

例-5: Verilog HDL Multiply-Accumulator

module sum_of_four_multiply_accumulate
   #(parameter INPUT_WIDTH=18, parameter OUTPUT_WIDTH=44)
   (
      input clk, ena,
      input [INPUT_WIDTH-1:0] dataa, datab, datac, datad,
      input [INPUT_WIDTH-1:0] datae, dataf, datag, datah,
      output reg [OUTPUT_WIDTH-1:0] dataout
   );
   // Each product can be up to 2*INPUT_WIDTH bits wide.
   // The sum of four of these products can be up to 2 bits wider.
   wire [2*INPUT_WIDTH+1:0] mult_sum;

   // Store the results of the operations on the current inputs
   assign mult_sum = (dataa * datab + datac * datad) +
                     (datae * dataf + datag * datah);

   // Store the value of the accumulation
   always @ (posedge clk)
   begin
      if (ena == 1)
         begin
            dataout <= dataout + mult_sum;
         end
   end
endmodule

関連情報
PIPE Design Example

1.4. HDL コードからのメガファンクションの推測

次のコーディングの推奨事項は、専用 Intel FPGA メモリー IP コアを対象とした汎用 HDL コードの移
植可能な例を示しています。ただし、次の高度なメモリー機能の一部を使用する場合 Intel FPGA デバ
イスでは、ポートとパラメーターを簡単にカスタマイズできるように、IP コアを直接使用することを検討
してください。

インテル Quartus Prime ソフトウェアで提供されるインテル Quartus Prime テンプレートを出発点
として使用することもできます。
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表 1. Intel メモリー HDL 言語テンプレート

言語 デザイン名

VHDL シングル・ポート RAM
初期内付きのシングル・ポート RAM
シンプル・デュアル・ポート RAM（シングル・クロック）
シンプル・デュアル・ポート RAM（デュアル・クロック）
トゥルー・デュアル・ポート RAM（シングル・クロック）
トゥルー・デュアル・ポート RAM（デゥアル・クロック）
混在するデータ幅の RAM
幅混トゥルー・デュアル・ポート RAM
バイトイネーブル付きのシンプル・デュアル・ポート RAM
バイトイネーブル付きのトゥルー・デュアル・ポート RAM
シングル・ポート ROM
デュアル・ポート ROM

Verilog HDL シングル・ポート RAM
初期内付きのシングル・ポート RAM
シンプル・デュアル・ポート RAM（シングル・クロック）
シンプル・デュアル・ポート RAM（デュアル・クロック）
トゥルー・デュアル・ポート RAM（シングル・クロック）
トゥルー・デュアル・ポート RAM（デゥアル・クロック）
シングル・ポート ROM
デュアル・ポート ROM

SystemVerilog 幅混合ポートの RAM
幅混合トゥルー・デュアル・ポート RAM
混合幅の真のデュアルポート RAM（read-during-write と同じポートの新しいデータ）
バイト対応のシンプル・デュアル・ポート RAM
トゥルー・デュアル・ポート RAM

関連情報
• HDL で IP コアをインスタンス化する

アルテラ IP コアについて

• デザイン・サンプル

• メモリー
インテル Stratix® 10 High-Performance Design Handbook

• インテル Arria® 10 デバイスのエンベデッド・メモリー・ブロック
インテル Arria® 10 のコア・ファブリックおよび汎用 I/O ハンドブック

1.4.1. HDL コードからのメガファンクションの推測

RAM 機能を推測するために、合成ツールは特定のタイプの HDL コードを認識し、検出されたコードを
テクノロジー固有の実装にマップします。専用 RAM ブロックを持つデバイスファミリーの場合、 インテ
ル Quartus Prime ソフトウェアは Intel FPGA IP コアを使用て、デバイス・メモリー・アーキテクチャ
ーをターゲットとします。

合成ツールは通常、多次元配列タイプを持つすべての信号と変数を考慮し、必要に応じて RAM ブロック
を作成します。これは、HDL ソース記述での信号または変数の割り当てまたは参照方法に基づいていま
す。　
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標準の合成ツールは、シングルポートおよびシンプル・デュアル・ポート（1 つのリード・ポートと 1 つのラ
イト・ポート）RAM ブロックを認識します。一部の合成ツール（ インテル Quartus Prime ソフトウェア
など）は、特定の Intel FPGA デバイスでメモリーブロックにマップする真のデュアルポート（2 つのリー
ド・ポートと 2 つのライト・ポート）RAM ブロックも認識します。

一部のツール（ インテル Quartus Prime ソフトウェアなど）また、2 つのインデックスによって参照（リ
ード/ライト）される配列変数および信号のメモリーブロックを推測し、特定のコーディング・スタイルの
幅とバイトが混在する RAM を認識します。

注意: デザインに、合成ツールが認識および推論しない RAM ブロックが含まれている場合、コンパイルの問
題を引き起こす可能性のあるシステムメモリーが大量に必要になる場合があります。

1.4.1.1. 同期メモリーブロックの使用

Intel FPGA のメモリーブロックは同期です。したがって、専用のメモリーブロックに直接マップするに
は、RAM デザインを同期する必要があります。これらのデバイスの場合、インテル Quartus Prime 合成
は、通常のロジックセルに非同期メモリーロジックを実装します。

同期メモリーには、より高い周波数、したがってより高いメモリー帯域幅、信頼性の向上、待機電力の削
減など、非同期メモリーに比べていくつかの利点があります。非同期メモリーを変換するには、データパ
スからメモリーブロックにレジスターを移動します。

次のリード動作のいずれかがある場合、メモリーブロックは同期です。

• メモリーのリードは、 clock信号または VHDL クロックプロセスで常にブロックされる Verilog
HDL で発生します。同期メモリーの推奨コーディング・スタイルは、レジスターされたリード出力を
使用してデザインを作成することです。

• メモリーのリードは、クロックブロックの外部で発生しますが、同期リードアドレスがあります（つま
り、リード・ステートメントで使用されるアドレスがレジスターされる）。合成では、このロジックがメ
モリーブロックとして常に推論されるわけではなく、ターゲットデバイスのアーキテクチャーに応じ
て外部バイパスロジックが必要になる場合もあります。同期メモリーにはこのコーディング・スタイ
ルを使用しないでください。

注意: Intel FPGA デバイスの同期メモリー構造は、他のベンダーのデバイスの構造とは異なる場合がありま
す。 良の結果を得るには、デザインをターゲット・デバイス・アーキテクチャーに一致させます。

この章では、さまざまなメモリータイプのコーディングに関する推奨事項について説明します。このドキュ
メントのすべての例は、Intel FPGA で使用可能な専用メモリー・アーキテクチャーに直接マッピングで
きるように同期しています。

1.4.1.2. サポートされていないリセットおよび制御条件の回避

ターゲット・デバイス・アーキテクチャーで HDL コードを正しく実装するには、サポートされていないリセ
ット条件またはデバイス・アーキテクチャーに存在しないその他の制御ロジックを避けてください。

Intel FPGA のメモリーブロックの RAM の内容は、デバイスの動作中に reset信号でクリアできませ
ん。 HDL コードが RAM の内容の reset信号で RAM を記述する場合、ロジックはメモリーブロック
ではなく通常のロジックセルに実装されます。 reset信号を使用して、 常にリードブロックまたは
procesブロックに RAM のリードまたはライトの動作を配置しないでください。メモリーの内容を指定
するには、デバイスの動作中にメモリーを初期化するか、RAM にデータを書き込みます。

リセット信号に加えて、他の制御ロジックにより、合成がメモリーロジックをメモリーブロックとして推論
するのを防ぐことができます。たとえば、リード・アドレス・レジスターでクロックイネーブルを使用する場
合、RAM の出力ラッチを変更して、合成された RAM の結果が HDL 記述と一致しないことがあります。
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この制限を回避するには、アドレスストール機能をリード・アドレス・クロック・イネーブルとして使用しま
す。 FPGA デバイスのドキュメントを参照して、コードがデバイスで使用可能なハードウェアと一致する
ことを確認してください。

例-6: Verilog RAM with Reset Signal that Clears RAM Contents: Not Supported in
Device Architecture

module clear_ram
(
    input clock, reset, we,
    input [7:0] data_in,
    input [4:0] address,
    output reg [7:0] data_out
);

    reg [7:0] mem [0:31];
    integer i;

    always @ (posedge clock or posedge reset)
    begin
        if (reset == 1'b1)
            mem[address] <= 0;
        else if (we == 1'b1)
            mem[address] <= data_in;

        data_out <= mem[address];
    end
endmodule

関連情報
電源投入時に初期メモリーの内容の指定 (24 ページ)

1.4.1.3. Read-During-Write 動作の確認

HDL デザインで記述されているメモリーブロックの Read-During-Write 動作がターゲット・デバイス・
アーキテクチャーと一致していることを確認してください。

HDL ソースコードは、同じクロックサイクルで同じメモリーアドレスから読み書きするときのメモリー動
作を指定します。リードは、アドレスの古いデータ、またはアドレスに書き込まれた新しいデータのいずれ
かを返します。これは、メモリーブロックの書き込み中のリード動作と呼ばれます。 Intel FPGA メモリ
ーブロックは、ターゲット・デバイス・ファミリー、メモリーモード、ブロックタイプに応じて、書き込み中の
リード動作が異なります。

合成ツールは、ソースコードに記述されている機能を保持します。したがって、ソースコードが RAM ブロ
ックに対してサポートされていない read-during-write 動作を指定している場合、 インテル Quartus
Prime ソフトウェアは、専用の RAM ハードウェアではなく、通常のロジックセルにロジックを実装しま
す。

例-7: HDL コードでの連続リード

次の例のように、HDL コードで連続リードが行われると、1 つの一般的な問題が発生します。次のコーデ
ィング・スタイルの使用は避けてください。

//Verilog HDL concurrent signal assignment
assign q = ram[raddr_reg];

-- VHDL concurrent signal assignment
q <= ram(raddr_reg);
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このタイプの HDL は、ライト動作が行われると、非同期メモリーブロックの動作であるリードクロックに
関係なく、リード時にアドレスの新しいデータがすぐに反映されることを意味します。合成では、この動作
を同期メモリーブロックに直接マッピングできません。ライトクロックとリードクロックが同じ場合、合成
はメモリーブロックを推測し、デバイスの動作が HDL の動作と一致するようにバイパスロジックを追加
できます。ライトクロックとリードクロックが異なる場合、合成ではバイパスロジックを確実に追加できな
いため、専用の RAM ブロックではなく通常のロジックセルにロジックを実装します。次のセクションの
例では、書き込み中のリード条件のこれらの違いのいくつかについて説明します。

さらに、特定のデバイスのロジック・アレイ・ブロック（LAB）の MLAB メモリーは、専用デバイス・アーキテ
クチャーでの read-during-write の古いデータまたは新しいデータの動作を簡単にサポートしません。
この動作をサポートする追加のロジックを実装すると、メモリー全体のタイミング・パフォーマンスが大
幅に低下します。

注意: MLAB メモリーで 高のパフォーマンスを得るには、書き込み操作中にデザインがリードデータに依存
しないようにしてください。

多くの合成ツールで、書き込み中のリード動作がデザインにとって重要でないことを宣言できます（たと
えば、同じクロックサイクルで書き込み先と同じアドレスから読み出さない場合）。 インテル Quartus
Prime プロ・エディション合成で、合成属性 ramstyleを no_rw_checkに設定して,インテル
Quartus Prime HDL コードで指定された動作を使用するのではなく、RAM の read-during-write の
動作を定義するソフトウェアを許可します。この属性は、合成ツールが追加のロジックを使用してメモリ
ーブロックを実装できないようにするか、不可能な場合にメモリー推論を許可します。

1.4.1.4. RAM の推論と実装の制御　

インテル Quartus Prime 合成は、同期メモリーブロックを備えた Intel FPGA デバイスのための
RAM の推論と実装を制御するオプションを提供します。通常、合成ツールは小さな RAM ブロックを推
測しません。通常のロジックでレジスターを使用する場合、小さな RAM ブロックを実装する方が効率的
です。

インテル Quartus Prime ソフトウェアを指示するすべてのサイズの RAM ブロックをグローバルに推
論するには、Advanced Analysis＆Synthesis Settings ダイアログボックス
（Assignments > Settings > Compiler Settings > Synthesis Settings
（Advanced））で Allow Any RAM Size for Recognition オプションをイネーブルします。

または、 ramstyle RTL 属性を使用して、メモリーブロックの種類や専用メモリーブロックの代わり
に通常のロジックを使用するなど、推論された RAM の実装方法を指定します。 インテル Quartus
Prime 合成は、HDL コードが適切な ramstyle属性を指定しない限り、推定メモリーを MLAB にマ
ップしませんが、Fitter は一部のメモリーを MLAB にマップします。

RTL または.qsfファイルで ramstyle属性を設定します。

(* ramstyle = "mlab" *) my_shift_reg

set_instance_assignment -name RAMSTYLE_ATTRIBUTE LOGIC -to ram

RTL で RAM または ROM を推論するためのメモリーブロックの 大深度を指定することもできます。デ
ザインファイルで RAM または ROM を表す変数の宣言に max_depth合成属性を指定します。例え
ば：

// Limit the depth of the memory blocks implement "ram" to 512
// This forces the インテル Quartus Prime software to use two M512 blocks instead 
of one M4K block to implement this RAM
(* max_depth = 512 *) reg [7:0] ram[0:1023];

1. 推奨 HDL コーディング・スタイル
683082 | 2020.04.13

インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項 フィードバック

12

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


さらに、 no_ram合成属性を指定して、特定のアレイで RAM が推論されないようにすることができま
す。例えば：　

（* no_ram *）ロジック[11：0] my_array [0:12];　

1.4.1.5. 古いデータの Read-During-Write 動作を備えたシングルクロック同期 RAM

このセクションのコード例は、単純なデュアルポート、シングルクロックの同期 RAM を推論する
Verilog HDL および VHDL コードを示しています。シングルポート RAM ブロックは、同様のコーディ
ング・スタイルを使用します。

これらの例での read-during-write 動作は、メモリーアドレスで古いデータを読み出すことです。
MLAB メモリーで 高のパフォーマンスを得るには、適切な属性を使用して、ライト動作中にデザインが
リードデータに依存しないようにします。シンプル・デュアル・ポート RAM コードは、 Intel 同期メモリー
に直接サンプルします。

メモリーブロックのシングル・ポート・バージョン（つまり、同じリードアドレスとライトアドレス信号を使
用）は、デバイス・ファミリーに応じて、デュアルポートメモリーブロックよりも優れた RAM 使用率を実
現します。ターゲットデバイスに関する推奨事項については、適切なデバイス・ハンドブックを参照してく
ださい。

例-8: 古いデータの読み出し時、書き込み時の動作を備えた修正されたシングルクロック同期 RAM を改訂。

module single_clk_ram( 
    output reg [7:0] q,
    input [7:0] d,
    input [4:0] write_address, read_address,
    input we, clk
);
    reg [7:0] mem [31:0];

    always @ (posedge clk) begin
        if (we)
            mem[write_address] <= d;
        q <= mem[read_address]; // q doesn't get d in this clock cycle
    end
endmodule

例-9: Verilog HDL Single-Clock, Simple Dual-Port Synchronous RAM with Old Data
Read-During-Write Behavior

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY single_clock_ram IS
    PORT (
        clock: IN STD_LOGIC;
        data: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
        write_address: IN INTEGER RANGE 0 to 31;
        read_address: IN INTEGER RANGE 0 to 31;
        we: IN STD_LOGIC;
        q: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
    );
END single_clock_ram;

ARCHITECTURE rtl OF single_clock_ram IS
    TYPE MEM IS ARRAY(0 TO 31) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL ram_block: MEM;
BEGIN
    PROCESS (clock)
    BEGIN
        IF (rising_edge(clock)) THEN
            IF (we = '1') THEN
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                ram_block(write_address) <= data;
            END IF;
            q <= ram_block(read_address); 
            -- VHDL semantics imply that q doesn't get data 
            -- in this clock cycle
        END IF;
    END PROCESS;
END rtl;

注意: この single_clock_ramのサイズが小さいと、Compiler はメモリーを M20K メモリーブロックで
はなく MLAB メモリーブロックとして推測します。 single_clock_ramがより大きな幅を指定する
場合、Compiler はメモリーを M20K メモリーブロックとして推測します。

1.4.1.6. 新しいデータの Read-During-Write 動作を備えたシングルクロック同期 RAM

このセクションの例では、書き込み中のリード動作がメモリーアドレスに書き込まれている新しい値を
返す RAM ブロックについて説明します。

この動作をターゲットデバイスに実装するために、合成ツールは RAM ブロックの周りにバイパスロジッ
クを追加します。このバイパスロジックにより、デザインの領域使用率が増加し、RAM ブロックがデザイ
ンのクリティカルパスの一部である場合、パフォーマンスが低下します。シングル・ポート・モード（同じク
ロック、同じリードアドレス、同じ書き込みアドレス）でデバイスメモリーが書き込み中の新しいデータリ
ード動作をサポートする場合、Verilog メモリーブロックはバイパスロジックを必要としません。ターゲッ
トデバイスの仕様については、該当するデバイス・ハンドブックを参照してください。

次の例では、ライトにブロック割り当てを使用して、データが中間的に割り当てられるようにします。

例-10: Verilog HDL Single-Clock, Simple Dual-Port Synchronous RAM with New Data
Read-During-Write Behavior

module single_clock_wr_ram(
    output reg [7:0] q,
    input [7:0] d,
    input [6:0] write_address, read_address,
    input we, clk
);
    reg [7:0] mem [127:0];

    always @ (posedge clk) begin
        if (we)
            mem[write_address] = d;
        q = mem[read_address]; // q does get d in this clock 
                               // cycle if we is high
    end
endmodule

例-11: VHDL Single-Clock, Simple Dual-Port Synchronous RAM with New Data Read-
During-Write Behavior:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY single_clock_ram IS
    PORT (
        clock: IN STD_LOGIC;
        data: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
        write_address: IN INTEGER RANGE 0 to 31;
        read_address: IN INTEGER RANGE 0 to 31;
        we: IN STD_LOGIC;
        q: OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0)
    );
END single_clock_ram;

ARCHITECTURE rtl OF single_clock_ram IS
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    TYPE MEM IS ARRAY(0 TO 31) OF STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
    
BEGIN
    PROCESS (clock)
    VARIABLE ram_block: MEM;
    BEGIN
        IF (rising_edge(clock)) THEN
            IF (we = '1') THEN
                ram_block(write_address) := data;
            END IF;
            q <= ram_block(read_address); 
            -- VHDL semantics imply that q doesn't get data 
            -- in this clock cycle
        END IF;
    END PROCESS;
END rtl;

assignステートメントを使用して memのアドレスをリード、出力 qを作成することにより、単一クロ
ック RAM を作成することができます。 RTL は、それ自体で、新しいデータの read-during-write を記
述します。ただし、RAM 出力が別の階層のレジスターに入力される場合、read-during-write を使用す
ると古いデータが発生します。合成ツールは、メモリーがハード階層パーティションの境界に供給する場
合など、どの動作が記述されているかをツールが判断できない場合、RAM ブロックを推測しない場合が
あります。このタイプの RTL を避けてください。

例-12: Avoid Verilog Coding Style with Vague read-during-write Behavior

reg [7:0] mem [127:0];
reg [6:0] read_address_reg;

always @ (posedge clk) begin
    if (we)
        mem[write_address] <= d;
    read_address_reg <= read_address;
end
assign q = mem[read_address_reg];

例-13: Avoid VHDL Coding Style with Vague read-during-write Behavior

次の例では、同時信号割り当てを使用して RAM からリード、同様の動作を示しています。

ARCHITECTURE rtl OF single_clock_rw_ram IS
    TYPE MEM IS ARRAY(0 TO 31) OF STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
    SIGNAL ram_block: MEM;
    SIGNAL read_address_reg: INTEGER RANGE 0 to 31;
BEGIN
    PROCESS (clock)
    BEGIN
        IF (rising_edge(clock)) THEN
            IF (we = '1') THEN
                ram_block(write_address) <= data;
            END IF;
            read_address_reg <= read_address;
        END IF;
    END PROCESS;
    q <= ram_block(read_address_reg);
END rtl;

1.4.1.7. Verilog HDL シンプル・デュアル・ポートおよびデュアル・クロック同期 RAM

デュアル・クロック・デザインでは、合成ツールはターゲットデバイス内の 2 つのクロックのタイミングに
依存するため、read-during-write 動作を正確に推測できません。したがって、合成されたデザインのリ
ード中の書き込み動作は未定義であり、元の HDL コードと異なる場合があります。
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例-14: Verilog HDL Simple Dual-Port, Dual-Clock Synchronous RAM

module simple_dual_port_ram_dual_clock
#(parameter DATA_WIDTH=8, parameter ADDR_WIDTH=6)
(
    input [(DATA_WIDTH-1):0] data,
    input [(ADDR_WIDTH-1):0] read_addr, write_addr,
    input we, read_clock, write_clock,
    output reg [(DATA_WIDTH-1):0] q
);

    // Declare the RAM variable
    reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDR_WIDTH-1:0];
    
    always @ (posedge write_clock)
    begin
        // Write
        if (we)
            ram[write_addr] <= data;
    end
    
    always @ (posedge read_clock)
    begin
        // Read 
        q <= ram[read_addr];
    end
    
endmodule

例-15: VHDL Simple Dual-Port, Dual-Clock Synchronous RAM

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY dual_clock_ram IS
    PORT (
        clock1, clock2: IN STD_LOGIC;
        data: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
        write_address: IN INTEGER RANGE 0 to 31;
        read_address: IN INTEGER RANGE 0 to 31;
        we: IN STD_LOGIC;
        q: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)
    );
END dual_clock_ram;
ARCHITECTURE rtl OF dual_clock_ram IS
    TYPE MEM IS ARRAY(0 TO 31) OF STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    SIGNAL ram_block: MEM;
    SIGNAL read_address_reg : INTEGER RANGE 0 to 31;
BEGIN
    PROCESS (clock1)
    BEGIN
        IF (rising_edge(clock1)) THEN
            IF (we = '1') THEN
                ram_block(write_address) <= data;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    PROCESS (clock2)
    BEGIN
        IF (rising_edge(clock2)) THEN
            q <= ram_block(read_address_reg);
            read_address_reg <= read_address;
        END IF;
    END PROCESS;
END rtl;
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関連情報
Read-During-Write 動作の確認 (11 ページ)

1.4.1.8. トゥルー・デュアル・ポート同期 RAM

このセクションのコード例は、真のデュアルポート同期 RAM を推論する Verilog HDL および VHDL コ
ードを示しています。異なる合成ツールは、これらのタイプのメモリーのサポートが異なる場合がありま
す。

Intel FPGA 同期メモリーブロックには 2 つの独立したアドレスポートがあり、2 つの一意のアドレスを
同時に操作できます。リード操作とライト操作は、同じアドレスを共有している場合、同じポートを共有で
きます。

インテル Quartus Prime ソフトウェアは、Verilog HDL および VHDL の真のデュアルポート RAM を
推測します。次の特徴があります。

• 同じクロックサイクルでの独立したリードまたは書き込み操作の任意の組み合わせ。

• 大 2 つの一意のポートアドレス。

• 1 クロックサイクルで、1 つまたは 2 つの一意のアドレスで、以下を実行できます。

— 2 つのリードと 1 つのライト

— 2 つのライトと 1 つのリード

— 2 つのライトと 2 つのリード

同期 RAM ブロック・アーキテクチャーでは、2 つのポート間に優先順位はありません。したがって、両方
のポートの同じ場所に同時に書き込む場合、結果はデバイス・アーキテクチャーで不確定になります。デ
ザインを専用ハードウェア・メモリー・ブロックに実装する場合、HDL コードがメモリーブロックへの書き
込みの優先順位を暗示していないことを確認する必要があります。たとえば、両方のポートが同じプロセ
スブロックで定義されている場合、2 つのポート間に優先順位が設定されるように、コードが順番に合成
およびシミュレートされます。コードに優先順位が含まれている場合、ロジックはデバイスの RAM ブロ
ックに実装できず、通常のロジックセルに実装されます。また、RAM ブロックをデバイス RAM アーキテ
クチャーに直接マップできるようにするために、RAM ブロックのリード中のリード動作を考慮する必要
があります。

同じポートで同じアドレスの read and write 動作が発生すると、リード操作は次のように動作します。

• Read new data— インテル Arria® 10 そしてインテル Stratix® 10 デバイスはこの動作を
サポートします。

• Read old data—サポートされていません。

同じアドレスの異なるポート（混合ポートとも呼ばれる）でリードおよびライト動作が発生すると、リード
操作は次のように動作します。

• Read new data— インテル Quartus Prime プロ・エディション 合成は、同期メモリーブロッ
クの周りにバイパスロジックを作成することにより、このモードをサポートします。

• Read old data— インテル Arria 10 そしてインテル Cyclone® 10 デバイスはこの動作をサ
ポートします。

• Read don’t care—同期メモリーブロックは、シンプル・デュアル・ポートモードでこの動作をサ
ポートします。

1. 推奨 HDL コーディング・スタイル
683082 | 2020.04.13

フィードバック インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項

17

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


Verilog HDL シングル・クロック・コード・サンプルは、 同期 インテル Arria 10 メモリーブロックを直
接マップします。同じアドレスの同じポートでリードおよびライト動作が発生すると、メモリーに書き込ま
れている新しいデータが読み出されます。同じアドレスの異なるポートでリードおよびライト動作が発生
すると、メモリー内の古いデータが読み出されます。両方のポートの同じ場所に同時に書き込むと、動作
が不確定になります。

同じ動作を説明するこのデザインのデュアル・クロック・バージョンを生成すると、クロック間の関係に依
存するため、ターゲットデバイスのメモリーは未定義の混合ポートの ead-during-write 動作を示しま
す。

例-16: Verilog HDL True Dual-Port RAM with Single Clock

/ Quartus Prime Verilog Template
// True Dual Port RAM with single clock
//
// Read-during-write behavior is undefined for mixed ports 
// and "new data" on the same port

module true_dual_port_ram_single_clock
#(parameter DATA_WIDTH=8, parameter ADDR_WIDTH=6)
(
    input [(DATA_WIDTH-1):0] data_a, data_b,
    input [(ADDR_WIDTH-1):0] addr_a, addr_b,
    input we_a, we_b, clk,
    output reg [(DATA_WIDTH-1):0] q_a, q_b
);

    // Declare the RAM variable
    reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDR_WIDTH-1:0];

    // Port A 
    always @ (posedge clk)
    begin
        if (we_a) 
        begin
            ram[addr_a] = data_a;
        end
        q_a <= ram[addr_a];
    end 

    // Port B 
    always @ (posedge clk)
    begin
        if (we_b) 
        begin
            ram[addr_b] = data_b;
        end
        q_b <= ram[addr_b];
    end

endmodule

例-17: VHDL Read Statement Example

-- Port A
process(clk)
    begin
    if(rising_edge(clk)) then 
        if(we_a = '1') then
            ram(addr_a) := data_a;
        end if;
        q_a <= ram(addr_a);
    end if;
end process;

-- Port B
process(clk)
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    begin
    if(rising_edge(clk)) then 
        if(we_b = '1') then
            ram(addr_b) := data_b;
        end if;
        q_b <= ram(addr_b);
    end if;
end process;

VHDL シングル・クロックのコード・サンプルは、Intel FPGA 同期メモリーに直接マップします。同じア
ドレスの同じポートで read and write 動作が発生すると、メモリーへの新しいデータ書き込みが読み
出されます。同じアドレスの異なるポートで read and write 動作が発生すると、この動作により、 イン
テル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 デバイスの古いデータが生成され、 インテル Stratix 10
デバイスの場合は未定義です。両方のポートの同じ場所への同時ライト動作により、不確定な動作が発
生します。

同じ動作を説明するこのデザインのデュアル・クロック・バージョンを生成すると、クロック間の関係に依
存するため、ターゲットデバイスのメモリーは未定義の混合ポートの read-during-write 動作を示しま
す。

例-18: VHDL True Dual-Port RAM with Single Clock

-- Quartus Prime VHDL Template
-- True Dual-Port RAM with single clock
--
-- Read-during-write behavior is undefined for mixed ports 
-- and "new data" on the same port

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity true_dual_port_ram_single_clock is

    generic 
    (
        DATA_WIDTH : natural := 8;
        ADDR_WIDTH : natural := 6
    );

    port 
    (
        clk        : in std_logic;
        addr_a    : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
        addr_b    : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
        data_a    : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
        data_b    : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
        we_a    : in std_logic := '1';
        we_b    : in std_logic := '1';
        q_a        : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0);
        q_b        : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
    );

end true_dual_port_ram_single_clock;

architecture rtl of true_dual_port_ram_single_clock is

    -- Build a 2-D array type for the RAM
    subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
    type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_t;

    -- Declare the RAM 
    shared variable ram : memory_t;

begin

    -- Port A
    process(clk)
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    begin
    if(rising_edge(clk)) then 
        if(we_a = '1') then
            ram(addr_a) := data_a;
        end if;
        q_a <= ram(addr_a);
    end if;
    end process;

    -- Port B 
    process(clk)
    begin
    if(rising_edge(clk)) then 
        if(we_b = '1') then
            ram(addr_b) := data_b;
        end if;
          q_b <= ram(addr_b);
    end if;
    end process;

end rtl;

関連情報
ガイドライン：Read-During-Write Behavior 動作をカスタマイズする

インテル Arria 10 のコア・ファブリックおよび汎用 I/O ハンドブック

1.4.1.9. 混合幅デュアルポート RAM

このセクションの RAM コードの例は、異なる幅のデータポートを持つ RAM を推論する
SystemVerilog および VHDL コードを示しています。

Verilog-1995 は、異なるリード幅、書き込み幅、またはその両方をモデル化するための多次元配列がな
いため、混合幅 RAM をサポートしていません。 Verilog-2001 は、このタイプのロジックが複数のパッ
ク・ディメンションを必要とするため、混合幅 RAM をサポートしません。異なる合成ツールは、これらの
メモリーのサポートが異なる場合があります。このセクションでは、 インテル Quartus Prime プロ・エ
ディション合成の推論規則について説明します。

多次元パック配列の 初の次元は、幅の広いポートと幅の狭いポートの比率を表します。 2 番目の次元
は、より狭いポート幅を表します。リードおよびライト・ポートの幅は、ターゲットデバイスのメモリーブロ
ックでサポートされるリードまたはライトの比率を指定する必要があります。それ以外の場合、合成ツー
ルは RAM を推論しません。

サポートされているリード幅と書き込み幅の組み合わせを備えたパラメーター化された例について詳し
くはインテル Quartus Prime HDL テンプレートを参照してください　。また、2 つの混合幅リード・ポ
ートと 2 つの混合幅ライト・ポートを備えた真のデュアルポート RAM の例を見つけることができます。

例-19: SystemVerilog Mixed-Width RAM with Read Width Smaller than Write Width

module mixed_width_ram    // 256x32 write and 1024x8 read
(
        input [7:0] waddr,  
        input [31:0] wdata, 
        input we, clk,
        input [9:0] raddr,
        output logic [7:0] q
);
    logic [3:0][7:0] ram[0:255];
    always_ff@(posedge clk)
        begin
            if(we) ram[waddr] <= wdata;
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            q <= ram[raddr / 4][raddr % 4];
        end
endmodule : mixed_width_ram

例-20: SystemVerilog Mixed-Width RAM with Read Width Larger than Write Width

module mixed_width_ram     // 1024x8 write and 256x32 read    
(    
        input [9:0] waddr,    
        input [31:0] wdata,     
        input we, clk,     
        input [7:0] raddr,    
        output logic [9:0] q    
);    
    logic [3:0][7:0] ram[0:255];    
    always_ff@(posedge clk)    
         begin    
            if(we) ram[waddr / 4][waddr % 4] <= wdata;    
            q <= ram[raddr];    
         end    
endmodule : mixed_width_ram

例-21: VHDL Mixed-Width RAM with Read Width Smaller than Write Width

library ieee;    
use ieee.std_logic_1164.all;    
    
package ram_types is    
    type word_t is array (0 to 3) of std_logic_vector(7 downto 0);    
    type ram_t is array (0 to 255) of word_t;    
end ram_types;    
    
library ieee;    
use ieee.std_logic_1164.all;    
library work;    
use work.ram_types.all;    
    
entity mixed_width_ram is    
    port (    
        we, clk : in  std_logic;    
        waddr   : in  integer range 0 to 255;    
        wdata   : in  word_t;    
        raddr   : in  integer range 0 to 1023;    
        q       : out std_logic_vector(7 downto 0));    
end mixed_width_ram;    
    
architecture rtl of mixed_width_ram is    
    signal ram : ram_t;     
begin  -- rtl    
    process(clk, we)    
    begin    
        if(rising_edge(clk)) then     
            if(we = '1') then    
                ram(waddr) <= wdata;    
            end if;    
            q <= ram(raddr / 4 )(raddr mod 4);    
        end if;    
    end process;        
end rtl;

例-22: VHDL Mixed-Width RAM with Read Width Larger than Write Width

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

package ram_types is
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    type word_t is array (0 to 3) of std_logic_vector(7 downto 0);
    type ram_t is array (0 to 255) of word_t;
end ram_types;

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library work;
use work.ram_types.all;

entity mixed_width_ram is
    port (
        we, clk : in  std_logic;
        waddr   : in  integer range 0 to 1023;
        wdata   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        raddr   : in  integer range 0 to 255;
        q       : out word_t);
end mixed_width_ram;

architecture rtl of mixed_width_ram is
    signal ram : ram_t; 
begin  -- rtl
    process(clk, we)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then 
            if(we = '1') then
                ram(waddr / 4)(waddr mod 4) <= wdata;
            end if;
            q <= ram(raddr);
        end if;
    end process; 
end rtl;

1.4.1.10. バイトイネーブル信号付き RAM

このセクションの RAM コードの例は、メモリーワードまたはバイトイネーブル信号に 1 バイトを書き込
むための制御を備えた RAM を推論する SystemVerilog および VHDL コードを示しています。

合成は、2 つのインデックスを持つ書き込み式を作成し、RAM の「ワード」の一部を書き込むことにより、
バイトイネーブル信号をモデル化します。これらの実装では、適切なバイトイネーブルをイネーブルする
ことで、一度に複数のバイトを書き込むこともできます。

Verilog-1995 は、異なるリード幅、ライト幅、またはその両方をモデル化するための多次元配列がない
ため、混合幅 RAM をサポートしていません。 Verilog-2001 は、このタイプのロジックが複数のパック・
ディメンションを必要とするため、混合幅 RAM をサポートしません。異なる合成ツールは、これらのメモ
リーのサポートが異なる場合があります。このセクションでは、 インテル Quartus Prime プロ・エディ
ション合成について説明します。

異なるアドレス幅に使用できるパラメーター化された例のインテル Quartus Prime HDL テンプレー
ト、および 2 つのリード・ポートと 2 つのライト・ポートを備えたトゥルー・デュアル・ポート RAM の例を参
照してください。

例-23: SystemVerilog Simple Dual-Port Synchronous RAM with Byte Enable

module byte_enabled_simple_dual_port_ram  
( 
    input we, clk,
    input [ADDRESS_WIDTH-1:0] waddr, raddr,// address width = 6 
    input [NUM_BYTES-1:0] be, // 4 bytes per word
    input [(BYTE_WIDTH * NUM_BYTES -1):0] wdata, // byte width = 8, 4 bytes per 
word
    output reg [(BYTE_WIDTH * NUM_BYTES -1):0] q // byte width = 8, 4 bytes per 
word
);
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   parameter ADDRESS_WIDTH = 6;
   parameter DEPTH = 2**ADDRESS_WIDTH;
   parameter BYTE_WIDTH = 8;
   parameter NUM_BYTES = 4;

   // use a multi-dimensional packed array
   //to model individual bytes within the word
   logic [NUM_BYTES-1:0][BYTE_WIDTH-1:0] ram[0:DEPTH-1]; 
     // # words = 1 << address width

    // port A
   always@(posedge clk)
   begin
       if(we) begin
          for (int i = 0; i < NUM_BYTES; i = i + 1) begin
            if(be[i]) ram[waddr][i] <= wdata[i*BYTE_WIDTH +: BYTE_WIDTH];
          end
      end
      q <= ram[raddr];
   end
endmodule

例-24: VHDL Simple Dual-Port Synchronous RAM with Byte Enable

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library work;

entity byte_enabled_simple_dual_port_ram is
generic (DEPTH      : integer := 64;
         NUM_BYTES  : integer :=  4;
         BYTE_WIDTH : integer :=  8
);
port (
    we, clk : in  std_logic;
    waddr, raddr : in  integer range 0 to DEPTH -1 ;     -- address width = 6
    be   : in  std_logic_vector (NUM_BYTES-1 downto 0);   -- 4 bytes per word
    wdata: in  std_logic_vector((NUM_BYTES * BYTE_WIDTH -1) downto 0);   -- 
width = 32
    q    : out std_logic_vector((NUM_BYTES * BYTE_WIDTH -1) downto 0) ); -- 
width = 32
end byte_enabled_simple_dual_port_ram;

architecture rtl of byte_enabled_simple_dual_port_ram is

    --  build up 2D array to hold the memory
    type word_t is array (0 to NUM_BYTES-1) of std_logic_vector(BYTE_WIDTH-1 
downto 0);
    type ram_t is array (0 to DEPTH-1) of word_t;

    signal ram : ram_t;
    signal q_local : word_t;

    begin  -- Re-organize the read data from the RAM to match the output
        unpack: for i in 0 to NUM_BYTES-1 generate    
            q(BYTE_WIDTH*(i+1) - 1 downto BYTE_WIDTH*i) <= q_local(i);
    end generate unpack;
        
    -- port A
    process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then 
            if(we = '1') then
                for I in (NUM_BYTES-1) downto 0 loop
                    if(be(I) = '1') then
                        ram(waddr)(I) <= wdata(((I+1)*BYTE_WIDTH-1) downto 
I*BYTE_WIDTH);
                    end if;
                 end loop;
            end if;
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            q_local <= ram(raddr);
        end if;
    end process;  
end rtl;

1.4.1.11. 電源投入時に初期メモリーの内容の指定

合成ツールには、推定メモリーの初期コンテンツを指定するさまざまな方法が用意されている場合があ
ります。 MLAB の連続リードにより、専用 RAM ブロックと MLAB メモリーの間にわずかなパワーアップ
と初期化の違いがあります。

Intel FPGA 専用の RAM ブロック出力は常にゼロにパワーアップされ、 初のリード時に初期値に設
定されます。たとえば、アドレス 0が事前に FF に初期化されている場合、RAM ブロックは 0の出力で
起動します。電源投入後のアドレス 0からの後続のリードは、FF の事前初期化された値を出力します。し
たがって、RAM の電源がオンになり、イネーブル（リードイネーブルまたはクロックイネーブル）が Low
に保持されると、 初の有効なリードサイクルまでパワーアップ出力 0が維持されます。合成ツールは、
0にパワーアップするレジスターを使用して MLAB を実装しますが、パワーアップまたはリセット時にす
ぐに初期値に初期化します。したがって、有効化状態に関係なく、初期値が表示されます。インテル
Quartus Prime HDL コードが適切な ramstyle属性を指定すると、ソフトウェアは推論されたメモ
リーを MLAB にマップします。

Verilog HDL では、初期ブロックを使用して、推定メモリーの内容を初期化できます。 インテル
Quartus Prime プロ・エディション合成では、推論された RAM の初期ブロックがメモリー初期化ファ
イル（ .mif ）に自動的に変換されます。

例-25: Verilog HDL RAM with Initialized Contents

module ram_with_init(
   output reg [7:0] q,
   input [7:0] d,
   input [4:0] write_address, read_address,
   input we, clk
);
   reg [7:0] mem [0:31];
   integer i;

   initial begin
      for (i = 0; i < 32; i = i + 1)
         mem[i] = i[7:0];
   end

   always @ (posedge clk) begin
      if (we)
         mem[write_address] <= d;
      q <= mem[read_address];
   end
endmodule

インテル Quartus Prime プロ・エディション合成およびその他の合成ツールも、 $ readmembおよ
び$ readmemh属性をサポートしています。これらの属性により、RAM の初期化と ROM の初期化
は、合成とシミュレーションで同じように機能します。

例-26: Verilog HDL RAM Initialized with the readmemb Command

reg [7:0] ram[0:15];
initial 
begin
    $readmemb("ram.txt", ram);
end
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VHDL では、対応する信号のデフォルト値を指定することにより、推定メモリーの内容を初期化できま
す。 インテル Quartus Prime プロ・エディション合成では、デフォルト値が自動的に推論された RAM
の.mifファイルに変換されます。

例-27: VHDL RAM with Initialized Contents

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

ENTITY ram_with_init IS
    PORT(
            clock: IN STD_LOGIC;
            data: IN UNSIGNED (7 DOWNTO 0);
            write_address: IN integer RANGE 0 to 31;
            read_address: IN integer RANGE 0 to 31;
            we: IN std_logic;
            q: OUT UNSIGNED (7 DOWNTO 0));
END;

ARCHITECTURE rtl OF ram_with_init IS

    TYPE MEM IS ARRAY(31 DOWNTO 0) OF unsigned(7 DOWNTO 0);
    FUNCTION initialize_ram
        return MEM is
        variable result : MEM;
    BEGIN 
        FOR i IN 31 DOWNTO 0 LOOP
            result(i) := to_unsigned(natural(i), natural'(8));
        END LOOP; 
        RETURN result;
    END initialize_ram;

    SIGNAL ram_block : MEM := initialize_ram;
BEGIN
    PROCESS (clock)
    BEGIN
        IF (rising_edge(clock)) THEN
            IF (we = '1') THEN
            ram_block(write_address) <= data;
            END IF;
            q <= ram_block(read_address);
        END IF;
    END PROCESS;
END rtl;

1.4.2. HDL コードからの ROM ファンクションの推測

合成ツールは、CASEステートメントのすべての選択肢に対して値が定数に設定されている CASEステ
ートメントが存在する場合に ROM を推測します。

通常、小さな ROM は通常のロジックのレジスターを使用して実装したときに 高のパフォーマンスを実
現するため、各 ROM 関数は推論とメモリーへの配置の 小サイズ要件を満たす必要があります。

同期 RAM ブロックを備えたデバイス・アーキテクチャーの場合、ROM ブロックを推測するために、合成
はアドレスまたは出力のいずれかにレジスターを使用する必要があります。デザインで出力レジスターを
使用する場合、合成は ROM の機能に影響を与えることなく RAM ブロックの入力レジスターからレジス
ターを実装します。アドレスをレジスターすると、推論された ROM のパワーアップ状態が HDL デザイン
と異なる場合があります。このシナリオでは、 インテル Quartus Prime 合成は警告を発行します。

次の ROM の例は、 Intel FPGA メモリー・アーキテクチャーに直接にマップします。
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例-28: Verilog HDL Synchronous ROM

module sync_rom (clock, address, data_out);
    input clock;
    input [7:0] address;
    output reg [5:0] data_out;
    reg [5:0] data_out;

    always @ (posedge clock)
    begin
        case (address)
            8'b00000000: data_out = 6'b101111;
            8'b00000001: data_out = 6'b110110;
            ...
            8'b11111110: data_out = 6'b000001;
            8'b11111111: data_out = 6'b101010;
        endcase
    end
endmodule

例-29: VHDL Synchronous ROM

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY sync_rom IS
    PORT (
        clock: IN STD_LOGIC;
        address: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        data_out: OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0)
    );
END sync_rom;

ARCHITECTURE rtl OF sync_rom IS
BEGIN
PROCESS (clock)
    BEGIN
    IF rising_edge (clock) THEN
        CASE address IS
            WHEN "00000000" => data_out <= "101111";
            WHEN "00000001" => data_out <= "110110";
            ...
            WHEN "11111110" => data_out <= "000001";
            WHEN "11111111" => data_out <= "101010";
            WHEN OTHERS     => data_out <= "101111";
        END CASE;
    END IF;
    END PROCESS;
END rtl;

例-30: Verilog HDL Dual-Port Synchronous ROM Using readmemb

module dual_port_rom
#(parameter data_width=8, parameter addr_width=8)
(
    input [(addr_width-1):0] addr_a, addr_b,
    input clk, 
    output reg [(data_width-1):0] q_a, q_b
);
    reg [data_width-1:0] rom[2**addr_width-1:0];

    initial // Read the memory contents in the file
             //dual_port_rom_init.txt. 
    begin
        $readmemb("dual_port_rom_init.txt", rom);
    end
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    always @ (posedge clk)
    begin
        q_a <= rom[addr_a];
        q_b <= rom[addr_b];
    end
endmodule

例-31: VHDL Dual-Port Synchronous ROM Using Initialization Function

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity dual_port_rom is
    generic (
        DATA_WIDTH : natural := 8;
        ADDR_WIDTH : natural := 8
    );
    port (
        clk     : in std_logic;
        addr_a  : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
        addr_b  : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
        q_a     : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0);
        q_b     : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
    );
end entity;

architecture rtl of dual_port_rom is
    -- Build a 2-D array type for the ROM
    subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
    type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH - 1 downto 0) of word_t;

    function init_rom
        return memory_t is 
        variable tmp : memory_t := (others => (others => '0'));
    begin 
        for addr_pos in 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1 loop 
            -- Initialize each address with the address itself
            tmp(addr_pos) := std_logic_vector(to_unsigned(addr_pos, 
DATA_WIDTH));
        end loop;
        return tmp;
    end init_rom;     

    -- Declare the ROM signal and specify a default initialization value.
    signal rom : memory_t := init_rom;
begin
    process(clk)
    begin
    if (rising_edge(clk)) then
        q_a <= rom(addr_a);
        q_b <= rom(addr_b);
    end if;
    end process;
end rtl;

1.4.3. HDL コードでのシフトレジスターの推論

インテル Arria 10 デバイスにシフトレジスターを推測するに 、合成ツールは同じ長さのシフトレジス
ターのグループを検出し、それらを Intel FPGA シフトレジスター IP コアに変換します。
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検出のために、すべてのシフトレジスターには次の特性が必要です。

• 同じクロックとクロックイネーブルを使用する

• 他の二次信号なし

• 少なくとも 3 つのレジスタが離れている等間隔のタップ

合成では、専用 RAM ブロックを備えたデバイス・ファミリーのシフトレジスターのみが認識されます。 イ
ンテル Quartus Prime プロ・エディション 合成では次のガイドラインを使用します。

• インテル Quartus Prime ソフトウェアは、レジスターされたバスの幅（W）、各タップ間の長さ（L）、
またはタップ数（N）に基づいて、Intel FPGA シフト・レジスター IP コアを推測するかどうかを決定
します。

• Auto Shift Register Recognition オプションが Auto に設定されている場合、 インテル
Quartus Prime プロ・エディション 合成は、レジスターを使用してロジック用 RAM ブロックに実
装されてシフトするかを決定します。

— 最適化手法設定

— デザインに関するロジックおよび RAM 使用率情報

— タイミング駆動合成からのタイミング情報

• レジスターされたバス幅が 1（ W = 1 ）の場合、 インテル Quartus Prime タップ数と各タップ間
の長さの積が 64 以上（ N x L> 64 ）の場合、合成はシフトレジスター IP を推測します。

• レジスターされたバス幅が 1 より大きく（ W > 1 ）、レジスターされたバス幅にタップ数×各タップ
間の長さを掛けた値が 32（ W×N×L> 32 ）以上の場合、 インテル Quartus Prime 合成は
Intel FPGA シフトレジスター IP コアを推測します。

• 各タップ間の長さ（ L ）が 2 のべき乗でない場合、 インテル Quartus Prime 合成では、シフトレ
ジスターのサイズが異なるため、リードおよびライトカウンターをデコードするために外部ロジック
（LE または ALM）が必要です。この余分なデコードロジックにより、メモリーにシフトレジスターを
実装することによるパフォーマンスと使用上の利点がなくなります。

インテル Quartus Prime 合成が Intel FPGA シフトレジスター IP コアにマップして、RAM 内に置く
レジスターは、合成後にノード名が存在しないため、シミュレーション・ツールの Verilog HDL または
VHDL 出力ファイルでは使用できません。

注意: Compiler は、 shift enable信号を使用するシフトレジスターを MLAB メモリーに実装できませ
ん。代わりに、コンパイラは専用の RAM ブロックを使用します。シフトレジスターを実装するメモリー構
造のタイプを制御するには、 ramstyle属性を使用します。

1.4.3.1. シンプル・シフト・レジスター

このセクションの例は、単純なシングルビット幅の 69 ビット長のシフトレジスターを示しています。

インテル Quartus Prime 合成は、サポートされるデバイスの ALTSHIFT_TAPS IP コアにレジスター
（ W = 1および M = 69 ）を実装し、専用の RAM ブロックまたは MLAB メモリーに配置されるサポ
ートされるデバイスの RAM にマップします。レジスターの長さが 69 ビット未満の場合、 インテル
Quartus Prime 合成では、シフトレジスターをロジックに実装します。

例-32: Verilog HDL シングル・ビット幅、69 ビット長シフトレジスター

module shift_1x69 (clk, shift, sr_in, sr_out);
    input clk, shift;
    input sr_in;
    output sr_out;
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    reg [68:0] sr;

    always @ (posedge clk)
    begin
        if (shift == 1'b1)
        begin
            sr[68:1] <= sr[67:0];
            sr[0] <= sr_in;
        end
    end
    sr_out <= sr(68);
endmodule

例-33: Verilog HDL シングル・ビット幅、69 ビット長シフトレジスター

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
ENTITY shift_1x69 IS
    PORT (
        clk: IN STD_LOGIC;
        shift: IN STD_LOGIC;
        sr_in: IN STD_LOGIC;
        sr_out: OUT STD_LOGIC
    );
END shift_1x69;

ARCHITECTURE arch OF shift_1x69 IS
    TYPE sr_length IS ARRAY (68 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC;
    SIGNAL sr: sr_length;
BEGIN
    PROCESS (clk)
        BEGIN
        IF (rising_edge(clk)) THEN
            IF (shift = '1') THEN
            sr(68 DOWNTO 1) <= sr(67 DOWNTO 0);
            sr(0) <= sr_in;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    sr_out <= sr(65);
END arch;

1.4.3.2. タップを等間隔に配置したシフトレジスター

次の例は、128、192、および 254 に等間隔のタップがある Verilog HDL および VHDL 8 ビット幅、
255 ビット長のシフトレジスター（ W> 1および M = 255 ）を示しています。

合成ソフトウェアはこの機能を単一の ALTSHIFT_TAPS IP コアに実装し、サポートされているデバイ
スの RAM にマップします。これにより、専用 RAM ブロックまたは MLAB メモリーに配置できます。

例-34: Verilog HDL シングル・ビット幅、255 ビット長シフトレジスター

module top (clk, shift, sr_in, sr_out, sr_tap_one, sr_tap_two,
                sr_tap_three );
    input clk, shift;
    input [7:0] sr_in;
    output [7:0] sr_tap_one, sr_tap_two, sr_tap_three, sr_out;
    reg [7:0] sr [254:0];
    integer n;
    always @ (posedge clk)
        begin
        if (shift == 1'b1)
            begin
            for (n = 254; n>0; n = n-1)
                begin
                sr[n] <= sr[n-1];

1. 推奨 HDL コーディング・スタイル
683082 | 2020.04.13

フィードバック インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項

29

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


                end
            sr[0] <= sr_in;
        end
    end
    assign sr_tap_one = sr[64];
    assign sr_tap_two = sr[128];
    assign sr_tap_three = sr[192];
    assign sr_out = sr[254];
endmodule

1.5. レジスターおよびラッチ・コーディング・ガイドライン

このセクションでは、Intel レジスターとラッチのためのデバイス固有のコーディングに関する推奨事項
を提供します。ターゲットのアーキテクチャーを理解する Intel デバイスは、RTL が期待される結果を生
成し、結果の 適な品質を達成することを保証するのに役立ちます。

1.5.1. レジスターのパワーアップ・レベル

デバイスコアのレジスターは、すべての Intel FPGA デバイスで低（0）ロジックレベルにパワーアップし
ます。ただし、 0以外のパワーアップレベルを指定するデザインの場合、合成ツールは、レジスターをハ
イ（ 1 ）ロジックレベルにパワーアップするかのように動作するように指示するロジックを実装できま
す。

preset信号を使用するデザインで、ターゲットデバイスがレジスター・アーキテクチャーのプリセット
をサポートしていない場合、合成は preset信号を clear信号に変換する場合があり、NOT ゲート
のプッシュバック 適化を実行する必要があります。 NOT ゲートのプッシュバックでは、レジスターの
入力と出力にインバータが追加されるため、リセットおよびパワーアップ状態が高く表示され、デバイス
は期待どおりに動作します。この場合、合成ツールはパワーアップ状態に関するメッセージを発行する
場合があります。レジスター自体の電源は低くなりますが、レジスター出力が反転するため、すべての宛
先に到着する信号は高くなります。

これらの影響により、ゼロ以外のリセット値を指定すると、合成ツールはレジスターで使用可能な非同期
クリア（ aclr ）信号を使用して、NOT ゲートのプッシュバックで上位ビットを実装できます。その場合、
レジスターは指定されたリセット値にパワーアップするように見えます。

非同期ロード（aload）信号は、デバイスレジスターで使用可能である場合、合成ツールは、1または 0
の非同期ロードを使用して、1又は 0の値のリセットを実施することができます。合成ツールが load
信号を使用する場合 、NOT ゲートのプッシュバックを実行していないため、レジスターは 0の論理レベ
ルにパワーアップします。詳細については、適切なデバイス・ファミリーのハンドブックを参照してくださ
い。

オプションで、明示的なリセット信号によるリセット後に、すべてのレジスターを適切な値に強制すること
ができます。この手法により、電源投入後にデバイスをリセットして適切な状態に戻すことができます。

レジスターの非同期制御ポートを駆動する前にデバイス・アーキテクチャーの外部ロジックまたは組み
合わせロジックを同期することで、より安定したデザインが可能になり、潜在的なグリッチを回避できま
す。

関連情報
推奨デザイン・プラクティス (55 ページ)
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1.5.1.1. パワーアップ値の指定

合成ツールで使用可能なオプションを使用すると、デザインのパワーアップ条件を指定できます。 イン
テル Quartus Prime プロ・エディション 合成は、 Power-Up Leve ロジックオプションを提供しま
す。

また、ソースコードで altera_attribute割り当てを使用してパワーアップレベルを指定すること
もできます。この属性は、合成ツールがコアレジスターのパワーアップ状態を変更できないため、合成に
強制的に NOT ゲートのプッシュバックを実行させます。

Power-Up Level ロジックオプションは、特定のレジスター、またはデザイン・エンティティー、モジュ
ール、またはサブデザインに適用できます。このオプションを割り当てると、そのブロック内のすべてのレ
ジスターが値を受け取ります。レジスターはデフォルトで 0までパワーアップします。したがって、この割
り当てを使用して、NOT ゲートのプッシュバックを使用して、すべてのレジスターを 1に強制的にパワー
アップできます。

大規模なデザイン・エンティティーで Power-Up Level を論理レベルの High レベルに設定すると、
必要なインバータの数が原因で結果の品質が低下する可能性があります。また、このタイプのデザインを
移行することはより困難かもしれません。

一部の合成ツールは、レジスターされた信号のデフォルト値または初期値をリード、この動作をデバイス
に実装することもできます。例えば、 インテル Quartus Prime プロ・エディション合成は 、レジスター
された信号のデフォルト値を Power-Up Level 設定に変換します。インテル Quartus Prime ソフ
トウェアがデフォルト値を読み出すとき、合成された動作は論理シミュレーション中の HDL コードのパ
ワーアップ状態と一致します。

例-35: Verilog Register with High Power-Up Value

reg q = 1’b1; //q has a default value of ‘1’
always @ (posedge clk)
begin
   q <= d;
end

例-36: VHDL Register with High Power-Up Level

SIGNAL q : STD_LOGIC := '1'; -- q has a default value of '1'
PROCESS (clk, reset)
BEGIN
    IF (rising_edge(clk)) THEN
        q <= d;
    END IF;
END PROCESS;

デザインには、信号タイプに基づいて宣言されていないデフォルトの電源投入条件が含まれている場合
があります。 VHDL レジスター信号を整数として宣言する場合、 インテル Quartus Prime 合成では、
整数範囲の左端をパワーアップ値として使用します。デフォルトの符号付き整数タイプの場合、デフォル
トのパワーアップ値は 大の負の整数（ 100…001 ）です。符号なし整数型の場合、デフォルトの起動時
の値は 0です。

注意: ターゲットデバイス・アーキテクチャーが aclrや aloadなどの 2 つの非同期制御信号をサポートし
ていない場合、異なる電源投入状態とリセット状態を設定できません。 NOT ゲートのプッシュバック・ア
ルゴリズムがレジスターを 1に設定するロジックを作成すると、そのレジスターはパワーアップ High に
なります。合成属性または初期値を介して異なるパワーアップ条件を設定すると、合成はパワー・アップ・
レベルを無視します。
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1.5.2. クリアおよびクロックイネーブルなどのセカンダリー・レジスター制御信号

のレジスター Intel FPGA は、多くのセカンダリー制御信号を提供します。これらの信号を使用して、余
分な論理セルを使用せずに各レジスターの制御ロジックを実装します。 Intel FPGA デバイス・ファミリ
ーでは、2 次信号のサポートが異なるため、デバイス・ファミリーのデータシートを参照して、ターゲットデ
バイスで使用可能な信号を確認してください。

デバイスで信号を も効率的に使用するには、HDL コードがデバイス・アーキテクチャーに可能な限り
一致するようにします。アーキテクチャーの性質上、制御信号には特定の優先順位があります。可能であ
れば、HDL コードはその優先順位に従う必要があります。

合成ツールは、通常のロジックを使用して制御信号をエミュレートできるため、機能的に正しい結果を
常に得ることができます。ただし、デザイン要件により制御信号の使用と優先順位を柔軟に制御できる場
合、デザインをターゲットデバイス・アーキテクチャーに合わせて、 も効率的な結果を達成してくださ
い。デザインの信号の優先度がターゲット・アーキテクチャーの優先度と同じでない場合、制御信号を実
装するために追加のロジックが必要になる場合があります。この追加のロジックは追加のデバイスリソ
ースを使用するため、制御信号に追加の遅延を引き起こす可能性があります。

特定のケースでは、デバイス・アーキテクチャーで専用の制御ロジック以外のロジックを使用すると、より
大きな影響があります。たとえば、 clock enable信号は、デバイス・アーキテクチャーの同期
resetまたは clear信号よりも優先されます。 clock enableは LAB のクロックラインをオフ
にし、 clear信号は同期します。したがって、デバイス・アーキテクチャーでは、同期クリアはクロックエ
ッジが発生したときにのみイネーブルなります。

clock enable信号よりも優先される同期 clear信号でレジスターを定義する場合、 インテル
Quartus Prime 合成は、レジスターへのデータ入力を使用してクロックイネーブル機能をエミュレート
します。エミュレートされた機能はレジスターの clock enableポートを使用しないため、Clock
Enable Multicycle マルチサイクル制約を適用できません。この場合、異なる優先順位を使用すると、
clock enable信号への割り当てで予期しない結果が生じます。

Intel FPGA デバイス・ファミリーの信号の順序はすべて同じです。ただし、すべてのデバイス・ファミリー
がすべての信号を提供するわけではありません。優先順位は次のとおりです。

1. Asynchronous Clear ( clrn)— 高の優先度

2. Enable (ena)

3. Synchronous Clear (sclr)

4. Synchronous Load (sload)

5. Data In (data)— 低優先度

Intel FPGA デバイスでのセカンダリー制御信号の優先順位は、他のベンダーの FPGA デバイスの注文
とは異なります。デザイン要件が優先度に関して柔軟性がある場合、FPGA ベンダー間でデザインを移
行するときに、セカンダリー制御信号がデザイン・パフォーマンス要件を満たしていることを確認します。
良の結果を達成するため。ターゲットデバイスのアーキテクチャーに合わせてください。

例-37: セカンダリー信号付きの Verilog D タイプフリップフロップバス

このモジュールはすべてのインテル Arria 10 DFF セカンダリー信号を使用します: clrn 、 ena 、
sclr 、および sload 。シンセシスは同じセカンダリー信号を持つ複数の DFF がある場合にのみいく
つかのセカンダリー信号を推測するため、単一の DFF ではなく 8 ビットの DFF バスをインスタンス化す
ることに注意してください。

module top(clk, clrn, sclr, sload, ena, data, sdata, q);
    input clk, clrn, sclr, sload, ena;
    input [7:0] data, sdata;
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    output [7:0] q;
    reg [7:0] q;
    always @ (posedge clk or posedge clrn)
        begin
        if (clrn)
            q <= 8'b0;
        else if (ena)
            begin
            if (sclr)
                q <= 8'b0;
            else if (!sload)
                q <= data;
            else
                q <= sdata;
            end
        end
endmodule

関連情報
Clock Enable Multicycle

In インテル Quartus Prime Timing Analyzer Cookbook

1.5.3. ラッチ

ラッチは、新しい値が割り当てられるまで信号の値を保持する小さな組み合わせループです。合成ツー
ルは、ラッチを使用するつもりがなかった場合、HDL コードからラッチを推測できます。ラッチを推測す
る場合、デバイスを正しく動作させるために正しく推測することが重要です。

注意: 可能な限りラッチを使用しないデザイン。

関連情報
意図しないラッチ推論の回避 (58 ページ)

1.5.3.1. 意図しないラッチ生成を回避する

組み合わせロジックをデザインする場合、特定のコーディング・スタイルが意図しないラッチを作成する
可能性があります。たとえば、 CASEまたは IFステートメントがすべての可能な入力条件をカバーして
いない場合、新しい出力値が割り当てられていない場合、合成ツールはラッチを推測して出力を保持で
きます。推論されたラッチへの参照については、合成ツールのメッセージを確認してください。

コードが意図せずにラッチを作成する場合、RTL を変更してラッチを削除します。

• HDL コードがクロックエッジの外側の信号に値を割り当てた場合（たとえば、非同期 resetを使
用 する場合）、合成はラッチを推測しますが、コードはエッジ・トリガー・デザイン・ブロックの値を割
り当てません。

• また、HDL コードがエッジ・トリガー・デザイン・ブロックの信号に値を割り当てるときに意図しない
ラッチが発生しますが、合成の 適化によりそのロジックが削除されます。たとえば、 CASEまたは
IFステートメントが FALSE と評価される条件のみをテストする場合、合成は 適化中にそのステ
ートメントのロジックまたは信号の割り当てを削除します。この 適化により、信号のラッチが推論
される場合があります。

• IFまたは CASEステートメントで 後の ELSEまたは WHEN OTHERS句を省略すると、ラッチ
が生成されることもあります。デフォルト条件の Do n't care（ X ）割り当ては、ラッチ生成を防ぐの
に役立ちます。 適なロジック 適化のために、ロジック値の代わりにデフォルトの CASEまたは
終 ELSE値をドントケア（ X ）に割り当てます。
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Verilog HDL デザインでは、 full_case属性を使用して、未指定のケースをドントケア値（ X ）とし
て扱います。ただし、 full_case属性は合成のみであるため、シミュレーションツールは未指定のケ
ースをラッチとして処理するため、シミュレーションの不一致が発生する可能性があります。

例-38: VHDL Code Preventing Unintentional Latch Creation

後の ELSE句がない場合、次のコードは意図しないラッチを作成して、 SEL入力の残りの組み合わ
せをカバーします。をターゲットにしているとき Stratix このコードを持つシリーズデバイスでは、 終
ELSE条件を省略すると、合成ツールは ELSEステートメントで使用する 3 つではなく、 大 6 つの LE
を使用する可能性があります。さらに、 終的な ELSE句を Xではなく 1に割り当てると、ドントケア値
ではなく定数値を指定すると合成ツールが 適化を実行できないため、LE がわずかに多くなる可能性
があります。

LIBRARY ieee;
USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY nolatch IS
    PORT (a,b,c: IN STD_LOGIC;
        sel: IN STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
        oput: OUT STD_LOGIC);
END nolatch;

ARCHITECTURE rtl OF nolatch IS
BEGIN
    PROCESS (a,b,c,sel) BEGIN
        IF sel = "00000" THEN
            oput <= a;
        ELSIF sel = "00001" THEN
            oput <= b;
        ELSIF sel = "00010" THEN
            oput <= c;
        ELSE                   --- Prevents latch inference
            oput <= 'X'; --/
        END IF;
    END PROCESS;
END rtl;

1.5.3.2. ラッチを正しく推測する

合成ツールは、組み合わせループに通常関連するグリッチとタイミングの問題を示さないラッチを推測
できます。 インテル Quartus Prime プロ・エディション ソフトウェアは、Compilation Report の
User-Specified and Inferred Latches セクションで合成が推論したラッチをレポートします。
このレポートは、ラッチがタイミングハザードを示すかどうか、およびユーザー指定のラッチと推測され
たラッチの総数を示します。

注意: 場合によっては、タイミング解析がラッチタイミングを完全にモデル化しないことがあります。ベストプ
ラクティスとして、デザインで必要な場合を除き、ラッチを避け、影響を完全に理解してください。

デザインのラッチまたは組み合わせループがユーザー指定および推定ラッチセクションに表示されない
場合、 インテル Quartus Prime 合成はラッチを安全なラッチとして推論しなかったため、ラッチにグリ
ッチがないとは見なされません。

Compilation Report の Analysis＆Synthesis Logic Cells Representing
Combinational Loops テーブルにリストされているすべての組み合わせループは、タイミングの危
険性があります。これらのエントリは、さらに調査が必要なデザインの問題を示しています。ただし、正し
いデザインには組み合わせループを含めることができます。たとえば、組み合わせループを感作できない
可能性があります。これは、ハードウェアに電気的なパスがある場合に発生しますが、次のいずれかです。
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• デザイン者は、回路がそのパスをアクティブにするデータに遭遇しないことを知っている、または

• 周囲のロジックは相互に排他的な方法で設定され、データ入力に関係なく、そのパスがこれまでに
増感されることを防ぎます。

6 入力 LUT ベースのデバイスの場合、 インテル Quartus Prime 合成は、組み合わせループ内の単一
の適応ルックアップテーブル（ALUT）ですべてのラッチ入力を実装します。したがって、1 つの入力が変
更された場合、 ユーザー指定および推測ラッチテーブルのすべてのラッチにはタイミングの危険はあり
ません。

インテル Quartus Prime 合成レポートがラッチを安全なラッチとしてリストすると、itter での物理合
成ネットリストの 適化など、その他の 適化により、危険のないパフォーマンスを維持します。危険のな
い動作を保証するために、一度に変更できる制御入力は 1 つだけです。 setと resetを同時にディア
サートする、データを変更して同時にイネーブルするなど、2 つの入力を同時に変更すると、ラッチで不正
な動作が発生する可能性があります。

インテル Quartus Prime 合成は、Verilog HDL の alwaysブロックと VHDL のプロセスステート
メントからラッチを推測します。しかしながら、 インテル Quartus Prime 合成では、Verilog HDL での
連続した割り当て、または VHDL での同時信号割り当てからラッチを推測しません。これらの規則は、レ
ジスターの推論と同じです。インテル Quartus Prime 合成は、 alwaysブロックおよび process
ステートメントからのみレジスターまたはフリップフロップを推測します。

例-39: Verilog HDL Set-Reset Latch

module simple_latch (
   input SetTerm,
   input ResetTerm,
   output reg LatchOut
   );
   always @ (SetTerm or ResetTerm) begin
      if (SetTerm)
         LatchOut = 1'b1;
      else if (ResetTerm)
         LatchOut = 1'b0;
   end
endmodule

例-40: VHDL Data Type Latch

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
ENTITY simple_latch IS
    PORT (
        enable, data    : IN STD_LOGIC;
        q               : OUT STD_LOGIC
    );
END simple_latch;
ARCHITECTURE rtl OF simple_latch IS
BEGIN
    latch : PROCESS (enable, data)
        BEGIN
        IF (enable = '1') THEN
            q <= data;
        END IF;
    END PROCESS latch;
END rtl;

次の例は、インテル Quartus Prime ソフトウェアのラッチを推測しない Verilog HDL 連続割り当てを
示しています。
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例-41: Verilog Continuous Assignment Does Not Infer Latch

assign latch_out = (~en & latch_out) | (en & data);

割り当ての動作はラッチに似ていますが、ラッチとして正しく機能しない場合があり、そのタイミングはラ
ッチとして分析されません。 インテル Quartus Prime プロ・エディション 合成は、Intel FPGA ラッチ
IP コアのインスタンス化のために可能な場合、安全なラッチも作成します。 Intel FPGA ラッチ IP を使
用すると、データ、イネーブル、セット、および reset入力の任意の組み合わせでラッチを定義できま
す。安全なラッチの作成には、HDL コードからラッチを推論する場合と同じ制限が適用されます。

別の合成ツールで Intel FPGA ラッチ IP コアを推測することにより、 また、インテル Quartus Prime
合成は実装をラッチとして認識します。サードパーティの合成ツールが Intel FPGA ラッチ IP コアを使
用してラッチを実装している場合、 インテル Quartus Prime プロ・エディション 合成は、HDL ソース
コードで定義したラッチをリストするのと同じ方法で、 User-Specified and Inferred Latches
テーブルにラッチをレポートします。 Intel FPGA ラッチ IP コアの実装を生成するために必要なコーデ
ィング・スタイルは、合成ツールによって異なります。一部のサードパーティ合成ツールには、推論される
インテル FPGA ラッチ IP コアの数がリストされています。

Fitter は、合成がラッチイネーブルとして識別する信号を含む制御信号にグローバル・ルーティングを使
用します。場合によっては、グローバル挿入遅延によりタイミング・パフォーマンスが低下します。必要に
応じて、 インテル Quartus Prime グローバル信号ロジックオプションをオフにして、グローバル信
号の使用を手動で防止できます。Compilation Report の Global＆Other Fast Signals テーブル
は、グローバル・ラッチ・イネーブルをレポートします。

1.6. 全体的なコーディング・ガイドライン

このセクションでは、コーディング・スタイルが HDL コードのターゲットとする Intel FPGA デバイスへ
の合成に与える影響について説明します。これらの推奨コーディング・スタイルに従って、適切なデバイ
ス・アーキテクチャーに一致するロジック構造をデザインすることにより、デザインの効率とパフォーマン
スを向上させることができます。

1.6.1. トライステート信号

トライステート信号は、 上位の双方向ピンまたは出力ピンに接続されている場合にのみ使用してくだ
さい。

低レベルの双方向ピンは避けてください。また、出力ピンまたは双方向ピンを駆動している場合を除き、
Zロジック値の使用を回避します。一部の合成ツールは、内部トライステート信号を使用したデザインを
正しく実装していますが、 マルチプレクサー・ロジックを使用する Intel FPGA デバイスは、このコーディ
ング・スタイルを Intel FPGA デザインに使用しないでください。

注意: 階層ブロックベースのデザインフローでは、下位レベルの双方向ポートが他のデザインロジックに接続
せずに階層を介して 上位レベルの出力ピンに直接接続されていない限り、階層境界に双方向ポートを
含めることはできません。下位ブロックで境界トライステートを使用する場合、合成ソフトウェアは、トラ
イステートを階層を通して 上位にプッシュし、Intel FPGA デバイスの出力ピンのトライステート・ドラ
イバーを使用する必要があります 。トライステートをプッシュするには階層を介した 適化が必要であ
るため、ブロックベースのデザイン法では低レベルのトライステートが制限されます。
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1.6.2. クロック・マルチプレクサー

クロック・マルチプレクサーは、異なるクロックソースで同じロジック機能を動作させるために使用され
る場合があります。このタイプのロジックは、機能的な問題を引き起こすグリッチを引き起こす可能性が
あります。組み合わせロジックに固有の遅延もタイミングの問題につながる可能性があります。クロッ
ク・マルチプレクサー　ーは、広範なデザイン・ルール・チェックおよびタイミング解析ツールから警告を
トリガーします。

マルチプレクサーのロジックを使用する代わりに、専用ハードウェアを使用して、使用可能な場合にクロ
ック多重化を実行します。たとえば、特定の Intel FPGA デバイスで使用可能なクロックスイッチオーバ
ー機能またはクロック制御ブロックを使用できます。これらの専用ハードウェア・ブロックは、グリッチを
回避し、グローバルな低スキュー・ルーティング・ラインを使用することを保証し、クロックラインのロジッ
ク遅延によるデバイスのホールドタイムの問題を回避します。 Intel FPGA デバイスは、ダイナミック
PLL リコンフィグレーションもサポートしています。これは、デバイスの動作中にクロックレートを変更す
る も安全で堅牢な方法です。

デザインのクロックが多すぎてクロック制御ブロックを使用できない場合、またはダイナミック・リコンフ
ィグレーションがデザインにとって複雑すぎる場合、ロジックセルにクロック・マルチプレクサーを実装で
きます。ただし、この実装を使用する場合、入力の同時切り替えを検討し、グリッチのない遷移を確保して
ください。

図 -2: 6 入力 LUT のシンプル・クロック・マルチプレクサー

clk0

clk1

clk2

clk3

Sys_clk

clk_select (static)

各デバイスのデータシートには、LUT 機能に関係なく、入力信号の同時切り替え中に LUT 出力がどのよ
うにグリッチするかが記載されています。 4：1 MUX 機能は同時データ入力の切り替え中に検出可能な
グリッチを生成しませんが、多重化ロジックの一部のセル実装では重大なグリッチが発生するため、この
クロック・マルチプレクサー構造は推奨されません。この実装の追加の問題は、 clk_select信号の
変更中に出力が不規則に動作することです。この動作により、システムクロックによって供給されるすべ
てのレジスターでタイミング違反が発生し、メタスタビリティーが発生する可能性があります。

より洗練されたクロック選択構造により、トグルとスイッチングの同時問題を排除できます。
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図 -3: グリッチのないクロック・マルチプレクサー　ー構造
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この構造は、任意の数のクロックチャネルに一般化できます。このデザインにより、他のすべてが少なくと
も数サイクル非アクティブになるまでクロックがアクティブにならず、クロックが低い間にアクティブに
なることが保証されます。デザインは CLK_OUT OR ゲートの入力には、同時トグルがない保証され、右
側に AND ゲートに synthesis_keepディレクティブを適用します。

注意: クロック Aからクロック Bに切り替えるには、クロック Aが少なくとも数サイクル動作し続ける必要が
あります。クロック Aがすぐに停止すると、デザインは固まります。この例では、選択信号は「ワンホット」
コントロールとして実装されていますが、必要に応じて他のエンコードを使用できます。入力側のロジッ
クは非同期であり、重要ではありません。このデザインは、切り替えプロセス中の極端なグリッチに耐え
ることができます。

例-42: Verilog HDL Clock Multiplexing Design to Avoid Glitches

この例は Verilog-2001 で機能します。

module clock_mux (clk,clk_select,clk_out);

    parameter num_clocks = 4;

    input [num_clocks-1:0] clk;
    input [num_clocks-1:0] clk_select; // one hot
    output clk_out;

    genvar i;

    reg [num_clocks-1:0] ena_r0;
    reg [num_clocks-1:0] ena_r1;
    reg [num_clocks-1:0] ena_r2;
    wire [num_clocks-1:0] qualified_sel;

    // A look-up-table (LUT) can glitch when multiple inputs 
    // change simultaneously. Use the keep attribute to
    // insert a hard logic cell buffer and prevent 
    // the unrelated clocks from appearing on the same LUT.

    wire [num_clocks-1:0] gated_clks /* synthesis keep */;

    initial begin
        ena_r0 = 0;
        ena_r1 = 0;
        ena_r2 = 0;
    end

    generate
        for (i=0; i<num_clocks; i=i+1) 

1. 推奨 HDL コーディング・スタイル
683082 | 2020.04.13

インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項 フィードバック

38

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


        begin : lp0
            wire [num_clocks-1:0] tmp_mask;
            assign tmp_mask = {num_clocks{1'b1}} ^ (1 << i);

            assign qualified_sel[i] = clk_select[i] & (~|(ena_r2 & tmp_mask));

            always @(posedge clk[i]) begin
                ena_r0[i] <= qualified_sel[i];        
                ena_r1[i] <= ena_r0[i];        
            end

            always @(negedge clk[i]) begin
                ena_r2[i] <= ena_r1[i];        
            end

            assign gated_clks[i] = clk[i] & ena_r2[i];
        end
    endgenerate

    // These will not exhibit simultaneous toggle by construction
    assign clk_out = |gated_clks;

endmodule

関連情報
Intel FPGA IP Core Literature

1.6.3. 加算器ツリー

ターゲットに合わせて加算器ツリーを適切に構造化する Intel FPGA デバイス・アーキテクチャーは、デ
ザインの効率とパフォーマンスを大幅に向上させることができます。

大きな加算器ツリーを使用するアプリケーションの良い例は、有限インパルス応答（FIR）相関器です。
パイプライン化されたバイナリーまたはターナリー加算器ツリーを適切に使用すると、結果の品質が大
幅に向上します。

1.6.3.1. アダプティブ・ロジック・モジュールの 6 入力 LUT を使用したアーキテクチャー

基本的な論理構造に 6 入力 LUT を備えた Intel FPGA デバイスファミリーでは、ALM は同時に 3 ビッ
トを追加できます。コードを再構築してパフォーマンスを向上させることにより、この機能を活用してくだ
さい。

4 入力 LUT アーキテクチャーをターゲットとするコードは 6 入力 LUT デバイスに対して正常にコンパ
イルされますが、実装は非効率的です。たとえば、6 入力適応 ALUT を使用するには、4 入力 LUT アーキ
テクチャー用にデザインされた大規模なパイプラインバイナリ加算器ツリーを書き換える必要がありま
す。ツリーを 3 進ツリーとして再構築することにより、デザインの効率が大幅に向上し、密度の使用率が
大幅に向上します。

例-43: Verilog HDL Pipelined Ternary Tree

この例はパイプライン化された加算器を示していますが、加算演算を分割すると、パイプライン化されて
いない加算器でもより良い結果を得ることができます。デザインがパイプライン化されていない場合、三
分木は二分木よりもはるかに優れたパフォーマンスを提供します。たとえば、合成ツールによっては、
HDL コードの sum = (A + B + C) + (D + E)により、 A + B + Cに続く 3 入力加算器、
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そして括弧なしのコードよりも sum1 + D + Eの 3 入力加算器の 適な実装が作成される可能性
が高くなります。括弧を追加しない場合、合成ツールは、アーキテクチャーに 適でない方法で追加を分
割する場合があります。

module ternary_adder_tree (a, b, c, d, e, clk, out);
    parameter width = 16;
    input [width-1:0] a, b, c, d, e;
    input    clk;
    output [width-1:0] out;

    wire [width-1:0] sum1, sum2;
    reg [width-1:0] sumreg1, sumreg2;
    // registers

    always @ (posedge clk)
        begin
            sumreg1 <= sum1;
            sumreg2 <= sum2;
        end

    // 3-bit additions
    assign sum1 = a + b + c;
    assign sum2 = sumreg1 + d + e;
    assign out = sumreg2;
endmodule

1.6.4. ステートマシン HDL ガイドライン

合成ツールは、合成中に Verilog HDL および VHDL ステートマシンを認識およびエンコードできま
す。このセクションでは、ステートマシンを使用するときに 良の結果を確保するためのガイドラインを
示します。

コードをステートマシンとして認識することができる合成ツールは、デザイン領域とパフォーマンスを改
善する 適化を実行できます。たとえば、ツールは状態変数を再コーディングして結果の品質を改善した
り、状態マシンの既知のプロパティを介してデザインの他の部分を 適化したりできます。

適な結果を得るために、合成ツールは多くの場合、FPGA デバイスのワン・ホット・エンコーディングと
CPLD デバイスの 小ビット・エンコーディングを使用しますが、実装の選択はステートマシンやデバイ
スによって異なります。ステートマシンのエンコードを制御する手法については、合成ツールのドキュメ
ントを参照してください。

ステートマシンの適切な認識と推論を保証し、結果の品質を向上させるには、Verilog HDL と VHDL の
両方について次のガイドラインを遵守してください。

• 合成で不要なラッチが生成されないように、ステートマシンから派生した出力にデフォルト値を割
り当てます。

• 出力値の割り当てなど、すべての算術関数およびデータパスからステート・マシン・ロジックを分離し
ます。

• 複数の状態が同じ操作を実行するデザインの場合、状態マシンの外部で操作を定義し、この値を使
用するように状態マシンの出力ロジックに指示します。

• 単純な非同期または同期 resetで 、定義された電源投入状態を確認します。ステートマシンに、
非同期 resetと非同期ロードの両方など、より複雑な resetロジックが含まれるデザインでは、
インテル Quartus Prime ソフトウェアは、ステートマシンではなく通常のロジックを推測します。

デバイスの問題によりステートマシンが不正な状態になると、ステートマシンの次の resetまでデザイ
ンが正しく機能しなくなる可能性があります。合成ツールは、デフォルトではこの状況に対応していませ
ん。システムに何らかの障害がある場合、同じ問題が他のレジスターにも当てはまります。デザインが意
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図的にこの状態に入ることはないと仮定して、 defaultまたは when others句はこの操作に影
響しません。合成ツールは、通常のステートマシン操作で到達できない場合、デフォルトステートで生成
されたロジックを削除します。

多くの合成ツール（ インテル Quartus Prime 合成を含む）安全なステートマシンを実装するオプショ
ンがあります。インテル Quartus Prime ソフトウェアは、不正な状態を検出し、ステートマシンを強制
的に reset状態に移行するための追加のロジックを挿入します。セーフステートマシンは、デュアルク
ロック FIFO の制御ロジックなど、ステートマシンに別のクロックドメインで発生する制御入力がある場
合など、ステートマシンが不正な状態に入ることができる場合に役立ちます。

このオプションは、状態マシンを強制的に reset状態にすることにより、状態マシンを保護します。こ
の方法では、デザイン内の他のすべてのレジスターは保護されません。非同期入力を使用するデザインの
ベストプラクティスとして、セーフ・ステート・マシン・オプションに依存する代わりに、同期レジスター・チ
ェインを使用します。

1.6.4.1. ステートマシンの電源投入

インテル Stratix 10 デバイスの場合、レジスターが同じセクターにない場合、レジスターは必ずしも同
じクロックサイクルで起動しません。この事実は、ステートマシンが未定義の状態になると、ステートマシ
ンで問題を引き起こす可能性があります。

ワン・ホット・エンコードされたステートマシンは、未定義のステートの数が法的なステートの数と比較し
て大きいため、特にこの問題の影響を受けやすくなっています。タイミングレジスターがロジックまたは
ルーティング全体でリタイムすると、1 つのステートマシンの異なるステートレジスターが異なるセクタ
ーにある可能性が高くなるため、リタイミングもこの問題のリスクを高めます。

このリスクを軽減するために、コンパイラーは、インテル Stratix 10 デザインのための 6 以下の状態の
すべてのステートマシンに対して自動的に Safe State Machine を使用します。この Safe State
Machine 設定は、ステートマシンが未定義の状態になると、強制的にリセット状態に戻します。コンパ
イラー、結果の品質への影響が大きくなる可能性があるため、Safe State Machine を 6 状態を超え
る状態マシン、またはインテル Arria 10 あるいはインテル Cyclone 10 GX デバイスに自動的に使用
しません。

1.6.4.2. Verilog HDL ステートマシン

Verilog HDL ステートマシンの適切な認識と推論を保証するために、次の追加の Verilog HDL ガイド
ラインを遵守してください。

特定のコーディングの推奨事項については、合成ツールのドキュメントを参照してください。合成ツール
は、ステートマシンを認識し、推測されない場合、ツールは、通常の論理ゲート及びレジスターとしてステ
ートマシンを実装し、ステートマシンは、 インテル Quartus Prime Compilation Report の
Analysis & Synthesis セクションでステートマシンとして表示されません。この場合、 インテル
Quartus Prime 合成では、ステートマシンに固有の 適化は実行されません。
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• SystemVerilog 標準を使用している場合、列挙型を使用して状態マシンを記述します。

• Verilog-1995 および Verilog-2001 のパラメーターデータ型でステートマシンの状態を表し、パ
ラメーターを使用して状態の割り当てを行います。このパラメーターの実装により、ステートマシン
が読みやすくなり、コーディング中のエラーのリスクが軽減されます。

• next_state <= 0など、状態変数に整数値を直接使用しないでください。ただし、整数を使用
してもインテル Quartus Prime ソフトウェアでの推論は妨げられません。

• 状態遷移ロジックが次の例のような算術を使用する場合、インテル Quartus Prime ソフトウェア
は状態マシンを推測しません。

case (state)
    0: begin
        if (ena) next_state <= state + 2;
        else next_state <= state + 1;
        end
    1: begin
    ...
endcase

• 状態変数が出力の場合、インテル Quartus Prime ソフトウェアは状態マシンを推測しません。

• インテル Quartus Prime ソフトウェアは、署名された変数の状態マシンを推測しません。

1.6.4.2.1. Verilog-2001 ステート・マシン・コーディングの例

次のモジュール verilog_fsmは、一般的な Verilog HDL ステートマシン実装の例です。この状態
マシンには 5 つの状態があります。

in_1と in_2の合計は、 state_1と state_2のステートマシンの出力です。差異（ in_1 -
in_2 ）は state_1と state_2でも使用されます。一時変数 tmp_out_0と tmp_out_1は、
in_1と in_2の合計と差を保存します。ステートマシンのさまざまな状態でこれらの一時変数を使 用
すると、相互に排他的な状態間で適切なリソース共有が保証されます。

例-44: Verilog-2001 State Machine

module verilog_fsm (clk, reset, in_1, in_2, out);
    input clk, reset;
    input [3:0] in_1, in_2;
    output [4:0] out;
    parameter state_0 = 3'b000;
    parameter state_1 = 3'b001;
    parameter state_2 = 3'b010;
    parameter state_3 = 3'b011;
    parameter state_4 = 3'b100;

    reg [4:0] tmp_out_0, tmp_out_1, tmp_out_2;
    reg [2:0] state, next_state;

    always @ (posedge clk or posedge reset)
    begin
        if (reset)
            state <= state_0;
        else
            state <= next_state;
    end
    always @ (*)
    begin
        tmp_out_0 = in_1 + in_2;
        tmp_out_1 = in_1 - in_2;
        case (state)
            state_0: begin
               tmp_out_2 = in_1 + 5'b00001;
               next_state = state_1;
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            end
            state_1: begin
                if (in_1 < in_2) begin
                    next_state = state_2;
                    tmp_out_2 = tmp_out_0;
                end
                else begin
                    next_state = state_3;
                    tmp_out_2 = tmp_out_1;
                end
            end    
            state_2: begin
                tmp_out_2 = tmp_out_0 - 5'b00001;
                next_state = state_3;
            end
            state_3: begin
                tmp_out_2 = tmp_out_1 + 5'b00001;
                next_state = state_0;
            end
            state_4:begin
                tmp_out_2 = in_2 + 5'b00001;
                next_state = state_0;
            end
            default:begin
                tmp_out_2 = 5'b00000;
                next_state = state_0;
            end
        endcase
    end
    assign out = tmp_out_2;
endmodule

次のように、 parameterデータ型の代わりに'defineを使用することにより、このステートマシン
の同等の実装を実現できます。

「define state_0 3'b000」define state_1 3'b001 'define state_2 3'b010' define 
state_3 3'b011 'define state_4 3'b100

この場合、 state_xの代わりに` state_xを stateおよび next_stateに割り当てます。

例：

next_state <= 'state_3;

注意: Intel 'defineコンストラクトをサポートしても、parameterデータ型を使用します。これは、合成
中に状態名を保持するためです。

1.6.4.2.2. SystemVerilog ステート・マシン・コーディングの例

SystemVerilog でステートマシンを記述するには、次のコーディング・スタイルを使用します。

例-45: SystemVerilog State Machine Using Enumerated Types

モジュール enum_fsmは、列挙型を使用する SystemVerilog ステートマシン実装の例です。

インテル Quartus Prime プロ・エディション 合成では、ステートマシンの状態を定義する列挙型は、符
号なし整数型である必要があります。列挙型を int unsignedとして指定しない場合、合成ではデフ
ォルトで signed int型が使用されます。この場合、 インテル Quartus Prime ソフトウェアはデザイ
ンを合成しますが、ロジックをステートマシンとして推論または 適化しません。

module enum_fsm (input clk, reset, input int data[3:0], output int o);
enum int unsigned { S0 = 0, S1 = 2, S2 = 4, S3 = 8 } state, next_state;
always_comb begin : next_state_logic
      next_state = S0;
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      case(state)
        S0: next_state = S1;
        S1: next_state = S2;
        S2: next_state = S3;
        S3: next_state = S3;
      endcase
end
always_comb begin
      case(state)
         S0: o = data[3];
         S1: o = data[2];
         S2: o = data[1];
         S3: o = data[0];
      endcase
end
always_ff@(posedge clk or negedge reset) begin
      if(~reset)
         state <= S0;
      else
         state <= next_state;
end
endmodule

1.6.4.3. VHDL ステート・マシン

VHDL ステートマシンの適切な認識と推論を保証するには、列挙型で異なる状態を表し、対応する型を
使用して状態を割り当てます。

この実装により、ステートマシンが読みやすくなり、コーディング中のエラーのリスクが軽減されます。
RTL が列挙型の状態を表していない場合、 インテル Quartus Prime 合成（およびその他の合成ツー
ル）は、ステートマシンを認識しません。代わりに、合成はステートマシンを通常の論理ゲートおよびレジ
スターとして実装します。その結果、ステートマシンは、インテル Quartus Prime Compilation
Report, Analysis & Synthesis セクションのステートマシンのリストに表示されません。また、 イ
ンテル Quartus Prime 合成では、ステートマシンに固有の 適化は実行されません。

1.6.4.3.1. VHDL ステート・マシン・コーディングの例

次の状態マシンには 5 つの状態があります。非同期リセットは、変数 stateを state_0に設定しま
す。

in1と in2の合計は、 state_1と state_2のステートマシンの出力です。差異（ in1 - in2 ）
は state_1と state_2でも使用されます。一時変数 tmp_out_0と tmp_out_1は、 in1と
in2の合計と差を保存します。ステートマシンのさまざまな状態でこれらの一時変数を使用すると、相互
に排他的な状態間で適切なリソース共有が保証されます。

例-46: Verilog-2001 State Machine

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
ENTITY vhdl_fsm IS
   PORT(
      clk: IN STD_LOGIC;
      reset: IN STD_LOGIC;
      in1: IN UNSIGNED(4 downto 0);
      in2: IN UNSIGNED(4 downto 0);
      out_1: OUT UNSIGNED(4 downto 0)
      );
END vhdl_fsm;
ARCHITECTURE rtl OF vhdl_fsm IS
   TYPE Tstate IS (state_0, state_1, state_2, state_3, state_4);
   SIGNAL state: Tstate;
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   SIGNAL next_state: Tstate;
BEGIN
   PROCESS(clk, reset)
   BEGIN
      IF reset = '1' THEN
            state <=state_0;
      ELSIF rising_edge(clk) THEN
            state <= next_state;
      END IF;
   END PROCESS;
PROCESS (state, in1, in2)
      VARIABLE tmp_out_0: UNSIGNED (4 downto 0);
      VARIABLE tmp_out_1: UNSIGNED (4 downto 0);
   BEGIN
      tmp_out_0 := in1 + in2;
      tmp_out_1 := in1 - in2;
      CASE state IS
         WHEN state_0 =>
            out_1 <= in1;
            next_state <= state_1;
         WHEN state_1 =>
            IF (in1 < in2) then
               next_state <= state_2;
               out_1 <= tmp_out_0;
            ELSE
               next_state <= state_3;
               out_1 <= tmp_out_1;
            END IF;
         WHEN state_2 =>
            IF (in1 < "0100") then
               out_1 <= tmp_out_0;
            ELSE
               out_1 <= tmp_out_1;
            END IF;
               next_state <= state_3;
         WHEN state_3 =>
               out_1 <= "11111";
               next_state <= state_4;
         WHEN state_4 =>
               out_1 <= in2;
               next_state <= state_0;
         WHEN OTHERS =>
               out_1 <= "00000";
               next_state <= state_0;
      END CASE;
   END PROCESS;
END rtl;

1.6.5. マルチプレクサー HDL ガイドライン

マルチプレクサーは、多くの FPGA デザインでロジック使用率の大部分を形成します。マルチプレクサー
ロジックを 適化することにより、 も効率的な実装を実現できます。

このセクションでは、一般的な問題に対処し、マルチプレクサー・デザインのリソース使用率を 適化す
るためのデザイン・ガイドラインを提供します。このセクションでは、さまざまなタイプのマルチプレクサ
ーと、それらの実装方法についても説明します。

詳しくは、Advanced Synthesis Cookbook を参照してください。

1.6.5.1. マルチプレクサーの再構築のためのインテル Quartus Prime ソフトウェアオプション

インテル Quartus Prime プロ・エディション 合成には、合成中にマルチプレクサーのバスを抽出して
適化する Restruct Multiplexers logic オプションがあります。このオプション設定のデフォルト

の Auto では、デザインに有益な場合は常に 適化が使用されます。オプションをオンまたはオフにし
て、使用をより詳細に制御できます。
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これインテル Quartus Prime-specific オプションがオンになっている場合でも、合成ツールがコーデ
ィング・スタイルをどのように解釈できるかを理解し、デザインに問題を引き起こす可能性のある状況を
回避することが有益です。

1.6.5.2. マルチプレクサー・タイプ

このセクションでは、 インテル Quartus Prime 合成は、さまざまなタイプの HDL コードからマルチプ
レクサーを作成します。

ステートマシン、 CASEステートメント、および IFステートメントはすべて、デザインのマルチプレクサ
ー・ロジックの一般的なソースです。これらの HDL 構造は、バイナリー・マルチプレクサー、セレクター・マ
ルチプレクサー、プライオリティー・マルチプレクサーなど、さまざまなタイプのマルチプレクサーを作成
します。

適な結果を得るためにマルチプレクサー構造を 適化するための 初のステップは、インテル
Quartus Prime が HDL コードからマルチプレクサーを推測して実装する方法を理解することです。

1.6.5.2.1. バイナリー・ルチプレクサー

バイナリー・マルチプレクサーは、バイナリー・エンコードされた選択ビットに基づいて入力を選択しま
す。

6 入力ルック・アップ・テーブル（LUT）を備えたデバイスファミリーは、4：1 マルチプレクサー・ビルディン
グ・ブロック（4 データおよび 2 選択入力）に 適です。拡張入力モードは 8：1 ブロックの実装を容易に
し、フラクチャー・モードは残りの 2：1 マルチプレクサー・ペアを処理します。

例-47: Verilog HDL Binary-Encoded Multiplexers

case (sel)
   2'b00: z = a;
   2'b01: z = b;
   2'b10: z = c;
   2'b11: z = d;
endcase

1.6.5.2.2. セレクター・マルチプレクサー

セレクター・マルチプレクサーには、データ入力ごとに個別の選択ラインがあります。マルチプレクサー
の選択ラインはワン・ホット・エンコードされています。 インテル Quartus Prime は通常、セレクター・
マルチプレクサーを AND および OR ゲートのツリーとして構築します。

ツリー型の N 入力セレクタマルチプレクサーの実装は、バイナリマルチプレクサーよりもわずかに効率
が悪いですが、多くの場合、選択信号はデコーダの出力です。 インテル Quartus Prime 合成は、セレク
タとデコーダをバイナリー・マルチプレクサーに結合します。

例-48: Verilog HDL One-Hot-Encoded CASE Statement

case (sel)
   4'b0001: z = a;
   4'b0010: z = b;
   4'b0100: z = c;
   4'b1000: z = d;
   default: z = 1'bx;
endcase
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1.6.5.2.3. 優先マルチプレクサー

優先順位マルチプレクサーでは、選択ロジックは優先順位を意味します。正しいアイテムを選択するオ
プションは、信号の優先度に基づいて特定の順序でチェックする必要があります。

一般に、合成ツールは、VHDL または Verilog HDL の IF 、 ELSE 、 WHEN 、 SELECT 、および？：ス
テートメントからこれらの構造を推測します。

例-49: VHDL IF Statement Implying Priority

マルチプレクサーはチェインを形成し、各条件を評価するか、ビットを順番に選択します。

IF cond1 THEN z <= a;
ELSIF cond2 THEN z <= b;
ELSIF cond3 THEN z <= c;
ELSE z <= d;
END IF;

図 -4: IF ステートメントの優先マルチプレクサーの実装
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Binary MUX
sel[3:2]

“10xx”“01xx”

“00xx” “11xx”

z

a b c d

チェイン内のマルチプレクサーの数によっては、特に 4 入力 LUT を備えたデバイスファミリーの場合、こ
のチェインを介したタイミング遅延が大きくなる可能性があります。

マルチプレクサーを介したタイミング遅延を改善するには、優先順位が不要な場合は優先順位マルチ
プレクサーを使用しないでください。選択の順序がデザインにとって重要でない場合、 CASEステートメ
ントを使用して、優先マルチプレクサーではなくバイナリまたはセレクタマルチプレクサーを実装しま
す。優先度を必要とする多重化デザインで構造の遅延が重要な場合、特にクリティカルパスに沿った遅延
を 小限に抑えるために、論理レベルの数を減らすようにデザインを書き直すことを検討してください。

1.6.5.3.  IFステートメントの暗黙的なデフォルト

Verilog HDL および VHDL の IFステートメントは、 CASEタイプのアプローチに適さない条件を簡
単に表現できます。ただし、 IFステートメントは、合成ツールが 適化するのが容易ではない複雑なマ
ルチプレクサーツリーになる可能性があります。特に、コードで指定されていない場合でも、すべての IF
ステートメントには ELSE条件があります。これらの暗黙的なデフォルトは、多重化されたデザインでさ
らに複雑になる可能性があります。

多重化されたロジックを簡素化し、複数の方法で不要なデフォルトを削除できます。 適な方法はデザイ
ンを再コーディングすることであるため、ロジックは 4：1 CASEステートメントの構造を取ります。また
は、優先度が重要な場合、コードを再構築してデフォルトのケースを減らし、マルチプレクサーをフラット
化できます。デフォルトの ELSE IF条件がドントケアケースかどうかを調べます。デフォルトの ELSE
ステートメントを追加して、動作を明示的にすることができます。マルチプレクサーロジックの不必要な
デフォルト条件を回避して、デザインの実装に必要な複雑さとロジック使用率を削減します。
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1.6.5.4.  defaultまたは OTHERS CASEの割り当て

CASEステートメントでケースを完全に指定するには、 default （Verilog HDL）または OTHERS
（VHDL）割り当てを含めます 。

この割り当ては、選択行の多くの組み合わせが使用されないワンホット・エンコーディング・スキームで特
に重要です。未使用の選択行の組み合わせのケースを指定すると、これらのケースの合成方法に関する
情報が合成ツールに提供され、Verilog HDL および VHDL 言語仕様で必要になります。

一部のデザインでは、未使用のケースは到達不能であるため、未使用のケースの結果を考慮する必要は
ありません。これらのタイプのデザインでは、 defaultまたは OTHERS割り当てに任意の値を指定で
きます。ただし、選択した割り当て値は、デザインの実装に必要なロジック使用率に大きな影響を与える
可能性があります。

良の結果を得るには、無効なケースを定義済みのケースの 1 つと組み合わせる代わりに、無効な
CASE選択を別個の defaultまたは OTHERSの割り当てで明示的に定義します。

無効なケースの値が重要でない場合、別の値を選択する代わりに X （do n't care）ロジック値を割り当
てて、それらのケースを明示的に指定します。この割り当てにより、合成ツールで 適なエリア 適化を
実行できます。

1.6.6. 巡回冗長検査機能

CRC 計算は、データの破損を検出するために、通信プロトコルおよびストレージー・デバイスによって頻
繁に使用されます。これらの機能は非常に効果的です。破損したデータが 32 ビット CRC チェックに合
格する可能性は非常に低いです。

CRC 関数は通常、幅の広い XOR ゲートを使用してデータを比較します。合成ツールがこれらの XOR
ゲートをフラット化およびファクタリングして FPGA LUT にロジックを実装する方法は、デザインの面
積およびパフォーマンス結果に大きく影響します。 XOR ゲートには、非常に多数の合理的なファクタリ
ングの組み合わせを作成するキャンセル・プロパティーがあるため、デフォルトでは合成ツールが常に
良の結果を選択できるとは限りません。

これらのデザインでは、6 入力 ALUT には 4 入力 LUT よりも大きな利点があります。適切に合成される
と、CRC 処理デザインは 6 入力 ALUT を備えたデバイスで高速に実行できます。

以下のガイドラインは、Intel FPGA デバイスでの CRC デザインの結果の品質を向上させるのに役立ち
ます。

1.6.6.1. パフォーマンスが重要な場合、速度を最適化する

ロジックのレベルの面積と深さを 小化するために、合成ツールは XOR ゲートを平坦化します。

デフォルトでは、 インテル Quartus Prime プロ・エディション 合成は、XOR ゲートのエリア 適化を
ターゲットにします。したがって、深度削減にさらに焦点を当てるには、合成 適化手法を高速に設定し
ます。

注意: 深さの平坦化により、面積が大幅に増加することがあります。

1.6.6.2. カスケードステージの代わりに個別の CRC ブロックを使用する

一部のデザインでは、カスケード接続されたステージ（たとえば、8 ビットの 4 つのステージ）を使用する
ように CRC を 適化します。そのようなデザインでは、 インテル Quartus Prime 合成では、データ幅
に応じて中間計算（8、24、または 32 ビット後の計算など）が使用されます。
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このデザインは、FPGA デバイスには 適ではありません。 インテル Quartus Prime 合成が CRC デ
ザインで実行される XOR キャンセルは、関数が 終結果を決定するためにすべての中間計算を必要と
しないことを意味しています。したがって、中間計算の使用を強制すると、関数を実装するために必要な
領域が増加し、カスケードのためにロジックの深さが増加します。通常、デザインで必要なデータ幅ごと
に完全に個別の CRC ブロックを作成し、それらを一緒に多重化して所定の時間に適切なモードを選択
する方が適切です。

1.6.6.3. ブロックのマージを許可する代わりに、個別の CRC ブロックを使用する

合成ツールは、リソースを共有し、XOR ロジックのファクタリングオプションのために 2 つの異なる
CRC ブロックで重複を抽出することにより、CRC デザインを 適化しようとすることがよくあります。

CRC ロジックにより大幅に削減できますが、これはコンパイラが CRC 機能を個別に 適化する場合に
適です。共通のデータ信号によって駆動される、または同じ宛先信号を供給する異なる CRC 関数を持

つデザインの場合、重複する抽出動作を確認します。

ロジックを共有する 2 つの CRC 関数を持つ低品質の結果のデザインでは、次の方法のいずれかを使用
してブロックを独立して合成できます。

• 階層コンパイルデザインフローで、各 CRC ブロックを個別のデザイン・パーティションとして定義し
ます。

• サードパーティの合成ツールで各 CRC ブロックを個別のプロジェクトとして合成し、それぞれに個
別の Verilog Quartus Mapping（ .vqm ）または EDIF ネットリストファイルを記述します。

1.6.6.4. 可能な場合はレイテンシーを活用する

デザインで CRC 機能を実装するために複数のサイクルを使用できる場合、レジスターを追加してデザイ
ンをリタイミングすると、面積を削減し、パフォーマンスを向上させ、消費電力を削減できます。

合成ツールがリタイミング機能を提供する場合（次のようなインテル Quartus Prime ソフトウェアの
Perform gate-level register retiming オプションを実行する）、入力にレジスターのバンクを
追加し、リタイミング機能がより良い結果を得るためにレジスターを移動できるようにします。 CRC ユ
ニットを半分の幅で構築し、各クロックサイクルでデータの半分を交互に使用することもできます。

1.6.6.5. CRC ブロックを使用していないときに無効にして電力を節約する

CRC デザインは、デザインに変更があるたびにロジックがトグルするため、ダイナミックパワーを大量に
消費します。

電力を節約するには、クロックイネーブルを使用して、ロジックが不要なクロックサイクルごとに CRC
機能をディセーブルします。いくつかのデザインは、他のロジックが実行されている間、数クロックサイク
ルの間 CRC 結果をチェックしません。この短い時間であっても CRC 機能をディセーブルすることは有
益です。

1.6.6.6. 同期ロード（sload）信号でデバイスを初期化する

CRC デザインでは、多くの場合、操作前にデータを 1 に初期化する必要があります。 sload信号をサ
ポートするデバイスでは、この信号を使用して、操作前にデザイン内のすべてのレジスターを 1 に設定で
きます。

sload信号をイネーブルするには、この章のコーディングガイドラインに従ってください。コンパイル
後、Chip Planner でレジスターの式をチェックして、信号が期待どおりに動作することを確認できます。
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sload信号を使用してレジスター実装を強制する必要がある場合、Designing with Low-Level
Primitives User Guide を参照して、低レベル・デバイス・プリミティブの使用方法を確認してください。

関連情報
• クリアおよびクロックイネーブルなどのセカンダリー・レジスター制御信号 (32 ページ)

• Designing With Low-Level Primitives User Guide

1.6.7. コンパレーター HDL ガイドライン

このセクションでは、コンパレーター（ < 、 > 、または== ）で使用可能なさまざまなタイプの実装に関す
る情報を提供し、特定の実装を促進するためにデザインをコーディングする方法について提案します。 イ
ンテル Quartus Prime プロ・エディション 合成を含む合成ツールは、デバイスおよびコンテキスト固
有の実装ルールのを使用して、デザインに 適なルールを選択します。

合成ツールは、一般的な論理セルに==コンパレータを、キャリーチェインまたは一般的な論理セルに<
比較を実装します。 6 入力 ALUT を備えたデバイスでは、キャリーチェインはセルごとに 大 3 ビットを
比較できます。 キャリーチェインの実装は、スタンドアロン・ベンチマークのテストケースの一般的なロ
ジックよりも高速になる傾向がありますが、Fitter の制限が大きくなるため、大規模なデザインでパフォ
ーマンスが低下する可能性があります。面積要件は、ほとんどの入力パターンで類似しています。合成ツ
ールは、入力パターンに基づいて適切な実装を選択します。

特定のコーディング・スタイルを選択することによるインテル Quartus Prime Synthesis エンジンを
導くことができます。キャリーチェインの実装を明示的に選択するには、加算の観点から比較を言い換え
ます。

たとえば、次のコーディング・スタイルにより、合成ツールで実装を選択できます。これは、 新のデバイス
ファミリーで一般的なロジックセルを使用している可能性が も高いものです。

wire [6:0] a,b;
wire alb = a<b;

次のコーディング・スタイルでは、合成ツールはキャリーチェインを使用します（チェインが非常に短い場
合、または信号 aと bが同じ信号に 小化される場合など、いくつかのケースを除く） 。

wire [6:0] a,b;
wire [7:0] tmp = a - b;
wire alb = tmp[7]　

この 2 番目のコーディング・スタイルでは、 tmp信号の 上位ビットを使用します。これは、 a が b より
小さい場合、 2 の補数論理の 1 です。減算 a-b は負の数になるためです。

入力範囲に関する情報がある場合、「Don't Care」値を使用してデザインを 適化できます。この情報は
合成ツールでは使用できないため、特定のロジックを手動で実装すると、コンパレータの実装に必要な
デバイス領域を削減できます。

アドレスデコーダーで頻繁に発生する次のロジック構造により、少量のロジック領域でバス値が一定範
囲内にあるかどうかを確認できます。
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図 -5: コンパレータを使用してバスの値の範囲を確認するためのロジック構造の例

Address[ ]

Select[0]Select[3] Select[2] Select[1]

< 200< 2f00 < 1a0 < 100

1.6.8. カウンター HDL のガイドライン

インテル Quartus Prime 合成エンジンは、レジスターに続く加算器として HDL コードのカウンターを
実装し、イネーブル（ ena ）、同期クリア（ sclr ）、同期ロード（ sload ）などのレジスター制御信号
を使用可能にします。 適なエリア使用率を得るには、アップコントロールまたはダウンコントロール
を、2 つの個別の加算演算子ではなく、1 つの加算演算子で表現するようにしてください。

次のコーディング・スタイルを使用する場合、合成エンジンは追加のために 2 つの別個のキャリーチェイ
ンを実装する場合があります。

out <= count_up？ out + 1：out-1;

シンプルなデザインの場合、合成エンジンはこのコーディング・スタイルを識別し、ロジックを 適化しま
す。ただし、複雑なデザイン、またはプラグマを保持するデザインでは、コンパイラはすべてのロジックを
適化できないため、より注意深いコーディングが必要になります。

次のコーディング・スタイルでは、他のロジックとともに 1 つの加算器のみが必要です。

out <= out +（count_up？1：-1）;

このスタイルは、キャリーチェイン加算器を 1 つだけ使用し、加算器の前に LUT に-1 定数ロジックが実
装されているため、リソースと領域をより効率的に使用します。

1.7. 低レベルのプリミティブを使用したデザイン

低レベル HDL デザインは、低レベルのプリミティブと割り当てを使用して、ロジックの特定のハードウェ
ア実装を決定する方法です。低レベルのプリミティブは、デザインの作成を支援する小さなアーキテクチ
ャーの構築ブロックです。

インテル Quartus Prime ソフトウェアでは、低レベル HDL デザイン手法を使用して、特定のハードウ
ェア実装を強制することができます。これにより、リソース使用率の向上またはタイミング結果の高速化
を実現できます。

注意: 低レベルのプリミティブを使用することは、特定のデザイン課題に役立つオプションの高度な手法です。
多くのデザインでは、汎用 HDL ソースコードを合成し、 Intel FPGA IP コアは 高の結果をもたらしま
す。
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低レベルのプリミティブを使用すると、次のタイプのコーディング手法を使用できます。

• 防止するために、ロジックセルまたは LCELLプリミティブをインスタンス化します。 インテル
Quartus Prime プロ・エディション 論理セル全体の 適化の実行からの合成

• DFFプリミティブを使用して、特定の制御信号でレジスターをインスタンス化する

• LUT 境界を識別することにより、LUT 関数の作成を指定する

• I/O バッファを使用して、I/O 規格、現在の強度、およびその他の I/O 割り当てを指定する

• 各ペアに自動的に生成された負のピン名を使用する代わりに、I/O バッファーを使用して、HDL コ
ードで差動ピン名を指定する

これらのタイプの割り当ての詳細と使用例については、Designing with Low-Level Primitives User
Guide を参照してください。

関連情報
Designing With Low-Level Primitives User Guide

1.8. 推奨 HDL コーディング・スタイルの改訂履歴

この章には、次の改訂履歴が適用されます。

ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2019.09.30 19.3.0 • シンプルなデュアルポート同期 RAM とバイトイネーブルの例を更新。
• 真のデュアルポート同期 RAM の例を更新。 　
• Verilog HDL シングルビットワイドシフトレジスターの例を 64 ビットから 69 ビット

に更新。 　
• VHDL シングル・ビット・ワイドのシフトレジスターの例を 67 ビットから 69 ビットに

更新。 　
• 更新された Verilog HDL 8 ビットワイドシフトレジスターで、タップを 64 ビットから

254 ビットに等間隔に配置。

2018.09.24 18.1.0 • 「State Machine Power-Up」トピックを追加。
• 「低レベルプリミティブを使用したデザイン」を更新し、 CARRY 、 CARRY_SUM 、お

よび CASCADEプリミティブを使用したキャリーチェインとカスケードチェインのサポ
ートを削除。

• トピックの名前：「デバイスの同期ロード（sload）信号を使用して初期化」から「デバイ
スを同期ロード（sload）信号で初期化」を変更。

2017.11.06 17.1.0 • 新しい no_ram 合成属性を説明。

2017.05.08 17.0.0 • 例：Verilog HDL Multiply-Accumulator を更新。
• セーフステートマシンの使用に関する情報を更新。
• ガイドライン：Read-During-Write Behavior 動作を改訂。
• RAM の推論と実装の制御を改訂。
• 古いデータの読み出し時、書き込み時の動作を備えた修正されたシングルクロック同

期 RAM を改訂。
• 修正された新しいシングルクロック同期 RAM、新しいデータ読み取り中書き込み動

作を改訂。
• VHDL シングル・クロック・シンプル・デュアル・ポート同期 RAM のテンプレートを更

新し、新しいデータの読み取り/書き込み時の動作を変更。
• lpm_romROM を HDL コードからの推測を改訂。
• 例：タップが等間隔の VHDL 8 ビット幅、64 ビット長シフトレジスターを削除。
• 例：ena、aclr、および aload 制御信号を使用した Verilog HDL D タイプフリップフ

ロップ（レジスター）を削除。
continued...   
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

• 例：VHDL D-Type Flipflop（Register）With ena、aclr、および aload 制御信号を
削除。

• 例：二次信号を備えた Verilog D タイプフリップフロップバスを追加。
• 4 入力 LUT ベースのデバイスへの参照を削除。
• Integrated Synthesis への参照を削除。
• 例：この VHDL コーディング・スタイルを作成。

2016.10.31 16.1.0 • 修正された Verilog HDL パイプライン化されたバイナリツリーとターナリーツリーの
例を提供。

• インテルのブランド変更を実装。

2016.05.03 16.0.0 • セーフステートマシンの使用に関する情報を追加。
• 新のコーディング・スタイルでサンプルコードテンプレートを更新。

2015.11.02 15.1.0 • 表記を Quartus II から インテル Quartus Prime へ変更。

2015.05.04 15.0.0 シフトレジスター推論の ramstyle 属性に関する情報と参照を追加。

2014.12.15 14.1.0 コンパイラの設定にフィッタ設定、Analysis & Synthesis の設定、およびフィジカル・シ
ンセシス 適化からコンパイラ設定の位置を更新。

2014.08.18 14.0.a10.0 • レジスター・デザインのパイプライン処理を使用して DSP デザインで高いパフォーマ
ンスを得るための推奨事項を追加。

2014.06.30 14.0.0 廃止された MegaWizard Plug-In Manager のサポートを削除。

2013 年 11 月 13.1.0 レガシー HardCopy デバイスのサポート

2012 年 6 月 12.0.0 • アルテラのテンプレートの挿入に関するセクションを改訂。
• 例 11-51 のコードを更新。
• マイナーな修正と更新。　

2011 年 11 月 11.1.0 • 新しいドキュメント・テンプレート。
• マイナー・アップデートと修正。　

2010 年 12 月 10.1.0 • 軽微な修正。ドキュメントのテンプレートを更新。
• 意図しないラッチ生成コンテンツを更新。
• 例 11-18 のコードを更新。　

2010 年 7 月 10.0.0 • 混合幅 RAM のサポートを追加。
• RAM ブロックを推測するための no_rw_check のサポートを更新。
• バイト有効化のサポートを追加。

2009 年 11 月 9.1.0 • デバイス RAM ブロックでの推論および実装の制御のサポートを更新。
• シフトレジスタのサポートを更新。
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2009 年 3 月 9.0.0 • 例を修正および更新。
• Arria GX デバイスのサポートを追加。
• 章へのその他の小さな変更。

2008 年 11 月 8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更。内容に変更なし。

2008 年 5 月 8.0.0 Quartus インテル Quartus PrimeII ソフトウェア v7.1 のリリースにより、以下を更
新。
• RAM に情報を追加。
• 6–13 ページの関数-HDL コードからの ALTSYNCRAM および ALTDPRAM メガ関

数の推測」を追加。
• 6–14 ページの「サポートされていないリセットおよび制御条件の回避」に情報を追

加。
• 6–16 ページの「書き込み時の読み取り動作の確認」に情報を追加。
• 6–28 ページの「ROM 関数—HDL コードからの ALTSYNCRAM および LPM_ROM

メガ関数の推測」に 2 つの新しい例を追加。例 6–24 および例 6–25。
• 新しいセクション：6-46 ページの「カスタムルール」を追加。
• 章全体を通して、参照資料にハイパーリンクを追加。
• 微細な編集上の更新。

関連情報
ドキュメント・アーカイブ

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブック 、ドキュメントアーカイブを検索しま
す。

1. 推奨 HDL コーディング・スタイル
683082 | 2020.04.13

インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項 フィードバック

54

https://www.altera.com/search-archives
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


2. 推奨デザイン・プラクティス

この章では、 Intel® FPGA デバイスのデザインに関する推奨事項を提供します。

現在の FPGA アプリケーションは、ASIC の複雑さとパフォーマンスの要件に達しました。 複雑なシス
テムデザインの開発において、デザイン手法は、デバイスのタイミング・パフォーマンス、ロジック使用
率、およびシステムの信頼性に多大な影響を及ぼします。 適切にコーディングされたデザインは、異なる
ファミリーまたはスピードグレードをターゲットにした場合でも、予測可能で信頼性の高い方法で動作し
ます。 優れたデザイン慣行は、プロトタイプと生産のための FPGA と ASIC 実装間のデザイン移行の成
功にも役立ちます。

FPGA デバイスを使用してデザインする際に 適なパフォーマンス、信頼性、および製品化までの時間を
短縮するには、次のガイドラインに従う必要があります。

• 同期デザイン・プラクティスの影響を理解する

• 階層的なデザイン・パーティション、タイミング・クロージャー・ガイドラインなど、推奨されるデザイ
ン手法に従う

• ターゲットデバイスのアーキテクチャー機能を活用する

2.1. 同期 FPGA デザイン・プラクティスに従う

優れたデザイン方法論の 初のステップは、デザインの実践と手法の意味を理解することです。このセク
ションでは、 適な同期デザイン手法の利点と、他のアプローチに伴う危険について概説します。

優れた同期デザインプラクティスは、デザイン目標を一貫して達成するのに役立ちます。他のデザイン手
法の問題には、デバイスでの伝播遅延への依存が含まれる場合があり、競合状態、不完全なタイミング
解析、およびグリッチの原因になります。

同期デザインでは、クロック信号がすべてのイベントをトリガーします。レジスターのすべてのタイミング
要件が満たされていることを確認すると、同期デザインはすべてのプロセス、電圧、温度（PVT）条件に対
して予測可能で信頼性の高い方法で動作します。同期デザインを異なるデバイスファミリーまたはスピ
ードグレードに簡単に移行できます。

2.1.1. デザインの実装

同期デザインでは、クロック信号がすべての入力および出力のアクティビティを制御します。

クロックのすべてのアクティブエッジ（通常は立ち上がりエッジ）で、レジスターのデータ入力がサンプリ
ングされ、出力に転送されます。アクティブなクロックエッジに続いて、レジスターのデータ入力に供給さ
れる組み合わせロジックの出力が値を変更します。この変更により、信号がいくつかの遷移を経て 終
的に新しい値に落ち着くと、ロジックの伝播遅延により不安定な期間が発生します。レジスターのデータ
入力で発生する変更は、次のアクティブなクロックエッジの後まで、出力の値に影響しません。
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レジスターの内部回路がデータ出力を入力から分離するため、以下のタイミング要件が満たされている
限り、組み合わせロジックの不安定性がデザインの動作に影響を与えることはありません。

• アクティブ・クロック・エッジの前に、少なくともレジスターのセットアップ時間の間データ入力が安
定しています。

• アクティブ・クロック・エッジの後、少なくともレジスターのホールドタイムの間、データ入力が安定し
ていることを確認する必要があります。

すべてのクロック周波数とその他のタイミング要件を指定すると、 インテル Quartus Prime
Timing Analyzer は、デザインのすべてのピンのセットアップ時間（t SU ）とホールド時間（t H ）の
実際のハードウェア要件を報告します。これらの外部ピン要件を満たし、同期設計手法に従うことに
より、デバイスのすべてのレジスターのセットアップ時間とホールド時間を確実に満たすことができ
ます。

ヒン
ト: 

すべての入力ピンのセットアップおよびホールド時間の要件を満たすために、レジスターに入
力する組み合わせロジックへの入力は、レジスターのクロックと同期関係を持つ必要がありま
す。信号が非同期の場合は、デバイスの入力で信号を登録して、必要なセットアップ時間とホ
ールド時間の違反を防ぐことができます。

レジスターのセットアップ時間またはホールド時間に違反すると、出力を発振させたり、出力
を準安定状態と呼ばれる高レベルと低レベルの間の中間電圧レベルに設定したりする場合が
あります。この不安定な状態では、電源レールのノイズなどの小さな摂動により、レジスターが
高電圧レベルまたは低電圧レベルになり、予測できない有効な状態になる可能性がありま
す。伝播遅延の増加や誤った出力状態など、さまざまな望ましくない影響が発生する可能性が
あります。場合によっては、出力は 2 つの有効な状態の間で比較的長い時間振動することさえ
あります。

2.1.2. 非同期デザインの危険

リップルカウンターやパルス・ジェネレーターなどの非同期デザイン技術は、デバイスリソースを節約す
るための「ショートカット」として機能します。ただし、非同期手法には固有の問題があります。たとえば、
伝搬遅延は温度や電圧の変動に応じて変化するため、伝搬遅延に依存すると、不完全なタイミング制約
や、グリッチやスパイクが発生する可能性があります。

相対的な伝播遅延に依存する非同期デザイン構造では、競合状態が発生する可能性があります。競合状
態は、信号変更の順序がロジックの出力に影響を与える場合に発生します。同じロジックデザインでは、
配置と配線に応じて、コンパイルごとに異なるタイミング遅延が発生する可能性があります。考えられる
バリエーションの数により、特定のロジックブロックに関連するタイミング遅延を決定することができな
くなります。プロセスの改善によりデバイスが高速になると、非同期デザインの遅延が減少し、デザインが
期待どおりに機能しなくなる可能性があります。特定の遅延に依存すると、非同期デザインを他のアーキ
テクチャー、デバイス、またはスピードグレードに移行することも難しくなります。

非同期デザイン構造のタイミングは、多くの場合、タイミングの割り当てと制約を使用してモデル化する
ことが困難または不可能です。完全または正確なタイミング制約がない場合、合成および配置配線ツー
ルが使用するタイミング駆動型アルゴリズムは 適な 適化を実行できず、報告された結果が不完全に
なる可能性があります。

さらに、非同期デザイン構造は、クロック周期に比べて非常に短いパルスであるグリッチを生成する可能
性があります。組み合わせロジックがグリッチの主な原因です。組み合わせロジックへの入力が変化する
と、出力は新しい値に整定する前にいくつかのグリッチを示します。グリッチは組み合わせロジックを介
して伝播する可能性があり、非同期デザインの出力に誤った値が生じる可能性があります。同期デザイン
では、データ処理は次のクロックエッジまで待機するため、レジスターのデータ入力のグリッチは悪影響
を及ぼしません。

2. 推奨デザイン・プラクティス
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2.2. HDL デザイン・ガイドライン

ハードウェア記述言語（HDL）コードでデザインする場合、合成ツールが異なる HDL デザイン手法を解
釈する方法と、期待される結果を理解することが重要です。

デザインスタイルは、ロジックの使用率とタイミングパフォーマンス、およびデザインの信頼性に影響を
与える可能性があります。このセクションでは、Intel FPGA デバイスをターゲットとするデザインの 適
な合成結果を確保し、信頼性と不安定性の一般的な原因を回避する基本的なデザイン手法について説
明します。 ベスト・プラクティスとして、組み合わせロジックをデザインするときに潜在的な問題を考慮
し、クロックスキームに注意して、同期機能を維持し、タイミングの問題を回避してください。

2.2.1.  インテル Hyperflex™ FPGA アーキテクチャーの考慮事項

インテル Hyperflex™ FPGA アーキテクチャーと Hyper-Retimer では、 高のクロックレートを実現
するために、ベスト・デザイン・プラクティスのレビューが必要です。

高速デザインの も一般的な手法は、インテル Hyperflex アーキテクチャーでは、いくつかの新しいア
プローチを使用して 高のパフォーマンスを実現する必要があります。以下の一般的な RTL デザイン・
ガイドラインに従って、Hyper-Retimer がデザイン・フォーマンスを 適化できるようにします。

• Hyper-Retimer によるレジスターのリタイミングを容易にする方法でデザインします。

• クロックドメインの境界、トップレベル I/O、および機能ブロックの境界でパイプライン・ステージの
追加をサポートする、遅延に影響されないデザインを使用します。

• RTL を再構築して、パフォーマンスを制限するループを回避します。

インテル Stratix 10 デバイスのターゲティングのベストプラクティスの詳細については、 インテル
Stratix 10 高性能デザインハンドブックを参照してください。

関連情報
RTL デザイン・ガイドライン

インテル Stratix 10 High-Performance Design Handbook

2.2.2. 組み合わせロジックの最適化

組み合わせ論理構造は、入力の現在の状態のみに依存する論理関数で構成されます。Intel FPGA に、
これらの機能は、ロジックエレメント（LE）またはアダプティブ・ロジック・モジュール（ALM）のいずれか
を備えたルック・アップ・テーブル（LUT）に実装されています。

組み合わせロジックがレジスターに入力する場合、レジスター制御信号はロジック機能の一部を実装し
て LUT リソースを節約できます。このセクションの推奨事項に従うことにより、組み合わせデザインの信
頼性を向上させることができます。

2.2.2.1. 組み合わせループの回避

組み合わせループは、デジタルデザインにおける不安定性と信頼性の も一般的な原因の 1 つです。通
常、組み合わせループは、レジスターを含まない直接フィードバックループを確立することにより、同期
デザイン原則に違反します。

可能な限り組み合わせループを避けてください。同期デザインでは、フィードバックループにレジスター
を含める必要があります。たとえば、算術式の左側が HDL コードの右側にも表示される場合、組み合わ
せループが発生します。組み合わせループは、組み合わせロジックを介してレジスターの出力を同じレジ
スターの非同期ピンにフィードバックするときにも発生します。

2. 推奨デザイン・プラクティス
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図 -6: 非同期コントロール・ピンを介した組み合わせループ

Logic

D Q

ヒント: 回復と削除の分析を使用して、インテル Quartus Prime ソフトウェアの clearや resetなどの非
同期ポートでタイミング分析を実行します。

組み合わせループは、以下の理由から本質的に危険性の高いデザイン構造です。

• 組み合わせループの動作は、通常、ループに含まれるロジックを介した相対的な伝播遅延に依存し
ます。前述のように、伝播遅延は変化する可能性があります。つまり、ループの動作は予測不能です。

• 多くのデザインツールでは、組み合わせループが無限の計算ループを引き起こす可能性がありま
す。ほとんどのツールは、組み合わせループを開いてデザインを処理します。デザインフローで使用
されるさまざまなツールは、特定のループを異なる方法で開き、元のデザイン意図と矛盾する方法
で処理する場合があります。

2.2.2.2. 意図しないラッチ推論の回避

ラッチの使用を避けて、デザインのタイミング・パフォーマンスと信頼性を完全に分析できるようにしま
す。ラッチは、新しい値が割り当てられるまで値を保持する組み合わせフィードバックを備えた小さな回
路です。インテル Quartus Prime テキスト・エディターまたはブロック・エディターでラッチを実装でき
ます。

HDL コードでよくある間違いは、意図しないラッチの推論です。 これが発生すると、インテル Quartus
Prime 合成は警告メッセージを発行します。他のテクノロジとは異なり、FPGA アーキテクチャーのラッ
チはレジスターよりも大幅に小さくはありません。ただし、このアーキテクチャーはラッチの実装に 適
化されておらず、ラッチは通常、同等のレジスター済み回路に比べてタイミングパフォーマンスが低下し
ます。

ラッチには、データが入力から出力へ連続的に流れる透過モードがあります。イネーブル信号がハイ（ネ
ガティブラッチの場合はロー）の場合、ポジティブ・ラッチはトランスペアレント・モードになります。透過
モードでは、直接パスが作成されるため、入力のグリッチが出力にパススルーする可能性があります。こ
れにより、タイミング解析が非常に複雑になります。一般的なラッチ方式では、複数の有効化フェーズを
使用して、長い透過パスの発生を防ぎます。ただし、タイミング解析ではこれらの安全なアプリケーショ
ンを特定できません。

Timing Analyzer は、デフォルトでポジティブラッチ信号の立ち下がりエッジで同期される同期エレメ
ントとしてラッチを分析します。ラッチを不透明な開始点と終了点を持つものとして扱うことができます。
トランスペアレントモードを瞬時に移行しても、グリッチが伝播する可能性があることに注意してくださ
い。 Timing Analyzer は、サイクル借入分析を実行できません。

さまざまなタイミングの複雑さにより、ラッチは正式な検証ツールでのサポートが制限されています。し
たがって、ラッチを含むデザインの正式な検証に依存しないでください。

関連情報
意図しないラッチ生成を回避する (33 ページ)

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13

インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項 フィードバック

58

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


2.2.2.3. クロックパスでの遅延チェインの回避

PLD デザインの遅延は、配置および配線サイクルごとに変化する可能性があります。立ち上がりと立ち下
がりの時間差やオンチップのばらつきなどの影響により、遅延チェイン、特にクロックパスに配置された
遅延チェインは、デザインに重大な問題を引き起こす可能性があります。この種の問題を防ぐために、遅
延チェインの使用を避けてください。

単一のファンインと単一のファンアウトで 2 つ以上の連続したノードを使用して遅延を引き起こす場合、
遅延チェインが必要です。多くの場合、インバーターは、遅延を追加するために一緒にチェインされます。
遅延チェインは、他の非同期デザイン手法によって作成された競合状態を解決するために使用される場
合があります。

一部の ASIC デザインでは、信号がデバイスの周囲にルーティングされるときに、信号のバッファリング
に遅延が使用されます。 FPGA デバイスではこの機能は必要ありません。ルーティング構造がデバイス
全体にバッファーを提供するためです。

2.2.2.4. 同期パルス・ジェネレーターの用

同期技術を使用してパルス・ジェネレーターをデザインします。

図 -7: 非同期パルス・ジェネレーター
図は、非同期パルス生成の 2 つの方法を示しています。 初の方法では、遅延チェインを使用して単一パルスを生成します（パルス・ジ
ェネレーター）。 2 番目の方法は、一連のパルス（マルチバイブレーター）を生成します。

Trigger

Pulse Trigger
Pulse

Clock

Using an AND Gate Using a Register

初の方法では、トリガー信号が 2 入力 AND ゲートの両方の入力に供給され、デザインは入力の 1 つ
にインバーターを追加して遅延チェインを作成します。パルスの幅は、ゲートに直接供給するパスと遅延
チェインを通過するパスの時間差に依存します。これは、入力値の変更後の組み合わせロジックでのグリ
ッチの生成と同じメカニズムです。この手法は、グリッチの幅を人為的に増加させます。

2 番目の方法では、レジスターの出力が遅延チェインを通じて非同期リセット信号を駆動します。一定の
遅延の後、レジスターは非同期にリセットされます。コンパイラーは、配線および伝搬遅延がわかってい
る場合、配置および配線後にのみパルス幅を決定できます。 HDL コードの作成時に特定のパルス幅を
確実に作成することはできず、EDA ツールで設定することもできません。パルスは、すべての PVT 条件
下でアプリケーションに十分な幅ではない場合があります。また、別のデバイスに変更すると、パルス幅
が変更されます。さらに、静的タイミング解析ではパルス幅を検証できないため、検証は困難です。

マルチ・バイブレーターは、グリッチ・ジェネレーターを使用してパルスを作成し、回路を発振器に変える
組み合わせループを使用します。この方法では、パルスの数が関係するため、追加の問題が発生します。
さらに、構造が複数のパルスを生成する場合、デザインツールで解析する必要がある新しい人工時計も
デザインに作成されます。
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図 -8: 推奨されるパルス生成手法
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このパルス・ジェネレーターは予測可能であり、タイミング解析によって検証でき、他のアーキテクチャ
ー、デバイス、またはスピード・グレードに容易に移行できます。

2.2.3. クロッキング方式の最適化

組み合わせロジックと同様、クロッキング方式もデザインの性能と信頼性に大きな影響を与えます。

内部で生成されたクロック（PLL 以外）は、デザインの機能およびタイミングの問題を引き起こす可能性
があるため、可能な限り使用しないでください。組み合わせロジックで生成されたクロックは、機能上の
問題を引き起こすグリッチを引き起こす可能性があり、組み合わせロジックに固有の遅延はタイミング
の問題につながる可能性があります。

ヒント: フィッティング中に 適なタイミング駆動型の 適化を可能にし、正しいタイミング解析を可能にするイ
ンテル Quartus Prime ソフトウェアですべてのクロック関係を指定します。派生クロックまたは内部ク
ロックでクロック設定の割り当てを使用して、ベースクロックとの関係を指定します。

すべての内部生成クロックに対しては、通常の配線ライン上の配線クロックではなく、グローバル・デバイ
ス・ワイドで低スキューの専用配線を使用することを推奨しています。

可能な限り、異なるクロック間のデータ転送を避けてください。異なるクロック間のデータ転送が必要な
場合、FIFO 回路を使用してください。クロックドメイン間の可変遅延を補正するインテル Quartus
Prime ソフトウェアでクロック不確実性機能を使用できます。クロック設定の不確実性とクロック遅延
の 10％〜15％のクロックホールド不確実性の設定を検討してください。

以下の項では、これらの問題を回避するためのいくつかの具体例と推奨事項について説明します。

2.2.3.1. 組み合わせロジック出力のレジスター

組み合わせロジックの出力をクロック信号または非同期リセット信号として使用すると、デザインにグリ
ッチが発生することが予想されます。同期デザインでは、レジスターのデータ入力のグリッチは結果を伴
わない通常のイベントです。ただし、レジスターへのクロック入力（または非同期入力）のグリッチまたは
スパイクは、重大な結果をもたらす可能性があります。

狭いグリッチは、レジスターの 小パルス幅要件に違反する可能性があります。また、グリッチがクロッ
ク入力に到達したときにレジスターのデータ入力が変更されると、セットアップおよびホールド要件に違
反する可能性があります。デザインがタイミング要件に違反していない場合でも、レジスター出力が予期
せず値を変更し、デザインの他の場所で機能的な危険を引き起こす可能性があります。

これらの問題のために、組み合わせロジックの出力はクロック信号として使用する前に必ずラッチしてお
きます。
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図 -9: 推奨されるクロック生成手法
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組み合わせロジックの出力をラッチすると、組み合わせロジックで生成されるグリッチはレジスターのデ
ータ入力でブロックされます。

2.2.3.2. 非同期クロック分割の回避

多くの場合、デザインにはマスタークロックを分割して作成するクロックが必要です。ほとんどの Intel
FPGA は、クロック分割用の専用のフェーズロックループ（PLL）回路を提供します。専用の PLL 回路を
使用すると、非同期クロック分割ロジックによって生じる可能性のある多くの問題を回避できます。

ロジックを使用してマスタークロックを分周する必要がある場合、常に同期カウンターまたはステート
マシンを使用してください。さらに、レジスターが常に分周クロック信号を直接生成し、グローバルクロッ
クリソースでクロックを配線するようにデザインを作成します。グリッチを回避するために、カウンタまた
はステートマシンの出力をデコードしてクロック信号を生成しないでください。

2.2.3.3. リップル・カウンタの回避

検証を簡素化するには、デザインでリップルカウンターを使用しないでください。 これまで、FPGA デザ
イン者はリップルカウンターを実装してクロックを 2 の累乗で除算していました。カウンターはデザイン
が簡単で、同期カウンターよりも少ないゲートを使用できるためです。

リップルカウンタはカスケード・レジスターを使用し、1 つのレジスターの出力ピンが次のステージのレ
ジスターのクロックピンに接続します。このカスケードは、カウンターが各ステージでリップルクロックを
作成するため、問題を引き起こす可能性があります。これらのリップルクロックはタイミング解析中に適
切に処理する必要がありますが、これは難しく、合成および配置および配線ツールで複雑なタイミングの
割り当てが必要になる場合があります。

多くの場合、リップルクロック構造を使用して、 小限のロジックからリップルカウンターを作成できま
す。しかし、すべてでのインテル Quartus Prime ソフトウェアでサポートされている Intel デバイスで
は、リップルクロック構造を使用してカウンターに使用されるロジックの量を削減する必要はありませ
ん。デバイスでは、カウンタービットごとに 1 つのロジックエレメントを使用してカウンターを構築でき
るためです。リップルカウンターを完全に使用することは避けてください。

2.2.3.4. 異なるクロックの使用

クロック多重化を使用して、異なるクロックソースで同じロジック機能を動作させます。これらのデザイ
ンでは、多重化によりクロックソースが選択されます。

例えば、複数の周波数規格を扱う通信アプリケーションでは、しばしば多重化クロックを使用します。
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図 -10: 多重化ロジックおよびクロックソース
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クロック信号に多重化ロジックを追加すると、前のセクションで説明した問題が発生する可能性があり
ますが、多重化クロックの要件はアプリケーションによって大きく異なります。クロック信号がグローバ
ル・クロック・ルーティング・リソースを使用し、以下の基準が満たされている場合、クロック多重化は受け
入れ可能です。

• 初のコンフィグレーション後、クロック多重化ロジックが変更されていない。

• デザインで多重化ロジックを使用してテスト用クロックを選択している。

• クロック切り替え時に常にレジスターがリセットされる。

• クロック切り替えに続く一時的な不正応答で、悪い結果が発生していない。

デザインがリセット信号なしでリアルタイムでクロックを切り替え、デザインが一時的に誤った応答を許
容できない場合、レジスターのタイミング違反、クロック信号のグリッチ、競合状態、または他の論理的な
問題がないように同期デザインを使用する必要があります 。デフォルトでは、 インテル Quartus
Prime ソフトウェアは、マルチプレクサーを通過する可能性のあるすべてのパス、およびマルチプレクサ
ーから送られる可能性のある両方の内部クロック間の 適化と分析を行います。これにより、マルチプレ
クサーが常に 1 つの特定のクロックを選択している場合、必要以上に制限的な分析が行われる可能性
があります。より完全な分析が必要ない場合、インテル Quartus Prime ソフトウェアのベースクロック
としてマルチプレクサーの出力を割り当てることができます。これにより、すべてのレジスター間パスがそ
のクロックを使用して分析されます。

ヒント: 多重化ロジックを使用する代わりに、専用ハードウェアを使用して、使用可能な場合にクロック多重化を
実行します。たとえば、特定の Intel FPGA デバイスで使用可能なクロック切り替え機能またはクロック
制御ブロックを使用できます。これらの専用ハードウェアブロックにより、グローバルな低スキュー・ルー
ティング・ラインを使用し、クロックラインのロジック遅延によるデバイスのホールドタイムの問題を回避
できます。

注意: クロッキング構造に関するデバイス固有の情報については、適切なデバイスのデータシートまたはハン
ドブックを参照してください。

2.2.3.5. ゲート付きクロックの使用

ゲーテッドクロックは、ゲーティング回路を制御するイネーブル信号を使用してクロック信号をオンまた
はオフにします。クロックがオフになると、対応するクロックドメインがシャットダウンされ、機能的に非
アクティブになります。
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図 -11: ゲート付きクロック

Clock

Gated Clock

D Q D Q

Gating Signal

使用されていないデジタル回路の一部を効果的にシャットダウンすることにより、一部のデバイス・アー
キテクチャーでゲートクロックを使用して消費電力を削減できます。クロックがゲートされると、クロッ
ク・ネットワークとそれによって駆動されるレジスターの両方がトグルを停止するため、電力消費への寄
与がなくなります。ただし、ゲーテッドクロックは同期スキームの一部ではないため、デザインの実装と検
証に必要な労力が大幅に増加する可能性があります。ゲーテッドクロックはクロックスキューの一因と
なり、デバイスの移行を困難にします。これらのクロックは、デザインエラーの原因となるグリッチにも敏
感です。

AND または OR ゲートではなく、専用のハードウェアを使用してクロック・ゲーティングを実行します。た
とえば、新しい Intel FPGA デバイスのクロック制御ブロックを使用して、クロック・ネットワーク全体を
シャットダウンできます。専用ハードウェアブロックにより、スキューの少ないグローバル・ルーティング
を使用し、クロックラインのロジック遅延によるデバイスのホールドタイムの問題を回避できます。

機能的な観点から、同期クロックイネーブル信号を使用して、純粋に同期的な方法でクロックドメインを
シャットダウンできます。ただし、同期クロック・イネーブル・スキームを使用する場合、クロック・ネットワ
ークはトグルし続けます。この方法では、ソースでクロックをゲーティングするほど消費電力は削減され
ません。ほとんどの場合、同期スキームを使用します。

2.2.3.5.1. 推奨されるクロック・ゲーティング方法

ターゲット・アプリケーションが電力削減を必要とする場合にのみゲートクロックを使用し、ゲートクロ
ックはデバイス・アーキテクチャーの必要な削減を提供します。ロジックでゲーティングされたクロックを
使用する必要がある場合、堅牢なクロック・ゲーティング手法に従い、ゲーテッドクロック信号が専用の
グローバル・クロック・ルーティングを使用するようにします。

クロック・ネットワークのソース、各レジスター、またはその中間でクロック信号をゲートできます。クロッ
ク・ネットワークはスイッチング消費電力に寄与するため、可能な限りソースでクロックをゲーティングし
て、クロック・ネットワーク全体をシャットダウンするのではなく、シャットダウンします。

図 -12: 立ち上がりエッジでアクティブなクロックに推奨されるクロック・ゲーティング手法
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推奨される手法でゲーテッドクロックを生成するには、クロックの非アクティブエッジでトリガーするレ
ジスターを使用します。この構成では、ゲートの 1 つの入力のみが一度に変化し、出力のグリッチまたは
スパイクを防ぎます。クロックが立ち上がりエッジでアクティブな場合、AND ゲートを使用します。逆に、
立ち下がりエッジでアクティブなクロックの場合、OR ゲートを使用してクロックとレジスターをゲートし
ます。

イネーブルコマンドはクロックサイクルの半分未満で準備する必要があるため、イネーブル信号を生成
するロジックの遅延に注意してください。イネーブルコマンドを生成するロジックが特に複雑な場合、ま
たはクロックのデューティサイクルが著しく不均衡な場合、これにより問題が発生する可能性がありま
す。ただし、クロックをゲーティングする他の方法によって生じる問題と比較した場合、デューティサイク
ルとロジック遅延を慎重に管理することは、許容できる解決策となる場合があります。

Timing Analyzer で、AND ゲートの出力にクロック設定を適用します。それ以外の場合、タイミング・ア
ナライザはレジスターを経由するクロックパスを 長クロックパスとし、レジスターをスキップするパス
を 短クロックパスとして使用して人工的なクロック・スキューを生成する回路を解析することができま
す。

場合によっては、ゲーテッドクロックをクロックイネーブルピンに変換すると、グリッチとクロックスキュ
ーを減らし、 終的にはより正確なタイミング解析を行うことができます。Auto Gated Clock
Conversion オプションをオンにすることで、ゲーテッドクロックをクロック・イネーブル・ピンに自動的
に変換するようにインテル Quartus Prime ソフトウェアを設定できます。この変換は、シングルゲーテ
ッドクロックとカスケードゲーテッドクロックの 2 種類のゲーテッドクロッキングスキームに適用されま
す。

関連情報
Auto Gated Clock Conversion のロジックオプション

Intel Quartus Prime Help 内

2.2.3.6. 同期クロック・イネーブルの使用

クロックドメインを同期的にオフにするには、同期クロックイネーブル信号を使用します。 FPGA は、す
べてのデバイスレジスターで使用可能な専用のクロックイネーブル信号があるため、クロックイネーブル
信号を効率的にサポートします。

この方式では、クロック・ネットワークがトグルし続けるため、ソースでクロックをゲーティングするほど
消費電力を削減せず、レジスターセットをディセーブルすることでゲーテッドクロックと同じ機能を実行
します。すべてのレジスターのデータ入力の前にマルチプレクサーを挿入して、新しいデータをロードす
るか、レジスターの出力をコピーします。

図 -13: 同期クロック・イネーブル
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インテル Stratix 10 デバイスをデザインする時、高ファンアウト・クロック・イネーブル信号がハイパー
リタイマーで達成可能なパフォーマンスを制限する可能性があることを考慮してください。特定の推奨事
項については、 インテル Stratix 10 高性能デザイン・ハンドブックを参照してください。

関連情報
クロックイネーブルの戦略

インテル Stratix 10 High-Performance Design Handbook
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2.2.4. 物理的な実装とタイミング・クロージャーの最適化

このセクションでは、タイミング要件が厳しい高速または複雑なコア・ロジック・デザインのデザインおよ
びタイミング・クロージャーテクニックについて説明します。これらの手法は、低速または中速のデザイン
にも役立ちます。

2.2.4.1. 物理的な実装の計画

デザインを計画するときは、物理的な実装の次の要素を考慮してください。

• 一意のクロックドメインの数とその関係

• 各機能ブロックのロジックの量

• ブロック間のデータフローの場所と方向

• I/O インターフェイス間の機能ブロックへのデータのルーティング方法

インターフェイス全体の制御またはステータス信号には、競合する制約または反対の制約があります。た
とえば、機能ブロックの制御またはステータス信号がデバイスの両側からの物理チャネルとインターフェ
イスする場合です。このような場合、これらの信号がデバイスの幅を横断できるように十分なパイプライ
ン・レジスターステージを提供する必要があります。さらに、デザインの階層をデバイスの各サイドの個別
のロジックモジュールに構造化できます。サイドモジュールは、サイドごとにレジスターされた制御信号
を生成および使用できます。これは、トランシーバーの近くにサイドごとのロジックを配置することによ
り、特にトランシーバーを使用するデザインでフロアプランを簡素化します。

パイプライン制御信号にレジスターステージを追加する場合、必要に応じて、各レジスターの
Assignment Editor （ Assignments > Assignment Editor ）で Auto Shift Register
Replacement をオフにします。デフォルトでは、パフォーマンスとリソースの見積もりに基づいて、レ
ジスターのチェインを RAM ベースの実装に変換できます。パイプライン処理は長距離のタイミング要件
を満たすのに役立つため、この割り当てにより制御信号が変換されないことが保証されます。

2.2.4.2. FPGA リソースの計画

デザイン要件は、FPGA リソースの使用に影響します。適切なグローバル、リージョナル、およびデュアル
リージョナルネットワーク信号を考慮して、機能ブロックを計画します。

一般に、デザインでクロックを割り当てた後、 高のファンアウト制御信号にグローバルネットワークを
使用します。グローバルネットワーク信号が高ファンアウト制御信号を配信する場合、グローバル信号
はデバイス内のどこでもロジックを駆動できます。同様に、リージョナルネットワーク信号を使用する場
合、駆動されるロジックはデバイスの 1 つの象限、またはデュアルリージョナルネットワーク信号の場合
はデバイスの半分になければなりません。データフローと I/O とデバイス間のデータエントリおよびデー
タ出口の物理的位置によっては、機能ブロックを象限またはデバイスの半分に制限することは、パフォー
マンスまたはリソース要件にとって実用的ではない場合があります。

デザインをフロアプランするときは、メイン機能ブロックのメモリ、ロジック、DSP ブロックなど、さまざ
まなタイプのデバイスリソースのバランスを考慮してください。たとえば、デザインが少量のロジックでメ
モリを集中的に使用する場合、効果的なフロアプランを開発することは困難です。メモリとインターフェ
イスするロジックは、メモリにアクセスするためにチップ全体に広がる必要があります。この場合、データ
と制御パスで十分なレジスターステージを使用して、信号がチップを通過して必要な物理的に異なるリ
ソースにアクセスできるようにすることが重要です。

2.2.4.3. タイミング・クロージャーのプランニング

デザインのタイミング・クロージャーを達成するために、コンパイル設定をイネーブルすることができま
す。 インテル Quartus Prime ソフトウェア、またはタイミング制約を直接変更できます。
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タイミング・クロージャーのコンパイル設定

注意: プロジェクト設定を変更すると、コンパイル時間が大幅に増加する可能性があります。デザイン処理後に
フィッターメッセージを確認することにより、実行時コストに対するパフォーマンスの向上を表示できま
す。

表 2. タイミング・クロージャーに影響するコンパイル設定

設定 ロケーション タイミング・クロージャーへの影響

Allow Register Duplication Assignments > Settings >
Compiler Settings >
Advanced Settings (Fitter)

この手法は、レジスターのファンアウトが大きい場合、またはファ
ンアウトがデバイスの物理的に離れた領域にある場合に も役
立ちます。
ネットリスト 適化レポートを確認し、物理合成で自動的に追加
されたレジスターを手動で複製することを検討してください。
Chip Planner で元のレジスターと複製レジスターを見つけるこ
ともできます。それらの場所を比較し、ファンアウトが改善されて
いる場合、コードを変更し、レジスターの複製をオフにしてコンパ
イル時間を節約します。

Prevent Register Retiming Assignments > Settings >
Compiler Settings >
Advanced Settings (Fitter)

レジスター間のコンビナトリアルパスの一部がタイミング目標を
超え、他のパスが不足する場合に役立ちます。
デザインが既にかなりパイプライン化されている場合、パイプライ
ンステージ間でロジックのレベルが大きく不均衡にならないよう
にするため、レジスターのリタイミングが大幅にパフォーマンスを
向上させる可能性は低くなります。

タイミング制約を使用してタイミング・クロージャーを最適化するためのガイドライン

タイミング・クロージャーを達成するには、適切なタイミング制約が不可欠です。タイミング制約を適用
するには、次の一般的なガイドラインを使用してください。

• シングル/サイクルタイミング解析が不要な場合、デザインにマルチサイクル制約を適用します。

• デザイン内のすべての非同期クロックドメインの交差またはリセットに False Path 制約を適用し
ます。この手法は過剰な制約を防ぎ、Fitter はコンパイル時間を短縮するためにクリティカルパスの
みに焦点を合わせます。ただし、タイミングが重要なクロックドメインを過剰に制約すると、物理合
成よりもタイミング結果が改善され、コンパイル時間が短縮される場合があります。

• 物理合成によるスラックの改善がゼロに近い場合、物理合成を使用するのではなく、過剰な制約を
課します。セットアップの不確実性を使用して、タイミングが重要なクロックドメインの周波数要件
を過剰に制約します。

• 制約の変更がパフォーマンスとランタイムに与える影響を評価するときは、少なくとも 3 つの異な
るシードを使用してデザインをコンパイルし、パフォーマンスとランタイムの平均効果を判断しま
す。さまざまな制約の組み合わせにより、さまざまな結果が得られます。 3 つ以上のサンプルがパフ
ォーマンスの傾向を確立します。パフォーマンスの改善または低下に基づいて制約を変更します。

• 可能な限り、設定をデフォルト値のままにします。パフォーマンスの制約を大きくすると、コンパイル
時間が大幅に長くなる可能性があります。これらの増加は、デザインのタイミングを閉じるために必
要な場合がありますが、可能な限りデフォルト設定を使用すると、コンパイル時間が 小限に抑えら
れます。

関連情報
タイミング・クロージャーのデザイン評価

インテル Quartus Prime プロ・エディション デザイン 適化ユーザーガイド

2.2.4.4. クリティカル・タイミング・パスの最適化

高速デザインでタイミングを閉じるには、タイミングエラーが も多いパスを確認します。単一の大きな
タイミングエラーを修正すると、タイミングが大幅に改善される可能性があります。
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Tools > Chip Planner をクリックして、レジスターの配置と配線パスを確認します。高ファンアウト
制御信号の大きなタイミングエラーは、次のいずれかの条件によって発生する可能性があります。

• グローバルネットワークの次善の使用

• パイプライン化せずにローカルルーティングでチップを通過する信号

• レジスターの複製による高ファンアウトの修正の失敗

高速で高帯域幅のデザインの場合、バス幅とワイヤ使用量を削減して速度を 適化します。ワイヤの使
用量を削減するには、データをできるだけ移動しないでください。たとえば、ロジックのブロックがワード
の数ビットで機能する場合、非アクティブなビットを FIFO またはメモリに保存します。メモリはレジスタ
ーよりも安価で高密度であり、ワイヤの使用を削減します。

関連情報
Chip Planner における IOBANK 情報

インテル Quartus Prime プロ・エディション デザイン 適化ユーザーガイド

2.2.5. 消費電力の削減

FPGA の総消費電力は、I/O 電力、コアの静的電力、およびコアの動的電力で構成されます。これらのコ
ンポーネント間の関係についての知識は、全体の総消費電力を計算する上で重要です。

さまざまな 適化手法とツールを使用して、FPGA デザインの実装中に適用するときの消費電力を 小
限に抑えることができます。インテル Quartus Prime ソフトウェアは、デバイスの電力消費を完全に
適化するための電源駆動コンパイル機能を提供します。電力駆動型のコンパイルでは、電力駆動型の合
成と電力駆動型の配置配線を使用して、デザインの総消費電力を削減します。

関連情報
電力の 適化

インテル Quartus Prime プロ・エディション User Guide: Power Analysis and
Optimization

2.2.6. デザインの準安定性の管理

FPGA デザインでは、非同期信号の同期が準安定性を引き起こす可能性があります。準安定性による平
均故障間隔（MTBF）を分析するインテル Quartus Prime ソフトウェアを使用できます。高い準安定性
MTBF は、より堅牢なデザインを示しています。

関連情報
• インテル Quartus Prime ソフトウェアによる準安定性の管理 (167 ページ)

• メタスタビリティの解析と 適化手法
インテル Quartus Prime プロ・エディション デザイン 適化ユーザーガイド
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2.3. Design Assistant を使用したデザイ・ンルール・チェック

デザインルール違反を回避することで、デザインの信頼性、タイミング・パフォーマンス、ロジック使用率
が向上します。インテル Quartus Prime ソフトウェアには、Design Assistant ツールが含まれていま
す。

Design Assistant は、各段階での健全性チェックとガイダンスにより、各反復の時間を 小化すること
により、デザインを閉じるためのデザイン反復の総数を減らして生産性を向上させます。

イネーブルすると、Design Assistant は、Intel FPGA が推奨するデザインガイドラインの標準セット
に対する違反を報告します。(1)Compilation Flow モードで Design Assistant を実行すると、ステー
ジ完了時にそのステージに関連する違反を表示できます。あるいは、Design Assistant は Timing
Analyzer や Chip Planner などのツールの解析モードで使用できます。

• Compilation Flow Mode—1 つ以上のコンパイル段階で自動的に実行されます。このモードで
は、Design Assistant はコンパイル中にインフロー（一時的な）データを使用します。

• Analysis Mode—Timing Analyzer および Chip Planner から Design Assistant を実行して、
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デザイン違反を解析します。分析モードで
は、Design Assistant は静的コンパイルスナップショットデータを使用します。

Design Assistant は、各ルール違反を次のいずれかの重大度レベルで指定します。Design
Assistant でデザインにチェックインするルールを指定して、デザインにとって重要ではないルールチェ
ックを排除できます。

表 3. デザイン・アシスタントのメッセージの重要度レベル

カテゴリー 変更内容 重要度レベル

重大 ハンドオフの問題に対処 レッド

High 機能障害を引き起こす可能性があります。デザインデータが欠落している
か誤っている可能性があります。

オレンジ

Medium f MAX またはリソース使用率の結果の品質に潜在的に影響します。 褐色

Low ルールは、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。

ブルー

関連情報
• コンパイル中の Design Assistant の実行 (70 ページ)

• 解析モードでの Design Assistant の実行 (72 ページ)

• Design Assistant のルールの管理 (78 ページ)

• Design Assistant ルールドキュメントへのリンク　 (83 ページ)

2.3.1. Design Assistant の設定

個々のデザイン特性とレポート要件に合わせて Design Assistant を完全にカスタマイズできます。
Assignments > Settings > Design Assistant Rule Settings をクリックして、デザイン・
ルール・チェックのデザインコンパイルのさまざまな段階に適用するルールとパラメーターを制御するオ
プションを指定します。

(1) コンパイル時間を 小限に抑えるため、で説明されているように、多くの Design Assistant チェックがデフォルト
でディセーブルなっているため、コンパイラーが検証に費やすチェックを決定できます。
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図 -14: デザイン・アシスタントのルール設定
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

以下のオプションを選択できます。

表 4. デザイン・アシスタントのルール設定

オプション 説明

Stage フィルター All、Analysis＆Elaboration、Synthesis、Plan、Place、Route、Finalize、または Timing
Signoff のコンパイルステージでルールリストをフィルタリングできます。(2)このフィルタリングにより、
選択したステージに適用されるルールのみを表示および編集できます。

Text フィルター 一致するテキストを入力し、ルールの Name、Description、Parameter、Severity、または
Category を選択することで、Rules リストをフィルタリングできます。このフィルタリングにより、選択し
た基準を満たすルールのみを表示および編集できます。

デザイン・アシスタントがコンパイル
時に実行されるように設定

指定された Design Assistant Rule Settings に従って、コンパイル処理中に Design Assistant
を自動的に実行します。無効にすると、コンパイル時に Design Assistant が自動的に実行されません。ま
たは、プロジェクト.qsfで次の割り当てを使用して、この設定を有効にすることができます。

set_global_assignment -name FLOW_ENABLE_DESIGN_ASSISTANT ON

ルール 使用可能なすべての Design Assistant ルールとそのプロパティをリストします。

Name カラム 一意の英数字名で各ルールをリストします。ルールの checkbox を有効または無効にして、ルールに準
拠するための設計の分析を有効または無効にします。複数のコンパイラステージに適用されるルールの場
合、ステージごとの制御の各ステージにサブルールが表示されます。

continued...   

(2) Timing Signoff は、 終スナップショットと Timing Analyzer 実行可能ファイルを組み合わせます。
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オプション 説明

Description カラム 概要ルールの説明。

Parameter カラム ルールに設定されている指定された使用可能なパラメーターを一覧表示します。または、複数のパラメー
ターをサポートするルールの「複数の値」を一覧表示します。任意のルールを選択して、サポートされている
パラメーター値を編集できます。ステージサブルールのパラメーターを指定することにより、ステージごと
にパラメーターを指定できます。

Severity カラム ルールの Severity レベルとして、Low、 Medium 、 High 、または Critical を指定できます。
Design Assistant メッセージレポートは、この重大度レベルを反映します。

Category カラム Design Assistant ルールの影響を受けるデザインの領域を指定します。たとえば、Timing Closure、
Reset、Hyper-Retimer Readiness、Floorplanning、 CDC、Clocking など。

Stage カラム ルールが適用されるコンパイラー・ステージを指定します。ステージサブルールの checkbox オプション
を有効または無効にすることで、ステージごとにルールを有効または無効にできます。

Parameters for rule カラム パラメータをサポートするルールのパラメータを指定できます。 ステージサブルールのパラメーターを指
定することで、ステージごとにパラメーターを指定できます。

2.3.2. コンパイル中の Design Assistant の実行

イネーブルすると、コンパイル時に Design Assistant が自動的に実行され、コンパイルレポートで有
効なデザインルール違反が報告されます。または、特定のコンパイル・スナップショットで Design
Assistant を実行して、解析モードでの Design Assistant の実行 (72 ページ)で説明されるように、
次のようにそのステージのみに分析を集中させることができます。

Design Assistant をイネーブルして実行し、コンパイル後に結果を表示するには、次の手順に従いま
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. Assignments > Settings > Design Assistant Rules Settings をクリックします。

図 -15: デザイン・アシスタントのルール設定

3. コンパイル中の Design Assistant チェックをイネーブルするには、コンパイル中の Enable
Design Assistant execution during compilation をイネーブルします。

4. 使用可能なルールのリストをフィルターして有効またはディセーブルするには、特定のコンパイル
Stage を選択し、 Filter リストで Name 、 Description 、 Parameter 、 Severity 、また
は Category を選択します。
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5. 特定のデザインルールのチェックを有効またはディセーブルするには、Name 列でそのルールのチ
ェックボックスをオンまたはオフにします。ルールがオフの場合、Design Assistant は分析中にル
ールを考慮しません。

6. 構成可能なパラメーターを含むルールをイネーブルする場合、Parameter フィールドに値を指
定します。

7. コンパイル中に Design Assistant を実行するには、コンパイラの 1 つ以上のモジュールを実行し
ます。Design Assistant は、コンパイルレポートの各ステージの結果を報告します。

図 -16: 合成、計画、配置、ファイナライズ、およびタイミング・サインオフ・レポートの Design Assistant の結
果

8. 各ルールの結果を表示するには、 Rules リストでルールをクリックします。ルールの説明と修正の
ためのデザイン推奨事項が表示されます。

図 -17: Design Assistant ルール違反の推奨事項

デザイン・ア
シスタントの
推奨事項
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2.3.3. 解析モードでの Design Assistant の実行

分析モードでデザインアシスタントを使用すると、タイミング・アナライザーおよび Chip Planner のス
ナップショットに適用されるデザインルールに対して特定のスナップショットを検証できます。タイミン
グ・アナライザー Chip Planner は、その段階のデザインルールの違反を報告できます。その後、次のコ
ンパイル段階に進む前に違反を修正できます。

2.3.3.1. Design Assistant からのクロスプローブ

Design Assistant のクロスプローブ機能を使用すると、ルール違反インスタンスから、関連ツール
（RTL Viewer、Technology Map Viewer、Chip Planner、Pin Planner）またはデザインファイルでエ
ラーの原因を見つけることができます。

Design Assistant は、個々のルール違反からソースまでクロスプローブできます。次の 2 つの例は、ク
ロスプローブの場所から展開して違反を完全に分析する方法を示しています。

注意: 場合によっては、ルール違反の正確な根本原因を突き止めることは不可能です。これらの場合、クロスプ
ローブは違反をデバッグするためのおよその開始点を探します。場合によっては、クロスプローブが不可
能です。

一般的な高ファンアウトルール違反の例

次の例は、HRR-10115 高ファンアウト信号ルール違反が RTL Viewer に対してクロスプローブされ
ることを示しています。

1. Design Assistant がルール HRR-10115 の FAIL ステータスを報告する場合、Design
Assistant レポートでルール違反のいずれかを右クリックして、Locate Node > Locate in
RTL Viewer をクリックします。

図 -18: Locate in RTL Viewer

クロスプローブにより、RTL ビューアーでドライバーレジスターを見つけることができます。
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図 -19: RTL Viewer でのドライバーレジスター

2. 次に、高ファンアウト違反を完全に視覚化するには、レジスターを右クリックし、Expand
Connections をクリックして、すべての 2137 シンクを表示します。

図 -20: 拡張された接続

一般的なタイミングパス違反の例

タイミングパスを含む違反など、より複雑な違反の場合、正確なクロスプローブには追加の手順が必要
です。たとえば、タイミングルール TMC-20001 ホールドパス違反のクロスプローブは、パスの開始点を
特定します。ただし、完全なパスをトレースするには、接続を手動でトレースするか、またはタイミング・ア
ナライザーで同じパスでレポートする必要があります 。

タイミング・アナライザーの中に 、タイミング・アナライザー Locate Path コマンドのための同じ-
from 、 -to 、 -clock_from 、および clock_toの値を指定して、 RTL Viewer、Technology
Map Viewer、Chip Planner、Pin Planner、またはデザインファイルでソースを検出します。

1. Design Assistant がルール TMC-20001 の FAIL ステータスを報告するとき、パス-from値の
Start Point 違反テキストと-to値の End Point 違反テキストをコピーできます。
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図 -21: 違反テキストのコピー

2. Timing Analyzer を開くには、 Tools > Timing Analyzer をクリックするか、コンパイル・ダ
ッシュボードの Timing Analyzer アイコンをクリックします。

3. Tasks ペインで、Update Timing Netlist コマンドをダブルクリックします。

4. Tcl コンソールにパス情報を貼り付けて、次のコマンドを作成および実行します。

report_timing -from i_qm_top|i_qmll|QMLL[15].qm_ll|piped_dq_req_qid[8][0] \
   -to i_qm_top|i_qmll|QMLL[15].qm_ll|piped_dq_req_qid_rtl_0|\
   auto_generated|altera_syncram4|altsyncram5|ram_block6a9~reg0 \
   -panel_name debug_panel

Timing Analyzer は、 debug_panel レポートでパスのタイミングを報告します。

図 -22: タイミング・パスのレポート

5. 違反の正確なソースを特定するには、デバッグパネルでパスを右クリックし、Locate Path >
Locate in Chip Planner または Locate in Technology Map Viewer をクリックしま
す。
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図 -23: Technology Map Viewer のタイミングパス

2.3.3.2. Chip Planner からの Design Assistant の実行

以下の手順に従って、分析モードで Chip Planner から Design Assistant を実行します。

1. Compiler の任意のステージを実行します。 Chip Planner から Design Assistant を実行する前
に、少なくとも Analysis＆Elaboration ステージを実行する必要があります。

2. Tools > Chip Planner をクリックします。

3. Chip Planner Tasks ウィンドウで、 Design Assistant の下の Report DRC をクリックしま
す。Report DRC（デザイン・ルール・チェック）ダイアログボックスが表示されます。

図 -24: Report DRC ダイアログボックス
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4. Rules の下で、チェックマークを削除して、分析にとって重要ではないルールをディセーブルしま
す。Select all Rules アイコンをクリックしてすべてのルールををイネーブルするか、Deselect
all Rules をクリックしてすべてのルールをディセーブルすることができます。

5. 構成可能なパラメーターを含むルールをイネーブルする場合、Parametes フィールドでパラメー
ター値を調整します。

6. Output の下で、Report panel name を確認し、オプションで出力 File name を指定しま
す。

7. Run をクリックします 。 Design Assistant が違反を検出すると、結果レポートが生成され、 　
Report ペインに表示されます。結果は、メインのコンパイルレポートにも表示されます。

図 -25: Chip Planner Reports ペインの違反

図 -26: メインのコンパイルレポートでのチッププランナー違反

2.3.3.3. Timing Analyzer から Design Assistant を実行

次の手順に従ってタイミング・アナライザー分析モードで Design Assistant を実行します。

注意: タイミング解析を実行する前に、Compiler のプランステージを実行する必要があります。

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13

インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項 フィードバック

76

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


1. Compiler の Plan ステージを実行するには、Compilation Dashboard の Plan をクリックしま
す。

2. Compilation Dashboard の Plan ステージの横にあるタイミング・アナライザーアイコンをクリ
ックします。

3. Timing Analyzer の Tasks ペインで、Update Timing Netlist をクリックします。

4. Tasks ウィンドウの Design Assistant フォルダーの下にある Report DRC をダブルクリッ
クします。Report DRC （デザイン・ルール・チェック）ダイアログボックスが表示されます。

5. Rules の下で、チェックマークを削除して、分析にとって重要ではないルールをディセーブルしま
す。Select all Rules アイコンをクリックしてすべてのルールををイネーブルするか、Deselect
all Rules をクリックしてすべてのルールをディセーブルすることができます。

6. 構成可能なパラメーターを含むルールをイネーブルする場合、Parametes フィールドでパラメー
ター値を調整します。

7. Output の下で、Report panel name を確認し、オプションで出力 File name を指定しま
す。

図 -27: レポート DRC（デザイン・ルール・チェック）ダイアログボックス

Enables or Disables Rule Design Assistant Rule
Enable/Disable All

8. Run をクリックします 。結果レポートが生成され、メインの Compilation Report と同様に
Report ペインに表示されます。
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図 -28: タイミング・アナライザーレポートペインの Design Assistant レポート

9. Report ペインの Design Assistant (Planned)フォルダーで、結果 ]レポートをクリックし
て、そのステージのデザイン・ルール・チェックに対する結果の概要を表示します。

10. 結果レポートで、詳細を確認するには、違反の上にマウスを置きます。

2.3.4. Design Assistant のルールの管理

Design Assistant は、デザインの特性にとって重要なルールの管理に役立つ機能を提供します。これら
の機能を使用して、コンパイルの関連する段階でデザインに重要なルールのみをチェックするようにする
ことができます。

Design Assistant には、ルールのチェックとレポートの管理に役立つ次の機能があります。　

• 特定の Compiler ステージに対してのみルールを有効または無効にする　

• 特定の Compiler ステージに異なるルールパラメータを指定する　

• 設計の優先度に合わせてルールの重要度レベルをカスタマイズする　

• デザインにとって重要ではないルール違反をフィルタリングまたは非表示にする　

次のセクションでは、各コンポーネントについて詳しく説明します。

関連情報
• 特定の Compiler ステージのルールの有効化　 (78 ページ)

• 特定 Compiler ステージのルールパラメータの指定 (79 ページ)

• ルールの重大度レベルの変更　 (80 ページ)

• レポートでのルール違反のフィルタリングと非表示 (80 ページ)

• Changing Default Number of Violations per Rule (82 ページ)

2.3.4.1. 特定の Compiler ステージのルールの有効化　

ステージごとに Design Assistant ルールのチェックを有効または無効にできます。この機能により、コ
ンパイルの特定の段階で重要ではないルールのチェックを無効にすることができます。　

特定の Compiler ステージのルールを有効または無効にするには、次の手順に従います。　

1. インテル Quartus Prime のプロジェクトを開くか作成します。

2. Assignments > Settings > Design Assistant Rules Settings をクリックします。

3. 複数のステージをサポートするルールの場合、ルールの横にある矢印をクリックして、各ステージの
サブルールを展開します。　

4. サブルールの場合、サブルールの checkbox を有効または無効にして、指定された ompiler ステ
ージでそのルールのチェックを有効または無効にします。 Design Assistant は、指定したステー
ジに対して無効にしたルールをチェックしません。
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図 -29: ステージごとのルールを有効または無効にする　
Enable/Disable Rules per Stage Subrules Control per Stage

2.3.4.2. 特定 Compiler ステージのルールパラメータの指定

異なる Compiler ステージの Design Assistant ルールに異なるパラメータを指定できます。この機能
を使用すると、コンパイルの特定のステージにのみ適用されるルールパラメータのセットを評価し、別の
ステージでは異なるルールパラメータのセットを使用できます。

特定の Compiler ステージのパラメーターを有効または無効にするには、次の手順に従います。

1. インテル Quartus Prime のプロジェクトを開くか作成します。

2. Assignments > Settings > Design Assistant Rules Settings をクリックします。

3. 複数のステージをサポートするルールの場合、ルールの横にある矢印をクリックして、各ステージの
サブルールを展開します。

4. サブルールを選択して、Parameters for rule でパラメーターを指定します。 Design
Assistant は、指定した段階でのみルールパラメータをチェックします。

図 -30: ステージごとのパラメーターの指定　
Specify Parameters per Stage Subrules Control per Stage
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2.3.4.3. ルールの重大度レベルの変更　

Design Assistant ルールの重要度レベルを上げて、デザインのルールの重要度に一致させることがで
きます。重大度レベルをデフォルトより低くすることはできません。 Design Assistant のメッセージと
レポートには、ルールの重大度レベルが反映されています。指定した重大度レベルに基づいて、ルールメ
ッセージをフィルタリングおよび非表示にすることができます。　

ルールの重大度レベルをカスタマイズするには、次の手順に従います。　

1. インテル Quartus Prime のプロジェクトを開くか作成します。

2. Assignments > Settings > Design Assistant Rules Settings をクリックします。

3. Severity を変更するルールを選択します。親ルールの重大度レベルのみを変更できます。各ステ
ージのサブルールは、親ルールの Severity レベルを反映する必要があります。

4. Severity のセルをクリックして、 Low 、 Medium 、 High、または Critical を選択します。

図 -31: ルールの重要度レベルの変更

Specifies Rule Severity

2.3.4.4. レポートでのルール違反のフィルタリングと非表示

デザインにとって重要ではないルール違反をフィルタリングまたは非表示にすることができます。指定し
た基準を満たす違反のみを表示できる違反フィルターを作成して保存できます。特定のルール違反メッ
セージを選択して非表示にすることもできます。

ルール違反をフィルタリングまたは非表示にするには、次の手順に従います。　

1. インテル Quartus Prime のプロジェクトを開くか作成します。

2. Assignments > Settings > Design Assistant Rule Settings をクリックして、好みを
指定します。

3. Design Assistant で確認するコンパイルのステージを実行します。

4. Compilation Report で、実行するコンパイルステージの Design Assistant レポートを選択しま
す。

5. Design Assistant レポートで、Rule リストから任意のルールを選択します。ルールリストがレポ
ートの右ペインに表示されます。
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図 -32: コンパイルレポートのルールリスト
Click to Open Filter Options Dialog Box

6. Filter Options フィールドで、[ … ]アイコンをクリックします。Filter Options ダイアログボ
ックスが表示されます。

図 -33: Programmer Options ダイアログボックス

7. Filter Options ダイアログボックス (82 ページ)で説明されるように、次のようにフィルターの
Conditions を指定します。

8. 将来使用するためにフィルターを保存するには、フィルターの Name と Description を指定し
ます。

9. OK をクリックします。レポートは、基準を満たさない違反をフィルタリングします。

10. 特定のルール違反を非表示にするには、ルールを選択して Hide ボタンをクリックします。非表示
の違反を表示するには、Show オプションの All をクリックします。
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図 -34: Hide ボタンおよび Display オプション

Shows All, Visible, or Hidden Rules

Click to Hide Selected Message

2.3.4.4.1. Filter Options ダイアログボックス

ダイアログボックスダイアログボックスでは、指定した条件に基づいて、コンパイルレポートの Design
Assistant ルール違反をフィルターできます。Design Assistant ルール違反レポートの（…）アイコン
をクリックして、Filter Options ダイアログボックスを開きます。

Filter Options ダイアログボックスには、次のオプションがあります。

表 5. デザイン・アシスタントのメッセージの重要度レベル

カテゴリー 内容

Match 指定した Any または All にフィルターが一致する必要があることを指定します。

Condition 条件に指定したテキストと一致する Pin または Signal に適用されるフィルター条件を指定しま
す。

Add Condition 変更する別の空白の条件を追加します。　

Name 将来使用するために保存するフィルターの名前を指定します。

Description 将来このフィルターをすぐに識別できるように保存するフィルターについて説明します。　

2.3.4.5. Changing Default Number of Violations per Rule

ルールごとに Design Assistant が報告する違反のデフォルト数を変更できます。ルールごとに報告さ
れる違反のデフォルト数は 500 です。ルールごとの違反のデフォルト数を変更するには、プロジェク
ト.qsfで次の割り当てを指定します。　

set_global_assignment -name DESIGN_ASSISTANT_MAX_VIOLATIONS_PER_RULE <number>
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ルールごとの違反の数に制限を指定しない場合、-1を入力して<number>
DESIGN_ASSISTANT_MAX_VIOLATIONS_PER_RULE割り当てを入力します。

2.3.5. Design Assistant ルールドキュメントへのリンク　

コンパイルレポートのルール違反から直接リンクして、ルールの完全なドキュメントを作成できます。
Design Assistant ルールのドキュメントには、回避策、グラフィックス、および該当する場合は表形式
のデータを含むサマリールールの完全な説明が含まれています。　

ルール違反から Design Assistant ルールドキュメントにリンクするには、次の手順に従います。　

1. コンパイルレポートで、実行するコンパイルステージの Design Assistant レポートを選択しま
す。　

2. Design Assistant レポートで、Rule リストから任意のルールを選択します。ルールレポートがレ
ポートの右ペインに表示されます。

図 -35: ルールドキュメントへのリンク　

Click to Display Rule Documentation

3. 右側のペインのフッターで、[ Design Assistant Document ]の下のリンクされたルール ID
をクリックします。ルールのドキュメントはインストールされたインテル Quartus Prime Help に
表示されます。

2.3.6. Design Assistant のルール

すべての Design Assistant ルールには、ルールカテゴリを反映する一意の英数字 ID があります。 コ
ンパイルの特定の段階で、Design Assistant の各ルールを有効または無効にできます。

以下のすべてのルールの要約表を参照してください。

表 6. Design Assistant のルールのカテゴリー

カテゴリー 頭字語 説明

インテル Hyperflex Retimer Rules HRR インテル Hyperflex Retimer の準備状況のチェック

Timing Closure Rules TMC タイミング・クロージャーに関連するチェック
continued...   
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カテゴリー 頭字語 説明

プラットフォーム・デザイナー Interface Rules PDI プラットフォーム・デザイナー IP コアとインターフェイスに関連するチェ
ック

クロックドメイン・クロッシング・ロジック CDC クロックドメイン交差に関連するチェック

Clock Rules CLK クロックに関連するチェック

Reset Rules RES リセットに関連するチェック

Non-synchronous Design Structure Rules NSS 非同期構造に関連するチェック

Signal Race Rules SGR 信号レースに関連するチェック

Floorplanning Rules FLP Logic Lock 地域や混雑などのフロア計画に関連するチェック

2.3.6.1.  インテル Hyperflex Retimer Readiness (HRR)のルール

This section describes the インテル Hyperflex Retimer Readiness (HRR) Design
Assistant rules.

2.3.6.1.1. HRR-10003: Registers on High Fan-Out Non-Global Nets

内容

インテル Hyperflex アーキテクチャーを使用するデザインの非クロック・グローバル・ネットのファンア
ウトが大きいと、クリティカル・チェインの長いパスまたは短いパスによって引き起こされるパスの不均
衡により、ソフトウェアがパスをリタイミングできなくなります。

RTL を編集する場合、 preserve_syn_only属性を複製レジスターに適用し、複製をファンアウト
階層の個々のインスタンスに割り当てます。

推奨度

高ファンアウト・ドライバーのレジスターが重複しています。自動化されたソリューションについては、
DUPLICATE_REGISTERおよび DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTHの割り当てを参照してくだ
さい。または、RTL を編集して複製コピーを作成できます。

RTL を編集する場合、 preserve_syn_only属性を複製レジスターに適用し、複製をファンアウト
階層の個々のインスタンスに割り当てます。

重大度

Medium

ステージ

位置

Device Family

• インテル Stratix 10

• インテル Agilex™
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2.3.6.1.2. HRR-10004: High Fan-out Non-Global Nets

内容

インテル Hyperflex アーキテクチャーを使用するデザインの非クロック・グローバル・ネットのファンア
ウトが大きいと、クリティカル・チェインの長いパスまたは短いパスによって引き起こされるパスの不均
衡により、インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアがパスをリタイミングできなくなり
ます。

RTL を編集する場合、 preserve_syn_only属性を複製レジスターに適用し、複製をファンアウト
階層の個々のインスタンスに割り当てます。

推奨度

高ファンアウト・ドライバーのレジスターが重複しています。自動化されたソリューションについては、
DUPLICATE_REGISTERおよび DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTHの割り当てを参照してくだ
さい。または、RTL を編集して複製コピーを作成できます。

RTL を編集する場合、 preserve_syn_only属性を複製レジスターに適用し、複製をファンアウト
階層の個々のインスタンスに割り当てます。

重大度

Low

ステージ

位置

Device Family

• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.1.3. HRR-10101: Asynchronous Clears

内容

非同期クリア信号は、インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアがインテル Hyperflex
アーキテクチャー使用するデザインのパスをリタイミングすることを常に防ぎ、デザインの動作速度を制
限します。

推奨度

リセットが完全リセットの定常状態に達するのに十分長く保持されたときに回路が自然にリセットされ
る場合、非同期クリアを削除します。

重大度

Medium

ステージ

Analysis and Elaboration
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Device Family

• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.1.4. HRR-10107: Maximum Fan-out for Signal

内容

ワイヤの 大ファンアウト（インテル Hyperflex アーキテクチャーを使用するデザインで） は常に
Hyper-Retimer がワイヤをリタイミングするのを防ぎ、達成可能なデザイン・パフォーマンスを制限し
ます。

注意: このルールを使用するには、Advanced Synthesis Settings ダイアログボックスの Report
Source Assignments オプションが On になっている必要があります。このオプションはデフォルト
でオンになっています。

推奨度

以下を実行することを検討してください。

1. ワイヤの代わりに max_fanout属性をソースレジスターに適用します。

2. ソースレジスターを複製します。自動化されたソリューションについては、
DUPLICATE_REGISTERおよび DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTHの割り当てを参照して
ください。または、RTL を編集して複製コピーを作成できます。

RTL を編集する場合、 preserve_syn_only属性を複製レジスターに適用し、複製をファンア
ウト階層の個々のインスタンスに割り当てます。

重大度

Low

ステージ

Analysis and Elaboration

Device Family

• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.1.5. HRR-10115: High Fan-out Signal

内容

クロック・イネーブル・ピンを駆動するネットのファンアウトが大きいと、インテル Hyperflex アーキテク
チャーを使用するデザインのパフォーマンスが制限されます。 高ファンアウトには、クリティカルチェイ
ンのリタイミングを制限する長いまたは短いパスの不均衡が含まれる場合があります。

パラメーター

名 デフォル
ト値

説明

Fanout 500 このパラメーターで指定されたファンアウト数以上のドライバーの違反を報告します。
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名 デフォル
ト値

説明

Driver_Name_Filter このパラメーターで指定された名前パターンのいずれとも一致しないファンアウトの多
いドライバーの違反を報告します。パターンのリストはスペースで区切られています。パ
ターンには、ワイルドカード文字（「*」および「？」）および階層区切り文字（「|」）を含める
ことができます。ワイルドカードは、階層名のどの階層区切り文字とも一致しません。バス
ビットインデックスの自然な指定をサポートするために、パターン内の角かっこ「[」、「]」
はプレーン文字として扱われます（文字のセットを示しません）。

推奨度

高ファンアウト・ドライバーのレジスターが重複しています。自動化されたソリューションについては、
DUPLICATE_REGISTERおよび DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTHの割り当てを参照してくだ
さい。または、RTL を編集して複製コピーを作成できます。

RTL を編集する場合、 preserve_syn_only属性を複製レジスターに適用し、複製をファンアウト
階層の個々のインスタンスに割り当てます。

重大度

Low

ステージ

Analysis and Elaboration

Device Family

• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.1.6. HRR-10201: Power Up Don't Care Setting May Prevent Retiming

内容

ALLOW_POWER_UP_DONT_CAREグローバル割り当てにより、 Power-Up ロジックレベルオプシ
ョンが設定されていないレジスターは、 dont careロジックレベルでパワーアップします。これは、
Hyper-Retimer がそのようなレジスターをリタイミングするのに役立ちます。

推奨度

ALLOW_POWER_UP_DONT_CARE割り当てを ONに変更することを検討してください。

重大度

Low

ステージ

Analysis and Elaboration

Device Family

• インテル Stratix 10

• インテル Agilex
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2.3.6.1.7. HRR-10203: Register Power-Up Settings Conflict with Device Settings

内容

このルールに違反すると、初期値が削除されたレジスター名が特定されます。
DISABLE_REGISTER_POWER_UP_INITIALIZATIONパワーアップ設定が ONの場合、レジス
ターの初期条件はデバイスで未定義になります。この条件により、ビットストリームのサイズが小さくなり
ますが、初期レジスター値がグローバルに低下します。

推奨度

初期レジスター値を削除する機能の正確性を確認します。次に、設定
IGNORE_REGISTER_POWER_UP_INITIALIZATION ONをレジスターまたはその階層に割り
当てて、それらの初期値を放棄します。

重大度

High

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイス
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.1.8. HRR-10204: Reset Release Instance Count Check

内容

一部のデバイスファミリでは、デザインに含まれるリセットリリース IP のインスタンスが 1 つだけ必要
です。デザインに IP のインスタンスがない場合、HRR-10204 の違反が発生します。さらに、デザインに
リセットリリース IP のインスタンスが多すぎる場合、このルールには違反レポートにこれらのインスタ
ンスのインスタンスパスが含まれます。

推奨度

リセットリリースインテル FPGA IP のインスタンスが 1 つだけデザインに含まれていることを確認して
ください。 それ以外の場合、Device and Pin Options ダイアログボックスでループバックピン
USE_INIT_DONEを設定します。 詳細については、デバイス構成のユーザーガイドを参照してくださ
い。

重大度

High

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex
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2.3.6.2. Timing Closure （TMC）のルール　

このセクションでは、すべてのタイミング・クロージャー（TMC）Design Assistant ルールについて説明
します。これらのルールは、分析モードでのみ使用可能です。次の表に、すべての TMC ルールの概要を示
します。

2.3.6.2.1. TMC-20001: Timing Paths With Impossible Hold Requirement

内容

負のホールド要件が非常に大きいタイミングパスは、タイミングクロージャを複雑にし、実行時間が極
端に長くなる可能性があります。これらのパスは無効であり、次のような適切なタイミング制約が必要で
す。　

• set_clock_groupsは、無効なクロック・ドメイン・クロッシング・パスを回避します。

• 無効なタイミングパスの set_false_path

• set_multicycle_pathは、マルチサイクル・セットアップ・パスのクロックエッジを調整しま
す。

注意: hold_requirement_threshold_levelルールパラメーターは、タイミング要件がより厳し
い（つまり、スラック値が小さい）ホールドパスをフィルターで除外します。複数のクロックサイクルに対
するデザインのクロック周期の特定の割合（たとえば、50％）であるこのパラメーターに負の値を指定し
ます。

パラメーター

名 デフォルト値 説明

hold_requirement_threshold_level -0.5 ns ホールド・タイム・スラックがこのパラメーターで指定された値
よりも小さいタイミングパスの違反を報告します。

推奨度

タイミングパスが有効であることを確認します。それ以外の場合、適切な例外（ set_false_pathま
たは set_multicycle_path ）を適用するか、パスを再構築します。

重大度

High

ステージ

Plan

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10
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2.3.6.2.2. TMC-20002: Timing Paths with Removal Slack Exceeding Threshold

内容

このルールに違反すると、スラックしきい値パラメーターを下回る除去スラックを持つタイミングパスが
識別されます。非常に大きな負の削除要件を持つタイミングパスはタイミング・クロージャーを複雑に
し、過度の実行時間を引き起こす可能性があります。このようなパスはおそらく無効であり、適切なタイミ
ング制約が必要です。

パラメーター

名 デフォルト値 説明

removal_requirement_threshold_level -0.5 ns このパラメーターで指定された値よりも低い除去時間ス
ラックを持つタイミングパスに対して違反が報告されま
す。

推奨度

各タイミングパスが有効であることを確認し、SDC 制約を適用してパスをカットするか、スラックを調整
します。例えば：　

• set_clock_groupsは、無効なクロック・ドメイン・クロッシング・パスを回避します。

• 無効なタイミングパスの set_false_path

• set_multicycle_pathは、マルチサイクル・セットアップ・パスのクロックエッジを調整しま
す。

重大度

High

ステージ

Plan

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.3. TMC-20004: Timing Paths with Setup Slack Exceeding Threshold

内容

このルールの違反は、セットアップ・スラックがスラックしきい値パラメーターを下回るタイミングパス
を示します。負のスラックが非常に大きいタイミングパスはタイミング・クロージャーを複雑にし、過度の
ランタイムを引き起こす可能性があります。このようなパスはおそらく無効であり、適切なタイミング制
約が必要です。
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推奨度

各タイミングパスが有効であることを確認し、SDC 制約を適用してパスをカットするか、スラックを調整
します。例えば：　

• set_clock_groupsは、無効なクロック・ドメイン・クロッシング・パスを回避します。

• 無効なタイミングパスの set_false_path

• set_multicycle_pathは、マルチサイクル・セットアップ・パスのクロックエッジを調整しま
す。

パラメーター

slack_threshold-タイミングパスのスラックがこのパラメーター値よりも負の場合、Design
Assistant は違反を報告します。デフォルト値は-5.000 ns です。　

重大度

High

ステージ

Plan

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.4. TMC-20005: Timing Paths with Recovery Slack Exceeding Threshold

内容

このルールの違反は、スラックしきい値パラメーターを下回るリカバリスラックのあるタイミングパスを
示します。負のスラックが非常に大きいタイミングパスはタイミング・クロージャーを複雑にし、過度のラ
ンタイムを引き起こす可能性があります。このようなパスはおそらく無効であり、適切なタイミング制約
が必要です。　

推奨度

各タイミングパスが有効であることを確認し、SDC 制約を適用してパスをカットするか、スラックを調整
します。例えば：　

• set_clock_groupsは、無効なクロック・ドメイン・クロッシング・パスを回避します。

• 無効なタイミングパスの set_false_path

• set_multicycle_pathは、マルチサイクル・セットアップ・パスのクロックエッジを調整しま
す。

パラメーター

slack_threshold-タイミングパスのスラックがこのパラメーター値よりも負の場合、Design
Assistant は違反を報告します。デフォルト値は-5.000 ns です。　
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重大度

High

ステージ

Plan

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.5. TMC-20006: Unregistered User-Partition Inputs

内容

タイミング・クリティカルなインターフェイス・パスにつながるデザインまたはユーザー・パーティションで
未登録の入力ポートが見つかりました。ブロックの入力ポートがレジスターを直接駆動していない場合、
入力ポートから次の同期要素までの組み合わせロジック遅延により、利用可能なスラックが減少します。
この条件により、インターフェイスのタイミング・クロージャーがブロックのインスタンス化コンテキスト
に依存します。

推奨度

インターフェイスのタイミングパスエラーを回避するには、すべてのパーティションとデザインの入力ポ
ートがレジスター、DSP、RAM などの同期エンドポイントを駆動していることを確認してください。

図 -36: Unregistered User-Partition Inputs

X
Partition A

重大度

Low

ステージ

Plan, Place, Final
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デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.6. TMC-20007: Unregistered Paths Between User-Partitions

内容

プロジェクトのデザインパーティション間に未登録のパスが見つかりました。 2 つのパーティション間の
組み合わせタイミングパスは、タイミングクロージャの課題の影響を受けます。パーティション間のタイ
ミングパスは、ローンチレジスターとラッチレジスター間のクロックスキューに依存します。どちらも異な
るパーティション内にあります。この状態はタイミング・クロージャーを複雑にします。　

推奨度

駆動パーティションの出力にパーティション間パスが登録されていることを確認してください。　

図 -37: Unregistered Paths Between User-Partitions

Partition A Partition B

重大度

Low

ステージ

Plan, Place, Final

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10
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2.3.6.2.7. TMC-20010: Logic Level Depth

内容

ロジックレベルの深さが大きいと、回路が動作できるクロック速度が制限されます。

注意: Logic_Level_Thresholdパラメーターを使用して、深いロジックレベルの深さのパスのしきい
値を変更します。

パラメーター

名 デフォルト値 説明

Logic_Level_Threshold 5 このパラメーターで指定された値より小さい次元を持つ領域の違反を報告しま
す。

推奨度

パイプライン・レジスターを追加してデザインを再構築し、パフォーマンスのボトルネックを取り除き、デ
ザインの達成可能なクロック周波数を増やします。

重大度

Medium

ステージ

Plan, Place, Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.8. TMC-20011: Missing Input Delay

内容

Design Assistant が 1 つ以上の入力遅延制約の欠落を検出しました。　

推奨度

クロックではないすべての入力ポートに入力遅延の割り当てがあることを確認します。クロックではない
入力ポートに入力遅延割り当てを追加します。　

重大度

High

ステージ

Finalize
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デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.9. TMC-20012: Missing Output Delay

内容

Design Assistant が 1 つまたは複数の欠落している出力遅延制約を検出しました。

推奨度

すべての出力ポートに出力遅延の割り当てがあることを確認します。すべての出力ポートに出力遅延割
り当てを追加します。

重大度

High

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.10. TMC-20013: Partial Input Delay

内容

1 つ以上の立ち上がり 小、立ち下がり 小、立ち上がり 大、または立ち下がり 大の指定なしの入力
遅延を検出した。

推奨度

入力遅延にライズ 小、フォール 小、ライズ 大、フォール 大の仕様があることを確認します。入力遅
延の割り当てを変更して、不足している部分を追加します。　

重大度

High

ステージ

Finalize
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デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.11. TMC-20014: Partial Output Delay

内容

1 つ以上の立ち上がり 小、立ち下がり 小、立ち上がり 大、または立ち下がり 大の指定なしの入力
遅延を検出した。

推奨度

入力遅延にライズ 小、フォール 小、ライズ 大、フォール 大の仕様があることを確認します。入力遅
延の割り当てを変更して、不足している部分を追加します。

重大度

High

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.12. TMC-20015: Inconsistent Min-Max Delay

内容

set_input_delayまたは set_output_delay割り当てに指定する 小遅延値は、 大遅延
値より小さくなければなりません。　

推奨度

遅延値を変更して、 小遅延が 大遅延より小さくなるようにします。　

重大度

High

ステージ

Finalize
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デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.13. TMC-20016: Invalid Reference Pin

内容

set_input_delayまたは set_output_delayを制約の-clockオプションは
REFERENCE_PINの-にファンダイレクトでのクロックと一致した場合、この違反が発生します。
reference_pinの直接ファンインであることは、クロックと reference_pinの間にキーパーが
存在してはならないことを意味します。

推奨度

同じ割り当てで指定するクロックの直接ファンアウトになるように、遅延割り当ての-
reference_pinオプションを変更します。　

重大度

High

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.14. TMC-20017: Loops Detected

内容

強く接続されたコンポーネント（論理ループ）がデザインネットリストに存在するかどうかを確認します。
これらのループは、適切なタイミング分析を妨げます。　

推奨度

デザインのループを削除します。

重大度

High

ステージ

Finalize

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13

フィードバック インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項

97

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.15. TMC-20018: Latches Detected

内容

Design Assistant がデザイン内の可能なラッチを検出しました。

推奨度

意図しないラッチをすべて取り外します。

重大度

High

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.16. TMC-20019: Partial Multicycle Assignment

内容

Design Assistant は、対応するホールドマルチサイクル割り当てのないセットアップマルチサイクル
割り当て、または対応するセットアップ・マルチサイクル割り当てのないホールド・マルチサイクル割り当
てを検出しました。　

推奨度

各セットアップマルチサイクル割り当てに対応するホールドマルチサイクル割り当てがあり、各ホールド
マルチサイクル割り当てに対応するセットアップマルチサイクル割り当てがあることを確認します。　

重大度

High

ステージ

Finalize

2. 推奨デザイン・プラクティス
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デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.17. TMC-20020: Invalid Multicycle Assignment

内容

Design Assistant が 1 つ以上の無効なマルチサイクル割り当てを検出しました。　

推奨度

セットアップ・マルチサイクルがホールド・マルチサイクルよりも 1 大きくないマルチサイクル割り当て
がないことを確認します。 マルチサイクル割り当て値を変更します。

重大度

Low

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.18. TMC-20021: Partial Min-Max Delay Assignment

内容

Design Assistant が 1 つ以上の部分的な 小または 大遅延を検出しました。　

推奨度

各 小遅延割り当てに対応する 大遅延割り当てがあり、その逆もあることを確認します。　

重大度

Medium

ステージ

Finalize

2. 推奨デザイン・プラクティス
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デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.19. TMC-20022: Incomplete I/O Delay Assignment

内容

指定した-clockが内部で生成されたクロック（入力または出力ポートに割り当てられていない）であ
る場合、Design Assistant は-reference_pinおよび-source_latency_includedの指
定がない 1 つ以上の I/O 遅延割り当てを検出しました。

推奨度

不足しているオプションを遅延割り当てに追加するか、クロックソースをベースクロックに変更します。

重大度

High

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.20. TMC-20050: RAM Control Signals Driven by LUTs or ALMs instead of DFFs

内容

DFF ではなく LUT または ALM によって駆動される RAM 制御信号を検出した。

推奨度

RAM 制御信号を駆動する際の組み合わせステートメントを削除します。　

重大度

Low

ステージ

Analysis and Synthesis 設定

2. 推奨デザイン・プラクティス
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デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.2.21. TMC-20051: RAM Control Signals Driven by High Fan-Out Net

内容

RAM 制御信号（アドレス/Read Enable/Write Enable）は、構成可能なパラメーターであるしきい値
（デフォルトは 2000）を超えるファンアウトを持つネットによって駆動されました。

推奨度

RAM 制御信号を駆動するファンアウトの大きいネットを削除します。　

パラメーター

RAM_Inference_HFN_Threshold-RAM 推論における高ファンアウトネット（HFN）のファンア
ウトしきい値。

重大度

Low

ステージ

Analysis and Synthesis 設定

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.2.22. TMC-20052: Inferred Latch Count Check

内容

Design Assistant が 1 つまたは複数の推論されたラッチを検出しました。推論されたラッチは、FPGA
デザインでは意図されていないことがよくあります。　

推奨度

意図しない推論ラッチをデザインから削除します。　

重大度

Low

ステージ

Analysis and Synthesis 設定

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2. 推奨デザイン・プラクティス
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2.3.6.2.23. TMC-20200: Setup-Failing Paths with Impossible Requirements

内容

このルールに違反すると、 大セットアップ・スラック・パラメーターの値よりも「本質的なマージン」が低
いパスが特定されます。

タイミングパスは、セル遅延、インターコネクト遅延、またはクロックスキューの影響なしに、セットアッ
プに失敗する可能性があります。これらのコンポーネントが全体的なスラックから削除された場合、残っ
ているのは、クロック関係、エンドポイント・マイクロパラメーター、SDC 制約、およびその他のそのよう
な要件の組み合わせです。これらの要件を合わせて、パスの本質的なマージンを構成します。負の固有マ
ージンは、満たすことが不可能な要件と見なされます。　

例えば、その標的クロック周期を超える μtCO 及び μtSU 合成のパスを考えます。そのようなパスには負
の固有マージンがあり、セットアップ要件は不可能です。セットアップ関係を緩和してタイミングを閉じ
ます。

パラメーター

maximum_setup_slack—このパラメーターの値を下回るセットアップスラックがあるタイミング
パスに対して違反が報告されます。デフォルト値は 0.000 です。

推奨度

次のいずれかを使用して、パスを再構成または再制約して、固有のマージンを増やします。　

• SDC 制約を調整して、パスのセットアップ制約を緩和します。　

• 起動クロックとラッチクロックが異なる場合、それらの関係が適切に制約されていることを確認して
ください。

• パスのエンドポイントに DSP、RAM、または I/O ブロックが含まれる場合は、それらのブロックが
十分に登録されていることを確認してください。

重大度

Medium

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.24. TMC-20201: Setup-Failing Paths with High Clock Skew

内容

このルールの違反は、 大セットアップスラックしきい値パラメーターを下回る「クロックスキューのみ
のスラック」を持つパスを識別します。

2. 推奨デザイン・プラクティス
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タイミングパスは、セル遅延または相互接続遅延による遅延の影響なしに、セットアップに失敗する場
合があります。これらのコンポーネントが全体的なスラックから削除されると、パスのクロックスキューだ
けでなく、そのクロック関係、エンドポイント・マイクロパラメーター、SDC 制約、およびその他の要件の
組み合わせも残ります。これらのコンポーネントが一緒になってパスの「クロックスキューのみのスラッ
ク」を構成します。負の「クロックスキューのみのスラック」は、パスのエンドポイント間のクロックスキュ
ーを減らすか、タイミングを満たすために要件を緩和する必要があることを意味します。

例えば、その標的クロック周期を超える組み合わせた μtCO、μtSU およびクロックスキューのパスを考え
ます。このようなパスはセットアップに失敗する可能性が高く、そのため「クロックスキューのみのスラッ
ク」はマイナスになります。パスのエンドポイント間のクロックスキューを減らすか、セットアップ要件を
緩和してタイミングを閉じます。

パラメーター

このパラメーターで指定された値よりも低い除去時間スラックを持つタイミングパスに対して違反が報
告されます。

推奨度

次のいずれかを使用して、パスを再構築または再制約して、本質的なマージンを増やすか、クロックスキ
ューを減らします。

• 起動クロックとラッチクロックがグローバルに配線されていることを確認します。

• 象限クロック領域

• Redesign cross-clock transfers.

• SDC 制約を調整して、パスのセットアップ制約を緩和します。

• 起動クロックとラッチクロックが異なる場合、それらの関係が適切に制約されていることを確認して
ください。

• パスのエンドポイントに DSP、RAM、または I / O ブロックが含まれる場合は、それらのブロックが
十分に登録されていることを確認してください（詳細については、「RAM サマリー」および「DSP レ
ジスターパッキング詳細」フィッターレポートの表を参照してください）。

重大度

Medium

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.25. TMC-20202: Setup-Failing Paths with High Logic Delay

内容

このルールの違反は、 大セットアップスラックしきい値パラメーターを下回る「ロジックのみのスラッ
ク」を持つパスを識別します。

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13
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タイミングパスは、ファブリック・インターコネクトの遅延またはクロックスキューによる遅延の影響なし
に、セットアップに失敗する可能性があります。これらのコンポーネントが全体的なスラックから削除さ
れた場合、残っているのは、パスの論理遅延（セル遅延+ローカル相互接続遅延）だけでなく、クロック関
係、エンドポイント・マイクロパラメーター、SDC 制約、およびその他のそのような要件の組み合わせで
す。これらのコンポーネントが一緒になって、パスのロジックのみのスラックを構成します。負のロジック
のみのスラックは、タイミングを満たすためにパスのロジックレベルを下げるか、要件を緩和する必要が
あることを意味します。

例えば、組み合わせた μtCO、μtSU、セル遅延、および一緒に、その目標クロック周期を超えているとロー
カル配線遅延のパスを考えます。このようなパスはセットアップに失敗する可能性が高く、そのため「ロ
ジックのみのみのスラック」はマイナスになります。パスのロジックレベルを下げるか、セットアップ要件
を緩和してタイミングを閉じます。

パラメーター

maximum_setup_slack—このパラメーターで指定された値よりも低い除去時間スラックを持つ
タイミングパスに対して違反が報告されます。

推奨度

パスを再構築して固有のマージンを増やすか、パスのロジック遅延を減らします。　

• オプションのパイプライン・レジスター

• パス上のロジックをリファクタリングして、ロジックレベルを下げます。　

• パスでレジスターリタイミング 適化がブロックされていないことを確認します。　

• SDC 制約を調整して、パスのセットアップ制約を緩和します。　

• パスのエンドポイントに DSP、RAM、または I/O ブロックが含まれる場合は、それらのブロックが
十分に登録されていることを確認してください。

• 起動クロックとラッチクロックが異なる場合、それらの関係が適切に制約されていることを確認して
ください。

重大度

Medium

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.26. TMC-20203: Setup-Failing Paths with High Fabric Interconnect Delay

内容

このルールの違反は、 大セットアップスラックしきい値パラメーターを下回る「ファブリック IC のみの
スラック」を持つパスを識別します。　

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13
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タイミングパスは、セル遅延、ローカル相互接続遅延、またはクロックスキューによる遅延の影響なし
に、セットアップに失敗する可能性があります。これらのコンポーネントが全体的なスラックから削除さ
れた場合、残っているのはパスのファブリックインターコネクト遅延、およびクロック関係の組み合わせ、
エンドポイント・マイクロパラメーター、SDC 制約、およびその他のそのような要件です。これらの要件を
合わせて、パスのファブリック IC のみのスラックが構成されます。負のファブリック IC のみのスラック
は、パス上のファブリック・インターコネクトまたはその要件を減らす必要があることを意味します。

たとえば、μtCO、μtSU、およびファブリック・インターコネクト遅延の合計がターゲットクロック周期を超
えるパスを考えます。このようなパスはセットアップに失敗する可能性が高く、そのためファブリック IC
のみのスラックはマイナスになります。パス上のファブリックインターコネクトを減らすか、セットアップ
要件を緩和します。

パラメーター

このパラメーターで指定された値よりも低い除去時間スラックを持つタイミングパスに対して違反が報
告されます。

推奨度

パスを再構成して、ファブリック IC のみのスラックを増やします。

• 1 つ以上の接続の保持要件を減らします。接続は複数のタイミングパスで共有できます。

• 配置制約を調整して、パス上の各ノード間の物理的な距離を減らします。　

• 近くのエリアの混雑を減らします。　

• SDC 制約を調整して、パスのセットアップ制約を緩和します。　

• パスのエンドポイントに DSP、RAM、または I/O ブロックが含まれる場合は、それらのブロックが
十分に登録されていることを確認してください。

• 起動クロックとラッチクロックが異なる場合、それらの関係が適切に制約されていることを確認して
ください。

重大度

Medium

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.2.27. TMC-20204: Setup-Failing Path Endpoints with Retiming Restrictions

内容

このルールの違反は、リタイミング制限のあるセットアップ失敗パスのエンドポイントを識別します。い
ずれかのエンドポイントにリタイミング制限がある場合、セットアップ失敗パスはリタイマーによって完
全に 適化されない可能性があります。　

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13
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推奨度

これらのリタイミング制限を削除して、リタイミングの 適化によりパフォーマンスを向上させることを
検討してください。詳細については、リタイミングの制限と回避策-セクション 5 を参照してください。ま
た、RTL の変更と推定パフォーマンスの段階的な提案については、Fast Forward Timing Closure
Recommendations レポートを参照してください。

パラメーター

このパラメーターで指定された値よりも低い除去時間スラックを持つタイミングパスに対して違反が報
告されます。

重大度

Low

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.2.28. TMC-20205: Setup-Failing Path Endpoints with Explicit Power-Up States Can
Restrict Retiming

内容

このルールの違反は、リタイミングを制限する可能性のある明示的な電源投入状態を持つセットアップ
失敗のパスエンドポイントを示します。セットアップの失敗したパスは、そのエンドポイントのいずれかに
電源投入状態がある場合、リタイマーによって完全に 適化されない可能性があります。詳細について
は、Initial Power-Up Conditions - Section 2.2.7 を参照してください。

推奨度

IGNORE_REGISTER_POWER_UP_INITIALIZATION ON設定をレジスターまたはその階層に
適用して、リタイミングの 適化によりパフォーマンスを向上させることを検討してください。　

パラメーター

このパラメーターで指定された値よりも低い除去時間スラックを持つタイミングパスに対して違反が報
告されます。

重大度

Low

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13
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2.3.6.2.29. TMC-20500: Hierarchical Tree Duplication was Shallower than Possible

内容

階層ツリーの複製はさまざまな問題によって制限される可能性があり、通常は、階層ツリーにフィードす
るテールレジスターの上流のレジスターのパイプライン化に関する問題に関連しています。　

推奨度

重複を制限する問題に対処するか、ファンアウトの大きいテールに先行するパイプライン・ステージの数
を増やします。　

重大度

Low

ステージ

論理合成

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10

2.3.6.2.30. TMC-20501: Hierarchical Tree Duplication was Shallower than Requested

内容

階層ツリーの複製はさまざまな問題によって制限される可能性があり、通常は、階層ツリーにフィードす
るテールレジスターの上流のレジスターのパイプライン化に関する問題に関連しています。　

レジスターのファンアウト階層ツリーの深さは、RTL 階層での位置に基づいてファンアウトを配置し、ツ
リー構造を構築することによって決定されます。

図 -38: regZ with Fan-Out Hierarchy Tree Depth of 3
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図 -39: 理想的な階層ツリーの複製
次の例では、理想的な階層ツリー複製は regZ引っ張る regZに印加されると（例えば REGYと REGXなど）regZを先行パイプラ
インから他の二つのレジスターおよび階層ツリーに下向きにそれらを複製します。

TMC-20501 は、ユーザー主導の階層ツリー複製候補が要求されたほど深く複製できない場合に違反
を示します。 多くの場合、制限的な理由は、十分な先行レジスターがないことです。 違反は、制限の具体
的な理由を報告します。

図 -40: Hierarchical Tree Duplication Shallower than Request

推奨度

重複を制限する問題に対処するか、ファンアウトの大きいテールに先行するパイプラインステージの数
を増やします。

重大度

Low
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ステージ

論理合成

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Arria 10

2.3.6.2.31. TMC-20550: Automatically-Discovered Duplication Candidate Rejected for
Placement Constraint

内容

配置制約が厳しいレジスター（ロジックロック、クロック領域、ロケーションの割り当てなど）は、自動検
出によって複製することはできません。この条件により、Compiler がこれらのレジスターのファンアウト
間の接続を適切にローカライズできなくなる可能性があります。

推奨度

ソースレジスターを複製します。自動化されたソリューションについては、DUPLICATE_REGISTER
および DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTHの割り当てを参照してください。または、RTL を編集して
複製コピーを作成できます。 RTL を編集する場合、preserve_syn_only属性を複製レジスターに
適用し、複製をファンアウト階層の個々のインスタンスに割り当てます。

重大度

Low

ステージ

Plan

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Arria 10

2.3.6.2.32. TMC-20551: Automatically-Discovered Duplication Candidate Likely Requires
More Duplication

内容

Compiler は、自動的に検出する候補レジスターを控えめに複製します。この複製後も平均の複製ごと
のファンアウトが大きい場合は、手動で複製を増やしてください。

パラメーター

名 説明

avg_dup_fanout 特定のしきい値を超える平均重複ファンアウトを持つ重複候補の違反を報告します。
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推奨度

ソースレジスターを複製します。自動化されたソリューションについては、DUPLICATE_REGISTER
または DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTHの割り当てを参照してください。または、RTL を編集して
複製コピーを作成できます。 RTL を編集する場合、preserve_syn_only属性を複製レジスターに
適用し、複製をファンアウト階層の個々のインスタンスに割り当てます。

重大度

Low

ステージ

Place, Final

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10

2.3.6.2.33. TMC-20552: User-Directed Duplication Candidate was Rejected

内容

Compiler は、さまざまな理由で、DUPLICATE_REGISTER割り当てで識別した重複候補レジスター
を拒否する場合があります。その理由は通常、レジスターの接続性、またはそれらにも適用される他の割
り当てに関連しています。

推奨度

拒否の原因となっている問題に対処するか、DUPLICATE_REGISTER割り当てを削除してください。

重大度

Low

ステージ

Place, Final

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10
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2.3.6.2.34. TMC-20601: Registers with High Immediate Fan-Out Tension

内容

このルールの違反は、ファンアウトのテンションスコアがすぐに高いレジスターを識別します。 このルー
ルは、 終的な配置を分析して、さまざまな方向にレジスターをプルしているシンクを持つレジスターを
識別します。Compiler は、これらのレジスターを複製の候補として推奨します。

• sink には 2 つのタイプがあります。「immediate fan-out」および「timing path endpoint.」

• pull には 2 つのタイプがあります。「tension」および「span.」

即時ファンアウトは、レジスターーの直接接続されたノード（ルックアップテーブル、他のレジスター
RAM または DSP ブロックなど）です。このファンアウトは、Chip Planner が表示するファンアウト、お
よびさまざまな高ファンアウトレポートに相当します。レジスターの複製は、レジスターの即時ファンア
ウトを複製間で直接分配します。　

図 -41: 隣接したファンアウト接続

張力は、各シンクのシンクからすべてのシンクの重心までの距離の合計です。したがって、張力の値はシ
ンクの数に依存します。これらのクラウドは、レジスターの存在によって配置ソリューションが「ゆがん
だ」結果として生じる可能性があるため、レジスターの複製はこれらのクラウドを分割するのに役立ちま
す。　
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図 -42: High Tension

即時のファンアウトの中でテンションの高いレジスターは、Compiler が接続を適切にローカライズす
ることを妨げ、配置とルーティングの 適化をゆがめる可能性があります。

推奨度

ソースレジスターを複製します。自動化されたソリューションについては、DUPLICATE_REGISTER
および DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTHの割り当てを参照してください。または、RTL を編集して
複製コピーを作成できます。RTL を編集する場合、 preserve_syn_only属性を複製レジスターに
適用し、複製をファンアウト階層の個々のインスタンスに割り当てます。

重大度

Low

ステージ

Place, Finalize

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.2.35. TMC-20602: Registers with High Timing Path Endpoint Tension

内容

このルールに違反すると、タイミングパスのエンドポイント・テンション・スコアが高いレジスターが特定
されます。 このルールは、 終的な配置を分析して、さまざまな方向にレジスターをプルしているシンク
を持つレジスターを識別します。 コンパイラはこれらのレジスターを候補として推奨します 複製。...

• sink には 2 つのタイプがあります。「immediate fan-out」および「timing path endpoint」

• pull には 2 つのタイプがあります。「tension」および「span.」
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タイミングパスのエンドポイントは、レジスターからのタイミングパスを終端するノード（通常はレジスタ
ー）です。タイミングパスのエンドポイントは、get_fanoutsコマンドが返すノード、または
report_timingコマンドの実行後に「From Node」として表示されるノードの全体的なセットと同
等です。信号をより効率的に分配するには、レジスターの複製が必要ですが、必ずしも十分ではありませ
ん。さらに、レジスターを複製する前に、中間ロジックを複製または再構築する必要がある場合がありま
す。

図 -43: タイミング・パス

張力は、各シンクのシンクからすべてのシンクの重心までの距離の合計です。したがって、張力の値はシ
ンクの数に依存します。これらのクラウドは、レジスターの存在によって配置ソリューションが「ゆがん
だ」結果として生じる可能性があるため、レジスターの複製はこれらのクラウドを分割するのに役立ちま
す。

図 -44: High Tension

タイミングパスのエンドポイント間でテンションが高いレジスターは、Compiler が接続を適切にロー
カライズすることを妨げ、配置と配線の 適化をゆがめる可能性があります。

推奨度

エンドポイントテンションの高いドライバーレジスターのファンアウトコーンを再構築するか、ドライバ
ーレジスターを複製します。ファンアウトパスのローカリゼーションを改善するには、ロジックの複製ま
たは追加のパイプライン処理が必要になる場合があります。ドライバーレジスターに 1つ以上の即時
ファンアウトがある場合、RTL で、または DUPLICATE_REGISTERまたは
DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTH割り当てを使用してこれらのレジスターを複製すると、結果を改
善できます。　

重大度

Low

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13

フィードバック インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項

113

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


ステージ

Place, Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Arria 10

2.3.6.2.36. TMC-20603: Registers with High Immediate Fan-Out Span

内容

この規則に違反すると、ファンアウトスパンスコアがすぐに高いレジスターが特定されます。このルール
は、 終的な配置を分析して、さまざまな方向にレジスターをプルしているシンクを持つレジスターを識
別します。コンパイラーは、これらのレジスターを複製の候補として推奨します。　

• sink には 2 つのタイプがあります。「immediate fan-out」および「timing path endpoint.」

• pull には 2 つのタイプがあります。「tension」および「span.」

即時ファンアウトは、レジスターーの直接接続されたノード（ルックアップテーブル、他のレジスター、
RAM または DSP ブロックなど）です。これは、Chip Planner が表示するファンアウト、およびさまざま
な高ファンアウトレポートに相当します。レジスターの複製は、レジスターの即時ファンアウトを複製間
で直接分配します。

図 -45: 隣接したファンアウト接続

スパンは、 も左下のシンクと も右上のシンクの間の 大 1 次元デルタです。したがって、スパン値は
シンクの数に依存せず、反対方向に長い距離をドライブするレジスター検出するのに適しています。レジ
スターの複製により、複製を各方向に移動して、信号をより効率的に分散させることができます。
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図 -46: High Span

推奨度

ソースレジスターを複製します。自動化されたソリューションについては、 DUPLICATE_REGISTER
および DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTHの割り当てを参照してください。または、RTL を編集して
複製コピーを作成できます。 RTL を編集する場合、 preserve_syn_only属性を複製レジスター
に適用し、複製をファンアウト階層の個々のインスタンスに割り当てます。

重大度

Low

ステージ

Place, Finalize

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10

2.3.6.2.37. TMC-20604: Registers with High Timing Path Endpoint Span

推奨度

このルールは、タイミングパスのエンドポイントスパンスコアが高いレジスターを識別します。このルー
ルは、 終的な配置を分析して、さまざまな方向にレジスターをプルしているシンクを持つレジスターを
識別します。コンパイラーは、これらのレジスターを複製の候補として推奨します。　

• sink には 2 つのタイプがあります。「immediate fan-out」および「timing path endpoint.」

• pull には 2 つのタイプがあります。「tension」および「span.」

タイミングパスのエンドポイントは、レジスターからのタイミングパスを終端するノード（通常はレジスタ
ー）です。タイミングパスのエンドポイントは、 get_fanoutsコマンドが返すノード、または
report_timingコマンドの実行後に「From Node」として表示されるノードの全体的なセットと同
等です。信号をより効率的に分配するには、レジスターの複製が必要ですが、必ずしも十分ではありませ
ん。さらに、レジスターを複製する前に、中間ロジックを複製または再構築する必要がある場合がありま
す。　
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図 -47: タイミング・パス

スパンは、左/一番下のシンクと右/一番上のシンクの間の 大 1 次元デルタです。したがって、スパン値
はシンクの数に依存せず、反対方向に長い距離をドライブするレジスターを検出するのに適しています。
レジスターの複製により、複製を各方向に移動して、信号をより効率的に分散させることができます。　

図 -48: High Span

推奨度

エンドポイントスパンの高いドライバーレジスターのファンアウトコーンを再構築するか、ドライバーレ
ジスターを複製します。ファンアウトパスのローカリゼーションを改善するには、ロジックの複製または
追加のパイプライン処理が必要になる場合があります。ドライバーレジスターに 1つ以上の即時ファン
アウトがある場合、RTL で、または DUPLICATE_REGISTERまたは
DUPLICATE_HIERARCHY_DEPTH割り当てを使用してこれらのレジスターを複製すると、結果を改
善できます。

重大度

Low

ステージ

Place, Finalize

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10

2.3.6.3. Clock Domain Crossing (CDC)t ルール

このセクションでは、Clock Domain Crossing (CDC) Design Assistant のルールについて説明し
ます。これらのルールは分析モードでのみ使用できます。
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2.3.6.3.1. CDC-50001: 1-Bit Asynchronous Transfer Not Synchronized

内容

シングルビット非同期データ転送の後には、シンクロナイザー・ェーンが続く必要があります。シンクロナ
イザー・チェーンは、同じクロックドメイン内のレジスターの線形シーケンスです。そうしないと、転送で準
安定が発生する可能性があります。

起動クロックとラッチクロックが無関係または非同期の場合、データ転送は非同期と見なされます。共通
の親クロックを共有しない場合、クロックは無関係です。クロックグループまたはクロック間の偽のパス
を介して明示的に指定されている場合、クロックは非同期です。デスティネーション・レジスターに
Synchronizer Identification = FORCEDインスタンスが割り当てられている場合、デー
タ転送も非同期です。

推奨度

シングルビット非同期データ転送がシンクロナイザーチェーンによって保護されていることを確認しま
す。これを行うには、転送先の後に 1 つ以上のシンクロナイザー・レジスターを追加します。各レジスタ
ー、転送先と同じクロックドメインにあり、それらの間にファンアウトはありません。

チェーンがメタスタビリティーを防ぐのに十分長いかどうかを確認するには、Timing Analyzer で
report_metastabilityコマンドを実行します。

違反する転送を非同期にしない場合、転送の起動クロックが正しく、転送のラッチクロックに関連してい
ることを確認してください。

図 -49: Unsynchronized 1-bit Asynchronous Transfer
CDC-50001 違反を防ぐには、次の図の青いレジスターの後に、clkbによってラッチされた少なくとも 1 つの他のレジスターが続く
必要があります。

clka

clkb

重大度

High

ステージ

Plan, Place, Route, Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10
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2.3.6.3.2. CDC-50002: 1-Bit Asynchronous Transfer Missing Timing Constraint

内容

シンクロナイザー・チェーンがシングルビットの非同期データ転送に従うようにします。また、このような
転送を制限して、Timing Analyzer が転送を時間指定された同期転送として分析しないようにします。
このようなパスは、静的タイミング分析では正確に分析できません。

起動クロックとラッチクロックが無関係または非同期の場合、データ転送は非同期と見なされます。共通
の親クロックを共有しない場合、クロックは無関係です。クロックグループまたはクロック間の偽のパス
を介して明示的に指定されている場合、クロックは非同期です。デスティネーション・レジスターに
Synchronizer Identification = FORCEDインスタンスが割り当てられている場合、デー
タ転送も非同期です。　

推奨度

転送を非同期にする場合、set_false_pathまたは set_clock_groups -asynchronous
制約を適用するか、ラッチクロックの周期より大きい値の set_max_delay制約を使用して転送のタ
イミングを緩和します。

違反する転送が非同期であることが意図されていない場合は、転送の起動クロックが正しく、転送のラッ
チクロックに関連していることを確認してください。　

図 -50: Synchronized 1-bit Asynchronous Transfer
CDC-50002 違反を防ぐには、次の図のオレンジレジスターから左端の青いレジスターへの転送で、フォールスパス、非同期クロック
グループ、または 大遅延を緩和する必要があります。
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2.3.6.3.3. CDC-50003: CE-Type CDC Missing Skew Constraints

DFFE（D Flip-Flop with Enable）レジスターへのマルチビットデータ転送が非同期クロックドメイン
を横切り、DFFE へのイネーブル信号がラッチングドメインと同期している場合、データバス上のビット
のスキューを制約する必要があります。それ以外の場合、バスのすべてのビットが同じクロックサイクル
でラッチするという保証はありません。

推奨度

すべてのビットが同じクロックサイクルでラッチするように、DFFE バスの各ビットに set_max_skew
制約を適用します。　

次の例では、イネーブル信号は同期していますが、n ビットデータ転送に 大スキュー制約が必要です。

図 -51: クロックイネーブルピンによって制御されるマルチビットレジスターへの転送例
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2.3.6.4.  プラットフォーム・デザイナー Interface （PDI）のルール

このセクションでは、プラットフォーム・デザイナー Interface (PDI) Design Assistant ルールを説明
します。
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2.3.6.4.1. PDI-20100: プラットフォーム・デザイナー Interconnect Timing Violation

内容

デザインには、プラットフォーム・デザイナー相互接続コンポーネント間のタイミングエラーパスが含ま
れています。

推奨度

プラットフォーム・デザイナーで次の手順を実行して、<componentA>と<componentB>の間にパイ
プラインステージを追加します。

1. この違反があるプラットフォーム・デザイナーシステムを開きます。

2. 右側のペインで、Domains タブに移動し、Show System with Interconnect ボタンをク
リックして、System with プラットフォーム・デザイナー Interconnect ウィンドウを起動しま
す。

3. System with プラットフォーム・デザイナー Interconnect ウィンドウで、 Memory-
Mapped Interconnect タブに移動します。

4. Interconnect ドロップダウンメニューで、障害のあるパスを持つインターコネクトを選択します
（たとえば、次の図の mm_interconnect_N）。

5. Show Pipelinable Locations チェックボックスをオンにします。これにより、すべてのパイプ
ライン可能な場所が表示されます。

6. インターコネクトのコンポーネント A と B を特定し、グレーのボックスを右クリックして、
Pipelined を選択します。

重大度

Medium

ステージ

Finalize

デバイスファミリー
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2.3.6.4.2. PDI-20101: プラットフォーム・デザイナー Interconnect Burst Adapter Timing Violation

内容

プラットフォーム・デザイナー相互接続コンポーネント間のデザインに失敗するパスが含まれています。
この状態は、汎用コンバーターバーストアダプターの使用が原因です。

推奨度

インターコネクトのタイミングを改善するには、バーストタイプごとのコンバーター・バーストアダプター
を使用します。この実装は、汎用バーストアダプタよりも高速です。以下を実行します。

1. プラットフォーム・デザイナーに 、この違反があるプラットフォーム・デザイナーシステムを開きま
す。

図 -52: プラットフォーム・デザイナーシステム

2. 右側のペインで、 Domains > Interconnect Parameters > Domain タブに移動しま
す。

3. Burst adapter implementation パラメータを変更して、ドロップダウン・メニューを使用し
て、 Per-burst-type converter (faster, higher area)オプションを使用します。
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図 -53: バーストアダプタの実装
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2.3.6.5. Clock（CLK）のルール

このセクションでは、Clock (CLK) Design Assistant のルールについて説明します。
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2.3.6.5.1. CLK-30001: Gated Clock is Not Feeding at Least a Predefined Number of Clock
Ports to Effectively Save Power

内容

デザインには、あらかじめ定義された数よりも少ないクロックポートを駆動するゲーテッドクロックを含
めないでください。

パラメーター

名 デフォルト
値

説明

Clock_Pin_Threshold 10 電力を効率的に節約するためにゲーテッドクロックが駆動する必要があるクロック
ピンの 小数。このパラメータは、 Design Assistant Settings ダイアログボ
ックスの Parameters フィールドで指定します。

推奨度

ゲーテッドクロックを使用して消費電力を効果的に削減するには、デザイン内のすべてのゲーテッドクロ
ックが少なくとも事前定義された数のクロックポートを駆動するようにします。事前定義された数を超え
るクロックポートを供給するゲーテッドクロックの次の例を検討してください。

図 -54: クロックポートの事前定義された数を超えるゲーテッドクロック供給
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2.3.6.5.2. CLK-30002:クロック・ピン以外のピンをドライブするクロック

内容

デザインのクロック信号ソースは、レジスターの入力クロックポートのみを駆動する必要があります。ク
ロックポート以外のポートに接続するクロック信号ソースがデザインに含まれている場合、Compiler
はデザインを非同期と見なし、非同期デザインの問題と課題を関連付けます。

2. 推奨デザイン・プラクティス
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推奨度

この一般的なルールの目的は、多重化されたクロック、同期カウンターやステートマシンに基づいてい
ないクロック・ディバイダー、非同期ロード機能に基づく D ラッチなど、より具体的なクロックルールでは
識別できないクロッキングの問題を識別することです。意図的でない限り、この接続を修正してくださ
い。　

重大度

Medium

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.5.3. CLK-30026: Missing Clock Assignment

内容

Design Assistant で、クロックピンにクロックが割り当てられていないレジスターが少なくとも 1 つ検
出されました。

推奨度

すべてのレジスターのクロックピンに少なくとも 1 つのクロック割り当てがあり、すべてのクロックポート
にクロック名が割り当てられていることを確認します。さらに、PLL にクロックが割り当てられていること
を確認します。クロックを作成するか、すべてのクロックピンに割り当てます。

重大度

High

ステージ

終

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.5.4. CLK-30027: Multiple Clock Assignment

内容

Design Assistant は、クロックピンに割り当てられた複数のクロックを持つ 1 つ以上のレジスターを
検出しました。

2. 推奨デザイン・プラクティス
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推奨度

すべてのレジスターのクロックピンに 1 つ以上のクロックがないことを確認します。複数のクロックがレ
ジスター・クロック・ピンに到達すると、コンパイラは解析に使用するクロックを決定できません。余分な
クロック割り当てを削除します。　

重大度

High

ステージ

終

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.5.5. CLK-30028: Invalid Generated Clock

内容

Design Assistant は、生成された無効なクロックを少なくとも 1 つ検出しました。　

推奨度

生成されたすべてのクロックに、有効なクロックによってトリガーされるソースがあることを確認するか、
生成されたクロックのクロック・レイテンシーを指定します。

重大度

High

ステージ

終

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.5.6. CLK-30029: Invalid Clock Assignments

内容

Design Assistant が少なくとも 1 つの無効なクロック割り当てを検出しました。　

2. 推奨デザイン・プラクティス
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推奨度

同じクロックの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方でクロックされるレジスターがないことを確
認します。必要に応じて、同様の設定を持つ 2 つの別個のクロックを作成し、同じノードに割り当てま
す。　

重大度

High

ステージ

終

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.5.7. CLK-30030: PLL Setting Violation

内容

Design Assistant は、PLL に割り当てられたクロックと PLL の設定の間に矛盾する設定を検出しまし
た。

推奨度

PLL に割り当てられているすべてのクロックの設定が、PLL 設定と一致していることを確認します。
Design Assistant は、一貫性のない設定と一致しない数のクロックをレポートします。 PLL 設定と一
致するようにクロック割り当てを変更します。　

重大度

High

ステージ

終

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.5.8. CLK-30031: Input Delay Assigned to Clock

内容

Design Assistant は、クロックに割り当てられた入力遅延制約を検出しました。

2. 推奨デザイン・プラクティス
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推奨度

どのクロックにも入力遅延値が設定されていないことを確認します。 Clock-as-data 分析が優先され
るため、Compiler はクロックポートに設定された入力遅延を無視します。クロックから入力遅延制約を
削除します。　

重大度

High

ステージ

終

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.6. Reset（RES）のルール

このセクションでは、すべてのリセット（RES）Design Assistant ルールについて説明します。ルールを
適用し、 インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアでサポートされる Intel デバイスが
ターゲットとするデザインのメッセージを生成する際に従うことができる各ルールの推奨事項を提供し
ます。

2.3.6.6.1. RES-30131: Reset Nets with Polarity Conflict

内容

このルールは、ドライバーが複数のレジスターの SCLR（または CLRN）ポートを反対の極性で駆動する
かどうかを検証します。この状態は、間違ったリセット極性をロジックのブロックに接続した場合、または
RTL で間違った極性をコーディングした場合によく見られます。　

リセットが解除され、ほとんどのロジックがトグルしている場合、極性が間違っているレジスターはリセ
ット状態に保持されます。さらに、シミュレーションおよびハードウェアのこれらのレジスターは、
「stuck-at 0 or 1」のように見えます。

注意: インテル Quartus Prime プロ・エディション合成では、通常のデータパスロジックを合成して、レジスタ
ーの SCLR ポートを使用できます。その場合、実際のロジックリセットが存在しなくても、Design
Assistant はルール違反を示すことがあります。ドライバが実際にシステムリセットであること、または
いずれかの信号が間違ったリセット極性でコーディングされていることを確認します。そうでない場合、
ルール違反を無視できます。

2. 推奨デザイン・プラクティス
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図 -55: 反対の極性を持つ 2 つのフリップフロップの駆動 SCLR ポートの例
次の例は、2 つのフリップフロップ ff_with_sclr_0および ff_with_sclr_0の SCLR ポートを反対の極性で駆動するレ
ジスター ff_feeding_slcrを示しています。
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図 -56: 極性が反対の CLRN ポートを持つ 4 つのフリップフロップの CLRN ポートを駆動する入力ピンの例
次の例は、4 つのフリップフロップの CLRN ポートを駆動する areset~入力ピンを示しています。ff_with_aclr_0[1:0]の
CLRN ポートは、極性が ff_with_aclr_1[1:0]の CLRN ポートと逆です。

推奨度

目的のリセットネットの極性を確認し、RTL を変更してリセット極性を統一します。

重大度

Medium

ステージ

論理合成

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Arria 10
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2.3.6.6.2. RES-30132: Registers May Not Be Properly Reset

内容

このルールの違反は、フィードバックパスにあり、リセット信号からも到達できないレジスターを識別し
ます。この違反は、これらのレジスターがリセットできない可能性があることを意味します。

図 -57: レジスターが正しくリセットされない例
次の例では、レジスターがタイトなループにあり、SCLR または CLRN リセット信号から到達できないため、レジスターは
din_reg[0]および din_reg[1] は RES-30132 に違反しています。

推奨度

レジスターがフィードバックパスにある場合は、レジスターがリセット可能であることを確認してくださ
い。

Medium

ステージ

論理合成

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.6.3. RES-30133: Embedded Memory Blocks with Initialized Content That Might be
Affected by Spurious Writes

内容

デザインには、誤った書き込みの影響を受ける初期化されたコンテンツを含む埋め込みメモリーブロッ
クが含まれている場合があります。

組み込みメモリブロックの初期化されたコンテンツは、構成中は安定しています。ただし、
DISABLE_REGISTER_POWER_UP_INITIALIZATION割り当てがオンの場合、レジスターの初
期条件はデバイスで未定義になります。したがって、組み込みメモリー変更するロジックは、レジスターの
初期条件に依存しているときに、誤った書き込みを引き起こす可能性があります。

注意: この Design Assistant のルールチェックでは、誤った書き込みの影響を受けるすべてのエンベデッド
メモリブロックが識別されない場合があります。詳細については、 コンテンツが初期化されたオンチッ
プ・メモリー・クロック・イネーブルの実装を参照してください。
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推奨度

DISABLE_REGISTER_POWER_UP_INITIALIZATION割り当てを OFFにして 、初期化された
コンテンツを持つオンチップメモリのクロックイネーブルの実装に関するドキュメントに従って、誤った
書き込みを防止します。

.

重大度

High

ステージ

論理合成

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

2.3.6.6.4. RES-50001: Asynchronous Reset Is Not Synchronized

内容

非同期リセットを使用する場合、リセット信号のリリースは、リセットされるレジスターと同期している必
要があります。そうしないと、リセット解除時にレジスターのメタスタビリティーが発生する可能性があり
ます。

Design Assistant は、次のいずれかの条件下でリセット転送を非同期として識別できます。

• リセット信号は制約のない入力からのもの

• リセット信号のクロックドメインは、リセットされるレジスターのラッチドメインとは無関係/非同期
である

図 -58: 非同期リセットの例
次の例は、Design Assistant 違反 RES-50001 をトリガーする非同期リセットを示しています。違反を防ぐには、非同期リセットが
リセットシンクロナイザー・チェーンにフィードする必要があり、その出力はレジスターをリセットできます。

推奨度

非同期リセット信号のリリースをリセット同期チェーンと同期させます。リセット信号が 2 つ以上のレジ
スターのシーケンスの非同期リセットピンに供給され、それらの間にファンアウトがなく、チェーンのヘッ
ドに定数が供給されていることを確認します。 後のレジスターの出力を、チェーンのクロックドメインと
同期するリセット信号として使用できます。
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重大度

High

ステージ

Plan, Place, Route, Final

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.6.5. RES-50002: Asynchronous Reset is Insufficiently Synchronized

内容

非同期リセット信号をリセット同期チェーンと同期させる場合、チェーンには少なくとも 2 つのレジスタ
ーが含まれている必要があります。そうしないと、チェーンがリセット信号の同期で十分に堅牢にならず、
準安定を防ぐことができます。　

図 -59: シングル・ステージのリセット・シンクロナイザー・チェーンの例
次の例は、RES-50002 Design Assistant 違反をトリガーするステージが 1 つだけのリセットシンクロナイザー・チェーンの例を示
しています。 違反を防ぐには、レジスターの後に、clka によってラッチされ、同じ非同期リセット信号によってリセットされる少なくとも
1 つの他のレジスター続く必要があります。

推奨度

すべてのリセットシンクロナイザー・チェーンに少なくとも 2 つのレジスターが含まれていることを確認
します。このようなチェーンを形成する方法については、RES-50001: Asynchronous Reset Is Not
Synchronized (131 ページ)を参照してください。

重大度

High

ステージ

Plan, Place, Route, Final
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デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.6.6. RES-50003: Asynchronous Reset Missing Timing Constraint

内容

非同期リセット信号の解放には、リセットシンクロナイザー・チェーンが続くだけでなく、Timing
Analyzer が非同期リセット信号をタイミングのとれた同期転送として解析できないように制限する必
要があります。静的タイミング分析では、このようなパスを正確に分析できません。

Design Assistant は、次のいずれかの条件下でリセット転送を非同期として識別できます。

• リセット信号は制約のない入力からのもの

• リセット信号のクロックドメインは、リセットされるレジスターのラッチドメインとは無関係/非同期
である

推奨度

リセット転送が非同期であることが意図されている場合、set_false_pathまたは
set_clock_groups -asynchronous制約で制約するか、または値がラッチクロックの周期よ
りも大きい set_max_delay制約で制約して転送のタイミングを緩和します。

図 -60: リセット・シンクロナイザー・チェーンの例
次の例は、リセット・シンクロナイザー・チェーンを示しています。Design Assistant 違反 RES-50003 を防止するには、非同期リセッ
トソースからすべてのレジスターの非同期リセットピンへの転送で、フォルスパス、非同期クロックグループ、または 大遅延の緩和を
指定します。

重大度

High

ステージ

Plan, Place, Route, Final
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デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.6.7. RES-50004: Multiple Asynchronous Resets within Reset Synchronizer Chain

内容

リセッ・トシンクロナイザー・チェーン内のすべてのレジスターは、同じ信号ソースによってリセットする必
要があります。そうでない場合、チェーンは、チェーンのヘッドに供給されるリセット信号を適切に同期し
ません。この状態は、ダウンストリーム・データ信号にグリッチと不整合を引き起こす可能性があります。

推奨度

同じリセット同期チェーン内のすべてのレジスターの非同期リセットピンに供給する共通のソースがあ
ることを確認してください。　

図 -61: リセットチェーンで多くのレジスターを駆動する複数の非同期リセット
次の例は、Design Assistant の違反 RES-50004 をトリガーするリセットチェーン内の複数の非同期リセットを示しています。
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図 -62: 最適ではない非同期リセットにより、リセットチェーン内の多くのレジスターが駆動される

重大度

High

ステージ

Plan, Place, Route, Final

デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

• インテル Cyclone 10 GX

• インテル Arria 10

2.3.6.6.8. RES-50005: RAM Control Signals Driven by Flops with Asynchronous Clears

内容

RAM 制御信号（アドレス/Read Enable/Write Enable）は、非同期クリア信号を持つフロップによって
駆動されました。

推奨度

リセットが完全リセットの定常状態に達するのに十分長く保持されたときに回路が自然にリセットされ
る場合、非同期リセットを削除します。

重大度

Low

ステージ

Analysis and Elaboration
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デバイスファミリー
• インテル Agilex

• インテル Stratix 10

2.3.6.7. Non-Synchronous Structure（NSS）のルール　

このセクションでは、Non-Synchronous Structure (NSS) Design Assistantのルールについて説
明します。

2.3.6.7.1. NSS-30011: Design Contains Combinational Loops

内容

組み合わせループは、レジスターによって同期化されずにそれ自体を駆動する組み合わせロジックで
す。　

図 -63: 組み合わせループ

組み合わせループの特定の発生には、いくつかの組み合わせロジックを通じて、フリップフロップの出力
を同じフリップフロップの非同期ピン（クリア、プリセット、およびロード）にフィードバックすることが含
まれます。　

図 -64: D フリップ・フロップ
次の図は、非同期ピンとフリップフロップの出力の間に組み合わせパスが存在し、ループが作成されることを示しています。　

D

CLK

Q

CLRN
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推奨度

ネットリストを再構築すると、組み合わせループが壊れる可能性があります。これらのループは、デザイ
ンで重大な安定性と信頼性の問題を引き起こす可能性があります。たとえば、次の理由により、フィッティ
ング後の組み合わせループは元々デザインで機能することを意図していたため、機能しない場合があり
ます。

• 組み合わせループの動作は、多くの場合、組み合わせループのロジックの相対的な伝播遅延に依存
します。

• 組み合わせループを処理する場合、デザインツールで問題が発生します。

重大度

Medium

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.7.2. NSS-30012: Design Contains Latches

内容

ラッチは、2 組の 2 入力組み合わせロジック（コンパイラーがロジックセルに実装する）が組み合わせル
ープを使用して相互結合される構造です。これらの組み合わせループは、1 つのロジックセットの出力を
他のロジックセットの入力に駆動します。

注意: 多くの場合、RTL コーディング・エラーが原因でラッチが観察されます。このルールは、これらの RTL エ
ラーをキャッチするのに役立ちます。

ラッチにより、デザインでグリッチやあいまいなタイミングが発生し、デザインのタイミング解析が困難
になる場合があります。さらに、ラッチは、デザインに大きな安定性と信頼性の問題を引き起こす可能性
があります。これは、ラッチ内の組み合わせループの動作が、組み合わせループのロジックの相対的な伝
播遅延に依存することが多く、異なる動作条件下で組み合わせループの動作が異なるためです。

図 -65: SR ラッチ　
Set

Reset
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Reset

Qb

Q Qb

Q
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図 -66: SR ラッチに基づく D ラッチ　
Data

Enable
Qb

Q

推奨度

デザインにラッチを含めないでください。

重大度

High

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.7.3. NSS-30013: Design Contains Ripple Clock Structures

内容

リップルクロック構造は、カスケード内の 2 つ以上のレジスターの出力がそれぞれカスケード内の次の
レジスターの入力クロックポートを直接駆動する構造です。

図 -67: リップル・クロック構造

リップルクロック構造の各ステージは位相遅延を引き起こし、それが累積して構造の出力信号に大きな
スキューをもたらします。リップルクロック構造を他の回路のクロック信号として使用すると、スキューが
大きいとタイミング・クロージャーの問題が発生する可能性があります。また、リップルクロック構造の各
ステージにより、新しいクロックドメインが定義されます。追加のクロックドメインにより、デザインのタ
イミング解析がより複雑で時間がかかります。
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推奨度

デザインにリップルクロック構造を含めないでください。リップルクロック構造は、可能な限り 小限の
ロジックからカウンターを作成するためによく使用されます。しかし、Intel ソフトウェアでサポートされ
ているすべてのインテル Quartus Prime プロ・エディションデバイスでは、リップルクロック構造を使
用してカウンターに使用されるロジックの量を削減する必要はありません。デバイスでは、カウンタービ
ットごとに 1 つのロジックエレメントを使用してカウンターを構築できるためです。

重大度

Medium

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX
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2.3.6.7.4. NSS-30014: Asynchronous Pulse Generators

内容

デザインのパルス・ジェネレーターは、次のいずれかの方法でパルスを生成しないでください。

• 2 入力 AND 、 NAND 、 OR 、または NORゲートを使用して大きなグリッチを作成します。2 つのゲ
ート入力のソースは同じですが、デザインはゲート入力の 1 つのソースを反転します。

図 -68: 非同期パルス・ジェネレーターの例
Trigger

Delay Chain

Pulse

Trigger

Delayed Trigger

Pulse

• レジスター出力が遅延チェイン（意図的な遅延を作成するためのバッファとして機能する 1 つ以上
の連続ノード）を介して、レジスター出力がレジスター自体の非同期リセット信号を駆動するレジス
ターを使用します。

図 -69: 非同期パルス・ジェネレーターの例
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Clk
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これらのパルス・ジェネレーターは非同期であり、生成されるパルス幅を確実に事前定義することはでき
ません。その結果、パルス幅は回路遅延に依存します。例えば、2 入力 ANDゲートを使用して、パルス・ジ
ェネレーターによって生成されたパルス幅は直接 ANDゲートを駆動経路とデザインが ANDゲートを駆
動する前に反転パスの相対遅延に依存します。

推奨度

説明のガイドラインに違反せずに、パルス・ジェネレーターが同期してパルスを生成することを確認しま
す。
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図 -70: 非同期パルス・ジェネレーター
パルス・ジェネレーターは、同期方式で実装される推奨パルス・ジェネレーターの次の画像例に示すようにパルスを生成する必要があ
ります。

重大度

High

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.7.5. NSS-30015: Multiple Pulses Generated in the Design

内容

デザインには、次の方法で複数のパルスを生成する構造を含めないでください。

• 各構造には、2 入力の AND 、 NAND 、 OR 、または NORゲートが含まれます。

• ANDまたは ORゲート出力は、反転遅延チェイン（意図的な遅延を作成するためのバッファーとし
て機能する 1 つ以上の連続ノード）を介して、ゲート自体の入力の 1 つを駆動します。または、
NANDまたは NORゲート出力は、遅延チェインを介してゲート自体の入力の 1 つを駆動します。

• トリガー信号は、ゲートの他の入力を駆動します。

図 -71: 複数のパルス
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推奨度

デザインに複数のパルスを生成する構造を含めないでください。これらの構造は、インテル Quartus
Prime プロ・エディションソフトウェアが判断、設定、または検証するのが難しい複数のパルスの幅を生
成します。たとえば、インテル Quartus Prime ソフトウェアでは、解析と合成およびフィッターがパルス
幅に必要なノード遅延をまだ決定していないかどうかを判断するのが困難です。

複数のパルスを生成する構造は、関与するパルスの数のために、パルス・ジェネレーターよりも多くの問
題を引き起こします。さらに、構造が複数のパルスを生成すると、デザインの周波数も増加します。

重大度

High

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.7.6. NSS-30016: Design Contains SR Latches

内容

SR ラッチは、2 つの 2 入力 NORゲートまたは 2 入力 NANDゲート（コンパイラがロジックセルに実装
する）が、1 つのゲートの出力を他のゲートの入力に駆動する組み合わせループを使用して相互結合さ
れる構造です。

SR ラッチは、デザインでグリッチとあいまいなタイミングを引き起こす可能性があり、デザインのタイミ
ング解析をより困難にします。さらに、SR ラッチは、ラッチ内の組み合わせループの動作が組み合わせ
ループのロジックの相対的な伝搬遅延に依存することが多く、異なる動作条件下で組み合わせループが
異なる動作をするため、デザインで重大な安定性と信頼性の問題を引き起こす可能性があります。

図 -72: SR ラッチ

Design Assistant は、Design Assistant が識別できないより洗練されたラッチの一部である SR ラ
ッチに対してもこのルールを生成します。

推奨度

デザインに SR ラッチを含めないでください。
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重大度

High

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.7.7. NSS-30017: Register Output Driving Its Own Control Signal Directly or Through
Combinational Logic

Description

組み合わせループは、デザインに大きな安定性と信頼性の問題を引き起こす可能性があります。たとえ
ば、組み合わせループの動作は組み合わせループのロジックの相対的な伝播遅延に依存することが多
く、組み合わせツールを処理する際にデザインツールで問題が発生するため、フィッティング後の組み合
わせループはデザインで機能するように機能しなかった可能性があります。

推奨度

A design should not contain any combinational loops where the output of a register:

• Directly drives one of its own control signals (for example, the register's preset
signal or asynchronous load signal).

図 -73: Combinational Loop Example

• Drives combinational logic that drives one of the register's control signals.

図 -74: Drives Combinational Logic

Severity

High

Stage

Analysis and Elaboration
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Device Family

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.7.8. NSS-30018: Design Contains Delay Chains

内容

遅延チェインは、意図的な遅延を作成するためのバッファーとして機能する 1 つ以上の連続したノードで
す。次の画像は、遅延チェインの例です。

図 -75: 遅延チェインの例

遅延チェインは多くの場合、非同期デザインの実践に起因し、動作条件に対するデザインの感度の増加、
デザインの信頼性の低下などの問題を引き起こす可能性があります。さらに、すべての Intel によってサ
ポートされているデバイスインテル Quartus Prime プロ・エディション専用のクロックを使用する純粋
な同期回路では、遅延チェインを使用するソフトウェアは不要です。

このルールは、ロジックセルにのみ実装されている遅延チェインをチェックします。デバイスの I/O 部分
の遅延チェインは、Design Assistant では検出されません。

重要: • このルールのメッセージは、デザインに EDA 合成ツールが合成中にデザインから未使用のロジッ
クエレメントをすべて削除しないパラメーター設定を含む構築済み Intel FPGA IP が含まれてい
る場合に発生する可能性があります。Intel FPGA IP 関数がの原因であり、デザインは依然として
同期的であり、未使用のロジックエレメントがデザインに問題を引き起こすことはありません。

• クロックまたはリセットパスに遅延チェインが存在する状況でもメッセージが報告されますが、デー
タパスで遅延チェインが使用されている場合は報告されません。

推奨度

デザインに遅延チェインを含めないでください。

重大度

High

ステージ

Analysis and Elaboration
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デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.8. Signal Race （SGR）のルール

このセクションでは、Signal Race（SGR）デザインアシスタントのルールについて説明します。V

2.3.6.8.1. SGR-30020: Synchronous and Asynchronous Ports of the Same Register Driven
by the Same Signal Source

内容

同じ信号ソースによって駆動される同じレジスターの同期ポートと非同期ポート。

図 -76: 信号競合問題の例
次の図は、同期ポートと同じレジスターの presetポートを駆動する同じ信号ソースの例を示しています。

信号ソースが同じクロックのネガティブエッジセンシティブレジスターからのものであり、ソースレジス
ターが Dおよび clrnポートに直接供給している場合、Design Assistant は違反をレポートしませ
ん。

図 -77: 信号競合問題の例

推奨度

同一の信号源は、例えば aload、adata、preset、および clear（アクティブハイとアクティブロー）
のために、同期ポートと同じレジスターの他の非同期ポートを駆動してはなりません。

重大度

High

2. 推奨デザイン・プラクティス
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ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.8.2. SGR-30021: More Than One Asynchronous Port of a Register Driven by the Same
Signal Source

内容

デザインの競合状態を回避するには、同じ信号ソースを使用してレジスター上の複数の非同期ポートを
駆動しないようにします。次のポートが影響を受けます。

• aload

• adata

• preset

• clear

図 -78: 同じ信号で駆動される複数の同期ポート

推奨度

レジスターの複数の非同期ポートが同じ信号で駆動されるのを避けるために、ネットリストを再構築しま
す。

重大度

High

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX
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2.3.6.8.3. SGR-30022: Clock Port and Any Other Port of a Register Driven by the Same
Signal Source

内容

このルールは、CLK-30002:クロック・ピン以外のピンをドライブするクロック (123 ページ)のサブル
ールです 。同じレジスターのクロックポート以外のポートに接続するクロック信号ソースがデザインに
含まれている場合にのみ、違反を報告します。

推奨度

クロック信号ソースは、レジスターの入力クロックポートのみを駆動する必要があります。クロックポー
トとレジスターの他のポートは、同じ信号ソースで駆動しないでください。

重大度

High

ステージ

Analysis and Elaboration

デバイスファミリー
• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.9. Floorplanning （FLP）のルール

このセクションでは、Floorplanning （FLP) Design Assistant のルールについて説明します。

2.3.6.9.1. FLP-40001: Congested Placement Region

内容

特定の地域にローカライズされた高使用率は、その地域のクリティカル・ネットのタイミングに悪影響を
与える輻輳と長いルーティング迂回につながる可能性があります。

この状態は、通常、次の次善のフロアプラン決定の 1 つまたは複数によって引き起こされます。

• Pin Planner

• 小さい Logic Lock 関連する論理パーティションまたはパーシャル・リコンフィギュレーション（PR）
パーティションの領域。

• Logic Lock 領域の不適切な配置。

• Logic Lock 領域の 適ではない形状。

パラメーター

名 デフォルト値 説明

Region_Placement_Threshold　 70%　 このパラメーターで指定された値よりも高い配置輻輳がある配置領
域の違反を報告します。
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推奨度

Logic Lock 領域が、関連付けられたロジックを格納するのに十分な大きさであるか、またはインターフ
ェイスロジックの接続に従うために移動または再形成する必要があるかどうかを確認します。

重大度

Low

ステージ

Place, Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.9.2. FLP-40002: Very Small Routing Regions

内容

非常に小さいルーティング領域はフロアプランを断片化し、必要なロジックに適合できない場合があり
ます

この状態により、デザインの配置と配線が 適化されず、コンパイルの実行時間が長くなる可能性があり
ます。領域は、少なくとも min_dimensionパラメーターで指定されたユニット数（両方向）に及ぶ必
要があります。複数の長方形を含む領域の場合、境界ボックスが測定されます。

パラメーター

名 デフォルト値 説明

min_dimension　 4 このパラメーターで指定された値より小さい次元を持つ Logic Lock 領域の違反を報告
します。

推奨度

領域サイズが必要なロジックを含むのに十分な大きさであることを確認するか、非常にターゲットを絞っ
たより少ないロジックを制約する場合、ロケーション割り当てへの切り替えを検討してください。

重大度

Low

ステージ
• 論理合成

• Plan

• 位置

• Finalize
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デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.9.3. FLP-40003: Narrow Region

内容

非常にゆがんだ領域の形状（長いまたは広い）は、非常に断片化された配置領域につながり、領域の周り
の長い迂回を引き起こし、 終的に輻輳とタイミング障害を引き起こす可能性があります。

注意: アスペクト比は、領域境界ボックスの小さい次元と大きい次元の比率として計算されます。

パラメーター

名 デフォルト値 説明

Region_Aspect_Ratio 0.6 このパラメーターで指定されたアスペクト比よりも低い Logic Lock 領域の違反を
報告します。 0.0〜1.0 の範囲の値を受け入れます。

推奨度

Logic Lock 領域がアスペクト比のしきい値内にあり、エッジまたはコーナーの周りに輻輳が発生してい
ないことを確認します。

重大度

Low

ステージ
• 論理合成

• Plan

• 位置

• Finalize

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.3.6.9.4. FLP-40005: Congested Routing Region

内容

特定の地域にローカライズされた高いルーティング使用率は、その地域の重要なネットのタイミングに
悪影響を与える長いルーティング迂回につながる可能性があります。
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この状態は、通常、次の次善のフロアプラン決定の 1 つまたは複数によって引き起こされます。

• 関連するロジックパーティションまたはパーシャル・リージョンリコンフィギュレーション（PR）パー
ティションのルーティング Logic Lock 領域が小さくなります。

• ルーティング Logic Lock 領域の不適切な配置。

• ルーティング Logic Lock 領域の準 適な形状。

パラメーター

名 デフォルト値 説明

Region_Routing_Threshold 70% このパラメーターで指定された値よりも高いルーティング輻輳があるルー
ティング領域の違反を報告します。

推奨度

ルーティング Logic Lock 領域が関連付けられたロジックを格納するのに十分な大きさであるかどう
か、またはインターフェイスロジックの接続に従うために移動または再形成する必要があるかどうかを
確認します。

重大度

Low

ステージ
• Finalize (analysis mode only)

デバイスファミリー
• インテル Stratix 10

• インテル Agilex

• インテル Arria 10

• インテル Cyclone 10 GX

2.4. クロックおよびレジスター・コントロール・アーキテクチャー機能のターゲット化

一般的なデザインガイドラインに従うことに加えて、デバイス・アーキテクチャーを考慮してデザインをコ
ーディングする必要があります。 FPGA は、デバイス全体のクロックとレジスター制御信号を提供し、パ
フォーマンスを向上させることができます。

2.4.1. グローバル・リセット・リソースを使用する

ASIC デザインでは、ローカルリセットを使用して、長いルーティング遅延を回避できます。これらの問題
を解消するには、ほとんどの FPGA で使用可能なデバイス全体の非同期リセットピンを活用してくださ
い。このリセット信号は、デバイス全体で低スキューのルーティングを提供します。

以下は、同期回路で使用される 3 種類のリセットです。

• 同期リセット

• 非同期リセット

• 同期非同期リセット—FPGA 回路のデザイン時に推奨
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2.4.1.1. 同期デザインを使用する

同期リセットにより、回路が完全に同期されます。 インテル Quartus Prime Timing Analyzer を使
用すると、回路のタイミングを簡単に調整できます。

互いに同期するクロックはリセット信号を起動してラッチするため、適切なスラック分析のためにデータ
到着時間とデータ所要時間を簡単に決定できます。同期リセットは、サイクルベースのシミュレータで使
用する方が簡単です。

リセット信号がレジスターに到達する方法は 2 つあります。データ入力でゲートインするか、LAB ワイド
の制御信号（ synclr ）を使用します。 初の方法を使用する場合、リセット信号に対応するために回
路にゲート遅延を追加するリスクがあります。これにより、データ到着時間が長くなり、セットアップスラ
ックに悪影響を及ぼします。 2 番目の方法は、LAB 内の各レジスターへの専用ルーティングに依存して
いますが、これは同じレジスターへの非同期リセットよりも低速です。

図 -79: 同期リセット

DFF
AND2

inst1
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図 -80: LAB ワイド・コントロール信号
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同期リセットのタイミング分析を検討するときは、外部同期リセットと内部同期リセットの 2 種類の同
期リセットを検討してください。外部同期リセットは、FPGA の外部のクロックドメインに同期され、あま
り一般的ではありません。パワーオン非同期リセットは、システムクロックの外部でデュアルランク同期
され、FPGA に取り込まれます。 FPGA 内で、レジスターへのデータ入力でこのリセットをゲートし、同期
リセットを実装します。

図 -81: 外部同期リセット
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次の例は、回路図に相当する Verilog HDL を示しています。同期リセットを使用する場合、リセット信号
は感度リストに入れられません。

次の例は、内部同期リセットに対して行う必要のある変更を示しています。
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例-50: Verilog HDL Code for Externally Synchronized Reset

module sync_reset_ext (
         input   clock,
         input   reset_n,
         input   data_a,
         input   data_b,
         output  out_a,
         output  out_b
         );
reg      reg1, reg2
assign   out_a  = reg1;
assign   out_b  = reg2;
always @ (posedge clock)
begin
     if (!reset_n)
     begin
         reg1     <= 1’b0;
         reg2     <= 1’b0;
    end
    else
    begin
         reg1     <= data_a;
         reg2     <= data_b;
    end
end
endmodule     //  sync_reset_ext

次の例は、外部同期リセットの制約を示しています。外部リセットが同期しているので、-maxと-min
ため set_input_delay制約と通常の入力信号として reset_n信号を制約する必要があります。

例-51: SDC Constraints for Externally Synchronized Reset

# Input clock - 100 MHz
create_clock [get_ports {clock}] \
        -name {clock} \
        -period 10.0 \
        -waveform {0.0 5.0}
# Input constraints on low-active reset
# and data
set_input_delay 7.0 \
        -max \
        -clock [get_clocks {clock}] \
        [get_ports {reset_n data_a data_b}]
set_input_delay 1.0 \
        -min \
        -clock [get_clocks {clock}] \
        [get_ports {reset_n data_a data_b}]

多くの場合、デバイスに入力されるリセットは非同期であり、レジスターに送信する前に内部で同期する
必要があります。

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13

フィードバック インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項

153

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


図 -82: 内部同期リセット
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次の例は、回路図に相当する Verilog HDL を示しています。同期リセットの感度リストには、クロックエ
ッジのみが含まれます。

例-52: Verilog HDL Code for Internally Synchronized Reset

module sync_reset (
        input clock,
        input reset_n,
        input data_a,
        input data_b,
        output out_a,
        output out_b
        );
reg     reg1, reg2
reg     reg3, reg4

assign     out_a = reg1;
assign     out_b = reg2;
assign     rst_n = reg4;

always @ (posedge clock)
begin
    if (!rst_n)
    begin
        reg1 <= 1’bo;
        reg2 <= 1’b0;
    end
    else
    begin
        reg1 <= data_a;
        reg2 <= data_b;
    end
end

always @ (posedge clock)
begin
    reg3 <= reset_n;
    reg4 <= reg3;
end
endmodule // sync_reset
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SDC 制約は外部同期リセットに似ていますが、入力リセットは非同期であるため制約できません。
set_false_pathステートメントで入力パスをカットして、これらが制約のないパスと見なされるの
を防ぎます。

例-53: SDC Constraints for Internally Synchronized Reset

# Input clock - 100 MHz
create_clock [get_ports {clock}] \
        -name {clock} \
        -period 10.0 \
        -waveform {0.0 5.0}
# Input constraints on data
set_input_delay 7.0 \
        -max \
        -clock [get_clocks {clock}] \
        [get_ports {data_a data_b}]
set_input_delay 1.0 \
        -min \
        -clock [get_clocks {clock}] \
        [get_ports {data_a data_b}]
# Cut the asynchronous reset input
set_false_path \
        -from [get_ports {reset_n}] \
        -to [all_registers]

同期リセットの問題は、シンクロナイザー・フリップフロップへの非同期入力での短いパルス（1 周期未
満）に関する動作です。これは、非同期リセットが 初のフリップフロップによってキャプチャーされるこ
とを保証するために少なくとも 1 周期幅のパルス幅を必要とするため、不利な場合があります。ただし、
これは、この回路がノイズ耐性を向上させるという利点もあります。非同期入力のスプリアスパルスは、
初のフリップフロップでキャプチャーされる可能性が低いため、パルスは同期リセットをトリガーしま

せん。場合によっては、ノイズ耐性をさらに高め、 n周期幅未満の非同期入力リセットを拒否して、非同
期入力リセットをデバウンスすることができます。

図 -83: Pulse Extender を使用した内部同期リセット
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ジャンクション・ドットは、ステージの数を示します。より多くのクロックサイクルにまたがるより広いパル
スを得るために、より多くのフリップフロップを使用できます。

多くのデザインには、複数のクロック信号があります。このような場合、デザインの各クロックドメインに
個別のリセット同期回路を使用します。 PLL 出力クロック用のシンクロナイザーを作成する場合、これら
のクロックドメインは、PLL をロックして PLL 出力クロックが安定するまでリセットされません。 PLL の
リセットを使用する場合、このリセットは PLL の入力クロックと同期する必要はありません。これには非
同期リセットを使用できます。 PLL にリセットを使用すると、内部同期リセットを使用するときに、PLL
出力クロックドメインへの同期リセットのアサートがさらに遅延します。
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2.4.1.2. 部分非同期リセット

非同期リセットは、回路デザインで も一般的なリセットの形式であり、実装が も簡単です。通常、非
同期リセットをデバイスに挿入し、グローバルバッファをオンにして、デバイス内のすべてのレジスターの
非同期リセットピンに接続できます。

この方法は特定の状況でのみ有効です。常にレジスターをリセットする必要はありません。同期リセット
とは異なり、非同期リセットはデータパスに挿入されず、レジスター間のデータ到着時間に悪影響を与え
ません。リセットはすぐにイネーブルなり、レジスターがリセットパルスを受信するとすぐに、レジスターが
リセットされます。非同期リセットはクロックに依存しません。

ただし、リセットがディアサートされ、リカバリ（µtSU ）または削除（µtH ）時間チェック（Timing
Analyzer のリカバリおよび削除解析が両方の時間をチェック）をパスしない場合、エッジはメタスタビ
リティゾーンに落ちたと言われます。正しい状態を判断するには追加の時間が必要であり、遅延が原因で
セットアップ時間がダウンストリームの登録に失敗し、システム障害が発生する可能性があります。これ
を回避するには、非同期リセットのあるレジスターの後にいくつかのフォロワーレジスターを追加し、こ
れらのレジスターの出力をデザインで使用します。フォロワーレジスターを使用してデータをクロックに
同期し、準安定性の問題を取り除きます。これらのレジスターをデバイス内で互いに近くに配置して、ル
ーティング遅延を 小限に抑える必要があります。これにより、データ到着時間が短縮され、MTBF が増
加します。これらのフォロワーレジスター自体はリセットされず、現在の状態または初期状態を「フラッシ
ュアウト」することにより、数クロックサイクルの期間にわたって初期化されるようにしてください。

図 -84: フォロワーレジスターを使用した非同期リセット
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次の例は、同等の Verilog HDL コードを示しています。リセットのアクティブエッジはプロシージャブロ
ックの感度リストにあり、クロックイネーブルに関連付けられたリセット信号の反転でフォロワーレジス
ターのクロックイネーブルを推測します。フォロワーレジスターは、非ブロッキング割り当てを使用して
示されているように、別の手続き型ブロックにある必要があります。

例-54: Verilog HDL Code of Asynchronous Reset with Follower Registers

module async_reset (
        input   clock,
        input   reset_n,
        input   data_a,
        output   out_a,
        );
reg     reg1, reg2, reg3;
assign  out_a  = reg3;
always @ (posedge clock, negedge reset_n)
begin
    if (!reset_n)
        reg1    <= 1’b0;
    else
        reg1    <= data_a;
end
always @ (posedge clock)

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13

インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項 フィードバック

156

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


begin
    reg2    <= reg1;
    reg3    <= reg2;
end
endmodule  //  async_reset

非同期リセットは簡単に制約できます。定義により、非同期リセットは、リセットするレジスターのクロッ
クドメインと非決定的な関係にあります。したがって、これらのリセットの静的タイミング解析は不可能
であり、 set_false_pathコマンドを使用してタイミング解析からパスを除外できます。レジスター
のクロックに対するリセットの関係は不明であるため、このパスに対して Timing Analyzer でリカバリ
および削除の分析を実行することはできません。偽のパスステートメントがなくてもそうしようとすると、
リカバリと削除のパスがレポートされません。

例-55: SDC Constraints for Asynchronous Reset

# Input clock - 100 MHz
create_clock [get_ports {clock}] \
        -name {clock} \
        -period 10.0 \
        -waveform {0.0 5.0}
# Input constraints on data
set_input_delay 7.0 \
        -max \
        -clock [get_clocks {clock}]\
        [get_ports {data_a}]
set_input_delay 1.0 \
        -min \
        -clock [get_clocks {clock}] \
        [get_ports {data_a}]
# Cut the asynchronous reset input
set_false_path \
        -from [get_ports {reset_n}] \
        -to [all_registers]

非同期リセットはノイズの影響を受けやすく、ノイズの多い非同期リセットはスプリアスリセットを引き
起こす可能性があります。非同期リセットがデバウンスおよびフィルタリングされることを確認する必要
があります。非同期で簡単にリセットを開始できますが、非同期でリセットを解除すると、フィードバック
を含む同期回路での望ましくない状況の危険を含む、準安定性の潜在的な問題（「リセット除去」とも呼
ばれます）につながる可能性があります。

2.4.1.3. 同期非同期リセットを使用する

純粋な同期リセットおよび純粋な非同期リセットに関連する潜在的な問題を回避するために、同期非同
期リセットを使用できます。同期非同期リセットは、同期リセットと非同期リセットの利点を組み合わせ
たものです。

これらのリセットは非同期にアサートされ、同期的にディアサートされます。これはほぼ瞬時にイネーブ
ルなり、速度のデータパスが含まれないようにします。また、回路はタイミング解析のために同期してお
り、ノイズに耐性があります。

次の例は、同期非同期リセットを実装する方法を示しています。同期リセットと同様の方法でシンクロナ
イザー・レジスターを使用する必要があります。ただし、非同期リセット入力はシンクロナイザー・レジス
ターの CLRNピンに直接ゲートされ、結果のリセットを直ちにアサートします。リセットがデアサートさ
れると、論理「1」がシンクロナイザーを介してクロックされ、結果のリセットが同期的にデアサートされま
す。
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図 -85: 同期非同期リセットの回路図
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次の例は、同等の Verilog HDL コードを示しています。ブロックの感度リストでリセットのアクティブエ
ッジを使用します。

例-56: Verilog HDL Code for Synchronized Asynchronous Reset

module sync_async_reset (
        input    clock,
        input    reset_n,
        input    data_a,
        input    data_b,
        output   out_a,
        output   out_b
        );
reg     reg1, reg2;
reg     reg3, reg4;
assign  out_a    = reg1;
assign  out_b    = reg2;
assign  rst_n    = reg4;
always @ (posedge clock, negedge reset_n)
begin
    if (!reset_n)
    begin
       reg3     <= 1’b0;
       reg4     <= 1’b0;
    end
    else
    begin
       reg3     <= 1’b1;
       reg4     <= reg3;
    end
end
always @ (posedge clock, negedge rst_n)
begin
    if (!rst_n)
    begin
       reg1     <= 1’b0;
       reg2     <= 1;b0;
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    end
    else
    begin
       reg1     <= data_a;
       reg2     <= data_b;
    end
end
endmodule  // sync_async_reset

2 つの同期レジスター間の準安定性の影響を 小限に抑え、MTBF を増やすには、レジスターをデバイ
スのできるだけ近くに配置して、ルーティング遅延を 小限に抑える必要があります。可能であれば、同
じロジックアレイブロック（LAB）にレジスターを配置します。入力リセット信号（ reset_n ）は、
set_false_pathコマンドで除外する必要があります。
set_false_path -from [get_ports {reset_n}] -to [all_registers]

指定された制約で使用される set_false_pathコマンドは、そうでなければリセットピンで入力遅
延を指定することに起因する不必要な入力タイミングレポートを除外します。

同期された非同期リセットの瞬間的なアサートは、ノイズとラントパルスの影響を受けやすくなります。
可能であれば、非同期リセットをデバウンスし、リセットがデバイスに入る前にフィルタリングする必要
があります。この回路は、同期非同期リセットの長さが少なくとも 1 つの完全なクロック周期であること
を保証します。この時間を n クロック周期に延長するには、シンクロナイザー・レジスターの数を n + 1
に増やす必要があります。非同期入力リセット（reset_n）をすべてのシンクロナイザー・レジスターの
CLRNピンに接続して、同期非同期リセットの非同期アサーションを維持する必要があります。

2.4.2. PLL およびクロック・ネットワーク・リソース

Intel FPGA は、デバイス全体のグローバルクロックルーティングリソースと専用入力を提供します。
FPGA の低スキュー、高ファンアウトの専用配線を使用可能であれば使用します。

クロック入力をこれらの専用クロック・ピンの 1 本に割り当てるか、インテル Quartus Prime 割り当て
を使用してグローバル配線を割り当てることにより、クロック信号に使用可能な専用配線をうまく使用で
きます。

ASIC デザインでは、デバイス全体に分散するクロック遅延のバランスを取る必要があります。Intel
FPGA はデバイス全体のグローバル・クロック・ネットワークのクロック・ルーティング・リソースと専用入
力を提供するため、クロック・ネットワークの遅延を手動で調整する必要はありません。

デザイン内のクロック数を、FPGA で使用可能な専用グローバルクロックリソースの数に制限します。グ
ローバルルーティングを使用しない複数の場所にクロックを供給すると、デバイス全体でクロックスキュ
ーが発生し、タイミングの問題が発生する場合があります。また、組み合わせロジックで内部クロックを
生成すると、クロックパスに遅延が追加されます。クロックラインの遅延により、2 つのレジスター間のデ
ータパス長よりも大きいクロックスキューが発生する可能性があります。クロックスキューがデータ遅延
よりも大きい場合、レジスターのタイミングパラメーター（ホールドタイム要件など）に違反し、デザイン
が正しく機能しません。

FPGA は低スキューのグローバルルーティングリソースを提供して、高ファンアウト信号を配信します。
これらのリソースは、複数のクロックドメインを持つ大規模デザインの実装に役立ちます。多くの大型
FPGA デバイスは、専用のグローバル・クロック・ネットワーク、リージョナル・クロック・ネットワーク、およ
び専用の高速リージョナル・クロック・ネットワークを提供します。これらのクロックは、各デバイス領域で
複数のクロックを低スキューおよび低遅延で使用できる階層クロック構造に編成されています。通常、グ
ローバルまたはリージョナル・クロック・ネットワークを駆動するための専用クロックピンがいくつかあ
り、PLL 出力と内部クロックの両方がさまざまなクロック・ネットワークを駆動できます。

2. 推奨デザイン・プラクティス
683082 | 2020.04.13

フィードバック インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項

159

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


インテル Stratix 10 デバイスには新しいアーキテクチャがあります。インテル Stratix 10 クロッキン
グ・リソースを構成して、単一のクロックセクタからデバイス全体に至るまで、さまざまなサイズの効率的
にバランスの取れたクロックツリーを作成できます。 デフォルトでは、インテル Quartus Prime ソフト
ウェアはクロックツリーのサイズと場所を自動的に決定します。 または、Clock Region の割り当てまた
は Logic Lock 領域ごとに、クロックツリーのサイズと場所を直接制約できます。

特定のクロックドメインのクロックスキューを低減し、そのクロックドメインでホールドタイムが満たさ
れるようにするには、各クロック信号を FPGA デバイスのグローバルな高ファンアウト、低スキュー・ク
ロック・ネットワークのいずれかに割り当てます。インテル Quartus Prime ソフトウェアは、高ファンア
ウト制御信号、PLL 出力、およびデバイスのグローバル・クロック・ピンに供給する信号にグローバル・ル
ーティング・リソースを自動的に割り当てます。信号にグローバル・ルーティングを割り当てるようにソフ
トウェアに指示するには、Assignment Editor で Global Signal オプションをオンにします。

注意: グローバル信号の割り当ては、指定された専用リソースを使用して信号をプロモートするかどうかを制
御するだけで、使用するリソースの数や数は制御しません。

デザインの配線リソースを 大限に活用するには、クロック信号のソース（入力クロックピンまたは内部
生成クロック）がレジスターのクロック入力ポートのみを駆動するようにしてください。より古い Intel デ
バイスファミリーでは、クロック信号がレジスターのデータポートに供給される場合、信号は専用ルーテ
ィングを使用できない場合があり、パフォーマンスの低下とクロックスキューの問題につながる可能性
があります。一般に、クロック信号がレジスターのデータポートを駆動できるようにすることは、同期デザ
インとは見なされず、タイミング・クロージャーを複雑にする可能性があります。

2.4.3. クロック領域の　割り当てを使用してクロック制約を最適化する

インテル Quartus Prime ソフトウェアはクロック領域の割り当て方法を決定します。これらの割り当て
をクロック領域の割り当てで上書きして、グローバル配線パスで配線された信号が指定されたクロック
領域を使用するように指定できます。

Clock Region の割り当てにより、フロアプランの理由からクロック領域の配置を制御できます。たとえ
ば、Clock Region 域の割り当てを使用して、デバイスの特定の領域がデザインの反復を通じてグローバ
ル信号にアクセスできるようにします。Clock Region の割り当ては、グローバルな信号リソースが関係
する輻輳の場合にも使用できます。より小さいクロック領域サイズを指定することにより、割り当ては、ク
ロック関連の輻輳が発生している可能性のある除外されたセクターのスパインクロックリソースを使用
する信号を防ぎます。

割り当てエディターでクロック領域の割り当てを指定できます。

2.4.3.1.  インテル Stratix 10 デバイスでの Clock Region の割り当て

インテル Stratix 10 デバイスに、クロック・ネットワークは、プログラム可能なクロック・ルーティングを
使用して構築されます。他の Intel デバイスファミリ－のように、フロアプランにクロック領域の割り当て
を使用して、各クロックツリーのサイズと位置を制御できます。

インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアはバランスのとれたクロックツリーを生成し
ますが、プロセスの変動やジッターなどのタイミングの変動の原因があり、クロックツリーが完全にスキ
ューバランスされるのを防ぎます。パスが長く、挿入遅延が大きいほど、タイミングのばらつきが大きく
なります。しかしタイミング・アナライザー共通のクロックパスに沿ったタイミングの変動の原因を考慮し
て排除できます。実際には、これは、クロック領域のサイズがクロックツリーの 悪のスキューに大きな
影響を与えることを意味します。クロックツリーが大きいと、小さいクロック領域に比べて挿入遅延が大
きくなり、クロックスキューが 悪の状態になります。クロック領域とクロックソース間の距離も挿入遅
延を増加させますが、 悪の場合のクロックスキューに対する距離の影響は、クロック領域のサイズの影
響よりもはるかに小さくなります。
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考慮すべきケースの 1 つは、デザインプロセス中に成長することが予想される高速クロックドメインが
デザインに含まれている場合です。コンパイラーが自動的に生成するよりも大きなクロック領域を作成
するためにクロック領域制約を指定すると、より高いクロック挿入遅延とクロックスキューでタイミング・
クロージャーが確実に堅牢になります。

追加のデザイン上の考慮事項は、クロック信号の 小パルス幅の制約です。クロック信号がインテル
Stratix 10 クロック・ネットワークでは、クロックパルスの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの間で
小遅延を満たす必要があります。タイミング・アナライザーがこの制約が満たされていることを保証で

きない場合、クロック信号はすべての動作条件下で期待どおりに伝搬しない可能性があります。これは、
クロックパスの遅延変動が大きくなりすぎると発生する可能性があります。この状況は通常発生しませ
んが、クロック信号がコア・ロジック・エレメントまたはコア・ルーティング・リソースを介してルーティング
される場合に発生する可能性があります。

インテル Stratix 10 デバイスをターゲットとするデザインでは、クロック領域は、Chip Planner の
Clock Sector Region レイヤーに見られるように、そのサイズがセクターグリッドによって定義される
長方形に制限できます。

この割り当ては、長方形の左下と右上の座標を"SX# SY# SX# SY#」の形式で指定します。たとえ
ば、 "SX0 SY0 SX1 SY1」は、セクター（0,0）の左下からセクター（1,1）の右上までの 2x2 領域に
クロックを制限します。 1 つのセクターのみにまたがる制約の場合、そのセクターの場所を指定するだけ
で十分です（例： "SX1 SY1」） 。境界の四角形は、チップ座標の左下隅と右上隅で指定することもでき
ます（例： "X37 Y181 X273 Y324"） 。ただし、このような制約はセクターに揃える必要があります
（セクター座標を使用するとこれが保証されます）。フィッターは自動的に元の割り当てを包含する 小
のセクターに揃えられた長方形にスナップします。 「SX＃SY＃SX＃SY＃」 | 「X＃Y＃X＃Y＃」文字列は大
文字と小文字を区別しません。
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2.4.3.2.  インテル Arria 10 および以前のデバイスファミリーでのクロック領域の割り当て

専用のクロック・ネットワークリソースと事前定義されたクロック領域を持つデバイスファミリでは、この
割り当ては、グローバル、リージョナル、ペリフェラル、またはスパインクロック領域の名前を値として取
ります。これらの領域名は、Layers Settings ダイアログボックスで適切なクロック領域レイヤーをイ
ネーブルすると、Chip Planner に表示されます。有効な値の例には、 Regional Clock Region
1または Periphery Clock Region 1が含まれます。

たとえば、クロックの輻輳を回避するために、グローバル信号を通常よりも小さい領域に制約する場合、
使用されているグローバルリソースとは異なるタイプのクロック領域を指定できます。例えば、
Global Clockのグローバル信号割当の信号が、 Regional Clock Region 0のクロック
領域割り当ては、だけ Regional Clock Region 0によってカバーされる領域に、グローバルネ
ットワークルーティングリソースを使用するクロックを制約します。より細かいレベルの制御を提供する
ために、複数の小さなクロック領域をコンマで区切ってリストすることもできます。例： Periphery
Clock Region 0, Periphery Clock Region 1は 、これら 2 つのペリフェラルクロッ
ク・ネットワークが到達可能な領域のみに信号を制限します。

2.4.4. 非同期レジスター制御信号を回避する

デザイン対象のデバイス・アーキテクチャーに非同期ロード専用の回路を持つレジスターが含まれてい
ない場合、非同期ロード信号の使用を回避してください。また、アーキテクチャーがこれらの制御信号の
1 つのみを提供する場合、非同期クリアとプリセットの両方を使用しないでください。

一部の Intel デバイスは非同期クリア機能を直接サポートしますが、プリセット機能またはロード機能
はサポートしません。ターゲットデバイスが信号を直接サポートしていない場合、合成または配置および
ルーティング・ソフトウェアは組み合わせロジックを使用して同じ機能を実装する必要があります。さら
に、デバイス・アーキテクチャー固有の優先順位以外の優先順位で信号を使用する場合、必要な制御信号
を実装するために組み合わせロジックが必要になる場合があります。組み合わせロジックは効率が悪く、
グリッチやその他の問題を引き起こす可能性があります。これらの実装を避けるのが 善です。

2.5. 組み込み RAM の実装

Intel の専用メモリー・アーキテクチャーは、Intel 提供された IP コアで多くの高度な機能を提供します。
デザインに同期メモリーブロックを使用して、ブロックをデバイス専用メモリーブロックに直接マップで
きるようにします。

シングルまたはデュアルクロック方式でシングルポート、デュアルポート、または 3 ポート RAM を使用
できます。非同期メモリーロジックをメモリーブロックとして推論したり、非同期メモリーロジックを専用
メモリーブロックに配置したりせず、通常のロジックセルに非同期メモリロジックを実装する必要があり
ます。

Intel メモリーブロックは、ターゲットとするバイスファミリー、メモリーモード、ブロックタイプに応じ
て、read-during-write 動作が異なります。Read-during-write 動作とは、同じクロックサイクルで同
じメモリードレスからリードおよびライトを行うことです。たとえば、同じクロックサイクルで書き込み先
と同じアドレスから読み出します。

Read-during-write 動作を使用する場合、HDL コードでメモリーを指定する方法を確認する必要があ
ります。リードを記述する HDL コードは、メモリー・ロケーションに保存されている古いデータ、またはメ
モリー・ロケーションに書き込まれている新しいデータを返します。
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場合によっては、デバイス・アーキテクチャーが HDL コードで説明されているメモリ動作を実装できない
場合、メモリーブロックが専用 RAM ブロックにマップされないか、メモリーロックが専用 RAM ブロッ
クに加えて追加のロジックを使用して実装されます。この余分なロジック実装を回避するために、Arria
GX デバイスおよび Cyclone および Stratix シリーズのデバイスでシングルポート RAM を使用して、
書き込み中の読み取り動作を実装します。

多くの合成ツールでは、read-during-write 動作がデザインにとって重要でないことを指定できます。
たとえば、同じクロックサイクルで同じアドレスからのリードおよびライトを行わない場合。

関連情報
HDL コードからのメガファンクションの推測 (9 ページ)

2.6. 推奨されるデザインン・プラクティスの改訂履歴

この章には、次の改訂履歴が適用されます。
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2020.04.13 20.1 • 「Design Assistant の設定」および「コンパイル中の Design Assistant の実行」ト
ピックに、タイミングサインオフ時の Design Assistant のサポートを追加。

• 次の新しい Design Assistant ルールを追加。
— CLK-30026: Missing Clock Assignment
— CLK-30027: Multiple Clock Assignment
— CLK-30028: Invalid Generated Clock
— CLK-30029: Invalid Clock Assignments
— CLK-30030: PLL Setting Violation
— CLK-30031: Input Delay Assigned to Clock
— HRR-10203: Register Power-Up Settings Conflict with Device

Settings
— RES-30132: Registers May Not Be Properly Reset
— RES-30133: Spurious Writes May Impact Embedded Memory Blocks

with Initialized Content
— RES-50001: Asynchronous Reset Is Not Synchronized
— RES-50002: Asynchronous Reset Is Insufficiently Synchronized
— RES-50003: Asynchronous Reset Missing Timing Constraint
— RES-50004: Multiple Asynchronous Resets within Reset

Synchronizer Chain
— RES-50005: RAM Control Signals Driven By Asynchronous Clears
— RES-30133:Spurious Writes May Impact Initialized Embedded

Memory Block Content
— TMC-20004: Timing Paths with Slack Exceeding Threshold
— TMC-20005: Timing Paths with Recovery Slack Exceeding Threshold
— TMC-20006: Unregistered User-Partition Inputs
— TMC-20007: Unregistered Paths Between User-Partitions
— TMC-20011: Missing Input Delay
— TMC-20012: Missing Output Delay
— TMC-20013: Partial Input Delay
— TMC-20014: Partial Output Delay
— TMC-20015: Inconsistent Min-Max Delay
— TMC-20016: Invalid Reference Pin
— TMC-20017: Loops Detected
— TMC-20018: Latches Detected
— TMC-20019: Partial Multicycle Assignment
— TMC-20020: Invalid Multicycle Assignment
— TMC-20021: Partial Min-Max Delay Assignment
— TMC-20022: Incomplete I/O Delay Assignment
— TMC-20200: Setup-Failing Paths with Low Intrinsic Margin
— TMC-20201: Setup-Failing Paths with High Clock Skew
— TMC-20202: Setup-Failing Paths with High Cell and Local IC Delay
— TMC-20203: Setup-Failing Paths with High Fabric IC Delay
— TMC-20204: Nodes with Retiming Restrictions Limit Retiming

• Design Assistant ルールを改訂。Revised Design Assistant rules:
— HRR-10201: Power Up Don't Care Setting May Prevent Retiming
— RES-30131: Reset Nets with Polarity Conflict

• 廃止された Design Assistant ルールを削除。
— ACD-30023: Data Bits Are Not Synchronized When Transferred

Between Asynchronous Clock Domains
— ACD-30024: Multiple Data Bits That are Transferred Across

Asynchronous Clock Domains are Synchronized But Not All Bits May
Be Aligned

— ACD-30025: Data Bits Are Not Correctly Synchronized When
Transferred Between Asynchronous Clock Domains

— HRR-10102: Synchronous Clears
— HRR-10105: Registers With Preserve Assignment
— HRR-10108: Pragma dont retime"
— HRR-10109: Pragma dont replicate
— HRR-10110: Register Retiming Assignment
— TMC-20003: Unconstrained I/O Path
— RES-30006: Combinational Logic Used as a Reset Signal is not

Synchronized
— RES-30007: External Reset Signals are not Synchronized using Two

Cascaded Registers
— RES-30008: External Reset Signals Incorrectly Synchronized
— RES-30009: Reset Signal That is Generated in One Clock Domain

and Used in Another Clock Domain is Incorrectly Synchronized
— RES-30010: Reset Signal That is Generated in One Clock Domain

and Used in Another Clock Domain is Not Synchronized

2019.11.01 19.3.0 • 明確にするために、「デザインアシスタントルールのスコープまたは違反の数の変更」
トピックを改訂。

• 個別の「クロックドメインクロッシング（CDC）ルール」カテゴリーとトピックを作成。
• 「CLK-30026：Missing Clock Assignment」Design Assistant ルールを追加。
• 「CLK-30027：Multiple Clock Assignment」Design Assistant ルールを追加。
• 「CLK-30028: Invalid Generated Clock」Design Assistant ルールを追加。
• 「CLK-30029: Invalid Clock Assignment」Design Assistant ルールを追加。
• 「CLK-30030: PLL Setting Violation」Design Assistant ルールを追加。
• 「CLK-30031: Input Delay Assigned to Clock」Design Assistant ルールを追

加。
continued...   
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2019.09.30 19.3.0 • 新しい「Design Assistant の設定」トピックを追加。
• 新しい「Managing Design Assistant Rules」トピックを追加。
• 新しい「Enabling Rules for Specific Compiler Stages」トピックを追加。
• 新しい「Specifying Rule Parameters for Specific Compiler Stages」トピック

を追加。
• 新しい「Modifying Rule Severity Levels」トピックを追加。
• 新しい「Filtering and Hiding Rule Violations」トピックを追加。
• 新しい「Filter Options Dialog Box」トピックを追加。
• 新しい「Linking to Design Assistant Rule Documentation」トピックを追加。
• 新の GUI 要素のスクリーンショットを更新。
• 次の新しい Design Assistant ルールを追加。

— CDC-50001: Missing 1-Bit Synchronizer
— CDC-50002: 1-Bit Synchronized Missing Constraint
— CDC-50003: CE-Type CDC No Constraints
— HRR-10015: High Fan-out Signal
— HRR-10201: Registers Cannot Power Up with Don't Care Logic Level
— HRR-10204: Reset Release Instance Count Check
— RES-30132: Registers May Not Be Properly Reset
— TMC-20500: Hierarchical Tree Duplication was Shallower than

Possible
— TMC-20501: Hierarchical Tree Duplication was Shallower than

Requested
— TMC-20550: Duplication Candidate Rejected for Placement

Constraint
— TMC-20551: Automatically-Discovered Duplication Candidate Likely

Requires More Duplication
— TMC-20552: User-Directed Duplication Candidate was Rejected
— TMC-20601: Registers with High Immediate Fan-Out Tension
— TMC-20602: Registers with High Timing Path Endpoint Tension
— TMC-20603: Registers with High Immediate Fan-Out Span
— TMC-20604: Registers with High Timing Path Endpoint Span

• 廃止された Design Assistant ルールを削除。
— HRR-10014: High Fan-out Nets Driving Clock-Enable Pins
— HRR-10016: Registers Cannot Power-Up With Dont Care Logic Level

2019.04.01 19.1.0 • 新しい Design Assistant デザイン・ルール・チェックツールについて説明。
• 「 推奨デザインプラクティス」 > 「デザインルール違反のチェック」セクションに、各デ

ザインアシスタントルールを説明する新しいトピックを追加し。

2018.09.24 18.1.0 • サブトピック：トピック「クロック領域の割り当てを使用してクロック制約を 適化す
る」の内容から、「Intel Arria 10 およびそれ以前のデバイスファミリーのクロック領
域の割り当て」と「インテル Stratix 10 デバイスのクロック領域の割り当て」を作成。

2017.11.06 17.1.0 • トピック： タイミング・クロージャーの 適化を更新。
• Intel Stratix 10 サポートのためのトピック「グローバルクロックネットワークリソー

スを使用する」を更新し、および「クロック領域の割り当てを使用してクロック制約を
適化する」トピックを追加。

2017.05.08 17.0.0 • 統合合成に関する情報を削除。
• IP Advisor の情報を削除。

2016.10.31 16.1.0 • Intel のブランド変更を実装。

2016.05.03 16.0.0 • 内部同期リセット・コード・サンプルを修正バージョンに置き換え。
• 非推奨の物理合成オプションに関する情報を削除。
• サポートされていない Design Assistant に関する情報を削除。

2015.11.02 15.1.0 • 表記を Quartus II から Quartus Prime へ変更。

continued...   
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2014.12.15 14.1.0 コンパイラの設定にフィッタ設定、Analysis & Synthesis の設定、およびフィジカル・シ
ンセシス 適化からコンパイラ設定の位置を更新。

2014 年 6 月 14.0.0 廃止された MegaWizard Plug-In Manager のサポートを削除。

2013 年 11 月 13.1.0 レガシー HardCopy デバイスのサポートを削除。

2013 年 5 月 13.0.0 ×2 のサポートを削除。

2012 年 6 月 12.0.0 サーベイ・リンクを削除。

2011 年 11 月 11.0.1 テンプレートを更新。

2011 年 5 月 11.0.0 リセット・オプションについての情報を追加。

2010 年 12 月 10.1.0 • アルテラデバイスおよび Quartus IIDesign Assistant のデザイン推奨からタイト
ルを変更。

• 新しいテンプレートに更新。
• 9–13 ページの「メタスタビリティ」および 9–13 ページの「インクリメンタルコンパイ

ル」に関する Quartus II ヘルプへの参照を追加。
• 重複するコンテンツを削除し、9–15 ページの「カスタムルール」のヘルプへの参照を

追加。

2010 年 7 月 10.0.0 • 重複コンテンツを削除し、Design Assistant 設定、Design Assistant ルール、
Design Assistant ルールの有効化と無効化、Design Assistant レポートの表示に
関する Quartus II ヘルプへの参照を追加。

• 5–4 ページの「組み合わせ論理構造」から情報を削除。
• 見出しを 5–12 ページの「電力を節約するデザイン手法」から「電力の 適化」に変更。
• 新しい「Metastability」項を追加。
• 新しい「インクリメンタルコンパイル」セクションを追加。
• 5–23 ページの「リソースのリセット」に情報を追加。
• 「参考資料」の項を削除。

2009 年 11 月 9.1.0 • 廃止されたルールのドキュメントを削除。

2009 年 3 月 9.0.0 • 内容に変更なし。

2008 年 11 月 8.1.0 • 8-1/2 x 11 ページ・フォーマットに変換。
• 5–18 ページの新しいセクション「カスタムルールコーディング例」を追加。
• 5–11 ページの「推奨されるクロックゲーティング方法」に段落を追加。
• 5–12 ページの新しいセクション：「節電のためのデザイン手法」を追加

2008 年 5 月 8.0.0 • 5-13 ページの図 5-9 を更新。カスタムルールファイルをフローに追加。
• 5–17 ページの図 5–9 を追加。
• 5–34 ページの新しいセクション：「カスタムルールレポート」を追加。
• 5–34 ページの新しいセクション：「カスタムルール」を追加。
• 5–38 ページの新しいセクション：「組み込み RAM アーキテクチャ機能のターゲット

設定」を追加。
• 章全体のマイナーな編集上を更新。
• 章全体を通して、参照資料にハイパーリンクを追加。

関連情報
ドキュメント・アーカイブ

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブック 、ドキュメントアーカイブを検索しま
す。
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3.  インテル Quartus Prime ソフトウェアによる準安定性の管理

デザインが非同期信号を同期し、MTBF を改善するためにデザインを 適化する際、メタスタビリティに
起因する平均 MTBF の分析にインテル Quartus Prime ソフトウェアを使用することができます。

FPGA などのデジタルデバイスのすべてのレジスターには、各レジスターがその入力ポートでデータを正
しくキャプチャし、出力信号を生成できる信号タイミング要件が定義されています。信頼性の高い動作を
確保するため、レジスターへの入力は、クロックエッジ前の 小時間（レジスターセットアップ時間また
は t SU ）およびクロックエッジ後の 小時間（レジスターホールド時間または t H ）の間安定している必
要があります。レジスター出力は、指定された clock-to-output 遅延（t CO ）後に使用可能になります。

データがセットアップまたはホールド時間の要件に違反すると、レジスターの出力が準安定状態になる
可能性があります。準安定状態では、レジスター出力の電圧は高状態と低状態の間の値で推移します。つ
まり、定義された高または低状態への出力遷移は、指定された t CO を超えて遅延します。異なるデスティ
ネーション・レジスターは、メタステーブル信号の異なる値をキャプチャする可能性があり、これによりシ
ステムが失敗する可能性があります。

同期システムでは、メタスタビリティが発生しないように、入力信号は常にレジスターのタイミング要件
を満たしている必要があります。信号はデスティネーションクロックに対していつでも到着する可能性が
あるため、関連性のないまたは非同期のクロックドメインの回路間で信号が転送されると、一般に準安
定性の問題が発生します。

準安定性による MTBF は、準安定性がデザインの失敗を引き起こす可能性があるインスタンス間の平
均時間の推定値です。 MTBF が高い（メタスタビリティ障害の間に数百年または数千年など）場合、より
堅牢なデザインを示します。システム全体のコンテキストで許容可能なターゲット MTBF を決定し、
MTBF 計算が統計的な推定値であることを考慮してください。

特定の信号転送、またはデザイン内のすべての転送の準安定性 MTBF は、デザインとデバイス特性に関
する情報を使用して計算できます。デザインの準安定性 MTBF を改善すると、信号転送がデバイスの準
安定性の問題を引き起こす可能性が低くなります。

インテル Quartus Prime ソフトウェアは、Intel デザインの準安定性の管理に役立つ分析、 適化、お
よびレポート機能を提供します。 これらのメタスタビリティ機能は、インテル Quartus Prime Timing
Analyzer で制約されたデザインでのみサポートされます。 一部のデバイスファミリでは、一般的な
MBTF 値と 悪の MBTF 値の両方が生成されます。

関連情報
• FPGA の準安定性について

メタスタビリティー、および FPGA でメタスタビリティーがもたらす影響や MTBF の算出方法
についての詳細情報を記載しています。

• 信頼性レポート
Intel デバイスの信頼性についての情報

683082 | 2020.04.13

フィードバック

Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel
Corporation またはその子会社の商標です。インテルは FPGA 製品および半導体製品の性能がインテルの標準保証に準拠すること
を保証しますが、インテル製品およびサービスは、予告なく変更される場合があります。インテルが書面にて明示的に同意する場合を
除き、インテルはここに記載されたアプリケーション、または、いかなる情報、製品、またはサービスの使用によって生じるいっさいの責
任を負いません。インテル製品の顧客は、製品またはサービスを購入する前、および、公開済みの情報を信頼する前には、デバイスの仕
様を 新のバージョンにしておくことをお勧めします。
*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

ISO
9001:2015
登録済

http://www.altera.com/literature/wp/wp-01082-quartus-ii-metastability.pdf
http://www.altera.com/literature/rr/rr.pdf
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html


3.1.  インテル Quartus Prime ソフトウェアの準安定解析

無関係または非同期のクロックドメインの回路間で信号が転送されると、新しいクロックドメインの
初のレジスターが同期レジスターとして機能します。

非同期信号転送の準安定性による障害を 小限に抑えるために、回路設計者は通常、デスティネーショ
ン・クロック・ドメインで一連のレジスター（同期レジスター・チェインまたはシンクロナイザー）を使用し
て、信号を新しいクロックドメインに再同期し、潜在的に準安定信号の時間を追加します 既知の値に解
決します。設計者は通常、2 つのレジスターを使用して新しい信号を同期しますが、3 つのレジスターの
標準により、準安定性の保護が向上します。

タイミング・アナライザーは、タイミング要件を満たす特定の各シンクロナイザーの MTBF を分析および
レポートし、デザイン MTBF 全体の推定値を生成できます。ソフトウェアはこの情報を使用してデザイン
MTBF を 適化し、この情報を使用して、デザインでより長いシンクロナイザー・チェインが必要かどうか
を判断できます。

関連情報
• 準安定性と MTBF レポート (170 ページ)

• HDL の 適化 (173 ページ)

3.1.1. シフトレジスター・チェイン

同期レジスターチェイン、またはシンクロナイザーは、次の要件を満たす一連のレジスターとして定義さ
れます。

• チェイン内のレジスターはすべて、同じクロックまたは位相関連クロックによってクロックされます。

• チェインの 初のレジスターは、非同期で、または無関係のクロックドメインから駆動されます。

• 各レジスターは、チェイン内の 後のレジスターを除き、1 つのレジスターのみにファンアウトしま
す。

同期レジスターチェインの長さは、上記の要件を満たす同期クロックドメイン内のレジスターの数です。
図は、2 つのレジスターの同期チェインのサンプルを示しています。

図 -86: サンプル同期レジスターチェイン
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同期レジスターチェインのすべてのレジスターが同じクロックドメインにある場合、同期レジスター間の
パスに組み合わせロジックを含めることができます。図は、レジスター間のロジックを含む同期レジスタ
ーチェインの例を示しています。
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図 -87: ロジックを含むサンプル同期レジスターチェイン
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シンクロナイザーのレジスター間パスで使用可能なタイミングスラックにより、準安定信号が安定し、使
用可能な安定時間と呼ばれます。シンクロナイザーの MTBF 計算で使用可能な整定時間は、チェイン内
の各レジスターの出力タイミングスラックの合計です。同期レジスターを追加して使用可能な整定時間
を追加すると、準安定性 MTBF が向上します。

関連情報
タイミング制約がシンクロナイザーの識別と準安定性分析に与える影響 (169 ページ)

3.1.2. メタスタビリティー分析用のシンクロナイザーを特定する

インテル Quartus Prime ソフトウェアで安定性 MTBF 分析と 適化を可能にする 初のステップは、
どのレジスターが同期レジスターチェインの一部であるかを識別することです。 Settings ダイアログ
ボックスの Timing Analyzer ページにある Synchronizer identification オプションを使用す
ると、 シンクロナイザー識別設定をグローバルに適用して、可能なシンクロナイザーを自動的にリストで
きます。

同期チェインはほとんどの Intel FPGA の知的財産（IP）コア内に既に識別されています。

関連情報
メタスタビリティー分析用のシンクロナイザーを特定する (169 ページ)

3.1.3. タイミング制約がシンクロナイザーの識別と準安定性分析に与える影響

タイミング・アナライザーは、同期チェインがタイミング要件を満たしている場合にのみ、準安定性
MTBF を分析できます。メタスタビリティーの失敗率は、シンクロナイザー・レジスター間接続で使用可
能なタイミングスラックに依存します。これは、そのスラックが潜在的なメタステーブル信号の使用可能
な整定時間だからです。したがって、正確な MTBF レポートを取得するには、実際のアプリケーション周
波数要件でデザインが正しく制約されていることを確認する必要があります。

さらに、Auto および Forced If Asynchronous シンクロナイザー識別オプションは、タイミング制
約を使用して、デザイン内のシンクロナイザーチェーンを自動的に検出します。これらのオプションは、無
関係または非同期のクロックドメイン内の回路間の信号転送をチェックするため、クロックドメインはタ
イミング制約と正しく関連する必要があります。

3.  インテル Quartus Prime ソフトウェアによる準安定性の管理
683082 | 2020.04.13

フィードバック インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項

169

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


タイミング・アナライザーは、クロックドメインに正しく関連付けられていない限り、入力ポートを非同期
信号と見なします。入力ポートが同期レジスターとして機能していないレジスターにファンアウトする場
合、 set_input_delay制約を入力ポートに適用します。そうしないと、入力レジスターが同期レジ
スターとして報告される場合があります。同期入力ポートをセットアップ（t SU ）要件の
set_max_delay制約で制約しても、制約は入力ポートをクロックドメインに関連付けないため、シ
ンクロナイザーの識別を妨げません。

代わりに、次のコマンドを使用して、クロックに関連付けられた入力セットアップ要件を指定します。

set_input_delay -max -clock < clock name> <latch – launch – tsu
requirement> <input port name>

フォルスパスはタイミング解析されないため、フォルスパスの 後にあるレジスターも同期レジスターと
見なされます。これらのパスにはタイミング要件がないため、信号はどの時点でも変化する可能性があ
り、レジスターの t SU および t H に違反する可能性があります。したがって、これらのレジスターは同期
レジスターとして識別されます。これらのレジスターを同期に使用しない場合、シンクロナイザーの識別
と分析をオフにすることができます。これを行うには、これらのレジスターチェインの 初の同期レジスタ
ーの Synchronizer Identification を Off に設定します。

3.2. 準安定性と MTBF レポート

インテル Quartus Prime ソフトウェアは、Compilation Report および Timing Analyzer レポート
で準安定性解析結果を報告します。

MTBF 計算では、デザイン、シリコン特性、動作条件に関するタイミングと構造の情報、およびデータトグ
ルレートが使用されます。

Synchronizer Identification 設定を変更した場合、タイミング・アナライザーを再実行することに
より、新しいメタスタビリティー・レポートを生成できます。ただし、 初にフィッターを再実行して、新しい
設定で識別されたレジスターを準安定 MTBF 用に 適化できるようにする必要があります。

関連情報
• 準安定性レポート (170 ページ)

• HDL の 適化 (173 ページ)

• MTBF 計算のシンクロナイザー・データ・トグル・レート (172 ページ)

• FPGA の準安定性について
準安定性 MTBF の計算方法の詳細については

3.2.1. 準安定性レポート

準安定性レポートは、準安定性分析の結果を要約します。 MTBF サマリレポートとシンクロナイザサマ
リレポートに加えて、Timing Analyzer ツールは各シンクロナイザー・チェインの追加の統計情報をレ
ポートします。

デザインが Auto Synchronizer Identification 設定のみを使用する場合、レポートにはシンク
ロナイザーがリストされますが、MTBF はレポートされません。各レジスターチェインの MTBF を取得す
るには、同期レジスターの識別を強制する必要があります。

シンクロナイザーチェインがタイミング要件を満たしていない場合、レポートには識別されたシンクロナ
イザーがリストされますが、MTBF はレポートされません。 MTBF 計算を取得するには、デザインが正し
く制約されていること、およびシンクロナイザーがタイミング要件を満たしていることを確認してくださ
い。
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関連情報
• メタスタビリティー分析用のシンクロナイザーを特定する (169 ページ)

• タイミング制約がシンクロナイザーの識別と準安定性分析に与える影響 (169 ページ)

3.2.1.1. Clocks Summary レポート

MTBF の概要では、デザイン内のクロス・クロック・ドメインと非同期転送の全体的な堅牢性の推定値が
報告されます。この推定では、デザイン内のすべての同期チェインの MTBF 結果を使用して、デザイン全
体の MTBF を計算します。

3.2.1.1.1. デザインの典型的な最悪の MTBF

MTBF サマリレポートには、サポートされている完全に特性化されたデバイスの Typical MTBF of
Design および Worst-Case MTBF of Design が表示されます。典型的な MTBF の結果は、選択
したデバイススピードグレードの公称シリコン特性および公称動作条件として定義される典型的な条件
を想定しています。 悪の場合の MTBF 結果は、選択したデバイススピードグレードの 悪の場合のシ
リコン特性を使用しています。

タイミング・アナライザーで複数のタイミングコーナーを分析すると、動作条件の変化、タイミングスラッ
クまたは使用可能な準安定性セトリングタイムにより、MTBF 計算が異なる場合があります。 Intel は
MTBF の 悪のタイミングコーナーは必ずしもタイミングパフォーマンスの 悪のコーナーと一致しな
いため、マルチコーナータイミング分析を実行して、 悪の MTBF 結果を分析することを推奨します。

関連情報
Timing Analyzer

Intel Quartus Prime Help 内

3.2.1.1.2. シンクロナイザーチェイン

MTBF サマリレポートには、Number of Synchronizer Chains Found と Shortest
Synchronizer Chain の長さもリストされます。これは、レポートが正確な情報に基づいているかど
うかを識別するのに役立ちます。

見つかったシンクロナイザー・チェインの数が予想と異なる場合、または 短のシンクロナイザー・チェイ
ンの長さが予想より短い場合、デザインの Synchronizer Identification 設定を追加または変更
する必要があります。 このレポートは、 悪の MTBF を持つシンクロナイザーの使用可能な整定時間と
して定義された Worst Case Available Settling Time も提供します。

報告された Fraction of Chains for which MTBFs Could Not be Calculated を使用し
て、メタスタビリティ分析で高い割合のチェインが欠落しているかどうかを判断できます。たとえば、1 の
端数は、デザイン内のチェインに対して MTBF を計算できなかったことを意味します。適切な
Synchronizer identification オプションでチェインを識別していない場合、またはパスがタイミ
ング解析されていないため、メタスタビリティー分析に有効なスラックがない場合、MTBF は計算されま
せん。タイミング制約を修正して、該当するレジスターチェインの完全な解析をイネーブルする必要があ
る場合があります。

3.2.1.1.3. 使用可能な整定時間の増加

MTBF サマリレポートは、使用可能な整定時間の 100ps の増加が MTBF 値を増加させる方法を指定
します。 MTBF が満足できない場合、このメトリックは、シンクロナイザー・ェインで余分なスラックがど
のくらい必要かを判断するのに役立ち、目的のデザイン MTBF に到達できます。
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3.2.1.2. Clocks Summary レポート

Synchronizer Summary には、Synchronizer Identification 設定に応じてデザインで検出され
た同期レジスターチェインがリストされます。

Source Node は、非同期転送のソースであるレジスターまたは入力ポートです。
Synchronization Node は、同期チェインの 初のレジスターです。 Source Clock はソースノー
ドのクロックドメインであり、 Synchronization Clock はシンクロナイザー・チェインのクロックド
メインです。

この概要は、タイミング要件を満たす適切に識別された同期レジスターチェインごとに、計算された
Worst-Case MTBF （使用可能な場合）および Typical MTBF をレポートします。

関連情報
Timing Analyzer の Synchronizer Chain Statistics レポート (172 ページ)

3.2.1.3. Timing Analyzer の Synchronizer Chain Statistics レポート

タイミング・アナライザーは、各シンクロナイザーチェインの追加レポートを提供します。

Chain Summary タブは Synchronizer Summary レポートで説明されている Synchronizer
Summary 情報と一致し、Statistics タブは詳細を追加します。これらの詳細には、Method of
Synchronizer Identification が User Specified（Synchronizer Identification 設定
の Forced if Asynchronous または Forced 設定）、または Automatic（Auto 設定）であった
かどうかが含まれます。Number of Synchronization Registers in Chain レポートは、チェイ
ンおよび Data Toggle Rate Used in MTBF Calculation の Available Settling Time な
ど、MTBF 計算に影響するパラメーターに関する情報を提供します。

デザイン内のチェインを見つけるのに役立つ次の情報も含まれています。

• 信号の Source Clock および Asynchronous Source ノード。

• デスティネーション・クロック・ドメインの Synchronization Clock。

• チェイン内の Synchronization Registers ノード名。

関連情報
MTBF 計算のシンクロナイザー・データ・トグル・レート (172 ページ)

3.2.2. MTBF 計算のシンクロナイザー・データ・トグル・レート

MTBF の計算では、同期されるデータがソースクロック周波数の 12.5％のトグルレートでスイッチング
していると想定しています。つまり、到着するデータは 8 つのソースクロックサイクルごとに切り替わる
と想定されます。

複数のクロックが適用される場合、 も高い周波数が使用されます。ソースクロックを特定できない場
合、データレートは同期クロック周波数の 12.5％と見なされます。

データが変化するおおよそのレートがわかっている場合、Assignment Editor の Synchronizer
Toggle Rate 割り当てで指定します。この割り当てをエンティティまたはデザイン全体に適用すること
もできます。同期チェインの 初のレジスターで、データトグルレートを 1 秒あたりの遷移数で設定しま
す。タイミング・アナライザーは、そのレジスターチェインの MTBF を計算するときに、指定されたレート
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を考慮します。データ信号がトグルせず、デザインの信頼性に影響しない場合、MTBF がレポートされな
いように、同期チェインの Synchronizer Toggle Rate を 0 に設定できます。 Tcl で割り当てを適
用するには、次のコマンドを使用します。

set_instance_assignment -name SYNCHRONIZER_TOGGLE_RATE <toggle rate in 
transitions/second> -to <register name>

Synchronizer Toggle Rate に加えて、準安定性 MTBF の計算に使用されていないトグル・レー
ト、関連付けられた他の二つの割り当てがあります。 I/O 大トグルレートはピンにのみ使用され、シグ
ナル・インテグリティーの目的で使用される 悪のトグルレートを指定します。パワートグルレートの割
り当ては、予想される時間平均のトグルレートを指定するために使用され、パワーアナライザーによって
時間平均の消費電力を推定するために使用されます。

3.3. HDL の最適化

デザインで見つかった同期レジスターチェインと MTBF 値のレポートに加えて、 インテル Quartus
Prime ソフトウェアは、MTBF に悪影響を与える可能性のある 適化からこれらのレジスターを保護
し、MTBF が低すぎる場合にレジスターの配置と配線を 適化できます。

同期レジスターチェインは、 初にシンクロナイザーとして明示的に識別される必要があります。 Intel
シンクロナイザーチェインの一部であるすべてのレジスターに対して、 Synchronizer
Identification を Forced If Asynchronous に設定することを推奨します。

物理合成でのレジスターの複製やロジックのリタイミングなどの 適化アルゴリズムは、識別された同
期レジスターでは実行されません。 Fitter は、 Synchronizer Register Chain Length オプショ
ンで指定された同期レジスターの数を保護します。

さらに、フィッターは、レジスターを配置および配線して出力セットアップスラック値を増やすことによ
り、MTBF を改善するために識別されたシンクロナイザーを 適化します。シンクロナイザー・チェインに
スラックを追加すると、潜在的に準安定な信号の使用可能な整定時間が増加し、信号が既知の値に解決
される可能性が向上し、デザイン MTBF が指数関数的に増加します。 Fitter は、 Synchronizer
Register Chain Length オプションで指定された同期レジスターの数を 適化します。

メタスタビリティーの 適化はデフォルトでオンになっています。 Optimize Design for
Metastability オプションを表示または変更するには、Assignments > Settings >
Compiler Settings > Advanced Settings (Fitter)をクリックします。 Tcl で 適化をオンま
たはオフにするには、次のコマンドを使用します。

set_global_assignment -name WEAK_PULL_UP_RESISTOR OFF

関連情報
メタスタビリティー分析用のシンクロナイザーを特定する (169 ページ)

3.3.1. 同期レジスターチェインの長さ

Synchronization Register Chain Length オプションは、各レジスターチェインの MTBF を削
減する可能性がある 適化から保護する必要があるレジスターの数を指定し、 Optimize Design
for Metastability オプションで MTBF を増やすために 適化するレジスターの数を制御します。

たとえば、 Synchronization Register Chain Length オプションが 2 に設定されている場合、
レジスターの複製やロジックのリタイミングなどの 適化は、識別されたすべての同期チェインの 初の
2 つのレジスターで実行されません。また、 初の 2 つのレジスターは、Optimize Design for
Metastability オプションがオンになっている場合に MTBF を改善するために 適化されます。
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Synchronization Register Chain Length オプションのデフォルト設定は 3 です。同期チェイ
ンの 初のレジスターは、MTBF を削減する可能性のある操作から常に保護されますが、より多くのシン
クロナイザー・チェインを保護するには、保護の長さを設定する必要があります。 Intel は、すべての同期
レジスターが保持され、MTBF 用に 適化されるように、このオプションをデザイン内の同期チェインの
大長に設定することを推奨します。

Assignments > Settings > Compiler Settings > Advanced Settings (Synthesis)
をクリックして、グローバル Synchronization Register Chain Length オプションを変更しま
す。

また、Assignment Editor でノードまたはエンティティーに Synchronization Register Chain
Length を設定することもできます。この値を同期チェインの 初のレジスターに設定して、このチェイ
ンで保護および 適化するレジスターの数を指定できます。この個別の設定は、MTBF が低い特定の同
期チェインで作成した追加のレジスターを保護および 適化する場合、または 大周波数またはタイミ
ングパフォーマンスが満たされていない特定のチェインで MTBF のレジスターを 適化する場合に役
立ちます。 Tcl でグローバル設定を行うには、次のコマンドを使用します。

set_global_assignment -name SYNCHRONIZATION_REGISTER_CHAIN_LENGTH <number of 
registers>

Tcl を使用してデザインインスタンスまたは特定のチェインの 初のレジスターに割り当てを適用するに
は、次のコマンドを使用します。

set_instance_assignment -name SYNCHRONIZATION_REGISTER_CHAIN_LENGTH <number of 
registers> -to <register or instance name>

3.4. 準安定効果の低減

Metastability Summary レポートでデザインのメタスタビリティ MTBF を確認し、システム全体のコ
ンテキストと MTBF 計算が統計的推定値であるという事実を考慮して、許容可能なターゲット MTBF
を決定できます。高いメタスタビリティー MTBF（メタスタビリティーの障害の間に数百年または数千年
など）は、より堅牢なデザインを示します。

このセクションでは、完全かつ正確な準安定性分析を確実にするためのガイドラインと、 インテル
Quartus Prime メタスタビリティー・レポートは、許容できない MTBF 値を計算します。タイミング 適
化アドバイザー（[ツール]メニューから使用可能）は、Metastability Optimization セクションで同様
の提案を提供します。

関連情報
準安定性レポート (170 ページ)

3.4.1. Timing Analyzer にシステム中心の完全なタイミング制約を適用する

イネーブルするにはインテル Quartus Prime メタスタビリティー機能を使用する場合、タイミング・ア
ナライザーがタイミング解析に使用されていることを確認してください。

デザインのタイミングが完全に制約され、タイミング要件を満たしていることを確認してください。同期
チェインがタイミング要件を満たさない場合、MTBF は計算できません。クロックドメインの制約が正し
く設定されていない場合、無関係または非同期のクロックドメインの回路間の信号転送が正しく識別さ
れない可能性があります。

FPGA 中心のタイミング制約を使用する代わりに、業界標準のシステム中心の I/O タイミング制約を使
用します。
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set_max_delay制約の代わりに set_input_delay制約を使用して、各入力ポートをクロック
ドメインに関連付けて、同期レジスターの識別中に誤検出を排除する必要があります。

関連情報
タイミング制約がシンクロナイザーの識別と準安定性分析に与える影響 (169 ページ)

3.4.2. 同期レジスターの識別を強制する

Identifying Synchronizers for Metastability Analysis のガイドラインを使用して、ソフトウェア
が適切なレジスタチェインをレポートおよび 適化するようにします。

Assignment Editor で Synchronizer Identification を Forced If Asynchronous に設定
して、同期レジスターを識別します。ソフトウェアが同期として検出するレジスターがあるが、準安定性を
分析する場合、 初の同期レジスターに Forced 設定を適用します。非同期信号または無関係なクロッ
クドメインのシンクロナイザーではないレジスターの Synchronizer Identification を Off に設
定します。

デザイン内のシンクロナイザーを見つけるのに役立つように、 Settings ダイアログボックスの
Timing Analyzer ページのグローバル Synchronizer Identification 設定を Auto に設定し
て、デザイン内で可能なすべての同期チェインのリストを生成できます。

関連情報
メタスタビリティー分析用のシンクロナイザーを特定する (169 ページ)

3.4.3. シンクロナイザーのデータトグルレートを設定する

MTBF の計算では、同期されるデータがソースクロック周波数の 12.5％のトグルレートでスイッチング
していると想定しています。

デザイン内の特定のチェインまたはすべてのチェインのより正確な MTBF を取得するには、
Synchronizer Toggle Rate を設定します。

関連情報
MTBF 計算のシンクロナイザー・データ・トグル・レート (172 ページ)

3.4.4. フィッティング中のパワーを最適化する

Optimize Design for Metastability がオンになっていることを確認してください。

関連情報
HDL の 適化 (173 ページ)

3.4.5. シンクロナイザーの長さを増やして保護および最適化する

Synchronizer Chain Length パラメーターを、デザイン内の同期チェインの 大長まで増やします。
デザインで特定された 2 つよりも長い同期チェインがある場合、MTBF を削減する可能性のある操作か
ら同期チェイン全体を保護し、準安定性の 適化により MTBF を改善できます。

関連情報
同期レジスターチェインの長さ (173 ページ)
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3.4.6. シンクロナイザーで使用されるステージの数を増やす

デザイン者は通常、メタステーブル・イベントの発生を 小限に抑えるために、同期チェインで 2 つのレ
ジスターを使用し、3 つのレジスターの標準により、より優れたメタスタビリティー保護が提供されます。
ただし、2 つまたは 3 つのレジスターを含む同期チェインでは、デザインが高いクロックおよびデータ周
波数で実行される場合に十分な MTBF を生成するには不十分な場合があります。

同期チェインの MTBF が低いと報告されている場合、同期チェインに追加のレジスターステージを追加
することを検討してください。この追加段階により、同期チェインの整定時間が長くなり、信号がメタステ
ーブル・イベント中に既知の状態に解決される機会が増えます。整定時間が長くなると、チェインの
MTBF が増加し、デザインの堅牢性が向上します。ただし、同期ステージを追加すると、信号に遅延の追
加ステージが導入されます。

クロックドメインを横断する個別のリードロックとライトクロックを備えた Intel FPGA IP コアを使用
する場合は、MTBF を向上させるために準安定保護（およびレイテンシ）を向上させます。 DCFIFO パラ
メーター・エディターで、Best metastability protection, best fmax, unsynchronized
clocks オプションを選択して、3 つ以上の同期ステージを追加します。How many sync stages?
設定を使用して、ステージの数を 3 つ以上に増やすことができます。

3.4.7. より高速なスピードグレードデバイスを選択する

デザイン MTBF は、使用するデバイスのプロセスパラメーターに依存します。高速なデバイスは、準安定
性の問題の影響を受けにくくなります。デザイン MTBF がターゲット MTBF を大幅に下回っている場
合、より高速なスピードグレードに切り替えると、MTBF を大幅に改善できます。

3.5. スクリプティング・サポート

この章で説明する手順の実行と設定は Tcl スクリプトで行うことができます。

スクリプトコマンドオプションの詳細については、 インテル Quartus Prime コマンドラインおよび Tcl
API ヘルプブラウザーを参照してください。ヘルプブラウザーを実行するには、コマンドプロンプトで次
のコマンドを入力し、Enter キーを押します。

quartus_sh --qhelp

関連情報
• インテル Quartus Prime プロ・エディション Settings File Reference Manual

インテル Quartus Prime ソフトウェアでのすべての設定と制約について。

• Tcl スクリプティング
インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: スクリプティング

• コマンドライン・スクリプト
インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: スクリプティング

3.5.1. 準安定性解析のためのシンクロナイザーの特定

グローバルな Synchronizer Identification 割り当てを適用するには、次のコマンドを使用します。

set_global_assignment -name SYNCHRONIZER_IDENTIFICATION <OFF|AUTO|"FORCED IF 
ASYNCHRONOUS">
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Synchronizer Identification の割り当てを特定のレジスターまたはインスタンスに適用するに
は、次のコマンドを使用します。

set_instance_assignment -name SYNCHRONIZER_IDENTIFICATION <AUTO|"FORCED IF 
ASYNCHRONOUS"|FORCED|OFF> -to <register or instance name>

3.5.2. MTBF 計算のシンクロナイザーデータトグルレート

MTBF 計算の“R**Synchronizer Data Toggle Rate in MTBF Calculation”で説明されているよう
に、MTBF 計算のトグルレートを指定するには、次のコマンドを使用します。

set_instance_assignment -name SYNCHRONIZER_TOGGLE_RATE <toggle rate in 
transitions/second> -to <register name>

関連情報
MTBF 計算のシンクロナイザー・データ・トグル・レート (172 ページ)

3.5.3. report_metastability および Tcl コマンド

コマンドラインまたはスクリプトフローを使用する場合、 インテル Quartus Prime およびユーザーイ
ンターフェイス外側の“C**Metastability Reports”で説明されているメタスタビリティ分析レポート
を生成できます。

次の表に、 report_metastabilityおよび Tcl コマンドのオプションを示します。

表 7. report_metastabilty コマンドオプション

オプション 説明

-追加 出力がファイルに送信される場合、このオプションは結果をそのファイル
に追加します。それ以外の場合、ファイルは上書きされます。

-file <name> 結果を ASCII ファイルまたは HTML ファイルに送信します。ファイル名
で指定された拡張子により、ファイルタイプが * .txt または
* .html のいずれかになります。

-panel_name <name> 結果をパネルに送信し、新しいパネルの名前を指定します。

-stdout レポートがメッセージを介して標準出力に送信されることを示します。こ
のオプションは、ファイルなどの別の出力形式を選択し、メッセージを受
信する場合にのみ必要です。

関連情報
準安定性レポート (170 ページ)

3.5.4. HDL の最適化

“C**MTBF Optimization”ページで説明されている準安定性の 適化を確実にイネーブルするには
（またはディセーブルするには）、次のコマンドを使用します。

set_global_assignment -name WEAK_PULL_UP_RESISTOR OFF

関連情報
HDL の 適化 (173 ページ)
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3.5.5. 同期レジスターチェインの長さ

“C**Synchronization Register Chain Length”の説明に従って、保護および 適化される同期チェ
イン内のレジスターの数をグローバルに設定するには、次のコマンドを使用します。

set_global_assignment -name SYNCHRONIZATION_REGISTER_CHAIN_LENGTH <number of 
registers>

特定のチェインのデザインインスタンスまたは 初のレジスターに割り当てを適用するには、次のコマン
ドを使用します。

set_instance_assignment -name SYNCHRONIZATION_REGISTER_CHAIN_LENGTH <number of 
registers> -to <register or instance name>

関連情報
同期レジスターチェインの長さ (173 ページ)

3.6. 準安定性の管理

Intel のインテル Quartus Prime このソフトウェアは、業界をリードする分析および 適化機能を提
供し、FPGA デザインの準安定性の管理を支援します。適切な制約と設定を使用してインテル Quartus
Prime プロジェクトをセットアップし、ソフトウェアが設計 MTBF を分析、レポート、および 適化でき
るようにします。 インテル Quartus Prime ソフトウェアのこれらの機能を活用して、設計を準安定性に
関してより堅牢にします。

3.7.  インテル Quartus Prime ソフトウェアでの準安定性の管理の改訂履歴

この章には、次の改訂履歴が適用されます。

ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2018.05.07 18.0.0 • スタンドアロンの設計推奨事項ユーザーガイドの一部としての 初のリリース。

2017.11.06 17.1.0 • 他のドキュメントへの壊れたリンクを修正。

2016.10.31 16.1.0 • Intel のブランド変更を実装。

2015.11.02 15.1.0 • 表記を Quartus II から インテル Quartus Prime へ変更。

2014.12.15 14.1.0 コンパイラーの設定にフィッタ設定、Analysis & Synthesis の設定、およびフィジカル・
シンセシス 適化からコンパイラ設定の位置を更新

2014 年 6 月 14.0.0 表示形式を更新。

2012 年 6 月 12.0.0 サーベイ・リンクを削除

2011 年 11 月 10.0.2 テンプレートを更新

2010 年 12 月 10.0.1 軽微な修正。ドキュメントのテンプレートを更新。

2010 年 7 月 10.0.0 技術的な編集。

2009 年 11 月 9.1.0 シンクロナイザー識別設定の説明を明確にした。
ドキュメント全体でのテキストと図の小さな変更。

2009 年 3 月 9.0.0 初版。
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関連情報
ドキュメントアーカイブ

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブック 、ドキュメントアーカイブを検索しま
す。
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A.  インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド

インテル Quartus Prime プロ・エディション FPGA デザインフローのすべての段階についての包括的
な情報については、以下のユーザーガイドを参照してください。

関連情報
• インテル Quartus Prime プロ・エディション使い始めユーザーガイド

インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアの基本的な機能、ファイル、およ
びデザインフローについて説明します。これには、インテル Quartus Prime プロ・エディション
プロジェクトおよび IP の管理、初期デザインのプランニング時における考慮事項、旧ソフトウ
ェア・バージョンからのプロジェクト・マイグレーションが含まれます。

• Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Platform Designer
プラットフォーム・デザイナーを使用したシステムの作成および 適化について説明します。プ
ラットフォーム・デザイナーは、システム統合ツールとして、カスタマイズされた IP コアのプロ
ジェクトへの統合を簡略化します。また、相互接続ロジックを自動生成して、知的財産 (IP) 機
能とサブシステムを接続します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デザイン上の推奨事項
インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアを使用して FPGA をデザインす
るための 良のデザイン方法について説明します。HDL コーディング・スタイルと同期デザイン
の実行方法は、デザイン性能に大きく影響します。推奨される HDL コーディング・スタイルに従
うことで、インテル Quartus Prime プロ・エディション合成では、デザインをハードウェアに
適な形で実装します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デザインのコンパイル
インテル Quartus Prime プロ・エディション Compiler のすべての段階でのセットアップ、実
行方法、および 適化について説明します。Compiler では、デザインの合成および配置配線を
デバイス・プログラミング・ファイルの生成前に行います。

• 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 適化
インテル Quartus Prime プロ・エディションの設定、ツール、および手法について説明します。
これにより、 Intel で 大限のデザイン性能を実現します。手法には、デザイン・ネットリストの
適化、リタイミングとタイミング・クロージャーを制限するクリティカル・チェーンのへ対応、デ

バイスリソース使用量の 適化、デバイス・フロアプラン、および設計 変更指示 (ECO) が含ま
れます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: プログラマー
インテル Quartus Prime プロ・エディション Programmer の動作について説明します。イン
テル Quartus Prime プロ・エディション Programmer を使用すると、 Intel ・ダウンロード・
ケーブルとの接続を介した Intel デバイスのコンフィグレーションおよび CPLD とコンフィグ
レーション・デバイスのプログラミングが可能になります。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: ブロックベースのデザイン
ブロックベースのデザインフローについて説明します。ブロックベースのデザインフローは、モ
ジュラーまたは階層デザインフローとも呼ばれます。この高度なフローにより、プロジェクト内
でのデザインブロック（または階層デザイン・インスタンスを構成するロジック) の保持と他のプ
ロジェクトでのデザインブロックの再利用が可能になります。
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• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: パーシャル・リコンフィグレーション
パーシャル・リコンフィグレーションについて説明します。高度なデザインフローであるパーシャ
ル・リコンフィグレーションでは、FPGA の一部分のダイナミック・リコンフィグレーションが可能
です。この間、FPGA デザインの他の部分の動作は継続します。複数のペルソナの定義を特定の
デザイン領域に対して行う際に、他のエリアの動作には影響を与えません。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: サードパーティー・シミュレーショ
ン

Aldec*、Cadence*、Mentor Graphics*、および Synopsys*が提供するサードパーティー・
シミュレーション・ツールに対する RTL レベルおよびゲートレベルのデザイン・シミュレーショ
ンのサポートについて説明します。このツールを使用すると、デザインの挙動の検証の実行が、
デバイス・プログラミングの前に可能になります。これには、シミュレーター・サポート、シミュレ
ーション・フロー、および Intel FPGA IP のシミュレーションが含まれます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: サードパーティー合成
Mentor Graphics*および Synopsys*が提供するサードパーティー合成ツールにおけるデザ
インのオプション合成サポートについて説明します。これには、デザインフローのステップ、生成
されたファイルの説明、および合成ガイドラインが含まれます。

• Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Third-party Logic Equivalence
Checking Tools

デザインのロジック同値チェック (LEC) を OneSpin*製サードパーティーの LEC ツールでオ
プションとして行う場合のサポートについて説明します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デバッグツール
デザインのリアルタイム検証に使用するインテル Quartus Prime プロ・エディションインシス
テム・デザイン・デバッグ・ツールのポートフォリオについて説明します。このツールは、デザイン
内の信号をデバッグロジックにルーティング (または「タッピング」) することで可視性を提供し
ます。このツールには、System Console、Signal Tap Logic Analyzer、Transceiver
Toolkit、In-System Memory Content Editor、および In-System Sources and Probes
Editor が含まれます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: Timing Analyzer
スタティック・タイミング解析の基本原理とインテル Quartus Prime プロ・エディション タイ
ミング・アナライザーの使用方法について説明します。 インテル Quartus Prime プロ・エディ
ション タイミング・アナライザーは、ASIC 形式の強力なタイミング解析ツールとして、デザイン
内のすべてのロジックのタイミング・パフォーマンスを検証するために、業界標準の制約、解析、
およびレポート手法を使用します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: 消費電力の解析と 適化
インテル Quartus Prime プロ・エディション消費電力解析ツールについて説明します。インテ
ル Quartus Prime プロ・エディション消費電力解析ツールは、デバイスの消費電力を高精度
で見積もります。デバイスの消費電力を見積もることで、電力バジェットとデザイン電源、電圧レ
ギュレーター、ヒートシンク、および冷却システムの開発ができます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デザイン制約
ピン・アサインメント、デバイスオプション、ロジックオプション、およびタイミング制約といった
Compiler によるデザインの実装方法に影響するタイミングおよびロジック制約について説明
します。インターフェイス・プランナーを使用して、インターフェイス実装のプロトタイプの作成、
クロックのプランニング、および正当なデバイス・フロアプランを迅速に定義します。Pin
Planner を使用して、ターゲットデバイスをグラフィカルに表示し、すべての I/O アサインメン
トを視覚化、編集、および検証します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: PCB デザインツール
Mentor Graphics*および Cadence*によるオプションのサードパーティー PCB デザインツ
ールのサポートについて説明します。HSPICE モデルと IBIS モデルによるシグナル・インテグ
リティー解析およびシミュレーションに関する情報も含まれています。

A.  インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド
683082 | 2020.04.13

フィードバック インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン上の推奨事項

181

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/tnc1513987819990.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/gft1513990268888.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/gft1513990268888.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/hjy1513988789394.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/sth1529938337105.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/sth1529938337105.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/nfc1513989909783.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/psq1513989797346.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/osq1513989409475.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/iqe1513988936192.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/fnf1513989100686.html
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%20(683082%202020.04.13)%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


• インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: スクリプティング
Tcl およびコマンドライン・スクリプトの使用について説明します。これにより、インテル
Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアを制御し、プロジェクトの管理、制約の指
定、コンパイルあるいはタイミング解析の実行、レポートの生成などの広範囲におよぶ機能が
実行できます。

A.  インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド
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